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新しい年を迎え会員皆様には謹んでお慶び申し上げます。

改めまして旧年中のご厚誼に深く感謝申し上げますとともに、本年が皆

様にとりまして素晴らしい年となりますよう心からお祈り申し上げます。

振り返りますと昨年は前年に引き続き、不動産業界・不動産市場をめぐ

る環境は非常に厳しいものがありました。今年はどの様な動きになるのか、

良くなる事への期待や、もっと悪くなるのではないかとの不安とでこれか

ら先が予測しにくいのは皆様も同じだと思います。

自由民主党中心の新しい政権の経済対策、土地税制等の各種軽減措置に

期待しているところであります。

国土交通省では不動産流通市場活性化策の整備・検討が始まっておりま

す。特に中古住宅市場を中心とした流通活性化策であり、中古住宅情報の

正確性・信頼性の向上、取引の安全性の確保を目的とした住宅履歴情報・

住民性能情報・住宅診断・住宅価格情報のルール作りが進んでいるところ

です。２０２０年までに現在の取引の２倍を目指しております。流通活性化策

により、不動産業界に活気がでてくればと思っております。

協会では公益社団法人への移行申請手続きを昨年１０月２９日に県へ提出し、

本年３月中旬の認定、４月１日より公益社団法人としてスタートする予定

で進んでおります。

収支相償、公益目的事業比率、遊休財産保有限度額等の毎年クリアしな

ければならない厳しい基準もありますが、公益社団法人の社員（会員）と

しての地位向上を図り、県民の皆様に認知していただける協会にしていき

たいと思っております。

又、昨今の会員減少には憂慮するものがありますが、今後とも新しい会

員の入会促進に傾注したいと考えています。

最後に会員皆様のご理解・ご協力をお願い申し上げ、役員・職員が一生

懸命協会運営に努めていく事をお約束し、新年のご挨拶とさせていただき

ます。
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平成24年度 第4回
社団法人長崎県宅地建物取引業協会理事会議事録

日 時：平成24年7月27日㈮ 13：30～17：00
場 所：長崎県不動産会館 5階 会議室
出席者：理事 在籍 20名中 出席 18名 委任状 2名 傍聴者出席 4名

監事 在籍 4名中 出席 4名
議長選任：新井成光会長
議事録署名人：服部良成 藤田高久 両理事

今回は審議事項は無く、協議事項 公益社団法人移行説明会に関する件のみであった。

平成24年度 第5回
社団法人長崎県宅地建物取引業協会理事会議事録

日 時：平成24年8月9日㈭ 13：30～19：00
場 所：長崎県不動産会館 5階 会議室
出席者：理事 在籍 20名中 出席 20名 傍聴者出席 3名

監事 在籍 4名中 出席 4名
議長選任：新井成光会長
議事録署名人：若松勝比己・松本伸久 両理事

【審議事項】
第1号議案 新入会員承認に関する件 若松総務財務委員長

6月・7月の新入会員及び退会会員名が読上げられ6月22日現在会員数886名、7月9日現在会員
数887名となった。又平成24年7月9日現在支部入会状況の説明がおこなわれ挙手による採決の結果、
原案通り賛成多数で決定した。

第2号議案 人事事項承認に関する件 新井成光会長
平成24年度第3回理事会第1号議案「人事事項承認に関する件」で承認頂いた人事事項について記

載の誤りがあったことの説明が行われ挙手による採決の結果、原案通り全員賛成で決定した。
第3号議案 ㈳長崎県宅地建物取引業協会旅費規程の一部改正（案）に関する件 若松総務財務委員長

旅費規程について実費精算になるように旅費規程の改正の提案説明が行われ、挙手による採決の結
果、原案通り賛成多数で決定した。

第4号議案 長崎県不動産流通センター規約及び規程（案）の改正に関する件 松本情報提供委員長
平成24年度の組織変更に伴い、現行の規定の一部改正が必要の為、長崎県不動産流通センター運営

規約、措置規程、倫理規約の各案の一部改正及び施行日について説明が行われ、挙手による採決の結
果、原案通り全員賛成で決定した。

第5号議案 定款施行規則一部改正（案）に関する件 若松総務財務委員長
以前より島原支部等会員数が少ない支部に於いて、専門委員を会員より選任することができずに、

止むを得ず専任の取引主任者を専門委員等に選任してきた経緯がある。しかし定款施行規則に規定が
ないため、問題視されてきた。この問題を解決するための説明が行われ、挙手による採決の結果、原
案通り賛成多数で決定した。

第6号議案 臨時総会開催に関する件 敷島公益社団法人移行特別委員長
臨時総会を以下の日程及び内容にて開催を予定しているので承認願いたいとの説明があり、開催日

平成24年9月13日㈭ 13：30より、会場はセントヒル長崎 長崎市筑後町で開催することに修正し、
臨時総会提案事項は第1号議案 公益社団法人長崎県宅地建物取引業協会定款（案）の承認に関する
件、第2号議案 公益社団法人長崎県宅地建物取引業協会役員の報酬及び費用等に関する規程（案）
承認に関する件、第3号議案 財務三基準承認に関する件、第4号議案 公益社団法人移行申請承認
に関する件とすることで挙手による採決の結果、全員賛成で決定した。

平成24年度 第4回
公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会長崎本部幹事会議事録

日 時：平成24年8月9日㈭ 17：50～18：05
場 所：長崎県不動産会館 5階 会議室
出席者：理事 在籍 20名中 出席 19名 委任状 1名 傍聴者出席 3名

監事 在籍 4名中 出席 4名
議長選任：新井成光会長
議事録署名人：若松勝比己・松本伸久 両理事
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《保証協会》
第1号議案 新入会員承認に関する件 若松総務財務委員長

本承認事項は協会及び保証協会と同じであるので一括して審議頂きたいとの提案説明が行われた。
6月・7月の新入会員及び退会会員名が読上げられ6月22日現在会員数886名、7月9日現在会員数
887名となった。又平成24年7月9日現在支部入会状況の説明がおこなわれ挙手による採決の結果、
原案通り賛成多数で決定した。

第2号議案 長崎本部規則（案）に関する件 若松総務財務委員長
（公社）全国宅地建物取引業保証協会長崎本部規則については、公益移行及び定款改正に伴い、地
方本部に於いても「標準地方本部規則」を基に改正するようにとの文書が参り「標準地方本部規則」
を基に作成した長崎本部規則の改正を提案するとの説明が行われた。（公社）全国宅地建物取引業保
証協会長崎本部規則（案）第23条第2項第2号「委員長、副委員長、委員の任免は地方本部長が行い、
幹事会の承認を得なければならない」の地方の2文字を削除し、挙手による採決の結果、原案を一部
修正し全員賛成で決定した。

平成24年度 第6回
社団法人長崎県宅地建物取引業協会理事会議事録

日 時：平成24年9月3日㈪ 13：30～19：50
場 所：長崎県不動産会館 5階 会議室
出席者：理事 在籍 20名中 出席 20名 傍聴者 2名

監事 在籍 4名中 出席 3名
議長選任：新井成光会長
議事録署名人：角村順一郎・山下良一 両理事

【審議事項】
第1号議案 新入会員承認に関する件 若松総務財務委員長

8月度新入会員申込者及び退会会員、また支部別入会状況について説明が行われた。平成24年8月
22日現在会員数887名であるとの提案説明が行われ、挙手による採決の結果、原案通り賛成多数で決
定した。

第2号議案 公益社団法人長崎県宅地建物取引業協会入会金及び会費規程（案）の承認に関する件
敷島公益社団法人移行特別委員長

長崎県総務部文書課及び建築課との公益社団法人移行申請に伴う事前の打ち合わせに於いて、入会
金及び会費規程（案）として別建てにて作成するよう指導があり作成した。また臨時総会第2号議案
として提案することについて承認願いたいとの説明が行われ挙手による採決の結果、一部修正をおこ
なうことで全員賛成で決定した。

第3号議案 公益社団法人長崎県宅地建物取引業協会定款施行規則一部改正の承認に関する件
敷島公益社団法人移行特別委員長

平成24年8月28日長崎県総務部文書課及び建築課との公益社団法人移行申請に伴う事前の打ち合わ
せにおいて、入会金及び会費規程（案）として別建て作成することを指導されました。挙手による採
決の結果、条文の繰上げ及び一部修正をおこなうことで賛成多数で決定した。

第4号議案 公益社団法人長崎県宅地建物取引業協会定款（案）条文一部改正の承認に関する件
敷島公益社団法人移行特別委員長

公益社団法人長崎県宅地建物取引業協会定款（案）の条文を一部修正することについて承認を願い
たいとの説明が行われ、挙手による採決の結果、全員賛成で決定した。

第5号議案 公益社団法人長崎県宅地建物取引業協会定款（案）承認に関する件
敷島公益社団法人移行特別委員長

定款（案）については長崎県総務部文書課及び建築課との事前調整を行い、承認をいただき完成し
たので公益社団法人長崎県宅地建物取引業協会定款（案）を承認頂きたいとの説明が行われ、挙手に
よる採決の結果、一部修正し賛成多数で決定した。

第6号議案 公益社団法人長崎県宅地建物取引業協会役員報酬及び費用等に関する規程（案）承認に関する件
敷島公益社団法人移行特別委員長

公益社団法人長崎県宅地建物取引業協会定款第30条に基づき、役員の報酬及び費用等に関する規程
（案）を承認願いたいとの説明が行われ、一部修正し挙手による採決の結果、全員賛成で決定した。

第7号議案 財務三基準承認に関する件 敷島公益社団法人移行特別委員長
「遊休財産保有限度額」の超過については石井税理士同席のもと、長崎県総務部文書課及び建築課か

ら遊休財産保有限度額超過分の対応について指導を受けた。遊休財産額を特定費用準備資金等として計
上し、遊休財産保有制限額に対応することについて承認願いたい。また臨時総会第4号議案として提案
することについて承認願いたいと説明が行われ一部修正し挙手による採決の結果、賛成多数で決定した。

第8号議案 公益社団法人移行申請承認に関する件 敷島公益社団法人移行特別委員長
各種申請に必要な書類等の準備が整い次第、移行申請書を電子申請によって提出する。又、臨時総

会第5号議案として提案する事の承認を頂きたいとの提案説明が行われ、挙手による採決の結果、原
案通り賛成多数で決定した。
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第9号議案 付帯決議の承認に関する件 敷島公益社団法人移行特別委員長
「総会において決定又は承認された事項で、主務官庁より指摘を受けた場合と、申請書類の軽微な
事項の修正については理事会に一任する」の付帯決議の承認が必要なためとの説明が行われ、挙手に
よる採決の結果、原案通り賛成多数で決定した。

第10号議案 臨時総会開催に関する文書及び実施内容等の承認に関する件 敷島公益社団法人移行特別委員長
平成24年度臨時総会開催に関連する文書及び実施内容等の承認をお願いしたいとの提案説明が行わ

れ、挙手による採決の結果、原案通り賛成多数で決定した。
第11号議案 ながさき田舎暮らしキャラバンに関する件 松本情報提供委員長

「ながさき田舎暮らしキャラバン」は長崎UI ターン促進事業として平成19年度より長崎県主催で
開催されています。当協会は平成21年度に東京、大阪の2ヶ所に参加し、昨年は東京に参加しました。
本年度も県からの参加要請があり、本年も参加することについて挙手による採決の結果、原案通り賛
成多数で決定した。

平成24年度 第5回
公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会長崎本部幹事会議事録

日 時：平成24年9月3日㈪ 19：50～20：00
場 所：長崎県不動産会館 5階 会議室
出席者：理事 在籍 20名中 出席 20名 傍聴者 2名

監事 在籍 4名中 出席 3名 欠席 1名
議長選任：新井成光会長
議事録署名人：角村順一郎・山下良一 両理事

【審議事項】
第1号議案 新入会員承認に関する件 若松総務財務委員長

8月度新入会員申込者及び退会会員、また支部別入会状況について説明が行われた。平成24年8月
22日現在主たる事務所825名、従たる事務所62名合計会員数887名であるとの提案説明が行われ、挙手
による採決の結果、原案通り賛成多数で決定した。

平成24年度 第7回
社団法人長崎県宅地建物取引業協会理事会議事録

日 時：平成24年9月5日㈪ 15：00～16：45
場 所：長崎県不動産会館 5階 会議室
出席者：理事 在籍 20名中 出席 20名

監事 在籍 4名中 出席 2名 欠席 2名
議長選任：新井成光会長
議事録署名人：服部良成 池田則義 両理事

【審議事項】
第1号議案 役員の報酬及び費用等に関する規程（案）の一部改正に関する件

敷島公益社団法人移行特別委員長
平成24年9月4日長崎県総務部文書課と協議し、役員の報酬及び費用等に関する規程（案）につい

て指導を受けたので規程（案）の一部改正を行うことについて挙手による採決の結果、原案通り賛成
多数で決定した。

第2号議案 公益社団法人長崎県宅地建物取引業協会定款（案）条文一部改正の承認に関する件
敷島公益社団法人移行特別委員長

公益社団法人長崎県宅地建物取引業協会定款（案）の条文を長崎県総務部文書課の指導により一部
改正することについて承認を願いたいとの提案説明が行われ挙手による採決の結果、賛成多数で決定
した。

平成24年度 第8回
社団法人長崎県宅地建物取引業協会理事会議事録

日 時：平成24年9月10日㈪ 13：30～15：45
場 所：長崎県不動産会館 5階 会議室
出席者：理事 在籍 20名中 出席 18名 委任状 2名 傍聴者 6名

監事 在籍 4名中 出席 3名 欠席 1名
議長選任：新井成光会長
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議事録署名人：鍬取昭和・林 敏彦 両理事

【審議事項】
第1号議案 平成24年9月5日、第7回理事会 第2号議案（公益社団法人長崎県宅地建物取引業協会定款（案）

条文一部改正の承認に関する件）の再審議 敷島公益社団法人移行特別委員長
平成24年9月5日の理事会に上程された第2号議案（公益社団法人長崎県宅地建物取引業協会定款

（案）条文一部改正の承認に関する件）について、監事より再審議の要請があったので審議を行うと
の説明が行われ、附則3に会長名のみ記載するか、会長・副会長・専務理事・常務理事名（6名）を
記載するか、また移行後の任期についても審議された結果、定款（案）には代表理事だけ記載するこ
ととなった。附則3については臨時総会資料の原案のまま「本会の最初の理事は新井成光とする」と
することで挙手による採決の結果、賛成多数で決定した。

第2号議案 公益社団法人長崎県宅地建物取引業協会定款（案）の一部改正に関する件
敷島公益社団法人移行特別委員長

長崎県総務部文書課との面談に於いて、一部の条文について指導があり、定款（案）第25条第3項・
第27条第2項について挙手による採決の結果、原案通り賛成多数で決定した。

平成24年度 第9回
社団法人長崎県宅地建物取引業協会理事会議事録

日 時：平成24年10月26日㈪ 13：30～18：20
場 所：長崎県不動産会館 5階 会議室
出席者：理事 在籍 20名中 出席 19名 委任状 1名 傍聴者4名

監事 在籍 4名中 出席 4名
議長選任：新井成光会長
議事録署名人：佐々野正治 敷島知章 両理事

【審議事項】
第1号議案 新入会員承認に関する件 若松総務財務委員長

9月及び10月の新入会員及び退会会員、そして支部別入会状況が説明され10月22日現在会員数884
名であるとのことで、挙手による採決の結果、原案通り賛成多数で決定した。

第2号議案 協会職員就業規則・パート職員就業規則・給与規程の一部改正に関する件 若松総務財務委員長
協会職員就業規則・パート職員就業規則・給与規程について、主に支部職員の退職に伴う変更と社

会保険労務士の指摘による変更箇所等を改正したいとの提案説明が行われ、一部修正し挙手による採
決の結果、賛成多数で決定した。

第3号議案 職員の昇給、給与及び賞与に関する件 若松総務財務委員長
平成23年度の入会者が20名を確保できなかった為、決定事項（平成20年第8回理事会第2号議案職

員の給与に関する件）により、平成24年度の昇給は停止した。賞与についても夏はとりあえず支給し、
冬を調整する予定であったが、提案のごとく年間賞与を従来通りに支給したいとの説明がおこなわれ
挙手による採決の結果、賛成多数で決定した。

第4号議案 （公社）福岡県宅地建物取引業協会及び㈳大分県宅地建物取引業協会との意見交換会に関する件
松本情報提供委員長

福岡宅建では「住まいの健康診断書付住宅物件特集」を、大分県では「ふるさと団地の元気創造事
業」及び大分県との「居住支援協議会」設立など、これらに対する意見交換を行いたいとの説明が行
われた。2県より資料を入手し研究した上で検討したほうが良いとの意見等があり委員長が取下げ委
員会で再度検討することになった。

第5号議案 たっけんくんネットながさきの追加機能導入に関する件 松本情報提供委員長
たっけんくんネットながさきを今以上に機能を発揮させるために、追加機能を導入し、会員及び消

費者への物件検索の利便性・スピードアップを図るとの説明が行われ挙手による採決の結果、原案通
り賛成多数で決定した。

第6号議案 PR グッズ「メモ帳」作成に関する件 松本情報提供委員長
不動産フェア等で使用するたっけんくんネットながさきのメモ帳を発注したいとの説明があり、挙

手による採決の結果、原案通り賛成多数で決定した。
第7号議案 公益社団法人移行申請に係る遊休財産額の申請内容並びに取扱い規程の承認に関する件

敷島公益社団法人移行特別委員長
公益社団法人移行申請にあたり、遊休財産保有限度額の超過についての対応について長崎県総務部

文書課及び所管課から指導があり公益社団法人移行申請に係る遊休財産額の申請内容並びに取扱規程
の説明が行われ挙手による採決の結果、原案通り賛成多数で決定した。

第8号議案 長崎総合科学大学創立記念事業に対する寄付に関する件 若松総務財務委員長
長崎総合科学大学より創立70周年及び同付属高校50周年記念事業に対する募金の依頼があった。今
まで20年間試験会場としてお借りしていたことに対するお礼の意味でするべきではないかとのことで
あり挙手による採決の結果、賛成多数で決定した。

6 たっけん広報 平成25年1月1日号



〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

平成24年度　宅地建物取引主任者資格試験
長崎県の合格者は187名長崎県の合格者は187名長崎県の合格者は187名

平成24年度 第6回
公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会
長崎本部幹事会議事録

日 時：平成24年10月26日㈪ 18：10～18：20
場 所：長崎県不動産会館 5階 会議室
出席者：理事 在籍 20名中 出席 19名 委任状 1名 傍聴者4名

監事 在籍 4名中 出席 4名
議長選任：新井成光会長
議事録署名人：佐々野正治 敷島知章 両理事

【審議事項】
第1号議案 新入会員承認に関する件 若松総務財務委員長

9月及び10月の新入会員及び退会会員、そして支部別入会状況が説明され10月22日現在会員数884
名であるとのことで、挙手による採決の結果、原案通り賛成多数で決定した。

平成24年度宅地建物取引主任者資格試験の合格発表が昨年の12月5日に行われた。
長崎県では187人合格し、合格率は16．7％、平均年齢は35．5歳だった。

1 実施概要
①試 験 日 平成24年10月21日㈰

②試験会場
47都道府県 207会場 3，927試験室
（長 崎 会 場）長崎県立大学シーボルト校 21試験室

長崎外国語大学 4試験室
（佐世保会場）長崎県立大学佐世保校 5試験室

③申込者数
236，350人 うち、登録講習修了者40，144人
（長崎県は1，526人 うち、登録講習修了者207人）
（内訳）長崎会場 1，093名、うち、登録講習修了者

153名
佐世保会場 433名、うち、登録講習修了者
54名

④受験者数
191，169人 うち、登録講習修了者35，776人
（長崎県は1，263人 うち、登録講習修了者194人）
（内訳）長崎会場 901名 うち、登録講習修了者145名

佐世保会場 362名 うち、登録講習修了者
49名

⑤受 験 率
80．9％ うち、登録講習修了者89．1％
（長崎県は82．8％ うち、登録講習修了者93．7％）

2 合否判定基準
50問中33問以上正解した者
（登録講習修了者は、45問中28問以上正解した者）

3 合格者の概要
①合格者数
32，000人 うち、登録講習修了者8，100人
長崎県は187人 うち、登録講習修了者37人
（内訳）長崎会場 133名、うち、登録講習修了者28名

佐世保会場 54名、うち、登録講習修了者9名

②合 格 率
16．7％ うち、登録講習修了者22．6％
長崎県は14．8％ うち、登録講習修了者19．1％

7たっけん広報 平成25年1月1日号
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第第第第第第第第第第第第第第22222222222222回回回回回回回回回回回回回回不不不不不不不不不不不不不不動動動動動動動動動動動動動動産産産産産産産産産産産産産産セセセセセセセセセセセセセセミミミミミミミミミミミミミミナナナナナナナナナナナナナナーーーーーーーーーーーーーーをををををををををををををを開開開開開開開開開開開開開開催催催催催催催催催催催催催催
24年度第2回の不動産セミナーは、講師に（一社）九州不動産公正取引協議会事務局長の山下裕之氏、

調査役の長寿美笑氏に「不動産の広告について」、㈲プランサービス代表の本鳥有良氏に「地域密着とネッ

ト営業の融合を図る成長のための戦略的経営」の講義をして頂いた。

平成２４年度九地連交流会
鹿児島市で九地連交流会が盛大に開催されました。

全宅連九州地区連絡会交流会が平成24年10月30日㈫
に鹿児島市で開催されました。
当日は伊藤 博会長にご臨席賜り、そして九州・沖縄
の各県から108名が参加した。当協会から会長を始め
とし常務理事が参加し総務、行政・流通、相談、法令、
政策、賃貸不動産管理の6分科会に分かれて各県に於
ける現状や問題点について熱心に意見交換が行われ、
その後各分科会においての検討結果を其々の座長が発
表。最後に各県から全宅連や行政に対しての意見や質
問、要望等があり会は盛会裏に終了した。
本年度テーマ
総務分科会：①全宅保証、全宅連に対する要望につ
いて②開業支援セミナー等新規入会者対策について③
各県の入会金、会費等の金額について④入会（変更）
審査及び入会拒否の場合の通知について
行政・流通分科会

①物件登録、成約報告の促進と抜きや
客付を拒否する会員への対応につい
て

②インスペクション等既存住宅流通活
性化に向けた取組について

③不動産コンサルティング業務の実態
について

相談分科会：①不動産無料相談の現状と問題点につ
いて
法令分科会：①農地法等について②文化財保護法緩
和方向への要望について③暴力団排除条例の施行と警
察からの実効性のある暴力団情報の提供について④会
員の指導等について⑤契約書及び重要事項説明書につ
いて⑥取引主任者法定講習会及び取引主任者証発行業
務について
政策（政連）：①要望事項について
賃貸不動産管理：①全宅管理及び賃貸住宅管理業者

登録制度について②空室率調査と空室対策について③
賃貸借に関する会員及びオーナー教育の必要性につい
て④「敷引特約」「更新料」最高裁判決後の対応の変
化について⑤居住支援協議会への取組について

開催日 会場 参加者

平成24年11月20日 九十九島観光ホテル 44名

平成24年11月21日 長崎県立総合体育館 53名

平成24年11月22日 大村市民会館 44名

8 たっけん広報 平成25年1月1日号
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長崎支部
10月27日㈯～10月28日㈰
夢彩都横おくんち広場
来場者数…ブース来場者：約380名

佐世保支部
10月7日㈰～10月8日㈪
佐世保玉屋7F文化ホール
来場者数…約5，300名（ブース来場者：約18名）

大村支部
10月19日㈮～10月21日㈰
九州ガス大村支店
来場者：約4，000名（ブース来場者：約50名）

諫早支部
11月3日㈯～11月4日㈰
九州ガス本社
来場者…約6，576名

島原支部
11月24日㈯～11月25日㈰
島原復興アリーナ

9たっけん広報 平成25年1月1日号
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事案の概要

不動産仲介業者と買主との間で、不動産の持分2分

の1の売買の媒介契約が成立したが、媒介手数料の支

払いに係る報酬合意が存在しない場合に商法512条（報

酬請求権）に基づく相当報酬の額が争われた事案にお

いて、不動産の持分2分の1に係る媒介手数料につい

て、既に支払われた当該不動産の残余の持分2分の1

に係る媒介手数料と同額と算定するのが相当であると

した事例（東京高裁平23年3月9日判決 原判決変更

金融・商事判例1384号59頁、原審 東京地裁 平21

年12月9日判決 一部認容 金融・商事判例1384号59

頁（最高裁 平成23年11月8日判決上告棄却・上告不

受理決定））

⑴ 買主Ｘ及び特定目的会社Ａは、売主との間で、Ｘ

及びＡがそれぞれ2分の1の持分を取得し、売買代

金も2分の1ずつ負担するとの約定で、売主から土

地建物を代金2308億9721万0179円（税込み価格2309

億0211万6688円）で買い受ける旨の売買契約を締結

した。

⑵ 不動産仲介業者Ｙらは、上記売買契約について、

Ｘとの間で、媒介契約を締結するとともに、Ｙらと

Ｘの間に媒介手数料の協議が整わない限り、国土交

通省告示「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買

等に関して受けることができる報酬の額」に定める

手数料上限額を媒介手数料とする旨の報酬合意をし、

Ｙらの仲介行為の結果、上記売買契約が成立したと

して、Ｘに対し、主位的に、上記媒介契約及びＹら

主張の上記報酬合意に基づき、媒介手数料36億3666

万2560円【国土交通省告示による手数料上限額：

〔200万円×5．25％＋200万円×4．2％＋（2308億9721

万0179円－400万円）×3．15％〕÷2】及び遅延損

害金の支払いを、予備的に、商法512条に基づく相

当報酬として、36億3666万2560円及び遅延損害金の

支払いをそれぞれ求めた。これに対して、Ｘは、上

記媒介契約や上記報酬合意の成立を否認するととも

に、仮に上記媒介契約が成立したとしても、民法108

条（双方代理）の趣旨に照らして無効である旨主張

し、商法512条所定の相当報酬の額を争った。

⑶ 原審は、ＹらとＸとの間で上記媒介契約が有効に

成立し、Ｙらの仲介行為の結果、上記売買契約が成

立したが、Ｙら主張の上記報酬合意の成立は認めら

れないので、Ｘは商法512条に基づき相当報酬額33

億円を支払うべきものと判断し、Ｘに対し、相当報

酬額33億円と遅延損害金をＹらに支払うよう命じた

ので、Ｘが控訴をした。

―媒介手数料―

不動産の持分2分の1に係る媒介手数料について、商法
512条に基づく相当報酬の額として、当該不動産の残余の
持分2分の1に係る媒介手数料と同額が算定された事例

㈶不動産適正取引推進機構総括主任研究員 東 真生 氏

最近の判例から

10 たっけん広報 平成25年1月1日号
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―

判決の要旨

3
―

まとめ

裁判所は、次のように判示し、原判決を一部変更し

た。

⑴ 商法512条に基づく相当報酬の額

Ｙらの仲介行為は、ＸとＡに対し等しく行われ、

特にどちらかに偏った仲介がされたものではないと

ころ、Ａは、既にＹらとの間で媒介手数料を8億円

（税込みで8億4000万円）とする旨の媒介契約を締

結し、Ｙらに対しこれを支払っている。また、媒介

手数料の額については、開示された資料を見ても、

統一した算定基準があるようにはうかがわれないが、

高額物件については、売買代金額の1％以下のもの

も少なからず存する。これに加え、Ｙらが行った仲

介行為の内容（期間、労力、難易度を含む。）、推認

される売主とＹらとの間で約定された媒介手数料等

を勘案すれば、ＸがＹらに対し支払う媒介手数料の

額は、8億4000万円（税込み）とするのが相当であ

る。したがって、Ｘは、Ｙらに対し、報酬8億4000

万円及び遅延損害金を支払う義務がある。

⑵ 原審の説示を引用した部分

① 買主から受け取る手数料の協議等について記載

した入札要項の交付は、Ｙらの入札参加者に対す

る不動産売買の媒介契約の申込みであり、Ｘによ

る入札書の提出はこれに対する承認と解され、媒

介契約が成立したことが認められる。また、Ｙら

の行った行為は売主及び買主の双方代理に該当し

ないから、媒介契約に民法108条の適用はなく、

同条の趣旨にも抵触するものでもない。

② Ｙらが不動産売買の仲介に関して受けることが

できる報酬額は国土交通省告示による手数料を上

限とするが、減額の協議を予定していることを規

定したものと解され、減額協議が調わない場合に

上限額を媒介手数料とする旨の報酬合意は成立し

ておらず、手数料最高額が授受される旨の慣行な

いし慣習も認められない。

本件は、不動産仲介業者と買主の間で、媒介手数料

の支払いに係る報酬合意が存在していなかったことか

ら、商法512条に基づく相当報酬の額の算定が問題に

なった事例であり、その算定例として参考になると考

えられる。

本判決においては、媒介手数料について、国土交通

省告示により上限が定められておりこれは当然に請求

できる額を定めているものではないということの確認

の上で、仲介行為の内容（期間、労力、難易度を含む。）、

その他の事情などが勘案されて算定される性質のもの

であるとの考え方が示されているものの、既に決定さ

れていた残余の持分2分の1に係る媒介手数料の額等

の影響を受けて決められた特殊なケースとみるべき面

があろう。

不動産仲介業者としては、仲介の業務実施にあたり、

依頼者との間で、媒介手数料の額に係る報酬合意をき

ちんとしておくことの重要性について改めて認識させ

られる事例である。
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��国交省案 住宅ローン減税拡充

��フラット35 融資審査の適正化を

��宅建業者、ピーク比1．9万社減少

��住宅リフォーム省エネ補助金
経産省、100億円規模

��相続税の課税強化確認
贈与税は負担軽減へ

��賃貸リフォーム補助事業の申請好調

��住宅ローン金利一斉下げ

国土交通省は23日、消費増税に伴う住宅購入の支援
案を政府税制調査会で提示した。2013年末で期限が切
れる住宅ローン減税を5年間延長し、最高の減税額を
10年間で500万円に上げる。購入時にかかる登録免許
税などは非課税とするよう求めた。消費増税による住
宅の需要減を抑える狙いだ。

（10月24日 日本経済新聞）

会計検査院は、住宅金融支援機構が展開している買
取型のフラット35について、融資を実行する金融機関
の審査体制や機構のチェックなどに問題があるとする
意見書を公表した。不適正な貸し付けや早期の滞納が
複数見られることから、金融機関に対する機構の審査
を強化するほか、過去の融資審査の状況を判断して金
融機関ごとに金利に差をつけるなど改善に向けた措置
を求めている。 （11月5日号 週刊住宅）

国土交通省によると、12年3月末（11年度末）時点
での宅地建物取引業者数は、大臣免許が2，132業者、
知事免許が12万1，790業者で、全体で12万3，922業者と
なった。前年と比べて、大臣免許業者が8業者（0．4％）
増加、知事免許業者は1，941業者（1．6％）減少。全体で
は1，933業者（1．5％）減少し、6年連続の減少となった。
なお、過去20年でピークだった92年度比だと、1万

8，974業者（13．3％）減少している。
（11月6日号 住宅新報）

経済産業省は省エネ対策の一環として、住宅のリ

フォーム向けに100億円規模の補助制度をつくる。家
やマンションを改装し、断熱性能の高い天井や外壁、
窓ガラスなどを導入する際に補助金を出す。2013年度
から受け付けを始め、初年度は3万戸を目標にする。

（11月11日 日本経済新聞）

政府税制調査会は11月9日、5回目の会合を開き、
相続税の課税強化と贈与税の負担軽減策について確認
した。今後は13年度税制改正を目指し、この内容を基
に民主党税制調査会が三党（民主党、自民党、公明党）
協議で必要な部分について詳細を詰めていく。
相続税については現行の定額控除を5，000万円から

3，000万円に縮小し、更に法定相続人1人当たりの控
除についても1，000万円から600万円にして課税を強化
する。また、最高税率も現行の50％から55％に引き上
げることで、高額遺産取得者への負担を増加させる方
針だ。

（11月13日号 住宅新報）

国土交通省が今年度事業で実施している賃貸住宅を
対象にした改修補助の利用が増えている。耐震、バリ
アフリー、省エネいずれかのリフォームをする賃貸住
宅に対し、費用の3分の1を上限に戸当たり100万円ま
で補助する。5月から申し込みを始め、現時点で約35
億円・2，100件（4，200戸）分への補助金交付が決まった。
2月まで募集している。 （11月19日号 週刊住宅）

大手銀行が住宅ローン金利を12月から一斉に過去最
低水準に引き下げる。最初の10年が固定の最優遇金利
は3メガ銀行とりそな銀行が1．3％、三井住友信託銀
行は1．15％とする。病気で収入が減ったときに返済を
軽くできるなどの条件を付けた商品も投入する。消費
税引き上げを前に発生するとみられる駆け込み需要を
取り込む。 （11月30日 日本経済新聞）

※受講希望者は必ず事前に手続きを
して、受講料をお支払い下さい。

法定講習会日程（予定）車での来場はご遠慮下さい。会習講定法 場 所

長崎県総合福祉センター
（長崎市茂里町3－24）

日 時

平成25年
3月8日㈮

入 退 会 状 況
平成24年4月～平成24年12月末

長 崎 佐世保 大 村 諫 早 島 原 直 轄 計
新 入 会 員 7 3 0 3 0 0 13
会 員 権 承 継 0 1 0 1 1 0 3
退 会 会 員 11 2 3 4 2 2 24

1月1日現在
会員数

主たる事務所 427 161 68 102 50 12 820
従たる事務所 39 12 6 5 0 0 62

合計 466 173 74 107 50 12 882
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