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2021 年 5 月号 

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律（続報） 

～賃貸住宅管理業の登録制度の開始～ 

Ⅰ．はじめに 

Ⅱ．政省令及びガイドラインの主なポイント 

Ⅰ．はじめに 

当事務所では、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律（以下「本法」という。）

に関するニュースレターとして、2020 年 7 月に「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関

する法律」1（以下「ブリテン①」という。）を、2021 年 5 月には「賃貸住宅の管理業務

等の適正化に関する法律（続報）～不動産ファンドへの影響を中心に～」2（以下「ブリ

テン②」といい、ブリテン①と併せて「前回までのブリテン」という。）を発行した。

その後、2021 年 4 月 16 日に「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の施行期

日を定める政令」が閣議決定された。これにより、昨年 12 月 15 日に施行されたサブリ

ース規制3に加えて、賃貸住宅管理業の登録制度及び業規制に関する部分（以下「業規制」

という。）4が 2021 年 6 月 15 日に施行されることになり、本法が全面施行されること

となる。 

本法の全面施行に伴い、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則」（以

下「規則」という。）及び「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行令」が改正

されるとともに、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方」

5（以下「解釈運用」という。）も更新され、業規制に関する制度の詳細が明らかとなっ

た。 

また、本法を分かりやすく解説した「賃貸住宅管理業法制度概要ハンドブック」6や、

よくある質問をまとめた「賃貸住宅管理業法 FAQ 集（令和 3 年 4 月 23 日時点）」7（以

下「FAQ」という。）、2021 年 4 月 23 日にはパブリックコメントの結果概要（以下「パ

1 https://www.mhmjapan.com/content/files/00042518/REIT_STRUCTURED%20FINANCE%20BULLETI
N%20202007.pdf 
2 https://www.mhmjapan.com/content/files/00043670/REIT_STRUCTURED%20FINANCE%20BULLETI
N%20202011.pdf 
3 本法のうち、第一章、第三章、第四章及びこれらに関連する罰則規定等に関する部分。 
4 本法のうち、第二章及びこれに関連する罰則規定等に関する部分。 
5 https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001406149.pdf 
6 https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001404844.pdf 
7 https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001401831.pdf 
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ブコメ回答」という。）8も新たに公表されており、本法の規制内容を理解する上ではこ

れらの公表資料も役に立つと考えられる（以下解釈運用や FAQ 等の公表資料を併せて

「ガイドライン」という。）。 

本稿では、前回までのブリテンの続報として、政省令の改正及びガイドラインの新設・

更新により明確となった業規制の概要について解説する。前回までのブリテンで述べた

とおり、不動産ファンドにおける賃貸住宅の PM 業者の多くは賃貸住宅管理業の登録業

者であることが必要となるものと考えられる。そのため、当該業者はもちろん、賃貸住

宅を投資対象とする不動産ファンドのその他のプレイヤーも、当該業規制の内容を理解

し、ファンドストラクチャーが適法であるために必要となる事項を適切に把握すること

が肝要である。本稿がその一助となれば幸いである。 

本稿で記載される条文は別途明示されない限り本法の条文である。なお、新たに明確

となったサブリース規制の内容についても一部解説するが、経過措置を含む業規制の概

要、サブリース規制の概要及び詳細については前回までのブリテンに譲るものとする。 

 

Ⅱ．政省令及びガイドラインの主なポイント 

 

1. 「賃貸住宅管理業」・「賃貸住宅管理業者」の定義の明確化 

 

本法において登録制度の対象となる「賃貸住宅管理業」とは、賃貸人から委託を受

けて9、(i)当該委託に係る賃貸住宅の維持保全を行う業務10及び(ii)当該賃貸住宅に係る

家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務を行う事業をいう（2 条 2 項）11,12。 

(i)の「賃貸住宅の維持保全」とは、「住宅の居室及びその他の部分について、点検、

清掃その他の維持を行い、及び必要な修繕を行うこと」をいうところ、ガイドライン

によれば、以下のような場合は「賃貸住宅の維持保全」には該当しないとされている

（解釈運用 2 条 2 項関係 2、FAQ1(2)No.3）。 

 

① 定期清掃業者、警備業者、リフォーム工事業者等が、維持又は修繕の「いず

れか一方のみ」を行う場合 

 
8 https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000218388 
9 賃貸人から明示的に契約等の形式で委託を受けているかに関わらず、本来賃貸人が行うべき賃貸住宅

の維持保全を、賃貸人からの依頼により賃貸人に代わって行う実態があれば賃貸住宅管理業に該当する

とされている（解釈運用 2 条 2 項関係 1、FAQ1(2)No.2）。 
10 分譲マンション等の 1 室のみの専有部分を受託管理する場合も、本文に記載の業務を実施する場合は

これに該当する（FAQ1(2)No.4）。 
11 信託や任意後見契約に基づく業務の実施は賃貸住宅管理業には該当しない（FAQ1(2)No.1）。 
12 ちなみに、パブコメ回答により、利用権方式のサービス付き高齢者向け住宅（サ高住）については、

「賃貸住宅」に該当しない旨が明確になったが、ガイドラインによれば、賃貸借形式でサ高住を運営す

る事業者は「特定転貸事業者」に該当する（FAQ1(4)No.6）。また、老人ホームやデイケアホームについ

ても、利用契約方式で運営する場合にはサブリース規制の適用となる「特定賃貸借契約」には該当しな

い旨も明確になった（FAQ1(3)No.5）。さらに、賃貸人が信託受託者、賃借人が受益権者となる GK-TK

スキームにおいて、賃借人が第三者に賃貸住宅を転貸する場合でも、賃借人は「特定転貸事業者」に該

当し、サブリース規制の対象となることが明確になった（FAQ1(4)No.5）。 

「賃貸住宅」及び「賃貸住宅管理業」の定義については前回までのブリテンも参照されたい。 

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000218388
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② エレベーターの保守点検・修繕を行う事業者等が、賃貸住宅の「部分のみ」

について維持から修繕までを一貫して行う場合 

③ 入居者からの苦情対応のみを行い、維持及び修繕（維持・修繕業者への発注

等を含む。）を行っていない場合 

 

また、(i)には、維持保全業務を直接受託する場合のみならず、「賃貸人のために当該

維持保全に係る契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を行う業務」も含まれるところ、

どのような場合に「媒介、取次ぎ又は代理」に該当するのかは明らかでなかったが、

ガイドラインの新設・更新により、少なくとも、オーナーや受益者から資産運用業務

を受託する「いわゆるアセットマネジメント事業者」13は、以下のような行為を行う

場合については、賃貸住宅管理業者の登録を受ける必要はない旨が明示された（解釈

運用 2 条 3 項関係(3)、FAQ1(2)No.5）。 

したがって、不動産ファンド案件において物件所有者等から資産運用業務を受託す

るアセットマネジャーや資産運用会社については、基本的に賃貸住宅管理業の登録を

受ける必要はないこととなる。 

 

① 資産運用業務の一環として賃貸住宅管理業者に管理業務を行わせること 

② 資産運用業務を行う際に、オーナーや信託の受益者に代わって賃貸住宅の維

持保全に係る契約の締結可否を判断することや、契約の締結を代理すること 

 

登録を受ける必要がある賃貸住宅管理業者とは「賃貸住宅管理業を営む者」（法 2

条 3 項）をいうが、「業を営む」とは営利の意思をもって反復継続的に賃貸住宅管理

業を行うことをいうものとされており、かかる営利の意思とは客観的に判断される

（解釈運用 2 条 3 項関係(2)、FAQ1(2)No.8）。 

これに関し、管理業務自体は無償で行う場合であっても、事業スキーム全体の事業

性を鑑みて営利性があると判断された場合には、営利性の要件が認められ14、本法に

基づく登録を受ける必要がある点に留意が必要である（FAQ2(3)No.8）。 

 
13 FAQ によれば、以下のような者は「いわゆるアセットマネジメント事業者」に該当する。 

① 金融商品取引法 2 条 9 項の金融商品取引業者（同法 28 条 3 項の投資助言･代理業を行う者又は

同条 4 項の投資運用業を行う者（金融商品取引業等に関する内閣府令 7 条 7 号の不動産関連特

定投資運用業を行う場合に限る｡）に限る｡） 

② 資産の流動化に関する法律 200 条 2 項の規定により特定資産の管理及び処分に係る業務の委託

を受ける者 

③ 不動産特定共同事業法 2 条 5 項の不動産特定共同事業者 

④ 同条 7 項の小規模不動産特定共同事業者 

⑤ 同条 11 項の適格特例投資家限定事業者から不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取

引に係る業務の委託を受けた宅地建物取引業者（宅地建物取引業法 2 条 3 号の宅地建物取引業者

をいう｡） 
14 ちなみに、特定賃貸借契約についても同様の方法で営利性が判断されるため、賃料や手数料から収入

を得ないパススルー型の特定賃貸借契約であっても、特定賃貸借契約を根源として運用等で利益が生み

出されるような事業スキームである場合には営利性が認められ得る旨も明記された（FAQ1(3)No.4）。 
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2. 賃貸住宅管理業の登録に係る規制の明確化 

 

（1） 小規模事業者の特例の明確化 

登録に係る規制の詳細はブリテン①に譲るが、管理戸数が200戸未満の事業者につ

いては登録義務を負わない旨が明示された（規則3条）15。 

ガイドラインによれば、法に沿ったルールを遵守することが紛争防止に繋がり、

社会的信用の向上にも繋がることから、登録義務のない小規模事業者についても賃

貸住宅管理業の登録を受けることが推奨されているが、登録を受けた場合には法2章

の規制に服することとなり、監督処分や罰則の対象を受けることになる（解釈運用3

条1項関係1、FAQ2(3)No.1）。 

管理戸数は「入居者との間で締結されることが想定される賃貸借契約の数」をベ

ースに数えるものとされており、例えば、1棟の家屋のうち、台所・浴室・便所等を

入居者が共同で利用する、いわゆる「シェアハウス」を1棟管理するケースで、当該

シェアハウスが10部屋から構成されており、そのうち4部屋を入居者が使用し、残り

の6部屋が空室になっている場合でも、当該シェアハウスを管理する賃貸住宅管理業

者の管理戸数は10戸と数えるものとされている（解釈運用3条1項関係2）。 

 

（2） 登録申請等の方法の明確化 

登録申請の受付開始は2021年6月15日を予定しており、同日よりログインが可能

となる賃貸住宅管理業登録等電子申請システム16を利用して行うことが原則とされ

ている（解釈運用4条1項関係1(1)、FAQ2(1)No.2）。また、登録の更新（規則4条）、

変更の届出（法7条1項、規則11条1項）及び廃業等の届出（法9条1項、規則12条）も

上記システムを利用して行うことが予定されている。 

登録申請時には登録申請書（法4条）に加えて添付書類（規則7条）を（上記シス

テムを用いる場合は原本ではなくPDF化して）提出することが求められているが、

宅地建物取引業者、マンション管理業者及び従来の賃貸住宅管理業者規程に基づく

賃貸住宅管理業者においては、添付書類の一部を省略することが可能である（規則7

条4項）17。 

 

  

 
15 ガイドラインによれば、管理戸数が一時的にでも 200 戸を超えた場合、その時点で登録を受けていな

ければ賃貸住宅管理業を行うことはできないため、一時的にでも 200 戸を超える見込みがあれば登録を

受けることが適切とされている（解釈運用 3 条 1 項関係 1）。なお、現時点で管理戸数が 0 戸でも登録を

受けることは可能だが、登録を受けてから 1 年以内に業務を開始せず、又は引き続き 1 年以上業務を行

っていないと認められるときは、法 23 条 2 項により登録の取り消しの対象となる（FAQ2(3)No.2）。ま

た、信託会社が信託設定により所有権を取得した賃貸住宅について受託者として管理業務を行う場合は、

自己の所有する賃貸住宅の管理事務を行うことになるため、登録の対象外となる（FAQ2(3)No.12）が、

社宅代行業者が要件を充足する場合には、登録の対象となる（FAQ2(3)No.11）。 
16 https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk3_0
00001_00012.html 
17 詳細については下記 URL の表 1「登録申請に係る必要書類一覧（新規・更新）」を参照されたい。 

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001406088.pdf 

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk3_000001_00012.html
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk3_000001_00012.html
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001406088.pdf
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（3） 登録拒否事由の明確化 

ブリテン①で記載のとおり、一定の事由に該当する場合には登録が拒否されると

ころ、ガイドラインは登録拒否事由の一つである「財産的基礎を有しない者」（10号）

の基準について、「財産及び損益の状況が良好であること」（規則10条）、具体的には

登録申請日を含む事業年度の前事業年度において、負債の合計額が資産の合計額を

超えておらず、かつ、支払不能に陥っていない状態をいうと規定した（解釈運用6条

10号関係、FAQ2(1)No.15）。 

ただし、負債の合計額が資産の合計額を超えている場合であっても、①登録申請

日を含む事業年度の直前2年の各事業年度において当期純利益が生じている場合、②

十分な資力を有する代表者からの代表者借入金を控除した負債の合計額が資産の合

計額を超えていない場合など、「負債の合計額が資産の合計額を超えて」いないこと

と同等又は同等となることが相応に見込まれる場合には、「財産及び損益の状況が良

好である」とみなされ、登録拒否事由には該当しないこととされている（解釈運用6

条10号関係）。 

 

3. 契約締結前交付書面（重要事項説明書）・契約締結時書面交付義務に

関する規制の明確化 

 

（1） 重要事項説明を要しない者の明確化 

賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結する際、相手方であるオーナー18に対し

て自ら19重要事項説明を行う必要がある20ところ（13条1項）、規則は、当該説明を要

しない賃貸人である「管理業務に係る専門的知識及び経験を有すると認められる者

として国土交通省令で定める者」（同項括弧書き）について明らかにした（規則30条）。 

具体的には、賃貸人が、①賃貸住宅管理業者、②特定転貸事業者、③宅地建物取引

業者（宅地建物取引業者とみなされる信託会社、信託銀行、登録投資法人、特例事業

者等を含む。）、④特定目的会社、⑤組合（当該組合の組合員の間で任意組合契約の

不動産特定共同事業契約が締結されているもの）、⑥賃貸住宅に係る信託の受託者

（委託者等が①から④までのいずれかに該当する場合に限る。）、⑦独立行政法人都

市再生機構、⑧地方住宅供給公社のいずれかに該当する場合には、重要事項説明を

要しない。②から⑧までは特定賃貸借契約に係る重要事項説明が不要とされる場合

と同一の内容であるため、詳細はブリテン②を参照されたい。 

 
18 原則として相手方本人に説明を行う必要があるが、相手方本人の意思により、委任状等をもって代理

権を付与された者に対して説明を行うことも許容されている（FAQ3(2)No.8）。 
19 直接の契約当事者ではない他の営業所の従業員や、出向先の社員等に委託することはできないが、賃

貸住宅管理業者の使用人としての業務（重要事項説明）を出向元の指揮命令系統に服して行うこととし

ていることが確認できる「出向先及び出向労働者三者間の取決め」において、出向する者が出向元の重

説業務を行い、出向元が指揮命令権を持つと明記されている場合、当該社員に重要事項説明を行わせる

ことは可能とされている（FAQ3(2)No.7）。 
20 重要事項説明は、業務管理者によって行われることは必ずしも必要ではないが、業務管理者や一定の

実務経験を有する者等、管理業務に関する専門的な知識及び経験を有する者に説明を行わせることが推

奨されている（解釈運用 13 条関係 1、FAQ3(2)No.5）。 
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（2） 契約締結前交付書面（重要事項説明書）・契約締結時書面の記載事項の明確

化 

規則31条及び同35条によれば、重要事項説明書及び契約締結時書面には以下の各

事項の記載が必要である。 

 

① 管理受託契約を締結する賃貸住宅管理業者の商号、名称又は氏名並びに登録

年月日及び登録番号 

② 管理業務の対象となる賃貸住宅（重要事項説明書のみ） 

③ 管理業務の内容及び実施方法（実施方法については重要事項説明書のみ） 

④ 報酬の額並びにその支払の時期及び方法（重要事項説明書のみ） 

⑤ ④に掲げる報酬に含まれていない管理業務に関する費用であって、賃貸住宅

管理業者が通常必要とするもの（重要事項説明書のみ） 

⑥ 管理業務の一部の再委託に関する事項 

⑦ 責任及び免責に関する事項 

⑧ 法20条の規定による委託者への報告に関する事項 

⑨ 契約期間に関する事項（重要事項説明書のみ） 

⑩ 賃貸住宅の入居者に対する③に掲げる事項の周知に関する事項 

⑪ 管理受託契約の更新及び解除に関する事項（重要事項説明書のみ） 

 

各事項の詳細については解釈運用に譲るが、法令及びガイドラインに従った重要

事項説明書及び契約締結時書面を作成する際には、それぞれ国土交通省のHP21に掲

載されている重要事項説明書記載例及び賃貸住宅管理受託契約標準契約書が特に参

考になると考えられる。 

 

（3） 施行前に締結された管理受託契約に関する措置、管理受託契約の更新、内

容の変更時の処理の明確化 

法の施行前に締結された管理受託契約については、法の施行後に改めて重要事項

説明及び書面交付、契約締結時書面の交付を行う必要はない（FAQ3(2)No.13。契約

締結時書面については法附則3条1項）。 

また、同契約を法の施行後に更新する場合は、①契約の根幹に関わる事項につい

て従前と異なる内容に変更された場合には全ての事項を説明する必要があるが、②

形式的な変更と認められる場合22には重要事項説明等は要しないこととされている

（解釈運用13条関係3、14条関係2、FAQ3(2)No.14）。 

 
21 https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk3_0
00001_00004.html 
22 更新後の契約内容が従前の契約から変更されていない場合、契約の同一性を保ったままで契約期間の

みを延長する場合、単なる商号又は名称等の変更等の場合をいう。 

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk3_000001_00004.html
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk3_000001_00004.html


 

 

REIT / STRUCTURED FINANCE BULLETIN 

当事務所は、本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きますようお願い申し上げま

す。 

© 2021 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

7 
 

なお、管理受託契約の期間中に規則31条各号の事項に変更があった場合23,24には、

少なくとも変更のあった事項について、当初契約の締結前の重要事項説明と同様の

方法により、賃貸人に対して書面の交付等を行った上で説明する必要がある（解釈

運用13条関係1、FAQ3(2)No.12）25,26。 

 

（4） その他 

その他にも、規則及びガイドラインは管理受託契約に関するITの活用についても

明らかにした。その内容は特定賃貸借契約に係る重要事項説明と同一の内容である

ため、詳細はブリテン②を参照されたい。 

なお、特定賃貸借契約と管理受託契約を一つの契約として締結する場合、両契約

の重要事項説明書を1つの書面にまとめて説明し27、あるいは両契約の契約締結時書

面を1つの書面にまとめることも可能である（解釈運用30条関係1、31条関係1項関

係1、FAQ4(4)No.4）。ただし、特定賃貸借契約、管理受託契約のいずれについても、

重要事項説明書は契約締結に先立って交付されるものであり、契約締結時書面は契

約締結時に交付されるものであるため、両書面を1つの書面にまとめることはできな

い（FAQ3(2)No.3、4(4)No.3）。 

 

4. その他の規制の明確化 

 

（1） 業務管理者の要件の明確化 

賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所ごとに業務管理者を選任する必要が

あるところ、政省令及びガイドラインは、業務管理者の要件として以下のいずれか

に該当する者である必要があることを明らかにした（法12条4項、規則14条、解釈運

用12条関係3、FAQ3(1)No.2）。 

 

 
23 重要事項説明時から「管理業務の一部の再委託先」に変更が生じた場合、改めて重要事項説明を行う

必要はないが、再委託先が変更する度に書面又は電磁的方法により賃貸人に知らせる必要がある

（FAQ3(2)No.15）。 
24 ちなみに、ガイドラインの更新により、特定賃貸借契約について、契約締結後、賃貸物件の賃貸開始

前に変更事由が生じた場合、再度の重要事項説明は義務ではないが、変更部分を改めて説明した後、契

約締結時書面の再交付を行うことが望ましい一方で、契約期間前の段階で引渡し日が数ヶ月遅れること

が発覚した場合、賃貸人が得られる家賃収入にも大きな影響があることが見込まれ契約条件の変更とも

考えられることから、再度の重要事項説明及び契約締結時書面の再交付が必要とされた（FAQ4(4)No.17）。 

また、特定賃貸借契約において、維持保全の実施方法等に変更があった場合、変更後の内容について入

居者へ通知する必要があるとされた（FAQ4(4)No.19）。 
25 管理受託契約が締結されている賃貸住宅について、その契約期間中に相続やオーナーチェンジ等によ

って賃貸人が変更された場合には、従前と同一の内容で当該管理受託契約が承継される場合であっても、

賃貸住宅管理業者は、賃貸人の地位の移転を認識した後、遅滞なく、新たな管理受託契約の相手方であ

る賃貸人に重要事項説明及び書面の交付を行う必要がある（FAQ3(2)No.16）。 
26 ちなみに、管理受託契約に関する契約締結時書面、重要事項説明に関する規制の多くは特定賃貸借契

約にも共通している。例えば、FAQ3(2)No.12,13,14,16 の内容はそれぞれ FAQ4(4)No.14,16,15,18 に対

応している。 
27 この場合でも、パブコメ回答によれば、賃貸住宅管理業者とサブリース業者が別会社である場合（親

会社である場合を含む。）には、賃貸住宅管理業者が特定賃貸借契約部分について当該サブリース業者に

代わって重要事項説明を行うことはできないとされている。 
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① 管理業務の実務経験を2年以上有し、かつ、登録試験に合格した者 

② 管理業務の実務経験を2年以上有する宅地建物取引士で、管理業務の実務に

ついての講習（10時間程度の指定講習）を修了した者 

 

ただし、2020年度までに賃貸不動産経営管理士に合格し、法施行後1年以内（2022

年6月まで）の移行期間に登録を受けた賃貸不動産経営管理士で、移行期間の間に新

法の知識についての講習を受講した者については、上記①の要件を満たすものとさ

れている（規則附則2条）。また、上記①及び②の要件のうち、管理業務に関する2年

以上の実務経験については、実務経験に代わる講習の修了で代えることができる（解

釈運用12条関係4）。 

業務管理者となる要件を満たしていれば、専任の宅地建物取引業者が賃貸住宅管

理業者の業務管理者を兼任することも可能である（解釈運用12条関係2、

FAQ3(1)No.5）28。また、営業所又は事務所ごとに配置すべき業務管理者の人数につ

いては、入居者の居住の安定の確保等の観点から、当該営業所又は事務所において

その従業員が行う管理業務等の質を担保するために必要な指導、管理、及び監督を

し得るだけの数とすることが推奨されている（解釈運用12条関係1、FAQ3(1)No.4）。 

 

（2） 財産の分別管理に関する規制の明確化 

賃貸住宅管理業者は、管理受託契約に基づき賃貸住宅に係る家賃、敷金、共益費

その他の金銭の管理を行う業務を行うにあたり、受領する金銭を整然と管理する方

法により、自己の固有財産及び他の管理受託契約に基づく管理業務において受領す

る金銭と分別して管理する必要がある（法16条）ところ、政省令及びガイドライン

の改正により、以下の両方の要件を満たす場合が「整然と管理する方法」に該当す

る旨が明らかにされた（解釈運用16条関係、FAQ3(3)No.6）。 

 

① 口座分別の方法により、管理業務において受領する金銭を管理するための口

座を自己の固有財産を管理するための口座と分別して管理する方法（契約者

ごとに口座を設けることは要しない。）29 

② 受領した金銭がいずれの管理受託契約に基づく管理業務に係るものであるか

が帳簿や会計ソフト上で、直ちに判別できる状態で管理する方法 

 

  

 
28 パブコメ回答によれば、業務管理者となるための要件を満たしていれば、アルバイトの宅地建物取引

士が業務管理者になることも可能である。ただし、業務管理者は、他の営業所又は事務所の業務管理者

を一時的又は恒常的に兼務することはできないとされている（FAQ3(1)No.6）。 
29 管理業務において受領する金銭を管理する口座 A と、自己の固有財産を管理する口座 B のそれぞれ

について、金銭や固有財産が異なる口座に入金されている状態が一時的に生じることは許容されている

が、その場合、速やかに本来管理すべき口座に移し替える必要がある（解釈運用 16 条関係、FAQ3(3)No.7）。

例えば、管理業務により受領した家賃を口座 B に一時的に入金することは許されるが、速やかに口座 A

に移し替える必要がある。 
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（3） 委託者への定期報告に関する規制の明確化 

賃貸住宅管理業者は、管理業務の実施状況等を委託者であるオーナーに定期的に

報告しなければならない（法20条）ところ、政省令及びガイドラインの改正により

報告すべき事項及び報告方法の詳細が明らかにされた30。 

具体的には、賃貸住宅管理業者は、管理受託契約の締結日から1年を超えない期

間ごとに、及び管理受託契約の期間の満了後遅滞なく、①報告の対象となる期間、

②管理業務の実施状況及び③管理業務の対象となる賃貸住宅の入居者からの苦情の

発生状況及び対応状況を記載した管理業務報告書を作成し、これをオーナーに交付

して説明しなければならない（規則40条1項）31。 

なお、あらかじめオーナーの承諾を得た場合には、管理業務報告書の交付に代え

て、一定の電磁的方法32により以下の事項をオーナーに報告することもできる（同

条2項ないし4項）33。 

  

 
30 ブリテン①に記載のとおり、施行前に締結された管理受託契約については定期報告義務は課されない

が、その趣旨は、元々定期報告の実施等が予定されていなかった契約について新たに定期報告義務を課

すことは、契約当事者双方に追加的なコストが生じさせるおそれがあるためであることが明らかにされ

た（FAQ3(3)No.2）。 
31 ②「管理業務の実施状況」については、法 2 条 2 項に規定する管理業務に限らず、管理受託契約にお

ける受託業務全てについて報告する義務があり、③「苦情の発生状況及び対応状況」については、苦情

の発生した日時、苦情内容、苦情への対応状況等について、把握可能な限り記録し、報告する必要があ

る（解釈運用 20 条関係 1）。 
32 具体的には、以下の電磁的方法をいう（規則 40 条 2 項各号）。 

① 電子メールを利用して必要な事項を交付する方法 

② ウェブサイト上に表示された記載事項を委託者がダウンロードする方法 

③ 賃貸住宅管理業者が設置する委託者専用のインターネットのページ上で記載事項を閲覧させる

方法 

④ CD-ROM 等の記録メディアを送付する方法 
33 管理業務報告書に記載すべき事項を電磁的方法を用いてオーナーに提供する場合には、以下の事項に

留意する必要がある（規則 40 条 3 項各号、4 項各号）。 

① 相手方が確実に受け取ることができるように、用いる方法やファイルへの記録方法を示した上で、

相手方が承諾したことが記録に残る方法で承諾を得る必要があること 

② 出力して書面を作成でき、改変が行われていないか確認できることが必要であること 
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（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@mhm-global.com 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 

セミナー 

➢ セミナー  『第 4604 回金融ファクシミリ新聞社セミナー「プロジェクトファ

イナンスの実務～発電所プロジェクトの最新実務動向や法改正の

影響も踏まえて～」』 

開催日時  2021 年 7 月 15 日（木） 13:30～16:30 

講師    末廣 裕亮 

主催    株式会社 FN コミュニケーションズ  

 

※  新型コロナウイルス感染症の影響を含め、セミナーに関する情報については、主催

者のウェブサイト等をご確認ください。 

 

文献情報 

➢ 論文    「＜ポイント解説＞当事者の合意による柔軟な設計が可能 サステ 

ナビリティ・リンク・ローンの概要と活用ポイント」 

掲載誌   旬刊経理情報 No.1611 

著者    末廣 裕亮 

 

➢ 論文    「不動産・インフラ投資と ESG」 

掲載誌   ARES 不動産証券化ジャーナル vol.61 

著者    佐伯 優仁、山本 義人、村田 陽祐（共著） 

 

 


