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国際ロータリー第２８４０地区  ２００９-２０１０年度 国際ロータリーのテーマ

善意というものがないなら
　　ロータリークラブは唯の社交クラブだ。
　　職業は金儲けのためでしかなく、
　　社会奉仕というも施しにすぎず、
　　国際奉仕は外交以外の何ものでもない。

パストガバナー 前 原 勝 樹

会 長 幹 事 野間　義弘

クラブ会報・広報委員会 須永 博之・坪井 良廣・吉田 栄佐・森　 末廣

R. I  会長 ジョン・ケニー

２０１０年

THE FUTURE OF ROTARY
IS IN YOUR HANDS

第２７２８回例会
（ ３月１５日㈪   第３例会 ）
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委員会報告

卓　話  「今、注目 CRE とは！ 」

点　鐘

伊勢崎中央RC　竹原　正貴  君 〈卓話者〉（株）アンカー 社長　川口　貴志  様
開発部　松島　祐輔  様

ようこそビジター

伊勢崎中央RC
竹原正貴君と
バナー交換

ホームページ  http://www.kiryu-rc.org　　　メール  info@kiryu-rc.org

「今、注目の“ＣＲＥ”」 
●ＣＲＥとは？
Corporate Real Estate の略で、日本語に訳しますと「企業不動産」となりま
す。本社、支店、工場、社宅、賃貸借物件など、企業が経営上必要な一
切の不動産のことを指します。
昨年６月に金融庁が公表したロードマップにおいて、日本でもIFRS(国際

委  員  会  報  告
出席委員会
本日の出席（平成２２年３月１５日）：総員６５名・出席４３名
平成２２年３月１日例会修正出席率：８６.２％
ニコニコボックス
竹原正貴君…伊勢崎中央RC。／坂入勝君…川口社長の卓話を祝して。
／吉田栄佐君・川島康雄君・須永博之君・園田　誠君・大友一之君・水
越稔幸君…川口貴志社長をお迎えして。／藤井征夫君…開花が早まり、
観桜会が心配です。／横山順一君…新たに入会させていただきました。
ありがとうございます。／岡部信一郎君…誕生祝。／柳　明彦君…写
真を頂きました。

仔豚の貯金箱　竹内　康雄君

卓　話
会  長  の  時  間
　あちこちから春の話題が届けられるようになりました。近くでは笠懸と佐
野の万葉自然公園のからくりの里そして渡良瀬遊水池で２１日に春の風
物詩「ヨシ焼き」が行われ３３００ヘクタールの広大な草原が真っ赤な炎に
包まれます。実に雄大な景観であります。
機会がありましたら一度ご覧になるとよろしいかとおもいます。
１０日第４回特別委員会が開催され４月１８日にコンサートの最終打合せを
行いました。大勢の市民がお見えになることを期待したいと思います。先
週申し上げましたが塚越会員さんが無事に会長エレクトセミナーを終了し
これで会長になる権利を得たことになります。ご苦労さまでした。
２７日本田エレクト幹事が幹事エレクトセミナーに出席を致しましす。頑張
ってセミナーを受けて来て下さい。
幹  事  報  告
○ 米山奨学会より「ハイライトよねやま」が届いております。
○ 桐生西、桐生中央、桐生赤城各RCより週報到着。
○ 次週２２日（月）は、振替休日の為休会となります。次回例会は、２９日（月）
となりますので、お間違えのないようお気を付けて下さい。

「今、注目の
　　　　CREとは！ 」

（株）アンカー
社長　川口　貴志様



　　　地震、台風（竜巻）、土砂災害
　　　独立行政法人防災科学技術研究所『Ｊ－ＳＨＩＳ』地震ハザード
　　　ステーション
　　　【３０年震度６強以上の揺れに見舞われる確率の分布図】
　　　倒壊でなくても、建物に亀裂が入っただけでも価値感は下がる（隣
　　　地建物にも注意）
②環境問題
　　　土壌汚染、地中障害物、アスベスト、ＰＣＢ
②保全問題
　　　経年変化や劣化（看板、擁壁）
　　　※火災・損害・家財の各保険の内容充実

●損益通算
過去７期に渡り損と益を通算できます。法人は個人の譲渡税と違います。
自社の不要・未稼働な不動産（その他固定資産）の棚卸しの時に活用
できます。
　例えば、他の経営資源と複合的に組み合わせる（逓増定期保険と役
員退職金、遊休資産や投資信託の売却など）ことにより、損益通算が図
れます。ですから、目先の不動産価格や世界マネーの投機的な動きに一
喜一憂せず、業績の好調期と低調期を視野に入れて、ぜひ俯瞰的に捉
えて対応してみて下さい。

『グループ法人税制』が本年の１０月１日から変わります。これにも着目して
下さい。

●『ベスト立地』
不動産は立地や周辺環境がとても重要です。自社の不動産に対してそ
の価値を上げるため、以下の着眼点で一度自問自答してみては如何で
しょうか？
○当地は自社の事業においてはたして『ベスト立地』なのか？
○自社の商品やサービスを情報発信、表現する舞台として、『ベストロケ
ーション』なのか？
○自社のオペレーション（製造ラインと物流・配送関連）を統轄する上で、『ベ
スト拠点』なのか？
例えば、『Ａ社の研修施設は、Ｂ社のショールームに最適』『Ｂ社の倉庫は、
Ａ社の工場向き』ということもありえます。
立地はマーケットによって生き続けています。その時その時点のベスト立
地は、時代と共に変遷流転するものです。
自社に対するイメージを高めてくれるエリアや街区、そして社員の感性を
磨く、職場環境にフィットした建物など、各地域にはそれを満たす“ハイイ
メージ”の不動産が必ず存在します。その点を考慮して経営資源の構
造転換を図っていって下さい。

●『事業用定期借地権』
契約期間が「20年」から最長で「50年未満」に延長しました。これも注目
点です。企業が出店する上で土地からの購入は負担増になります。土地
を借りれば約半分の投資で済みます。
　特にトピックスとして『前払賃料方式』というのが新設されました。これ
は従来の権利金や保証金と違い、契約期間に応じて損金計上が可能と
なり、資金が長期間寝ないので企業会計上もとても有利です。
　また、貸す場合の建物は出店者が建ててくれるので、基本的に投資は
ゼロです。万一の中途解約に備えて、保証金を解体費に充当できるよう
に特約をしておくこともお勧めします。

●中小企業こそホールディングス体制を！
経営者個人所有の自社株は、経営権を含んでいる相続財産です。ここ
が大きく一般の方の相続財産と性格が違うところです。万一相続が発生
しても、会社運営が相続によって影響されない株式所有の体制づくりが
必須となります。
　経営と所有の分離。所謂『事業を継ぐ者』と『個人を継ぐ者』を明確
にしておくことも一つの手です。
ホールディングス制は、例えば事業運営会社と持株会社に不動産を再編
成するひとつの手法です。不動産は分けづらい特徴がありますので、個
人共有にすると苦労することもあります。不動産は個人でなく会社で所有
してゆくことを検討してみてはどうでしょうか。
　実際にすすめる場合は、株式の交換や移転、会社分割、会社合併（Ｍ
＆Ａ）、連結納税制度など相当な専門知識を要します。専門の先生に相
談し、法律を遵守して取り組んでいって頂ければと思います。

会計基準)の導入が本格的に検討されることを受けて、この言葉が新聞
紙上で特集を組まれるくらい脚光を浴び始ました。
●国際会計基準
 既に世界110カ国以上で採用されている会計基準で、ＥＵでは２００５年
より、お隣りの韓国、そしてインド、カナダでは来年から採用が正式決定さ
れます。
グローバル時代、国ごとに異なる会計基準では比較が困難ということで、
同じルール化が望まれてきました。もはや世界の潮流のようです。

●国際会計基準が導入されると、日本企業はどうなってゆくのか？
 国際会計基準の特徴の一つとして、企業不動産に対する評価方法が
大きく様変わりするということです。不動産は『簿価から時価』で評価され
ます。これはとても大きな変化です。
従来の企業会計の原則からすると、土地の簿価は取得費です。つまり買
った当時の価格がそのまま決算書のＢ／Ｓに載ります。例えば、１億円（簿
価）で購入した土地が、昨今の資産デフレの煽りを受けて今売却した場
合３千万になってしまう事が最近散見されます。含み損が７千万出てしま
います。
 これはあくまでも今売却した場合、損が出るという話ですが、導入される
とたとえ売却しなくても、「この企業は将来含み損が７千万有している不
動産を所有しています」ということを決算書に明記することになります。
言い換えると、本業の業績が良くても、企業が所有している不動産が、低
稼働・未稼働資産（遊休地、使われていない建物）となっていて、その活
用度が低ければ、企業の評価は下がるということになります。
 不動産は、読んで字の如く、固定性が非常に高い種類の資産です。他
の資産（有価証券、預貯金、投資信託、保険等）と比べても換金に時間
を要します。ということは、不動産の再点検を早期に準備しておかねばな
りません。
 今までは、業績も不動産価格も右肩上がりの時代が続きました。不動産
に対する綿密な戦略なんて必要でなかったのですが、これからの企業は
不動産のあり方に対して、根本的に見直さねばならなくなります。
国土交通省でもこれらの一連の世界的流れに対応して『ＣＲＥ研究会』
を設置して、企業の今後採るべき行動の羅針盤として、ＣＲＥの『ガイドラ
イン』を示しました。
 ＣＲＥ戦略の目的は、不動産の持つ潜在価値を最大限に引き出し、経営
に生かすことです。これは決して“不動産”の話しではなく、会計ルール
変更の話しなので、全業種問わず影響してまいります。
既に欧米の優れた企業の多くは、ＣＲＥ戦略を積極的に取り入れています。

『ＣＲＥ（企業不動産）』と『国際会計基準』という言葉は、今後益々、テレ
ビ、インターネット、新聞紙上などのメディアにたくさん出てまいりますので、よ
くウォッチしておいて下さい。

●ＣＲＥ導入に最初に取り組むとき
 自社不動産の現状把握から始めてください。以下、基本チェック項目を
説明列記します。
１  所有資産について
①コストや支出の確認
　　固定資産税、修繕・保全等のメンテナンス費、諸経費
②収益や果実の確認
　賃料収入、生産高、業績や売上
②３種類の指標で把握
　　評価額、簿価、時価の差額を把握
以上の内容を踏まえ、簡単な不動産収支表を決算書とは別立てで一度
作ってみて下さい。そうすると、どれが低稼働・未稼働資産かが炙り出さ
れてきます。
２  所有状況について
①所有形態の確認
　　　法人か個人か、単独か共有か
　　　※借地の場合『土地の無償返還届出書』が有効です。
②借入状況の確認
　　　借入期間、借入残額、金利（固定か変動か）、共同担保の範囲
③利用状況
　　　ライフラインの敷設状況（他人の水道管が埋設されていないかな
ど）、　　　境界の確認、不法投機物の有無など
④特殊事情や約束事
　　　これは多種多様です。特に近隣との関係は大切
３  賃貸利用している不動産について
①契約状況
　　　契約書の有無・契約形態・賃料（改訂）・契約期間・更新時期・特
　　　約
②敷金や保証金などの預託金
　　　退去時全額返還されるのか？　控除されるのか？
　　　償却する場合その方法や料率は？
４  リスク未然防止について
①自然災害

【次回例会予告】

場所：桐生市民文化会館
点鐘：午後６時３０分

４月５日㈪ 観桜会

＊ お 知 ら せ ＊


