
自分でできる
株式会社設立の全手順　
初めての法人設立登記をたった 2 週間で
完了させるための会社設立マニュアル

独立・開業したいとお考えの方へ、会社設立の全体像がスケジュール感とともに把握で
きる方法をご紹介いたします。

会社設立に関する書籍やサイトは溢れるほどあります。
しかし書籍の場合は、他の節税情報や社会保険情報、経営に関する情報も一緒になって
いる事が多く、ボリュームもあります。
片やネット上の情報は、会社設立に関する情報が細切れになって掲載されている事が多
いです。

このEbook は、会社設立を完了することに焦点をあてて、節税情報や経営知識はバッサ
リと割愛しています。
まずは会社の法人設立登記を不備なく最短で進めること、これがこのEbook の目的です。

二度手間になってしまったり、迷ってしまったりする事のないよう、必要書類のテンプ
レートダウンロードや、提出時の持ち物リスト、よくある失敗例などを具体的に説明い
たします。
ぜひ参考にしてください。

はじめに
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ビジョン税理士法人のサービスのご紹介

ビジョン税理士法人は、会社設立と創業融資をまるごと支援する起業応援サービスを提
供しています。

選べる料金プランに大変ご好評を頂いております。

① 成功報酬 2 ％
or

② 顧問契約で手数料 0 円
（融資実行後に①から②に変更可能）

以下のリンクからお気軽にお問い合わせください。

丸投げ会社設立　手数料ゼロ円
https://establish-company.biz/

創業融資の無料診断　簡単 3 分入力　
https://establish-company.biz/diagnosis/

◆

◆
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会社を設立するには、必ず定款を作成しなければなりません。
定款とは、会社の基本事項やルールを記載したものです。
定款を作るために、まず会社の基本事項を決めていきます。

1-1　商号（会社名）を決める

覚えてもらいやすく、会社法上の決まりにそった商号を考えましょう。
多くの場合、一日に何度も自社名を目にしますから、愛着をもてる商号が良いでしょう。

・由来から決める
・事業内容から決める
・ポリシーやビジョンから決める
などが一般的です。
商号は一度決めたら、変更は可能ですが手間がかかります。
しっかりと考えて決めましょう。

過去には、同一市町村内に似たような名前の会社があると、その社名は使用できませんで
した。
しかし、会社法施行後は、同一住所・同一商号でない限り登記可能となりました。

check!check!
　●�商標権や不正競争防止法には注意が必要。有名なブランド名を社名に使用したり、

有名会社と酷似した名前は、避けましょう。
　●�商号変更をするには、定款変更を株主総会で決議し、法務局へ変更登記をするこ

とになります。
　　�さらに、税務署、県税事務所、市町村役場、労働基準監督署、ハローワーク、社

会保険事務所への届出が必要です。

1-2　事業目的

事業目的とは、「何をする会社なのか」が分かるもので、定款に必ず記載しなければなり
ません。
会社法施行後、記載基準が緩和されましたが、目的の記載は法務局か専門家に一度はチェッ
クしてもらうべきでしょう。

2 週間前
step1

会社の基本事項を決める
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登記申請の際に、事業目的の記載内容が認められないという事態もあり得るからです。
( 公証役場での定款認証では、事業目的の如何はチェックされません。)

一般的な事業目的一覧は step2-2 でまとめています。

check!check!
　●�許認可事業のケースでは、「○○事業」と記載を指定されていることがあります。

監督諸官庁でよく調べましょう。
　●�比較的新しい業種や、英語でしか表現できない業種は、法務局での事前相談が特

に必要です。

1-3　本店所在地を決める

定款に記載する会社の所在地を決めます。

開業時の本店所在地は事務所や店舗を借りていない場合、自宅にする開業者が多いです。
弊社で会社設立サポートをした方々のケースでは、〇割が自宅を本店所在地としていまし
た。

本店所在地を自宅にすることで、登記上の問題は何もありません。
役所も、登記上の住所と、事業所が別でOKとしています。

check!check!
　●�登記上は自宅が本店所在地でOKですが、賃貸借契約が事業所利用が禁止されて

いないかを確認しましょう。
　●�定款に記載した本店所在地の変更には、費用がかかります。管轄区をまたぐと登

記料は6万円です。
　●�定款に記載する本店所在地は、市町村までの記載（例えば「横浜市」「神奈川県海老

名市）がおすすめです。市区町村内で移転する際に、定款変更しなくて済むからです。

1-4　資本金の金額を決める

資本金は1円からＯＫです。
弊社で会社設立サポートをした方々では、資本金100万円が多いです。
会社の信用に影響する事もあるので、取引先が発生する事業をする場合は、極端に少ない
額は避けましょう。
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資本金が1000万円を超えると税金の金額にも影響します。
最大でも1000万未満が良いでしょう。

また、資本金は、あなたの手元にある、事業に使えるお金から出しましょう。

check!check!
　●�資本金の額によって税金の金額が変わります。潤沢な自己資金があっても無計画

に大きな資本金で会社をつくってしまうのは避けましょう。
　●�新たな取引先について、登記情報を調べることはよくあります。資本金 1~10 円

では会社の信用に影響します。

1-5　発起人を決める

発起人とは、資本金を出資する人で、自動的に株主となります。
株式会社の場合、
代表取締役　＝　発起人　＝　株主　となります。

弊社サポートのお客様では、発起人1人の方が6割程度です。

check!check!
　●発起人は資本金を出資する人で、株主の代表のようなものです。

1-7　決算月を決める

事業年度の最終日を決算日といいます。
設立を8月に行なった場合、事業年度を8月から翌年7月の 1年とし、決算月を7月に
するケースが多いです。

また、７～１０の決算月にすると、税務調査の負担が減る傾向がありますのでおススメで
す。

税理士からのアドバイスを受けやすい時期にしたり、免税期間を長く取ったり、住民税の
均等割の支払額を少なくしたりなど、決定する上で様々な要素を考慮しておく必要があり
ます。

check!check!
　●�決算月の決定は、会社の今後に大きく関わります。専門家のアドバイスを受ける

ことをおすすめします。
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1-8　会社の印鑑を 4 種類用意する　

株式会社の設立登記の書類や定款に会社印が必要になる箇所があります。

登記に必要なのは「代表者印」です。
設立後　頻繁に使うようになるものもあるため、「銀行印」「社印（角印）」「ゴム印」を合
わせた4種類の印鑑を用意しておきましょう。

check!check!
　●会社に必要な印鑑はネットで買うことができます。

　　いいはんこやドットコム（ゴム印以外の3本セットで7,440円～）
　　https://www.e-hankoya.com/inkan/c-set/c-setTenmaru.html

　　�はんこやロハス（ゴム印以外の3本セットで3,760円～）
　����　https://www.hankoyalohas.com/SHOP/COM-3SET-AKN.html?origin=&ptid=&productid=COM-3SET-AKN-2517377&gclid=CjwKCAjw3_KIBhA2EiwAaAAlisH1WPUHLivuGJrdkqD4iOs98u-34ZJPUqjYXnhE3I03KDILjfbC3hoC8cwQAvD_BwE

1-9　会社設立に必要な費用は株式会社で 25 万円程度

資本金以外の、設立諸手続きで必要になる費用は、「株式会社」の場合で25万円程度です。
定款を電子定款認証で行うと、ここから40,000 円安くなります。

��定款認証印紙代��

��定款認証手数料

��定款の謄本手数料

��登記登録免許税

��登記事項証明書

��印鑑証明

��法人印鑑作成

��合計

��40,000 円（電子定款なら不要）

��50,000 円

��2,000 円

��150,000 円～

��1,800 円～

��450 円～

��5,000 円～

��249,250 円～
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step1 で決めた内容に沿って定款を作成します。

定款を変更するには株主の決議を取ったりと、手間がかかるので、不備がないようテンプ
レートなどで作成すべきでしょう。
定款認証を行う公証役場が、会社規模ごとに定款テンプレートを公開しています。

公証役場連合会公式サイト https://www.koshonin.gr.jp/format

定款を作成したら、株式会社設立の場合は、公証役場で認証を受けます。
合同会社設立にはこの認証が不要です。

リンク先の定款テンプレートは以下のものです。

10 日前
step2

定款をテンプレートから作成する
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2-1　定款の書き方①　商号（会社名）

step1 で決定した商号（社名）を記載します。

check!check!
　●�名称の前か後ろに「株式会社」（もしくは「合同会社」「合名会社」「合資会社」）

を入れる（株式会社の場合）
　●同一住所で同一商号は登記不可
　●�公序良俗に反する商号は登記不可　例えば「株式会社詐欺集団」など銀行、信託

銀行、保険会社、行政官庁名、～事業部、は登記不可
　●使用できない文字が含まれていないか「？」「！」「＠」「Ⅰ・Ⅱ・Ⅲなどのローマ字」など
　●他社の商標が含まれていないか？　株式会社シャネル産業　など

以下のサイトで商標調査をして、希望する社名が商標権をもつものかどうか確認しましょう。
特許情報プラットフォーム公式サイト　https://www.j-platpat.inpit.go.jp/

2-2　定款の書き方②　目的

定款には、会社が行う事業を「目的」として必ず記載する必要があります。
将来の事業予定も、決まっているものは前もって記載しましょう。
あとから追加するには、株主総会での決議と法務局への申請が必要になってしまうからです。

各項目の頭に、１，２，３と数字を付け、最後の項目は「上記各号に附帯関連する一切の業
務」と記載します。
目的の記載は以下のポイントをおさえる必要があります。
・適法性：法律違反でないか
・明確性：語句の意味が一般に知られているか
・具体性：会社法施行後は、問われなくなったが、抽象的な語句は避ける
・営利性：ボランティア活動や慈善団体への寄付、など営利性が欠けていないか

定款認証の時点では、事業目的の如何は公証人はチェックしません。
そのあとに行なう、法務局での設立登記申請時に、
「この事業目的では受理できません」ということは避けたいです。

（商号）
第 1 条　当会社は、株式会社〇〇と称する。

（目的）
第２条　当会社は、次の事業を行うことを目的とする。
１　○○の製造及び販売
２　××の輸入及び販売
３　（省略）
４　（省略）
５　前各号に附帯又は関連する一切の事業
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定款作成時に、法務局で事前相談を受けると目的の記載方法を確認できます。

check!check!
　●事業目的一覧から自社に合った事業を選んで記載しましょう。

不動産業
不動産の売買、賃貸借、管理、仲介、保有及び運用
不動産に関するコンサルティング業務
宅地建物取引業
建築の現場管理業務
不動産の鑑定業務
ビルメンテナンス業

物販
各種商品の企画、製造、販売及び輸出入
化粧品、医薬品、その他各種商品の企画、製造、販売、製造販売及び輸出入　

電気・ガス・熱供給・水道業
太陽光発電及びオール電化製品・機器、
その他の新エネルギーに係る製品・機器の工事並びにそれらのメンテナンス業務
一般廃棄物、産業廃棄物の収集、
運搬、処理、保管及び再生利用
半導体、太陽電池材料の輸出入、
販売及びリサイクル業務

通販
通信販売業

教育・学習支援業・スポーツ教室
学習教室の経営
予備校の経営
音楽教室の経理
託児所及び保育所の経営
スポーツ教室、各種文化教室、学習塾の経営
セミナー、学習塾、カルチャー教室、レッスン教室、通信教育等の開設の指導，受託業務及び経営

輸入貿易
総合輸出入貿易業務
各種商品の企画、製造及び販売

営業代行
営業代行業
営業業務代行業

web系全般
ウェブサイト、
ウェブコンテンツ、
その他インターネットを利用した各種サービス等の企画、制作、販売、配信、運営及び管理

飲食店・宿泊
飲食店及び喫茶店の経営
コンビニエンスストアの経営
旅館斡旋業
賃貸別荘、賃ビル、旅館、ホテルその他宿泊施設の経営
住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業、住宅宿泊管理業及び住宅宿泊仲介業

卸売・小売
日用雑貨の販売
衣料品、衣料雑貨品、装身具、鞄、時計及び文房具の企画、製作及び販売
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生鮮食品、保存食品及び加工食品の販売
生活用品、食料品等の移動販売事業
酒類の販売
事務用品の販売
古物営業法に基づく古物営業
各種商品の企画、製造、販売及び輸出入
コンビニエンスストアの経営
酒類、たばこ、印紙及び切手の販売業
フランチャイズシステムによる加盟店の募集及び加盟店の経営指導

広告系
広告業及び広告代理店業

IT・インターネット関連
コンピュータのソフトウェア及びハードウェアの企画、研究、開発、設計、製造、販売、保守、リー
ス、賃貸及び輸出入並びにそれらに関するコンサルティング業務
インターネット等の通信ネットワーク及び電子技術を利用した各種情報提供サービス及び情報収集
サービス
通信販売業務
コンピュータの操作指導等に関する事業
コールセンター業務（電話受信発信事務代行業）
コンピュータシステムによるデータ入力及びそれに伴う事務処理の受託
音声及び映像のソフトウェアの企画、 制作、販売及び賃貸
情報の収集、分析、管理及び処理サービス業、情報提供サービス業並びに情報処理に関する研究開発
通信システムによる情報、画像、楽曲の収集、配信、処理、販売並びにそれらに係る機器及び装置
類の販売
自然科学及び産業上の諸技術に関する総合的な研究調査業務
EC（電子商取引）サイト、その他各種ウェブサイトの企画、制作、販売、配信、運営及び管理

YouTuber
インターネットによる広告業務及び番組配信

アプリ関係
各種アプリケーションソフトの企画、開発、制作、配信、管理、運営及び販売

サービス業
アウトソーシング事業の受託及び請負
労働者派遣事業
有料職業紹介事業
求人、求職情報提供サービスの企画、運営及び管理業務
人材の育成、職業適性、能力開発のための教育及びカウンセリング業務
高校、大学、専門学校等への進学に関する情報の提供及び生徒、学生の募集に関するコンサルティ
ング業務
電子出版物の制作、販売及び仲介
書籍の企画、編集、製作、出版及び販売事業
広告代理業及び各種の宣伝に関する業務
写真業及び印刷業
ネイルサロン、美容院、理容院等の理美容サービス業に関する店舗の経営
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師施設所の経営
クリーニング業及びリネンサプライ業
結婚相談及び冠婚葬祭に関する情報の提供、仲介及び斡旋
自動車、自転車及びスポーツ用品の賃貸業
食品、日用雑貨等の宅配業
警備業法に基づく警備業
タレント、モデル、アーティスト、スポーツ選手のマネージメント及び肖像権管理
映画、音楽、美術、演劇、演芸、講演、スポーツ事業その他の文化事業の企画、制作、興行、それ
らの施設の運営及び請負並びにそれらの関連商品の販売
文化、研究、芸術、スポーツ等の国際交流事業の企画、立案及び実施
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スポーツ、演芸、演劇、映画その他各種の興行
ライブハウス、ナイトクラブの経営
キャンプ場、公園、マリーナ等のレジャー施設、スポーツ施設、美術館、プラネタリウム等の文化
施設及び研修教育施設の運営及び賃貸
映画、コンサート、演劇、スポーツ、イベント等の各種催物チケットの販売
パンフレット、キャラクター商品（個性的な名称や特徴を有している人物、動物等の画像を付した
もの）の販売
音響機器、映像機器の製造、販売、賃貸及びリース
旅行業法に基づく旅行業
旅行業法に基づく旅行業者代理業
旅行業法に基づく旅行サービス手配業

派遣・紹介
労働者派遣事業法に基づく労働者派遣事業
職業安定法に基づく有料職業紹介事業

コンサルティング業
企業戦略の立案、企業革新、企業情報システムの構築及びＭ＆Ａに関する支援事業
経営に関するコンサルティング業務
投資及びそのコンサルティング業務
マーケティング・リサーチ並びに、収集及び提供
企業の設立、合併、整理及び清算に関するコンサルティング業務
経済、金融・資本市場及び企業に関する研究調査業務
資産運用及び管理並びにそれらに関するコンサルティング業務
医療、介護、保健衛生に関するコンサルティング業務

建設業
建築工事、土木工事、大工工事、左官工事、とび工事、土工工事、解体工事、コンクリート工事、石工事、
屋根工事、電気工事、管工事、タイル工事、レンガ工事、ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、
舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器
具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、建具工事、さく井工事、清掃施設工事、水道
施設工事及び消防施設工事の請負、設計、施工、工事監理並びにそれらの仲介、斡旋
産廃
一般廃棄物及び産業廃棄物の処分業
一般廃棄物及び産業廃棄物の収集運搬業
太陽光発電システムの企画、設計、開発、製造、施工、保守、仕入及び販売
電気工事、管工事の請負、設計、施工、工事監理及びそれらの仲介、斡旋
売電事業

医療福祉
医療・福祉
介護保険法に基づく施設サービス事業
介護保険法に基づく居宅サービス事業
整骨院の経営
歯科診療所の経営
介護用品の販売
健康器具の販売
医療機器類の販売
空気清浄器、水道水の汚染防止機器の販売
介護保険法に基づく地域密着型サービス事業
介護保険法に基づく居宅介護支援事業
介護保険法に基づく介護予防サービス事業
介護保険法に基づく地域密着型介護予防サービス事業
介護保険法に基づく介護予防支援事業
介護保険法に基づく第１号事業
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく一般相談支援事業
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく特定相談支援事業
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2-3　定款の書き方③　本店所在地

本店所在地は、町名地番は記載しない方が良い場合があります。
記載方法は、
・最小行政区画まで記載する
・具体的に町名地番まで記載する
のどちらかを選びます。

最小行政区画とは、東京都のうち特別区のある区域については、各区まで、その他は市町
村までを指します。
横浜市などの政令指定都市の場合は都道府県名を外すことが可能です。

町名地番まで記載があると、近所に本店を移転した際でも、定款変更の手続きが必要です。
小さな事業所で開業した場合、従業員が増えたり引っ越しはよくあることです。
本店所在地は、最小行政区画までの記載がおすすめです。

check!check!
　●本店所在地の記載パターン
　　①�市区町村まで記載「神奈川県海老名市」「横浜市（政令指定都市、または都道府

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの経営
児童福祉法に基づく障害児通所支援事業
児童福祉法に基づく障害児相談支援事業

金融・保険
金融業
生命保険の募集に関する業務
住宅ローン事務代行
質屋営業法に基づく質屋業
損害保険代理業
動車損害賠償保障法に基づく保険の代理業
少額短期保険代理業

便利屋
各種オファーの請負業
児童教育シッター、家庭教師業務の請負
家事代行業

フランチャイズ
フランチャイズ事業
フランチャイズチェーンシステムによる加盟店募集及び加盟店の指導業務

学童保育・保育
学童保育事業
学童保育の送迎
保育所及び保育施設の経営
保育所及び託児所の経営

（本店所在地）
第 3 条　当会社は、本店を東京都新宿区に置く。

1818



県名と同一の市の場合）
　　②東京都の２３区「東京都新宿区」
　　③町名、番地まで記載「神奈川県藤沢市中央2丁目×番×号」
　　④町名、番地、建物名まで記載「神奈川県藤沢市中央2丁目×番×号センタービル」
　　⑤�町名、番地、建物名、号数まで記載「神奈川県藤沢市中央2丁目×番×号センター

ビル302号」

2-4　 定款の書き方④　公告方法、発行可能株式総数、株券の不発行、
株式の譲渡制限

「官報」、「電子公告」、「新聞公告」の３つから選べますが、起業者には「官報」が適しています。

発行株式総数は自分で決められます。

公告方法、発行可能株式総数、株券の不発行、株式の譲渡制限に関しては、他の選択肢も
ありますが特別な事情がない場合、テンプレートのままで良いでしょう。

発行可能株式総数は、発行する株券数の10倍程度が目安と言われています。

2-5　�定款の書き方⑤　相続人等に対する売渡請求、株主名簿記載事項の
記載又は記録の請求、質権の登録及び信託財産の表示の請求、手数料

相続人等に対する売渡請求、株主名簿記載事項の記載又は記録の請求、質権の登録及び信
託財産の表示の請求、手数料は、テンプレートのままにします。

（公告方法）
第 4 条　当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。

（発行可能株式総数）
第 5 条　当会社の発行可能株式総数は、（例）1 万株とする。

（株券の不発行）
第 6 条　当会社は、その株式に関わる株券を発行しない。

（株式の譲渡制限）
第 7 条　当会社の発行する株式の譲渡による取得については、取締役の承認を受けなければ
ならない。
ただし、当会社の株主に譲渡する場合には、承認をしたものとみなす。

（相続人等に対する売渡請求）
第８条　当会社は、相続、合併その他の一般承継により当会社の譲渡制限の付された株式を
取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。
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2-6　 定款の書き方⑥　基準日、株主の氏名等の届出、召集時期、召集
権者、招集通知、株主総会の議長、株主総会の決議、議事録

基準日、株主の氏名等の届出、召集時期、召集権者、招集通知、株主総会の議長、株主総
会の決議、決議及び報告の省略、議事録は、テンプレートのままにします。

（質権の登録及び信託財産の表示の請求）
第１０条　当会社の発行する株式につき質権の登録、変更若しくは抹消又は信託財産の表示
若しくは抹消を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印
してしなければならない。

( 基準日）
第１２条　当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有す
る株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる
株主とする。
２　前項のほか、必要があるときは、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記
載又は記録されている株主又は登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる
株主又は登録株式質権者とすることができる。

（株主の氏名等の届出）
第１３条　当会社の株主及び登録株式質権者又はそれらの法定代理人は、当会社所定の書式
により、氏名、住所及び印鑑を当会社に届け出なければならない。
２　前項の届出事項を変更したときも、同様とする。

（招集時期）
第１４条　当会社の定時株主総会は、毎事業年度の終了後３か月以内に招集し、臨時株主総
会は、必要がある場合に招集する。

（招集権者）
第１５条　株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集する。

（招集通知）
第１６条　株主総会の招集通知は、当該株主総会で議決権を行使することができる株主に対
し、会日の５日前までに発する。ただし、書面投票又は電子投票を認める場合には、会日の
２週間前までに発するものとする。
２　前項の規定にかかわらず、株主総会は、その総会において議決権を行使することができ

（手数料）
第１１条　前２条の請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。

（株主名簿記載事項の記載又は記録の請求）
第９条　当会社の株式の取得者が株主の氏名等の株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記
録することを請求するには、当会社所定の書式による請求書にその取得した株式の株主とし
て株主名簿に記載若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と株式の取得者
が署名又は記名押印し、共同してしなければならない。ただし、法務省令で定める場合には、
株式取得者が単独で上記請求をすることができる。
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2-7　 定款の書き方⑦　取締役の員数、取締役の資格、取締役の選任、
取締役の任期

る株主の全員の同意があるときは、書面投票又は電子投票を認める場合を除き、招集の手続
を経ることなく開催することができる。

（株主総会の議長）
第１７条　株主総会の議長は、取締役がこれに当たる。
２　取締役に事故があるときは、当該株主総会で議長を選出する。

（株主総会の決議）
第１８条　株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決
権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。

（決議及び報告の省略）
第１９条　取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、
当該提案につき株主（当該事項について議決権を行使することができるものに限る。）の全員
が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総
会の決議があったものとみなす。
２　取締役が株主の全員に対して株主総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該
事項を株主総会に報告することを要しないことにつき株主の全員が書面又は電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときは、当該事項の株主総会への報告があったものとみなす。

（議事録）
第２０条　株主総会の議事については、開催の日時及び場所、出席した役員並びに議事の経
過の要領及びその結果その他法務省令で定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、議
長及び出席した取締役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、株主総会の日から
１０年間本店に備え置く。

（取締役の員数）
第２１条　当会社の取締役は、１名以上とする。 

（取締役の資格） 
第２２条　取締役は、当会社の株主の中から選任する。ただし、必要があるときは、株主以
外の者から選任することを妨げない。 

（取締役の選任） 
第２３条　取締役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の３
分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。 
２　前項の選任については、累積投票の方法によらない。

（取締役の任期）
第２４条　取締役の任期は、選任後 10 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
る定時株主総会の終結の時までとする。
２　任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された取締役の任期は、
前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。
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一般的な役員構成のパターンは、取締役会の有無により次の通りです。
前述の定款テンプレート16条では、定款変更の手間が発生しないように、取締役は「１
名以上とする。」とした例です。

・取締役会：なし

・取締役会：あり

取締役の任期では、最長で「10年」とすることができます。特別な事情がなければテン
プレートの通りで良いでしょう。

2-8　定款の書き方⑧　代表取締役及び社長、取締役の報酬及び退職慰労金

代表取締役及び社長、取締役の報酬及び退職慰労金の項目も、特別な事情がなければテン
プレートの通りが良いでしょう。

2-9　定款の書き方⑨　事業年度、余剰金の配当、配当の除斥期間

事業年度とは決算月の事で、自由に決められます。
決める際に留意すべきポイントは、
・��業界の繁忙期と決算が重ならないように、事業年度を決める
・�税理士顧問を頼む場合、3月決算だと個人事業主の確定申告と重なるため、避けたほう
がスムーズなやりとりが出来るケースがある

・�消費税の免税期間（初めの2期）を最大化出来るよう、第一期がなるべく12か月にな
るよう事業年度を決める

これらを踏まえて決めましょう。

（代表取締役及び社長）
第２５条　当会社に取締役を複数置く場合には、代表取締役１名を置き、取締役の互選によ
り定める。当会社に置く取締役が１名の場合には、当該取締役を代表取締役とする。
２　代表取締役は、社長とし、当会社を代表する。
３　当会社の業務は、専ら取締役社長が執行する。

（取締役の報酬及び退職慰労金）
第２６条　取締役の報酬及び退職慰労金は、株主総会の決議によって定める。

 取締役 監査役 代表取締役

 3 名以上 1 名以上 1 名

 取締役 監査役 代表取締役

 1 名以上
 

なし
 取締役 2 名以上のときは内 1 名を

   代表取締役に選定する
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剰余金の配当、配当の除斥期間については特別な事情がなければテンプレート通りの記載
が良いでしょう。

2-10　 定款の書き方⑩　設立に際して出資される財産の価額、成立後の
資本金の額、最初の事業年度、発起人の氏名、法令の準拠ほか

設立に際して出資される財産の価額及び成立後の資本金の額では、1－ 4で決めた額を
記載します。

（事業年度） 
第２７条　当会社の事業年度は、毎年〇月１日から翌年〇月末日までの年１期とする。 

（剰余金の配当） 
第２８条　剰余金の配当は、毎事業年度末日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株
主又は登録株式質権者に対して行う。 

（配当の除斥期間） 
第２９条 剰余金の配当がその支払の提供の日から３年を経過しても受領されないときは、当
会社は、その支払義務を免れるものとする。

（設立に際して出資される財産の価額）
第３０条　当会社の設立に際して出資される財産の価額は、（例）金５００万円とする。

（成立後の資本金の額）
第３１条　当会社の設立に際して出資される財産の全額を成立後の資本金の額とする。

（最初の事業年度）
第３２条　当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から令和○年３月末日までとする。

（設立時取締役等）
第３３条　当会社の設立時取締役及び設立時代表取締役は、次のとおりである。
設立時取締役　　　　○○○○
設立時取締役　　　　□□□□
設立時代表取締役　　○○○○

（発起人の氏名ほか） 
第３４条　発起人の氏名、住所、設立に際して割当てを受ける株式数及び株式と引換えに払
い込む金銭の額は、次のとおりである。
東京都○○区○町○丁目○番○号
発起人　○○○○　　２５０株、金２５０万円
東京都○○区○町○丁目○番○号
発起人　□□□□　　２５０株、金２５０万円

（法令の準拠）
第３５条　この定款に規定のない事項は、全て会社法その他の法令に従う。
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最初の事業年度では最初の決算日を間違えないように記載します。

テンプレートの「設立時取締役」「発起人の氏名ほか」の項は設立時取締役と発起人が複
数名いる場合の記載例です。

2-11　定款の書き方⑪　末尾の記載例

　以上、株式会社○○設立のため、発起人○○○○ほか１名の定款作成代理人△△△△は、
電磁的記録であるこの定款を作成し、これに電子署名をする。

定款作成代理人は、定款作成を行政書士に依頼した場合（発起人全員の委任状が必要にな
ります）にはその行政書士の氏名が入ります。

　以上、株式会社○○設立のため、発起人○○○○ほか１名の定款作成代理人△△△△は、
電磁的記録であるこの定款を作成し、これに電子署名をする。

令和○年○○月○○日

発起人　　　○○○○
発起人　　　□□□□

上記発起人２名の定款作成代理人
住所　　　
氏名　　　　△△△△
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株式会社設立には、公証人による定款認証を受ける必要があります。
（合同会社設立の場合は、公証人による定款認証は不要です）
定款認証は紙の定款でも行なうことが出来ますが、印紙代 4万円が余計にかかるので、
現在は電子定款認証が主流です。

電子定款認証は自分で行なうことも出来ますが、専門家や代行サービスを利用する事をお
勧めします。
自分で電子定款認証を行なう場合、「定款に電子署名をするソフト」と「公証役場に電子
定款を送付するソフト」をパソコンに準備する必要があります。
電子署名をするソフトは、16,000 円前後から販売されていますが、商品の選択から複雑
になっています。
また、電子証明書付きのマイナンバーカード（他にも電子定款認証に利用可能な電子証明
書はあります）も必要になります。
一般ユーザーの場合、電子定款認証をするのは1度きりである人がほとんどです。
一度きりの電子定款認証の為に、この準備をするのは割に合わない手間とコストになります。
電子定款認証の環境が簡単に用意できなければ、専門家や代行サービスの利用をおすすめします。

3-1　定款の PDF ファイルに電子署名を行う

PDFファイルに変換した定款に、電子署名をします。

【必要なもの】
・IC カードリーダライタ
・電子証明書付きのマイナンバーカード
・定款に電子署名をするソフト

3-2　専用ソフトで電子署名した定款を公証役場に送信する

電子署名をした定款のPDFファイルを、専用ソフトを使って希望の公証役場に送信します。

【必要なもの】
・公証役場に電子定款を送付する専用ソフト

5 日前
step3

公証役場で電子定款認証を受ける
※ 3-1,3-2 は専門家や代行サービスの利用がおススメ
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【留意点】
事業目的について、独自に考えたものであったり不安がある場合は、定款認証の前に法務
局で相談を受けましょう。認証後に不備がわかると、再認証や訂正に大幅な時間やコスト
が発生するからです。

電子定款を送付する公証役場は、会社の本店所在地と同一の都道府県内であればどの公証
役場でも可能です。
希望の公証役場に事前に連絡し、電子定款を送付する旨と認証済の定款を受け取る日を決
めます。
定款の誤字脱字のチェックもしてくれます。

3-3　公証役場で認証済の定款を受け取る

事前に連絡しておいた受け取り日に、公証役場へ行って認証済定款を受け取ります。

【持ち物】
・ 印鑑証明書（発起人全員）※この後、法務局へも提出するので、各人 2 部づつ取得して

おくと良い
・現金 5 万 2 千円程度（認証手数料）
・身分証明書
・発起人の実印（発起人以外の場合は認印）
・委任状（代理人の場合のみ）
・空の CD-ROM や USB メモリ
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資本金の払い込みは、発起人のうちの一人の個人口座に、定款認証を受けた後に行います。

4-1　発起人の個人口座に資本金額を振り込む

定款認証を受けたら、発起人の個人口座に資本金額を振り込みます。
資本金の額が口座にあれば良いのではなく、資本金の額以上の金額が振込されている事が
必要です。

4-2　払込証明書（払い込みがあったことを証する書面）を作成する

登記申請時に提出する払込証明書を作成します。
払い込み証明書は、
払込があったことを証する書面
資本金を払い込んだ通帳の表紙
通帳の表紙の次のページ
通帳の入金が確認できるページ
で構成されます。

4-2-1　払い込みがあったことを証する書面

払い込みがあったことを証する書面は以下の様に作成します。

3 日前
step4

資本金を払い込む

払込があったことを証する書面

　　　当会社の設立により発行する株式につき、次のとおり払込金額全額の払込みが
　　　あったことを証明します。

　　　　　　　　　　　払込があった金額の総額　　金○○万円
　　　　　　　　　　　払込があった株数　　　　　○○株
　　　　　　　　　　　１株の払込金額　　　　　　金○○万円
　　　令和○年○○月○○日

　　　　（本店）　　東京都新宿区○○町○丁目○番○号
　　　　（商号）　　株式会社〇〇
　　　　（代表者）　設立時代表取締役　○○○○　㊞
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4-2-2　資本金を払い込んだ口座の通帳コピー

通帳コピーは以下のページを用意します。

●表紙のコピー

●「支店名」「口座番号」「口座名義人」等が記載されているページのコピー（表紙の次）

�

●資本金が振り込まれていることを確認できるページのコピー

総合口座

株式会社○○銀行

おなまえ

店番 口座番号

普通預金

000 0000000

○○○○　サマ

【銀行コード：00000000】

TEL 00-0000-0000

口座店名　○○○○支店

印

0,000,00000-0-00 ご新規 0,000,000

普通預金
（兼お借入明細）

年月日 摘要 お支払金額 お預り金額 差引残高

1
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4-2-3　資本金を払い込んだ口座に通帳が無い場合

ネットバンクでは通帳がありませんので、以下の項目がわかるページをプリントアウトし
ます。
●「銀行名」「支店名」「口座番号」「口座名義人」
●資本金の払い込みが確認できる入出金明細

4-2-4　書面を綴じる

ステープラー（ホッチキス）か製本テープで綴じます。
ステープラー（ホッチキス）で閉じた場合は、各ページの継ぎ目に会社の実印を押します。
製本テープで綴じる場合は、製本テープと紙の境目に会社の実印を押します。

◯◯◯◯銀行

◯◯◯◯　様の残高・入出金明細は以下のとおりです。

照会口座　◯◯支店　普通（総合）0000000

現在残高　0,000,000 円

 年月日 お引き出し お預入れ お取扱い内容 残高 

 00/0/00  000,000 円 振込 ◯◯◯◯ 000,000 円　

 00/0/00  000,000 円 振込 ◯◯◯◯ 000,000 円　
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登記申請に必要な書類は以下の通りです。
●登記申請書
●登録免許税納付用台紙
●認証済みの定款
●本店所在地決議書
●設立時取締役の就任承諾書
●設立時取締役の印鑑証明書
●払い込み証明書
●印鑑届出書
●「登記すべき事項」を記載した書面又は保存した CD-R

5-1　株式会社登記申請書

※１　取締役が代表取締役1名の場合は不要です。

2 日前
step5

設立登記申請に必要な書類を作成する

4-2-4　書面を綴じる

ステープラー（ホッチキス）か製本テープで綴じます。
ステープラー（ホッチキス）で閉じた場合は、各ページの継ぎ目に会社の実印を押します。
製本テープで綴じる場合は、製本テープと紙の境目に会社の実印を押します。

2日前　step5　設立登記申請に必要な書類を作成する

登記申請に必要な書類は以下の通りです。

● 登記申請書

● 登録免許税納付用台紙

● 認証済みの定款

● 本店所在地決議書

● 設立時取締役の就任承諾書

● 設立時取締役の印鑑証明書

● 払い込み証明書

● 印鑑届出書

● 「登記すべき事項」を記載した書面又は保存したCD-R

5-1　株式会社登記申請書

株式会社設立登記申請書

１．商 号　　株式会社〇〇

１．本 店　　東京都新宿区○○町○丁目○番○号

１．登記の事由　　令和　年　月　日発起設立の手続終了

１．登記すべき事項 別紙のとおり

１．課税標準金額 金　 円

１．登録免許税 金 　円

１．添付書類

定款 １通
本店所在地決議書 １通
設立時代表取締役を選定したことを証する書面　通
設立時取締役・設立時代表取締役及び設立時監査役の就任承諾書　通※１
印鑑証明書　通
払込みがあったことを証する書面 １通

上記のとおり登記の申請をします。

令和 年 月 日

申請人 株式会社〇〇

代表取締役

連絡先の電話番号 - -

法務局 御中

※１　取締役が代表取締役1名の場合は不要です。

5-2　登録免許税納付用台紙

15万円の収入印紙を購入し、台紙に貼り付けます。

登録免許税納付用台紙

5-3　認証済みの定款
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5-2　登録免許税納付用台紙

15万円の収入印紙を購入し、台紙に貼り付けます。

5-3　認証済みの定款

公証役場で受け取った、認証済みの定款を提出します。

１．登録免許税 金 　円

１．添付書類

定款 １通
本店所在地決議書 １通
設立時代表取締役を選定したことを証する書面　通
設立時取締役・設立時代表取締役及び設立時監査役の就任承諾書　通※１
印鑑証明書　通
払込みがあったことを証する書面 １通

上記のとおり登記の申請をします。

令和 年 月 日

申請人 株式会社〇〇

代表取締役

連絡先の電話番号 - -

法務局 御中

※１　取締役が代表取締役1名の場合は不要です。

5-2　登録免許税納付用台紙

15万円の収入印紙を購入し、台紙に貼り付けます。

登録免許税納付用台紙

5-3　認証済みの定款
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5-4　本店所在地決議書

定款で、「当会社は、本店を東京都新宿区に置く。」というように、市区町村までしか決定
していない場合には、「本店所在地決議書」で具体的な所在場所を定めます。

公証役場で受け取った、認証済みの定款を提出します。

5-4　本店所在地決議書

定款で、「当会社は、本店を東京都新宿区に置く。」というように、市区町村までしか決定していない場合には、「本店所在
地決議書」で具体的な所在場所を定めます。

　本店所在地決議書

令和　年　月　日午後　時　　分より東京都○○区○○町○丁目○番○号の当会社創立事

務所において、発起人全員出席のもと、発起人 ○○○○ は選ばれて議長となり、下記

議案につき審議した。

議案　本店所在地の決定に関する件

議長は、当会社の本店は、定款第３条によれば東京都○○区に置くとされているが、そ

の所在地の決定につき諮ったところ、満場一致をもって次のとおり決定した。

本店　　東京都○○区○○町○丁目○番○号

　以上をもって議案の審議を終え、午後４時００分散会した。

以上の決議を明確にするため、この決議書を作成し、出席した発起人は次のとおり記

名押印する。

令和　　年　月　日

株式会社〇〇

東京都○○区○町○丁目○番○号
発起人　○○○○　　

東京都○○区○町○丁目○番○号
発起人　□□□□　　

5-5　就任承諾書

取締役全員の就任承諾書を提出します。
代表取締役の就任承諾書は※１のように「及び設立時代表取締役」という文言を追加します。
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5-5　就任承諾書

取締役全員の就任承諾書を提出します。
代表取締役の就任承諾書は※１のように「及び設立時代表取締役」という文言を追加し
ます。

※１　代表取締役の就任承諾書は、「及び設立時代表取締役」を追加します。

5-6　設立時取締役の印鑑証明書

取締役会を置く株式会社は代表取締役の印鑑証明書を1通、取締役会非設置の株式会社
は取締役全員分の印鑑証明書が1通ずつ必要です。

5-7　払込証明書（払い込みがあったことを証する書面）

4-2 で作成した払込証明書（払い込みがあったことを証する書面）も提出します。

就任承諾書

私は、令和　年　　月　　日の貴社定款において、設立時取締役（※1及び設立時代表
取締役）に選任されましたので、その就任を承諾致します。

令和　　年　　月　　日

（住所）　　東京都○○区○町○丁目○番○号

（氏名）　　○○　○○
　

株式会社〇〇　　御中

※１　代表取締役の就任承諾書は、「及び設立時代表取締役」を追加します。

5-6　設立時取締役の印鑑証明書

取締役会を置く株式会社は代表取締役の印鑑証明書を1通、取締役会非設置の株式会社は取締役全員分の印鑑証明書
が1通ずつ必要です。

5-7　払込証明書（払い込みがあったことを証する書面）

4-2で作成した払込証明書（払い込みがあったことを証する書面）も提出します。

5-8　印鑑届出書

印鑑届出書は、会社の印鑑を登録するための書面です。
法務局窓口に届出書があり、法務局のHPからもダウンロードできます。
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5-8　印鑑届出書

印鑑届出書は、会社の印鑑を登録するための書面です。
法務局窓口に届出書があり、法務局のHPからもダウンロードできます。

5-9　「登記すべき事項」を記載した書面又は保存したCD-R

法務省サイトのページで、CD-Rへの記載方法（フォントやデータ形式など）を指定されています。
WindowsPCを使用している方は、メモ帳を起動し以下の通りに作成してCD-Rに保存すると良いでしょう。
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設立日　step6　法務局に出向いて設立登記を申請する

本店所在地を管轄する法務局へ行き、設立登記を申請します。

【法務局の管轄区域一覧】

庁名 登記管轄区域

板橋出張所 板橋区

江戸川出張所 江戸川区

北出張所 北区，荒川区

品川出張所 品川区

渋谷出張所 渋谷区，目黒区

城南出張所 大田区

城北出張所 足立区，葛飾区

杉並出張所 杉並区

新宿出張所 新宿区

墨田出張所 墨田区，江東区

世田谷出張所 世田谷区

台東出張所 台東区

5-9　「登記すべき事項」を記載した書面又は保存した CD-R

法務省サイトのページで、CD-R への記載方法（フォントやデータ形式など）を指定さ
れています。
WindowsPCを使用している方は、メモ帳を起動し以下の通りに作成してCD-R に保
存すると良いでしょう。
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本店所在地を管轄する法務局へ行き、設立登記を申請します。

【法務局の管轄区域一覧】

設立日
step6

法務局に出向いて設立登記を申請する

庁名

板橋出張所

江戸川出張所

北出張所

品川出張所

渋谷出張所

城南出張所

城北出張所

杉並出張所

新宿出張所

墨田出張所

世田谷出張所

台東出張所

立川出張所

田無出張所

豊島出張所

中野出張所

西多摩支局

練馬出張所

八王子支局

府中支局

町田出張所

港出張所

東京法務局

横浜地方法務局（本局）

湘南支局

さいたま地方法務局（本局）

千葉地方法務局�( 本局）

登記管轄区域

 板橋区

�江戸川区

�北区，荒川区

�品川区

�渋谷区，目黒区

�大田区

�足立区，葛飾区

�杉並区

�新宿区

�墨田区，江東区

�世田谷区

�台東区

�立川市，昭島市，日野市，武蔵村山市，東大和市，国分寺市，国立市

�小平市，東村山市，西東京市，清瀬市，東久留米市

�豊島区

�中野区

�青梅市，福生市，羽村市，あきる野市，西多摩郡

�練馬区

�八王子市

�武蔵野市，三鷹市，府中市，調布市，小金井市，狛江市，多摩市，
�稲城市

�町田市

�港区

�千代田区，中央区，文京区，大島町，利島村，新島村神津島村，三宅村，�

�御蔵島村八丈町，青ヶ島村，小笠原村，八丈支庁の管轄区域（八丈町及び

�青ヶ島村を除く）

�横浜市�川崎市

�横浜市及び川崎市を除く神奈川県全域

�埼玉県全域

�千葉県全域
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株式会社設立の登記申請を終えたら、以下の税務署・県税事務所・市区町村・年金事務所
へ各届出を提出します。

1 ヶ月以内
stepw7

設立し終えたらやる事

提出先

�税務署�

�都道府県

�市区町村

�年金事務所

提出書類

�法人設立届出書

�青色申告の承認申請書

�給与支払い事務所等の開設届出書

�源泉所得税の納付の特例の承認に関する申請書

�棚卸資産の評価方法の届出書

�減価償却資産の償却方法の届出書

�個人事業の開廃業届出書

�法人設立届出書
�( 各都道府県によって呼称が異なる )

�法人設立届出書
�( 各市区町村によって呼称が異なる )

�健康保険・厚生年金保険新規適用届

�健康保険・厚生年金保険被保険者資格所得届

�健康保険被扶養者 ( 異動 ) 届

提出期限

�会社設立から2か月以内

�原則として会社設立から3か月以内

�事務所開設 ( 会社設立 ) から 1か月以内

�特例適用時のみ

�最初の確定申告期限まで

�最初の確定申告期限まで

�廃業があった日から1か月以内

�都道府県税事務所によって異なる

�市区町村役場によって異なる

�原則として会社設立から5日以内

�被保険者の資格取得後5日以内

�被保険者の扶養が発した日から5日以内

3737



以上が会社設立の全手順です。
株式会社の設立は、煩雑ですが自分で出来ないことはありません。
このEbook を参考にしていただき、全体の流れを掴んで進めていけば誰でも設立を完了
できます。

必要な事を決める以外、作業に一切時間をかけたくない、本業に集中していたい、とい
う方は弊社の会社設立サービスを是非ご利用ください。
定款作成はもちろん、一通りの会社設立手続きを不備なくお任せ頂きます。
法務局や公証役場へ出向く手間も最小限ですませる事が可能です。
開業時の融資相談も可能ですので、長期的に見て「良いスタート」をきることができます。

ご自分に合った、素晴らしいスタートを切れるよう、願っています。

ビジョン税理士法人の起業応援センター

ビジョン税理士法人の起業支援では創業融資サポートも行っています。
まずはお気軽に無料相談にお申し込みください。

無料相談のお申込み

さいごに
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