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土地市場動向ヒアリングの概要について 

（平成２０年度 第３回 平成２０年１２月１２日開催） 

 

 

Ⅰ．新築住宅市場動向 

１．マンション用地の動向 

□ 大規模あるいは優良用地情報は、市況から土

地売却を見合わせる企業が増えていることもあ

り、極めて少なくなっている。 

□ 一方で、中小規模の売却案件は、買い手が少

なく、指値（買希望価格）も低いので、だぶつ

いている。 

□ 中小デベの事業用地売却案件は出尽くしの感

があり、実際に取引が成立したケースも少ない。 

□ 用地取りまとめ中の案件は、価格急落を受け

て、暗礁に乗り上げているケースが多い。 

□ 用地取得競争は緩和している一方、取得自体

に慎重になっており、様子見の状態。 

□ ファンドによる賃貸物件の増加で、賃料設定

が軟化しており、分譲市場の低迷と相まって、

用地取得価格の下落基調が続き、物件によって

は、路線価程度まで下落している。 

□ 工事費はわずかながら下落傾向が見えてきた

ため、この面からの土地負担力の低下には歯止

めがかかってきている。 

 

２．再開発・建替の動向 

□ 事業参加者募集への応募には、大手デベも慎

重になってきている。 

□ 駅前・超高層の再開発物件でも、上層の高額

住戸を始めとして苦戦物件が多く見られるよう

になってきた。 

□ 工事費上昇と市況悪化から、進行中の案件が

計画の大幅見直しを余儀なくされている。 

３．戸建用地の動向 

□ 優良物件の出尽くしで、質・量ともに悪化。 

□ 販売状況の悪化や資金調達難から、取得を控

える事業者が増えている。 

□ 昨年なら路線価の 1.2～1.4 倍だった相続案件

の入札でも、路線価以下の応札で不調となるケ

ースが見られるようになった。 

□ 今年度の単価は、平成18－19年から20～40％

下げており、16－17 年並みになっている。 

４．首都圏新築マンションマーケット 

□ 08 年 8－10 月の供給戸数は、前年同期比▲

39％と大きく落ち込んでいる。特に郊外物件の

供給抑制傾向が強い。１－10 月が 3.4 万戸弱で

あることから、年間 4 万戸レベルの可能性も。 

□ 8－10 月の成約率は 64.0％と、前年同期から

約 7.6 ポイント上昇しているが、8 月を除くと 9、

10 月とも 60％そこそこに留まっている。供給戸

数抑制にもかかわらず、成約率はなかなか上が

らない。特に埼玉は弱い状況が続いている。 

□ 8－10 月の単価は 12.1％上昇となったが、三

鷹の大規模での＠400 万円／坪の影響を除くと

横ばい状況にある。市況を勘案すると、今後は

徐々に下落基調となることが予想される。 

 

国土交通省土地・水資源局では、土地市場の動

向を適時適切に把握するため、市場動向に精通し

た実務者から定期的にヒアリングを行っていま

す。（平成２０年度は４回予定。） 

ヒアリングの分野とその実務者は、以下のとお

りです。 

 

新築住宅市場担当：不動産会社 

中古住宅市場担当：不動産流通会社 

オフィスビル市場担当：オフィス事業等 

コンサルティング会社

業務用仲介市場担当：信託銀行 

証券化市場担当：不動産証券化関係団体 
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□ 10 月末時点の供給在庫は 10,842 戸（不動産経

済研究所）と前期並みの 1万戸超が続いている。

完成在庫も 6,000 戸とされるが、リクルートの 9

月末調査で 9,600 戸との数字もあり、現時点で 1

万戸を超える完成在庫があるともいわれる。 

□ 8－10 月のモデルルーム来場者（リクルート調

べ）は、前年同期比▲43％と、前期以上に大き

く減少している。特に販売の立ち上がり以降の

来場は先細りの状況にある。 

□ 住宅購入マインドは、9 月のリーマン破綻以来、

一段と冷え込んでいるが、「駅近」「再開発」

「超高層」「住環境」といったキーワードが当て

はまる物件は比較的堅調。 

□ グロス重視の傾向から、郊外でも面積を圧縮

したグロス引き下げ住戸が増加。 

□ 郊外タワー物件で 3,000～5,000 組の集客をし

ている物件もあり、購入意欲自体はまだ見られ

るが、予算との乖離は大きく、歩留まりは低い。 

□ 8,000 万円以上は苦戦している。 

□ 山手線エリアの＠300～400 万円／坪物件で

好調物件が少なく、価格調整が必要になってい

る。 

□ 千葉では特に、大幅値引き物件が増えている。 

５．近畿圏新築マンションマーケット 

□ 首都圏に先行して価格調整に入っているが、

売れ行き等、傾向としては首都圏と同様。 

□ 06－07 年の 3 万戸ラインから、08 年は 2 万

戸強に留まる。 

□ 供給在庫はじわじわと増加をたどっている。 

６．首都圏新築戸建マーケット 

□ 7－9 月の着工戸数は増加傾向にあり、特に 23

区は前年同期比 81％増と、地価下落による供給

のしやすさが反映されている。 

□ 一方で、成約率は下落傾向にあり、7,000 万円

超は特に厳しい。高額予算層ほど、検討を保留

する傾向が強くなっている。 

□ 平均価格は 06－07 年よりや若干だが弱含み

に。特に東京エリアでは、06－07 年（7－9 月）

の 6,200－6,300 万円台から、5,600 万円台と、

05 年同期の 5,400 万円台に戻りつつある。 

□ マンション同様、都心の億超え物件の動きは

鈍くなっているが、田園都市線のスポット的な

好立地物件では億超えも動いており、底堅い需

要は感じられる。 

７．今後の見通し 

□ 供給の絞り込み以上に、購買意欲は減退して

おり、在庫の積みあがりから、しばらくは価格

調整局面が続き、来年いっぱいは市況回復が難

しいと思われる。 

□ 担保割れ分の返済や追加担保要請など、特に

中小に対する金融機関の貸し剥がしが今後も継

続するなら、投売りによる一層の価格下落も懸

念されることになる。 

 

Ⅱ．中古住宅市場動向 

１．レインズのデータ 

□ 7－9 月対前年同期比（％） 

     売登録 売在庫 成約報告 成約単価 

首都圏  119   130   102     99.1 

近畿圏   117     119     104     97.8 

中部圏   109     109     101 

□ 首都圏の 08 年度上期の登録件数は、07 年度

上期の 25％増、一方で成約は 3％増に留まり、

在庫は 33％増と近畿圏より急速な増加を示して

いる。3 ヶ月ごとの推移では、前年同期比で 4－

6 月期に上昇に転じた成約報告数は、7－9 月で

も 2％増となっているが、事業用は 15％減と依

然動かない状況が継続している。また登録平均

価格が1－3月をピークに下げ基調をたどってい

る中、成約平均価格も同様に 4－6 月に比べ低く

なった。なお、10 月・11 月の成約件数は前年同

月を割り込んだ。 
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□ 近畿圏は、在庫増加が首都圏よりは緩いが、

月別に見ると、昨年 12 月以来前年同月を上回っ

てきた成約件数が、10 月・11 月と連続して前年

を割り込んでいる。7－9 月の登録価格並びに成

約価格も、4－6 月比では若干ながら下げている。 

□ 中部圏は、在庫の増加は首都圏や近畿圏ほど

ではないが、10 月・11 月の成約報告件数は、や

はり前年同月を割っている。 

２．首都圏の仲介市場の動向 

□ 買情報は 4－6 月（＝101％）に続き、対前年

同期比でマンションの 111％が牽引して、全体で

も 105％とプラスとなり増加傾向にある。これに

より買／売情報量倍率は、昨年 10－12 月の 3.2

倍を底に 3.7 倍にまで増え、倍率的には回復傾向

にある。 

□ 業者の取引は売・買ともに相変わらず厳しい

状況にある。特に業者買いの減少が続いており、

マンションの買成約はエンドが 108％と対前年

同期比増となっているのに対して業者は 58％、

また、戸建も 113％に対し 47％と大きく落ち込

んでいる。 

□ 予算別の買（エンド）委託件数は、マンショ

ンで 8,000 万円以上、土地／戸建は 6,000 万円

以上は減少している。 

３．マーケット概況 

□＜首都圏＞ 依然として大変厳しい状況が続い

ている。様子見や底値探りの検討客が中心で、

有望客も成約までの長期化傾向が顕著。契約確

定後、親族の意見などでキャンセルになるケー

スも増えている。希少物件や湾岸タワーの需要

は続いているが、物件の優劣がついている。 

業者の在庫整理は進んできているが、売れな

い物件は相変わらず塩漬け状態。 

住宅ローンは、引き続き高額物件や自営業者

に対しては厳しく、個人への融資条件も否認や

減額が出始めている。一方で優良顧客の囲い込

みの動きも見られ、顧客選別化が進んでいる。 

□＜近畿圏＞ 購入マインドの低下で選別が厳し

く、成約までが長期化する傾向にあり、回復の

目処が見えない。買情報量はマンションで微増

だが、土地・戸建は大幅に減少している。価格

はプライスリーダーの阪神間や北摂のマンショ

ンでも下落傾向に入っている。 

□＜名古屋圏＞ 中部圏全体では売委託が増加、

買委託が減少傾向にある。成約価格は名古屋市

の下落が顕著だが、三河で上昇も見られ、全体

では土地の下落を中心に 5％程度の下落。 

４．首都圏定点観測 

□ 7－9 月期の年間変動率は、住宅地で▲7.8％、

マンションで▲2.8％となった。 

□ 住宅地では 23 区が▲14.2％、東京市部が▲

7.4％と大きく、マンションでも 23 区は▲5.7％

とエリア別で最大の下落率となっている。 

 

Ⅲ．オフィス賃貸市場動向 

１．空室率の動向（11 月期） 

□ 景気の先行きを不安視するテナントが多く、

決断に慎重になっている。東京主要 5 区は、前

月比 0.2 ポイント上昇して 2.9%となった。10

月・11 月の 2 ヶ月での空室率上昇が目立った。

Ａクラスビルは 3.3%と 0.9 ポイント上昇、S ク

ラスは 5.8％と 2.1 ポイントの大幅な上昇となっ

た。これは、丸の内トラストタワーの竣工に伴

い空室面積が大幅に増加した影響が大きい。ま

た、既存の優良大型ビルの需給バランスも、徐々

に緩んできている。 

□ 大阪市では、今年の春先頃まではよく見られ

た館内増室の動きが止まってきている。空室率

は前月比 0.3 ポイント上昇して 6.9％となった。

A クラスビルは 3.0％、S クラスは周辺既存ビル

からテナントを吸収したビルが出たことで

0.9％となった。ただ、今後、S クラスでも大型
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空室の発生が予想さているビルもあり、全般的

には予断を許さない。 

□ 名古屋市は 0.5 ポイント上昇して 8.2%となっ

た。8％を越えるのは 2005 年 3 月以来となる。

ただし、名古屋については、市場規模に比べて

供給量が多かったことが背景にある。今年の新

規稼動は30棟以上・3万7～8000坪に及ぶ。2008

年1～9月までで需要がゼロ近辺かマイナスとな

った東京や大阪と比べ、需要自体は増加基調を

維持。 

２．オフィスに関する意識調査（東京） 

□ 2008 年 6～8 月に 3 回に分けて、テナントを

対象にアンケート調査を実施した（10 月まとめ）。 

□ 1 人当たりのオフィス使用面積平均は、東京が

4.1 坪、大阪が 4.3 坪、名古屋が 4.6 坪で、面積

区分ごとで 2 割を超えるのは、東京が 2～3 坪、

大阪が 3～4坪、名古屋が 4～5坪となっている。 

□ コストアップになっても改善したい項目を聞

いたところ、最も多かったのが「耐震性」だっ

たが、それも 5％台に留まり、コストアップする

なら今のままもでといった傾向はある。 

□ 支払平均賃料（共益費込み）は東京が 27,000

円／坪台、大阪・名古屋が 14,000 円／坪台であ

った。高いほど割高感を持つ割合も増えるが、

東京では 3 万円台で 5 割強、4 万円台でも 4 割

は割高と感じていないケースが見られる。 

□ ビル規模別の支払賃料（東京）は、5 千坪以上

で 30,000 円強／坪、3 千～5 千坪未満で 30,000

円弱／坪、3,000 坪未満になると 20,000 円強と

低くなる。 

□ 移転・新設予定に関する意向については、1999

年以前入居や 2000～01 年入居のテナント、06

年以降入居のテナントの予定有りが 20％台であ

るのに対し、02～03 年や 04～05 年入居のテナ

ントの予定有りが 35～40％と高い。これは、賃

料水準が安い時期に入居したテナントが、再契

約時期を迎えて賃料アップに直面し、移転を考

えているといったことも推定される。 

  また、移転・新設の動機については、「人員増

によるスペースの拡大」が最も多く、「経費削減

を目的としたオフィス再編」がそれに続く。06

年調査と 08 年調査に大きな傾向の違いはない。 

□ 08 年、09 年の実質経済成長がマイナスとの予

測も出ていることについては、東京の空室率は、

世界的にはシンガポールに次いで低い水準にあ

るので、足元で大問題となるような水準ではな

いが、1 年後や 2 年後については、予断を許さな

い状況である。 

 

Ⅳ．業務用仲介市場動向 

１．全般の状況 

□ 業務用仲介市場は、07 年度をピークに、売買

件数・金額とも、減少傾向が顕著になっている。

04 年下期から 07 年上期まで、半年間で 500 件

前後で推移してきた取引件数（開示ベース）は、

08 年上期には 200 件以下にまで減少した。買主

別では、07 年下期に比べ 08 年上期は、J－REIT

が 69％減、SPC が 66％減（その他は 45％減）

と、資金調達難から物件取得が減少している。 

□ 9 月のリーマン・ショックを機に、投資家の不

動産投資意欲は大きく減退した。 

□ 外資系レンダーの日本撤退に加え、邦銀系も

ノンリコース・ローン貸出に慎重になっている。 

□ 資金調達を急ぐ投資家の売り圧力と、限られ

た買手の価格「目線」の乖離が大きく、成約に

至らない状況にある。 

□ 昨年までマーケットの主役だったプロ投資家

（REIT、SPC、デベなど）を買主とする取引が、

大幅に減少している。 

２．外資系投資家 

□ レンダーの慎重姿勢と価格下落で、リファイ

ナンスが不調となるケースも出ており、物件の
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売却が加速している。 

□ 欧米の投資家には、エクイティの毀損覚悟で、

売却を優先するところも出ている。 

□ リーマン・ショック以降、ほとんどは新規投

資を控えている。これまで日本の不動産に積極

的に投資してきたデベ系投資家も、売り側に回

っている。 

□ レバレッジ投資が難しくなったほか、資金力

があるところでも価格下落期待や為替リスクを

嫌気し、投資を見送っている。 

□ オイルマネーと、年金・保険等の長期運用志

向投資家の一部には厳選投資が見られる。 

３．国内投資家 

□ リファイナンス時期の売却が加速している。

ファンドも、有力私募ファンドから中小まで、

売却案件が急増している。 

□ 買主の価格下落期待感と折り合わず、取引に

至らないケースが多い。 

□ キャッシュ捻出に向けた、損切り覚悟の売却

も出ている。 

□ 株式市場の下落もあり、ポートフォリオ上、

生保も不動産投資に若干慎重になってきている。 

□ 大手デベ・商社の中で、手元流動性の厚いと

ころは、投資を継続している。 

□ 金融系リース会社などは、小規模の選別投資

を行っている。 

４．J－REIT 

□ ニューシティ・レジデンスの破綻以来、ファ

イナンス環境は一層厳しくなり、リファイナン

ス対応の資金捻出のための物件売却の動きが加

速している。 

□ 個別物件売却に留まらず、新スポンサーがつ

くケースも出ている。 

□ 投資は資金力のあるリートに限られる傾向が

一層強まっている。 

 

５．デベロッパー・ゼネコン 

□ マンションの分譲価格を下げて、資金回収を

急ぐところが増えている。 

□ 棚卸資産の減損処理もあり、損益面は厳しく、

素地のまま売却するケースも見られる。 

□ 素地を購入できるデベは少数になっている。 

□ ゼネコンも資産売却を進めているが、工事確

保のため、開発案件への出資を検討していると

ころもある。 

６．事業法人等 

□ CRE（Corporate Real Estate）戦略導入によ

るノンコア資産売却の動きが進む気配がある。 

□ 急激な株価下落や円高、また、金融機関の貸

出姿勢慎重化及び益出しや資金ニーズから、不

動産の売却を検討する企業が出てきている。 

□ 実需とともに資金力もある電鉄会社に、投資

ニーズが見られる。 

□ 市場を席巻してきたプロ投資家の後退で、オ

ーナー企業の資産管理会社や大手企業の不動産

子会社の投資ニーズが見られる。 

 

Ⅴ．不動産証券化市場動向 

１．J-REIT の現状 

       10／末   7／末   増減 

ファンド数   42     42          0 

保有物件数    1.914     1,889        25 

運用資産額  76,215 億 74,343 億  1,430 億 

時価総額    25,458 億 39,139 億 ▲13,681 億 

※現時点ではニューシティ・レジデンスを除くと

41 法人 

□ 10 月 28 日時点の時価総額は 2.2 兆円。 

□ 10 月 28 日時点の東証 REIT 指数（2003 年 3

月 31 日＝1,000・配当なし）は 704.46 で、昨年

5 月 31 日の 2,612.98 から大きく低下。 

□ 投資口価格の下落で、配当利回りは 07 年 5 月

の 2％台から、10 月には 10％近くまで上昇。10
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月末ではオフィス 8.2％、商業・物流・ホテル

7.7％、住居 14.0％、複合 9.6％となっている。 

□ 投資部門別（生保・金融／銀行／投資信託／

事業法人／国内個人／外国法人・個人）売買状

況は、決算期を越えた銀行が 10 月に 162 億円買

い増し、また投資信託は 8 月に 70 億円、9 月に

78 億円、10 月に 15 億円買い増している。一方、

外国法人・個人は 10 月に 188 億円の売り越し。 

□ 時価総額加重平均修正 PBR（保有不動産の含

み損益を純資産に加算して調整した株価純資産

倍率（Price Book-value Ratio）※不動産評価は

各法人の鑑定評価額によっている）は、過去の

ピーク 1.58 倍（昨年上期）から、10 月末には

0.50 倍まで低下している。 

□ 株価指数、不動産業株価指数、マザーズとの

比較で日時リターン標準偏差の推移で見ると、J

－REIT は 2006 年までは、教科書通りミドルリ

スク－ミドルリターンに見えるが、06 年後半か

らの海外からの資金流入、そして 07 年の流出の

中で、ボラティリティが上昇してきている。 

直近の東証 REIT 指数と TOPIX、ダウは同じ

ような動きとなっている。 

２．8～10 月の物件取得・売却の動向 

取得  売却 

 物 件 数         26      11 

（うち信託受益権）      （9）  （9） 

金額＝億円          1,944     514 

（うち信託受益権）   （1,334） （357） 

□ 取得累計は 2,124 件・8 兆 2052 億円、売却累

計は 210 件・5,836 億円。 

□ 5－7 月と比べて、取得物件数は 13 件、また

取得金額では 181 億円減。売却物件数は 3 件、

売却金額は 180 億円減。半年ごとの物件取得額

は 06 年上の 1.3 兆円をピークに、05 年下～08

年上まで 7,000～8,000 億円台で推移してきてお

り、それとの比較では減少気味になっている。 

３．トピックス 

□ 10 月 9 日、ニューシティ・レジデンス投資法

人が民事再生法を申請し、J－REIT 初の破綻と

なった。10 月期限の借入金の借換え資金と 10

月末に 277 億円で取得予定だった物件の資金調

達の目処が立たなくなったことによる。再生計

画の提出期限は平成 21 年 1 月 7 日。 

□ 9 月 24 日、リプラス・レジデンシャル投資法

人の主要スポンサー（資産運用会社株式の 55％

保有）リプラス（株）が破産手続き開始を申し

立て。保有株式は第 2 位株主のオークツリーグ

ループに売却された。 

□ 11 月 28 日、ビ・ライフ投資法人の主要スポン

サー（資産運用会社株式の 50％保有）モリモト

（株）が民事再生を申請。12 月 19 日までに大

和ハウスがスポンサーになることで合意済み。 

□ 12 月 9 日、クリード・オフィス投資法人の資

産運用会社クリード・オフィス・アドバイザー

ズの全株式を、いちごアセットトラスト（日本

株投資に特化した独立系投資顧問会社いちごア

セットマネジメントの投資信託）が取得する。

運用会社名もジャパン・オフィス・アドバイザ

ーズに変更。クリードとのサポート契約は解消

される。 

□ 格付の下方修正が出ている。 

R＆I による 9 月との比較―― 

・日本レジデンシャル     A＋⇒BBB－ 

・ニューシティ・レジデンス  A＋⇒CCC 

 ・クレッシェンド       A ⇒A－ 

 ・ジャパン・シングルレジデンス A－⇒BB＋ 

 ・ジョイント・リート     A ⇒A－ 

 ・クリード・オフィス     A－⇒BBB－ 

 ・日本コマーシャル      A ⇒A－ 

  なお、同じ R＆I の AA は、日本ビルファンド、

ジャパンリアルエステイト、日本リテールファ

ンド、日本ロジスティックファンド、トップリ
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ート、日本アコモデーションファンドとなって

いる。 

□ 11 月 14 日にクリード・オフィス、11 月 7 日

にニューシティ・レジデンスのそれぞれの資産

運用会社が行政処分勧告を受けた。 


