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Ⅰ.  はじめに 

本年 3月 29 日、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律案が国会に提出された。昨年、同様の

法案が国会に提出されていたが1、衆議院議員の総選挙により一旦廃案となったため、改めて、今回の

法案が提出されたものである。今回の法案の内容は、昨年の法案とほぼ同じであるが、監督手法の充

実、罰則の強化の観点から修正が加えられている（後記Ⅲ.5.参照）。また、同法案が成立した場合の

税制措置を定めた法律2（以下「改正税法」という。）は既に成立しており、本年 3 月 30 日に公布され

ている（後記Ⅳ.参照）。 

本稿では、今回の法案において想定される改正後不動産特定共同事業法（以下「改正法」という。）

の下で認められる新しい仕組みを説明するとともに、これに関する税制措置についても触れることと

したい。 

なお、不動産特定共同事業法上の不動産特定共同事業契約としては民法上の組合や賃貸借契約もあ

り、不動産を取得・運用する法人形態にも様々なものがありうるが、本稿では、不動産の流動化に広

く利用されている合同会社を営業者とする匿名組合契約（いわゆる GK-TK スキーム）を念頭に説明す

る。 

 

Ⅱ.  改正法下の新しい仕組みの概要 

現行の不動産特定共同事業法の下では、不動産特定共同事業を行おうとする者は、主務大臣又は都

道府県知事の許可を受けなくてはならないとされている。例えば、匿名組合契約を締結して匿名組合

員から出資を受け、その出資金により不動産の売買や賃貸取引を営み、それらから生ずる利益を匿名

組合員に対して分配する行為を行おうとする者（当該匿名組合契約上の営業者）は、不動産特定共同

事業を行うために許可を受ける必要がある。 

従って、現行法下では、GK-TK スキームを用いて現物不動産を取得・運用しようとすると、営業者で

ある合同会社は不動産特定共同事業の許可を受ける必要がある。しかし、SPC にすぎない営業者が不動

                                                   
1  昨年 2月 28 日に国会に提出された改正法案の概要については、Structured Finance Bulletin May 2012「Proposed Reform 

of the Real Estate Specified Joint Enterprise Law - “GK-TK Structure” with a GK owning a real property in fee」

をご参照いただきたい。 
2  地方税法の一部を改正する法律（平成 25 年法律第 3号）、所得税法等の一部を改正する法律（平成 25 年法律第 5号）。 
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産特定共同事業の許可の要件を満たすことは現実的ではないため、現行法下において、SPC を用いた倒

産隔離型の GK-TK スキームでは、実務上、現物不動産を取得・運用することができなかった。 

 
 

改正法では、不動産特定共同事業に該当する行為でも、以下の要件を満たす場合は、「特例事業」（改

正法第 2 条第 6 項）として、前記の許可を受ける必要がなく、主務大臣への届出で足りることとなる

（改正法第 40 条の 2）。なお、このような届出をした者を改正法では「特例事業者」（改正法第 2 条第

7項）と呼んでいる。 

 

(ⅰ) SPC 性：当該行為を専ら行うことを目的とする法人（不動産特定共同事業者であるもの及び

外国法人で国内に事務所を有しないものを除く。）が行うものであること（改正法第 2条第 6

項第 1号）。 

(ⅱ) 第三号事業者への外部委託：不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引（不動産

の売買、交換又は賃貸借）に係る業務を一の不動産特定共同事業者（第三号事業（後記）を

行う者に限る。）に委託するものであること（同項第 2号）。 

(ⅲ) 第四号事業者への外部委託：不動産特定共同事業契約の締結の勧誘の業務を不動産特定共同

事業者（第四号事業（後記）を行う者に限る。）に委託するものであること（同項第 3号）。 

(ⅳ) 特例投資家限定：銀行、信託会社その他不動産に対する投資に係る専門的知識及び経験を有

すると認められる者として施行規則で定める者又は資本金の額が施行規則で定める金額以上

の株式会社（改正法上「特例投資家」という。）を相手方又は事業参加者とするものであるこ

と（同項第 4号）。 

(ⅴ) その他事業参加者の利益の保護を図るために必要なものとして施行規則で定める要件に適合

するものであること（同項第 5号）。 
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上記に伴い、改正法は、許可を受けなければならない不動産特定共同事業として、以下の種類を追

加している（改正法第 2条第 4項第 3号、第 4号）。 

 

 第三号事業：特例事業者の委託を受けて当該特例事業者が当事者である不動産特定共同事業契

約に基づき営まれる不動産取引に係る業務を行う行為に係る事業 

 第四号事業：特例事業者が当事者である不動産特定共同事業契約の締結の代理又は媒介をする

行為に係る事業 

 

すなわち、改正法の下では、概ね、以下の要件を満たせば、GK-TK スキームを用いて現物不動産を取

得・運用することが現実的に可能になる。 

① 合同会社を不動産特定共同事業だけを目的として組成する。 

② 売買や賃貸借に係る業務を、第三号事業の許可を受けた者（以下「第三号事業者」という。）に

委託する。改正法第 2条第 6項第 2号は、同項第 3号と異なり、「一の」第三号事業者への委託

を要件としているので、法文上は、売買や賃貸借に係る業務を全て、一社に委託することを要

求する意図のように見受けられる。 

③ 匿名組合契約の締結の勧誘の業務を、第四号事業の許可を受けた者（以下「第四号事業者」と

いう。）に委託する。 

 

第三号事業又は第四号事業の許可を受けるためには、資本金の額が政令に定める金額以上であるこ

と、不動産特定共同事業を適確に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構成を有するものであること

など、一定の基準を満たす必要がある（改正法第 7条）。また、今回の改正に伴い、不動産特定共同事

業契約に基づく権利が金融商品取引法上の有価証券となること（後記Ⅲ.4.参照）との関係で、第四号

事業の許可を受けるためには、第二種金融商品取引業の登録を受ける必要がある（改正法第 6 条第 8

号）。 

 

Ⅲ.  実務上の留意点 

1. 特例投資家の範囲 

前記の特例事業の要件(iv)のとおり、特例事業者が匿名組合契約を締結できる相手方は「特例投

資家」のみである。そして、具体的な「特例投資家」の範囲は施行規則で定められることになって

いる。この点、「特例投資家」に、国内外の投資ビークルや海外の投資家がどの程度取り込まれるか

が注目されるところである。 

因みに、現行法下でも、一定のプロ投資家（現行法第 46 条の 2、施行規則第 31条）を相手方等と

する不動産特定共同事業については、不動産特定共同事業者の行為規制が緩和されている。しかし、

かかるプロ投資家に含まれる投資ビークルは、現行法の下では、取引一任代理・媒介の認可を受け

た宅地建物取引業者が運用等を行う投資法人や特定目的会社に限定されている。 

改正法下の「特例投資家」の範囲は、現行法下のプロ投資家の範囲に留まらず、実際に不動産投

資の専門的知識・経験を有する国内外の投資ビークルや海外の投資家を、広く取り込むことができ



 

 
© 2013 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 4 

STRUCTURED FINANCE BULLETIN 
 

 

る定めとなることに期待したい。 

 

2. 約款に関する規制 

改正法の下では、特例事業者が締結する匿名組合契約は、特例事業者が業務を委託する第三号事

業者の約款に基づいて締結されなければならない（改正法第 23条第 2項）。 

この約款は、不動産特定共同事業者が第三号事業の許可を受けるにあたり、当局に提出され（改

正法第 5 条第 2 項第 4 号）、政令で定める基準に適合するものであることが審査される（改正法第 7

条第 5号）。また、この約款を追加又は変更しようとするときは、主務大臣又は都道府県知事の認可

を受けなければならない（改正法第 9条第 1項）。 

この点に関し、現行の施行規則においては、①不動産特定共同事業者が前記 1.のプロ投資家を相

手方等として不動産特定共同事業を行う場合には、上記の審査の基準は緩和されており（現行の施

行規則第 8条第 2項）、②約款の追加又は変更のうち「軽微なもの」は認可不要とされ、かつプロ投

資家を相手方等として不動産特定共同事業を行う場合は、軽微とされる範囲が広く認められている

（現行の施行規則第 10 条）。これらの緩和措置が、特例事業については従前より広く認められるこ

とに期待をしたいところである。 

しかしながら、約款の重要条項の変更は認可を要するままとされることが予想されるため、匿名

組合契約の実質的な変更や投資スキームの変更（特に、委託先の第三号事業者の変更）を柔軟に行

うことは難しいのではないかと思われる。 

 

3. 宅地建物取引業法上の規制 

改正法の下では、特例事業者は、宅地建物取引業の免許を受ける必要がなく、取引主任者を置く

義務もないなど、宅地建物取引業法上の一部の規制の適用が除外されている（改正附則第 8 条によ

る改正後の宅地建物取引業法第 77条の 3第 1項）。 

 

他方で、特例事業者は、宅地建物取引業法の適用を一切受けないこととされる特定目的会社（資

産の流動化に関する法律第 204 条）と異なり、宅地建物取引業法上の一部の規制との関係では宅地

建物取引業者とみなされ、これらの規制を遵守しなければならない（同条第 2項）。とりわけ、特例

事業者は、みなし宅地建物取引業者として、以下の規制に服することに注意が必要である。 

 

(ⅰ) 宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所の 寄りの供託所に供託しなければならな

い（宅地建物取引業法第 25 条）。なお、現在、営業保証金の額は、事務所が主たる事務所の

みの場合、1,000 万円である。 

(ⅱ) 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、当事者の債務の不

履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、こ

れらを合算した額が代金の額の 20%を超えることとなる定めをしてはならない（宅地建物取

引業法第 38 条）。 

(ⅲ) 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の
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20%をこえる額の手附を受領することができない（宅地建物取引業法第 39条）。 

(ⅳ) 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、瑕疵担保責任を負

担する期間を、引渡しの日から 2年未満とする特約をしてはならない（宅地建物取引業法第

40 条）。 

 

4. 不動産特定共同事業契約に基づく権利の有価証券化 

現行法下では、不動産特定共同事業契約に基づく権利は、金融商品取引法第 2 条第 2 項第 5 号に

定める有価証券から除外されていたが、改正法下では、特例事業者と締結した不動産特定共同事業

契約に基づく権利は、新たに第二項有価証券（みなし有価証券）となる（改正附則第 7 条による金

融商品取引法第 2条第 2項第 5号ハの改正）。 

従って、改正法下での現物不動産 GK-TK スキームにおいて、投資家（匿名組合員）が取得する権

利は第二項有価証券ということになり、金融商品取引法の規制が適用されることになる。 

 

5. 当局による監督手法の充実 

昨年の法案との主な相違点として、今回の法案では、当局は、不動産特定共同事業者のみならず、

不動産特定共同事業者の取引先及び業務委託先に対しても報告徴収を行うことができ、さらに業務

委託先に対しては立入検査も行うことができるものとされている（改正法第 40条第 1項）など、当

局による不動産特定共同事業に対する監督の強化が図られている。 

 

Ⅳ.  税制上の優遇措置 

改正税法によれば、特例事業者は、一定の要件を満たす不動産を取得する場合に限り、登録免許税

及び不動産取得税の軽減措置を受けることができる。この場合、不動産の所有権移転登記に係る登録

免許税の税率が 1.3%（改正租税特別措置法第 83 条の 3 第 1 項）、所有権の保存登記に係る登録免許税

の税率が 0.3%（同条第 2 項）となり、また、不動産取得税の課税標準の算定において、不動産の価格

の 2分の 1相当額を控除できる（改正地方税法附則第 11 条第 14項）。 

かかる税制上の優遇措置は、登録免許税及び不動産取得税の節減という観点からは、不動産を信託

し、不動産信託受益権の形で物件取得を行う場合ほどの税効果はないものの、特定目的会社が現物不

動産を取得する場合と比較すれば、登録免許税については同等の軽減措置となっており、不動産取得

税については、特定目的会社の場合には及ばないものの、場合によってはそれに近い税効果を有しう

るものといえる。 

しかし、このような税制上の優遇措置を受けることができるのは、建替え等により、都市機能の向

上に資するものとして政令に定められる建物3を新築又は改築したり、そのような建物とするために増

築、修繕又は模様替で政令で定めるもの（改正税法において「増築等」と定義されている。）をするケ

ースなどに限られる。どのような建物が指定されるのか、あるいはどのような工事であれば増築等に

                                                   
3  正確には、登録免許税との関係では、「都市機能の向上に資する建築物として政令で定めるもの」（「特定建築物」、改正租

税特別措置法第 83 条の 3第 1項第 1号）、不動産取得税との関係では、「都市機能の向上に資する家屋として政令で定め

るもの」（「特定家屋」、改正地方税法附則第 11 条第 14 項第 1号）。 
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当たるのかは、今後制定される政令に委ねられる。税制措置の対象が限定されたのは、「建築物の耐震

化や老朽不動産の再生への民間資金の導入促進を通じて、地域経済の活性化や資産デフレからの脱却

を図る」という今回の改正の目的に沿ったものを税制上の優遇措置の対象とする趣旨と推測されるか

ら、政令の内容もかかる法改正の目的に照らして検討が行われるものと思われる。 

 

Ⅴ.  今後の見通し 

改正法により、SPC を用いた倒産隔離型の GK-TK スキームにより現物不動産を取得・運用することが

できるようになるなど、スキーム選択の検討の幅が広がることは歓迎すべきことであろう。特に、信

託銀行にとって受託が難しい不動産や、特定目的会社による取得が仕組み上難しい不動産については、

改正法下で認められる新しいスキームは有力な選択肢の一つとなろう。但し、今回の法案が今国会で

成立するかどうかは予断を許さない状況であり、また、もし成立した場合でも、その後に行われる政

省令の改正にも注意が必要である。 

 

 

News 

 

・ Chambers Global 2013、Chambers Asia 2013 で、当事務所は Structured Finance を含む多数の分野で

上位グループにランキングされ、多くの弁護士がそれぞれの分野で日本を代表する弁護士に選ばれまし

た。 
 
・ 本年 2 月 18 日から、当事務所シニア・オブ・カウンセルに就任した Tony Grundy 氏が、本年 4 月 1 日から、

佐藤 貴哉 弁護士が、当事務所のシンガポールオフィスにて執務を開始しました。Tony Grundy 氏は、ア

ジアを含む世界各国において 30 年以上の経験を有するキャピタルマーケッツの専門家です。当事務所の

シンガポールオフィスは、体制を拡充し、現在、7 名の弁護士が執務しております。 
 
・ 増島 雅和 弁護士、上村 哲史 弁護士、眞鍋 佳奈 弁護士が、本年 1 月 1 日付で当事務所パートナーに

就任いたしました。 
 
 
著書・論文 

 

・論文 「平成 25 年改訂版 JSLA 標準契約書の概説」 
掲載誌 金融法務事情 No. 1967 2013 年 4 月 10 日号 
著者 佐藤 正謙, 青山 大樹 

 

・論文 「表明保証条項の機能と効果」 
掲載誌 ビジネスロー・ジャーナル No. 61 2013 年 4 月号 
著者 青山 大樹, 松田 悠希 

 
・論文 「完全合意条項の機能と効果」 

掲載誌 ビジネスロー・ジャーナル No. 61 2013 年 4 月号 
著者 青山 大樹, 湯田 聡 

 

（当事務所に関するお問い合せ） 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 

mhm_info@mhmjapan.com 
03-6212-8330 www.mhmjapan.com 


