
※弊社にてご利用可能かどうかの確認をさせていただきますので、
　必要書類をご準備いただく前に弊社までご連絡ください。（TEL：06-6543-2848）

□　申込企業情報登録申請書 ・・・ 当社様式を添付しております

□　取引印鑑届 ・・・ 当社様式を添付しております

□　お取引時申込確認書 ・・・ 当社様式を添付しております

（※）手形資金化オプションを希望されない場合は不要です。

□　口座登録申請書 ・・・ 当社様式を添付しております

（※）手形資金化オプションを希望されない場合は不要です。

□　印鑑登録証明書（３ヶ月以内のもの１通）

□　履歴事項全部証明書（３ヶ月以内のもの１通）

□　貴社担当者の本人確認書類（運転免許証、パスポートなど顔写真付きの公的な書類）

□　決算書（直近１期分）

　注１）上記以外にも、追加書類が必要となる場合があります。

　注２）ご契約に必要な書類は別途ご案内いたします。

保証ファクタリング　初回ご登録書類

書類のご準備ができましたら、弊社宛にまずはＦＡＸまたはメールにてご送付下さい。

ＴＥＬ：０６－６５４３－２８４８ ＦＡＸ：０６－６５４３－２８４９

Ｅ－ｍａｉｌ：ＯＦＣ．ＫＳＳＦＡＣＴＯＲ＠ｗｉｎｃｓ．ｃｏ．ｊｐ



保証ファクタリング帳票　1

（令和 年 月 日 ）

１）登録申請者 ５）役員構成

〒

令和 年 月 日

千円 人

千円 年

２）事業概要（貴社の主たる事業について、カラムに番号を記入願います） ６）申込担当者

1.建設業

2.資材販売業

３）受注状況（昨年の売上高を参考にご記入ください）

７）株主構成

官庁（ ％） 元請 ％ 下請 ％

民間（ ％） 元請 ％ 下請 ％

官庁（ ％） 元請 ％ 下請 ％

民間（ ％） 元請 ％ 下請 ％

官庁（ ％） 元請 ％ 下請 ％

民間（ ％） 元請 ％ 下請 ％

８）系列企業・関連企業（親族等の身内が経営している企業を含む）

４）主な受注先

日締切 現金 ％

日支払 手形 ％

日締切 現金 ％

日支払 手形 ％

日締切 現金 ％ ９）所属団体

日支払 手形 ％

20200401

会社名

担当職務氏名 生年月日

ﾌﾘｶﾞﾅ

申込企業情報登録申請書

営業年数

許可番号

電話番号

住所

ＦＡＸ番号

従業員数

裏面のコード表を参考に
ご記入願います。

取締役

ﾌﾘｶﾞﾅ

年

年

年

申込担当者

氏名 生年月日

役職

代表取締役

ﾌﾘｶﾞﾅ

ﾌﾘｶﾞﾅ

ﾌﾘｶﾞﾅ

取締役

現職就任

年

現金・手形

主要株主名

企業名 代表者

株数、金額、割合など

業種 年商

取締役

役職

売上高

取下条件会社名

受注割合

資本金

業種（例 土木、建築）

許可年月日

ご記載いただいた氏名・住所・電話番号等の個人情報および法人等の団体情報は次の目的で使用し、㈱建設総合サービスで厳正に管理します。

・融資やファクタリング等の金融サービスに係るお引き受け判断、契約締結および継続的なお取引における管理のため

・申込内容の受付、連絡、サービスの提供、商品の発送、請求ならびに各種案内を行うため

・当社または当社グループ会社が取り扱う商品やサービスのご案内、提供のため

・市場調査、データ分析ならびにアンケートの実施等による商品やサービスの研究、開発のため



保証ファクタリング帳票　1

業種コード表

貴社の事業概要につきまして、主要な業種のコードを表面の 「２）事業概要」 にご記入願います。

建設業
01 土木一式工事 17 ほ装工事
02 建築一式工事（木造建築一式工事を除く） 18 しゅんせつ工事
03 木造建築一式工事 19 板金工事
04 大工工事 20 ガラス工事
05 左官工事 21 塗装工事
06 とび・土工・コンクリート工事（はつり・解体工事を除く） 22 防水工事
07 はつり・解体工事 23 内装仕上工事
08 石工事 24 機械器具設置工事
09 屋根工事（金属製屋根工事を除く） 25 熱絶縁工事
10 金属製屋根工事 26 電気通信工事
11 電気工事 27 造園工事
12 管工事 28 さく井工事
13 タイル・れんが・ブロック工事（築炉工事を除く） 29 建具工事
14 築炉工事 30 水道施設工事
15 鋼構造物工事 31 消防施設工事
16 鉄筋工事 32 清掃施設工事

資材販売業

01 セメント
02 生コンクリート
03 コンクリート２次製品
04 骨材
05 木材
06 普通鋼鋼材
07 アスファルト
08 その他



保証ファクタリング帳票　2

令和　 　年　 　月　 　日

株式会社建設総合サービス　殿

貴社との取引に使用する印鑑を下記の通りお届けします。

住所 〒

会社名

フリガナ
代表者名

＊ 実印を届出印とされる場合は、捺印不要です。

KSS使用欄

印鑑照合 検印 係印顧客コード 受付日

取引印鑑届

　電話番号　（　　　　　　） － （　　　　　　　） － （　　　　　　　　　）

　FAX番号 　（　　　　　　） － （　　　　　　　） － （　　　　　　　　　）

実印欄 　届出印　＊



株式会社建設総合サービス （令和 年 月 日 ）

「犯罪による収益の移転防止に関する法律｣等に基づくお取引時確認をさせていただきたく、

以下の項目にご記入をお願い申し上げます。

１）ご名義 CIF

２）事業の内容（該当する項目に○印を付けてください。）

１．建設業 ２．資材販売業 □ 対面

３．その他　※具体的にご記入ください。 □ 郵送

３）具体的な事業・業務の内容をご記入ください。

□

４）お取引の目的（該当する項目に○印を付けてください。※複数選択可。）

□ 対面

□ 郵送

５）申込担当者 添付書類

□

□

□

６）主な株主等の有無

Ａ．株式会社、有限会社、投資法人、特定目的会社の方

Ｂ．合名会社、合資会社、合同会社、一般社団等の方

   ※代表権を有するすべての方を記載してください。

７）添付書類　※本確認書とともに下記書類を提出してください。

□ 登記事項証明書（履歴事項全部証明書）

□ 申込担当者の運転免許証、「パスポート」などの顔写真付きの公的な書類

生年月日 役職

１．融資取引　　　２．債権回収保証
３．その他　※具体的にご記入下さい。（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ご住所・本店等主たる事務所の所在地

   ※「議決権」が25％を超えるすべての方を記載してください。
　　　（「議決権」が50％を超える場合には、その方のみ）

代表権を有する方 議決権比率 生（設立）年月日

ご住所・本店等主たる事務所の所在地生（設立）年月日

健康保険証

運転免許証

その他

お取引時申込確認書

議決権比率

会社名
代表者名

（例）土木工事業、建築工事業等

氏名

KSS使用欄

2019年5月

株主名

ﾌﾘｶﾞﾅ

申込担当者

確認者

事業内容

添付書類

登記事項証明書

申込担当者

ご記載いただいた氏名・住所・電話番号等の個人情報および法人等の団体情報は次の目的で使用し、㈱建設総合サービスで厳正に管理します。

・融資やファクタリング等の金融サービスに係るお引き受け判断、契約締結および継続的なお取引における管理のため

・申込内容の受付、連絡、サービスの提供、商品の発送、請求ならびに各種案内を行うため

・当社または当社グループ会社が取り扱う商品やサービスのご案内、提供のため

・市場調査、データ分析ならびにアンケートの実施等による商品やサービスの研究、開発のため



令和　　年　　月　　日

株式会社建設総合サービス　御中

（住所）

（会社名）

貴社からの資金受取口座を下記のとおり登録（変更）します。

（太枠の中をご記入願います）

*捨印欄に捺印願います。

口座名義人

受取口座（登録・変更）申請書

記

フリガナ

銀　行　名
（フリガナ）
支　店　名 普通預金　　・　　当座預金

口座番号（右づめ）支店コード銀行コード

金融機関

（　　　　　　　　）

（いずれかを○で囲ってください）

印

捨

ご記載いただいた氏名・住所・電話番号等の個人情報および法人等の団体情報は次の目的で使用し、㈱建設総合サービスで厳正に管理します。

・融資やファクタリング等の金融サービスに係るお引き受け判断、契約締結および継続的なお取引における管理のため

・申込内容の受付、連絡、サービスの提供、商品の発送、請求ならびに各種案内を行うため

・当社または当社グループ会社が取り扱う商品やサービスのご案内、提供のため

・市場調査、データ分析ならびにアンケートの実施等による商品やサービスの研究、開発のため
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