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【環境不動産普及促進機構ＨＰ】

不動産証券化事例の紹介

「地方圏における中心市街地活性化への取組みと課題」

～ 高齢者住宅整備事業（鳥取県米子市）～

株式会社ＵＥＳパートナーズ 代表取締役

米子信用金庫 財務・戦略営業担当顧問

松 田 成 哉

1．序文（中心市街地活性化へのこれまでの取組状況）

信用金庫とは、業法によって事業区域を地区として規定される特殊な業態にある中小金

融機関である。よって、疲弊する地域経済の中、地域との運命共同体ともいうべき信用金

庫の使命は、地域への信用供与を継続することにある。また、地域活性化に資する役割を

果たしてこそ、その存在を地域社会から支持されるのである。

米子信用金庫もリレーションシップバンキングが行政導入される以前から“まちづくり”

“ひとづくり”“げんきづくり”をテーマに地域活性化に取り組んできた。その中でも「ま

ちづくり＝中心市街地活性化」と捉え、まちづくりに特に注力してきた近年の歴史がある。

2004 年には、米子市の中心市街地、シャッター通りとなっていた商店街にある空ビルを、

若者向けの商業施設としてリノベーションするプロジェクトに参加、ファイナンス面から

事業を支援した。その後、商店街近くに位置する支店には「商店街創業相談窓口」を設置

し、貸し店舗情報を提供したり、創業にあたってビジネスプランの立案をサポートしたり、

若者が起業しやすい環境整備に取り組んできた。“まち”ごと、インキュベーション施設に

しようという試みである。その成果もあり、現在では、カフェ、ブティック、雑貨、ヘア

ーサロン、リラクゼーションサロン、ファニチャー等々数十店舗が集積する若者の商業ゾ

ーンが形成されるに至っている。

若者が起業する上で最大のメリットは、店舗を構えるのに、買うにせよ、借りるにせよ

不動産価格が安いことにある。これは、立上げ時のイニシャルコストを抑えられる、開業

後のランニングコスト負担が軽いといったローコストでの経営を可能としてくれる。街中

から遠く離れた郊外であってもインフラが整備されたロードサイドは不動産価格が高く、

わずかな元手で事業を起こしたい若者には条件が整わない。むしろ地方では、ドーナツ化

から地価の下落が著しい中心市街地の方が若者には起業しやすい環境を提供してくれてい

るのである。

このような事情をうまく利用した取組みの成果により、シャッター通りだった商店街の

一角は若者の商業ゾーンとして活気を取り戻している。（図 1）
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図 1 中心市街地 商業ゾーン・リノベーション

2． さらなる活性化に向けた課題とその解決

(1) 活性化に向けた課題

しかし、一見、街には甦りをはかろうとの姿が外観されたが、やはり活気や賑わいに不

足感があった。その理由は、いくら若く元気のある商業者をリーシングし、再び商店街の

街並みを整えても、やはりそこに住まいする人がいなければ、街は本当の意味での活気や
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賑わいを取り戻せないというところにあった。活気があった、賑わいがあった頃の商店街

では、商売や仕事をするだけでなく、人がそこに住まいしていたのである。

人が街中に住まいするようになること、これが中心市街地のさらなる活性化を導くため

の課題であった。

自然発生的に街並みが形成されていくのであれば、最初は無秩序だったものが、年を経

るごとに調和していく。しかし、課題解決のために、人が街中に住まいすることを誘導し、

意図的に居住区としての街並みを形成（再形成）していくわけであるから、グランドデザ

インが必要であり、その前提として重要なのがゾーニングである。

約 10～15 年前、当地にあっても分譲マンションブームに沸き立った頃がある。その当

時は、マンションメーカーが挙って分譲マンションを建設し、飛ぶように売れ、街中にマ

ンション群が形成された。一時、減少の一途だった中心市街地の人口も増加に転じた場面

もあったくらいである。しかし現在では、30～40 代が世帯主となる家族世帯については、

郊外の戸建住宅に回帰している。中心市街地に建設されたマンションには空室が目立ち、

中古マンションとして宅建業者によりかなりの安値で再販されている状況にある。

このような状況を見れば、ゾーニングといっても単に商業区と居住区を定めるだけでな

く、そこに住まいしてもらう対象を明確にし、それをまちづくりの企画コンセプトとして

反映していかなければならない。

(2) 課題解決のための仮説設定と検証

中心市街地のさらなる活性化に向け、取組みの問題点を認識し、「人が街中に住まいす

ること」を課題として抽出するに至ったわけであるが、次のステップでは、課題解決策を

導かなければならない。その方策（戦略）を導出するにあたっての知見を得るため、以下

①～③の仮説を設定し、インタビューにより検証を行った。

前述した通り、就労者や利用者に限られるとは言え、商業ゾーンとして活気を取り戻し

たことから、昼間・夜間を問わず、中心市街地での若者の人口は確実に増加している。こ

のことから、

仮説①：そこで商売や仕事をする若者たちに、安価な住宅を提供すれば、街中に住まい

してくれる。

検証①：中心市街地の商業ゾーンで働く若者たちへインタビュー

結果①：若者たちの文化では職・住が共にある環境を是としていない。なぜならば、自

分たちは、オン、オフを明確に区別しているからとのこと。

前述した通り、中心市街地の地価は、十分に低い水準にあり、土地を取得することを考

えるならば、既存建物の取壊し費用を考慮しても、郊外の分譲住宅地よりかなり安価であ

る。このことから、

仮説②：利便性の高い立地で安価な住宅地を用意すれば、30～40 代を世帯主とする 3～
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4 人の家族が住まいしてくれる。

検証②：米子市郊外の住宅分譲地で大手ハウスメーカーや地元ビルダーが共催した住宅

フェア来場者にインタビュー

結果②：若者によって形成された商業ゾーンの中に建てるとすると、確かに、インフラ

の整った郊外の分譲地よりも、取得価格を低く抑えることが可能であり、魅力

的である。だからといって、実際に生活が始まれば、そこで商売や仕事をする

若者にとっても、そこに住まいする家族にとっても違和感があるだけとのこと。

米子市の中心市街地は、行政サービスの窓口に近く、国立大学の付属病院をはじめ充実

した医療機関が近くにあることから、シニアからシルバー年齢に進む方々にとって、住環

境として安心が得られる立地と考えられる。このことから、

仮説③：街中に住まいする需要を喚起できるのは、シルバー層とそれに続くシニア層で

ある。

検証③：米子市郊外にある有料老人ホーム等 3 施設に入所中の方々にインタビュー

結果③：中心市街地にある商店街は、その盛んなりし頃、縁日に夜市を開くなど家族連

れで出かけて催しを楽しめるアミューズメント要素も備えた“経験価値が得

られる魅力ある場所”であった。今でも当時のことを“懐かしく思え、ノスタ

ルジーな気分に浸れる場所”である。住宅整備が進み、介護や医療のサービス

提供を受けられるのであれば、住まいしてみたいとのこと。

以上、インタビューという定性的な実証方法であったが、その検証により、仮説①、②

は棄却され、仮説③が支持される結果となった。

人口動態の面から見ると、地方、特に当地にあっては、大都市よりもはるかに高齢化が

進展し、中山間地の過疎部では独居高齢者の方の安否確認を地域ぐるみで行っている状況

にさえある。

仮説検証の結果、あるいはこれら地域事情からして、「街中に住まいする需要を喚起で

きるのは、シルバー層とそれに続くシニア層である。」という知見が得られた。

得られた知見に基づき、筆者は、本稿で事例として取り上げる街中における高齢者住宅

整備事業を企画立案し、取り組みを図った。今後の中心市街地のさらなる活性化に向けた

課題として認識される街中居住に一つの解決策を与えてくれる取組みであると筆者は評価

している。

3． 高齢者専用賃貸住宅整備事業

(1)事業の概要

当該事業は、米子市中心市街地活性化基本計画（計画期間：平成 20 年 4 月～平成 26 年

3 月）において「中心市街地の居住を促進する地域」として指定された区域内（図 2）で進

めることとした。建設地は商店街に隣接し、道伝いに直接商店街の通りから出入りできる。
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図 2 米子市中心市街地活性化基本計画

74 戸の高齢者向け賃貸住宅と小規模多機能型の介護施設が同じ建物内にあり、入居者は建

物から出ることなく介護サービスが受けられる。また希望すれば配食サービスも受けられ

る。自立生活が送れる方から介護を必要とする方まで、シニア層からシルバー層までを入

居対象とした適合高齢者専用賃貸住宅である。2011 年 5 月にオープン、施設運営に不備や

不具合がないよう入居時期を分け、徐々に入居者を増やして行く方針でいたが、1 年を待

たずに満室となった。 これに引き続き、2011 年 6 月には、同じ指定区域内で 2 号事業の

企画立案に着手、2013 年 12 月、通所介護事業所をテナントとした居室数 57 戸のサービス

付き高齢者向け住宅をオープンするに至っている。（図 3）

(2) 1 号事業でのファイナンス面の特徴

公益社団法人「全国市街地再開発協会」（以下、略称である「ＵＲＡＪＡ」という）が設

定する“街なか居住再生ファンド”注) 1 の導入を視野にファイナンススキームを組立てた。

注 ) 1 必要な資金の一部を出資により支援されるもので、具体的には出資総額の 50%を限度とし

てこの制度により資金が補完される。

ⅰ）プロジェクトの収支状況に応じて柔軟な配当とすることを可能としている。

ⅱ）リスクの高い部分に出資されることから、他の投資家が出資しやすい環境が整う。

ⅲ）事業スキームの信用力が補完されることから、金融機関からの資金調達が円滑になる。

といったことがこの支援制度活用のメリットとして挙げられている。
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図 3 中心市街地 「高齢者住宅整備事業」全体図及び建物外観写真

ただし、この支援制度は、不動産証券化の仕組みを用いたプロジェクトに対して行なわ

れることを想定して設計されており、プロジェクトの規模からすると地方圏は経済規模が

小さいため、その想定は相対的にかなり大きなものとなってしまう。かつ不動産証券化で

は、ＳＰＶ（特別目的事業体）が倒産しないように倒産隔離されていなければならず、優

先劣後構造等によって信用が補完される、また不動産証券化商品への流動性が付与される

ことを要件としており、当然デット側でもノンリコースローンや特定社債による対応が必

須となる。よって、これら条件から地方圏で当該支援制度を利用しようとすると、次のよ

うな問題が指摘された。

① プロジェクトの規模が小さく、想定している証券化コストを吸収できない。

② 仮に地権者が所有地を拠出してオリジネーターになったとしても、地価が低いこと

から建設コストに比較して都会地より相対的に原資産となる出資部分が少なくなり、
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結果、この支援制度による出資も少なくなり、その有効性が低くなる。

③ 地価が低い分、賃料設定も抑えざるを得ず、ＰＶ（期待される将来キャッシュフロ

ーの現在価値）も低く、プロジェクトの価値に着目して責任財産を当該物件及び付

帯する財産権・請求権に限定するノンリコースローンは馴染まない。

①については、会社法による種類株式を用いて優先劣後構造を構築、かつ定款上で事業

目的や代表取締役の執行権限等を詳細にわたり規定することで制限を加える「専ら法人」

（ＭＫ）として、本質的な証券化に至らないまでも擬制的に当該支援制度を利用する上で

の適格要件を備えることで解決した。ただし、資産流動化法や不動産特定共同事業法によ

る税制面での特別措置が適用されないことから、二重課税については回避できていない。

②については、デット側での調達割合を増やすことで解決した。ただし、レンダー（当

金庫・協調金融機関）からすると保全面、期間面において相当以上のリスクを負担するこ

ととなった。地域振興に資する事業であると評価し、リスク負担を認容したものである。

③については、サブリース手法を使って仕組みを運営する保証会社の家賃保証制度を採

用するのに併せ、将来、事業資金が不足する万が一の事態に備え、普通株による出資者を

スポンサーとしてサポート契約を締結、劣後融資をコミットしてもらうことで信用を側面

的に補完し、ノンリコースローンで対応した。

他にも開発期間中のブリッジローンの保全やタームローンでのコベナンツの設定の仕方、

取得した格付を事後捕捉していく仕組みなど、様々な面で工夫を凝らすことにより、ＵＲ

ＡＪＡと地元金融機関が協調して当該事業を推進する枠組みを構築できた。これにより、

今後、全国で同様の問題を抱えながら中心市街地の活性化に取り組む団体、機関に対して、

一つの取組手法を提示できたことに大変意義を感じている。（図 4）

図 4 1 号事業スキーム図
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(3) 2 号事業でのブラッシュアップ

1 号事業では、浮上したファイナンス・アレンジ上の様々な問題に対し、アレンジャー

として、レンダーとして、かなりの工夫とリスクテイクを行なった。また、二重課税の問

題も解決されないままであった。2 号事業では、着手前にこれら問題に対し、解決策を練

り、事業スキームとファイナンススキームのブラッシュアップを図った。（図 5、表 1）

一番のポイントは、介護事業オペレーターを公募することにより、当初から参加条件を

明らかにしたことにある。 その中で、拠出（投資）を求める優先出資額についてはもちろ

ん、次のようなイグジットプランについても期限内でのオプション行使を条件としている。

また、資産流動化法に基づく特定目的会社（ＴＭＫ）方式を採用することにより、二重

課税の問題の回避、不動産流通税や登録免許税の軽減措置も受けている。

＜イグジットプラン＞

オープン後 5～7 年で下記のいずれかを実行する。

① 不動産（建物・土地）を運営会社が買取る

・買取価格は、買取り時点における不動産鑑定評価額を基準とした価格とする。ただ

し、優先出資、ノンリコースローンと特定社債の残債の合計額を最低保証額とす

る。買取り後は運営会社所有不動産として運用する。

② ＴＭＫを存続させる（運営会社が優先出資を買い受け、存続させる）

図 5 2 号事業スキーム図

4．二つの事業から得た知見

この二つの事業を通し、次のような知見が得られた。

・地方圏での開発には、ヘルスケア、特に高齢者居住・福祉に資するものは、当てはま

りが良い。

・地価の低い地方圏の不動産開発では、レッシーのクレジットに依存する。
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付帯事業として介護事業が認められるようになり、実習と就職の場を兼ね専修学校が

介護科を開設、経営

医療法人のコーポレートクレジットに置換することで、デベロッパーやレンダーのと

る開発リスクや開業時リスクを抑制

証券化初期段階でも、マスターレッシーとなる医療法人のクレジットによりプロジェ

・バリューを

有力な医療法人や学校法人

は最適である

これら知見

確かに、面的な再生は

していき、

られ

なく、ポートフォリオを組むことが必要

これらのことから、

優先出資や特定社債はとりまとめ他のビークルに譲渡して

リー商品を、地域金融機関が各地で一般投資家に私募

、地域貢献にも参加

このような過程を経て、地方圏の不動産の流動性・市場性が高ま

だろうか。このような取組み、政策

事業として介護事業が認められるようになり、実習と就職の場を兼ね専修学校が

開設、経営

医療法人のコーポレートクレジットに置換することで、デベロッパーやレンダーのと

る開発リスクや開業時リスクを抑制

証券化初期段階でも、マスターレッシーとなる医療法人のクレジットによりプロジェ

バリューを

有力な医療法人や学校法人

である

これら知見が得られたと同時に

面的な再生は

していき、

られる

なく、ポートフォリオを組むことが必要

これらのことから、

優先出資や特定社債はとりまとめ他のビークルに譲渡して

リー商品を、地域金融機関が各地で一般投資家に私募

、地域貢献にも参加

このような過程を経て、地方圏の不動産の流動性・市場性が高ま

だろうか。このような取組み、政策

事業として介護事業が認められるようになり、実習と就職の場を兼ね専修学校が

開設、経営

医療法人のコーポレートクレジットに置換することで、デベロッパーやレンダーのと

る開発リスクや開業時リスクを抑制

証券化初期段階でも、マスターレッシーとなる医療法人のクレジットによりプロジェ

バリューを

有力な医療法人や学校法人

である

が得られたと同時に

面的な再生は

していき、

る。

なく、ポートフォリオを組むことが必要

これらのことから、

優先出資や特定社債はとりまとめ他のビークルに譲渡して

リー商品を、地域金融機関が各地で一般投資家に私募

、地域貢献にも参加

このような過程を経て、地方圏の不動産の流動性・市場性が高ま

だろうか。このような取組み、政策

事業として介護事業が認められるようになり、実習と就職の場を兼ね専修学校が

開設、経営

医療法人のコーポレートクレジットに置換することで、デベロッパーやレンダーのと

る開発リスクや開業時リスクを抑制

証券化初期段階でも、マスターレッシーとなる医療法人のクレジットによりプロジェ

バリューを

有力な医療法人や学校法人

である。

が得られたと同時に

面的な再生は

していき、点と点をつなぎ線へ。

。また、

なく、ポートフォリオを組むことが必要

これらのことから、

優先出資や特定社債はとりまとめ他のビークルに譲渡して

リー商品を、地域金融機関が各地で一般投資家に私募

、地域貢献にも参加

このような過程を経て、地方圏の不動産の流動性・市場性が高ま

だろうか。このような取組み、政策

事業として介護事業が認められるようになり、実習と就職の場を兼ね専修学校が

開設、経営に乗り出してきている。

医療法人のコーポレートクレジットに置換することで、デベロッパーやレンダーのと

る開発リスクや開業時リスクを抑制

証券化初期段階でも、マスターレッシーとなる医療法人のクレジットによりプロジェ

バリューを補完することが可能である

有力な医療法人や学校法人

表

が得られたと同時に

面的な再生は

点と点をつなぎ線へ。

また、

なく、ポートフォリオを組むことが必要

これらのことから、似通った事情にある地方圏でいくつも

優先出資や特定社債はとりまとめ他のビークルに譲渡して

リー商品を、地域金融機関が各地で一般投資家に私募

、地域貢献にも参加

このような過程を経て、地方圏の不動産の流動性・市場性が高ま

だろうか。このような取組み、政策

事業として介護事業が認められるようになり、実習と就職の場を兼ね専修学校が

に乗り出してきている。

医療法人のコーポレートクレジットに置換することで、デベロッパーやレンダーのと

る開発リスクや開業時リスクを抑制

証券化初期段階でも、マスターレッシーとなる医療法人のクレジットによりプロジェ

補完することが可能である

有力な医療法人や学校法人

表 1

が得られたと同時に

面的な再生は必要

点と点をつなぎ線へ。

また、投資家リスクの観点から

なく、ポートフォリオを組むことが必要

似通った事情にある地方圏でいくつも

優先出資や特定社債はとりまとめ他のビークルに譲渡して

リー商品を、地域金融機関が各地で一般投資家に私募

、地域貢献にも参加可能な

このような過程を経て、地方圏の不動産の流動性・市場性が高ま

だろうか。このような取組み、政策

事業として介護事業が認められるようになり、実習と就職の場を兼ね専修学校が

に乗り出してきている。

医療法人のコーポレートクレジットに置換することで、デベロッパーやレンダーのと

る開発リスクや開業時リスクを抑制

証券化初期段階でも、マスターレッシーとなる医療法人のクレジットによりプロジェ

補完することが可能である

有力な医療法人や学校法人

1-1

が得られたと同時に

必要

点と点をつなぎ線へ。

投資家リスクの観点から

なく、ポートフォリオを組むことが必要

似通った事情にある地方圏でいくつも

優先出資や特定社債はとりまとめ他のビークルに譲渡して

リー商品を、地域金融機関が各地で一般投資家に私募

可能な

このような過程を経て、地方圏の不動産の流動性・市場性が高ま

だろうか。このような取組み、政策

事業として介護事業が認められるようになり、実習と就職の場を兼ね専修学校が

に乗り出してきている。

医療法人のコーポレートクレジットに置換することで、デベロッパーやレンダーのと

る開発リスクや開業時リスクを抑制

証券化初期段階でも、マスターレッシーとなる医療法人のクレジットによりプロジェ

補完することが可能である

有力な医療法人や学校法人

「

が得られたと同時に

必要である

点と点をつなぎ線へ。

投資家リスクの観点から

なく、ポートフォリオを組むことが必要

似通った事情にある地方圏でいくつも

優先出資や特定社債はとりまとめ他のビークルに譲渡して

リー商品を、地域金融機関が各地で一般投資家に私募

可能な

このような過程を経て、地方圏の不動産の流動性・市場性が高ま

だろうか。このような取組み、政策

事業として介護事業が認められるようになり、実習と就職の場を兼ね専修学校が

に乗り出してきている。

医療法人のコーポレートクレジットに置換することで、デベロッパーやレンダーのと

る開発リスクや開業時リスクを抑制

証券化初期段階でも、マスターレッシーとなる医療法人のクレジットによりプロジェ

補完することが可能である

有力な医療法人や学校法人注) 2

「1

が得られたと同時に、次の

である

点と点をつなぎ線へ。

投資家リスクの観点から

なく、ポートフォリオを組むことが必要

似通った事情にある地方圏でいくつも

優先出資や特定社債はとりまとめ他のビークルに譲渡して

リー商品を、地域金融機関が各地で一般投資家に私募

可能な（広域型）市民ファンドの組成

このような過程を経て、地方圏の不動産の流動性・市場性が高ま

だろうか。このような取組み、政策

事業として介護事業が認められるようになり、実習と就職の場を兼ね専修学校が

に乗り出してきている。

医療法人のコーポレートクレジットに置換することで、デベロッパーやレンダーのと

る開発リスクや開業時リスクを抑制

証券化初期段階でも、マスターレッシーとなる医療法人のクレジットによりプロジェ

補完することが可能である

) 2 等がマスターレッシーになるのが、バリューアップに

1 号

、次の

である。

点と点をつなぎ線へ。

投資家リスクの観点から

なく、ポートフォリオを組むことが必要

似通った事情にある地方圏でいくつも

優先出資や特定社債はとりまとめ他のビークルに譲渡して

リー商品を、地域金融機関が各地で一般投資家に私募

（広域型）市民ファンドの組成

このような過程を経て、地方圏の不動産の流動性・市場性が高ま

だろうか。このような取組み、政策・施策

事業として介護事業が認められるようになり、実習と就職の場を兼ね専修学校が

に乗り出してきている。

医療法人のコーポレートクレジットに置換することで、デベロッパーやレンダーのと

る開発リスクや開業時リスクを抑制

証券化初期段階でも、マスターレッシーとなる医療法人のクレジットによりプロジェ

補完することが可能である

等がマスターレッシーになるのが、バリューアップに

号事業

、次の

。しかし、

点と点をつなぎ線へ。

投資家リスクの観点から

なく、ポートフォリオを組むことが必要

似通った事情にある地方圏でいくつも

優先出資や特定社債はとりまとめ他のビークルに譲渡して

リー商品を、地域金融機関が各地で一般投資家に私募

（広域型）市民ファンドの組成

このような過程を経て、地方圏の不動産の流動性・市場性が高ま

・施策

事業として介護事業が認められるようになり、実習と就職の場を兼ね専修学校が

に乗り出してきている。

医療法人のコーポレートクレジットに置換することで、デベロッパーやレンダーのと

る開発リスクや開業時リスクを抑制することが可能である

証券化初期段階でも、マスターレッシーとなる医療法人のクレジットによりプロジェ

補完することが可能である

等がマスターレッシーになるのが、バリューアップに

事業」と「

、次の事柄が明らかになったと考えている。

しかし、

点と点をつなぎ線へ。それ

投資家リスクの観点から

なく、ポートフォリオを組むことが必要である

似通った事情にある地方圏でいくつも

優先出資や特定社債はとりまとめ他のビークルに譲渡して

リー商品を、地域金融機関が各地で一般投資家に私募

（広域型）市民ファンドの組成

このような過程を経て、地方圏の不動産の流動性・市場性が高ま

・施策

事業として介護事業が認められるようになり、実習と就職の場を兼ね専修学校が

に乗り出してきている。

- 9

医療法人のコーポレートクレジットに置換することで、デベロッパーやレンダーのと

することが可能である

証券化初期段階でも、マスターレッシーとなる医療法人のクレジットによりプロジェ

補完することが可能である

等がマスターレッシーになるのが、バリューアップに

」と「

事柄が明らかになったと考えている。

しかし、

それ

投資家リスクの観点から

である

似通った事情にある地方圏でいくつも

優先出資や特定社債はとりまとめ他のビークルに譲渡して

リー商品を、地域金融機関が各地で一般投資家に私募

（広域型）市民ファンドの組成

このような過程を経て、地方圏の不動産の流動性・市場性が高ま

・施策をもってすれば、

事業として介護事業が認められるようになり、実習と就職の場を兼ね専修学校が

に乗り出してきている。

9 -

医療法人のコーポレートクレジットに置換することで、デベロッパーやレンダーのと

することが可能である

証券化初期段階でも、マスターレッシーとなる医療法人のクレジットによりプロジェ

補完することが可能である

等がマスターレッシーになるのが、バリューアップに

」と「

事柄が明らかになったと考えている。

しかし、エリア内に小規模な開発を点在させ、

それら線

投資家リスクの観点から

であると考える

似通った事情にある地方圏でいくつも

優先出資や特定社債はとりまとめ他のビークルに譲渡して

リー商品を、地域金融機関が各地で一般投資家に私募

（広域型）市民ファンドの組成

このような過程を経て、地方圏の不動産の流動性・市場性が高ま

をもってすれば、

事業として介護事業が認められるようになり、実習と就職の場を兼ね専修学校が

に乗り出してきている。

医療法人のコーポレートクレジットに置換することで、デベロッパーやレンダーのと

することが可能である

証券化初期段階でも、マスターレッシーとなる医療法人のクレジットによりプロジェ

補完することが可能である。

等がマスターレッシーになるのが、バリューアップに

」と「2 号

事柄が明らかになったと考えている。

エリア内に小規模な開発を点在させ、

ら線は重なり

投資家リスクの観点からも

と考える

似通った事情にある地方圏でいくつも

優先出資や特定社債はとりまとめ他のビークルに譲渡して

リー商品を、地域金融機関が各地で一般投資家に私募

（広域型）市民ファンドの組成

このような過程を経て、地方圏の不動産の流動性・市場性が高ま

をもってすれば、

事業として介護事業が認められるようになり、実習と就職の場を兼ね専修学校が

医療法人のコーポレートクレジットに置換することで、デベロッパーやレンダーのと

することが可能である

証券化初期段階でも、マスターレッシーとなる医療法人のクレジットによりプロジェ

。

等がマスターレッシーになるのが、バリューアップに

号事業

事柄が明らかになったと考えている。

エリア内に小規模な開発を点在させ、

は重なり

も、運用対象不動産は、単体、単独では

と考える

似通った事情にある地方圏でいくつも

優先出資や特定社債はとりまとめ他のビークルに譲渡して

リー商品を、地域金融機関が各地で一般投資家に私募

（広域型）市民ファンドの組成

このような過程を経て、地方圏の不動産の流動性・市場性が高ま

をもってすれば、

事業として介護事業が認められるようになり、実習と就職の場を兼ね専修学校が

医療法人のコーポレートクレジットに置換することで、デベロッパーやレンダーのと

することが可能である

証券化初期段階でも、マスターレッシーとなる医療法人のクレジットによりプロジェ

等がマスターレッシーになるのが、バリューアップに

事業

事柄が明らかになったと考えている。

エリア内に小規模な開発を点在させ、

は重なり

、運用対象不動産は、単体、単独では

と考える

似通った事情にある地方圏でいくつも

優先出資や特定社債はとりまとめ他のビークルに譲渡して

リー商品を、地域金融機関が各地で一般投資家に私募することで、

（広域型）市民ファンドの組成

このような過程を経て、地方圏の不動産の流動性・市場性が高ま

をもってすれば、

事業として介護事業が認められるようになり、実習と就職の場を兼ね専修学校が

医療法人のコーポレートクレジットに置換することで、デベロッパーやレンダーのと

することが可能である

証券化初期段階でも、マスターレッシーとなる医療法人のクレジットによりプロジェ

等がマスターレッシーになるのが、バリューアップに

事業」の比較表

事柄が明らかになったと考えている。

エリア内に小規模な開発を点在させ、

は重なり

、運用対象不動産は、単体、単独では

と考える。

似通った事情にある地方圏でいくつも

優先出資や特定社債はとりまとめ他のビークルに譲渡して

することで、

（広域型）市民ファンドの組成

このような過程を経て、地方圏の不動産の流動性・市場性が高ま

をもってすれば、

事業として介護事業が認められるようになり、実習と就職の場を兼ね専修学校が

医療法人のコーポレートクレジットに置換することで、デベロッパーやレンダーのと

することが可能である

証券化初期段階でも、マスターレッシーとなる医療法人のクレジットによりプロジェ

等がマスターレッシーになるのが、バリューアップに

」の比較表

事柄が明らかになったと考えている。

エリア内に小規模な開発を点在させ、

は重なり、

、運用対象不動産は、単体、単独では

。

似通った事情にある地方圏でいくつも

優先出資や特定社債はとりまとめ他のビークルに譲渡して小口証券化

することで、

（広域型）市民ファンドの組成

このような過程を経て、地方圏の不動産の流動性・市場性が高ま

をもってすれば、

事業として介護事業が認められるようになり、実習と就職の場を兼ね専修学校が

医療法人のコーポレートクレジットに置換することで、デベロッパーやレンダーのと

することが可能である。

証券化初期段階でも、マスターレッシーとなる医療法人のクレジットによりプロジェ

等がマスターレッシーになるのが、バリューアップに

」の比較表

事柄が明らかになったと考えている。

エリア内に小規模な開発を点在させ、

、やがて面へ

、運用対象不動産は、単体、単独では

似通った事情にある地方圏でいくつも同じ

小口証券化

することで、

（広域型）市民ファンドの組成も視野に入れること

このような過程を経て、地方圏の不動産の流動性・市場性が高ま

をもってすれば、地域再生、地域活性化に資す

事業として介護事業が認められるようになり、実習と就職の場を兼ね専修学校が

医療法人のコーポレートクレジットに置換することで、デベロッパーやレンダーのと

。
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るだけでなく、地方圏における不動産市場の活性化に寄与できるものと考えている。

表 1-2 「1 号事業」と「2 号事業」の比較表

5．補考（1 号事業のリストラクチャリング）

（1）市民ファンドへの指向

1 号事業、2 号事業ともにではあるが、これらプロジェクトでは、不動産の市場流動性・

流通性を高めることを意図して不動産証券化手法を用いたわけではなく、再開発事業のた

めの一つのファイナンス手法として不動産証券化の仕組みを採用した経緯にある。

しかし、このような地域振興に資する事業への取組みは、特定のプロジェクト関係者に

参加を限定するのではなく、地域ぐるみ、市民参加により広く普及させていくことが次々

と地域振興に資する事業を連鎖的に起こすことにつながるとの考えに至った。

1 号事業は、入居が開始してしばらくの期間が経過しており、地元での認知度も相当に

高まっていたことから、先ずこちらの事業を市民参加型のものへ移行することを指向した。

ただし、そのためには、地元投資家にとって、地域貢献へ参加する意識を満足させると同

時に、投資商品としても相応の魅力を訴求できる必要がある。3．(2)の項で述べたように、

二重課税について回避できていないことから配当に薄く、よって、小口証券化しても投資

商品として一定の満足を得る利回が確保できないという問題を解決しなければならない。

事業期間の一つの目処をノンリコースローンが完済される時期とするとするならば 25 年

の長きに渡っており、その間にＳＰＣが担税するキャッシュアウトは億を上回る額になる

ことが試算された。

その解決策として、事業を二重課税が回避できるスキームへリストラクチャリングする

ことが考えられた。



（

許可を経て行

ことがなく、採用は適わなかった。

（

業分野でも多く用いられてきたＧＫ

はなく、パススルー課税

と

経て移行を完了するものである。

なＳＰＣ（

Ｋ）

（2）ＴＭＫ

2 号事業で採用された

許可を経て行

ことがなく、採用は適わなかった。

（3）ＧＫ

そこで、簡易な集団投資スキームとして過去、

業分野でも多く用いられてきたＧＫ

はなく、パススルー課税

とが考えられた。

スキームの移行手順

経て移行を完了するものである。

ここでは、

なＳＰＣ（

Ｋ）を締結、

）ＴＭＫ

号事業で採用された

許可を経て行

ことがなく、採用は適わなかった。

）ＧＫ

そこで、簡易な集団投資スキームとして過去、

業分野でも多く用いられてきたＧＫ

はなく、パススルー課税

が考えられた。

スキームの移行手順

経て移行を完了するものである。

ここでは、

なＳＰＣ（

を締結、

）ＴＭＫ

号事業で採用された

許可を経て行

ことがなく、採用は適わなかった。

）ＧＫ

そこで、簡易な集団投資スキームとして過去、

業分野でも多く用いられてきたＧＫ

はなく、パススルー課税

が考えられた。

スキームの移行手順

経て移行を完了するものである。

ここでは、

なＳＰＣ（

を締結、

）ＴＭＫスキーム

号事業で採用された

許可を経て行

ことがなく、採用は適わなかった。

）ＧＫ－ＴＫスキーム

そこで、簡易な集団投資スキームとして過去、

業分野でも多く用いられてきたＧＫ

はなく、パススルー課税

が考えられた。

スキームの移行手順

経て移行を完了するものである。

ここでは、

なＳＰＣ（合同会社：

を締結、

スキーム

号事業で採用された

許可を経て行われる

ことがなく、採用は適わなかった。

ＴＫスキーム

そこで、簡易な集団投資スキームとして過去、

業分野でも多く用いられてきたＧＫ

はなく、パススルー課税

が考えられた。

スキームの移行手順

経て移行を完了するものである。

ここでは、1

合同会社：

を締結、ＴＫ

スキーム

号事業で採用された

われる

ことがなく、採用は適わなかった。

ＴＫスキーム

そこで、簡易な集団投資スキームとして過去、

業分野でも多く用いられてきたＧＫ

はなく、パススルー課税

が考えられた。

スキームの移行手順

経て移行を完了するものである。

1 号事業のＳＰＣ（専ら会社

合同会社：

ＴＫ

スキーム

号事業で採用された

われる。しかし、今回のリストラクチャリングにおいては、資金移動を伴う

ことがなく、採用は適わなかった。

ＴＫスキーム

そこで、簡易な集団投資スキームとして過去、

業分野でも多く用いられてきたＧＫ

はなく、パススルー課税

が考えられた。

スキームの移行手順

経て移行を完了するものである。

号事業のＳＰＣ（専ら会社

合同会社：

ＴＫ持分の現物で

スキームへの移行の検討

号事業で採用された

。しかし、今回のリストラクチャリングにおいては、資金移動を伴う

ことがなく、採用は適わなかった。

ＴＫスキーム

そこで、簡易な集団投資スキームとして過去、

業分野でも多く用いられてきたＧＫ

はなく、パススルー課税

スキームの移行手順については、図

経て移行を完了するものである。

号事業のＳＰＣ（専ら会社

合同会社：ＧＫ）を設立、得た信託受益権を出資財産として匿名組合契約

持分の現物で

への移行の検討

号事業で採用されたＴＭＫ方式は、

。しかし、今回のリストラクチャリングにおいては、資金移動を伴う

ことがなく、採用は適わなかった。

ＴＫスキームへの移行の検討

そこで、簡易な集団投資スキームとして過去、

業分野でも多く用いられてきたＧＫ

はなく、パススルー課税が適用されること

については、図

経て移行を完了するものである。

号事業のＳＰＣ（専ら会社

ＧＫ）を設立、得た信託受益権を出資財産として匿名組合契約

持分の現物で

への移行の検討

ＴＭＫ方式は、

。しかし、今回のリストラクチャリングにおいては、資金移動を伴う

ことがなく、採用は適わなかった。

への移行の検討

そこで、簡易な集団投資スキームとして過去、

業分野でも多く用いられてきたＧＫ

が適用されること

については、図

経て移行を完了するものである。

号事業のＳＰＣ（専ら会社

ＧＫ）を設立、得た信託受益権を出資財産として匿名組合契約

持分の現物で

への移行の検討

ＴＭＫ方式は、

。しかし、今回のリストラクチャリングにおいては、資金移動を伴う

ことがなく、採用は適わなかった。

への移行の検討

そこで、簡易な集団投資スキームとして過去、

業分野でも多く用いられてきたＧＫ

が適用されること

については、図

経て移行を完了するものである。

号事業のＳＰＣ（専ら会社

ＧＫ）を設立、得た信託受益権を出資財産として匿名組合契約

持分の現物で

図

への移行の検討

ＴＭＫ方式は、

。しかし、今回のリストラクチャリングにおいては、資金移動を伴う

ことがなく、採用は適わなかった。

への移行の検討

そこで、簡易な集団投資スキームとして過去、

業分野でも多く用いられてきたＧＫ

が適用されること

については、図

経て移行を完了するものである。（図

号事業のＳＰＣ（専ら会社

ＧＫ）を設立、得た信託受益権を出資財産として匿名組合契約

持分の現物でＭＫ

図 6-1

への移行の検討

ＴＭＫ方式は、

。しかし、今回のリストラクチャリングにおいては、資金移動を伴う

ことがなく、採用は適わなかった。

への移行の検討

そこで、簡易な集団投資スキームとして過去、

業分野でも多く用いられてきたＧＫ－

が適用されること

については、図

（図

号事業のＳＰＣ（専ら会社

ＧＫ）を設立、得た信託受益権を出資財産として匿名組合契約

ＭＫの優先株を償還して移行するというものである。

1

への移行の検討

ＴＭＫ方式は、

。しかし、今回のリストラクチャリングにおいては、資金移動を伴う

への移行の検討

そこで、簡易な集団投資スキームとして過去、

－ＴＫスキームを採用し、ペイスルー課税によるので

が適用されること

については、図 4

（図 6）

号事業のＳＰＣ（専ら会社

ＧＫ）を設立、得た信託受益権を出資財産として匿名組合契約

の優先株を償還して移行するというものである。

1 1 号事業スキーム変更案

ＴＭＫ方式は、資産流動化法に基づ

。しかし、今回のリストラクチャリングにおいては、資金移動を伴う

への移行の検討

そこで、簡易な集団投資スキームとして過去、

ＴＫスキームを採用し、ペイスルー課税によるので

が適用されること

4 に示した現行スキームから、２

）

号事業のＳＰＣ（専ら会社

ＧＫ）を設立、得た信託受益権を出資財産として匿名組合契約

の優先株を償還して移行するというものである。

号事業スキーム変更案

- 11

資産流動化法に基づ

。しかし、今回のリストラクチャリングにおいては、資金移動を伴う

そこで、簡易な集団投資スキームとして過去、

ＴＫスキームを採用し、ペイスルー課税によるので

が適用されることで

に示した現行スキームから、２

号事業のＳＰＣ（専ら会社：ＭＫ

ＧＫ）を設立、得た信託受益権を出資財産として匿名組合契約

の優先株を償還して移行するというものである。

号事業スキーム変更案

11 -

資産流動化法に基づ

。しかし、今回のリストラクチャリングにおいては、資金移動を伴う

そこで、簡易な集団投資スキームとして過去、

ＴＫスキームを採用し、ペイスルー課税によるので

で二重課税

に示した現行スキームから、２

：ＭＫ

ＧＫ）を設立、得た信託受益権を出資財産として匿名組合契約

の優先株を償還して移行するというものである。

号事業スキーム変更案

-

資産流動化法に基づ

。しかし、今回のリストラクチャリングにおいては、資金移動を伴う

そこで、簡易な集団投資スキームとして過去、あるいは

ＴＫスキームを採用し、ペイスルー課税によるので

二重課税

に示した現行スキームから、２

：ＭＫ）を委託者として信託設定を行い、新た

ＧＫ）を設立、得た信託受益権を出資財産として匿名組合契約

の優先株を償還して移行するというものである。

号事業スキーム変更案

資産流動化法に基づ

。しかし、今回のリストラクチャリングにおいては、資金移動を伴う

あるいは

ＴＫスキームを採用し、ペイスルー課税によるので

二重課税

に示した現行スキームから、２

）を委託者として信託設定を行い、新た

ＧＫ）を設立、得た信託受益権を出資財産として匿名組合契約

の優先株を償還して移行するというものである。

号事業スキーム変更案

資産流動化法に基づ

。しかし、今回のリストラクチャリングにおいては、資金移動を伴う

あるいは

ＴＫスキームを採用し、ペイスルー課税によるので

二重課税が

に示した現行スキームから、２

）を委託者として信託設定を行い、新た

ＧＫ）を設立、得た信託受益権を出資財産として匿名組合契約

の優先株を償還して移行するというものである。

号事業スキーム変更案

資産流動化法に基づ

。しかし、今回のリストラクチャリングにおいては、資金移動を伴う

あるいは

ＴＫスキームを採用し、ペイスルー課税によるので

が回避

に示した現行スキームから、２

）を委託者として信託設定を行い、新た

ＧＫ）を設立、得た信託受益権を出資財産として匿名組合契約

の優先株を償還して移行するというものである。

号事業スキーム変更案

資産流動化法に基づ

。しかし、今回のリストラクチャリングにおいては、資金移動を伴う

あるいは最近

ＴＫスキームを採用し、ペイスルー課税によるので

回避

に示した現行スキームから、２

）を委託者として信託設定を行い、新た

ＧＫ）を設立、得た信託受益権を出資財産として匿名組合契約

の優先株を償還して移行するというものである。

号事業スキーム変更案

資産流動化法に基づく不動産流動化計画の申請・

。しかし、今回のリストラクチャリングにおいては、資金移動を伴う

最近で

ＴＫスキームを採用し、ペイスルー課税によるので

回避される

に示した現行スキームから、２

）を委託者として信託設定を行い、新た

ＧＫ）を設立、得た信託受益権を出資財産として匿名組合契約

の優先株を償還して移行するというものである。

号事業スキーム変更案

不動産流動化計画の申請・

。しかし、今回のリストラクチャリングにおいては、資金移動を伴う

では再生可能エネルギー事

ＴＫスキームを採用し、ペイスルー課税によるので

される

に示した現行スキームから、２

）を委託者として信託設定を行い、新た

ＧＫ）を設立、得た信託受益権を出資財産として匿名組合契約

の優先株を償還して移行するというものである。

不動産流動化計画の申請・

。しかし、今回のリストラクチャリングにおいては、資金移動を伴う

は再生可能エネルギー事

ＴＫスキームを採用し、ペイスルー課税によるので

されるスキームへ移行

に示した現行スキームから、２

）を委託者として信託設定を行い、新た

ＧＫ）を設立、得た信託受益権を出資財産として匿名組合契約

の優先株を償還して移行するというものである。

不動産流動化計画の申請・

。しかし、今回のリストラクチャリングにおいては、資金移動を伴う

は再生可能エネルギー事

ＴＫスキームを採用し、ペイスルー課税によるので

スキームへ移行

に示した現行スキームから、２

）を委託者として信託設定を行い、新た

ＧＫ）を設立、得た信託受益権を出資財産として匿名組合契約

の優先株を償還して移行するというものである。

不動産流動化計画の申請・

。しかし、今回のリストラクチャリングにおいては、資金移動を伴う

は再生可能エネルギー事

ＴＫスキームを採用し、ペイスルー課税によるので

スキームへ移行

に示した現行スキームから、２段階

）を委託者として信託設定を行い、新た

ＧＫ）を設立、得た信託受益権を出資財産として匿名組合契約

の優先株を償還して移行するというものである。

不動産流動化計画の申請・

。しかし、今回のリストラクチャリングにおいては、資金移動を伴う

は再生可能エネルギー事

ＴＫスキームを採用し、ペイスルー課税によるので

スキームへ移行

段階のフ

）を委託者として信託設定を行い、新た

ＧＫ）を設立、得た信託受益権を出資財産として匿名組合契約

の優先株を償還して移行するというものである。

不動産流動化計画の申請・

。しかし、今回のリストラクチャリングにおいては、資金移動を伴う

は再生可能エネルギー事

ＴＫスキームを採用し、ペイスルー課税によるので

スキームへ移行

のフ

）を委託者として信託設定を行い、新た

ＧＫ）を設立、得た信託受益権を出資財産として匿名組合契約

の優先株を償還して移行するというものである。

不動産流動化計画の申請・

。しかし、今回のリストラクチャリングにおいては、資金移動を伴う

は再生可能エネルギー事

ＴＫスキームを採用し、ペイスルー課税によるので

スキームへ移行

のフェ

）を委託者として信託設定を行い、新た

ＧＫ）を設立、得た信託受益権を出資財産として匿名組合契約

の優先株を償還して移行するというものである。

不動産流動化計画の申請・

。しかし、今回のリストラクチャリングにおいては、資金移動を伴う

は再生可能エネルギー事

ＴＫスキームを採用し、ペイスルー課税によるので

スキームへ移行するこ

ェーズを

）を委託者として信託設定を行い、新た

ＧＫ）を設立、得た信託受益権を出資財産として匿名組合契約

の優先株を償還して移行するというものである。

不動産流動化計画の申請・

。しかし、今回のリストラクチャリングにおいては、資金移動を伴う

は再生可能エネルギー事

ＴＫスキームを採用し、ペイスルー課税によるので

するこ

ーズを

）を委託者として信託設定を行い、新た

ＧＫ）を設立、得た信託受益権を出資財産として匿名組合契約（Ｔ

の優先株を償還して移行するというものである。

不動産流動化計画の申請・

。しかし、今回のリストラクチャリングにおいては、資金移動を伴う

は再生可能エネルギー事

ＴＫスキームを採用し、ペイスルー課税によるので

するこ

ーズを

）を委託者として信託設定を行い、新た

（Ｔ



図

図

図 6-2

図 6-3

2

3

2 1 号事業スキーム変更案

1 号事業スキーム

号事業スキーム変更案

号事業スキーム

- 12

号事業スキーム変更案

号事業スキーム

12 -

号事業スキーム変更案

号事業スキーム

-

号事業スキーム変更案

号事業スキーム

号事業スキーム変更案

号事業スキーム

号事業スキーム変更案

号事業スキーム変更案

号事業スキーム変更案

変更案

号事業スキーム変更案

変更案

号事業スキーム変更案

変更案



負担が生じることになり、また信託受益権をＧＫに現物出資する際、消費税も

とになる。

（

を受けた

引にかかる業務を委託すること

て

有権が移転しないことから、不動産流通税（不動産取得税や登録免許

ストラクチャリングコストを抑えながら

移行が可能

していた株式を現物償還するために締結する匿名組合出資契約についての勧誘業務は、

融商品取引法上の第二種金融商品取引業

づき許可を受けた

価証券）を小口契約

般投資家が金融商品として購入、投資することが可能となり、市民ファンドに向け歩を進

めることが可能となる。

この移行方法によると

負担が生じることになり、また信託受益権をＧＫに現物出資する際、消費税も

とになる。

（4）

平成

を受けた

引にかかる業務を委託すること

て現物不動産を所有

前項で課題となった信託受益権化にかかるコストを

有権が移転しないことから、不動産流通税（不動産取得税や登録免許

ストラクチャリングコストを抑えながら

移行が可能

現物償還を行い

していた株式を現物償還するために締結する匿名組合出資契約についての勧誘業務は、

融商品取引法上の第二種金融商品取引業

づき許可を受けた

本件リストラクチャリングは既に完了しているが、

価証券）を小口契約

般投資家が金融商品として購入、投資することが可能となり、市民ファンドに向け歩を進

めることが可能となる。

この移行方法によると

負担が生じることになり、また信託受益権をＧＫに現物出資する際、消費税も

とになる。

）ＭＫ－ＴＫスキーム

平成

を受けた

引にかかる業務を委託すること

現物不動産を所有

前項で課題となった信託受益権化にかかるコストを

有権が移転しないことから、不動産流通税（不動産取得税や登録免許

ストラクチャリングコストを抑えながら

移行が可能

現物償還を行い

していた株式を現物償還するために締結する匿名組合出資契約についての勧誘業務は、

融商品取引法上の第二種金融商品取引業

づき許可を受けた

本件リストラクチャリングは既に完了しているが、

価証券）を小口契約

般投資家が金融商品として購入、投資することが可能となり、市民ファンドに向け歩を進

めることが可能となる。

この移行方法によると

負担が生じることになり、また信託受益権をＧＫに現物出資する際、消費税も

とになる。

ＭＫ－ＴＫスキーム

平成 25

を受けた 3

引にかかる業務を委託すること

現物不動産を所有

前項で課題となった信託受益権化にかかるコストを

有権が移転しないことから、不動産流通税（不動産取得税や登録免許

ストラクチャリングコストを抑えながら

移行が可能

現物償還を行い

していた株式を現物償還するために締結する匿名組合出資契約についての勧誘業務は、

融商品取引法上の第二種金融商品取引業

づき許可を受けた

本件リストラクチャリングは既に完了しているが、

価証券）を小口契約

般投資家が金融商品として購入、投資することが可能となり、市民ファンドに向け歩を進

めることが可能となる。

この移行方法によると

負担が生じることになり、また信託受益権をＧＫに現物出資する際、消費税も

とになる。

ＭＫ－ＴＫスキーム

25 年に改正された不動産特定共同事業法であるが、その改正では、

3 号事業者

引にかかる業務を委託すること

現物不動産を所有

前項で課題となった信託受益権化にかかるコストを

有権が移転しないことから、不動産流通税（不動産取得税や登録免許

ストラクチャリングコストを抑えながら

移行が可能になる

現物償還を行い

していた株式を現物償還するために締結する匿名組合出資契約についての勧誘業務は、

融商品取引法上の第二種金融商品取引業

づき許可を受けた

本件リストラクチャリングは既に完了しているが、

価証券）を小口契約

般投資家が金融商品として購入、投資することが可能となり、市民ファンドに向け歩を進

めることが可能となる。

この移行方法によると

負担が生じることになり、また信託受益権をＧＫに現物出資する際、消費税も

ＭＫ－ＴＫスキーム

年に改正された不動産特定共同事業法であるが、その改正では、

号事業者

引にかかる業務を委託すること

現物不動産を所有

前項で課題となった信託受益権化にかかるコストを

有権が移転しないことから、不動産流通税（不動産取得税や登録免許

ストラクチャリングコストを抑えながら

になる

現物償還を行い

していた株式を現物償還するために締結する匿名組合出資契約についての勧誘業務は、

融商品取引法上の第二種金融商品取引業

づき許可を受けた

本件リストラクチャリングは既に完了しているが、

価証券）を小口契約

般投資家が金融商品として購入、投資することが可能となり、市民ファンドに向け歩を進

めることが可能となる。

この移行方法によると

負担が生じることになり、また信託受益権をＧＫに現物出資する際、消費税も

ＭＫ－ＴＫスキーム

年に改正された不動産特定共同事業法であるが、その改正では、

号事業者

引にかかる業務を委託すること

現物不動産を所有

前項で課題となった信託受益権化にかかるコストを

有権が移転しないことから、不動産流通税（不動産取得税や登録免許

ストラクチャリングコストを抑えながら

になる

現物償還を行い

していた株式を現物償還するために締結する匿名組合出資契約についての勧誘業務は、

融商品取引法上の第二種金融商品取引業

づき許可を受けた

本件リストラクチャリングは既に完了しているが、

価証券）を小口契約

般投資家が金融商品として購入、投資することが可能となり、市民ファンドに向け歩を進

めることが可能となる。

この移行方法によると

負担が生じることになり、また信託受益権をＧＫに現物出資する際、消費税も

ＭＫ－ＴＫスキーム

年に改正された不動産特定共同事業法であるが、その改正では、

号事業者と言われる特定共同事業者

引にかかる業務を委託すること

現物不動産を所有して特定共同事業

前項で課題となった信託受益権化にかかるコストを

有権が移転しないことから、不動産流通税（不動産取得税や登録免許

ストラクチャリングコストを抑えながら

になると考えられた

現物償還を行い優先株

していた株式を現物償還するために締結する匿名組合出資契約についての勧誘業務は、

融商品取引法上の第二種金融商品取引業

づき許可を受けた 4 号事業者へ委託

本件リストラクチャリングは既に完了しているが、

価証券）を小口契約に

般投資家が金融商品として購入、投資することが可能となり、市民ファンドに向け歩を進

めることが可能となる。

この移行方法によると

負担が生じることになり、また信託受益権をＧＫに現物出資する際、消費税も

ＭＫ－ＴＫスキーム

年に改正された不動産特定共同事業法であるが、その改正では、

と言われる特定共同事業者

引にかかる業務を委託すること

して特定共同事業

前項で課題となった信託受益権化にかかるコストを

有権が移転しないことから、不動産流通税（不動産取得税や登録免許

ストラクチャリングコストを抑えながら

考えられた

優先株

していた株式を現物償還するために締結する匿名組合出資契約についての勧誘業務は、

融商品取引法上の第二種金融商品取引業

号事業者へ委託

本件リストラクチャリングは既に完了しているが、

にアレンジし、

般投資家が金融商品として購入、投資することが可能となり、市民ファンドに向け歩を進

めることが可能となる。

この移行方法によるとＭＫ

負担が生じることになり、また信託受益権をＧＫに現物出資する際、消費税も

ＭＫ－ＴＫスキームへの移行

年に改正された不動産特定共同事業法であるが、その改正では、

と言われる特定共同事業者

引にかかる業務を委託すること

して特定共同事業

前項で課題となった信託受益権化にかかるコストを

有権が移転しないことから、不動産流通税（不動産取得税や登録免許

ストラクチャリングコストを抑えながら

考えられた

優先株等

していた株式を現物償還するために締結する匿名組合出資契約についての勧誘業務は、

融商品取引法上の第二種金融商品取引業

号事業者へ委託

本件リストラクチャリングは既に完了しているが、

アレンジし、

般投資家が金融商品として購入、投資することが可能となり、市民ファンドに向け歩を進

めることが可能となる。

ＭＫ

負担が生じることになり、また信託受益権をＧＫに現物出資する際、消費税も

への移行

年に改正された不動産特定共同事業法であるが、その改正では、

と言われる特定共同事業者

引にかかる業務を委託すること

して特定共同事業

前項で課題となった信託受益権化にかかるコストを

有権が移転しないことから、不動産流通税（不動産取得税や登録免許

ストラクチャリングコストを抑えながら

考えられた

等減資の手続

していた株式を現物償還するために締結する匿名組合出資契約についての勧誘業務は、

融商品取引法上の第二種金融商品取引業

号事業者へ委託

本件リストラクチャリングは既に完了しているが、

アレンジし、

般投資家が金融商品として購入、投資することが可能となり、市民ファンドに向け歩を進

図

ＭＫのもつ不動産を信託受益権化するため、信託にかかるコスト

負担が生じることになり、また信託受益権をＧＫに現物出資する際、消費税も

への移行

年に改正された不動産特定共同事業法であるが、その改正では、

と言われる特定共同事業者

引にかかる業務を委託すること

して特定共同事業

前項で課題となった信託受益権化にかかるコストを

有権が移転しないことから、不動産流通税（不動産取得税や登録免許

ストラクチャリングコストを抑えながら

考えられた

減資の手続

していた株式を現物償還するために締結する匿名組合出資契約についての勧誘業務は、

融商品取引法上の第二種金融商品取引業

号事業者へ委託

本件リストラクチャリングは既に完了しているが、

アレンジし、

般投資家が金融商品として購入、投資することが可能となり、市民ファンドに向け歩を進

図 7

のもつ不動産を信託受益権化するため、信託にかかるコスト

負担が生じることになり、また信託受益権をＧＫに現物出資する際、消費税も

への移行

年に改正された不動産特定共同事業法であるが、その改正では、

と言われる特定共同事業者

引にかかる業務を委託することを前提に

して特定共同事業

前項で課題となった信託受益権化にかかるコストを

有権が移転しないことから、不動産流通税（不動産取得税や登録免許

ストラクチャリングコストを抑えながら

考えられた。（図

減資の手続

していた株式を現物償還するために締結する匿名組合出資契約についての勧誘業務は、

融商品取引法上の第二種金融商品取引業

号事業者へ委託

本件リストラクチャリングは既に完了しているが、

アレンジし、

般投資家が金融商品として購入、投資することが可能となり、市民ファンドに向け歩を進

7 不特法特例事業スキーム活用案

のもつ不動産を信託受益権化するため、信託にかかるコスト

負担が生じることになり、また信託受益権をＧＫに現物出資する際、消費税も

への移行（不動産特定共同事業法の特例事業の活用）

年に改正された不動産特定共同事業法であるが、その改正では、

と言われる特定共同事業者

前提に

して特定共同事業

前項で課題となった信託受益権化にかかるコストを

有権が移転しないことから、不動産流通税（不動産取得税や登録免許

ストラクチャリングコストを抑えながら

（図

減資の手続

していた株式を現物償還するために締結する匿名組合出資契約についての勧誘業務は、

融商品取引法上の第二種金融商品取引業

号事業者へ委託される

本件リストラクチャリングは既に完了しているが、

アレンジし、4

般投資家が金融商品として購入、投資することが可能となり、市民ファンドに向け歩を進

不特法特例事業スキーム活用案

のもつ不動産を信託受益権化するため、信託にかかるコスト

負担が生じることになり、また信託受益権をＧＫに現物出資する際、消費税も

（不動産特定共同事業法の特例事業の活用）

年に改正された不動産特定共同事業法であるが、その改正では、

と言われる特定共同事業者

前提に

して特定共同事業を

前項で課題となった信託受益権化にかかるコストを

有権が移転しないことから、不動産流通税（不動産取得税や登録免許

ストラクチャリングコストを抑えながら

（図 7）

減資の手続を行う手続となっているが、

していた株式を現物償還するために締結する匿名組合出資契約についての勧誘業務は、

融商品取引法上の第二種金融商品取引業

される

本件リストラクチャリングは既に完了しているが、

4 号事業者に勧誘・媒介を委託することで、地元の一

般投資家が金融商品として購入、投資することが可能となり、市民ファンドに向け歩を進

不特法特例事業スキーム活用案

のもつ不動産を信託受益権化するため、信託にかかるコスト

負担が生じることになり、また信託受益権をＧＫに現物出資する際、消費税も

（不動産特定共同事業法の特例事業の活用）

年に改正された不動産特定共同事業法であるが、その改正では、

と言われる特定共同事業者

前提に届出を行うことにより

を開始

前項で課題となった信託受益権化にかかるコストを

有権が移転しないことから、不動産流通税（不動産取得税や登録免許

ストラクチャリングコストを抑えながら二重課税の

）

を行う手続となっているが、

していた株式を現物償還するために締結する匿名組合出資契約についての勧誘業務は、

融商品取引法上の第二種金融商品取引業の

される

本件リストラクチャリングは既に完了しているが、

号事業者に勧誘・媒介を委託することで、地元の一

般投資家が金融商品として購入、投資することが可能となり、市民ファンドに向け歩を進

不特法特例事業スキーム活用案

- 13

のもつ不動産を信託受益権化するため、信託にかかるコスト

負担が生じることになり、また信託受益権をＧＫに現物出資する際、消費税も

（不動産特定共同事業法の特例事業の活用）

年に改正された不動産特定共同事業法であるが、その改正では、

と言われる特定共同事業者

届出を行うことにより

開始

前項で課題となった信託受益権化にかかるコストを

有権が移転しないことから、不動産流通税（不動産取得税や登録免許

二重課税の

を行う手続となっているが、

していた株式を現物償還するために締結する匿名組合出資契約についての勧誘業務は、

の登録を受けており、不動産特定共同事業法に基

される。

本件リストラクチャリングは既に完了しているが、

号事業者に勧誘・媒介を委託することで、地元の一

般投資家が金融商品として購入、投資することが可能となり、市民ファンドに向け歩を進

不特法特例事業スキーム活用案

13 -

のもつ不動産を信託受益権化するため、信託にかかるコスト

負担が生じることになり、また信託受益権をＧＫに現物出資する際、消費税も

（不動産特定共同事業法の特例事業の活用）

年に改正された不動産特定共同事業法であるが、その改正では、

と言われる特定共同事業者（アセットマネジャー：ＡＭ）

届出を行うことにより

開始すること

前項で課題となった信託受益権化にかかるコストを

有権が移転しないことから、不動産流通税（不動産取得税や登録免許

二重課税の

を行う手続となっているが、

していた株式を現物償還するために締結する匿名組合出資契約についての勧誘業務は、

登録を受けており、不動産特定共同事業法に基

。

本件リストラクチャリングは既に完了しているが、

号事業者に勧誘・媒介を委託することで、地元の一

般投資家が金融商品として購入、投資することが可能となり、市民ファンドに向け歩を進

不特法特例事業スキーム活用案

-

のもつ不動産を信託受益権化するため、信託にかかるコスト

負担が生じることになり、また信託受益権をＧＫに現物出資する際、消費税も

（不動産特定共同事業法の特例事業の活用）

年に改正された不動産特定共同事業法であるが、その改正では、

（アセットマネジャー：ＡＭ）

届出を行うことにより

すること

前項で課題となった信託受益権化にかかるコストを

有権が移転しないことから、不動産流通税（不動産取得税や登録免許

二重課税の

を行う手続となっているが、

していた株式を現物償還するために締結する匿名組合出資契約についての勧誘業務は、

登録を受けており、不動産特定共同事業法に基

本件リストラクチャリングは既に完了しているが、

号事業者に勧誘・媒介を委託することで、地元の一

般投資家が金融商品として購入、投資することが可能となり、市民ファンドに向け歩を進

不特法特例事業スキーム活用案

のもつ不動産を信託受益権化するため、信託にかかるコスト

負担が生じることになり、また信託受益権をＧＫに現物出資する際、消費税も

（不動産特定共同事業法の特例事業の活用）

年に改正された不動産特定共同事業法であるが、その改正では、

（アセットマネジャー：ＡＭ）

届出を行うことにより

すること

前項で課題となった信託受益権化にかかるコストを

有権が移転しないことから、不動産流通税（不動産取得税や登録免許

二重課税の問題について解決できるスキームへの

を行う手続となっているが、

していた株式を現物償還するために締結する匿名組合出資契約についての勧誘業務は、

登録を受けており、不動産特定共同事業法に基

本件リストラクチャリングは既に完了しているが、

号事業者に勧誘・媒介を委託することで、地元の一

般投資家が金融商品として購入、投資することが可能となり、市民ファンドに向け歩を進

不特法特例事業スキーム活用案

のもつ不動産を信託受益権化するため、信託にかかるコスト

負担が生じることになり、また信託受益権をＧＫに現物出資する際、消費税も

（不動産特定共同事業法の特例事業の活用）

年に改正された不動産特定共同事業法であるが、その改正では、

（アセットマネジャー：ＡＭ）

届出を行うことにより

することが認めら

前項で課題となった信託受益権化にかかるコストを負わずに

有権が移転しないことから、不動産流通税（不動産取得税や登録免許

問題について解決できるスキームへの

を行う手続となっているが、

していた株式を現物償還するために締結する匿名組合出資契約についての勧誘業務は、

登録を受けており、不動産特定共同事業法に基

本件リストラクチャリングは既に完了しているが、その後、

号事業者に勧誘・媒介を委託することで、地元の一

般投資家が金融商品として購入、投資することが可能となり、市民ファンドに向け歩を進

不特法特例事業スキーム活用案

のもつ不動産を信託受益権化するため、信託にかかるコスト

負担が生じることになり、また信託受益権をＧＫに現物出資する際、消費税も

（不動産特定共同事業法の特例事業の活用）

年に改正された不動産特定共同事業法であるが、その改正では、

（アセットマネジャー：ＡＭ）

届出を行うことにより

が認めら

負わずに

有権が移転しないことから、不動産流通税（不動産取得税や登録免許

問題について解決できるスキームへの

を行う手続となっているが、

していた株式を現物償還するために締結する匿名組合出資契約についての勧誘業務は、

登録を受けており、不動産特定共同事業法に基

その後、

号事業者に勧誘・媒介を委託することで、地元の一

般投資家が金融商品として購入、投資することが可能となり、市民ファンドに向け歩を進

不特法特例事業スキーム活用案

のもつ不動産を信託受益権化するため、信託にかかるコスト

負担が生じることになり、また信託受益権をＧＫに現物出資する際、消費税も

（不動産特定共同事業法の特例事業の活用）

年に改正された不動産特定共同事業法であるが、その改正では、

（アセットマネジャー：ＡＭ）

届出を行うことにより

が認めら

負わずに

有権が移転しないことから、不動産流通税（不動産取得税や登録免許

問題について解決できるスキームへの

を行う手続となっているが、

していた株式を現物償還するために締結する匿名組合出資契約についての勧誘業務は、

登録を受けており、不動産特定共同事業法に基

その後、

号事業者に勧誘・媒介を委託することで、地元の一

般投資家が金融商品として購入、投資することが可能となり、市民ファンドに向け歩を進

不特法特例事業スキーム活用案

のもつ不動産を信託受益権化するため、信託にかかるコスト

負担が生じることになり、また信託受益権をＧＫに現物出資する際、消費税も

（不動産特定共同事業法の特例事業の活用）

年に改正された不動産特定共同事業法であるが、その改正では、

（アセットマネジャー：ＡＭ）

届出を行うことにより、

が認められ

負わずに済む

有権が移転しないことから、不動産流通税（不動産取得税や登録免許

問題について解決できるスキームへの

を行う手続となっているが、

していた株式を現物償還するために締結する匿名組合出資契約についての勧誘業務は、

登録を受けており、不動産特定共同事業法に基

その後、この匿名組合出資（

号事業者に勧誘・媒介を委託することで、地元の一

般投資家が金融商品として購入、投資することが可能となり、市民ファンドに向け歩を進

不特法特例事業スキーム活用案

のもつ不動産を信託受益権化するため、信託にかかるコスト

負担が生じることになり、また信託受益権をＧＫに現物出資する際、消費税も

（不動産特定共同事業法の特例事業の活用）

年に改正された不動産特定共同事業法であるが、その改正では、

（アセットマネジャー：ＡＭ）

、ＳＰＣは特例事業者とし

れる

済む

有権が移転しないことから、不動産流通税（不動産取得税や登録免許

問題について解決できるスキームへの

を行う手続となっているが、

していた株式を現物償還するために締結する匿名組合出資契約についての勧誘業務は、

登録を受けており、不動産特定共同事業法に基

この匿名組合出資（

号事業者に勧誘・媒介を委託することで、地元の一

般投資家が金融商品として購入、投資することが可能となり、市民ファンドに向け歩を進

のもつ不動産を信託受益権化するため、信託にかかるコスト

負担が生じることになり、また信託受益権をＧＫに現物出資する際、消費税も

（不動産特定共同事業法の特例事業の活用）

年に改正された不動産特定共同事業法であるが、その改正では、

（アセットマネジャー：ＡＭ）

ＳＰＣは特例事業者とし

る。

済むと同時に、不動産の所

有権が移転しないことから、不動産流通税（不動産取得税や登録免許

問題について解決できるスキームへの

を行う手続となっているが、この

していた株式を現物償還するために締結する匿名組合出資契約についての勧誘業務は、

登録を受けており、不動産特定共同事業法に基

この匿名組合出資（

号事業者に勧誘・媒介を委託することで、地元の一

般投資家が金融商品として購入、投資することが可能となり、市民ファンドに向け歩を進

のもつ不動産を信託受益権化するため、信託にかかるコスト

負担が生じることになり、また信託受益権をＧＫに現物出資する際、消費税も

（不動産特定共同事業法の特例事業の活用）

年に改正された不動産特定共同事業法であるが、その改正では、

（アセットマネジャー：ＡＭ）

ＳＰＣは特例事業者とし

。

と同時に、不動産の所

有権が移転しないことから、不動産流通税（不動産取得税や登録免許税

問題について解決できるスキームへの

この

していた株式を現物償還するために締結する匿名組合出資契約についての勧誘業務は、

登録を受けており、不動産特定共同事業法に基

この匿名組合出資（

号事業者に勧誘・媒介を委託することで、地元の一

般投資家が金融商品として購入、投資することが可能となり、市民ファンドに向け歩を進

のもつ不動産を信託受益権化するため、信託にかかるコスト

負担が生じることになり、また信託受益権をＧＫに現物出資する際、消費税も

（不動産特定共同事業法の特例事業の活用）

年に改正された不動産特定共同事業法であるが、その改正では、

（アセットマネジャー：ＡＭ）

ＳＰＣは特例事業者とし

と同時に、不動産の所

税）も発生せず、

問題について解決できるスキームへの

この場合

していた株式を現物償還するために締結する匿名組合出資契約についての勧誘業務は、

登録を受けており、不動産特定共同事業法に基

この匿名組合出資（

号事業者に勧誘・媒介を委託することで、地元の一

般投資家が金融商品として購入、投資することが可能となり、市民ファンドに向け歩を進

のもつ不動産を信託受益権化するため、信託にかかるコスト

負担が生じることになり、また信託受益権をＧＫに現物出資する際、消費税も

（不動産特定共同事業法の特例事業の活用）

年に改正された不動産特定共同事業法であるが、その改正では、法に

（アセットマネジャー：ＡＭ）

ＳＰＣは特例事業者とし

と同時に、不動産の所

）も発生せず、

問題について解決できるスキームへの

場合、

していた株式を現物償還するために締結する匿名組合出資契約についての勧誘業務は、

登録を受けており、不動産特定共同事業法に基

この匿名組合出資（

号事業者に勧誘・媒介を委託することで、地元の一

般投資家が金融商品として購入、投資することが可能となり、市民ファンドに向け歩を進

のもつ不動産を信託受益権化するため、信託にかかるコスト

負担が生じることになり、また信託受益権をＧＫに現物出資する際、消費税も負担

（不動産特定共同事業法の特例事業の活用）

法に基づき

（アセットマネジャー：ＡＭ）に不動産取

ＳＰＣは特例事業者とし

と同時に、不動産の所

）も発生せず、

問題について解決できるスキームへの

、ＭＫの発行

していた株式を現物償還するために締結する匿名組合出資契約についての勧誘業務は、

登録を受けており、不動産特定共同事業法に基

この匿名組合出資（

号事業者に勧誘・媒介を委託することで、地元の一

般投資家が金融商品として購入、投資することが可能となり、市民ファンドに向け歩を進

のもつ不動産を信託受益権化するため、信託にかかるコスト

負担

（不動産特定共同事業法の特例事業の活用）

基づき

に不動産取

ＳＰＣは特例事業者とし

と同時に、不動産の所

）も発生せず、

問題について解決できるスキームへの

ＭＫの発行

していた株式を現物償還するために締結する匿名組合出資契約についての勧誘業務は、

登録を受けており、不動産特定共同事業法に基

この匿名組合出資（

号事業者に勧誘・媒介を委託することで、地元の一

般投資家が金融商品として購入、投資することが可能となり、市民ファンドに向け歩を進

のもつ不動産を信託受益権化するため、信託にかかるコスト

負担するこ

基づき

に不動産取

ＳＰＣは特例事業者とし

と同時に、不動産の所

）も発生せず、

問題について解決できるスキームへの

ＭＫの発行

していた株式を現物償還するために締結する匿名組合出資契約についての勧誘業務は、

登録を受けており、不動産特定共同事業法に基

この匿名組合出資（2

号事業者に勧誘・媒介を委託することで、地元の一

般投資家が金融商品として購入、投資することが可能となり、市民ファンドに向け歩を進

のもつ不動産を信託受益権化するため、信託にかかるコスト

するこ

基づき許可

に不動産取

ＳＰＣは特例事業者とし

と同時に、不動産の所

）も発生せず、

問題について解決できるスキームへの

ＭＫの発行

していた株式を現物償還するために締結する匿名組合出資契約についての勧誘業務は、

登録を受けており、不動産特定共同事業法に基

2 項有

号事業者に勧誘・媒介を委託することで、地元の一

般投資家が金融商品として購入、投資することが可能となり、市民ファンドに向け歩を進

のもつ不動産を信託受益権化するため、信託にかかるコスト

するこ

許可

に不動産取

ＳＰＣは特例事業者とし

と同時に、不動産の所

）も発生せず、リ

問題について解決できるスキームへの

ＭＫの発行

していた株式を現物償還するために締結する匿名組合出資契約についての勧誘業務は、金

登録を受けており、不動産特定共同事業法に基

項有

号事業者に勧誘・媒介を委託することで、地元の一

般投資家が金融商品として購入、投資することが可能となり、市民ファンドに向け歩を進
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6．結語

地元では、米子市から近隣市である松江市、出雲市へと波及し、3 号案件、4 号案件を

動かし始めている。高齢化の進展、中心市街地の活性化のための街中居住といった地方圏

が抱える二つの問題に対して、これだけ明快な答が用意された事業はないのではないだろ

うか。

中心市街地を活性化していく上で、官・民が知恵を出し合って、こういった事業を全国

的に水平展開していけるよう、より良い仕組み作り、企画をしていければと考える。


