
■平成２１年度第４回（第１０２回）都市経営戦略会議結果概要 
 
【日 時】 平成２１年７月１日（水）  午前１０時１５分～午前１１時５０分 

 
【場 所】 政策会議室 
 
【出席者】 市長、教育長、審議監、技監、政策局長、総務局長、財政局長、 
     総合政策監、関係所管局（都市局長） 

 
【議 題】 （１）岩槻都市振興㈱について 
 
 
＜ 提 案 説 明 ＞ 

平成２１年度第３回都市経営戦略会議において指示のあった、岩槻都市振興㈱の経

営悪化要因についての検証、岩槻都市振興㈱に関する今後の対処方針案、岩槻都市振

興㈱に関する今後の対処方針に係る都市局の対応方針案、岩槻区役所の移転、土地の

売却に関する諸問題の検討結果等について都市局より説明があった。 

 

【岩槻都市振興㈱経営悪化要因の検証】 
（過去の経緯） 
・ 当該再開発事業計画は、旧岩槻市において、昭和 49 年に市総合振興計画に位置

付けられ、市施工による第一種市街地再開発事業として昭和 60 年に都市計画決
定、平成元年に事業計画決定、同５年の大規模な事業計画変更を経て、商業施設、

公共駐車場、公益的施設、業務施設及び住宅等を施設構成として、同 6年に着工、
８年に竣工した事業である。 

・ 旧岩槻市が昭和 60 年に設置した再開発ビル核店舗検討委員会において、出店意
向のある 9社とのヒアリングを踏まえ、定めていた選定基準をもとに検討し、㈱
ニチイ現在の㈱マイカル、㈱イトーヨーカ堂、㈱忠実屋、㈱東武ストアの 4候補
を選定した。 

・ 最終的に企業内容・規模・実績・再開発事業への出店経験、経済条件面及び権利

者要望等を総合的に勘案し、㈱マイカルを選定し、昭和 63 年にキーテナントと
しての出店確認書・覚書を締結した。 
なお、出店意向９社のうち、自ら保留床を取得して出店する意向を示した社は無

かった。 
（保留床処分の問題） 

・ 保留床処分先としては、当初は市と市の出資する第三セクター及び住宅・都市整

備公団以外にデベロッパー等民間企業も視野に入れていた。しかし、平成元年の

事業計画決定後、バブル経済崩壊の影響により民間の意欲が急激に衰え、その参

入が叶わない状況となり、結果として、住宅・都市整備公団へマンション 71 戸



を処分した以外は、市と第三セクターが取得することとなった。 

（事業計画変更） 

・ 平成 3 年 11 月に権利変換計画決定を行ったが、市としてはバブル経済崩壊後、
その影響により高騰した事業費総額の圧縮を図るべく事業計画の変更を迫られ

た。通常、再開発事業の考え方においては、事業費が高騰してもその分保留床が

高く処分できるので事業上問題はないと考えられるが、本事業においては、保留

床の処分先のほとんどが市及び市の出資する第三セクターであったため、保留床

処分価額の上昇が市財政に直接影響を及ぼすことが懸念された。 
・ このため、平成 5年の事業計画変更時に、前述の出店確認書・覚書を締結してい

た核店舗部分を除き、当初計画された導入施設の機能及び規模等の大幅な修正を

行い、結果的に事業費を 90億円ほど圧縮した。 
・ 核店舗部分については、平成元年の事業決定当初、近隣都市への商業集積が一層

進んだことにより流出していた購買力を食い止めるに相応しいマーチャンダイ

ジング機能を発揮させ、地元歩留まりを高めるとともに、周辺市町からの顧客動

員も勘案し、一般的に大型店の魅力を発揮できる適正規模として 10,000 ㎡以上
の計画としていたが、平成 5年の事業計画変更当時の岩槻市の都市規模、近隣都
市における大規模小売店の出店状況、さらに岩槻駅中心部における商圏を勘案す

ると、過大規模の施設建設であったことは否めない。 
・ 結果として、市以外では、保留床の処分を第三セクターである岩槻都市振興㈱が

担ったこと、つまり三セク設立時点で、既に経営悪化要因を抱えていたといえる。 
（第三セクター設立） 

・ ビルがオープンしたことにより、市としての再開発事業は終了したが、市施工の

再開発事業に協力した権利者としては、運命共同体として、ビルオープン後も核

店舗との対等性を担保していくうえで、何らかの形で市が管理運営に関わってほ

しいとの要望があったことから、平成 6 年 11 月に岩槻都市振興㈱を設立し、竣
工直前の平成 8年 2月には、テナント出店者から預かった保証金及び当時の日本
開発銀行、市中金融機関からの資金調達により、市から再開発保留床を 67 億円
余で取得した。 
なお、ビルオープン時の平成 8年 3月からキ－テナントである㈱マイカル破綻時
の平成 13 年末までは、当初の資金収支計画どおりの営業キャッシュフローを生
み出し、借入金の返済等順調に推移していた。 

（マイカルの経営破綻以降の市及び岩槻都市振興㈱の対応） 

・ 平成 13年 1１月、会社更生法申立てにより破綻した時期と前後して、㈱マイカル
と市、岩槻都市振興㈱及び共有者において数十回に及ぶ賃料減額及び店舗閉鎖に

ついての協議を行っている。 

・ 当時の社会経済情勢下では、現実として新たなキーテナントの誘致も極めて厳し

い状況にあり、キーテナントの店舗閉鎖はそのままビルの空洞化という事例が全

国で相次いでいた。このため、事実上の撤退勧告であった 50%に及ぶ賃料減額を
市、岩槻都市振興㈱及び共有者ともに受け入れるといった選択をせざるを得なか

った。 



（旧岩槻市の対応） 

・ ㈱マイカルの賃料減額は事実上の撤退通告であったにもかかわらず、市としては、

マンション住民や権利者、さらに市民からの数万にも及ぶ署名を第一とし、撤退

を食い止めることに終始した。さらに、大幅な賃料減額による収入減少に伴い、

急激に資金収支計画が悪化する岩槻都市振興㈱を勘案し、市では平成 14 年 7 月
臨時議会における議決を経て、岩槻都市振興㈱が区分所有していたワッツ西館の

４Ｆ・５Ｆを取得、国のリノベーション補助金などさまざまな手段を講じ取得床

の利活用を進めるとともに、借入金利息の軽減を図るため、金融機関借入金の返

済資金として 18億 7千万円を貸し付けた。 
・ 当時の議会説明においては、作成された資金計画そのものがおよそ 10 年後には

資金不足に陥ることを想定しているなど、合理性のある「リスケジュール」の体

を成しておらず、岩槻都市振興㈱の抜本的な再生に向けた検討がなされたとはい

えない。 
（都市振興の対応） 

・ 岩槻都市振興㈱の主な収入源は賃料収入であり、中でもワッツ東館に入居するマ

イカルサティの賃料収入が大きな割合を占めていた。平成 8年のビル開業当初は、
㈱マイカルに対し、ワッツ東館の地下 1階から 4階を、坪 5,250円で賃貸してい
た。しかし、平成 14 年の㈱マイカル破綻に伴い、賃料が坪 2,625 円に減額され
たほか、4 階部分は返還されてしまったことにより、岩槻都市振興㈱が㈱マイカ
ルから得る賃料収入は半分以下に減少した。そして、㈱マイカルから返還された

４階部分については、その後、従前ほどの賃料収入とはならず、空きスペースも

生まれる状況となってしまった。 
・ なお、この時点で、政府系金融機関から迎えた常勤の取締役の退任や職員の大幅

な削減、さらに経費節減等の大胆な経営合理化を行ったが、一方で、ビル賃貸・

管理を業務とする３セク会社にもかかわらず、こうした事態に陥った時点で、テ

ナントリーシング等のノウハウを有する人材の確保を怠ったことも、その後の悪

化要因の一つといえる。 
・ さらに、岩槻都市振興㈱に床を賃貸してその収入を得ている共有者にも大きな影

響を及ぼすことから、賃料減額により今後困難が想定される預かり保証金の返還

に係る緩和に向けて、マイカルに協議を要請した。しかし、更正管財人の管理下

にあった㈱マイカルにその権限はなく、賃料減額に伴う契約変更合意書に、当該

協議に係る継続性を担保させるに留まった。 
・ 結果的に、㈱マイカルが更生計画を完了させる平成 17 年末まで協議は凍結され

たため、平成１８年当初より岩槻都市振興㈱及び共有者会が協議開始にこぎつけ

たものの、協議は具体の内容に至らず、平成 19年 3月より第 1回目の保証金返
還が始まり、この減額協議の棚上げが最大の窮境原因となった。 

・ こうした経過を踏まえ、岩槻都市振興㈱及び共有者会より、市に対して保証金返

還緩和協議に協力してほしい旨、口頭による要請があった。 

 

 



（さいたま市の対応） 

・ 旧岩槻市との合併協議が行われた平成 16 年時点で、課題の一つであった岩槻都
市振興㈱の経営再建に係る協議においては、具体的な課題解決の方策までは示さ

れず、合併に至っている。 
・ 平成 17年 4月に旧岩槻市を編入合併したさいたま市では、市外郭団体指導要綱、

外郭団体の改革及び運営に関する指針に基づき、岩槻都市振興㈱への適切な指導

調整を実施することとしていた。このため、関係部局による検討を行うとともに、

岩槻都市振興㈱の運営状況等を検証するため、平成 18 年度に、同社に経営課題
分析調査を実施させ、客観的検証をもとに同年 11 月に都市経営戦略会議におい
て、同社への対応方策について付議した。 

・ また、岩槻都市振興㈱の株主及び債権者の立場で、経営再建に向けた支援をする

か否かに大きな影響を及ぼすことが想定されたため、岩槻都市振興㈱及び共有者

会からの要請を受け、平成 19 年度よりマイカルとの保証金返還緩和に係る協議
に参加するとともに、並行して、これまで同社の再建或いはその断念についての、

様々な影響を勘案しつつ調査検討を進めてきた。 
（保証金） 

・ 岩槻都市振興㈱は、平成 8 年の開業時にキーテナントのマイカルから 36 億円の
保証金を受け入れており、その返還については、預け入れから 10年間据え置き、
11年目以降 10年で元金均等で償還する契約となっている。 

・ 当初は、マイカルから得る賃料収入により保証金の返還が可能となる計画であっ

たが、マイカル破綻後の平成 14 年以降、保証金債務の減額協議が棚上げされた
まま上記の賃料減額及び 4階部分返還がなされた結果、償還開始以降、現預金を
取り崩して対応する形となっている。なお、持分に応じて岩槻都市振興㈱より保

証金を差入れられている共有者達も、同様に不足額を自己負担している。 
（借入金） 

・ 岩槻都市振興㈱は、平成 14年に、旧岩槻市からの 18.7億円の融資及び旧岩槻市
へのワッツ西館の 4・5 階区分所有部分の売却代金で、開業時の金融機関借入金
の繰上げ償還を行ったが、過剰債務の抜本的解決には至っていない。なお、市か

らの借入金は据置き期間にあり、償還は平成 28年から 20年間でされる予定。 
（まとめ） 

・ 岩槻都市振興㈱の経営悪化の原因としては、旧岩槻市の計画策定からその実行に

至る間の行政システム上の問題として、バブル経済という土地神話崩壊前後で経

済情勢に即応した計画の修正が図られなかったことや、適正な手続を経たとはい

え、都市規模及び商圏から見て過大な事業規模としての事業を実施したこと、さ

らに、第三セクター設立の前提として、保留床処分を担わせることとしていたこ

とがあげられる。 

・ また、マイカル破綻時には、権利者要望及び当時の全国的な類似状況を踏まえて、

市が主体的に設立した三セクであったが故に、岩槻都市振興㈱に対する関与の度

合いが強くなりすぎていたこともあり、客観的な常識の範囲を超えた関係性にあ

ったことから、確たる調達先が担保されない10年後の資金支援投入（二次ロス：

再破綻）を前提として、会社の資金繰りのための支援を実施したことがあげられ



る。 

・ さらに、本来、権利床の賃貸借契約とは別の扱いであるべき、預かり保証金及び

敷金の取り扱いまで盛り込んだ形での、共有者との契約締結やマイカル破綻に伴

い、旧岩槻市が支援実施して以降、リスクヘッジ策としてのリーシング専門家の

雇用を怠ったことがあげられる。 

・ 共有者は、市施工の再開発事業への協力意識の裏返しとして、事業に問題等が発

生した場合は、当然に市が解決をするはずであるという期待をしていたことや市

が主体的に設立に携わったことから市＝三セクという構図に依存したことによ

る、ビルオーナーの一人としての危機意識が欠如していたことがあげられる。 

・ さいたま市としては、合併協議時に課題の解決を先送りしたこと。 

・ 以上が、岩槻都市振興㈱の経営が悪化した要因の検証結果である。 

 ・ 岩槻都市振興㈱に関する今後の対処方針は、ＲＣＣ企業再生スキームを活用して

会社の再建を図ることとするが、今後もニューマネーの削減について努めていく

ものとする。ただし、顧問弁護士に、会社と共有者の債権放棄率を変更すること

による共有者への負担を求めることが可能か確認したところ、現実的には困難で

あるとの見解であったことから、空床期間中の共益費の負担や新規テナント受入

れ時の工事費用など、別の方法により協力を得られないか検討する。 

 ・ ＲＣＣ企業再生スキームを活用するに際しては、（仮称）外郭団体経営改革推進

委員会の了承、ＲＣＣ企業再生検討委員会における岩槻都市振興㈱が作成した再

生計画の承認、議会の議決を停止条件とする。 

 ・ ワッツビルへ移転する公共施設については、都市局が早急に入居させる公共施設

の検討を行う。検討に当たっては、施設の対象は幅広くし、既存施設の再編など、

新規負担やランニングコストを極力減少させて、費用対効果を最大限発揮できる

ようにすると共に、市有建築物の耐震化の観点を含めて検討を早急に進めていく。 

 ・ 今後の本市の外郭団体の経営改革に資するため、岩槻都市振興㈱の経営悪化要因

についての検証は引き続き行っていく。 

  

＜ 意 見 等 ＞  

・ 議論をする前に、原理原則をいくつか決めておく必要があるのではないか。ひと

つは、原則、総務省の第３セクターに関する方針に沿った形で行うこと。次にニ

ューマネーをできるだけ少なくすること。３番目に長期的なコストについてもで

きるだけ削減できる手法とすること。そのような形の原理原則に基づいて検討し、

市が選択するスキームを決定していかなければ、市民に説明がつかない。 

・ まちづくりの視点についても原理原則の中に入れるべきである。まちづくりの視

点からもできるだけ、地権者、あるいは岩槻区のまちづくりに影響を与えないも

のとするという項目は必要である。 

・ 破産やＲＣＣ企業再生スキームなどのメリット・デメリット又はトータルコスト

などを含めて議論してきたが、将来的な負担も含め、市の財政損失が最も少ない

ＲＣＣ企業再生スキームを選択すると整理すべきではないか。 

・ ＲＣＣ企業再生スキームを活用する際の停止条件について再度説明願いたい。 

→ 停止条件については、外部委員会である（仮称）さいたま市外郭団体経営改革推



進委員会での了承、議会の議決、そして当然ながらＲＣＣでの再生計画の承認と

なっており、限りなく２次ロスをおこす可能性も少ないと想定できる。 

・ 現時点では、ＲＣＣ企業再生スキームを進めていくこととするが、停止条件が該

当した場合にスキームを停止することは可能か。 

→ 可能である。 

・ 市民への説明責任を果たすためにも、会社、共有者、市、テナントごとに責任を

整理する必要がある。市の責任としては、株主としての責任、市の外郭団体とし

て監査権を有し、監査すべき監督者としての責任があるのではないか。また、株

主責任に対する対処としては、債権者に債権放棄をお願いするのであれば、  

１００パーセント減資が原則ではないか。 

・ ワッツビルにおける公共床利用に当っては検討しているのか。 

→ 公共施設の導入については、今後検討を進めていくこととしている。 

・ 会社と共有者の債権放棄率を変更することによる共有者への負担を求めることに

ついては、現実的には困難であるとのことで、空床期間中の共益費の負担や新規

テナント受入れ時の工事費用など、別の方法により協力を得られないか検討する

とのことであったが、共有者についても当事者の一員であり、一切負担しないこ

とでは、さいたま市民としては理解を得づらい。市のニューマネーを圧縮する観

点からも、今後、共有者の負担を求めていく必要がある。 

・ ＲＣＣ企業再生スキームの活用による再生計画を実施した後については、２次ロ

スを防ぐためにも、減損会計を適用するなど、しっかりとした対策を求めていく

べきである。 

  

＜  結 果  ＞  

岩槻都市振興（株）の処理に当たっては、①総務省通知（平成 21 年 6 月 23 日付

け「第 3セクター等の抜本的改革の推進等について」）、②市としての長期的なトー

タルコスト、③市としての新たな負担（ニューマネー）、④岩槻駅前のまちづくり、

を総合的に勘案し、次のとおり進めることとするが、（仮称）外郭団体経営改革推

進委員会の提言後、再度、都市経営戦略会議へ付議すること。 

１．（株）整理回収機構のＲＣＣ企業再生スキームを活用する。その際、ニューマ

ネーの更なる縮減に今後も努めること。 

２．上記①に当たっては、以下の３事項を停止条件とする。 

   ・（仮称）外郭団体経営改革推進委員会の了承 

   ・ＲＣＣ企業再生検討委員会における岩槻都市振興㈱が作成した再生計画の承認 

   ・議会の議決 

３．本市における今後の外郭団体の経営改革に資するため、岩槻都市振興（株）が

著しく経営悪化した原因を、都市局が中心となって、早急に調査検証していく

こと。 

 

＜ 会 議 資 料 ＞ 

 （資料１）岩槻都市振興㈱経営再建スキーム比較検討（20 年比較） 



 （資料２）岩槻都市振興㈱経営再建スキーム比較検討（30 年比較） 

 （資料３）岩槻都市振興㈱経営悪化要因の検証 

（資料４）岩槻都市振興㈱に関する今後の対処方針（案） 

 （資料５）岩槻都市振興㈱に関する今後の対処方針に係る都市局対応方針（案） 


