
履歴事項全部証明書

東京都中央区銀座一丁目7番1 0号

株式会社スマートデイズ

会社法人等番号 �����ﾔ�ﾓ�Cイs��

商　号 乘H�檍��5�7ﾘ�ｸ6x8�487B�

株式会社スマートデイズ 兌ﾙ�ﾃ#僖���ﾈ����?ｩ¥���

平成29年10月　2日登記 

本　店 �8ﾈｹ�79(h匣ｾhｾ(ﾜ�賈)ｩm｣YMC�hﾘhｾ(ﾜ�賈)ｩm｢�平成26年3月1日移転 平成26年3月4日登記 

ビル4A 

東京都中央区銀座一丁目7番10号 兌ﾙ�ﾃ#yD���(ﾈ���ﾉ?ｨ昆5ﾒ�

平成27年　2月　2日登記 

公告をする方法 亂��,佝hﾝｨ+X,H+x.��"�

会社成立の年月日 兌ﾙ�ﾃ#ID繹ﾈ�)?｢�

目　的 ��餮9:韃�,ﾉHIH8��(x櫁��紀�亶�-�,��ﾒ�

2.不動産の管理 

3.寄宿舎の経営 

4.建築一式工事 

5.労働者派遣事業 

6.職業紹介事業 

7.損害保険代理業および生命保険の募集に関する業務 

8.前各号に附帯する一切の業務 

平成26年　8月11日変更　　平成26年　9月　2日登記 

l.不動産の売買、仲介、斡旋及び賃貸 

2.不動産の管理 

3.寄宿舎の経営 

4.建築一式工事 

う.建築物の設計・工事監理 

6.労働者派遣事業 

7.職業紹介事業 

8.損害保険代理業及び生命保険の募集に関する業務 

9.前各号に附帯する一切の事業 

平成27年　1月30日変更　　平成27年　2月　2目登記 

1.不動産の売買、仲介、斡旋及び賃貸 

2.不動産の管理 

3.寄宿舎の経営 

4.建築一式工事 
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東京都中央区銀座一丁目7番1 0号

株式会社スマートデイズ

5.大工工事、とび・土木工事、屋根工事、タイル工事、鋼構造物工事、塗 

装工事、防水工事、内装工事、建具工事及び解体工事 

6.建築物の設計・工事監理 

7.労働者派遣事業 

8.職業紹介事業 

9.損害保険代理業及び生命保険の募集に関する業務 

10.ホテル、旅館、簡易宿所、その他宿泊施設及び時間貸し施設の運営並び 

に運営代行 

11.前各号に附帯する一切の事業 

平成28年　7月　1日変更　　平成28年　7月　7日登記 

1.不動産の売買、仲介、斡旋及び賃貸 

2.不動産の管理 

3.寄宿舎の経営 

4.建築一式工事 

5.大工工事、とび・土木工事、屋根工事、タイル工事、鋼構造物工事、塗 

装工事、防水工事、内装工事、建具工事及び解体工事 

6.建築物の設計・工事監理 

7.労働者派遣事業 

8.職業紹介事業 

9.損害保険代理業及び生命保険の募集に関する業務 

10.ホテル、旅館、簡易宿所、その他宿泊施設及び時間貸し施設の運営並び 

に運営代行 

11.書籍、寝具、家具、文具、事務用品、日用品雑貨、衣料雑貨、服飾雑貨、 

洋品雑貨、装飾雑貨、家庭用電気製品の販売 

12.古物営業法に基づく古物商 

13.不動産及び動産のリース業及びレンタル業 

14.各種コンサルタント業 

15.前各号に附帯する一切の事業 

平成28年10月14日変更　　平成28年10月24日登記 

発行可能株式総数 �3�iﾈｩB�

210万株 兌ﾙ�ﾃ#yD繆ﾈ纖?ｩ¥���[ﾙ�ﾃ#yD繆ﾈ��y?ｩ6�ﾂ�

300万株 兌ﾙ�ﾃ#僖繆ﾈ�#�?ｩ¥���[ﾙ�ﾃ#僖繹ﾈ賈?ｩ6�ﾂ�

発行済株式の総数 價ﾘﾗ8ﾜ�H�,ﾉ�ﾙ�B�平成26年　5月　8日変更 

並びに種類及び数 儿�,ｨｩH�����ｩB�平成26年　5月15日登記 

発行済株式の総数 兌ﾙ�ﾃ#yD���xﾈ����?ｩ¥���

普通株式50万株 兌ﾙ�ﾃ#yD���xﾈ��xﾏｹ6�ﾂ�
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東京都中央区銀座一丁目7番1 0号

株式会社スマートデイズ

発行済株式の総数 兌ﾙ�ﾃ#yD���xﾈ����?ｩ¥���

普通株式75万株 兌ﾙ�ﾃ#yD���xﾈ��y?ｩ6�ﾂ�

発行済株式の総数 兌ﾙ�ﾃ#yD���xﾈ��9?ｩ¥���

100万株 

各種の株式の数 

普通株式　　　　　　75万株 

乙種類株式　22万5000株 

丙種類株式　　2万5000株 兌ﾙ�ﾃ#yD���xﾈ��y?ｩ6�ﾂ�

発行済株式の総数 兌ﾙ�ﾃ#僖���8ﾈ�3�?ｩ¥���

100万株 

各種の株式の数 

普通株式　　　　　　95万株 

乙種類株式　2万5000株 

丙種類株式　2万5000株 兌ﾙ�ﾃ#僖���Hﾈ���y?ｩ6�ﾂ�

発行済株式の総数 兌ﾙ�ﾃ#僖���xﾈ�#�?ｩ¥���

160万株 兌ﾙ�ﾃ#僖���以���ﾉ?ｩ6�ﾂ�

株券を発行する旨 �9h檍��,ﾈｩH�,�,(*(,H,ﾒ隧HﾉH/�Jﾘﾗ8+x.��"�
の定め 兌ﾙ�ﾃ#僖���xﾈ�#�?ｩ�ﾙ.�����[ﾙ�ﾃ#僖���以����?ｩ6�ﾂ�

資本金の額 仞�S���iﾈ冷�平成26年5月8日変更 平成26年5月15日登記 

金7500万円 兌ﾙ�ﾃ#yD繆ﾈ纖?ｩ¥���[ﾙ�ﾃ#yD繆ﾈ��y?ｩ6�ﾂ�

金1億円 兌ﾙ�ﾃ#yD繆ﾈ��9?ｩ¥���[ﾙ�ﾃ#yD繆ﾈ��y?ｩ6�ﾂ�

金11億20万円 兌ﾙ�ﾃ#僖繆ﾈ�#�?ｩ¥���[ﾙ�ﾃ#僖繹ﾈ��?ｩ6�ﾂ�

発行可能種類株式 儿�,ｨｩH��������iﾈｩB�

総数及び発行する �8顥}隧H������iﾈｩB�

各種類の株式の内 兌稲ﾙ}隧H�������iﾈｩB�

容 栃�8顥}隧H���

1.当会社は,当会社の株主が当会社の取締役,監査役又は使用人でなくなっ 

た場合には,その有する当会社の乙種類株式を取得することができる。 

2.当会社は.前項により乙種類株式l株を取得するのと引換えに.その対価 

として当初発行価額と同額の金銭を交付する。 
3.ただし,第1項に該当しない場合でも,当会社の発行する普通株式が,証 

券取引所に上場することが決定した場合,または,乙種類株式発行後5年 
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東京都中央区銀座一丁目7番1 0号

株式会社スマートデイズ

を経過した場合は　当該株式を取締役会が定める日に取得することができ 

る。 

4.当会社は,前項により乙種類株式1株を取得するのと引換えに,その対価 

として当会社の普通株式l株を交付する。 
<両種類株式> 

1.当会社は　当会社の取締役佐藤博久が当会社の取締役,監査役又は使用人 

でなくなった場合には,株式会社はじめ(所在:千葉県流山市松ヶ丘五丁 

目758番地)の有する当会社の丙種類株式を取得することができる。 

2.当会社は　前項により両種類株式l株を取得するのと引換えに,その対価 

として当初発行価額と同額の金銭を交付する。 

3.ただし,第1項に該当しない場合でも,当会社の発行する普通株式が,証 

券取引所に上場することが決定した場合,または　丙種類株式発行後5年 

を経過した場合は　当該株式を取締役会が定める日に取得することができ 

る。 

4.当会社は.前項により丙種類株式1株を取得するのと引換えに,その対価 

として当会社の普通株式l株を交付する。 

平成27年　7月　9日変更　　平成27年　7月17日登記 

平成29年　7月28日廃止　　平成29年　8月　l日登記 

株式の譲渡制限に 関する規定 �9h檍��,ﾈｩH�/��y6�,�.h.稲i;�+x.�,�,ﾘ��ｩH益�ﾘ檍,ﾈ�9Dh/�wh+x.��"�

平成26年12月　l日変更　　平成26年12月　l日登記 

当会社の普通株式、乙種類株式及び丙種類株式を譲渡により取得するには、株 

主総会の承認を要する。 

平成27年　7月　9日変更　　平成27年　7月17日登記 

当会社の普通株式を譲渡により取得する場合は、株主総会の承認を要する。 

ただし、当会社の株式に関して担保権を有する者が担保権を実行(法定の手続 

によるもののほか、法定の手続によらない任意売却又は代物弁済による実行を 

含む。)した結果として当会社の株式の譲渡が行われる場合は、当会社の承認 
があったものとみなす。 

平成29年　7月28日変更　　平成29年　8月　1日登記 

株主名簿管理人の �8ﾈｹ�79�y�968ｾhｭｸ,ﾉ>�自)ｩm｣IMCXﾘb�

氏名又は名称及び 倅��h�i�ﾙ�Xｾ(ﾗ8ｩH�檍���

住所並びに営業所 �8ﾈｹ�79�y�968ｾhｭｸ,ﾉ>�自)ｩm｣IMCXﾘb�

三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部 

平成27年　2月　1日設置　　平成27年　2月　2日登記 

役員に関する事項 偃i/yo�����������ﾛ(��:���4���nr�

平成27年　7月17日辞任 

平成27年　7月17日登記 
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東京都中央区銀座一丁目7番1 0号

株式会社スマートデイズ

取締役　　　　　清　野　貴　廣 兌ﾙ�ﾃ#iD���hﾈ���Y?ｨ��D2�

平成26年　6月　9日登記 

平成27年　8月27日辞任 

平成27年　8月27日登記 

取締役　　　　　田　山　し　げ　子 兌ﾙ�ﾃ#iD��(ﾈ���ﾉ?ｨ��D2�

平成26年12月　l日登記 

平成28年　4月　l日辞任 

平成28年　4月25日登記 

取締役　　　　　大　川　竜　樹 兌ﾙ�ﾃ#iD��(ﾈ���ﾉ?ｨ��D2�

平成26年12月　l日登記 

平成27年7月17日辞任 平成27年7月17日登記 

取締役　　　　　渋　谷　俊　郎 兌ﾙ�ﾃ#yD�(ﾈ�#9?ｨ��D2�[ﾙ�ﾃ#yD�8ﾈ�)?ｩ6�ﾂ�

平成27年　7月17日辞任 

平成27年　7月17日登記 

取締役　　　　　稲　葉　雅　昭 兌ﾙ�ﾃ#yD���(ﾈ�#9?ｨ��D2�

平成27年　3月　2日登記 

平成27年　7月17日辞任 

平成27年　7月17日登記 

取締役　　　　　　岡　納　英　雄 兌ﾙ�ﾃ#yD���8ﾈ���)?ｨ��D2�

平成27年　3月17日登記 

平成27年　3月16日辞任 

平成27年　3月17日登記 
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東京都中央区銀座一丁目7番1 0号

株式会社スマートデイズ

取締役　　　　　大　地　則　幸 兌ﾙ�ﾃ#yD���Hﾈ��i?ｨ��D2�

取締役　　　　　大　地　則　幸 兌ﾙ�ﾃ#yD���Hﾈ��y?ｩ6�ﾂ�平成29年　6月30日重任 

平成29年　8月　1日登記 

平成30年1月12日辞任 平成30年1月17日登記 

取締役　　　　　佐　藤　博　久 兌ﾙ�ﾃ#yD繆ﾈ���?ｨ��D2�[ﾙ�ﾃ#yD繆ﾈ��y?ｩ6�ﾂ�

平成27年8月28日辞任 平成27年8月31日登記 

取締役　　　　　田　口　弦　矢 兌ﾙ�ﾃ#yD���以����?ｨ��D2�

平成27年　8月10日登記 

平成28年1月31日辞任 平成28年2月3日登記 

取締役　　　　　模　慎　一　郎 兌ﾙ�ﾃ#yD繹ﾈ賈?ｨ��D2�[ﾙ�ﾃ#yD繹ﾈ���?ｩ6�ﾂ�

平成27年10月31日辞任 平成27年11月16日登記 

取締役　　　　　増　田　和　野 兌ﾙ�ﾃ#yD繹ﾈ�#�?ｨ��D2�[ﾙ�ﾃ#yD繹ﾈ�3�?ｩ6�ﾂ�

平成28年1月8日辞任 平成28年2月3日登記 

取締役　　　　　丸　尾　知　弘 兌ﾙ�ﾃ#yD莓ﾈﾈ賈?ｨ��D2�[ﾙ�ﾃ#yD���ﾈ��i?ｩ6�ﾂ�

平成29年3月31日辞任 平成29年4月7日登記 
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取締役　　　　　大　地　一　幸 兌ﾙ�ﾃ#吋���Hﾈ���ﾉ?ｨ��D2�

取締役　　　　　大　地　一　幸 兌ﾙ�ﾃ#吋���Hﾈ�#Y?ｩ6�ﾂ�平成29年6月30日重任 平成29年8月l日登記 

取締役　馬渕文太 取締役　馬渕文太 兌ﾙ�ﾃ#吋繆ﾈ��?ｨ��D2�[ﾙ�ﾃ#吋繆ﾈ繦?ｩ6�ﾂ�

平成29年6月30日重任 平成29年8月l日登記 

取締役　　　　　山　本　一　翔 兌ﾙ�ﾃ#僖���8ﾈ�3�?ｨ��D2�

取締役　　　　　山　本　一　翔 兌ﾙ�ﾃ#僖���Hﾈ���y?ｩ6�ﾂ�平成29年6月30自重任 平成29年8月l日登記 

取締役　　　　　菅　　澤　　聡 兌ﾙ�ﾃ#僖���ﾈ��?ｨ��D2�[ﾙ�ﾃ#僖���ﾈ�)?ｩ6�ﾂ�

取締役　　　　　筒　塩　快　斗 兌ﾙ�ﾃ#僖���ﾈ��?ｨ��D2�[ﾙ�ﾃ#僖���ﾈ�)?ｩ6�ﾂ�

取締役　　　　　赤　間　健　太 兌ﾙ�ﾃ#僖���ﾈ賈?ｨ��D2�[ﾙ�ﾃ#僖���ﾈ�)?ｩ6�ﾂ�

東京都中央区新IiI二丁目11番l-501号 ��

代表取締役　　　佐　藤　哲　也 ��

東京都中央区月島三丁目4番5鵜406号 兌ﾙ�ﾃ#yD�(ﾈ�#Y?ｨ���昆5ﾒ�[ﾙ�ﾃ#yD�8ﾈ�)?ｩ6�ﾂ�

代表取締役　　　佐　藤　哲　也 

平成27年7月17日退任 平成27年7月17日登記 
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東京都中央区銀座一丁目7番1 0号
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千葉県船橋市湊町二丁目8番40-3107号 兌ﾙ�ﾃ#yD紿ﾈ��i?ｨ��D2�[ﾙ�ﾃ#yD紿ﾈ��y?ｩ6�ﾂ�

代表取締役大地別事 千葉県船橋市湊町二丁目8番40-3107号 

平成29年　6月30日重任 

代表取締役　　　大　地　別　事 

平成29年　8月　1日登記 

平成30年1月12日辞任 平成30年l月17日登記 

東京都港区芝三丁目8番2-2709号 兌ﾙ�ﾃ3�D����ﾈ��)?ｨ��D2�

代表取締役　　　菅　　澤　　聡 兌ﾙ�ﾃ3�D����ﾈ��y?ｩ6�ﾂ�

監査役　　　　　丸　尾　知　弘 兌ﾙ�ﾃ#iD���xﾈ�#)?ｨ��D2�

平成26年　7月30日登記 

平成27年10月31日辞任 平成27年11月16日登記 

監査役　　　　　小　野　尾　啓　二 兌ﾙ�ﾃ#yD���ﾈ����?ｨ��D2�

平成27年11月16日登記 

平成29年3月31日辞任 平成29年4月7日登記 

監査役　　　　　加　藤　千　秋 兌ﾙ�ﾃ#yD���ﾈ����?ｨ��D2�

平成27年11月16日登記 

平成29年3月31日辞任 平成29年4月7日登記 

非業務執行取締役 �9h檍��,ﾘ��檍��d��cC#x���ﾘ�,ﾈｴｹ.�,�.h.���O�ｼik��ﾗ8靖/yo�9�,h,ﾈｭH,����

等の会社に対する �:���cC#8���ﾘ�,ﾈﾗ8郊,�.h.僣X��9D8/�ﾌ�.�+x.佛��/�/xﾈｸ+x.�+�,h*ｨ,R�

責任の制限に関す �*ｸ.��(+ﾘ+�+X��9h･佛��,舒�,8*ﾙHX��9D8,ﾈﾌ�7逢ｨ,ﾘ��d�}�*ｨｴｹ.�+x.俐Y.��

る規定 ��9D8ﾌ�7逢ｨ,h+x.��"�

平成27年　7月　9日設定　　平成27年　7月17日登記 

取締役会設置会社 偃i/yo�檠�ﾙ'X檍���

に関する事項 兌ﾙ�ﾃ#iD���xﾈ�#)?ｩ�ﾙ.�����[ﾙ�ﾃ#iD���xﾈ�3�?ｩ6�ﾂ�

平成29年　3月31日廃止　　平成29年　4月　7日登記 
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東京都中央区銀座一丁目7番1 0号

株式会社スマートデイズ

監査役設置会社に 豫Hﾛ頴��ﾙ'X檍���

関する事項 兌ﾙ�ﾃ#iD���xﾈ�#)?ｩ�ﾙ.�����[ﾙ�ﾃ#iD���xﾈ�3�?ｩ6�ﾂ�

平成29年　3月31日廃止　　平成29年　4月　7日登記 

登記記録に関する 兌ﾙ�ﾃ#YD纔ﾈ���?ｩ8ﾈｹ�78��$ｨｾh苓�)*ﾃ#窺Cふ�#�8ﾘh*�.ygｹ5�ｩ5ﾒ�

事項 兌ﾙ�ﾃ#YD���佇�#i?ｩ6�ﾂ�

これは登記簿に記録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。

(東京法務局管轄)

平成30年　2月1 4日

京都地方法務局
登記官 堤　　　紀　　　子

整理番号　ル057703　　　*　下線のあるものは抹消事項であることを示す。　　　　　9/9


