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はじめに 

 

御   挨   拶 

 

京町家証券化特定目的会社代表取締役 井上誠二 

（建都住宅販売株式会社代表取締役） 

 

不動産の証券化とは、バブル崩壊後の資産の下落を背景にしつつ、新たな資金調達手段

として不動産事業の活性化や有効利用することを目指し、不動産投資を小口化することに

より、個人投資家の不動産投資を可能にするために、法整備が進められた取り組みです。 

 今回の対象資産である京町家は、戦前に建てられたものであり、都心部に位置するいわ

ゆる「既存不適格物件」でもあり、一般的なビルやマンション等の現代建築の証券化のリ

スクと比較して、京町家ゆえのリスクも存在しました。おそらく、通常の事業为であれば、

このような物件の証券化は敬遠するところかもしれません。 

 しかし、京都の住文化を集約している京町家を将来にわたって継承するには、これまで

のように「京町家の所有者の心意気」だけでは難しいことです。京都市では景観の保全・

再生、伝統文化の継承・発信、観光の振興等を柱とする「歴史都市・京都創生策」を積極

的に推進しています。また京都都心部の景観形成を視野に入れた建築ルールの施行やダウ

ンゾーニングなども取り組まれてきています。このような取組を事業ベースで成り立つよ

うな仕組みを導入することは、私たち事業者にとっても、企業市民としての責務でもある

と考えました。 

 つまり、京都における「京町家の不動産証券化」は、全国で展開されているような、不

動産事業としての証券化ビジネスではなく、関係者が創意と工夫を凝らすことで、証券化

という手法を使いつつ京町家を未来に継承するための仕組みを構築するための試金石とな

る事業と考えました。さらに持続可能な魅力ある地域社会、元気な地域社会につながる地

域貢献・社会貢献の 1 つとも考えました。小さな一歩が、大きな動きになる様、期待しな

がら取り組みました。 

 今回の事業は、アレンジャーやオリジネーターをはじめとする为宰メンバー、京町家再

生研究会、京都市、京都市景観まちづくりセンター、専門職、地元金融機関、不動産購入

者、サポーターや市民の方々等、多くの方の理解と協力を頂く事で事業が成り立ちました。 

 おかげ様で、今、この事業が無事終了した事をここに報告し、本当に安心すると共に、

改めて、多くの方々のご協力を心から感謝申し上げます。 
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京町家証券化事業の終了によせて 

 

京都市長 門川大作 

 

 「京都は上手に良いものを残してきた。しかし特別な場所で，特別な人が維持している

んじゃない。普通の人が普通に暮らして，そして維持できている。何でもないようで，こ

れは難しいことだと思う」。昨年，京都国際マンガミュージアム館長の養老孟司先生と対談

したときに，そんなお話をされました。 

 京都が世界に誇る素晴らしい京町家を残してきたのも，まさに京都に普通に暮らす多く

の人々の御熱意と御努力の賜物です。この京町家をしっかりと守り，更に磨きをかけ，未

来に引き継ぐ高い志と気概を共有される皆様が取り組まれてきた「京町家証券化事業」。準

備期間を含め約７年にわたる貴重なお取組により，数多くの実りある成果を収められまし

たことを，心から嬉しく思います。 

 京都府不動産コンサルティング協会をはじめ，関係者の皆様のかけがえのない御尽力に，

深く敬意と感謝の意を表します。 

 京町家は，山紫水明の自然，社寺などの歴史的建造物とともに，京都独自の美しい，風

情ある町並みを形成しています。それはまた，市域の４分の３を豊かな森林が占める京都

が大切にしてきた「木の文化」や，悠久の歴史の中で磨かれた暮らしの文化の結晶ともい

えます。 

 こんな魅力に満ちた京町家も，年々失われ続けています。これは市民共汗サポーターの

皆様と共に実施した１年半がかりの調査でも明らかになった憂慮すべき事実です。これか

らも京都が京都であり続けるために，この現状を何としても食い止めなければならない。

改めて私は，その決意を強くしています。 

 今後とも，成果と課題，志と行動を多くの皆様と共有しながら，京町家をはじめ京都の

優れた景観の保全・再生を推進し，「日本に京都があってよかった」，「京都に住んでてよか

った」と誰もが実感できるまちづくりに全力を尽くして参ります。 

 引き続き，皆様の御支援，御協力をよろしくお願い致します。 
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第 1 章 事業報告 

 

「京町家証券化事業の成果と反省」 

 

一般社団法人京都不動産コンサルティング協会理事長 岡本秀巳 

（株式会社都ハウジング代表取締役） 

 

 京町家の不動産証券化事業のアレンジャーとして、また特定目的会社事務の受託者とし

て、当協会の为宰者の立場から事業結了にあたり、いくつかのポイントについて思いつく

ままにその成果と反省を記述する。 

 

１．成功裏に終結した事業 

 事業期間中 5 期にわたり、目論見書記載通り年 3％の割合による配当（第一優先出資）を

実施し、終結時において出資金全額の返還と清算分配 2.1％を実施できたことは、不動産証

券化スキームの金融面における成功といえよう。 

 そして何よりも事業対象 3 戸の町家がオリジネーターによる取得時の惨状から改装再生

され、事業終了後においても町家として利活用されることを確保出来たことは、証券化事

業の大目的である町家の保全再生、利活用が達成できたということであり、本事業に関わ

った全ての人や組織と共に喜びあいたいと思います。 

 

２．副次的な成果 

 不動産証券化という手法が、いくつかの前提条件を有するとはいえ、小規模なケースで

もその有効性が確認できたことにより、中小不動産業者が適切な外部専門家と協力会社を

得ることにより、地方の不動産を対象に証券化事業を実施できることを実証し、不動産コ

ンサルティングの領域を拡大出来る可能性を見いだしたという副次的な成果をあげたと言

える。 

 さらに、ともすれば一匹狼的存在の不動産業者が事業目的に結集協業し、専門家、協力

会社、関連団体と協力関係を築き、官や公との連携を得ることにより、グループ化・組織

化して地域活性化や社会的な事業を先導し又は分担し、あるいは接着剤の役割を担うこと

が出来ることを認識し、次なる事業への自信と期待を生みだしたといえよう。 

 

３．オリジネーターの苦労 

 当協会の前身組織である、有限責任中間法人京都不動産投資顧問業協会が、本事業に先

行して木造 2 階建単身者用共同住宅（北区所在）を対象に京都不動産証券化特定目的会社

（近畿財務局第 4 号認可）として証券化事業を実施しており、その経験を基に今般の京町
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家事業を組成したが、公募による資金調達と金融機関による特定融資を得た点において、

先行事業とは決定的な違いがあった。 

 不特定多数からの公募資金調達は、当時の地方における小規模事案では先例がなく、全

く手さぐりでのアレンジメントとなり、地元 2 行庫によるノンリコース型融資についても

十分なドキュメントを準備できたとはいえず、有担保であったとはいえ事業の公益的側面

と当協会会員各社の信用力をバックにした特別な配慮による融資をお願いすることとなっ

た。 

証券法制の例外として、不動産取得者（オリジネーター）による出資募集が認められて

おり、ハチセ（株式会社八清）には、会社始まって以来の証券募集業務を担っていただく

こととなり、率先する社長とそれに呼応した社員の献身的な協力により、短期間での集中

した業務を完遂できたことは、大きく評価されるところである。 

 

４．困難であった町家取得 

 本事業に先立って実施され、当協会も参加した国交省の研究会（調査事業）では、京町

家の証券化は困難という結果が出ていた。これに対して当協会は、アレンジメントフイに 3

千万円もかかるはずはないし、もっと出資規模が尐なくてもできるとの（今から想えば根

拠薄弱な）見通しにより、「地元の京町家を、地元のスタッフ関係者が協力し、地元を中心

とする資金調達により証券化事業を実施し、地元の振興に寄与する」とのコンセプトでス

タートをきった。 

 事業対象の町家の取得は困難を極めた。京都市やまちセン（財団法人京都市景観まちづ

くりセンター）の担当者と共に、2 年にわたりいくつもの町家を見て回った。なかでも大丸

向かい側の大型町家については、購入者が競合して一声で数百万円アップの価格交渉とな

り、価格高騰は「町家の保全利活用にはプラスにならない」との内部関係者の声により断

念したが、当該町家の現状を見るにつけ苦渋を禁じえない。 

 結果として店舗用途 3 戸を対象として事業開始することになり、居住用を加えることが

出来なかったという無念さを最後までひきずることになった。 

 

５．アレンジャーの艱難辛苦 

 3 軒目の町家を取得することとなった時から、資産流動化計画等の金融庁（近畿財務局）

届出書類をはじめとするドキュメントの作成にとりかかったが、アレンジャーにとって難

渋を極めた作業となった。 

 公募による資金調達や特定融資もあった為、デューデリジェンスの一部を除くとフルス

ペックに近いドキュメントの質と量となり、これらは先行事業の経験をはるかに超えるも

のであった。加えて会社法や不動産登記法の改正にも遭遇し、マニュアルやハウツー本も

なく、井出保夫先生をはじめとする専門職者に協力を仰ぎつつ、高密度の 2 ヶ月を経験す

ることになった。 
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 日中は各方面と連絡を取り合って調整工作を行ない、夜遅くまでドキュメントの作成に

没頭する、この様な連日を文書作成面で支えてくれた女子社員に、誌面を借りて感謝を申

し述べたい。 

 オリジネーターとの調整により事業開始日が平成 18 年 6 月 16 日と決まり、アレンジメ

ントに集中した 4～6 月の 3 ヶ月間は筆者の人生において、体力と精神力の限りを尽くした

期間として大切にしまっておきたい。 

 他方、時間的な制約と能力の欠除、研究調査不足により、金融機関をはじめ各方面に迷

惑を掛けたことをお詫びし、だいこう証券ビジネス株式会社担当者の積極的なリカバリー

があったことに感謝して記しておきたい。 

 

６．事業対象としての町家 

 事業関係者にとって共通した心配は、町家が事業期間中に災害にあって大変なことにな

らないかということであった。幸い大過なく事業終結したが、火災保険以外には対応する

術がなく、台風等による損害があれば町家であるだけに多額の修理費となり、事業が維持

できなくなる危険性を常に内包していたのである。 

 この点は証券化に限らず町家を舞台とする事業には必然のリスクであり、関係者の日常

的な防止策、即ち地域・住民の知恵と生活慣行といった古来からの地域力、住民力を再生

し、根付かせるという課題が存在し、今日のまちづくりひとづくりに結がるところである。

町家の保全利活用は単に古い建築物を残すということではなく、京都の生活文化の圃場を

守り育てるということであろう。 

 なお、証券化実施期間は、不動産価格が続落するときにあったが、当協会においては心

配する向きは尐なかった。町家は当初の飲食店利活用からシェア―ハウスといったニーズ

を開拓し、常に進化を続けており、すまいとしても根強い人気を保っており、今後共急激

な価格変化は見られないだろう。 

 

７．社会貢献志向の出資 

 本事業の出資募集は短期間にも関わらず、募集金額を上まわる応募があり、申込者に減

額をお願いし、あるいはお断りすることとなった。予想しなかったこの作業にオリジネー

ターのハチセは更に苦労を重ねることとなり、特に趣旨に強く賛同を述べる申込者に対す

る説得と謝罪は辛かったとのことである。 

 出資者に対するアンケートまとめ（2007 年 5 月発行の報告書掲載）によると多くの出資

者は配当率がもっと低くても、場合によっては無配当でも出資したとし、町家の保全利活

用という社会的公益的事業への協力意志が強かったことが判明した。 

 この様な社会貢献志向の出資者の存在は次の事業への意欲と期待につながるものであり、

受け皿事業の組成が求められていると言える。近時における信託銀行の社会貢献志向の出

資者を対象とするファンド組成はこの先がけであろう。 



6 

 

 

８．金融庁（近畿財務局）への届出 

 不動産証券化事業は「資産流動化に関する法律」に基づく金融事業として、金融庁に対

する届出（事業規模が大きくなると認可）が必要であり、届出書類の記載内容と事業の実

施は関係する全ての法律に渡っての遵守が当然であった。 

 巷間に、金融機関の業務処理の正確公正遵法性は伝え聞くところであったが、近畿財務

局金融監督部署の対応はまさにそうであった。例を挙げれば、資産流動化計画届出直前に

登記事頄証明書の記載が「瓦葺」から「かわらぶき」となり、全ての書類の文字を変更し

なければならなくなったこと、1 件の転貸借契約で転貸賃料を 1 万円減額したとき（京町家

証券化会社の賃料は変更ナシ）や、転借人が個人経営から法人成りしたとき（法人成りす

ることは当初から計画に記載していた）等々において、資産流動化計画の記載事頄変更は、

全出資者に対する社員総会を招集し承認決議を経由し届出しなければならなかった。 

 これらの手続きに対して、窓口対応官は極めて人間的であったが、届出書類の内容に対

してはあくまでも毅然としたものであった。 

 そもそも米国から持ち込まれた証券化手法は何百億という資産規模での事業を想定して

おり、関与者は全てその道のプロである。それであれば前述 4 頄に記したアレンジメント

フイの金額にしても、京町家証券化は困難とする結論についても納得するところである。 

 国土交通省が当事業開始後に地方における不動産証券化の普及事業をすすめたが、陸続

とはならなかったことはうなづけるし、先日の報道によると資産流動化法の改正が検討さ

れている様で遅まきではあるが歓迎したい。 

 以上の経験から当協会は次の事業を「荷の軽い」手法でと考えた次第である。 

 

９．専門職者の協力 

 当協会は本事業を地元のスタッフによって実施するとのコンセプトにより、既往取引先

の専門職者に業務を依頼し、京都の先生方に全ての実務を担っていただいた。未経験の業

務もあって、各先生方にはかなり手をわずらわせた上、報酬は割安に無理をお願いした。

特に田中伸弁護士には交通費程度でリーガルチェックをしていただき、その責任の重さか

らは許していただけない仕儀となり、普段のつき合いがあるとはいえ誠に申し訳なく存じ、

事業結了した今は、ただただ感謝申し上げるばかりである。 

 次期の事業をすすめるに当っては、これら専門職者のコスト（十分な金額とはいえない

が）を折り込んだ計画として事業経済性を検証するつもりである。 

 

１０．事業関係者への感謝 

 解散を決定し、出資金を全額返還するとの文書を送付した頃、門川市長から突然に電話

が入った。門川大作氏は当事業の出資者であることは承知していたのであるが、事業のサ

ポーターであった京都市のトップから直接の電話には驚いた。ひとしきり町家の保全利活
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用で話がはずみ激励の言葉をいただいたが、今般の事業には都市計画局の景観担当部署を

はじめ多くの課所担当者のご協力をいただいた。出資募集時の目論見書のスキーム図にサ

ポーター京都市と記載してあったのは当事業にとって大きな信用補完となり、事業成功の

礎であったといえる。 

 当協会と共同で京町家証券化事業研究会の事務局を担った財団法人京都市景観・まちづ

くりセンターの役割は見のがせない。常に当協会メンバーと共に喜怒哀楽を共にし、力を

貸していただき支えていただいた三村先生（理事長）をはじめとする職員の皆様にお礼を

申し上げます。 

 京町家のオーソリティである NPO 法人京町家再生研究会の役員の皆様には、ともすれば

流れのままに処理しがちな当協会に対し、折にふれ町家の原点を指摘いただき、道を踏み

はずすことなく終結まで至ったことをありがたく喜んでおります。 

 京町家証券化特定目的会社の代表取締役の井上誠二氏、取締役の佐々木照氏・今安博和

氏、監査役の堀江眞造氏・大谷孝彦氏・吉田泰雄氏の事業終結までのご奉仕に感謝申し上

げます。特に井上社長には不安も心配もあったところをデンと構えていただき、届出書提

出遅滞による始末書の時は近畿財務局に行っていただきました。お詫びし、お礼申し上げ

ます。 

 多くの方の熱意と善意の結集であった京町家証券化事業の結びにあたり、事業関係の全

ての方にお礼を申し上げ神仏の加護に感謝したい。 

 

 

「京町家の証券化事業を終えて」 

 

株式会社八清代表取締役 西村孝平 

 

まず、この事業が５年間無事に終了した事に関係者各位、証券購入者２０９名の方に御

礼申し上げます。証券の販売に関しては本当の意味の公募であり、購入者の目処もないの

に５５００万の証券販売は不安と期待が交錯する思いであった事を今も鮮明に覚えていま

す。 

お陰様で１週間という短期にもかかわらず７２３０万の申し込みを頂いた時は本当に嬉

しかったです。弊社はこのプロジェクトのオリジネーターとして３物件の京町家提供者で

あり、又サブリースのマスターレッシーであり且つ管理運営会社として今回事業に携わら

していただきましたが良い意味で勉強させていただいたと思っています。 

５年間を振り返ってみますと、当初から苦労の連続でした。京町家の証券化で問題にな

ったのは配当金でした。本来、京町家は居住と店舗の複合住宅であり当初は居住物件の貸

家を想定していました。しかし不動産証券化のリートの配当が当時平均４％ぐらいで、京

町家もそれぐらいの配当をしないと証券が売れないのではと思い、物件選択からつまずき
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ました。京町家の住居系町家は改装をすべて家为側が負担し、尚且つ家賃設定はそれほど

高くはなりませんでした。京町家の構造はあくまで居住ベースの建物なので大空間を作る

店舗には向いていませんでした。しかし証券が売れなくては意味がありません。仕方なく

居住用から店舗用に物件を変更したのですが、配当が出せて、店舗に向く物件はそんなに

簡単に見つけられませんでした。当時１０名ほどの有限責任中間法人京都不動産投資顧問

業協会のメンバーからも適当な物件が提供されず、結局３件を集めるのに２年間かかりま

した。何とか１億５００万の物件が集まり３％の配当を目標に証券を販売したのですが、

結果から言うと今回の京町家の証券化に限っては３％の配当に拘る必要がなかったことが

後のアンケートから分かったのでした。もし３％の配当でなくてもよければ住居の町家も

今回の事業に入れられたのにとくやしい思いをしました。 

収益の安定を目指すために八清がマスターレッシーになり家賃の保証をすることになっ

たのですが、これも収益率を高めるため最低の利益で保証しなくてはなりませんでした。

今回はすべて家賃の９０％の家賃保証となり事業としてはかなりリスクの高い保証でした。

結果的には東山安井の物件が昨年の３月末に中途解約されて家賃を４か月分負担しなけれ

ばならないことになりましたが事業の終盤での解約でこれも「ほっと」したと言うのが本

音です。 

管理運営面では改装町家のため大きなトラブルはありませんでした。ただ、改装費の構

造にかかる部分は八清負担との約束でしたが、店舗と同時期の工事のため構造と店舗の意

匠の区別が難しいこともあり、施工を構造と店舗改装を２段階で施工をした方が良かった

と反省しています。 

良かった点としては事業の終了期限が来て昨年の６月から販売にかけたのですが、鑑定

士の鑑定した価格より高く売れて一般の証券の購入者や第２優先の不動産投資顧問業協会

（現、京都府不動産コンサルティング協会）の人たちに損金を出さないで売却できた事は

非常に嬉しかったです。手弁当で皆さんに協力していただいたうえで事業で損金を出す事

は本当に辛いと思っておりましたから、約束どおりの配当と元本をお返しできた事はこの

上もない喜びであります。 

今回の成功の要因は京町家を残そうという市民の意思が強く反映されて来たからだと思

います。まさしくこの事業は府立大学の宗田准教授の言う「市民の公共投資」であり、京

都の街並みは市民の財産である事の証明にもなったと思っています。今回の事業にご協力

いただいた皆さん、本当にありがとうございました。 
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事業経過（自 2004.4.15~至 2010.12.7） 

 

年 月 日 
曜

日 
事   頄 

04 4 15 木 京町家不動産証券化実施に向けての研究会（以下「研究会」）第 1 回

会合開催 

04 7 20 火 東山安井の町家をハチセにて取得（04/12/27 賃貸借契約締結） 

05 6 27 月 新町六角の町家をハチセにて取得（05/10/28 賃貸借契約締結） 

05 12 19 月 新宮川町の町家をハチセにて取得（06/3/30 賃貸借契約締結） 

06 4 11 火 第 15 回研究会開催（拡大） 

・専門職者・金融機関も交え、京町家証券化事業の概要を審議・承認

し、スタートを切る。アレンジメント作業開始 

06 4 24 月 京町家証券化特定目的会社（TMK）成立 

06 5 9 火 臨時社員総会開催 於：ルビノ堀川 

・5/1 付商法改正（会社法施行）に伴う資産流動化法の改正により、

定款変更を議決 

06 5 30 火 ハチセと特定目的会社の「不動産売買契約」「サブリース原賃貸借契

約書」締結 

06 6 5 月 臨時社員総会開催 於：ルビノ堀川 

・資産流動化計画等承認 

06 6 12 月 近畿財務局に資産対応証券募集等取扱業務開始届を提出（6/15 受理 

近畿財務局（譲）第 22 号）。同じく資産流動化計画を提出（6/15 受

理 近畿財務局（会）第 17 号） 

06 6 18 日 取締役会開催 於：会社 

・優先出資証券の発行議決 

京町家証券化シンポジウム（証券化説明会）開催 於：京都市景観・

まちづくりセンター 参加者 220 人 

・優先出資の募集を PR 

06 6 19 月 優先出資申込受付開始（オリジネーター：ハチセ） 6/26 申込締切 

06 6 22 木 NHK-TV（大阪）にて放送 PM6:10（オリジネーター・西村出演） 

06 6 28 水 不動産売買取引 3 件実行 証券化スタート 

第 1 優先出資者 209 人確定、京都銀行・京都中央信用金庫からの融

資実行 

06 7 11 火 第 1 期定時社員総会開催 於：ルビノ堀川 

・第 1 期（事業未実施期間）決算を承認 
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06 7 25 火 第 16 回研究会開催（拡大） 

・証券化実施報告、関係者全員による意見交換 

06 8 2 水 出資者にアンケート実施（TMK 及び京都大学丸谷研究室が共同で）

（～8/16） 

06 8 21 月 優先出資証券を各出資者に郵送。第 1 期決算報告も同封 

06 8 23 水 近畿財務局に追加書類並に第 1 期報告提出（8/24 受理） 

06 10 13 金 第 17 回研究会開催（拡大） 

・アンケート結果の報告。報告書を作成することになる 

06 11 25 土 立命館大学経営学部校友会为催の第 2 回経営学振興事業セミナー「京

の町家ブームの実態と問題」において、京町家証券化事業について報

告（岡本・西村） 

07 4 21 土 京町家不動産証券化実施報告会「京町家証券化の成果と課題、今後の

展望」開催 於：京都市景観・まちづくりセンター 

07 5 22 火 第 18 回研究会開催 

・報告書の活用及び配付方について協議 

07 7 24 火 第 2 期定時社員総会開催 於：長谷川公認会計士会議室 

・第 2 期決算（事業 1 年目）を承認し、第一優先出資に対し 2.75％

（年利 3％）、第二優先出資に対し 4.59％（年利 5％）の配当を実施 

07 8 8 水 第 19 回研究会開催（拡大） 

・第 2 期決算及び配当について意見交換 

07 8 28 火 近畿財務局に第 2 期事業報告書を提出（8/31 受理） 

07 12 13 木 第 20 回研究会開催（拡大） 

・京都市都市計画局里見理事を迎え意見交換 

08 7 1 火 第 3 期定時社員総会開催 於：京都市景観・まちづくりセンター 

・第 3 期決算を承認。事業 2 年目は第一優先出資に対し 3％、第二優

先に対し 6％の配当を実施 

08 10 10 金 近畿財務局に第 3 期事業報告書を提出（10/15 受理） 

09 2 16 月 第 21 回研究会開催（拡大） 

・特定出資者法人名の変更について報告（有限責任中間法人京都不動

産投資顧問業協会を一般社団法人京都府不動産コンサルティング協

会に）、不動産管理信託手法による京町家保全利活用の提案 

09 5 12 火 取締役会、次いで臨時社員総会開催 於：京都市景観・まちづくりセ

ンター 

・資産流動化計画の変更を議決（特定出資者の名称変更） 

第 22 回研究会開催（拡大） 

・不動産管理信託手法について意見交換 
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09 5 25 月 近畿財務局に「資産流動化計画変更届」提出（5/25 受理） 

09 6 30 火 第 4 期定時社員総会開催 於；京都ガーデンパレス 

・第 4 期決算（事業 3 年目）を承認。第一優先出資に対し 3％、第二

優先出資に対し 6％の配当を実施 

09 8 27 木 近畿財務局に第 4 期事業報告書提出（8/27 受理） 

09 9 23 水 第 23 回研究会開催 

・第 4 期決算及び配当について意見交換 

10 1 29 金 臨時取締役会開催 

・臨時総会開催の件、出口対策について協議 

第 24 回研究会開催 

・事業の経過報告（出口対策）、管理信託の報告 

10 3 5 金 臨時社員総会開催 於：京都市景観・まちづくりセンター 

・資産流動化計画の一部変更  可決（5/10 近畿財務局届出受理） 

①計画期間の繰り上げ終了、②東山安井店舗の転借人退去 

10 4 1 木 京町家 3 戸の販売開始（仲介：ハチセ） 

10 5 20 木 臨時取締役会開催 

・資産流動化計画中の一部の語句を削除する変更を軽微な変更として

決定（5/24 近畿財務局届出受理） 

10 6 21 月 六角新町店舗 売却取引 所有権移転登記 2行庫に対し借入金額返

済 

10 6 28 月 東山安井店舗 売却取引 所有権移転登記 

第 5 期定時社員総会開催 於：長谷川公認会計士会議室 

・第 5 期決算（事業 4 年目）を承認。第一優先出資に対し 3％、第二

優先出資に対し 3％の配当を実施 

10 7 12 月 近畿財務局に第 5 期（事業 4 年目）事業報告を提出（7/14 受理） 

10 7 27 火 臨時社員総会開催 於：京都ガーデンパレス（PM3:00） 

・資産流動化計画の一部変更 可決（8/9 近畿財務局届出受理） 

六角新町の店舗の転借人法人成り、新宮川町の店舗の転借人法人成

りと転賃貸料の減額 

臨時社員総会開催 於：京都ガーデンパレス（PM3:20） 

・①会社解散、②解散に伴う清算人に井上誠二氏を選任 可決 

第 25 回研究会開催 

・3 物件の売却後の活用、残余財産分配、第 6 期決算について協議 

10 8 10 火 新宮川町店舗 売却取引 所有権移転登記 これにより会社解散と

なる 

下京税務署に「解散の清算確定」申告書提出 
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10 8 11 水 官報に会社解散の公告掲載 

10 8 26 木 近畿財務局に「廃業届出書」提出（9/6 受理） 

10 10 21 木 第 26 回研究会開催 

・事業出口の経過報告、報告書発行内容及びアンケート内容の検討、

不動産管理信託のトライアル事業の実施報告 

臨時社員総会開催 於：京都市景観・まちづくりセンター 

・財産目録及び賃貸対照表の承認（残余財産）。出資金全額返還と利

益配当 1.6％を決議 

10 10 28 木 出資金の返還及び残余財産の分配（振込）実施 

10 11 18 木 近畿財務局に「業務終了届出書」提出（11/24 受理） 

10 11 22 火 出資者に対してアンケート調査を実施（TMK 及び京都大学横田研究

室が共同で）（～11/01/19） 

10 12 7 火 臨時社員総会開催 於：京都市景観・まちづくりセンター 

・清算結了決算報告承認の件 可決 

第 27 回研究会開催 

・事業報告書発行について協議、アンケート実施について報告 

・当研究会の会員をほぼ承継して「京町家管理信託事業研究会」が発

足し、当研究会の活動を終了する 
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第 2 章 関係者寄稿 

 第 1 節 京町家証券化特定目的会社役員 

 

「証券化報告書」 

 

京町家証券化特定目的会社取締役／有限会社イマヤスハウジング 今安博和 

 

今回、京町家証券化特定目的会社の役員と言う事で、かかわらせていただきましたが、

なにぶん、知識不足等で 力になれなかったのが残念でした。岡本 秀巳さんを始め、井上 

誠二さん、西村 孝平さん等、京都でも有数の不動産業の方が、ボランティアでやられた事、

頭が下がる重いです。そしてなにより、出口もうまくいき出資をお願いしていた人達にも、

ご迷惑をかける事無く終われた事、ありがたく思っています。 

今後ですが、あまりにもリスクが高いので、この手法は最初で最後になると思います。

この事で、たくさんの勉強をさせて頂いた事、皆様が、京町家に興味を持っておられる事

等、えられた事が多かった様に思われます。 

 

 

「京町家証券化事業のこと」 

 

京町家証券化特定目的会社取締役／有限会社名神不動産 佐々木照 

 

今回の京町家証券化事業につきまして、お世話係りの一人として参加させて貰い、大変

感謝しております。中心になって采配を振るわれました井上さん、岡本さん、西村さん、

吉田さんの努力は素晴らしいものでした。大変なことやったと思います。 

さて、京町家の証券化事業。とても難しいことと感じています。 

京町家証券の募集においては、その安全・安心の保証のあり方、出資の利回り、京都市

にとっての重要性のあり方、等、説明にとても苦労しました。募集段階の期間が短かった

こともあり、結果は本証券化事業に関わっている関係者の信用力が大変重要でした。しか

し、一石を投じたことは良かったと思います。この後の事業を期待する旨の意見も多々あ

ったと聞きますと、第二、第三も出来るかナ！と思った次第です。しかし現実は大変難し

いことと感じています。 

人口の減尐が一歩一歩進んでいる京都市は、路地が約５５００からあり、建直しが前向

きに出来る路地はその 20％も無いということ、且つ古住宅の空き家がとても増えてきてい

るということ。（東山区は 20％強、他の区でも 10％以上） 

京都市においては、町家住宅の再生はとてもとても重要なことと思います、このままで
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は京都市の空き家は増え続けると思います。一般社団法人京都府コンサルティング協会（理

事長岡本秀巳氏）では、管理信託の手法により、京町家の再生を進めるべくとの方針、方

法として努力すべきと考えています。 

私の思いますところ、京都に多くある町家の所有者の方々には、大半再生する工事の費

用調達に方法を持っていない。そして、高齢者の方が多い、売却するには難しい幾多の問

題があり、個人個人として皆様が町家再生の方法を持っていないのが現状と思います。方

法として私達事業者があるべき方法を努力するのはもちろんですが、特に行政（京都市）

金融機関が、町家再生に一般の方々が取り組めるよう最大の努力が必要と思います。町家

再生は京都にとって大きな課題です。不動産業界にとどまらず、産業界全体の問題として

取り組むべきことと思います。 

 

 

「京町家証券化事業の終了」 

 

京町家証券化特定目的会社監査役／NPO 法人京町家再生研究会理事長 大谷孝彦 

 

2006 年にスタートした京町家証券化事業が成功裏に終了し、真におめでとうございます。

たいしてお役にも立てませんでしたが、関係の皆様方には、新しい取り組みで様々な試行

錯誤もあり、また色々と複雑な手続きのある中、本当に御苦労さまでした。町家再生にと

って資金的な支援は必須のことがらですが、また一番難しい課題でもあります。今回、町

家を大切に思ってくださる方々からの多くの出資を得たことは大きな収穫でした。3 件の物

件はいずれも事業系のものでしたが、今後住まい系の物件でも成り立つ取り組みも大切か

と思われます。今後の不動産管理信託事業に期待するところが大ですが、種々の面での研

究が必要と思われ、またまたの苦労が予想されます。しかし、町家再生もようやく世界が

開けてきたようにも感じられる中、更に前向きに事を進めて頂きたいと思います。 

 

 

（寄稿） 

 

京町家証券化特定目的会社監査役 堀江眞造 

（元京都市職員） 

 

当事業への感想を求められたが、会計書類の最終チェックをする立場の者が事業の成果

に触れるのは尐々面映ゆい。 

私たちのもとへ書類が届く過程で多くの人たちが関与し大きな努力をされたと聞く。対

象物件こそ３件と尐ないが、公募による６５０口の出資者、当目的会社の錚々たる経営陣、
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更に弁護士、会計士などの専門職顧問団、金融機関、行政と関わった人達の輪は広く大き

い。 

この度、出資金の全額返還と残余財産の分配を実行され無事清算事務が終了した。当事

業は関係者が利害の立場を超えてボランティアの精神で取り組まれた。京町家の保全への

成果は直接の物件の完結のみならず関係者による内外への大きな影響を見落としてはなら

ないと思う。 

京町家は老朽化し、空き家が増えているようだ。その対策は急がれる。この度の事業で

培われたエネルギーが継続されるよう期待している。 

 

 

第 2 節 独立監査人 

 

「『京町家証券化』プロジェクトを終えて」 

 

                 公認会計士 長谷川佐喜男 

 

最初に京町家証券化の話を最初に聞いた時には、本当に実現可能なプロジェクトである

のか、不安要素を抱えながら見守っておりました。元々不動産証券化とは、不動産が生み

出す将来的な収益を予測して、資金調達をする金融手段の一つです。長期的な高額収入を

得るためには、一等地にある賃貸マンションやテナントビルが適している訳です。その意

味では、今回の京町家は真逆の存在で立地条件の良い町家で居住用ではなく、事業目的の

使用としても賃料は低額であり、収益性には乏しいものです。多くは戦前の建物であり、

耐震性や防火基準から考えると非常に危険性が高く、消滅というリスクが一番気になると

ころでした。監査を任される立場としては、危険性を知りながら書面にサインをしたわけ

ですから、何事もなく事業が終了したことでホットしているのが本音です。 

現時点、ビジネスとしては成り立ちませんが、新しい金融スキームが京町家再生・保全

に役立ち、今回の取り組みが全国的に注目を集めたことは意義のあることでした。 

 

 

「京町家証券化を振り返って ～責任ある証券化スキーム～」 

 

公認会計士 吉井英雄 

 

「証券化スキーム」は、不動産等の資産の生み出す収益を元手に投資単位を小口化して

広く資金調達をしようというスキーム（仕組み）であり、理論的には非常に優れているか

もしれないが、その仕組みが余りにも複雑で一般投資家（特に個人）には内容がわかりづ
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らく、内包されているリスクも非常に分かりにくい。しかも当初スキームを作った人達（オ

リジネーターやアレンジャーさらには法務や税務など一部の専門家）は、スキーム組成時

に大きな報酬を得てさっさと退散していることが通常で、後には自分で投資リスクを背負

った投資家が残されるだけ、という言わば非常に「無責任なスキーム」である。しかもア

レンジャーらへの報酬のため、資産本来の収益性に比べてスキームの配当は相当低くなり、

この結果、一般投資家はすべての投資リスクを負うのに低いリターンしか得られないとい

う矛盾した地位に（ほとんどの場合、そうとは気づかずに）甘んじている。この矛盾が顕

在化した典型例が、世界金融危機にまで発展したサブプライムローンの証券化であった。 

今回のプロジェクトでは、これに対し、オリジネーター、アレンジャーをはじめ関係者

が証券化期間にわたって関与を続けるという「責任あるスキーム」であったと思う。とく

に不動産投資協会の岡本理事長は、ほとんどボランティアといえるわずかな報酬で、証券

化の全期間を通じて、本業の傍ら関係者との調整や監督官庁（とくに金融庁）との交渉を

続けてこられた。岡本氏のご尽力には頭が下がる思いである。京町家の生み出す収益が低

いための苦肉の策であったとも言えるが、それにもかかわらずアレンジャーをはじめとし

たこれだけ多くの専門家が（無報酬に近い条件にもかかわらず）集結したことは、なんと

か京町家再生を通じて尐しでも京都を元気にしたいという「思い」が一つの方向に向かっ

たからだろうと思う。こうした「思い」が、専門家達の顔が見えないとされる「無責任な

証券化スキーム」を「責任ある証券化スキーム」に変えた。 

一専門家の立場から言えば、その分、業務上のリスク（監査意見表明）やそれに至る仕

事量に見合った本来の報酬からは程遠く、「証券化ビジネス」にはとてもなり得なかったが、

今回のプロジェクトから得たものはそれ以上に大きかったと思う。 

 

 

第 3 節 専門職者 

 

（寄稿） 

 

税理士法人京都経営／株式会社京都経営コンサルティング代表社員・代表取締役 

 税理士 大江孝明 

 

京町家証券化特定目的会社の設立から、各事業年度の確定申告、そして最終清算結了ま

でに関わる会計・税務を担当させていただきました税理士の大江孝明です。 

特定目的会社は、不動産の証券化を行うための器（ビークル）として用いられ、一定の

要件をもとに税務上の優遇措置として「支払配当損金算入」が認められ、配当を通じて投

資家へのパススルー課税が図られているのが大きな特徴です。 

会計・税務を担当する中での最重要課題は、やはり税務上の優遇措置「支払配当損金算
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入制度」を毎期適用していくため一定の要件を確実にクリアしていくということでした。 

その一定の要件の中に９０％ルールがあり、利益配当の支払額が配当可能所得の金額の

９０％超であることが求められています。（平成２１年度の税制改正で、利益配当の支払額

が配当可能利益の９０％超であることと改正されました。） 

今回の京町家３戸の証券化スキームでは、売上・利益規模も小さく、尐額の税務調整が

発生すると９０％ルールを満たさなくなってしまう可能性もあり、この点だけには細心の

注意を払って各事業年度の確定申告をさせていただきました。 

各期の配当に加え、清算配当まで「支払配当損金制度」を無事適用でき、税理士として

最低限のお手伝いができたことはとてもうれしく感じています。 

京町家証券化特定目的会社の会計・税務を通してたくさん方々にご協力いただき、また

たくさんの勉強をさせていただき本当にありがとうございました。 

 

 

「京町家証券化事業のまわりでウロウロ」 

 

俣野・古田合同司法書士事務所 司法書士 古田義幸 

 

司法書士の業務が、今回の事業のどんなところでお役に立てたのか？木を見て森を見ず

どころか、木すらもよく見てなかったのではと感じている次第でいささか心もとない。 

不動産の証券化という手法自体が新しい試みであり、しかも京町家をその手法を用いて

保存再生しようとする試みのごく一部に携ることができた感想を述べたい。 

司法書士の業務の中で、今回の事業においては、特定目的会社の設立登記から始まる会

社登記関係の諸々。不動産の購入時における所有権移転登記ならびに金融機関からの借入

についての担保設定の登記手続き等などである。ただその間の証券化の諸手続においては、

知らないうちに進んでいたというのが実情で、関係各位のご努力には敬意をもってはいた

ものの、ボーっとしていたのが正直なところである。 

更に最終段階にすすみ、購入した不動産を新たな買为さんに引き渡すべく担保抹消と所

有権移転の登記手続きに立会い、そして特定目的会社の解散決議に基づき解散登記手続き

を行い、公認会計士の先生の計算書類に基づき、清算結了の登記手続きに至った次第です。 

京町家を保存再生しようとすると、登記名義人のことがポイントになります。今回はあ

りませんでしたが、登記名義人が死亡しておれば、相続登記をしないことには、次の段階

に進んでいくことができません。放置してある京町家にあっては、相続手続きが困難であ

ることが放置の原因となっていることが尐なくありません。既に発生している相続の解決

はもとより、生前からの相続対策が、最近の相続税法改正の動きとも相俟って、重要にな

ってくるものと思われます。 

関係の皆様方におかれましても、事前の相続対策の重要性を認識いただき、早め早めの
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専門家の有効活用をおすすめして、今回の感想とさせていただきます。 

 

 

「証券化事業に係る鑑定評価について」 

 

都市不動産鑑定所 不動産鑑定士 佐藤正彦 

 

昨年、成功裏に終結した京町家証券化事業に際しては、投資家保護のため投資採算価値

を示すよう「資産流動化に関する法律」で投資不動産の鑑定評価が要求されており、これ

に携わった者として一言述べてみたいと思います。この評価では、ＤＣＦ法に基づき試算

される収益価格が評価額を決定づけるのですが、そこでは割引率等の利回りの判定もさる

ことながら、出口である転売価格の予想が最も困難な問題でした。本事業がスタートした

2006 年５月まで～それからしばらくは京都市内の土地価格も上昇を続けていたのですが、

2008 年９月のリーマン・ショックによる世界的な金融危機・世界同時不況が日本の景気、

不動産市場にも大きく影響した結果、その後下落が続きました。幸い昨年から地価が回復

の兆しを見せ始め、事業当初固めの評価をしていたことと相俟って、ほぼ予想価格以上で

転売されたことでほっとしましたが、地価の将来予測の困難さを改めて思い知った評価で

した。 

 

 

第 4 節 金融機関 

 

（寄稿） 

 

京都銀行法人部観光支援室長         秋野稔 

京都中央信用金庫営業推進第一部営業開発課長 根本一 

 

この度、京町家証券化事業が成功裡に終了されましたことをお喜び申し上げます。約５

年間の事業期間の中で、京町家の保全・再生・利活用のため積極的に支援された関係者や

専門家の皆様のご努力に対して敬意を表するとともに、地元金融機関として本事業に参加

させていただいたことに感謝する次第です。 

私ども地元金融機関は京町家証券化特定目的会社に対する特定融資を取り扱わさせてい

ただきましたが、融資書類の整備などの事務対応や公募型証券化における投資家保護の観

点からの徹底した検証など初めての試みも多く、今後の課題ともなりました。 

一方で、公募により多数の一般投資家の方が事業趣旨に賛同し、出資されましたことは、

京町家の保存・再生・利活用に対する一般投資家の関心の高さやニーズの高さを実感する
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こととなり、大きな収穫であったと考えます。 

今後も引き続き京町家の保全・再生・利活用に資する手法を検討されるとのことであり、

京町家の維持ひいては地域の活性化に繋がる取組みに大きな期待を寄せております。  

 

 

京町家証券化特定目的会社における不動産証券化を終えて 

（優先出資社員名簿管理業務に係る業務報告書） 

 

株式会社だいこう証券ビジネス証券代行部 

 

京都府で初めて不動産証券化事業が発足した平成 15 年 6 月頃、当時京都不動産顧問業協

会（現 一般社団法人京都不動産コンサルティング協会）から当該証券化事業に係る事務に

ついて、弊社の事務経験及び不動産証券化案件の受託実績等を評価いただき特定目的会社

の組成から清算まで、出資者様の名簿管理や総会運営等に係る事務を受託させていただき

ました。 

弊社としましては、京町家の保全と地域活性化を「京町家」という特殊性がある中で本

事業を成功させるため、京都市や関連団体が一体となり、その実現に向けての並々ならぬ

努力に感銘を受け、同地域の一企業として参画させていただきました。 

本事業開始以前から清算まで様々な事象が発生しましたが、弊社のノウハウが微力なが

らもお力添え出来たことを大変喜ばしく思う次第でございます。 

本事業を振り返り、本事業の開始当初及び清算に係る事務が非常に切迫した状態であっ

たと感じました。優先出資証券目論見書、優先出資証券、社員総会招集通知等の印刷物の

作成日程が非常にタイトではありましたが、関係者の皆様のご協力により期限内での納品、

発送ができました。 

本事業が成立した後、他県から類似した証券化案件についての問い合わせがあり、歴史

的建造物等の物件保全を目的した同様案件は当時としては需要があったようにと思います。

その後、平成 20 年のリーマン・ショック以降、日本の証券化商品や不動産に対する影響が

多大であり、本事業の需要は激減しておりますが、本事業のようなスキームで社会的意義

をアピールし、公官庁関連の証券会社や金融機関等への助成を厚くする方向性が高まれば、

ＣＳＲの観点から地元金融機関等の企業協力も得られる可能性も高いと考えます。 

今般では管理信託スキームを利用した手法での京町家保全・利活用が開始されており、

事業の特性上、本事業では参画できませんでしたが、今後も京町家の発展を陰ながら祈念

いたします。 

 

 

第 5 節 購入者・テナント 
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（寄稿） 

吉田憲一郎 

 

京町家証券化事業に携われてきた大勢の方々、プロジェクトが無事にクロージングを迎

えられたこと、おめでとうございます。当初は予想されなかったご苦労もあったかと思い

ますが、皆様の熱い想いが成功裏に終了した最大の理由だと思います。 

昔から「京都」に憧れており、何らかの地縁を持ちたいと思っていたのが今回の物件取

得のきっかけでした。仕事で海外に出かけることも尐なくないですが、歴史的建造物や伝

統的街並みといったハード面、食事・文化・ホスピタリティーなどソフト面において、京

都は間違いなく世界トップクラスの都市です。 

また、「町家」の希尐性にも注目していました。第二次世界大戦の空襲や戦後の無秩序

な不動産開発の結果、日本の伝統的な木造建築の多くが失われました。海外でも同様の都

市型コミュニティーである中国北京の胡同などが近代化の波に晒されています。 

とはいえ、一介のサラリーマンが、それだけで取得を決断したわけではありません。今

回の物件は利回り５％台と決して高いとはいえませんが、当面のキャッシュフローが期待

できるという点が大きかったといえるでしょう。また、花街に近い BAR という立地と業態

にも魅かれました。 

満期付きの証券化事業は最終的には、EXIT のために売却先を探す必要があります。その

ために建物の資産価値の維持とともに、買い手の経済合理性を確保することがポイントと

なるでしょう。 

しかしながら、住宅などの物件で投資家の要求するリターンまで高めるのは現実的では

ありません。近年は大企業を中心に社会貢献の意識も高まっており、京町家の保全・再生

の意義を訴えていくことも一つの方向性かと思われます。 

 

 

「京町家の証券化物件について」 

 

丹波 誠己 

 

2006 年半ばから京都市東山区の宮川町の証券化物件において賃貸借契約を結び今年で 5

年目を迎える飲食店経営者です。京町家保存と、その証券化についての感想ということで

したので漠然とした内容で簡単にですがお答えいたします。 

京町家を証券化しその保全に貢献すると言うこと自体は、すばらしいことだと思います。

年々減尐する京町家ですがその文化的価値や、また観光資源としての観点から見ても貴重

な存在といえるでしょう。しかし古い京町家を証券化し、それを投資の対象とすることに
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対しては考え方がわかれるところでしょう。年利 3％（ぐらいだったと思いますが）程の利

回りで純粋な投資の対象として考えている人にとってはそのリスクを天秤にかけると利回

りは高くありません。投資や運用という考えではなく、あくまで京町家保存に対しての思

いをもっている方がどれだけおられるかが問題だったと思いますが、結果公募した金額に

達した（とお聞きしました。）ということでよかったと思います。私の立場は証券化物件に

入っている（借りている）店舗ということですので、出資された方と比べると間接的では

ありますが京町家の保存に対して若干ではありますが寄与しているのではないかという気

持ちもあります。また京町家バーを経営する者としては尐なからずそのことがモチベーシ

ョンともなっていることはプラスの要素だと思います。今後も京町家を保存していくため

には、利害云々ではなく、京町家を今後も保存していく必要性ということに対してどれだ

けの人々が理解と協力をしてくれるかが重要になってくるのではないでしょうか。 

簡単ですが以上です。 

 

 

第 6 節 出資者 

 

「京町家証券化特定目的会社についての感想文」 

 

中村富美子 

 

京町家について 

京都は文化都市として日本だけではなく、世界的にも重要な位置づけをされている都市

である。 

われわれは過去からそこに住み生活の拠点を置いてきたものであるが、戦後は物のアメ

リカ文化に代表される「使い捨て」観により古い物が見捨てられる生活様式となってきた。 

特に住生活においては、自然と切り離された気密性を重視したエネルギー無駄使いの住

空間を作り出してきた。 

それは一面では快適であり、機能的なものであるが、都市としての観点からみればそれ

だけがすべてとは思えない。 

上記に述べたことの対極として京町家は位置するが、工夫次第では安全性、快適性も確

保しつつ文化遺産としての面を残しながら現在でも十分活用出来ると思われる。 

 

証券購入の動機 

 平成 18 年 6 月フラットエージェンシーさんのご勧誘もあり、また私自身シンポジウムに

も出席し下記の理由にて「第一優先出資証券」1 口 10 万円を購入いたしました。 

１．京町家を保存したいという各方面の行政・団体の強い意欲に賛同しました。 
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２．ただ単なる保存だけではなく、レストラン等商業施設として活用する計画であること。 

３．証券発行に際し、弁護士、公認会計士、不動産鑑定士、一級建築士等の専門家が関与

していること。 

 

今後の課題 

 今回の投資は平成 22 年 10 月に終了しましたが、今後はこのような都市づくりのための

市民参加型投資意欲を増大させる計画が行政・民間協力のもと規模的にも大きなものがで

きることを期待したい。 

 

 

（寄稿） 

 

河邉圭子 

 

 この十年余りの間に、京都の伝統的、文化的町家を残そうという運動がなされてきた。 

 町家に住んでいる人々は、高齢化し、保存するには大変な苦労を伴う。そうかと言って

手放したくはない。そこへ、今、若者の中にこの町家を愛する人々が現れ、何とか活用す

ることができないかと思い、レストラン、カフェ、小物雑貨、美容院、等、あらゆる方面

での活用が考え出されている。 

 そういう人々の支援も兹ねて、町家証券化の方式は非常に良かったと思う。一人の金持

ちが購入するのではなく、多くの市民が尐しずつ出しあって保存するのは、町家をみんな

で維持しているので意義が大きいと思う。 

 株为にとっても配当も貰え、その出資が町家保存につながっていくのであるから。 

 

 

第 7 節 サポーター 

 

「京町家証券化事業の終了にあたって」 

 

(財)京都市景観・まちづくりセンター 

 

京町家を証券化することにより京町家の保全・再生・活用につなげようとする京町家証

券化事業研究会の取組は、大変先進的である反面、その先進さゆえの困難が予想されまし

たが、関係者の多大な努力で困難を乗り越えられてきたことに心から敬意を表します。 

当センターは、本研究会の事務局の一員として、また、京町家再生研究会や専門職顧問

団等と共に京町家証券化事業のサポーターの一員として、この取組を支援してきました。 
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当初、国の調査では、京町家の証券化は、一般的な証券化手法では採算面で実現性がな

いという結果が出されており、可能性があるとすれば、住民の地域貢献意欲などを生かし

た篤志的資金の調達の仕組み等が必要と指摘されていました。本研究会では、こうした資

金調達の仕組みづくり等にチャレンジし、関係者の熱意もあって、３軒の京町家について

事業期間を 5 年とする証券化事業の実現にこぎつけました。早いもので事業開始から５年

がたち事業は終了しましたが、今回のチャレンジを通じて、証券化の対象となる京町家の

確保の難しさ、また制度そのものの仕組みの煩雑さ等の様々な問題点が浮かび上がり、今

後の課題を明確にすることができました。今回の結果は、今後の証券化のあり方について、

また他都市での証券化の取組において参考になると思われます。 

平成20、21年度に実施した京町家まちづくり調査では、京都市都心部における京町家は、

年間 1.6％程度の減尐傾向にあるとの結果も出ています。こうした中で、京町家を未来に継

承していくための様々な手法について、その有効性を検討していくことがますます重要と

なっています。現在、別途、不動産管理信託制度に対する研究会も立ち上がっており、京

町家の保全・再生・活用への有効性を検討する取組が進められています。当センターも、

こうした取り組みを積極的に支援し、センターとしての関わり方を検討していく必要があ

ると考えています。 

 

 

「京町家不動産証券化報告書作成に当たってのコメント」 

 

NPO 法人京町家再生研究会 

 

減尐の一途を辿る京町家を１軒でも多く残すために、町家の持为を個人から不動産を小

口化して複数の出資者に移転するというこれまでの研究を具体化するものとして取り組ん

だ。ＮＰＯ法人京町家再生研究会は、町家を残すという趣旨を市民運動としてバックアッ

プする役割を研究段階で果たしたが、証券化実務そのものに関しては、不動産投資顧問業

協会が为体のＳＰＣに一任し、具体的な参加は皆無であった。証券発行に際して、京町家

ネット会員への購入呼びかけおよび複数口購入で協力した程度である。今回のプロジェク

トは無事成立したが、振り返ってみて以下の点が指摘しておきたい。 

 

① 結果的に３軒の町家が今回のプロジェクトに組み込まれたが、賃貸物件としての条件

からいずれも商業転用であり、住宅として活用できなかった。 

② 対象となった町家の改修について作事組の関与がなく、全て物件賃借側の事業者が計

画、施工した。情報センターとしても改修に際して種々要点を伝え、京町家の特徴を損

なわない改修方法を要望したが、工事側の十分な理解が得られなかった。結果的には、

ファサードに町家の面影を残すものの、京町家とは似て非なるものとなり、極めて商業
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的デザインによる改修となった。特に構造面、内部空間の改修は問題が多い。   

③ 対象物件が大き過ぎたため適当なテナントが見つからず、今回のプロジェクトに組み

込めなかったが、唯一、伏見の町家については作事組担当者が積極的に改修提案を行っ

た。これが組み込まれていれば今回のプロジェクトの評価が尐し変わったかも知れない。

しかし、不動産業者が事業として行う商業転用であったので、店舗活用としての改装に

重点がおかれ、改修部位に対するコストのかけ方での合意が困難であるため、結果的に

改修のあり方に満足を得ることは難しかったであろう。 

④ 今回のプロジェクトを推進した不動産業者のグループは、そのメンバーの殆どが情報

センターの会員である。したがって、京町家の保存再生の意義についての理解度は他の

業者に比べて並外れて大きいはずであるが、既存業務の延長として行う限りその業態特

性を払拭できず、却って中途半端なものになったと思われる。彼等の純粋ビジネスモデ

ルと再生研の考える証券化のモデルについて，その差異を詳しく検討しなければならな

い。 

⑤ 町家の不動産証券化は規模が小さく、一般のリートを対象とした法律の範疇では元々

成立し難いものであり、新たな法整備が必要である。再生研サイドでこのような事業に

取り組むためには、行政による支援（必ずしも保証を伴わなくてもよい）を前提として、

意識の高い地場企業出資の地域ファンドによる資金（地元金融機関からの融資を含む）

を元にしたＳＰＣによって物件を確保する必要がある。その上で、金融投資ビジネスで

はない町家不動産証券化モデルを引き続き研究していく。 

⑥ 今回、プロジェクトに関わる多くの関係者のボランティア性にも問題があった。実費

程度という言い方がよくされるが、法的手数料等を除いて実務を対象とした実費につい

ての考えを関係者で共有することが重要であった。馴れぬ手法の対応のみに追われた地

元金融機関の消極的姿勢にも問題が多く、協力的であったとは言い難い。 

⑦ 対象物件は１０年の定期借家となっているが、証券の期限が５年であり、その後の措

置について明確にされておらず、検討が必要である。 

 

編者注）2007 年 1 月 22 日付けで作成されたコメントであり、標題にある報告書とは、2007

年 5 月の「京町家証券化事業報告書－証券化の実際と今後の課題・展望－」のことを指し

ている。 

 

 

（寄稿） 

 

京都市都市計画局都市景観部景観政策課 

 

平成１５年度に国土交通省において実施された「地方都市部の不動産証券化促進に関す
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る調査」では，京町家証券化の実現可能性について，厳しい結果であったにもかかわらず，

京町家を何とかして残していきたい，という熱意で京町家の証券化に取り組まれたことは，

驚きでいっぱいでした。 

京町家証券化事業で京町家ファンを確実に捉え，事業の終結へと導かれた関係者の御尽

力には敬意を表する次第です。証券化事業は，今回限りとのことですが，次のステップと

なる不動産管理信託に取り組まれるバイタリティに圧倒されています。 

京町家の保全，再生，活用は，景観政策の観点からも重要な取組であり，また，喫緊の

課題でもありますので，当課においても，「京町家まちづくり調査」の結果を踏まえ，今後

も更なる取組を進めて参りたいと思います。 

 

 

第 8 節 関係者 

 

「京町家不動産証券化終了に際して」 

 

京町家情報センター 松井薫 

 

 今回の京町家不動産証券化は、当初よりビジネスモデルとして捕らえるのではなく、町

家再生の一手段として、その意義を伝えるところに重点が置かれていた。その点では、多

くの人たちから小口の出資を募って、関わる人たちの費用も低く抑えての事業となり、そ

れなりの効果はあったものと思われる。但し、低いながらも一定の利回りを確保するため

に、町家の商業的利用のみの賃貸となり、その改修方法も、町家の特質を生かしたものと

は言いがたいものになった。また、金融機関や、関わった人たち、小口の出資をした人た

ち、市民団体としてバックアップしようとした我々との間で、必ずしも「ビジネスモデル

ではない」というところの認識が一致していたわけではなく、限界を感じないわけにはい

かなかった。証券化手法自体は、複雑な仕組みになっており、それに関わる専門家も多く、

金融機関とのかかわりもあるために、実際はビジネスモデルとして成立しないと次の京町

家証券化は実現不可能だろう。今後、既存の制度を利用して京町家の保全再生をはかる場

合でも、ビジネスとして取り込むことだけではなく、京町家をこれから目指していくべき

持続型社会のひとつの典型ととらえる、別の価値基準とのバランスをとった制度利用を考

えていかねばならないだろう。 

 

 

「まちなみ保全における不動産業界の活躍に期待」 

 

京都市都市計画局建築指導部建築安全推進課既存建築物対策担当課長 
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元(財)京都市景観・まちづくりセンター職員 高木勝英 

 

今回の京町家証券化の取組を通じて強く感銘を受けたこと、それは不動産流通に携わる

専門家の皆さんの熱意と継続的に取り組んでいく姿勢でした。 

京町家の保全・再生・活用を進めていくためには、経済的側面からの多様な手法の開発

が待たれます。関係者のネットワークによって本事業が実現に至り、終了を見たことは画

期的であり、京都の都市づくりにおいて、先導的に不動産業界の社会的責務を果たされた

大きな足跡だと感じています。 

今回の不動産証券化事業での課題を克服し、真に京町家所有者・居住者のニーズに応え、

市民や企業を巻き込んで京町家の保全・活用を本格的に展開していく取組として、引き続

き、不動産管理信託手法を活用した京町家保全・再生事業に期待しています。 

 

 

（寄稿） 

 

兵庫県県土整備部住宅建築局住宅政策課長 江田頼宣 

（H15～H17 年度 京都市都市計画局都市景観部 

景観企画課長（国土交通省より出向）） 

 

賃貸住宅を証券化した新聞記事を見て、フラットエージェンシーの吉田社長のもとを訪

れたのは、私が京都市役所に赴任して間もない平成 15 年の夏頃で、京町家の保全・再生の

趣旨に賛同する方々の出資を得て、京町家の買取りや改修の資金を調達することができな

いかとの想いからでした。それから７年が経過し、今回、出資者としても参画した京町家

証券化事業は一つの区切りを迎えましたが、私自身は何よりも、「連携」や「パートナーシ

ップ」という言葉が気軽に用いられる中で、各関係者が得意分野でその役割を果たしプロ

ジェクトを実現させる過程を身をもって学ばせていただきました。関係者の並々ならぬ熱

意とご努力により、新たに不動産管理信託手法の活用が模索されていますが、この京都の

実践的かつ挑戦的な取組にこれからも注目していきたいと思います。 

 

 

「京町家証券化事業が発展しながら続いていく意義」 

 

（財）建設経済研究所研究理事／（前）京都大学経済研究所教授 丸谷浩明 

 

京町家証券化事業の完了、おめでとうございます。一口の出資者の私にも、埻玉県の自宅

まで何度も事業進捗の通知があり、事業執行者の皆様の真摯なご対応を京都大学から離れた
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後も拝見しておりました。それとともに、たった 10 万円の出資者にもこのように慎重で手

厚い連絡や手続を踏まなければならない不動産証券化事業の実施負担の重さも、推察申し上

げていたところです。 

さて、私が本件の京町家証券化事業に関わりを持たせていただいたのは、出資者募集の

開始直前に、岡本さんを深草の事務所にお訪ねし、本件事業の評価のためにも出資者への

アンケート調査をと提案させていただいたことに始まりました。ご了解をいただいた後、

アンケートの回収と分析を行いましたが、そこから、私は次のことが発見されたと考えて

います。 

(1) 本件事業では出資者への上限の配当率を 3％としたが、アンケートでは配当率は「あ

まり重要でなかった」あるいは「ほとんど重要でなかった」と答えた出資者が 6 割を超

えた。また、出資者は、仮に配当率が 2％であったとしても 7 割近くが、配当率 1％であ

たたとしても半分近くが、やはり出資に応じたとの回答であった。したがって、配当率

が 2％かそれ以下でも時間をかけて募集すれば、出資が十分集まった可能性がある。 

(2) ただし、配当率を 1％に下げられたとしても、事業規模が小さいことから、その節約

効果は、アレンジャー費用や弁護士等への手数料の財源を 550 万円ぐらい増やす程度し

かなく、通常の不動産証券化事業で専門家等への支払う金額にはまだだいぶ不足する。

したがって、本件の事業スキームでは、配当率を下げても専門家がボランティア対応を

しなければ事業採算が成り立たなかった点は変わらない。 

(3) 仮に配当率を 0％とし、その代わり実施したら評価する事頄を聞くと、「京町家の再生

や保存に具体的に役立つと分かること」や「京町家に関するニュースや情報の定期的な

提供」などが多かった。これらは、他の地域でも町家保存活動が活発であれば実行可能

な事頄であり、他地域での展開の参考になる。 

(4) 「元本返済が保証されていないこと」が心配でないと回答した出資者に理由を聞くと、

事業者への信頼が一番多かった。出資者の多くが事業者を知っていたことも理由の一つ

であろう。また、自由記述回答には、京町家の役に立つなら 10 万円ぐらい失っても惜し

くないとの指摘も見られた。したがって、このような小規模で地域ベースの出資者に事

業理解者が多い不動産証券化では、投資家へのリスク回避措置をやや緩和することで、

アレンジャー費用、専門家への手数料等のコスト軽減を行う余地があると考えられる。 

このアンケートの後、国土交通省・土地総合研究所から委託された本件事業の経緯の調査

と関連資料のとりまとめを担当し、関係者の貴重な記憶を文書化し、忌憚のないご意見も

集めました。その後、公表資料「京町家証券化事業報告書 ―証券化の実際と今後の課題・

展望―」の編集作業も担当させていただきました。また、関係者のご了解のもと、アンケ

ート調査結果などを京都大学の都市再生調査の報告書に掲載し、日本不動産学会にも論文

投稿して学会誌に掲載されました（この場をお借りして改めて御礼を申し上げます）。 

この論文投稿の際、有識者から「不動産証券化事業の出資者にアンケートが実施される

例は極めてまれで貴重な成果である」とのコメントも頂きました。不動産証券化事業の出
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資は匿名性が重視されるのが通常とのことで、いかに京町家証券化事業がユニークなもの

であるのかを再認識しました。 

京都大学を離れてからも、本件事業に興味を持つ方々からご連絡を頂き、私が把握した

状況を説明する機会もありました。 

以上のように、本件の証券化事業は試行的なものであり、様々な発見はあったが類似の

事業を継続実施するにはかなり課題を残していると私としても考えていました。そこで、

次の事業手法が不動産管理信託のスキームに変更されることは、自然な流れであると思い

ます。ただし、事業手法は継続されなくても、証券化という時流をとあらえた本事業の手

法が京町家の保存･再生に使われたことで一層の注目を集め、関心が高い方々を出資者とし

て直接巻き込み、参画意欲を顕在化させるのに成功したことは、高く評価されるべきもの

と考えます。 

今後は、アンケートで見出された「出資者からの低利資金調達の可能性」なども活かし、

京町家の再生保存の取組が一層活発に続くことを期待しております。これからも手法の検

討が続けられ、最終的に実現性の高い事業手法が確立すれば、京町家証券化に関わられた

皆様の努力がさらに大きな花を咲かせることとなるでしょう。皆様の継続的なご尽力に大

きく期待申し上げております。 

 

 

（寄稿） 

 

立命館大学大学院経営管理研究科 松村勝弘 

 

正直，当初ある程度関心を持ち続けていられるかと思ったのですが，結局，多忙に紛れ

て十分フォローできませんでした。これは言い訳かもしれません。ある程度当初からの想

定であったかもしれません。では，なぜ出資したのかを考え直してみたい。それは第 1 に，

京町家保存という趣旨に賛同したわけです。その意味では，最初の動機そのものだけで自

己満足ではあれ，それで良かったわけです。第 2 に，それに一定のリターンがついてくれ

ば，それは「もうけもの」というのが，当初からの「期待」であったと思います。だから

こそ今回の出資は，最終的にも納得いくものでした。第 3 に，実際のところ，この企画立

案者への個人的信頼関係があったことも出資した理由です。 

これらの経験から，私のような出資者に納得いくスキームを提供すれば，今後もこの種

の事業は成功するということになるのではないでしょうか。言い換えると，企画の「社会

的意義」ないし企画者の「思い」が第１に考慮されるべきことではないでしょうか。 

 

 

「京町家証券化事業の感想」 



29 

 

 

龍谷大学経済学部専任講師 木下信 

 

私は 2006 年の証券化事業開始から大学の研究者の立場からアンケートの集計、分析、報

告書の作成を担当してきました。証券化やまちづくりについて実務的な側面を知る機会で

もあり、関心を持って参加させて頂きました。その際、関係者の方々から証券化事業に関

わった感想を聞くことができました。やはり初めての試みということもあり、関係者のほ

とんどが手弁当であること、関係各省庁との交渉など大変さが伝わりました。また出資者

も関係者からの情報が多く、中長期的、持続的にまちづくりを行っていくには、関係者に

無理がないこと、不特定多数が参加できるスキームを作ることが必要だと感じました。た

だ出資者アンケートの結果、元本割れでも出資するといった意見も多く、京町家への関心

が伺われました。しかし、アンケートの対象には関係者が多く、偏りがみられるため、依

然より多くの人に関心を持ってもらえるようなスキームを作る必要ことが今後の課題であ

ると感じました。 

 

 

第 9 節 国 

 

「証券化を活用した不動産の再生･活性化」 

 

国土交通省不動産業課長 海堀安喜 

 

 サブプライム危機やリーマン・ショックを契機とした世界的な信用収縮の影響により、

平成 20、21 年度の不動産証券化の実績は大きく落ち込みましたが、22 年度になり、J リー

トの公募増資や物件取得の動きが再開するなど、一定の回復が期待されています。 

 不動産の証券化は、1,400 兆円ともいわれる個人金融資産をはじめとした民間の豊富な資

金を不動産市場に呼び込み、長期・安定的な不動産投資市場で年金などの資金の運用がで

きる環境を整備するとともに、これらの資金を活用して、高齢社会のニーズを踏まえた住

宅･建築物の再生やまちづくりを行うこと、資産の保有と利用の区分により、新たな担い手

による不動産の有効活用を促進することなど、わが国の不動産を契機とした内需拡大や経

済成長を推進する上でも、非常に重要な分野であると考えています。 

このような中、国土交通省においては、昨年末に、「不動産投資市場戦略会議」を設置し、

不動産投資市場全体を見据えたグランドデザインについて、提言を取りまとめました。世

界でも最大級の金融資産と不動産ストックを有するわが国において、不動産･金融の両市場

の活性化を通じて、不動産と金融の新たな「Win-Win」の関係構築につながればと思って

います。 
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京町家の再生から、大規模な都市開発事業まで、不動産投資市場の投資対象は非常に多

様ですが、不動産の価値を最大限に引き出していくことに変わりはありません。不動産投

資や不動産取引の活性化を通じた内需拡大を推進するためにも、関係される事業者の方々

が自由闊達に活動できる環境整備に取り組んでいきたいと考えていますので、引き続き、

ご支援とご協力のほど、よろしくお願いします。 

 

 

（寄稿） 

 

国土交通省土地・水資源局土地市場課長 

田尻 直人 

 

京町家証券化事業が成功裏に推移し、報告書が出される運びとなったと伺い、一言お祝

いを申し上げます。 

 我が国においても不動産の証券化は制度的に大きな進展を見せ、毎年、多くの不動産を

元にした証券が組成されています。しかしながら、これまでのところ、その多くは東京圏

に所在する資金力・経験が豊富なプレーヤーにより、ビジネスとして相当の規模と収益性

を確保できる物件が中心となっているものと思われます。日本各地において、不動産証券

化事業が広く普及し、根づいているとは、残念ながらまだ言えない状況にあります。 

 京町家証券化事業は、そうした中にあって、特筆すべき取組みです。昨今、各方面から

注目を集めている京町家の保存・再生に不動産証券化の手法を導入するという独創性と先

見性、その地域に住まわれ、生活をされる多くの方々からの出資を仰ぎ実現した内発性と

高い志など、様々な点において、地域資源としての不動産の再生に対して多くの知見を提

供し、全国各地で同様の取組みを進めようとされる方々に勇気を与えるものであると信じ

ます。 

 そうは言うものの、ここに至るまでの関係者の方々のご苦労は、並大抵ではなかったと

推察します。先駆者としての常であるとはいえ、手続き的な面においても手探りのことも

多く、情報の不足、不備に泣かされたこともあったのではないかと思います。関係各位の

熱意とご尽力に心から敬意を表します。 

 国土交通省としても、京町家証券化事業で得られた知見と教訓を、不動産証券化を進め

ようとされる多くの方々への共通の財産として受け止め、引き続きその環境整備に努めて

まいります。 

 末尾になりますが、皆様方の今後のご健勝と、京都のまちのさらなる発展を祈念申し上

げます。 
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第 3 章 京町家証券化事業の出資者に対するアンケート調査の結果 

 

京都大学経済研究所附属先端政策分析研究センター教授 横田正文 

 

１．アンケート調査の概要 

 

 京町家証券化事業の結了に際して、京町家証券化特定目的会社の出資者の方に対して、

当該事業の評価、出資の経緯、新たな事業に対する考え方等について明らかにするため、

アンケート調査を実施した。 

 当該アンケートは、平成 22 年 12 月 7 日に開催された臨時社員総会の招集通知にアンケ

ート用紙を同封し、同年 11 月 22 日付けで出資者の方に対して送付し、出資者の回答して

頂き、当該臨時社員総会の議決権行使書と併せて、あるいはアンケート用紙単独で、郵送

で返送して頂く方式により実施した（締切日は 12 月 6 日）。アンケート用紙は 220 名の出

資者の方全員に送付し、平成 23 年 1 月 19 日までに 96 の回答が得られた（回収率 43.6%）。 

 回答者の属性について見てみると、男性が 74%と約 3/4 を占めており、年齢構成として

は、60～64 歳が 28%と最も多く、次いで 65～69 歳及び 55～59 歳が 13%となっている。 

   

 

 居住地については、京都市内在住の方が 56%と過半を占めており、勤務先についても、

京都市内が 62%となっており、平成 18 年のアンケートと同様の傾向を示している。 
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 職業については、有業者の方が約 3/4 を占めており、業種としては、不動産業の方が 36%

と最も多い。 

   

 

 出資口数については、20 口が上限とされており、平成 18 年のアンケート調査では、6 口

以上の回答者も 7%見られたが、今回の回答については、5 口までであるものの、1 口で過

半を占め、2 口までを含めると約 3/4 となることは同様である。また、出資の時期について

は、当初から出資をしているという回答が 100%であった（回答数 89）。 

また、出資者の方が今回の京町家証券化事業の関係者と知り合いであるか否か尋ねたと

ころ、約 3/4 の方が知り合いであると回答しており、今回の事業が人間関係に支えられてい

ることも分かる。 

 

   

 

２．アンケート調査票 

 

 調査票は、次に掲げるとおりである。 

 



33 

 

 

 



34 

 

 

 



35 

 

 

 



36 

 

 

 



37 

 

 

 



38 

 

 

 

 



39 

 

３．アンケート調査の結果 

 

 (1) 今回の京町家証券化事業に対する評価 

 

 まず、京町家証券化事業に対する評価について見てみることにする。大いに満足又はや

や満足と回答した人の割合に着目すると、事業全体に対する満足度は 8 割と高く、個別の

事頄については、京町家の保全・活用への貢献や事業の先進性といった事業の意義に対す

る評価のほか、配当率や投資単位、分配金といった事業スキームや結果に対する評価も高

く、また、専門家の協力、地元不動産業者の为導、地元金融機関の関与といった为体の側

面、関係者の貢献を評価する傾向が伺われる。 

一方、対象となった物件の規模や商業用途に限定されていたことに対する評価が相対的

に低く、幅広い事業展開が期待されていたことが推測される。 

 

 

 5 年という償還期間に対する評価については、適正とする人が最も多い点では平成 18 年

のアンケート調査と変わらないが、短いと考える人と長いと考える人とどちらが多いか見

てみると、平成 18 年のアンケートでは長いと考える人(27%)の方が短いと考える人(12%)

より多いが、今回のアンケートでは短いと考える人(20%)の方が長いと考える人(7%)より多

く、事業が予定どおり結了したことに対する安心感が影響しているものと推測される。ま

た、不動産証券化の投資家にとってのメリットの一つとして流動性の確保が挙げられるが、

中途段階で証券を他者に転売したいと思った人はほとんどおらず、ここでも、投資ではな

く京町家の保全・活用への貢献という考え方に賛同頂いていることが伺われる。このほか、

仮に中途段階で対象物件を追加し増資が行われたとした場合の対応について聞いてみると、

どちらとも言えないと回答した人が 45%と最も多いものの、肯定的な考え方を有する人が

42%であり、前向きな対応が行われたことが予想される。 
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 事業リスクに対する認識を見てみると、不動産価格の下落に対してより多くの不安を感

じており、平成 18 年のアンケートにおいて災害に対する心配が最も多かったことと比較す

ると、事業が予定どおり結了したことにより物件の滅失に対する不安感が和らいでいるも

のと、また、サブプライムローン住宅危機に端を発するリーマン・ショック、世界的な信

用収縮等といった経済状況がリスクの認識に影響を与えているものと思われる。 

 

 

 事業に関する情報提供については、平成 18 年のアンケート調査では、出資に対する説明

を分かりやすいと回答した人は 87%となっていたが、今回のアンケート調査では、適切に

情報提供が行われたという意見がある一方、テナントの経営状況に関する情報提供を期待

する意見が多く見られた。 
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自由記入回答例 

 

 

 (2) 事業の仕組みが仮に違うものであった場合の出資意思の変化 

 

 事業の仕組みが仮に違うものであった場合に、どのように出資意思が変化するか尋ねて

みたところ、全般的に消極的な意見が見られ、今回の事業スキームは相対的に適切なもの

であったと評価することができる。 

 個々の頄目について見てみると、町家以外の京都の建物を対象とした場合や他の都市の

町家を対象とした場合に、消極的となる回答が多く見られ、京町家を対象物件としている

からこそ多くの出資が行われたと言える。また、他の都市の不動産業者や金融機関が为体

的に関与した場合についても、他と比較すると消極的となっており、地元为体の運営を評

価していることが分かる。このほか、賃料補償がない場合にも同様の傾向が見られ、賃料

延滞・空きテナントのリスクを引き受けることには抵抗感があるものと思われる。 

 一方、対象物件を宿泊施設や住宅を対象とすることや、信託方式や定期借家権方式を採

用することについては、他と比較すると前向きな考え方が見られ、京町家の保全・活用に

 近隣マーケットの動向、対象不動産に関する情報。 

 対象物件での売り活用の状況。イベントの情報。楽しい会合の企画。 

 店舗の情報。 

 テナントの経営状況。 

 他に候補となる物件はあるのかどうか。 

 今回はきちんと情報を知らされていた。 

 詳しい説明を文章ではなく HPで可能なものは発表して、無理なものはメールリスト

で回してほしかった。 

 リスクに対する説明を詳しく。 

 入居者の情報を公開して出資者へのアピールが全く無かった。 

 よく理解できています。 

 京町屋の価値。 

 テナントの経営状況。 

 店舗の情報。 

 活動内容。 

 展開状況。 

 テナントの経営状況。 

 事業内容の報告。 

 展望の説明がほしい。 
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向けて、今後、対象用途や事業スキームについて幅広く取り組んでいくことが期待されて

いると言える。 

 

 

 (3) 同様の不動産証券化の仕組みで京町家の保全・活用が行われる場合の出資意思 

 

 同様の仕組みで出資が募集される場合に出資したいと思うか尋ねてみたところ、肯定的

な回答をした人は 58%、否定的な回答をした人は 6%であり、概ね前向きに捉えられている。

また、どの程度の償還期間が適切かという問いに対しては、5～6 年と回答した人が 59%と

最も多く、平成 18 年のアンケート調査で 5 年の運用期間を丁度良いと回答した人が 61%を

占めていることと対応しているが、7 年以上と回答した人が 20%、4 年以下が 21%となっ

ており、平成 18 年のアンケート調査で短いと思う人が 12%、長いと思う人が 27%であっ

たことと比較すると、事業の結了を見て比較的長い期間でも構わないと考える人が増加し

ていると推測される。 

   

 

加えて、現在の社会状況を前提として、最低どの程度の配当率であれば出資してもよい
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か尋ねたところ、今回の配当率である 3%と回答した人が 35%と最も多く、次いで 5%と回

答した人が 24%となっており、事業の実績を踏まえ、より高い配当率を期待していること

が伺われる。平成 18 年のアンケート調査と対比すると、今回は選択肢を 8%から 4％まで

追加したことがあるものの、元本割れを許容する人が 1%、無配当が 2%に止まり、平成 18

年のアンケート調査では、元本割れでも出資する人が 7%、無配当が 15%であったことを考

慮すると、今回の事業の成果を踏まえ、今後の新たな展開に際しては相応の配当を期待し

ていることが推測される。また、出資の総額については、10 万円以上 20 万円未満が 31%、

次いで 20 万円以上 50 万円未満が 30%となっており、今回の事業に対する出資と総額の点

では大きな相違はないことが推測される。さらに、1 口当たりの出資金額はどの程度が適切

かという問いに対しては、5 万円以上 10 万円未満が 41％、10 万円以上 20 万円未満が 38％

となっており、これについても、今回の事業と同様の規模が期待されていると言える。 

   

 

 

 (4) 京町家の保全・活用に対する考え方 

 

 今回の事業が実施された 5 年間に京町家の保全・活用は進んだか尋ねたところ、肯定的

に考えている人が 46%である一方、否定的に考えている人が 14%となっている。また、京

町家の保全・活用について現在どの程度望んでいるかという問いについては、90%の人が積

極的な回答をしており、京町家の保全・活用に対する期待は引き続き高いものがある。 
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 今後、新たな事業を展開する際の一助となるよう、どのようなタイプの資金拠出であ

れば前向きに考えられるか尋ねたところ、単なる寄附については相対的に魅力的であると

は言えず、リスクの大小及びそれに対応するリターンの有無の差はあるが、出資の形式が

望ましいことが理解される。また、それぞれのケースについていくらぐらいの資金拠出を

してもよいと思うかという問いについては、寄附の方が相対的に低い金額の回答が多く、

リスクは存在しても出資の方が比較的高い金額となっている。また、無回答者を 0 円とし

た場合の平均値は、寄附の場合が 44,281 円、配当のない出資の場合が 167,188 円、配当の

ある出資の場合が、142,500 円となっている。 
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これはアンケートの対象者が証券化事業への出資者であり、元々リスクを引き受ける考

え方を有する方々であることや、今回の事業の実績によるものと推測されるが、一定のケ

ースでは寄附よりも出資形式の方が効果的な場合があると言える。 

 

 このほか、京町家の保全・活用のために新たな投資や事業が組成される場合に、どのよ

うな協力をしてもよいか尋ねたところ、出資については協力するという人が 74%と約 3/4

を占め、業務までは分担するという人は 13%に止まり、それと比較すると多くはない。今

後、京町家の保全・活用を進めて行く上で、どのような協力をどのような人に仰いでいく

か検討を要すると言える。 

 

 

 (5) 今回の事業への出資の経緯 

 

 今回の事業への出資を決断した際にどのような頄目をどの程度重視したかを尋ねたとこ

ろ、一般的な京町家の保全・活用や証券化事業の関係者の信用度については重視したとい

う回答が多く、また出資額の手頃さも重要であったことが理解される。一方、配当率や配

当可能性を重視したという回答が相対的に尐ないことは、平成 18 年のアンケート調査にお

いて配当率が出資の決断の際に重要であると回答した方が 37%、重要ではないと回答した

方が 63%であったことを改めて確認するものであるが、平成 18 年時点と比較すれば配当率

を参酌する人の割合が増加しているものと考えられ、事業の成果が評価に影響を与えてい

ると推測される。 
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 また、出資への決断要因として、事業スキーム自体のユニークさや、人間関係を挙げる

意見が見られた。 

 

 

自由記述意見 

 

 

 (5) 投資経験 

 

 投資・運用経験のある資産について見てみると、株式については約 4 割である一方、不

 先進的事例のため興味を持った。 

 チャレンジ精神。 

 テレビなどのメディアニュース。 

 子供が京都に住んでいるので。 

 新しい試みに興味があった。 

 安定性と保全を総合的に検討した。 

 縁故。 

 知人のすすめ。 

 役員の一人が知り合いだったため。 

 人間関係。 

 実験的取り組みだったから。 

 義務的なものを感じて。 

 再生方法への関心。 

 友人のすすめ。 

 親戚が町家に住んでいたから。 

 声かけ。 
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動産については約 2 割であり、必ずしも不動産投資の経験を有する方々ばかりではないこ

とが伺われる。また、その中では J リートの購入経験を有する方が多いことが理解される。 

 

 

自由記述意見（購入商品、購入の際重視した点、対象不動産） 

 

 

  (6) まちづくり活動との関係 

 

 まちづくりのためのボランティア活動へ参加したことがあるかという問いについては、4

割強の方が参加経験はあると回答している。 

   

 

 また、京町家まちづくりファンドへの寄附経験を有する人は 1 割強であるほか、京町家

の保全・活用を目的とする団体に入会している人は 1/4 程度であり、実際に活動している人

は 2 割弱である。具体的な団体としては、京町家再生研究会、京町家居住支援者協議会、

 J リートへの投資は資金運用のため。リスク、リターンを分析して出資。 

 不動産。 

 土地及び古家。 

 共同住宅。 

 リート関連の投資。 

 知名度・安全性。 
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京町家情報センター、京町家再生委員会、京町家風の会、京町家作事組、京町家友の会が

挙げられている。 

   

 

 (7) 対象物件の利用状況 

 

 出資者の方が証券化の対象物件を利用したことがあるか尋ねたところ、物件により相違

はあるものの、京都市外に居住されている方が 44%であることを鑑みると、あまり利用さ

れてはいないことが分かる。 

 

 

 (8) 今回の事業に対する意見、今後の対象物件・事業手法・内容 

 

 今回の京町家証券化事業に対する意見や、今後、京町家の保全・活用に向けて、どのよ

うな物件を対象として、どのような事業手法・内容とすればよいか伺ったところ、簡素な

手続や支援方策を求める声や、新たなスキームを期待する意見が見られた。 
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自由記述意見 

 

 

 また、他の都市・地方に参考となる点や他の都市・地方で不動産証券化等の対象になり

得ると考えられる物件について尋ねたところ、他の都市・地方での展開は難しいのではな

いかとする意見が見られた。 

 

 尐子高齢化社会に向けての町家活用。 

 証券化事業を運営される例の労力が大きすぎる。若い世代は町家に関心が高い。 

 今回の証券化は証券化のための証券化に帰したと思う。 

 京町家を残すためにはもっと企業や公の協力が必要だとおもいます。 

 お店の優待券が口数にあわせてあればよい。 

 京町家のレンタルハウス。 

 信託・住居物件を是非。 

 ローンの取り扱いと税制の改正が必要。 

 小回りのきく宿泊施設を考えられたか？食事の提供を考えていない。 

 証券化というアイデアは悪くはないが、手続きがいかにも重い。 

 長屋の活用。 

 もっとシンプルな方法はないだろうか。 

 京町家としてあり続けられるような、物件・用途が対象であってほしい。 

 株式会社を設立して、経営に関与するのもありではないか。 

 出資するだけでそれなりの貢献ができるのがよかった。 

 不動産の手法を活用した取り組みの展開に期待。 

 参加できてよかったです。 

 京町家の物件（優良な）選択ができるかどうか。 

 継続を期待する。 

 物的な提供も募ってはどうか。 

 とても良い投資でした。 

 宿泊施設も考えてはどうか。団塊の世代の活用も。 

 いかなる手段でも京の文化を保存するのはよいことだと思います。 

 投資した人を減税にするとかいろいろ考えてほしい。 

 新たな仕組みで町家の保全が行われることを期待します。 
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自由記述意見 

 

 

４．項序プロビット・モデルによる分析 

 

 出資者の属性が、京町家証券化事業への出資の決断要因、今回の事業に対する評価、同

様の事業スキームへの対応、異なる事業スキームへの対応、京町家の保全・活用に対する

考え方等とどのような関係を有するのかについて見てみることにする。出資者の属性を説

明変数とし、出資の決断要因等を被説明変数として、項序プロビット・モデルにより分析

を行った。この手法を用いた理由は、被説明変数が質的データであり、選択肢に項序があ

ることによる。 

 

 まず、事業に対する評価について見てみることにする。アンケート調査では、事業の全

体や個別頄目に対する評価を尋ねており、回答の選択肢は、1 大いに満足、2 やや満足、3 

どちらとも言えない、4 やや不満、5 大いに不満、となっており、それらの選択肢に付け

られている数値を逆にすることにより、数値が高い人の方が満足しているというように変

換した。 

 説明変数としては、性別（男性ダミー）、年齢、京都市在住であるか否か（京都市在住ダ

ミー）、不動産業者であるか否か（不動産業者ダミー）、事業関係者と知り合いであるか否

か（知り合いダミー）、出資口数、対象物件の店舗を利用したことがあるか否か（店舗利用

ダミー）、京町家まちづくりファンドに寄附をしたことがあるか否か（寄附ダミー）、京町

家の保全・活用を目的とする団体に加入したことがあるか否か（団体入会ダミー）、世帯年

収、株式投資の経験があるか否か（株式投資経験ダミー）、を用いている。 

 結果は、以下のとおりである。事業全体に対する評価については、説明変数のうち、出

資口数の多い人、店舗を利用したことがある人、世帯収入の多い人が 5%有意、不動産業で

はない人、事業関係者の知り合いが 10％有意であった。配当率については、説明変数のう

 町家ファンドを組む・出資者への利用サービスをつける。 

 全く参考にならなかった。 

 地場産業の復活・西陣織等。 

 京都を除けば東京しかない。 

 商業ベースにのらなかったものをのせることが活性化につながる。 

 地方で大都市に近ければそれなりに用途は考えられるのではないか。 

 商業施設・福祉施設。 

 証券化と会員制の両立できないかと思う。 

 文化的財産を守っていきたい。 

 守りたい人々の心を行政や人々の協力でできる社会にしてほしいです。 
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ち、出資口数の多い人 1%有意、店舗を利用したことがある人が 5%有意、年齢が若い人、

不動産業ではない人、寄附をしたことがある人が 10%有意であった。分配金については、

出資口数の多い人が 1%有意、不動産業ではない人、寄附をしたことがある人が 5%有意で

あった。投資単位については、不動産業ではない人、株式投資の経験がある人が 5%有意、
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店舗を利用したことがある人が 10%有意であった。投資口の上限設定については、店舗を

利用したことがある人が 5%有意、不動産業ではない人、事業関係者の知り合いである人、

団体に入会したことがある人が 10%有意であった。対象物件の規模については、女性、寄

附をしたことがある人が 1%有意、京都市に在住していない人が 5%有意であった。対象物

件の用途限定については、出資口数の多い人が 1%有意、女性が 5%有意であった。情報提

供については、京都市に在住している人、団体に入会したことがない人が 1%有意、事業関

係者の知り合いではない人が 5%有意、不動産業の人が 10%有意であった。事業の先進性に

ついては、事業関係者の知り合いではない人が 1%有意、不動産業ではない人が 10%有意で

あった。地元不動産業者の为導については、年齢の若い人、店舗を利用したことがある人、

寄附をしたことがある人が 1%有意、事業関係者の知り合いである人が 5%有意であった。

地元金融機関の関与については、年齢の若い人が 1%有意であった。専門家の協力について

は、年齢の若い人が 1%有意、女性、事業関係者の知り合いである人、株式投資の経験があ

る人が 5%有意であった。京町家の保全・活用への貢献については、世帯収入の多い人が 5%

有意、寄附をしたことがある人、団体に入会したことがない人が 10%有意であった。 

 

以上から、不動産業者の人は、配当率や分配金、投資単位や投資口の上限設定について

は厳しい見方をしていることが伺われる一方、情報提供についての満足度は高く、プロの

目から見ても十分行われていたことが理解される。また、株式投資経験のある人について

は、投資単位や専門家の協力について

満足度が高く、1 口 10 万円と手軽に

投資できたことや専門家が積極的に

協力していたことが評価されている

と言える。 

 

 次に、償還期間に対する考え方につ

いて見てみることにする。アンケート

調査では、5 年という償還期間に対す

る評価を尋ねており、回答の選択肢は、

1.短すぎる、2.やや短い、3.適正、4.

やや長い、5.長すぎる、となっている。 

 説明変数としては、性別（男性ダミ

ー）、年齢、京都市在住であるか否か

（京都市在住ダミー）、不動産業者で

あるか否か（不動産業者ダミー）、事

業関係者と知り合いであるか否か（知

り合いダミー）、出資口数、対象物件
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の店舗を利用したことがあるか否か（店舗利用ダミー）、京町家まちづくりファンドに寄附

をしたことがあるか否か（寄附ダミー）、京町家の保全・活用を目的とする団体に加入した

ことがあるか否か（団体入会ダミー）、世帯年収、株式投資の経験があるか否か（株式投資

経験ダミー）、を用いている。 

 結果は、以下のとおりである。出資口数の多い人が 1%有意、団体に加入していない人、

世帯収入が尐ない人、株式投資経験がある人が 5%有意であった。 

 

 以上から、より多く投資している人や株式投資経験のある人の方が長いと評価している

一方、京町家の保全・活用の団体に加入している人の方が短いと評価していることが伺わ

れる。これから、リスクを意識している人の方が長く感じ、また、事業期間の間は京町家

として維持されることから、京町家の保全・活用に取り組んだことのある人の方がより長

く京町家が保全・活用されることを期待し、事業期間が短いと感じていることが伺われる。 

 

 また、増資に対する考え方について見てみることにする。アンケート調査では、仮に中

途段階で対象物件の追加が行われた場合に増資に応じるか尋ねており、回答の選択肢は、

1.とてもそう思う、2.そう思う。3.どちらとも言えない、4.あまり思わない、5.まったく思

わない、となっており、それらの選択肢に付けられている数値を逆にすることにより、数

値が高い人の方が増資に積極的で

あるというように変換した。 

説明変数としては、性別（男性

ダミー）、年齢、京都市在住である

か否か（京都市在住ダミー）、不動

産業者であるか否か（不動産業者

ダミー）、事業関係者と知り合いで

あるか否か（知り合いダミー）、出

資口数、世帯年収、株式投資の経

験があるか否か（株式投資経験ダ

ミー）、を用いている。 

 結果は以下のとおりである。出

資口数の尐ない人、世帯収入の多

い人が 5%有意であった。 

 

 以上から、出資口数の尐ない人

の方が増資により積極的であり、1

口 10 万円という手軽さにより多

くの人からの出資が得られたが、
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増資の潜在可能性は大きなものであったと言える。 

 

 このほか、事業リスクに対する考え方について見てみることにする。アンケート調査で

は、火事、風水害等による建物の毀損・滅失、テナントの撤退・賃料不払い（今回は㈱八

清が補償）、不動産価格の下落、事業関係者の経営破綻に対する認識を尋ねており、回答の

選択肢は、1.大いに不安、2.やや不安、3.どちらとも言えない、4.あまり心配していない、

5.まったく心配していない、となっており、それらの選択肢に付けられている数値を逆にす

ることにより、数値が高い人の方が不安を感じているというように変換した。 

説明変数としては、性別（男性ダミー）、年齢、京都市在住であるか否か（京都市在住ダ

ミー）、不動産業者であるか否か（不動産業者ダミー）、事業関係者と知り合いであるか否

か（知り合いダミー）、出資口数、京町家まちづくりファンドに寄附をしたことがあるか否

か（寄附ダミー）、京町家の保全・活用を目的とする団体に加入したことがあるか否か（団

体入会ダミー）、世帯年収、株式投資の経験があるか否か（株式投資経験ダミー）、を用い

ている。 

 結果は、以下のとおりである。

災害による建物の毀損・滅失に

ついては、不動産業の人が 1%

有意、寄附をしたことがある人、

団体に加入したことがない人、

株式投資経験のある人が 5%有

意、女性、京都市に住んでいな

い人が 10%有意であった。テナ

ントの撤退・賃料不払いについ

ては、世帯収入の尐ない人が 1%

有意、株式投資経験のある人が

5%有意であった。不動産価格の

下落については、株式投資経験

のある人が 1%有意、京都市に

住んでいる人が 10%有意であっ

た。事業関係者の経営破綻につ

いては、世帯収入の尐ない人、

株式投資経験のある人が10%有

意であった。 

 

 以上から、株式投資経験のある人の方が様々なリスクをより強く意識していたことが伺

われる。また、災害リスクについては、不動産業者の人の方が意識していた一方、京町家
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の保全・活用の団体に加入したことがある人の方が心配しておらず、京町家の被災防止に

向けてソフト面も含めて色々な措置が講じられていることを認識ことによるものではない

かと推測される。 

 

さらに、異なる条件であった場合の出資意思について見てみることにする。アンケート

調査では、事業期間が 5 年より長い、テナントの賃料収入補償がない、信託方式を採用、

定期借家権方式を採用、他の都市・地域の不動産業者が为体的に関与、他の都市・地域の

金融機関が为体的に関与、宿泊施設を対象、事務所を対象、住宅を対象、町家以外の京都

の建物を対象、他の都市・地域の町家を対象、とした場合の出資意思の変化について尋ね

ており、回答の選択肢は、1.大いに積極的になる、2.やや積極的になる、3.変わらない、4.

やや消極的になる、5.大いに消極的になる、となっており、それらの選択肢に付けられてい

る数値を逆にすることにより、数値が高い人の方が積極的に変化するというように変換し

た。 

説明変数としては、被説明変数により異なるが、性別（男性ダミー）、年齢、京都市在住

であるか否か（京都市在住ダミー）、不動産業者であるか否か（不動産業者ダミー）、事業

関係者と知り合いであるか否か（知り合いダミー）、出資口数、京町家まちづくりファンド

に寄附をしたことがあるか否か（寄附ダミー）、京町家の保全・活用を目的とする団体に加

入したことがあるか否か（団体入会ダミー）、世帯年収、株式投資の経験があるか否か（株

式投資経験ダミー）、を用いている。 

 結果は、以下のとおりである。他の都市・地域の不動産業者の为体的な関与、他の都市・

地域の金融機関の为体的な関与、宿泊施設の対象化、住宅の対象化については、有意な推

計とはならなかった。 

 事業期間の長期化については、出資口数が尐ない人が 10%有意であった。テナントの賃

料補償がないことについては、団体に入会したことがある人が 1%有意、事業関係者の知り

合いでない人、世帯収入が尐ない人が 10%有意であった。信託方式の採用については、不

動産業でない人が 1%有意、男性、寄附したことがある人が 5%有意、株式投資経験のない

人が 10%有意であった。定期借家権方式の採用については、株式投資経験のない人が 1%有

意であった。事務所を対象とすることについては、年齢の高い人、出資口数が多い人、寄

附をしたことがない人、世帯収入が多い人が 5%有意であった。町家以外の京都の建物を対

象とすることについては、年齢が高い人、不動産業の人、株式投資経験がない人が 10%有

意であった。他の都市・地域の町家を対象とすることについては、京都市在住でない人が

1%有意、女性が 10%有意であった。 

 

 以上から、京都市に在住している人の方が他の都市・地域の町家を対象とすることに消

極的であり、今回の事業が地元に支えられていることを示すものと言える。また、町家以

外の京都の建物を対象とすることについては、不動産業者の方が積極的である一方、株式
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投資経験のある人の方が消極的となっており、不動産業者にとっては町家を含めた京都の

不動産市場の活性化を期待していること、株式投資経験のある人にとっては京町家である

からこそ出資をしたことが伺われる。このほか、株式投資経験のある人の方が信託方式や

定期借家権方式の採用に消極的であり、配当のみならずキャピタルゲインも期待している

ものと推測される。さらに、京町家の保全・活用を目的とする団体に入会したことがある
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人の方が賃料補償がなくても出資に前向きであり、京町家の保全・活用のためであれば更

なるリスクを引き受ける考えのあることが見受けられる。 

 

 続いて、同様の不動産証券化の取組みが京町家を対象に再び講じられた場合の考え方に

ついて見てみることにする。アンケート調査では、同じ仕組みで新たに出資が募集された

場合の出資意思、適切な償還期間、期待配当率、可能な出資総額、適切な投資単位につい

て尋ねてみた。出資意思の回答の選択肢は、1.とてもそう思う、2.そう思う、3.どちらとも

言えない、4.あまり思わない、5.まったく思わない、となっており、それらの選択肢に付け

られている数値を逆にすることにより、数値が高い人の方が出資に積極的であるというよ

うに変換した。償還期間の回答の選択肢は、1. 1～2 年、2. 3～4 年、3. 5～6 年、4. 7～9 年、

5. 10～15 年、6. 16～20 年、7. 21～30 年、8. 31～40 年、9. 41～50 年となっており、それ

らの選択肢に付けられている数値を逆にすることにより、数値が高い人の方が長い償還期

間を望んでいるというように変換した。期待配当率の回答の選択肢は、1. 8%、2. 7%、3. 6%、

4. 5%、5. 4%、6. 3%、7. 2%、8. 1%、9. 0%、10. 0%で元本割れ確実でも出資する、とな

っており、それらの選択肢に付けられている数値を逆にすることにより、数値が高い人の

方が、期待配当率が高いというように変換した。出資総額の回答の選択肢は、1. 1 万円以上

5 万円未満、2. 5 万円以上 10 万円未満、3. 10 万円以上 20 万円未満、4. 20 万円以上 50 万

円未満、5. 50 万円以上 100 万円未満、6. 100 万円以上 200 万円未満、7. 200 万円以上 500

万円未満、8. 500 万円以上 1,000 万円未満、9. 1,000 万円未満となっており、それらの選択

肢に付けられている数値を逆にすることにより、数値が高い人の方が、可能出資総額が高

いというように変換した。出資単位の回答の選択肢は、1. 1 万円以上 5 万円未満、2. 5 万円

以上 10 万円未満、3. 10 万円以上 20 万円未満、4. 20 万円以上 50 万円未満、5. 50 万円以

上 100 万円未満、6. 100 万円以上となっており、それらの選択肢に付けられている数値を

逆にすることにより、数値が高い人の方が適切な出資単位が高いというように変換した。 

説明変数としては、性別（男性ダミー）、年齢、京都市在住であるか否か（京都市在住ダ

ミー）、不動産業者であるか否か（不動産業者ダミー）、事業関係者と知り合いであるか否

か（知り合いダミー）、出資口数、京町家まちづくりファンドに寄附をしたことがあるか否

か（寄附ダミー）、京町家の保全・活用を目的とする団体に加入したことがあるか否か（団

体入会ダミー）、世帯年収、株式投資の経験があるか否か（株式投資経験ダミー）、を用い

ている。 

 結果は以下のとおりである。望ましい償還期間及び出資単位については、有意な推計と

ならなかった。 

 同様の仕組みでの再出資意思については、年齢が若い人が 1%有意、京都市に在住してい

ない人が 10%有意であった。期待配当率については、年齢が高い人、不動産業の人が 1%有

意、株式投資の経験がある人が 5%有意、寄附をしたことがない人、団体に入会したことが

ない人が 10%有意であった。出資総額については、株式投資の経験がある人が 1%有意、出
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資口数が多い人、

世帯収入が多い人

が 5%有意であっ

た。 

 以上から、京都

市に在住していな

い人の方が同様の

仕組みでの再出資

に前向きであり、

丸谷他「京町家証

券化の出資者意向

調査からみた保存

再生ファイナンス

のあり方の考察」

(2007)でも言われ

ているように、遠

隔地からでも魅力

があれば出資する

可能性があるとい

うことと符合する

ものである。また、

不動産業者や株式

投資経験を有する

人の方が期待配当

率が高い一方、京

町家の保全・活用の団体に加入したことがある人の方が期待配当率が低い。これは、プロ

の目から見た通常の不動産投資の期待配当率は今回の事業よりも高く、また、株式投資経

験者からすればより高い利回りを求め、それが今回の証券化事業の成功で更に強化されて

いると推測される。一方、京町家の保全・活用に向けて行動面で貢献する人は、利回りの

面でも貢献したいと考えていることは興味深い。このほか、株式投資の経験を有する人の

方が可能出資総額が大きく、投資経験を有する人にとっても魅力的な商品であると推測さ

れる。 

 

 加えて、京町家の保全・活用に対する考え方について見てみることにする。アンケート

調査では、この 5 年間で京町家の保全・活用が進んだと思うか、現在どの程度京町家の保

全・活用を望んでいるかについて尋ねてみた。保全・活用の進捗状況の回答の選択肢は、
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1.とてもそう思う、2.そう思

う、3.どちらとも言えない、

4.あまり思わない、5.まった

く思わない、となっており、

それらの選択肢に付けられ

ている数値を逆にすること

により、数値が高い人の方

が進んでいると考えている

というように変換した。保

全・活用の期待の回答の選

択肢は、1.強く望んでいる、

2.ある程度望んでいる、3.

どちらとも言えない、4.あ

まり望んでいない、5.まっ

たく望んでいない、となっ

ており、それらの選択肢に

付けられている数値を逆に

することにより、数値が高

い人の方が強く望んでいる

というように変換した。 

説明変数としては、性別

（男性ダミー）、年齢、京都

市在住であるか否か（京都市在住ダミー）、不動産業者であるか否か（不動産業者ダミー）、

事業関係者と知り合いであるか否か（知り合いダミー）、出資口数、京町家まちづくりファ

ンドに寄附をしたことがあるか否か（寄附ダミー）、京町家の保全・活用を目的とする団体

に加入したことがあるか否か（団体入会ダミー）、株式投資の経験があるか否か（株式投資

経験ダミー）、を用いている。 

 結果は以下のとおりである。保全・活用の進捗状況については、寄附をしたことがある

人が 5%有意である。保全・活用への期待については、事業関係者の知り合いである人、団

体に加入したことがある人が 1%有意、不動産業でない人が 5%有意であった。 

 以上から、京町家の保全・活用の団体に加入したことがある人の方が保全・活用を期待

している一方、不動産業者の人は厳しい現実を見ているものと思われる。 

 

 さらに、京町家の保全・活用に向けた寄附や出資に対する考え方について見てみること

にする。アンケート調査では、寄附（1 回限り）、配当はないが元本は償還予定の出資（災

害リスクや事業運営リスクは存在）、配当はあるが元本割れの可能性もある出資に対する資
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金拠出の意思及びその支払意思額について尋ねてみた。資金拠出の意思の回答の選択肢は、

1.とてもそう思う、2.そう思う、3.どちらとも言えない、4.あまり思わない、5.まったく思

わない、となっており、それらの選択肢に付けられている数値を逆にすることにより、数

値が高い人の方が資金拠出に積極的であるというように変換した。支払意思額については、

0 円・無回答を 1 とし、金額が高くなるにつれ項序数値を割り当てた。 
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説明変数としては、被説明変数により異なるが、性別（男性ダミー）、年齢、京都市在住

であるか否か（京都市在住ダミー）、不動産業者であるか否か（不動産業者ダミー）、事業

関係者と知り合いであるか否か（知り合いダミー）、出資口数、京町家まちづくりファンド

に寄附をしたことがあるか否か（寄附ダミー）、京町家の保全・活用を目的とする団体に加

入したことがあるか否か（団体入会ダミー）、世帯年収、株式投資の経験があるか否か（株

式投資経験ダミー）、を用いている。 

 結果は以下のとおりである。寄附については、ファンドに寄附をしたことがある人が 10%

有意であった。配当はないが元本は償還予定の出資については、ファンドに寄附をしたこ

とがある人、団体に入会したことがある人が 10%有意であった。配当はあるが元本割れの

可能性もある出資意思については、年齢が若い人が 10%有意であった 

 支払意思額については、寄附は京都市在住の人が 5%有意、男性、ファンドに寄附をした

ことがある人、株式投資経験のない人が 10%有意、配当及び元本償還予定のない出資は男

性、世帯収入が多い人が 10%有意、配当はあるが元本割れの可能性もある出資は不動産業

でない人、世帯収入が多い人が 5%有意、男性が 10%有意であった。 

 以上から、京町家の保全・活用のための寄附を募った場合、京町家まちづくりファンド

に寄附をしたことがある人の方が支払意思がより強く、より多額の寄附を行うという結果

となり、同様の寄附の経験を有する者の方が寄附をし、その額も多いということが期待さ

れる。また、元本償還予定のある配当のない出資を募った場合、京町家まちづくりファン

ドに寄附をしたことがある人や、京町家の保全・活用の団体に入会したことがある人の方

がより出資意思が強く、リターンがなくても出資に協力するという結果となり、前述の同

様の不動産証券化の取組みが講じられる場合に期待配当率が低くても構わないということ

とも整合的である。なお、他の支払意思額の調査でも見られるように、男性の方が拠出資

金額が多いという結果となった。 

 

 このほか、京町家の保全・活用のための新たな事業への協力意思について見てみること

にする。アンケート調査では、京町家の保全・活用のために新たな事業・組織が組成され

る場合の協力意思について尋ねてみた。協力意思の回答の選択肢は、1.出資とともに業務の

一部も分担する、2.出資はするが業務までは分担できない、3.出資もしない、となっており、

それらの選択肢に付けられている数値を逆にすることにより、数値が高い人の方が協力的

であるというように変換した。 

説明変数としては、性別（男性ダミー）、年齢、京都市在住であるか否か（京都市在住ダ

ミー）、不動産業者であるか否か（不動産業者ダミー）、事業関係者と知り合いであるか否

か（知り合いダミー）、出資口数、京町家まちづくりファンドに寄附をしたことがあるか否

か（寄附ダミー）、京町家の保全・活用を目的とする団体に加入したことがあるか否か（団

体入会ダミー）、世帯年収、株式投資の経験があるか否か（株式投資経験ダミー）、を用い

ている。 
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 結果は、出資口数が多い人、

団体に入会したことがある人が

1%有意、年齢が若い人が 5%有

意であった。これから、京町家

の保全・活用の団体に加入した

ことがある人の方が新たな事業

に協力的であると言える。 

 

 最後に、今回の京町家証券化

事業への出資の際の決断要因に

ついて見てみることにする。ア

ンケート調査では、出資を決断

した際に重視した頄目として、

対象物件の重要性、対象物件へ

の関心、一般的な京町家の保

全・活用、まちづくりへの参加、

地域への貢献、出資額の手頃さ、

出資の償還可能性、配当率、証

券化事業の関係者の信用度、他

の出資者の動向をどの程度重視

したかを尋ねた。回答の選択肢としては、1.非常に重視した、2.重視した、3.どちらとも言

えない、4.あまり考慮しなかった、5.まったく考慮しなかった、となっており、それらの選

択肢に付けられている数値を逆にすることにより、数値が高い人の方が重視したというよ

うに変換した。 

説明変数としては、被説明変数により異なるものの、性別（男性ダミー）、年齢、京都市

在住であるか否か（京都市在住ダミー）、不動産業者であるか否か（不動産業者ダミー）、

事業関係者と知り合いであるか否か（知り合いダミー）、出資口数、京町家まちづくりファ

ンドに寄附をしたことがあるか否か（寄附ダミー）、京町家の保全・活用を目的とする団体

に加入したことがあるか否か（団体入会ダミー）、世帯年収、株式投資の経験があるか否か

（株式投資経験ダミー）、を用いている。 

 結果は以下のとおりである。物件の文化的重要性、出資の手軽さについては、有意な推

計とはならなかった。 

 物件への関心については、ファンドに寄附をしたことがある人が 1%有意、京都市在住で

ない人が 10%有意であった。京町家の保全・活用については、団体に加入したことがある

人が 1%有意、株式投資経験のない人が 5%有意であった。まちづくりへの参加については、

年齢が若い人、事業関係者と知り合いである人、株式投資経験がない人が 5%有意、男性が
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10%有意であった。地域への貢献については、事業関係者と知り合いである人が 5%有意で

あった。償還可能性については、事業関係者と知り合いである人が 1%有意、京都市在住で

ない人が 5%有意であった。配当率については、不動産業でない人が 1%有意、事業関係者

と知り合いでない人、出資口数が尐ない人、団体に加入したことがある人が 10%有意であ

った。配当可能性については、事業関係者と知り合いである人、出資口数が多い人が 5%有
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意、京都市在住でない人、不動産業の人、団体に加入したことがない人が 10%有意であっ

た。関係者の信用度については、事業関係者と知り合いである人、寄附したことがある人

が 1%有意、株式投資経験がない人が 5%有意であった。他の出資者の動向については、出

資口数が多い人が 1%有意、年齢が高い人、事業関係者と知り合いである人、団体に加入し

たことがない人が 10%有意であった。 

 以上から、京都市に住んでいる人の方が償還可能性や配当可能性を重視しておらず、地

元として協力し、リスクを引き受けようとしたことが伺われる。また、不動産業者の方が

配当率を重視しない一方、配当可能性を重視しており、今回の事業については、配当率は

不動産関連投資としては低いものの、配当可能性が高いと判断したことが推測される。こ

のほか、事業関係者と知り合いである人の方が、地域への貢献のほか、償還可能性や配当

可能性、関係者の信用度、他の出資者の動向を重視しており、地元や周辺状況を考慮した

一方、事業の成否についても斟酌したことが理解される。さらに、京町家の保全・活用の

団体に加入したことがある人の方が、配当可能性や他の出資者の動向は重視しておらず、

京町家の保全・活用という目的に賛同したことが伺われる。加えて、株式投資経験がある

人の方が、保全・活用や関係者の信用度を重視しておらず、投資に際し他の事情の考慮を

抑制したものと推測される。 
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第 4 章 京町家証券化事業の総括と今後の展望 

 

京都大学経済研究所附属先端政策分析研究センター教授 横田正文 

 

１．はじめに 

 

 京町家証券化事業の課題については、既に 2007 年 5 月の報告書においても様々な指摘が

なされており、改めてそれらを取り上げることはしないが、前述のアンケート調査結果を

踏まえ、新たに明らかになったことや再認識すべきことについて触れるとともに、将来の

京町家の保全・活用に向けた示唆について言及することとする。 

 

２．評価及び将来展開のあり方 

 

(1) 投資スキーム 

① 京町家というブランド 

 仮に町家以外の京都の建物や他の都市の町家を対象とした場合に出資意思が消極的に変

化する人が多くを占めており、京町家であるからこそ出資の対象となると言える。事業ベ

ースに乗せる、あるいは配当率を上げるために他の建物を対象に組み込み、投資商品とし

ての魅力を高めることは 2007年 5月の報告書においてもアイデアの一つとして挙げられて

おり、また、今回のアンケート調査でも、不動産業者の人は京都にある町家以外の建物を

対象とすることに比較的前向きではある。 

一方、京町家以外の建物を対象にすることは、株式投資経験のある人でさえ出資意思が

消極的に変化することから、投資商品としての魅力が薄れるものと理解され、逆に言えば、

京町家の保全・活用という社会的意義を有する投資は、株式投資経験者も惹き付けるもの

であると推測される。 

よって、京町家のみを対象とするという考え方は維持すべきものであると考えられる。 

 

② 事業期間 

 5 年の償還期間について約 3/4 の人が適切と考えていること、株式投資経験のある人や出

資口数の多い人が長いと考えている一方、京町家の保全・活用の団体に加入したことがあ

る人や年収の多い人が短いと考えていることを鑑みれば、京町家の保全・活用という観点

にだけ着目すれば短いものではあるが、投資リスクが存在するという側面を考慮すれば、5

年という事業期間は概ね適切であると言える。 

よって、より長期の町家の保全・活用を目指すのであれば、何らかのリスクの軽減策が

必要と考えられる。 
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③ 投資単位 

 １口 10 万円という手軽さで多くの人の出資を募ることが可能となったと言える。この投

資単位については、事業関係者にとっては小口で手間が掛かるものであり、プロである不

動産業者の人にとって十分満足できるものであったか疑問であるが、一方、株式投資経験

を有する人にとって手軽さの満足度、評価が高く、京都市以外に住んでいる人にとっても、

この出資の手軽さが出資の決断要因の一つとして働いていたことを考えると、幅広く出資

者を募るには適切な方法であった言える。 

 

④ 投資規模 

 アレンジャー費用や専門家への手数料を考えれば、事業規模が大きい方が相対的にコス

トは低下するので有利となると考えられるが、小規模であったことについて京都市以外に

居住している人の満足度が高く、京都市以外の人々の投資を期待するのであれば、一概に

大規模な方が良いとは言えない。 

 一方、所有意識の強さ、流通量の尐なさ、物件価格の上昇等におる数量面及びコスト面

での京町家物件取得の困難さは既に 2007年 5月の報告書においても指摘されているところ

である。 

よって、対象物件が量的に小規模でも成立し得る手法が求められると言える。 

 

  ⑤ 対象用途 

 採算性を確保するため、商業用途に限定されたが、満足度は他の頄目と比較して低く、

また、仮に宿泊施設や住宅を対象とした場合の出資意思の変化も他の頄目と比較して積極

的である 

よって、対象用途を拡大することができれば出資者サイドとしては望ましいと言える一

方、事業採算性を考慮すると、厳しいものと言える。 

 

⑥ 配当率 

 一般的な不動産投資商品とは異なり、3%という比較的低利で資金を集めることができて

おり、篤志家的な出資者に支えられていたことは 2007 年 5 月の報告書においても指摘され

ている。しかし、これが将来も通用するかということについては必ずしも保証はされてお

らず、同様の証券化のスキームで期待する配当率は 3%が最も多い一方、それを上回る配当

を期待する回答も相当程度見られる。今回の事業による 3%の配当が今後同様の事業を展開

する際の標準型になることが予想される。 

また。プロである不動産業者や株式投資経験を有する人の方が高い配当率を期待する一

方、京町家の保全・活用の団体に加入したことのある人の方が配当率は低くても構わない

と考えており、誰をターゲットにするかにより期待される配当率も異なってくると言える。 
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(2) 事業運営 

① 事業リスク 

 今回の事業が出資者を多く集めることができた要因として、京町家を対象としたことの

ほか、賃料の収入補償がなされたことを挙げることができる。仮に賃料収入補償が行われ

なかった場合に出資意思が消極的に変化する人が 6 割を超えていることからも㈱八清の貢

献が大きいことが理解される。なお、京町家の保全・活用の団体に入会したことがある人

の方が仮に賃料収入補償がなくても出資に前向きであったことが認められ、これは、今回

の先進的な取組みにも貢献したいという意思の表れであると推測される。 

 よって、新たな出資を募る場合、賃料収入補償を行うか否かは鍵となると言え、それを

引き受ける为体を確保できるのか、あるいは、テナント確保について関係者が協力し得る

方策を採ることができるのかが鍵となると言える。 

 

 また、2007 年 5 月の報告書においては不動産価格の上昇を期待した投資がみられたとの

指摘がある一方、今回のアンケート調査からは、昨今の景気動向も影響しているものと推

測されるが、他のリスクと比較して不動産価格の下落について強く不安を感じている。ま

た、株式投資経験を有する人の方がリスクを強く意識している。 

 興味深い点は、災害による建物の毀損・滅失リスクについて、不動産業者の人と京町家

の保全・活用の団体に加入したことがある人との認識が対照的であることである。災害リ

スクを考慮することは当然であるが、一方、京町家のソフト面も含めた防災対策について、

団体に加入したことがある人は十分了知しているものと思われる。 

 

② 顔の見える投資 

 事業関係者と知り合いである出資者が多く、事業関係者の信用度を出資の決断要因の一

つとして重視した人が多い。また、事業関係者と知り合いの人の方が専門家の協力に満足

し、評価している。事業関係者との親近性、事業運営が見えるということが要因となって

いると推測され、通常の投資商品との相違の一つがここにあると言える。一方、このよう

な協力が次回以降も得られるのかが課題ともなる。 

 

③ ボランティア精神への依存 

 専門家の積極的な協力が事業成功の鍵の一つであり、不動産業者の人や株式投資経験者

がそれを高く評価している。 

よって、持続的な取組みとするためには、特定の人・団体の好意に依存しない事業展開

が求められる。 

 

④ 情報提供 
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 情報の提供については、約 6 割の人が肯定的に評価しており、特にプロである不動産業

者の方が満足度が高いことから、証券化事業に必要な情報開示については適切に行われて

いたと言える。一方、京町家の保全・活用の団体に加入したことがある人や事業関係者の

知り合いの人の満足度が低いことから、対象物件等に関する利用・経営状況等関連する情

報が提供されれば更に満足度が向上したものと思われる。 

よって、積極的かつ多様な情報提供は出資者の満足度向上に資すると言える。 

 

  ⑤ 組成の煩雑さ 

 自由回答にも見られたが、不動産投資としては比較的に小規模であるものの通常と同様

の手続を踏まなければならないことについて指摘する意見が見られた。今後の改善が期待

されるところである。 

 なお、必要な書類の作成・開示については、上記の情報開示において述べたとおり、プ

ロの不動産業者としても評価しているものである。 

 

(3) 京町家保全への貢献 

 当該事業が京町家の保全・活用に貢献したことについては、全体としては満足度が高い

一方、京町家の保全・活用の団体に加入したことがある人の方が相対的に満足度が低くな

っている。これは、自由回答で今後の更なる事業展開を期待する意見が見られたことを踏

まえれば、対象物件が商業店舗で 3 件と限られていたことによるものと思われる。 

 また、現在の京町家の保全・活用への期待についても、京町家の保全・活用の団体に加

入したことがある人の方が期待度が大きいことを鑑みれば、彼らの期待値が今回の事業に

止まらず更に発展していることを望んでいるものと思われる。 
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おわりに 

 

 

一般社団法人京都府不動産コンサルティング協会は不動産コンサルティング技能者（国

土交通大臣登録証明）による研究開発と技能向上を目指す集まりです。先進性・地域性・

協同性をキーワードに活動しています。 

 

次期の事業として不動産管理信託手法による京町家の保全再生利活用を進めています。

最終的な姿として、証券化同様に多くの社会貢献志向の方の出資を募るスキームを目指し

ています。その折にはご協力をよろしくお願いいたします。 

 

この報告書は京都大学の横田正文教授と研究室スタッフのお世話になり刊行できました。

前任の丸谷浩明先生に続いて出資者アンケートを分析していただきました。事業関係者に

自由に寄稿をお願いしましたので色々な意見が混在し、統一的にはなっていません。この

報告書に現れた有様がこの事業の正真の姿であり成果と限界を物語っています。 

 

今回の事業での学びを次期の事業に生かして精進してまいります。ご期待ください。あ

りがとうございました。 

  

一般社団法人京都府不動産コンサルティング協会理事長  岡本 秀巳 

 

 

 

 中途段階からではありますが京町家証券化事業研究会に参加させて頂き、また、京町家

証券化事業の結了に際して京町家証券化特定目的会社と共同で出資者に対するアンケート

調査を実施させて頂きました。大学の地域への貢献が求められている中で、このような形

で京町家の保全・活用に向けた取組みに参加することができ大変嬉しく思っております。 

 

ここに改めまして、京町家証券化事業を無事結了されました関係者の方々に敬意を表す

る次第です。 

 

京都大学経済研究所附属先端政策分析研究センター教授  横田 正文 
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