翻訳見本
現在事項全部証明書
Certificate of all present

matters

東京都 OO 市 OO１－１
1-1, OO,OO, Tokyo
株式会社 MAX
MAX Corporation
会社法人等番号 0000-00-000001
Corporate Registration No. 0000-00-000001
商号

株式会社 マックス

Corporate Name

Makkusu Corporation
株式会社 MAX

平成 OO 年 O 月 OO 日変更

MAX Corporation

DD/MM/YYYY renamed
平成 OO 年 O 月 OO 日登記
DD/MM/YYYY registered

本店

東京都 OO 市 OO１－１

Head office

1-1, OO,OO, Tokyo

公告をする方法

官報に掲載する

Method of public

To be noticed through official gazettes.

notification
会社成立の年月日

平成 OO 年 O 月 OO 日

Date of incorporation

DD/MM/YYYY

目的

１．XXXXXXXXXXXXXXXXX

Business Purpose

１．XXXXXXXXXXXXXXXXX
２．XXXXXXXXXXXXXXXXX
２．XXXXXXXXXXXXXXXXX

発行可能株式総数

１００株

Total number of

One hundred shares(100shares)

authorized shares
発行済株式の総数

発行可能株式の総数

並びに種類及び数

５０株

Total number and class of

Total number of issued shares: fifty shares(50 shares)

issued shares
株券を発行する旨の定め

当会社の株式については株券を発行する

Provisions of

Issuing of

incorporation to the
effect that share
certificates be issued

share certificate regarding to shares of the company

資本金の額

金１０００万円

Amount of capital

Ten million yen(10,000,000yen)

株式の譲渡制限に関する

当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならな

規定

い。

Provision regarding

When any of the share of the company are transferred, the transferee

restriction on share

shareholder shall seek approval of the shareholders meeting.

transfer
役員に関する事項

取締役

Items regarding directors

Director

山田一郎
Ichiro Yamada

東京都 OO 区 OO２－１
2-1, OO, OO-ku, Tokyo
代表取締役 山田 一
Managing Director Hajime Yamada
平成 OO 年 O 月 OO 日登記

登記変更に関する事項

設立

Items related to

Establishment

DD/MM/YYYY

registration records
これは登記簿に記載されている閉鎖されていない事項の全部であることを証明した書面である。
（東京法務局 OO 支局管轄）
I hereby certify that is a complete transcript of whole entries listed in the registry under the
jurisdiction of Tokyo District Legal Affair Bureau OO branch.
公印
平成 OO 年 O 月 OO 日
DD/MM/YYYY
東京法務局登記官

佐藤 一

Tokyo District Legal Affair Bureau OO branch.
Register of deeds: Hajime Sato
整理番号

カ 000001

＊下線のあるものは抹消事項であることを示す。

Reference No カ 000001

＊Underlined sections indicate deleted items,

翻訳者の情報
Translator’s Certification
I, Jiro Honyaku , certify that the above document is an accurate translation of the document
attached entitled a Certificate of All Historical Matters of MAX Corporation.
Translator’s signature
Name

Jiro Honyaku

Adress 2-2, OO, OO-ku, Tokyo

Date: DD/MM/YYYY

Seal

