
閉鎖事項全部証明書

管理番号　　　　1400鵜01-014835

兵庫県宝塚市小浜二丁目1番1 9号

海山鉱業株式会社

商　号 丶8�(ﾗｨｼhｩH�檍���

本　店 兌ｨﾌ侈y_9,ｸ�8揵Vﾉ?�)ｩm｣�MC�俘b�

公告をする方法 亂��,佝hﾝｨ+x.��

会社成立の年月日 傴ｩ��C僖�(ﾈ���?｢�

目　的 ��闔ｩLｨｾh刺无Z一�:竟H暮�xｼb�

2.産業廃棄物の収集運搬及びそれに附関する一切の処理業 

3.土木建築工事の請負及び土木建築に必要とする資材並びに砂利砕石の採取 

、販売 

4.生コンクリート及びその成型品の製造販売 

5.工作機械、精密機械、成型機械、建設用機械、車輌運搬具とその附属品の 

国内販売並びに輸出入販売とそれらのリース業 
6.石油類輸出入販売業 7.旅行業代理店及び宿泊施設並びに中華料理店及び和食、洋食店の経営 

8.遊技場(麻雀店)の経営 

9.前各号に附帯する一切の事業 

額面株式1株の金 仞�S��冷�

額 

発行する株式の総 数 ���iﾃC���%B�

発行済株式の総数 價ﾘﾗ8ﾜ�H�,ﾉ�ﾙ�B�

並びに種類及び数 ���iﾈｩB�

資本の額 仞�S���iﾈ冷�

株式の譲渡制限に 関する規定 �9h檍��,ﾈｩH�/��y6�+x.�,h*ｸ,ﾘ��靖/yo�檍,ﾈ�9Dh/��8*�,�*�.ｨ,�,�.x,�*(�"�

役員に関する寧項 偃i/yo�����������､8�����(����ﾕ��平成　9年　5月24日重任 

平成1重年6月30日退任 平成1重年8月27日登記 

整理番号　ル259174　　　*　下線のあるものは抹消事項であることを示す。　　　　1/8



兵庫県宝塚市小浜二丁目1番1 9号

海山鉱業株式会社

管理番号　　　1400-01-014835

取締役　　　　　デ●　ふ　じ　子 兌ﾙ�ﾈ��僖���Xﾈ�#I?ｨ�D2�

平成11年　6月30日退任 

平成11年　8月27日登話 

取締役　　　　　北　尾　夏　樹 兌ﾙ�ﾈ��僖���8ﾈ�#I?ｨ�D2�

平成11年　6月30臼退任 

平成11年　8月27日登託 

取締役　　　　　海　山　寿　弼 兌ﾙ�ﾈ��僖���8ﾈ�#I?ｨ�D2�

平成11年6月30日退任 平成11年8月27日登託 

取締役　　　　　柳　本　和　彦 兌ﾙ�ﾃ��D���Hﾈ���ﾉ?ｨ��D2�

平成10年　7月22日登語 

平成11年　6月30日退任 

平成11年　8月27日登記 

取締役　　　　　原　　三　　通 兌ﾙ�ﾃ��D���以���?ｨ��D2�

取締役　　　　　原　　三　　起 兌ﾙ�ﾃ��D���以�#y?ｩ6�ﾂ�平成13年　6月29日重任 

平成13年　7月18日登言己 

平成15年　6月30日退任 

平成15年11月10日登記 

取締役　　　　　北　尾　夏　樹 兌ﾙ�ﾃ��D���以頽C�?ｨ��D2�

取締役　　　　　北　尾　憂　樹 兌ﾙ�ﾃ��D���以�#y?ｩ6�ﾂ�平成13年　6月29日重任 

平成13年　7月18日登記 

整理番号　ル259174　　　華　下線のあるものは抹消亭項であることを示す。　　　　　　2/8



兵庫県宝塚市小浜二丁目1番1 9号

海山鉱業株式会社

管理番号　　　1400-01-01483う

平成14年　4月　4日辞任 

平成14年　5月　1日登記 

取締役　　　　　海　山　寿　弼 兌ﾙ�ﾃ��D���以���?ｨ��D2�

平成11年　8月27日登註 

平成12年　4月　4日辞任 

平成12年　4月11日登話 

取締役　石井康三 取締役　石井弘三 兌ﾙ�ﾃ�)D���Hﾈ���I?ｨ��D2�

平成12年　4月11日登記 

石井康三の名 

取締役　　　　　石　井　弘　三 兌ﾙ�ﾃ�)D���hﾈ��I?ｨﾕ��2�平成13年　6月29日重任 

平成13年　7月18日登託 

平成13年　8月31日辞任 

平成13年10月　4日登記 

取締役　　　　　金　山　八　郎 兌ﾙ�ﾃ�9D���佇���ﾉ?ｨ��D2�

平成ま3年10月　4日登註 

平成15年　4月　1日辞任 

平成15年　4月24日登記 

取締役　　　　　服　部　文　雄 兌ﾙ�ﾃ�ID���Hﾈ���I?ｨ��D2�

平成14年　5月　1日登記 

平成15年　6月30日退任 

平成15年11月10日登託 

取締役　　　　　田　　中　　修 兌ﾙ�ﾃ�YD���Hﾈ���ﾉ?ｨ��D2�

平成15年　4月24日登記 

平成1S年　6月30日退任 

平成15年11月10日登記 

整理番号　ル259174　　　*　下線のあるものは抹消専項であることを示す。　　　　　　3/8



兵庫県宝塚市小浜二丁目1番1 9号

海山鉱業株式会社

管理番号　　　　1400-Ol-014835

取締役　　　　　大　前　通　好 兌ﾙ�ﾃ�YD���ﾈ��Y?ｨ��D2�

平成15年11月10日登記 

平成16年3月1S日辞任 平成16年4月13日登託 

取締役　　　　　原　　三　　起 兌ﾙ�ﾃ�YD���ﾈ�#I?ｨ��D2�

平成15年11月10日登託 

平成16年7月20日辞任 平成17年8月Il日登記 

取締役　　　　　服　部　文　雄 兌ﾙ�ﾃ�YD���ﾈ�#I?ｨ��D2�

平成15年11月10日登記 

平成16年4月20日辞任 平成17年8月11日登話 

取締役　　　　　田　　中　　修 兌ﾙ�ﾃ�YD���ﾈ�#I?ｨ��D2�

平成15年11月10日登記 

平成17年6月30日退任 平成17年8月11日登語 

取締役　　　　　海　　山　　浩 兌ﾙ�ﾃ�iD���xﾈ�#�?ｨ��D2�

平成17年　8月11日登記 

取締役　　　　　速　水　克　彦 兌ﾙ�ﾃ�iD���xﾈ�#�?ｨ��D2�

平成17年　8月11日登記 

平成17年　7月14日辞任 

平成17年　8月11日登託 

取締役　　　　　城　島　弦　太 兌ﾙ�ﾃ�iD���xﾈ�#�?ｨ��D2�

平成17年　8月11日登記 

平成17年　7月14日辞任 

平成17年　8月11日登記 

整理番号　ル259174　　　奪　下線のあるものは抹消呼項であることを示す。　　　　　　4/8



兵庫県宝塚市小浜二丁目1番1 9号

海山鉱業株式会社

管理番号　　　1400-01-014835

取締役　　　　　田　　中　　修 兌ﾙ�ﾃ�yD���xﾈ��I?ｨ��D2�

平成17年　8月11日登託 

取締役　　　　　デ　ふ　じ　子 兌ﾙ�ﾃ�yD���xﾈ��I?ｨ��D2�

平成17年　8月11日登記 

兵庫県宝塚市米谷一丁目8番31号 兌ﾙ�ﾈ��僖���Xﾈ�#I?ｨ�D2�

代表取締役　　　海　　山　　浩 ��

平成11年　6月30日退任 

平成11年　8月27日登記 

神戸市北区藤原台中町六丁目11番1号 兌ﾙ�ﾃ��D���以���?ｨ��D2�

代表取締役　　　原　　三　　起 

平成11年　8月27日登記 

兵庫県三田市高次二丁目12番33号 平成12年12月21日住所 移転 

代表取締役　　　原　　三　　起 

兵庫県三田市高次二丁目12番33号 兌ﾙ�ﾃ�9D���xﾈ���?ｩ6�ﾂ�平成13年　6月29日重任 

代表取締役　　　原　　三　　越 

平成13年　7月18日登話 

平成15年　6月30日退任 

平成15年11月10日登記 

兵庫県宝塚市光ガ丘一丁目8番52号 兌ﾙ�ﾃ��D繹ﾈ���?ｨ��D2�[ﾙ�ﾃ��D繹ﾈ�#y?ｩ6�ﾂ�

代表取締役　　　北　尾　夏　薗 

平成13年　6月29日退任 

平成13年　7月18日登話 

兵庫県三田市高次二丁目12番33号 兌ﾙ�ﾃ�YD���ﾈ�#I?ｨ��D2�

代表取締役　　　原　　三　　越 

平成1S年11月10日登記 

平成16年　7月20日辞任 

平成17年　8月11日登言己 

整理番号　ル2591 74　　　*　下線のあるものは抹消郎項であることを示す。　　　　　　5/8



兵庫県宝塚市小浜二丁目1番1 9号

海山鉱業株式会社

管理番号　　　1400-Ol-014835

兵庫県宝塚市米谷一丁目8番31号 兌ﾙ�ﾃ�iD���xﾈ�#�?ｨ��D2�

代表取締役　　　海　　山　　浩 ��

平成17年　8月11日登記 

監査役　　　　　原　　三　　起 兌ﾙ�ﾈ��yD���hﾈ�#�?ｨ�D2�

監査役　　　　　原　　三　　起 �� 平成10年　6月29日重任 

平成10年　7月22日登託 

平成11年　8月重1日辞任 

平成11年　8月27日登記 

監査役　　　　　朴　　東　　慧 兌ﾙ�ﾃ��D���以���?ｨ��D2�

平成11年　8月27日登記 

平成14年　4月　4日辞任 

平成14年　5月　l日登記 

監査役　　　　　朴　　東　　態 兌ﾙ�ﾃ�ID���Hﾈ���I?ｨ��D2�

平成14年　5月　1日登記 

平成15年10月24日辞任 

平成15年11月10日登詑 

監査役　　　　　朴　　東　　慧 兌ﾙ�ﾃ�9D���ﾈ�#I?ｨ��D2�

平成15年11月10日登託 

平成16年　5月31日辞任 

平成17年　8月11日登註 

監査役　　　　　西　山　義　孝 兌ﾙ�ﾃ�iD���xﾈ�#�?ｨ��D2�

平成17年　8月11日登記 

整理番号　ル2う9174　　　*　下線のあるものは抹消や項であることを示す。　　　　　　6/8



兵庫県宝塚市小浜二丁目1番1 9号

海山鉱業株式会社

管理番号　　　1400-01-014835

神戸市中央区京町80番クリエイト神戸9階 兌ﾙ�ﾃ�yD���ﾈ�#�?ｩ��ｲ�&饑ｸﾝ僵ｸ�,ﾈﾈ�.��

監督委員　　　　上　谷　佳　宏 

上記の者による監督を命ずる 

監督委員の同意を得なければすることができ 
ない行為(ただし,再生計画認可決定があった 

後は.この限りでない。) 

(1)再生債務者が所有又は占有する財産に 

係る権利の譲渡.担保権の設定,賃貸 

その他一切の処分(常務に属する取引 

に関する場合を除く) 

(2)再生債務者の有する債権についての譲 

渡.担保権の設定.その他一切の処分 

(再生債務者による取立てを除く。) 

(3)財産の譲受け(商品の仕入れその他常 

務に属する財産の譲受けを除く。) 

(4)貸付け 

(5)金銭の借入れ(手形割引を含む。)及 

び保証 

(6)債務免除,無償の債務負担行為及び権 
Iの 

(7)削除権の目的である財産の受戻し 兌ﾙ�ﾃ�yD��ﾔ以�3�?ｩ6�ﾂ�

支配人に関する事 項 兌ｨﾌ侈y_9,ｸ�8ﾏX4ｸｷX自)ｩm｣窺CS(ﾘb� 

北尾夏樹 営業所神戸市東灘区魚崎湊町16番地の7 

平成11年　5月　6日登託 

平成17年　7月20日辞任 

平成17年　8月11日登託 

支　店 ���

神戸市北区布野町有野字中尾3811番地 

2 

大阪府箕面市大字下止々昌美675番地 

3 兌ﾙ�ﾃ��D���Hﾈ���ﾉ?ｩ�ﾙ'R�

神戸市東灘区魚崎湊町16番地の7 兌ﾙ�ﾃ��D���Xﾈ���i?ｩ6��R�

平成17年　7月20日廃止 

平成17年　8月11日登記 

会社分割 ��9D緝ﾈ�#y?ｩ��ｸ�98ﾉ>Xｾhｹｸﾞ泳�*ﾃ�iMI&繆ｩH�檍��5ｨ�ｸ7H6X4(�ｸ4�42�

ランドに分割 

平成13年　7月18日登記 

整理番号　ル259174　　　*　下線のあるものは抹消垂項であることを示す。　　　　　　7/8



兵庫県宝塚市小浜二丁目1番1 9号

海山鉱業株式会社

管理番号　　　1400-01-014835

平成13年6月27日神戸市東灘区魚崎湊町16番地7株式会社セーフティー 

アイランドに分割 

平成13年　7月30日許可　平成13年　7月30日更正 

民事再生 兌ﾙ�ﾃ�yD��(ﾈ繦?ｨﾍ�����鳬��ｹ&饑ｸﾝ僵ｸ�,ﾈﾜI�h詹��､ｨ趙�

平成17年12月12日登語 

登記記録に関する 兌ﾙ�ﾈﾋ9D馘�k��}��c�XﾘiXﾙ�Y�c8ﾘ�,ﾈｴｹ.�,�.h.��

事項 兌ﾙ�ﾃ��D���Xﾈ��I?ｨ昏ｴﾂ�

平成21年4月1日神戸市北区有野町有野3815番地に本店移転 

平成21年　4月1S日登言己 

平成21年　4月15日閉鎖 

これは登記簿に記録されている閉鎖された事項の全部であることを証明した薯

面である。

(神戸地方法務局管轄)

令和　元年1 1月　1日

京都地方法務局

謹言己官 丸　岡　達　夫

整理番号　ル259174　　　*　下線のあるものは抹消事項であることを示す。　　　　　8/8


