
依 頼 書 

ＦＡＸ：０３－５９９９－３５１１ 

東京都練馬区氷川台三丁目３９番３号ルミエール氷川台２０９ 〒１７９－００８４ 

関口司法書士事務所 御中 
 
下記の内容で、会社設立手続を依頼します。 
 

発起人 

 住  所：                      

 フリガナ：                    電 話：     （     ）        

                          ＦＡＸ：     （     ）        

 氏  名：                    メール：                    

代表取締役（□上記発起人欄記載のとおりにより、省略。） 

 住  所：                      

 フリガナ：                    電 話：     （     ）        

                          ＦＡＸ：     （     ）        

 氏  名：                    メール：                    

１．  希望設立日 

□   月   日（   曜日）  ・ □指定せず、準備整い次第速やかに 

※ 土日祝日は、設立できません。日程によってはご希望に添えない場合があります。 

２．  設立事項 
 
別紙「会社設立チェックリスト」記載のとおり。 

３． 質問事項（任意） 

※起業にあたって、参考までにお聞きするものですので、厳密に考えることなく、

お気軽にお答えください。 

※回答に差し支える事項、分からない事項があれば、回答していただかなくても 

結構です。 

 

・設立にあたっては、他の組織形態（株式会社を予定している場合は、合同会社や一

般社団法人等）も検討した。 

・年度によって業績に変動の大きい事業を行っている（行う予定である）。 

・年度によって、売上に２倍以上の変動幅がある（幅が出そう）。 

・個人事業の年間の所得合計が２９０万円を超えている。 

・個人事業の年間の所得合計が３３０万円を超えている。 

・年間の交際費の額が８００万円以下である（以下になりそうだ）。 

・年間の一般の生命保険料の額が１２万円を超えている。 

・初年度から売上が１０００万円を超えそうである。 

・そのうち、設立から６か月間の売上の規模が、１０００万円を超える予定である。 

・法人化した場合、自分の役員報酬が最低、月２０万円以上出せそうである。 

・法人化した場合、年間５００万円程度の役員報酬を取れる見込みがある。 

・設立から６か月間に、役員や従業員に支払うであろう役員報酬・給与・賞与の合計 

額が１０００万円を超えそうである。 

・事業用の不動産を所有している（購入する予定がある）。 

・乗用車を事業用に使っている（使う予定がある）。 

・生計を一にする家族が事業用（自宅兼用含む）の不動産を所有している。 

・事業を手伝っている家族がいる（手伝ってもらう予定）。 

・妻に１０３万円以上の給与を支払っている（支払う予定） 

・事業を手伝っている家族が他の会社に勤めていたり、自分でも事業をしたりしてい

る。 

・長く働いてくれそうな家族が１人以上いる。 

・家族に家賃を払ったり、事業用資金を借りたりしている（借りる予定がある）。 

・全く違う事業を同時に行っている（行う予定である）。 

・創業時に、１人以上正社員を雇い入れる予定である。 

・従業員が５人以上いる（５人以上にする予定がある）。 

 

 

 

 

 

 

□YES ・ □Ｎｏ 

 

□YES ・ □Ｎｏ 

□YES ・ □Ｎｏ 

□YES ・ □Ｎｏ 

□YES ・ □Ｎｏ 

□YES ・ □Ｎｏ 

□YES ・ □Ｎｏ 

□YES ・ □Ｎｏ 

□YES ・ □Ｎｏ 

□YES ・ □Ｎｏ 

□YES ・ □Ｎｏ 

□YES ・ □Ｎｏ 

 

□YES ・ □Ｎｏ 

□YES ・ □Ｎｏ 

□YES ・ □Ｎｏ 

□YES ・ □Ｎｏ 

□YES ・ □Ｎｏ 

□YES ・ □Ｎｏ 

 

□YES ・ □Ｎｏ 

□YES ・ □Ｎｏ 

□YES ・ □Ｎｏ 

□YES ・ □Ｎｏ 

□YES ・ □Ｎｏ 



・会計ソフトを利用して帳簿を作成している（する予定である）。 

・就業規則や労務管理に関する知識を持っている。 

・顧問又は知り合いの税理士・公認会計士がいる。 

・顧問又は知り合いの社会保険労務士がいる。 

・顧問又は知り合いの司法書士がいる。 

・顧問又は知り合いの行政書士がいる。 

・顧問又は知り合いの弁護士がいる。 

・毎月の振込みは、事業主や家族以外の従業員が行っている（行う予定である）。 

・将来、事業は子どもに引き継いでもらいたいと思っている。 

・近い将来、上場企業等の大企業との取引が１０％以上見込めそうである。 

・インターネットを利用した営業活動が５０％以上を占める（占める予定である）。 

・運転資金や設備資金の借入が１０００万円以上ある（必要になりそう）。 

・自己資金より、開業時に必要な資金の方が大きい（大きくなりそう）。 

・両親から（返す必要のない）資金援助が見込める。 

・国や自治体から認可を受けて行っている（又は受けて行う予定の）事業がある。 

・２人以上で共同事業を行っている（行っていく予定である）。 

・今の事業はどんなに苦しくても、３年以上は続けていきたいと思う。 

・会社を閉じる際、２０万円以上の費用がかかることを知っている。 

・株式会社の場合、毎年決算公告をしなければならないことを知っている。 

・決算公告には費用がかかることを知っている（電子公告を除く。）。 

・会社の役員になったことがある。 

・他に会社を持っている。 

□YES ・ □Ｎｏ 

□YES ・ □Ｎｏ 

□YES ・ □Ｎｏ 

□YES ・ □Ｎｏ 

□YES ・ □Ｎｏ 

□YES ・ □Ｎｏ 

□YES ・ □Ｎｏ 

□YES ・ □Ｎｏ 

□YES ・ □Ｎｏ 

□YES ・ □Ｎｏ 

□YES ・ □Ｎｏ 

□YES ・ □Ｎｏ 

□YES ・ □Ｎｏ 

□YES ・ □Ｎｏ 

□YES ・ □Ｎｏ 

□YES ・ □Ｎｏ 

□YES ・ □Ｎｏ 

□YES ・ □Ｎｏ 

□YES ・ □Ｎｏ 

□YES ・ □Ｎｏ 

□YES ・ □Ｎｏ 

□YES ・ □Ｎｏ 
 
 
 
１．委託する業務とその内容 

私は、貴事務所を受託者として、会社設立登記の業務を委託します。 

【委託する業務の内容】 

① 登記申請等及び定款認証に関する手続の代理 

② 前号の業務に必要な証明書の交付申請及び受領の代理 

③ 第１号の業務に必要な書類の作成 

２．委託者の承諾事項等 

（１）私は、貴事務所が私の提供する個人情報を、次の利用目的及びこれと合理的な関連性のある範囲内で、業

務上必要な限りにおいて利用することを承諾します。 

① 依頼された法律事務（調査）を遂行するため。  

② 業務の公正を期すための、依頼者の本人確認のため。  

③ 依頼を受けたことに伴う各種リスクの把握及び管理のため。  

④ 貴事務所の挨拶状等の送付、講習会等のご案内のため。 

⑤ 貴事務所の提供する各種サービスに関する情報のお知らせのため。  

⑥ 業務の質の向上のため、貴事務所の資料としての利用 

（２）私は、運転免許証・健康保険証その他の身分証明書等を提示し、貴事務所の本人確認に協力します。 

（３）私は、貴事務所に対し、上記１の業務上必要となる調査確認資料及び情報を提供し、貴事務所が行う登記

原因等の事実の確認に協力します。 

 

以 上 



１．会社の概要

アルファベット商号も可

例：　・・・　Co．，Ltd．
例：　・・・　Ｉｎｃ．

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

（７）

（８）

（９）

（１０）

あり なし 例：

（取得を予定している許認可）

①

②

③

円

円 初期値：０

官報

※官報による決算公告費用は、74,331円～。

電子公告

※ホームページアドレス（ＵＲＬ）が必要です。

　ＵＲＬ：

※電子公告による決算公告費用は、０円です。

日刊工業新聞

※日刊工業新聞による決算公告費用は、99,330円～。

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

設立日に応じて、初年度が最長になるように定める。

設立日に応じて、初年度が７か月以下で最長になるように定める。

毎年 　　月　　　日　～　　　月　　　日

設置しない

※フリガナは、国税庁法人番号公表サイトを通じて公表されます。

本　　　店

（株式会社）
関口司法書士事務所

事業年度

許認可取得の予定の有無

※登記する正確な表記で。　ビル名や部屋番号を入れるか否かもご判断ください。

（フリガナ）

商　　　号

事業目的

資　本　金

（書ききれない場合は適宜の

（英語表記）

※電子公告による決算公告は、省略のないものを５年間継続開示。

建設業許可、宅建業許
可、古物業許可、貸金業
許可、労働者派遣業許
可、旅行業許可、酒販売
業許可、産廃業許可・・・・

※官報による決算公告は、一部を省略した要旨で足ります。

用紙にご記入ください。）

資本準備金

公告方法

取締役会の設置・非設置 初期値：設置しない

※取締役会を設置する場合は次の監査役の設置が義務です。

設置する

※取締役会を設置する場合は、３名以上の取締役が必要です。

会社設立チェックリスト

※日刊工業新聞による決算公告は、一部を省略した要旨で足ります。

法定初期値：官報



設ける 設けない

設置しない

会計部分に限定する 業務監査もする

譲渡を制限するが、株主間の譲渡は自由にする

認める 認めない 初期値：認める

取締役 年

監査役 年

２．株主

発起人Ａ Ａ

（個人株主）

株

円

発起人Ｂ Ｂ

（個人株主）

株

円

電子証明書が記録されたマイナンバーカードを所持しており、自分で容
易に電子署名ができる

分からない

選択幅：１年～１０年　法定初期値：２年

※筆頭株主の親族等以外の取締役がいる場合は２年推奨

選択幅：４年～１０年　法定初期値：４年

初期値：設置しない

マイナンバー
カードについて
（任意回答）

マイナンバーカードを所持していない

マイナンバーカードを所持しているが、電子証明書を記録していない

電子証明書が記録されたマイナンバーカードを所持しているが、電子署
名ができない（「できる環境にない」「容易にできない」「できるが煩わし
い」等を含む。）

※上記で取締役会を「設置しない」を選んだ場合のみ選択してください。
取締役会を設置しない場合
は代表取締役の選定機関

※上記で監査役を「設置する」を選んだ場合のみ選択してください。監査役を設置する場合の監
査役の権限

取締役会を設置する場合の代
表取締役の選定機関に株主総
会を追加する旨の特則

法定初期値：業務監査
もする

法定初期値：設けない

法定初期値：株主総会

生年月日 年　　月　　日

生年月日 年　　月　　日

払込金額（円）

連絡先電話番号

電子証明書が記録されたマイナンバーカードを所持しており、自分で容
易に電子署名ができる

氏名

※住民登録上の正確な表記でお願いします。

マイナンバー
カードについて
（任意回答）

マイナンバーカードを所持していない

分からない

マイナンバーカードを所持しているが、電子証明書を記録していない

メールアドレス

株式数（株）

電子証明書が記録されたマイナンバーカードを所持しているが、電子署
名ができない（「できる環境にない」「容易にできない」「できるが煩わし
い」等を含む。）

設置する

払込金額（円）

※上記で取締役会を「設置する」を選んだ場合のみ選択してください。

住所

取締役の過半数の一致で代表取締役を選定する

株主総会で代表取締役を選定する

株主の相続

住所

フリガナ

株式数（株）

氏名

フリガナ

※取締役会を設置する場合は監査役の設置は義務です。

譲渡を制限する

役員の任期

※監査役を設置した場合のみ

連絡先電話番号   　　　　　  （　　　　　　　　）

メールアドレス

※住民登録上の正確な表記でお願いします。

  　　　　　  （　　　　　　　　）

監査役の設置・非設置

株主間での株式譲渡について 初期値：譲渡を制限する



発起人Ｃ Ｃ

（法人株主）

株

円

３．役員

４．その他の事項

（１）設立時の資本金の振り込み予定先　（発起人代表の口座）

金融機関名

支店名

口座名義

口座種別

口座番号

通帳の有無 あり なし

払込金額（円）

担当者氏名

担当者フリガナ

分からない

商業登記電子証
明書について
（任意回答）

代表者（代表取
締役・代表社員）

担当者住所

氏名

連絡先電話番号

メールアドレス

監査役

氏名 住　　所

生年月日

取締役

氏名 住　　所

生年月日

連絡先電話番号

メールアドレス

商業登記に基づく電子証明書（商業登記電子証明書）を所持していない

商業登記に基づく電子証明書（商業登記電子証明書）を所持している
が、電子署名ができない（「できる環境にない」「容易にできない」「でき
るが煩わしい」等を含む。）

商業登記に基づく電子証明書（商業登記電子証明書）を所持しており、
容易に電子署名ができる

連絡先電話番号   　　　　　  （　　　　　　　　）

メールアドレス

株式数（株）

フリガナ

名称

本店

生年月日

住　　所氏名

生年月日

メールアドレス

連絡先電話番号

連絡先電話番号

連絡先電話番号

代表取締役
（兼取締役）

取締役

氏名 住　　所

メールアドレス

住　　所

メールアドレス

取締役
生年月日



（２）発行可能株式総数

株

（３）設立希望日（ご希望に添えない場合もございます。）

（４）親会社（発起人）内部意思決定予定日

５．会社の印鑑

　※　通常、２営業日程度で調達しますが、それよりも早く調達する場合は、特急料金になります。

　※　不動産業など、頻繁に会社実印を押す会社は、欠損・磨耗しにくく耐久性のよい黒水牛がオススメです。

　　　　\7,470

(特急：\8,670） 印相体 （初期値：印相体）

テン書体

古印体

　　　　\9,570

(特急：\10,770）

印相体 （初期値：印相体）

テン書体

古印体

　　　\11,980

(特急：\13,180） 印相体 （初期値：印相体）

テン書体

古印体

　　　　\14,080

(特急：\15,280）

印相体 （初期値：印相体）

テン書体

古印体

　　　　\時価

（¥900～

¥2,400程度）

収納用の革袋　３袋（1袋当り¥300～¥800程度）

初期値：設立時発行株式数×１００

＋印鑑収納ケース(印鑑ケース３本収納タイプ 捺印マット付)        ※収納用の革袋はありません。

会社設立印鑑　黒水牛３本セット（会社実印・銀行印・角印） 

会社設立印鑑　柘（ツゲ）３本セット（会社実印・銀行印・角印） 

＋印鑑収納ケース(印鑑ケース３本収納タイプ 捺印マット付)        ※収納用の革袋はありません。

会社設立印鑑　黒水牛３本セット（会社実印・銀行印・角印） 　     ※収納用の革袋はありません。

会社設立印鑑　柘（ツゲ）３本セット（会社実印・銀行印・角印）      ※収納用の革袋はありません。

一
般
的

　※　実費のみで提供しています。当方の報酬は頂戴していませんし、制作会社から紹介料等は頂戴しておりません。

　　　ご自身で用意



１．会社の概要

アルファベット商号も可

例：　・・・　Co．，Ltd．
例：　・・・　Ｉｎｃ．

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

（７）

（８）

（９）

（１０）

あり なし 例：

（取得を予定している許認可）

①

②

③

円

円 初期値：出資の総額と同じ

円 初期値：０

設立日に応じて、初年度が最長になるように定める。

設立日に応じて、初年度が７か月以下で最長になるように定める。

毎年 　　月　　　日　～　　　月　　　日

設置する 初期値：設置しない

設置する 法定初期値：１人１同意権

社員の持分譲渡
他の社員の同意を要する。業務を執行しない社員の場
合は業務執行社員の同意を要する。

初期値：他の社員の同
意を要する。業務を執
行しない社員の場合は
業務執行社員の同意
を要する。

業務執行社員の場合も含め、他の社員の同意を要す
る。
社員間では譲渡自由とする。

会社設立チェックリスト
（合同会社）

関口司法書士事務所

商　　　号

（フリガナ）

※フリガナは、国税庁法人番号公表サイトを通じて公表されます。

（英語表記）

本　　　店
※登記する正確な表記で。　ビル名や部屋番号を入れるか否かもご判断ください。

事業目的

（書ききれない場合は適宜の

用紙にご記入ください。）

許認可取得の予定の有無

建設業許可、宅建業許
可、古物業許可、貸金業
許可、労働者派遣業許
可、旅行業許可、酒販売
業許可、産廃業許可・・・・

初期値：出資金額に応
じて

設置しない

設立時の資本金

設立時の資本剰余金

事業年度

社員権の相続

当然承継

初期値：当然承継

相続人の意思を要する

相続人の意思と他の社員の同意を要する

相続は認めない

出資の総額

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

出資金額に応じて

１人１同意権

社員総会の設置

社員の発言権

損益の分配

他の社員の同意を要する



初期値：他の社員の全
員の同意を要する

他の社員の同意権の３分の２以上の同意を要する

退社に伴う持分の払戻し時
の計算方法

帳簿価額によって行う

初期値：帳簿価額に
よって行う

時価純資産方式によって行う

社員の加入 他の社員の全員の同意を要する

収益還元方式によって行う

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

社員の退社事由 後見開始の審判を退社事由から除外する 初期値：後見開始の審
判を退社事由から除
外する後見開始の審判を退社事由から除外しない

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

他の業務執行社員の会社と
の取引（利益相反取引）

競業をする場合は他の社員の過半数の承認を要する

他の社員の承認を要せず、自由に競業できる

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

初期値：競業をする場
合は他の社員の過半
数の承認を要する

取引をする場合は他の社員の過半数の承認を要する
初期値：取引をする場
合は他の社員の過半
数の承認を要する

他の社員の承認を要せず、自由に取引ができる

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

他の業務執行社員の競業



２．オーナー

社員 Ａ

（オーナー）

円

社員 Ｂ

（オーナー）

円

社員 Ｃ

（オーナー）

円

社員 Ｄ

（法人オーナー）

円

フリガナ

氏名

住所

※住民登録上の正確な表記でお願いします。

連絡先電話番号   　　　　　  （　　　　　　　　）

生年月日 年　　月　　日

メールアドレス

出資金額（円）

※住民登録上の正確な表記でお願いします。

連絡先電話番号   　　　　　  （　　　　　　　　）

メールアドレス

担当者フリガナ

担当者氏名

フリガナ

名称

本店

出資金額（円）

※住民登録上の正確な表記でお願いします。

フリガナ

連絡先電話番号   　　　　　  （　　　　　　　　）

生年月日 年　　月　　日

出資金額（円）

フリガナ

氏名

住所

出資金額（円）

氏名

住所

メールアドレス

代表者（代表取
締役・代表社員）

生年月日 年　　月　　日

連絡先電話番号   　　　　　  （　　　　　　　　）

メールアドレス

担当者住所

年　　月　　日職務執行者の生年月日

職務執行者の住所

職務執行者の氏名



３．役員（経営者） 印鑑届出

①

②

③

④

※業務執行社員・代表社員は、上記２の社員である人に限られます。

４．その他の事項

（１）設立時の出資金の振り込み予定先　（社員代表の個人口座）

金融機関名

支店名

口座名義

口座種別

口座番号

通帳の有無 あり なし

（２）設立希望日（ご希望に添えない場合もございます。）

（３）親会社（社員）内部意思決定予定日

　　　　年　　月　　日生

※業務執行社員・代表社員にならない人は、経営に関与しない社員です。登記には氏名が載りません。

　　　　年　　月　　日生

氏名又は名称

届け出る

法人の場合

職務執行者の住所

職務執行者の氏名

職務執行者の生年月日 　　　　年　　月　　日生

代表社員（社長） 兼 業務執行社員

届け出ない

法人の場合

－

法人の場合

　　　　年　　月　　日生

代表社員（社長） 兼 業務執行社員

－

法人の場合

職務執行者の住所

職務執行者の氏名

職務執行者の生年月日

業務執行社員

業務執行社員

職務執行者の住所

職務執行者の氏名

職務執行者の生年月日

職務執行者の住所

職務執行者の氏名

職務執行者の生年月日



５．会社の印鑑

　※　通常、２営業日程度で調達しますが、それよりも早く調達する場合は、特急料金になります。

　※　不動産業など、頻繁に会社実印を押す会社は、欠損・磨耗しにくく耐久性のよい黒水牛がオススメです。

　　　　\7,470

(特急：\8,670） 印相体 （初期値：印相体）

テン書体

古印体

　　　　\9,570

(特急：\10,770）

印相体 （初期値：印相体）

テン書体

古印体

　　　\11,980

(特急：\13,180） 印相体 （初期値：印相体）

テン書体

古印体

　　　　\14,080

(特急：\15,280）

印相体 （初期値：印相体）

テン書体

古印体

　　　　\時価

（¥900～

¥2,400程度）

　※　実費のみで提供しています。当方の報酬は頂戴していませんし、制作会社から紹介料等は頂戴しておりません。

　　　ご自身で用意

会社設立印鑑　柘（ツゲ）３本セット（会社実印・銀行印・角印）      ※収納用の革袋はありません。

一
般
的

会社設立印鑑　柘（ツゲ）３本セット（会社実印・銀行印・角印） 

＋印鑑収納ケース(印鑑ケース３本収納タイプ 捺印マット付)        ※収納用の革袋はありません。

会社設立印鑑　黒水牛３本セット（会社実印・銀行印・角印） 　     ※収納用の革袋はありません。

会社設立印鑑　黒水牛３本セット（会社実印・銀行印・角印） 

＋印鑑収納ケース(印鑑ケース３本収納タイプ 捺印マット付)        ※収納用の革袋はありません。

収納用の革袋　３袋（1袋当り¥300～¥800程度）




