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３ 参考様式例集 
 

（参考様式例１） 
管理委託予定会社概要 

社名 

本社 所在地 

電話番号（代表） 

ホームページ等その他会社概要に係る媒体等： 

設立年月日   

登録年月日   

登録番号   

資本金   

主要株主等   

役員構成     

従業員数   

管理実績       

組合数       

棟数       総合管理 

戸数       

組合数       

棟数       部分管理 

戸数       

財務状況(単位:千円) 
平成 年 03 月 

（前々々年度） 

平成 年 03 月 

（前々年度） 

平成 年 03 月 

（前年度） 

総資産       

負債総額       

自己資本       

総売上高       

 (内、管理部門売上高)       

営業損益       

経常損益       
専任の 

電話番号 
管理業務

名 称 

所在地 
 

FAX 番号 主任者数

  
本社   

  
  

  

本社・営業所等 

    
  

  

管理業務主任者 名 マンション管理士 名

宅地建物取引主任者 名 一級建築士 名

二級建築士 名    
資格保有状況 

      

（    年 月 日現在）
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（参考様式例２） 
総会開催に当たり開催通知に添付する様式の例 

＿＿年度 第＿＿回＿＿＿＿＿＿マンション＿＿総会開催 

出席通知・委任状・議決権行使書 

 

（注１） 委任状により議決権行使を委任する場合に、委任状に代理人の氏名が記載

されていないときは、議決権を議長に一任されたものとみなします。 

（注２） 議決権行使書により議決権を行使する場合に、各議案について、賛成・反

対のいずれかに意思表示の明示がない場合は、棄権したものとみなしま

す。 

（注３） 出席の通知を提出のうえ、事前に委任等の議決権行使の手続なく、欠席さ

れた場合は、棄権したものとみなします。 

 
総会開催に当たり、下記、出席通知、委任状、議決権行使書のいずれかを、提出

して下さい。 

 
出席通知 

 
私は 月 日開催の第 回定期総会に出席して議決権を行使いたします。 

 
年   月   日             号室

氏名         印

 
委任状 

 
私は      氏を代理人と定め、 月 日開催の第 回定期総会 
において議決権を行使することを委任いたします。 

 
年   月   日             号室

氏名          印

 
議決権行使書 

 
私は、 月 日開催の第 回定期総会に出席できませんので、 
本書をもって、下記のとおり議決権を行使いたします。 

 
年   月   日             号室

氏名          印

第１号議案       に関する件（ 賛成・反対 ） 
第２号議案       に関する件（ 賛成・反対 ） 
第３号議案       に関する件（ 賛成・反対 ） 
第４号議案       に関する件（ 賛成・反対 ） 
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（参考様式例３） 

 

マンション管理組合会計処理細則（例） 
 
第１条（目的） 
 この細則は、○○マンション管理組合管理規約第○条により会計処理についての必要な事項を

定めることを目的とする。 
 
第２条（会計業務処理担当） 
 本管理組合の会計に関する業務処理の担当は、○○マンション管理組合管理規約第○条により

定める会計担当理事とする。ただし、会計担当理事が不在の場合、理事会において理事の中から

選任し、これを代理することができる。 
 
第３条（帳票類の保管など） 
 会計担当理事は、次項の各号に定める帳簿・証票類を備え、管理組合の財産及びその増減に関

するすべての記録の記帳及び整理並びに保管をしなければならない。 
 なお、預金口座の通帳は、○○が保管し、同預金口座の印鑑は理事長が保管する。 
２ 会計に係る帳票類は、以下のとおりとし、その保管場所は、○○○とする。 
一 収支予算書 
二 収支決算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書等その他計算書 
三 残高証明書 
四 月次収支報告書 
五 月次入金・未入金報告書 
六 管理組合諸費用に係る見積書、納品書、請求書、領収書などの証票類 
七 備品台帳、財産目録等 
（ほか） 

 
第４条（会計区分） 
 管理組合の会計は、次のとおり、それぞれの目的により処理されるものとする。 
一 管理費会計（一般会計） 
二 修繕積立金会計（特別会計） 

（三 駐車場会計） 
（四 駐輪場会計） 
（五 その他 総会決議により定められた特別会計） 
 
第５条（現金等収入の受入） 

収入については、預金口座への振り込みを原則する。なお、現金等で受け入れたときは、領収

書を発行し、その控えを保管の上、速やかに預金口座に入金するものとする。 
ただし、別の定めにより他の方式を採用する場合には、これを妨げないものとする。 

 
第６条（支払等） 
 支払いは別に定めるものを除き、原則として振り込みとする。なお、振り込み以外で支払いを

為す場合には、会計担当理事は理事長の承認を得るものとする。 
 
第７条（支払いの決裁額） 
 定期的な支払い及び１件○○円未満の少額額支払いは、会計担当理事が決裁することができる

ものとする。なお、この場合、支払い後の直近の理事会において、必ずその報告をすること。 
２ 前項の金額を超える支払いについては、理事会の決議を得ること。 
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第８条（小口現金） 
 管理組合運営における小口現金による支払いを円滑に行うため、理事は１回○○円を限度とし

て、仮払いを受けることができるものとする。 
２ 前項の小口現金の仮払金は会計担当理事が理事会の決議を経て、管理員に預け、管理員がそ

の支払いの代行をすることができるものとする。 
 
第９条（領収証などの保管） 

 支出を行った場合、領収書等を受取り、保管しなければならない。 
 
第 10 条（会計処理） 

 会計処理は複式簿記とし、発生主義の原則に基づいて処理する。 
 
第 11 条（勘定科目） 

 本管理組合の会計の勘定科目は、別表１に定めるとおりとする。 
 
第 12 条（管理費などにおける未収金・未納金に対する措置） 

 管理費及び修繕積立金並びにその他使用料などについて、期日までに納付しない場合には、理

事長は、以下各々の段階において、理事会の決議により、管理組合を代表して、以下の手順によ

り措置を実施する。 

一 納付期日から１カ月を経過し、必要な費用の納付が為されない場合は、理事長または管理費

などの未収金・未納金に係る業務委託を締結している管理業者から口頭連絡の上、請求書を

発送する。 

二 理事（会計担当）又は管理費などの未収金・未納金に係る業務委託を締結している管理業者

より、組合員別の未収金状況を毎月理事長に報告する。 

三 納付期日から２カ月を経過し、必要な費用の納付が為されない場合は、理事長又は管理費な

どの未収金・未納金に係る業務委託を締結している管理業者から、再度口頭で督促の上、内

容証明にて督促状を送付する。 

四 納付期日から３カ月を経過し、電話・催告書等では対応できない場合は、管理組合理事長名

により督促活動を開始する。その際、理事会は、管理費などの未収金・未納金に係る業務委

託を締結している管理業者にアドバイスを求め、法的措置を検討することができる。 

五 納付の期日から６カ月以上経過し、必要な費用の納付が為されない場合は、「少額訴訟手

続」、「支払督促手続」など、経過期間に応じ、理事会において決議した法的措置の手続を

開始する。 

２ 前項の場合において理事長は、その未収金額について、年利○○％の遅延損害金と、違約金

としての弁護士費用、並びに法的措置及び徴収に必要となる諸費用を加算し、その未納者に対し

て請求することができる。 
 
第 13 条（資金の運用） 

管理組合の資金の運用、管理については、別途○○○○資金管理細則に定めるところによる。 
 
第 14 条（会計書類などの保存期間） 

 本管理組合の会計書類等の保存期間は別表２に定めるとおりとする。 
 
附則 

１ この細則は、平成○○年○○月○○日から施行する。 
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別表１ 勘定科目 
１．管理費会計（一般会計）  

（１）収入科目 （２）支出科目 

①管理費 

②専用使用料 

ア）専用庭使用料 

イ）専用バルコニー等使用料 

ウ）看板設置・使用料 

③受取利息 

④雑収入 

①設備保守費 

②水道光熱費 

③清掃業務費 

④損害保険料 

⑤管理組合運営費 

⑥管理員業務費 

⑦小規模修繕費 

⑧その他 

２．修繕積立金会計（特別会計） 

（１）収入科目 （２）支出科目 

①修繕積立金 

②修繕積立基金 

③受取利息 

①建築・設備費（計画修繕費） 

②建築・設備費（検討調査費） 

③事故・災害復旧工事費（危機管理費） 

３．駐車場会計（特別会計）（その他特別会計） 

（１）収入科目 （２）支出科目 

①駐車場使用料 ① ・・・・ 
 

 

別表２ 会計に係る書類の保存期間 

（永久保存） 

① 総会及び理事会議事録 

② 管理規約改正関連資料 

③ 業務委託・工事契約書 

④ その他契約書 

⑤ 訴訟関連資料 

⑥ その他、総会及び重要な理事会資料 

（１０年保存） 

① 現金出納帳 

② 預金出納帳 

③ 管理費等台帳 

④ 会計伝票、領収書等 

⑤ 保険証券 

⑥ その他、理事会資料 

※ 永久保存書類は、別途、管理組合運営細則に定め、これに準じるものとする。 
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（参考様式例４） 

 

 

管理組合員等名簿（例） 
 

 名 前 連 絡 先 緊急連絡先 登録日 

管理業者     

管理員等     

室番号 
上段：区分所有者名 

下段：入居者名 
連 絡 先 緊急連絡先 登録日 

     

    

     

    

     

    

     

    

  

・
・
・
・ 
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（参考様式例５） 
管理委託業務・月次報告チェックシート 

なお、月次報告については、管理委託費の月払い精算に当たり、実施する。 

項 目 内 容 当月適

用有無 適・否 備 考 

１．出納業務関係 

①管理費等の請求 入金結果の提出、引落終了等の日付の

報告 有・無 適・否  

②未納者督促 文書、電話等による督促状況（方法、

日付、対象室番号）の報告 有・無 適・否  

③通帳等の保管 
保管口座の通帳等の提示 
掛け捨て型の保険証券の保管に関する

報告、または証券の呈示 
有・無 適・否  

 

④諸費用の支払い 月次支払い明細、及び提出日の報告 有・無 適・否  

２．会計業務関係 
①月次収支 月次収支報告と通帳残高の報告 有・無 適・否 
②年次収支報告 年次収支報告と通帳残高の報告 有・無 適・否 

管 理 組 合

が 照 合 、

確認  
③収支予算案・決算 年次収支報告・予算案提示 有・無 適・否  

３．本マンション（専有部分を除く）の維持・修繕に関する 
  企画・実施の調整、助言等 有・無 適・否  

４．管理運営業務関係 

①組合員異動変更 組合員変更に係る処理内容、及び処理

日の報告 有・無 適・否  

②駐車場使用者変更 使用者変更に係る処理内容、及び処理

費の報告 有・無 適・否  

③見積依頼 各種外部への依頼事項及び依頼日、依

頼先の報告 有・無 適・否  

④報告書提出 各種点検・検査報告書の提出、及び提

出先と提出日の報告 有・無 適・否  

⑤通知 各種清掃・点検・検査等の実施に係る

通知事項、通知日、通知方法の報告 有・無 適・否  

 

⑥図書等の保管 (                                ) 有・無 適・否  

５．管理員業務 勤務日・勤務時間等、勤務状況の報告 有・無 適・否  

６．清掃管理業務 日常清掃の実施・特別清掃の実施日・

実施内容の報告 有・無 適・否  

７．建物・設備管理業務 
各種清掃・点検・検査等の実施日、 
実施状況（理事長への結果の提出等）

の報告 
有・無 適・否 

 

各種、組合員からの相談受付日、相談

者室番号、相談内容、処理状況 有・無 適・否  
その他 相談受付等 

管理業者（フロントマン等）による契

約履行状況の確認・管理員への指導等 有・無 適・否  
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（参考様式例６） 
管理委託契約書チェックシート 

委託事務の内容 

 ○基幹事務、基幹事務以外とも、委託内容の内訳が示されている。 

基幹事務における修繕計画等の取扱 

 ○長期修繕計画案の作成・更新とその費用負担の有無が記載されている。 

 ○建物診断を伴うものについて、費用負担の有無が記載されている。 

基幹事務以外の取扱 

 ○管理事務の履行に当たっての勤務日、勤務時間、人数の詳細が記載されている。 

 ○管理事務の詳細が明確に記載されている。 

財産管理の取扱 

 

 

○管理費の収納口座の通帳と印鑑の保管方法の記載がある。  
口座名義 管理費等の 

収納方式 収納口座 保管口座 
印鑑の保管 

原則方式 管理組合（理事長名義） ―― 管理組合 
（理事長名義） 

収納代行方式 管理業者 
（事務処理後１カ月以内） 

管理組合 
名義 

管理業者 
（管理業者名義） 

支払一任 
代行方式 

管理組合 
（事務処理後１カ月以内） 

管理組合 
名義 

管理業者又は管理組合 
（支払専用口座用銀行印）  

 ○修繕積立金の保管口座の印鑑は、管理組合の保管となっている。  

 ○収納方式等の変更に際しては、管理組合の合意を得ることになっている。  

有価証券の取扱 
 ○マンション保険の保険証券は管理組合の保管となっている(掛け捨て型のマンション保険を除く)。 
 ○掛け捨て型の保険証券を保管している場合、その旨の記載がある。 
外部委託の取扱 

 ○外部委託（再委託）の事務内容が具体化されている。 

保証契約の取扱 

 ○管理費の収納が「原則方式」以外の管理方法の場合、事故の備えとして保証契約の記載がある。 

契約の期間と更新・解除の取扱 
 ○管理の契約期間が単年になっている。 
 ○契約更新に際し、双方から申し出がない場合は自動更新とする記載はない。 
 ○暫定契約を締結する場合の契約期間が具体化されている。 

 ○一定条件の有無にかかわらず、少なくとも３カ月前に書面で申し入れすれば解約できる

旨、明記されている。 
 


