
不動産投資サポート 

第２回 事業用資産の買換特例を学ぶ。 

不動産法律レクチャー 
定期借地権に関する対策と借地契約における注意点のQ&A。 

◎実物不動産投資［アパート編］。 

リアルプラン・マーケットレポート 
商業不動産（オフィス・店舗）の最新情報と都内の駐車場相場について。 

不動産事例研究 

リアルプランセンターのご案内 

◎［リスクプレミアム］について。 

◎三井の恵比寿リアルプランセンターをご紹介いたします。 
◎駐車場有効活用セミナー・個別相談会開催報告 



　首都東京のオフィスビル・店舗における今後の商業不動産市場は大きな変化が起きようとしています。その
大きな要因としては「２００３年問題」という都心部の一等地を再開発し、大規模オフィスビルを供給する建設計
画です。それに伴い、オフィスビルの需要と賃料形成等、市場動向が注目されています。そこで今回は、首都圏
のオフィス・店舗の商業不動産の動向と都内商業地エリアの駐車場相場についてお伝えします。 

平成１４年 ８月　リアルプラン・マーケットレポート 

商業不動産（オフィス・店舗）の最新動向と 
都内の駐車場相場について。 

　商業不動産市場はその時々の経済情勢を
色濃く反映します。長期にわたった平成不況
には政府から底入れ宣言も出ましたが、景気自
体の先はまだ読めない要素があるといわれます。 
　しかしながら首都東京の商業不動産市場
には今大きな変化が起きようとしています。そ
れは前号でも述べました２００３年問題を契機と
した変化です。２００３年問題とはJR跡地の再
開発を中心に都心部の一等地に２００３年をピ
ークとして大規模オフィスビルが一挙に完成し、
これがオフィス需要・賃料形成等に大きなイン
パクトを与えるというものです。 

　皆さんの身近でも大規模オフィスビルの現場
はいくつか見られると思います。代表例は新橋
駅に連なる汐留地区や飯田橋駅さらに品川駅
東口地区、東京駅の八重洲南口や丸の内地
区です。この意味で新規大規模オフィスビルの
キーワードは「近・新・大」といわれます。 
　それでは、大規模オフィスビルの供給規模は
２００３年にどの位となるのかを見てみます。 
下段のグラフは東京２３区内において大規模オ
フィスビルが過去にどの位供給され、今後どの
位供給されるかを示しています。 
　１９８６年（昭和６１年）から２００１年（平成１３年）
までの１６年間での平均供給量は９４万㎡でした。
これが２００３年には２１８万㎡もの供給がされる
予定で、これは過去１６年間の平均である９４万
㎡の約2.3倍のボリュームとなります。２１８万㎡
のうち９７万㎡（全体の約４５％）が先に述べた
汐留・品川駅東口・飯田橋等のプロジェクト関
連で占められます。 
　また、２００３年問題を理解する上で重要な点
として、それまで自社ビルの新規供給量が年間
２０～３０万㎡前後であったのが、 ２００３年には

７６万㎡もの自社ビルが供給されることがあります。
自社ビルの新規供給は、それ自身は直接賃貸
オフィスビル市場に影響を与えるものではありま
せんが、新規自社ビルへの移転の際、従前に
使用していた既存オフィスビルが空室として賃
貸オフィスビル市場に供給されるため、間接的
には影響を及ぼすとみられています。 
　オフィスと関連の深い店舗市場はかつては
平面的であったものが、高層の大規模オフィス
ビルが増加するにつれ垂直的に伸びていく傾
向が強くなってきている点も注目すべき点です。 

東京２３区のデータは生駒シービーリチャードエリス（株）調
査による２００２年３月時点、都心５区のデータは三鬼商事
（株）による２００２年５月時点のもの。都心５区は千代田・港・
中央・新宿・渋谷です。 

【注】 

東京２３区 都心５区 

4.5％ 5.41％ 14.26％ 5.27％ 

新　築 既　存 

地　域 時間貸し／３０分 月　極 

日本橋 
（中央区日本橋） 

新宿駅周辺 
（新宿区西新宿） 

渋谷駅周辺 
（渋谷区渋谷） 

池袋駅周辺 
（豊島区東池袋） 

商業不動産市場の要素 

　それでは、都内商業ビルの空室が増加する
状況の中、絶対数が求められている駐車場の
動向はどうでしょうか。駐車場といってもその形
態は平面的なものからホテルやビルに付属し
た地下駐車場、専用パーキングタワー等さまざ
まです。それだけにオフィスのように平均駐車
場料といったデータはとりづらく、公表される相
場は特にありません。駐車場相場がオフィスや
店舗の賃料に左右されるかというとそうともい
えません。オフィスや店舗の空室率が高いにも
かかわらず駐車場の絶対数が不足している
所では強気の相場が形成されます。また本来
強気の相場の所でも例えばデパートやホテル
では戦略上、特定の利用者に対しては駐車場
料金を低くしたり、無料とすることもあります。更
に駐車場は時間貸しと月極の２種類があり、さ
らに多様化します。また平面式でないものでは
時間制限があるのが普通で、この制限時間に
よっても料金が変わります。 
　以上のように駐車場の経営形態は様 で々すが、
最近特に注目されているのが遊休地・未利用
地や暫定的に更地となっている土地をコインパ
ーキングとして活用する方法です。狭い土地で
もニーズに合った土地なら、人件費を節約でき、
思った以上の高い収益を得ることができる場
合があります。 
　以下のデータは都内商業不動産市場の駐
車場相場を調査したものです。一つの目安とし
てご覧下さい。 

　時間貸は地域によってそれほど大きな差は
出ていないようです。月極は道路状況や駅から
の距離、立体式タワーの設備状況等により上
限と下限の幅は大きいようです。 

　大量供給に応じた需要があれば問題はあり
ませんが、これだけの供給が景気の長期低迷
と重なっただけに大きな問題となってしまってい
ます。金融関連業界を中心に企業の統合・合
併が行われたこと、さらに今まで需要の牽引役
を担っていたIT関連企業の勢いがしぼんでし
まっていることも需要を小さくしています。 
　この結果、それまで減少していた空室率は
前号でもお伝えしたように２００１年の秋頃から
上昇に転じ、２００２年５月には東京都心５区で５.
４１％になっています。５.４１％は新築ビルと既
存ビルの平均であり、新築は１４.２６％と異常に
高くなっています。 

一般論として空室率の上昇は賃料の弱含み
につながります。 
　大量の空室の発生は既存ビルのオーナー
にとって大規模なリニューアルまたは建替の契
機となり、２００３年の数年後にはリニューアルさ
れた大量の既存オフィスビルも加わったテナン
ト獲得競争へ発展していくと考えられます。 

　２００４年以降は安定的な供給量水準になる
ので、意外に早く需給調整がされるのではとの
楽観的な見方もあるようです。 
　なお、需要に関しては都内人口の増加や
OA化に対応した一人当たり床面積の増加期
待等のプラス要因もあり、これがどう影響してく
れるかが注目されます。 

需給の見通し 

「2003年問題」の視点 

【東京23区内の大規模オフィスビルの供給量の推移】 
２００３年の供給量は過去１６年間の平均（９４万㎡）の２.３倍となります。 

単位 ： 円／台 

単位 ： 万㎡ 

年→ 

資料 ： インターネットのパーキング情報によるものです。 

●都心５区の平均賃料 
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　土地を有効活用する目的で、借地権を導入されている方が多くいらっしゃ
いますが、その場合、借地借家法の法律に基づいた計画的な対策と判断が
必要となります。実際私共にも借地権に関する法律的な問題点や契約時の
対策についてのご質問が数多く寄せられております。そこで今回の法律レク
チャーでは、お客様から寄せられた定期借地権に関するさまざまなご質問をも
とに、前回同様、Q&A方式で解説していきたいと思います。 

東京シティ法律税務事務所 弁護士 弁護士 

定期借地権に関する対策と、 
借地契約における注意点のQ&A。 

事業用借地権について 
資金投下もなく、所有している住宅

用の土地を有効活用する目的で、定期借
地権を利用する場合、住宅賃貸事業とし
て１０年以上２０年以下の事業用借地権を
利用できませんか？ また、１階２階が物販・
飲食店舗、３～５階が住宅の建物の場合
はどのようになるのでしょうか？ 

まず、前者はできません。事業とはいわ
ゆる営利事業のみならず、公益法人や公法人
による収益事業も含まれますが、居住用の建
物の供給を事業としてなす場合は、明示的に
事業用借地権の対象から排除されています（借
地借家法２４条１項括弧書）。　 
　これは、借地借家法の基本理念である住居
の安定性確保という点から排除されているもの
です。また、後者も、前者同様、事業借地権の
場合には、住居の安定性確保という点から「専
ら事業の用に供する建物」という限定がつい
ており、恒常的に寝泊りに利用される施設が確
定的なものとして設置されている場合は、この「専
ら」という限定から外れることになりますので、
事業用借地権の対象とはならないとされています。
したがって、３～５階を住宅とする場合には、「専
ら事業の用に供する建物」とは言えなくなりま
すので、事業用定期借地権を利用することは
できません。 

借地権の転換における注意 

現在、普通借地権の借地契約を締
結しているのですが、借地権者と合意の
上で、定期借地権への転換をすることは
可能ですか？ 

定期借家の場合と異なり、法律上明文
で禁止されているわけではありませんが、か
かる転換は、立法過程の議論に照らせば、普
通借地権から定期借地権への転換に合理的
な理由があると客観的に判断される場合に限
って有効とされます。　 
　それ以外の場合は、民法第９０条違反として
無効とされる危険性が高くなるものと考えられ
ています。一般論で申し上げると、普通借地権
から定期借地権への転換によって、更新がで
きず、存続期間が短くなることから、土地所有
権者から借地権者への一定の対価の支払い
等がない限り、普通借地権から定期借地権へ
の転換に合理的な理由があると客観的に判
断されるケースは少ないと思われます。 

期間終了時の借地権について 
建物譲渡特約付借地権の期間満

了時、土地所有権者は、建物を買い取る
ことになっていますが、将来土地所有権者
が建物を買い取れない場合、いったい土
地所有権者と借地権者との関係はどのよ
うになるのでしょうか？ 

上記のご質問は、建物譲渡特約の定め方、
借地権を普通借地権を基礎にしているか定
期借地権を基礎にしているか、等の事情によ
り多少考え方が異なってきます。　 
　まず、期間満了時に建物譲渡の効力が生じ
るという形で特約を定めている場合（期限付売
買契約の場合）、借地権の存続期間満了とい
う始期の到来によって、建物譲渡の効果が生
じることとなりますが、譲受人である土地所有
者が、代金を支払わない場合には、借地権者は、
土地所有権者に対し、譲渡代金不払いという
債務不履行を理由として建物譲渡特約を解
除することが考えられます。そうすると、当該借

地権が普通借地権を基礎としている場合は、
法定更新となりますので、その後も存続するこ
ととなります。他方、当該借地権が定期借地権
を基礎としている場合は、定期借地権はその
期間を満了していますので、当然に終了し、更
新されないこととなります。そのため、定期借地
権者は、債務不履行を理由として建物譲渡契
約を解除するのではなく、あくまで土地所有権
者に対し、建物譲渡代金の支払いを求め、土
地所有権者が建物譲渡代金の支払いを行う
までは、同時履行の抗弁権（または留置権）を
理由に、借地上の建物の引渡しを拒絶し、これ
をもって、当該借地権の対象となる土地の占有
を継続するという方策を考えることになるでしょう。 
　次に、借地権設定から一定期間が経過す
れば当事者の一方が予約完結権を行使する
ことができるという形で特約を定めている場合（売
買予約の場合）で、予約完結権の行使がなさ
れた場合には、建物譲渡の効果が生じることと
なります。その後、代金を支払わない場合は、
前述と同様の処理となります。逆に、予約完結
権が行使されないまま、期間満了となった場合、
普通賃借権を基礎としている場合は、法定更
新となりますが、反対の合意がない限り、建物
譲渡特約の効力は及ぶと解されますので、そ
の後も予約完結権の行使が可能となります。
他方、定期借地権を基礎としている場合は，期
間を満了していますので、当然に終了し、更新
はなされないこととなります。したがって、定期
借地権者は、予約完結権を行使し、土地所有
権者に対し、建物譲渡代金の支払いを求め、
土地所有権者が建物譲渡代金の支払いを行
うまでは、同時履行の抗弁権（または留置権）
を理由に、借地上の建物の引渡しを拒絶し、こ
れをもって、当該借地権の対象となる土地の占
有を継続するという方策を考えることになるで
しょう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　いずれにしましても、建物譲渡特約付借地
権を締結する際に、このようなことも想定して契
約書を作成することをお勧めいたします。 

土地所有権と借地権の問題点 

事業用および一般的定期借地契約
の終了時、更地で返還されることになりま
すが、万一、返還を拒まれた時または建物
を取り壊さなかった時に、土地所有権者
にとって救済方法はありますか？ 

借地権者から土地の返還を拒まれた時
または建物を取り壊さなかった時は、土地所
有者は、その権利を実現するためには、一般
に債務不履行が発生した場合と同様に、借地
権者に対する法的手続を取らざるを得ません。
　具体的には、土地所有権者は、借地権者に
対し、催告の上、建物収去土地明渡請求訴訟
を提起し、判決を得て、その判決に基づき、建
物を取り壊す強制執行手続を取ることとなります。
但し、建物収去土地明渡しの強制執行手続
費用は、建物の解体に関する費用が低額では
ないので、これを担保するためには、土地所有
権者は、定期借地契約を締結する際に、借地
権者に対し、建物の解体費用に相当する程度
の保証金を預託してもらうことが少なくなく、逆に、
借地権者は、土地所有者に対し、預託保証金
返還請求権を担保するために、土地に対する
抵当権の設定を求めるなど担保の提供を求め
ていることもあるようです。 

横田紀子 



　前号では、一般的に不動産の実物投資とは何なのか、又その実物
投資の考え方や理論はどうなっているのかについて解説させて頂きま
した。今回は、不動産市場の中でも最も古くから伝統的で、かつ実行
が容易な「アパート投資」が新たな視点から再び注目されており、こ
の背景にある市場動向を探ってみることにします。 

実物不動産投資［アパート編］ 

　アパート建築への実物不動産投資はその起
源をたどると熊さん、八ッあんの落語にも登場す
る江戸時代の長屋まで遡ることができる古くから
ある投資形態です。当時は長屋の管理者を大家
といい、テナントを店子（たなこ）と呼んでいましたが、
これらの用語は今でも使われています。店子の名
称は地方から出稼ぎにきた店の従業員を商店主
がまとめて面倒を見るため長屋を借り上げたこと
に由来するといわれています。 
　また、長屋という用語は現在でも公式に使用さ
れており、「３戸以上の住戸を連続して建てて一
棟（むね）とし、それぞれに専用の出入口を持つ
細長い建築物」と定義されています。ちなみに専
用の出入口を持たないものは共同住宅となります。
長屋と共同住宅でどちらが優れているという関係
にはありません。アパートは英語のApartments
を短縮した呼び方ですが、関東大震災後に被災
者対策として「同潤会アパート」がいくつか建築
され、この名称から日本社会に定着していったと
いわれます。 

不動産投資サポート② 

平成１４年 ８月　不動産投資サポート 

　住宅着工統計では住宅を持ち家・貸し家・給
与住宅・分譲住宅の４つに分類していますが、ア
パートはこの中の貸し家に分類されます。貸し家
には戸建形式のものも含まれますが、大都市圏で
はほとんどがいわゆるアパートと考えてよいでしょう。
平成１３年度のデータでは全国の住宅着工総数
１１７万戸に対し、貸し家は４４万戸と約３８％のシ
ェアを占めています。持ち家指向の強い日本ですが、
持ち家比率は平成３年のバブル崩壊の影響が強
く出始めた平成８年頃から下落してきており、相
対的に貸し家市場は安定的に推移してきています。
政府が持ち家促進から賃貸住宅重視の姿勢に
変わったことや若者や高齢者で持ち家にこだわ
らない傾向が強くなっていることもプラス要因とな
っています。首都圏のアパート市場に関して言えば、
バブル崩壊で一時的に人口が減少しましたが、
近年東京都への人口流入が増加傾向にあるの
もアパート経営にとってプラスの要因です。 

　日本は総世帯数と住宅総数の比較では約６００
万戸が空室といわれます。この意味で供給すれ
ばテナントが必ず付くという時代ではなくなってい
ます。少子高齢化社会の到来で若年層の需要
層は減少傾向にあります。昨年には高齢者優良
賃貸住宅制度が出来、地方公共団体から工事
費や家賃の補助を受けられるようになりました。 
　また、テナントの移動性も高く、時代に合わない
タイプのアパートでは空室率が上昇し易い傾向も
強くなってきています。専門家のアドバイスを入れ
事業計画を組むことが大切です。 

　アパート投資がポピュラーな投資形態であるに
はいくつかの理由があります。以下の理由（メリット）
が低金利、ペイオフの時代にあらためて評価され
てきています。 
①〈比較的小規模な土地があればできる〉 
　アパート建築の主体はその多くは遊休土地・
未利用土地の所有者であり、土地さえあればあと

は建物を建てることで比較的容易にアパート経
営に乗り出すことができます。土地面積は小規模
なものでは５０坪位でも可能で、通常は１００坪から
２００坪もあれば十分です。相対的に広い自宅敷
地を持つ土地所有者が一番利用しやすい有効
活用がアパート経営です。 
②〈建築資金は比較的小〉 
　建築単価が低位安定している現在、一般的
には投下資金は安くて２,０００万円、平均的に
は５,０００万円～８,０００万円位が多いようです。住
宅金融公庫では「レントハウスローン」「ファミリー
賃貸住宅融資」等の名称で各種のアパートロー
ンを用意しています。 
③〈投資リスクは小〉 
　制度的に確立された賃貸住宅市場があり、そ
の地域特性に応じた賃料相場が形成されている
ため市場調査は比較的容易です。 
　投資者にとっては家賃の下落が心配の種で
すが、下記グラフに見られるように地価と比べると
賃料相場の下落幅は小さいといえます。平成１４
年の２月～４月頃からはやや上昇に転じたのは明
るいニュースです。 

　事業計画では最低でも２０年位の期間をとり、
その期間中の収支がどうなるかを計算します。収
支は所得税申告を目的とした損益計算書とキャッ
シュフローを目的とした資金繰り表の２つを組むこ
とが大切です。前者だけでは「勘定合って銭足
らず」となってしまうことがあるからです。 
　次に重要なのが、一定の空室率を見込むことと、
借入金がある場合の元利返済可能のシミュレー
ションです。空室率はその地域にもよりますが一
般的には３％～６％位を見込みます。借入金は少
ない程経営は安定しますが、一般的には建築費
の８割以内で借りていることが多く、借入金比率
が高い場合、空室率見合いで万が一の返済リス
クを考慮しておくことが必要です。 
④〈安定した収益〉 
　投資リスクが小さく、かつ事業収支にほとんど
そった安定収入が得られるのがアパート経営の
魅力です。青色申告控除、専従者控除で所得税
の面からメリットがある点は年金に対する不安を

払拭するものとして益々評価されるようになりました。 
⑤〈相続税効果〉 
　貸家建付地の評価減、小規模宅地の評価減
でのメリットを享受できます。 
 
 

　一般的に不動産の投資利回りはその総投資
額を分母として求めますが、アパート建築の場合
は土地は既に所有していることを前提とするため
通常は建築費を分母にして求めます。建築費と
は土地整備費がかかる場合はこれも含め設備費
や外構・植栽・駐車場整備費なども含めて考えます。 
　利回りは表面利回りと実質利回りの２つがあり
ます。表面利回りは「粗利回り」と実質利回りは「純
利回り」とも呼ばれます。建築費を分母とした粗
利回りはかつては業界では１４％が目安とされて
いましたが低金利・デフレ時代の現在では１０～１
２％が目安とされているようです。諸経費を控除し
た手取額としての実質利回りは首都圏平均では
３～５％といわれています。この考えを具体例を用
いて説明すると次のようになります。 

●アパート建築費が８,０００万円として表面利回り
を１０％確保したいと考えると 
表面粗利＝８,０００万円×１０％＝８００万円となります。 
●次に８,０００万円のアパート建築から得られる事
業計画では、ここに全戸同質の１０戸のアパー
トを建て毎月の家賃が７０,０００円とすると 
７０,０００円×１２ヶ月×１０戸＝８４０万円となり、これ
と上記の１０％の８００万円を比較すると、このア
パート建築事業計画はまずまずの結果となる
なというように判断します。 
●ただもっと厳密に計算するには先の空室率を
考慮することが必要です。空室率を5％と仮定
すると粗利は８４０万円×　　　＝７９８万円となり、
この数値は総投資額８,０００万円に対し約10％
の粗利回りとなります。 

　以上の利回り説明は大まかなものですが、緻
密な計算は事業収支計画で行ないます。 
　なお利回りの点で魅力のある中古アパートの一
棟売りも多くあります。一棟売りの場合の利回り計
算は土地・建物等の総取得額を基に行ないます。 

９５ 
１００ 

●首都圏住宅地の地価公示とアパート家賃の推移 

「１DK・２DK平均」は住宅新報社による４大都市圏（東京圏・大阪圏・名
古屋圏・福岡圏）の１DK・２DKアパート平成３年家賃相場を１００として指
数化したもの。地価公示は同様に国土交通省発表データによる３大都市
圏の住宅地価を指数化したものです。 

資料： 
H３年 

４０ 

５０ 

６０ 

７０ 

８０ 

９０ 

１００ 

１１０ 

H４年 H５年 H６年 H７年 H８年 H９年 H１０年 H１１年 H１２年 H１３年 H１４年 

地価公示 1DK・2DK平均 

【キーワード】 

●２０年～３０年の中期的事業である。 
●現在の超低金利を踏まえ、将来の返
　済リスクを充分に勘案する。 
●税金（所得税・住民税・固定資産税）を
　考慮した資産計画が必要。 

今後のアパート投資におけるキーワードは、大きく
分けて3つあります。市場の様々な情勢を見据えて
綿密な計画が必要です。 



　リスクプレミアムは英語で“Risk Premium”
と綴り、RiskとPremiumの２語からなる言葉です。 
リスクは「危険」の意味でPremiumは「割増料」
のことです。Premiumには「賞金」「奨励金」
の意味もありますが、経済学の用語としては「割
増料」の意味で使われます。一例としてジャパン・
プレミアムというものがありますが、これは海外
で資金調達をする際、日本の対外信用度が低
下している時に他国と比べて割増しした料率
＝高い料率でしか資金を調達できない場合に
使われます。以上よりリスクプレミアムは「危険
割増料」とか「リスク割増金」とか訳され、リス
クが通常より高い場合に使われます。 

　リスクプレミアムは純粋な経済用語です。そ
れもかなり新しい経済学理論の中で使われる
ようになりました。経済学のベストセラー的教科
書であるサミュエルソンの経済学ではリスクと
プレミアムを次のように軽妙な表現で説明して
います。 

　金融商品は一般的に元本保証がありローリ
スクのものが主流ですが、自由化・国際化の波
につれジャンク債に代表されるハイリスク・ハイ
リターンの商品も登場してきています。 
　それでは不動産投資商品はどうかというと
基本的には金融商品のように元本保証という
ことはありませんので、リスクプレミアムは相対
的に大きくなります。とはいえ不動産運用商品
といってもアパート経営といったリターンが安定
しているものから、特殊な一棟売りオフィスビル
や店舗でリターンが高いものまでリスクとリター
ンの組み合わせは金融商品以上に多様になっ
てきているのが今日の姿です。この相対的に
大きな不動産のリスクプレミアムを不確実性の
社会において確実性に近づけるものが情報開
示であり、また投資家の緻密なデータ分析と自
己責任原則といえるでしょう。その意味で不動
産投資こそが投資のリスクプレミアムを活かし
甲斐がある分野といえるかもしれません。 

　さて、元本のことをキャピタル（ゲイン）と表現し、
果実のことをインカム（ゲイン）と表現することが
あります。一般社会では不確実な要素が多く、
この不確実性はどちらかというとキャピタルに反
映されます。そこでキャピタルのリスクが高いこ
とをハイリスク、低いことをローリスク、中間をミド

ルリスクといいます。 インカムは英語で、リターン 
（Return）ともいいますが、これも同じようにハイ
リターン→ミドルリターン→ローリターンに分類さ
れます。世の中にローリスクでハイリターンの商
品がもし登場すれば誰でもこれを購入したが
るでしょうから、需給関係から最終的にはローリ
スクローリターンになってしまいます。ですから
原則としてハイリスクにはハイリターンが、ローリ
スクにはローリターンが対応します。とはいえ商
品供給側・開発側としては相対的に有利な、
例えばローリスク・ミドルリターン又はミドルリスク・
ハイリターンの商品を提供しようと努力している
面があることも否定できません。 

　リスクプレミアムは純粋な経済用語です。そ
れもサミュエルソンの説明からするとリスクプレ
ミアムは「リスク対応の割増インカムゲイン差額分」
又は「リスク対応の超過利潤」とでも訳すのが
正確かもしれません。投資金額にリスクプレミア

ムを掛けたものが超過利潤です。具体的には
ある商品の正常的収益率が１５％の所に、ある
企業が革新的な商品を開発して２５％の収益
率を得たとしたら差額の１０％がリスクプレミア
ムで、商品価格が１０万円としたら利益２５,０００
円のうち１０,０００円が超過利潤ということになり
ます。この意味でリスクプレミアムが存在するこ
とが、資本主義経済発展の原動力であるとも
言えます。リスクはできれば避けたいものですが、
リスクを冒すことでプレミアムが得られると考え
るのが欧米流の発想なのです。 

　不動産投資の決定にあたってはそのリターン（収益率）が高いもの
を求めるのは人間の心理として当然ですが、その一方でその投資のリ
スクについても検討しなくてはなりません。この検討段階でキーワードと
なるのが「リスクプレミアム」です。今号では、この“リスク”に視点を置
いて解説させて頂きます。 

［リスクプレミアム］について。 
不動産投資理論／No.2

平成１４年 ８月　不動産投資理論 

不確実性と期待 
　現実の社会では、誰も将来を読みとる占い
の水晶球をもってはいない。── 
不確実性の存在は、どのように資本の理論
に影響するのであろうか、想起されたいが、
われわれはわれわれの古典的な分析を、リ
スクは存在しないという前提で行った。しかし、
荒れごとの多いこの世界で、何が安全と言
えるであろうか。── しかし、その他ほとん
どどの貸し付けや投資をとってみても、そこ
にはリスクの要素がある。 
── 投資家は一般的に、リスクの多い資産
を保有することを嫌う。彼らは、その利回りの
見込みがゼロから２０％の幅をもっている資
産よりも、むしろ確実に１０％の利回りとなるよ
うな資産を保有しようとするだろう。だから、投
資家にリスクの多い投資物件を保有させる
ためには、彼らに余分の収益、すなわちリスク
割増金を提供せねばならぬのである。── 

　要約して言えば、リスクの多い資産また
は事業に対する収益率が高いのは、その
中に、投資家がそのようなリスクの多い投
資物件を保有するに先立って求めるリスク
割増金を含むからである。 

ハイリターン 

ハイリスク 

キャピタル インカム 

【他の金融商品と比較した不動産投資の位置付け】 
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事業用資産の買換特例を学ぶ。 

【今回のご相談者】 

課税の繰延べ効果を踏まえた 
資産形成が重要です。 

第２回：事業用資産 

都内Ｓ区在住　Ｋさん（６５歳） 
◎窓口担当：リアルプラン・R氏 

前回、Ｋさんよりご相談の「買換特例」を適用した有効活用では、運用収支のアップと相続
税の軽減に効果的な買換として主な要件をご提案をさせていただきました。 
今回、この買換特例において、１０年～３０年後を見据えた長期的なプランを考えた場合、減
価償却や将来売却する上で、課税の「繰延べ効果」という点について相談したいとのことで、
再度ご連絡をいただき、Ｋさんのお宅にお伺いさせて頂きました。所有資産を様々な観点か
ら検証し、長期的に見据えた運用収支プランをご提案いたしました。 

R氏　Ｋさん、先日はお忙しいところお越しいただきましてありがと
うございました。いろいろご検討をされたようですが、今回ご連絡
いただいた買換特例による課税について、資料をお持ちいたしま
した。 
Ｋさん　今日は、わざわざお越しいただきましてありがとうござい
ます。先日、ご説明をいただいた買換特例については、非常に理
解することができ、私なりに検討してみました。しかし、前回のご
提案を長期的に考えた場合、資産の減価償却や将来売却等の
取得費による課税がどのようになるのか心配です。「課税の繰延
べ効果」を踏まえた計算式をご説明いただければと思いますが…。 
R氏　わかりました。まず、「課税の繰延べ効果」については免
税ではなく「課税を繰延べる」ということです。ですから１０年後、
２０年後の減価償却や将来の売却時を考慮した上でプランを立
てることが非常に大切になってきます。 
では、Ｋさんの買換資産をもとに具体的な取得費と減価償却費
は次のようになります。 

R氏　さらに、取得費と減価償却費を図にしてまとめてみました
ので、こちらもご覧ください。 

用 途 
 
所 有期間 
取 得価格 
時 価 

： 駐車場 
 （収入：年540万円／経費：年190万円） 
： 10年超 
： 不明 
： 2億円 

譲渡資産 

課税所得 ： 3,000万円 
 （所得税・住民税の表面税率50％） 

Ｋさんの 
その他の資産 

種 類 
 
取 得価格 

： 共同住宅／鉄骨造アパート新築 
 （収入：年1,700万円／経費：年255万円） 
： 1億7,000万円 
 （建物：8,500万円／土地：8,500万円） 

買換資産 

●買換の設例［前提条件］ 

●買換資産の取得価額 
●課税の繰延べ効果とは？… 

※簡便化のため、譲渡経費・購入経費は省略しております。 

事業用資産の買換特例は税金の免除というわけではなく、
今、譲渡に対しての課税を延期（課税の繰延べ）させる
こととなります。この課税の繰延べ方法は、買換資産の
取得価額に「譲渡資産の取得費」を引き継がせることに
より行なわれます。 
そして、その引き継がれた取得費をべ－スに、今後の減
価償却や将来売却したときの取得費の計算を行なうと
いうものです。 

●買換プラン対象物件 

●減価償却費 

◎買換対象部分 

◎買換対象外部分 

◎買換対象取得費 

1,000万円×　　　　　　　　　＝ 680万円 

1億7,000万円（取得価格）×20％＝ 3,400万円 

4,080万円 

1億7,000万円×80％ 
2億円 

8,500万円 

8,500万円× 　　　　　　 ＝2,040万円 

8,500万円×0.9×0.03 

2,040万円×0.9×0.03 

175万円 

 

4,080万円 
1億7,000万円 

◎本来の建物価格 

◎買換特例後の建物価格 

◎本来の減価償却費 

◎特例適用後の減価償却費 

◎減価償却費差額 

R氏　いかがですか？ これにより、運用時の減価償却の計上が
１７５万円減少し、その結果として税金が８８万円（年間所得３,０００
万円と仮定）増加することになります。つまり、譲渡時の税額は３,３４０
万円減少しましたが（※）、その後、毎年の運用時の税金が８８万
円も増額となってしまうというわけです。（※前号リアルプランニュ
ース／No.６９号・２ページの不動産事例研究をご参照ください。） 
Ｋさん　なるほど、よく解りました。いわゆるこれが「課税の繰延
べ効果」の意味するところというわけですね…。では、これを踏ま
えた上で長期的な減価償却と運用収支の手取額については、ど
のような対策がよいのでしょうか…？ 
R氏　はい。それでは次に、減価償却対策として買換特例を適
用した長期的な運用収支についてご説明いたします。 

【3階建アパート】 

◎土地 ： 8,500万円 
◎取得費（簿価）： 2,040万円 

◎建物 ： 8,500万円 
◎取得費（簿価）： 2,040万円 



今回の事例研究では、前号でご説明したケースの全額売却資金で買換を実行した場合、長期的にみると建物価格（取得価額）が小
さくなり、減価償却費が少なくなるため利益額が上昇し課税対象額（税金）が増えました。今回ご提案の建物資金を借入れし、買換を
実行した場合、借入金の返済負担が生じますが、賃料収入も増加し減価償却費も計上することができます。借入金の返済が終了する
２０年後では、前ケースより多少見劣りしますが、３０年後には税引後の手取額が逆転する結果となりました。また、見逃せない点は３０年
後に建物の資産価値がほとんどなくなるとすると、残った土地の資産価値は今回ご提案のケースの方が高いといえるでしょう。 

R氏　まず、減価償却対策として最近よく利用されているケース
をもとに、Ｋさんの買換資産を次の設例に置き換えて設定してみ
ました。 

R氏　前号の事例研究では、投資効率の向上と相続における
税金対策に視点を置いてご提案いたしましたが、今回の買換特
例は、長期的及び経営面を有効的に活かすご提案として得策
だと思います。 
Ｋさん　よく解りました。結論としては、買換資産の投資期間の
設定次第で有利にも不利にもなってしまうわけですね。なるほど…。 
R氏　そういうことです。ですから、Ｋさんの場合、将来的な資産
運用の視点をしっかり決める必要が出てきます。一言で買換特
例とはいえ、綿密な計画を立てることで、有利か不利かが鮮明に
なるということです。より解りやすくした損益計画と資金計画のグ
ラフもお持ちいたしましたので、後ほどご覧いただければと思います。 
Ｋさん　ありがとうございます。今回、ご相談をお願いしたことで、
資産の運用収支と相続税対策の大切さを改めて理解すること
ができました。さらに検討案に加えて結論を出したいと思います。 
R氏　最後に補足いたしますが、いわゆる「事業用資産」とは、
本来、「事業の用」に供する不動産や事業に準ずる貸付用資産
が該当します。ただし、この場合には相当の対価性及び継続を
条件として含めることができます。また、駐車場については、アス
ファルト・車止めライン・フェンス等一定の設備が必要となりますの
でご承知おきください。 
Ｋさん　はい。充分考慮し検討した上で後日ご連絡いたします。 
今日は本当にありがとうございました。 
R氏　本日はお忙しいところお邪魔いたしました。ご連絡お待ち
しております。 ●税引後の運用収支手取額（借入金返済額控除後） 

【買換資産】 
全額買換特例適用 

【買換資産】 
土地のみ特例適用 
建物全額借入 

６７２万円 

７２４万円 

８１３万円 

６,７２８万円 

１億４,４９１万円 

２億４,４０９万円 

７４６万円 

５６９万円 

９２７万円 

７,４６８万円 

１億１,３８３万円 

２億７,８１７万円 

監修 ： 板倉和明 
板倉和明税理士事務所　税理士 

新たにご提案した買換資産の概要 

累計 
差額 

１０年 年

平

均 

期
間
累
計 

年

平

均 

期
間
累
計 

２０年 

３０年 

●買 換 資 産／価格 ： ◎土　地／1億7,000万円 
　　　　　　　　　　◎建　物／1億8,800万円 

●土 地 面 積／240㎡　●建 物 面 積／780㎡ 

●所 得 収 入（年）／3,400万円　●経　費（年）／545万円　 

７４０万円 

－３,１０８万円 

３,４０７万円 

長期的に考え有効活用できる 
賃貸事業が効果的です。 

買換特例を利用し、１億７,０００万円で土地を取得します。建物・
諸費用等を含めた全額１億８,８００万円を２０年返済（金利４％）で
借入れをし、新築アパートでの賃貸事業を行なうという方法です。 
Ｋさん　なるほど…。では、借入をして賃貸事業を行なう上で、１
０年後から３０年後経過した場合、運用収支手取額はどのように
なるのでしょうか？それから、前回ご提案いただいた全額買換特
例を適用した場合との差額はどうなるのでしょうか？詳しく教えて
ください。 
R氏　はい。それでは、ここでＫさんの買換資産となるデータを確
認しながら、税引後の運用収支手取額を見て行きましょう…。 

※年平均と期間累計を分析した下記グラフと合わせてご覧ください。 

●資金計画グラフ（運用収支税引後手取額） 

総　評 

下記は、前回Ｋさんにご提案した設例と、今回のご提案
した損益計画と資金計画の具体的な対比をグラフ化し
たものです。長期的な資産運用は、今回のプランをお勧
めいたします。 

●損益計画推移（税引前利益） 

単位 ： 万円 単位 ： 万円 

建
設
年
度
 

年度→ 建
設
年
度
 

年度→ 

全額売却資金にて買換を実行した場合（前回ご提案） 
建物資金を借入れて買換を実行した場合（今回ご提案） 
借入金残高計（今回ご提案） 

全額売却資金にて買換を実行した場合（前回ご提案） 
建物資金を借入れて買換を実行した場合（今回ご提案） 

設備の償却終了 

借入れ金完済 



FAX.03(3722)4850�
〒１４５-００７１ 東京都大田区田園調布３-１-１ 

山手リハウス（株）国土交通大臣（１）第６０７６号 
（社）不動産流通経営協会会員（社）首都圏不動産公正取引協議会加盟 

午前９時３０分～午後５時３０分〈第一・第三火曜・毎水曜定休〉 

田園調布リアルプランセンター 

E-mail / rpc-denen@rehouse.co.jp

FAX.03(3417)3188�
〒１５７-００６６ 東京都世田谷区成城２-３９-７ 成城リハウスビル3F 

成城相模リハウス（株） 建設大臣（７）第２８１６号 
（社）不動産流通経営協会会員（社）首都圏不動産公正取引協議会加盟 

午前９時３０分～午後５時３０分〈第一・第三火曜・毎水曜定休〉 

成城リアルプランセンター 

E-mail / rpc-seijyo@rehouse.co.jp

FAX.03(3392)3901�
〒１６７-００５１ 東京都杉並区荻窪５-２７-８ 第一荻窪ビル２F 

杉並リハウス（株） 東京都知事（７）第４０６７４号 
（社）東京都宅地建物取引業協会会員（社）首都圏不動産公正取引協議会加盟 

午前９時００分～午後８時００分〈第一火曜・毎水曜定休〉 

荻窪リアルプランセンター 

E-mail / rpc-ogikubo@rehouse.co.jp

FAX.03(5548)4432�
〒１０４-００５２ 東京都中央区月島１-８-３ BR月島1,１F 

中央リハウス（株）   建設大臣（４）第３９２９号 
（社）不動産流通経営協会会員（社）首都圏不動産公正取引協議会加盟 

午前９時３０分～午後５時３０分〈第一・第三火曜・毎水曜定休〉 

月島リアルプランセンター 

E-mail / rpc-tsukishima@rehouse.co.jp

FAX.03(3237)1132�
〒１０２-００８３ 東京都千代田区麹町６-４-３ 麹町三幸ビル１F 

山手リハウス（株） 国土交通大臣（１）第６０７６号 
（社）不動産流通経営協会会員（社）首都圏不動産公正取引協議会加盟 

午前９時３０分～午後５時３０分〈第一・第三火曜・毎水曜定休〉 

四谷麹町リアルプランセンター 

E-mail / rpc-yotsuya@rehouse.co.jp

FAX.03(5478)7022�
〒１５３-００４１ 東京都目黒区駒場４-７-６ パークビル２F 

南東京リハウス（株）東京都知事（７）第４０４１６号 
（社）東京都宅地建物取引業協会会員（社）首都圏不動産公正取引協議会加盟 

午前９時３０分～午後６時１５分〈第一火曜・毎水曜定休〉 

代々木上原リアルプランセンター 

E-mail / rpc-yoyogiuehara@rehouse.co.jp

FAX.03(5496)5618�
〒１５３-００６４ 東京都目黒区下目黒１-３-２７ アセンド目黒２F 

城南リハウス（株） 東京都知事（７）第４０４４５号 
（社）東京都宅地建物取引業協会会員（社）首都圏不動産公正取引協議会加盟 

午前９時００分～午後６時００分〈毎水曜定休〉 

目黒リアルプランセンター 

E-mail / rpc-meguro@rehouse.co.jp

FAX.03(3818)3765�
〒１１２-０００２ 東京都文京区小石川５-１-１ パーク・ノヴァ小石川１F 

中央リハウス（株）   建設大臣（４）第３９２９号 
（社）不動産流通経営協会会員（社）首都圏不動産公正取引協議会加盟

午前９時３０分～午後５時３０分〈第一・第三火曜・毎水曜定休〉 

小石川リアルプランセンター 

E-mail / rpc-koishikawa@rehouse.co.jp

FAX.03(5449)4650�
〒１５３-００６２ 東京都目黒区三田１-１３-４ 恵比寿ガーデンプレイス内 

城南リハウス（株） 東京都知事（７）第４０４４５号 
（社）東京都宅地建物取引業協会会員（社）首都圏不動産公正取引協議会加盟 

午前９時００分～午後６時００分〈毎水曜定休〉 

恵比寿リアルプランセンター 

E-mail / rpc-ebisu@rehouse.co.jp

リアルプランセンターのご案内 

三井の恵比寿リアルプランセンターをご紹介いたします。 

三井のリアルプランセンターでは、資産価値が高い都心部中心の不動産の売買・有効活用等、 
様々な角度からお客様のニーズに合わせた総合的なプランニングをご提案いたします。 
また、不動産の売却・購入だけでなく、建築・リフォーム・賃貸運営等に至るまで、 
三井グループ各社の情報とノウハウを集結して、お客様のプランを確実にサポートいたします。 
お問い合わせ・ご相談は最寄りのリアルプランセンターへお気軽にお越しください。 

都心部を中心とした 
不動産情報のネットワーク 
「三井のリアルプラン」 

恵比寿リアルプランセンター 

至目黒駅 
恵比寿駅 

三越 

JR山手線 

（恵比寿ガーデンプレイス内） 
恵比寿 リアルプラン センター 

恵比寿  
ガーデンプレイス 
タワー 

恵比寿 
ビュータワー 

ウエスティン 
ホテル東京 

恵比寿ガーデン 
テラス壱番館 

東京写真美術館 

動く歩道 
スカイウォーク 

●恵比寿ガーテンテラス壱番館 

●代官山アドレス 
Image:恵比寿ガーデンプレイス TEL.03(5449)4320

三井の恵比寿リアルプランセンターをご紹介いたします。 

【 次回以降の開催につきましては、青山リアルプランセンターまでお気軽にお問い合わせください。】 

　去る６月２９日（土）青山リアルプランセンター主催の、「駐車場有効活用セミナー」を青山のダイヤモンド社・石川
記念ホールにて開催いたしました。お忙しい中、多数ご来場いただき誠にありがとうございました。当日は、「個別相
談会」の場を設け、ご来場の皆様からご相談をお伺いし、現在も具体的なご提案をさせていただいております。 
今後も皆様の豊かな資産形成のために企画及び開催して参りますので、お気軽にご参加ください。お待ちしております。 
■主催／青山リアルプランセンター・三井ホーム 

■当日講師 

株式会社 タクトコンサルティング 
本郷会計事務所 
税務執行役員／税理士 

　　　　　 広田 龍介氏 

6月29日（土） 駐車場有効活用セミナー・個別相談会を 
開催いたしました。 

平成１２年５月、現在の恵比寿ガーデンプレイスに出店して以来、 
たくさんの皆様にご支持をいただき、 
恵比寿・代官山周辺エリアの土地・戸建や 
マンションの取扱いにおいて確固たる実績を残しております。 
特に、恵比寿ガーデンテラス壱番館、 
代官山アドレスにつきましては、ご売却・ご購入ともに 
豊富な取引実績に裏付けられたきめ細かなアドバイスで、 
お客様のご売却・ご購入をお手伝いいたします。 
恵比寿・代官山エリアの不動産に関するご相談は、 
私共「恵比寿リアルプランセンター」を 
ぜひご活用ください。 

FAX.03(5466)7265�
〒１５０-０００２ 東京都渋谷区渋谷１-１-４ 青山フラワービル６F 

　　　　　　　　　　　　　建設大臣（１０）第７７７号〈更新中〉 
（社）不動産協会・不動産流通経営協会会員（社）首都圏不動産公正取引協議会加盟 

午前９時３０分～午後５時３０分〈第一火曜・毎水曜定休〉 

青山リアルプランセンター 

E-mail / rpc-aoyama@rehouse.co.jp

FAX.03(5789)4449�
〒１５０-００１２ 東京都渋谷区広尾５-４-１２ 大成ビル２F 

　　　　　　　　　　　　　建設大臣（１０）第７７７号〈更新中〉 
（社）不動産協会・不動産流通経営協会会員（社）首都圏不動産公正取引協議会加盟

午前９時３０分～午後５時３０分〈第一・第三火曜・毎水曜定休〉 

麻布リアルプランセンター 

E-mail / azabu@rehouse.co.jp
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