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岩槻都市振興㈱経営悪化要因の検証 
 
１．岩槻駅東口第一種市街地再開発事業計画を通じて 

（１）概要 
○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る。
○市施行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。 
○具体的な事業計画内容はバブル経済崩壊時期を挟んで作成された（後述）ものである。 

 

（２）キーテナント選定 

○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：㈱
マイカル、（以下「マイカル」という。）】、㈱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（当初賃料、持

込資産内容、売場面積、保証金及び敷金）及び権利者要望等を総合的に勘案し、マイカ

ルを選定、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。 
○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。 
○その後、核店舗部分の仕様及び駐車場台数等については、マイカルの意向も反映して施

設建築物の実施設計が作成されたが、これもバブル経済絶頂期の平成元年であった。 
 

（３）保留床処分 

  ○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る。 

○結果的に、住宅・都市整備公団へ処分（面積約 80 ㎡を 71 戸）した以外は、市（公共駐

車場及び公益的施設部分）及び第三セクター（ワッツ西館店舗床、東館の商業床の共有

持分の一部及び業務床部分）が取得することとなった。 

 

（４）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
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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

には事業費を 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、市の商業計画において、近隣都市へ

の商業集積が一層進んだことにより流出（年額 400億円）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（結果的には

開発前後で、市民の消費動向における地元吸収率は 57%⇒73%へと上昇）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。 
○しかしながら、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。 
○結果的に市以外では、保留床の処分を第三セクターである岩槻都市振興㈱（以下「都市

振興」という。）が担ったこと、つまり三セク設立時点（保留床取得）にて、既に経営悪

化要因を抱えていたといえるかもしれない。 
 

（５）第三セクター設立 

   ○ビルオープンにより、市としての再開発事業は終了するが、市施行の再開発事業に協力

した権利者としては、運命共同体としてさらに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旨の要望があった。 
   ○県との協議も踏まえ、当時の全国における市街地再開発事業の権利変換方式において主

流であった、権利者からの要望も踏まえ、行政の参加した第三セクターが、一部保留床

を取得したうえで、他の権利床と併せたビルの管理運営を行うという手法を採用するこ

ととなり、平成 6年 11月に都市振興が設立された。 
   ○竣工直前の平成 8年 2月に、テナント出店者から預かった保証金及び日本開発銀行（当

時）、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。 
   ○ビルオープン時の平成 8 年 3 月からキ－テナントの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。 
 

 

２．マイカルの経営破綻以降の市及び都市振興の対応 

○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、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協議が行われた。 
○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
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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、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。 

 

（１）旧岩槻市の対応 

○上記のとおり、マイカルの賃料減額は事実上の撤退通告であったにも拘らず、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、都市振興が区分所有し
ていた財産の一部（ワッツ西館の４～５Ｆ）を取得、国のリノベーション補助金など様々

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、市として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、都市振興の抜本的な再生に向けた検討がなされたとは言い難い。 
 
（２）都市振興の対応 

○都市振興の主な収入源は賃料収入であり、中でもWATSU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る。 
○平成 8年のビル開業当初は、マイカルに対し、WATSU東館の地下 1階から 4階（8,851.01
坪）を、5,250円/坪で賃貸していた。 

○しかし、平成 14年のマイカル破綻に伴い、賃料の 2,625円/坪への減額及び 4階部分返
還により、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セク会社にも拘らず、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。 
○一方、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したこ

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（イオングループ代表）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、18
年初より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
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らず、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、都市振興及び共有者会（商業床権利者 67名）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、口頭による要請を行った。 

 

（３）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、合併に至った。 

○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、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、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、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、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。 
 

 

３．都市振興の過大債務の発生 

（１）保証金 

○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。 
 

（２）借入金 

○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な
ったが、過剰債務の抜本的解決には至っていない。 
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○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。 
 

 

４．外部環境の変化 

（１）消費動向 

○ビルオープン前（H7）とオープン後（H12）及び直近（H17）の消費動向における地元
吸収率を比較すると、57.3％⇒73.3%⇒70.3%となっており、開業による効果は大きかっ
たものの、大店立地法が施行されて以降、大型店の出店規制の緩和という背景により、

周辺へのスーパーマーケット及びショッピングセンターの出店が相次ぎ、地元吸収率は

減少に転じている。 
 

（２）競争の激化 
○平成 16年以降、周辺地域への相次ぐ競合店の進出は、ワッツの来客数の減少を引き起こ
しているだけでなく、建物の経年劣化や現在主流となっているショッピングセンター形

態ではない旧百貨店形式であることも相まって、商業施設としての相対的な魅力の低下

も招いており、結果として好条件でのテナントの誘致は困難な状況となっている。 
 
 

５．その他 

 上記１～４の事実及び経過を踏まえ、都市振興の経営悪化に関する、関係者別の要因を整理

すると以下のとおりである。 

 

（１）旧岩槻市 

  ①事業時【Ｓ６０（1985）～Ｈ８（1996）年】 

1）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 

   2）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（核店舗の売

場面積）としての事業を実施したこと 

   3）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 

  ②マイカル破綻時【Ｈ１４（2002）年】 

1）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、都市振興に対する関与の度合いが強くなりすぎていたため、客観的な

常識の範囲を超えた関係性（例・・役員構成 市長：代表取締役社長、助役：代表取

締役副社長、収入役：監査役）にあったこと 

2）その一つとして、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 

  ③合併協議時【Ｈ１６（2004）年】 

1）課題に対する無策（合併後に先送りの姿勢） 

 

（２）第三セクター 
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  ①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 

  ②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 

 

（３）キーテナント 

  ①マイカル破綻時の賃料減額及び１部（４Ｆ）床の返還を実施したこと 

  ②更正管財人管理下における契約変更合意書11条に基づく保証金減額協議の不履行（H14

～17） 

 

（４）共有者 

  ①市施行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たこと 

  ②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 

 

（５）さいたま市 

  ①合併協議時 

1）課題に対する無策（合併後に先送りの姿勢） 


