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措置公表年月日

平成18年３月10日

【特定のテーマ：北海道住宅供給公社及びこれに係る北海道の財務】

改善を要する事項 講じた措置

１ 監査結果の総括 公社のあり方については、あらゆる

公社は、土地の右肩上がり神話や従来か 角度から抜本的な検討を行うため、平

らの会計処理方法に固執し、地価が下落し 成13年４月に副知事を委員長とする

た後も、費用超過額(＝費用－収入)を資産 ｢北海道住宅供給公社のあり方検討委

計上し続け、含み損を累増させている。 員会｣を設置し、委員会における検討

このため、企業会計の物差しでみると、 結果や議会議論、さらには関係機関等

公社は多額の債務超過状態にあり、最近に との協議結果などを踏まえ、平成14年

おいては、道や関係市町から新たな資金支 ２月に｢北海道住宅供給公社のあり方｣

援を受けて経営しており、自力のみで経営 に関する報告書を取りまとめました。

することは困難な状況にある。 この報告書では、継続する建設事業

このような会計処理を続けると、今後さ が完了する平成16年度時点で公社のも

らに、返済財源のない借入金が膨らむだけ つ役割は終了することとし、公社が抱

であり、現状でも厳しい民間金融機関から える長期保有地等の含み損などの負債

の資金調達は今後極めて困難となる。 については、平成16年度を目途に、関

当面は膨らみ続ける長期保有地等に係る 係地方公共団体や金融機関等の関係機

債務の増加を抑制するなどの対応が急務で 関で協議し、処理スキームを確定する

あるが、併せて早急に抜本的な公社事業及 こととしていましたが、平成14年度決

び会計処理等の業務のあり方について検討 算において、資産の時価評価を行った

され、さらには存在意義を含めた今後の公 結果、昨今の経済情勢を反映して資産

社のあり方について再検討されることを提 は減価し大きな債務超過となったほ

案する。 か、一部金融機関から債権の全額繰上

償還請求の意向が示されたことから、

公社では、経済的破綻を回避し、一般

の契約者の方々への影響を避けるた

め、特定調停を平成15年６月10日に札

幌地方裁判所に申し立て、平成16年２

月27日に民事調停法第17条の裁判所決

定が確定しました。

この結果、金融機関による債務免除

と長期事業計画（返済計画）により、

債務超過状態が解消されることとなり

ました。



- 2 -

平成16年度からの公社は、賃貸住宅

・割賦債権の管理と残されている分譲

資産の処分に業務を特化し、調停で示

した事業計画に基づき平成62年度まで

の47年間で、住宅金融公庫、国、市町

及び道に対する債務の返済を行うこと

としています。

なお、公社の会計処理については、

平成14年度に施行された地方住宅供給

公社会計基準の改正に併せ、会計規程

等を変更しました。

３ 長期保有地の含み損 北広島市｢南の里｣については、｢都

北広島市｢南の里｣は、道のハイメックス 市近郊の樹林地として道民の利用に供

計画用地とすることが予定されていたが、 する｣ため、緑地保全事業を実施する

平成10年11月に道の政策評価により、この こととし、平成15年度及び16年度の２

計画が廃止となった後においても公社が保 カ年で、道が用地を取得しました。

有しているものであり、道の責任で活用方

策を検討すべき保有地である。

４ 借入金の状況と新規資金の調達 民間金融機関に係る担保について

平成11年度において、民間金融機関から は、特定調停の結果、解除となってい

の協調融資を導入するに際し、従来の無担 ます。

保による調達ができず、公社保有資産に担 住宅金融公庫の担保については、財

保権を設定している。 務諸表の注記事項に補足情報として記

現在の制度上は要求されていないが、公 載することとしました。

社の経営状況などからみて、担保提供資産

の簿価及びこれによって担保された借入金

の残高については、財務諸表ないしその附

属明細表等に何らかの情報開示を行うこと

が必要と考えられる。

５ 理事会運営の実態 平成16年度から役職員で構成する経

理事会は形骸化しており、公社の現状か 営会議を定期的に開催することによ

ら判断して役職員の現状認識は不充分で、 り、資産処分や賃貸・割賦の収入状況

道への依存体質が強く、管理体制にも問題 を随時把握しながら、それを踏まえ、

が多い。現状認識を正しくして、自己責任 定期的に理事会を開催して、経営方針

体制を早急に確立すべきである。特に、金 を決定することとしました。

融機関へ公社の多額な優良資産を担保提供 平成16年度からの公社は、賃貸住宅
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しているにもかかわらず、情報開示してい ・割賦債権の管理と残されている分譲

ない。 資産の処分に業務を特化して経営を継

また、平成10年度及び11年度には、公社 続し、債務の返済を行っていることか

の財務諸表並びに業務報告書に関する監事 ら、事業計画を確実に履行するため、

意見書が添付されており、監事から業務改 経営会議において収入状況等を随時把

善等が求められているが、速やかな対応が 握しながら、適切な経営に努めること

なされていない。 としています。

(1) 経営状況の掌握が不充分であり、事業

投資に対する資金回収意識が低い。

(2) 販売方法が硬直的で、特に、販売不振 販売価格については、毎年、地価公

な物件について価格改定等の対応が遅 示や不動産鑑定意見を踏まえ、経営会

い。 議で検討し、理事会において決定して

また、将来的には公社が不利益となる います。

公社割賦制度及び地上権設定方式による 公社割賦制度については個人向けは

販売には問題がある。 平成13年度から、自治体向けは平成14

年度から廃止しました。

地上権設定方式による販売は、現在

行っておりません。

(3) 共同聴視施設寄託金の管理が不充分で 共同聴視施設寄託金については、平

ある。 成13年９月以降、(財)北海道住宅協会

から預金口座を公社名義に変更し、公

社の自主管理としました。

(4) 団地を視察したが、集合用地に公社所 販売物件を示す看板については、平

有地で販売物件を示す看板がない。 成13年度に必要な箇所に設置し、定期

的に管理しています。

６ 地方住宅供給公社会計基準等への準拠性 分譲宅地への支払利息等の簿価加算

に欠けた会計処理 処理については、平成13年度決算で、

(1) 造成済の分譲宅地を、分譲資産に振替 造成済の分譲宅地を分譲資産に振替整

えないで、借入金利及び公租公課を簿価 理したほか、金利・公租公課等につい

加算し、含み損を増加させて損失の先送 ても簿価加算を取りやめました。

り

分譲資産に振り替えられた分譲マンシ

ョン及び建売住宅については支払利息等

の簿価加算は行われていないが、造成が

完了した分譲土地については分譲資産勘



- 4 -

定に振り替えられることなく造成中の土

地とともに支払利息等の簿価加算の対象

となっている。

つまり、同じ分譲資産でありながら分

譲建物と分譲土地とでは全く会計処理が

異なっており、公社の会計処理は会計規

程に照らして不適切となっている。

(2) 分譲事務費の簿価加算と売却収入を簿 分譲事務費の会計処理については、

価減算する会計処理 平成14年度から事務費の簿価加算を取

長期保有地は、簿価が金利等の加算及 りやめ費用処理としたほか、分譲資産

び全国的な土地価格の下落により市場価 の時価評価を行い、簿価の適正化を図

額を超える簿価となっているので売却時 りました。

に、売却面積に見合う正しい原価で売上

原価を計上するか、売却収入を上回る原

価は特別損失等に振替処理するのが正し

い処理であるが、売却収入額を簿価から

減算する処理となっており、売却時に損

失として処理しなければならない損失が

含み損として残る会計処理となってい

る。

売却時の簿価減額の会計処理が正しく

ないのと、土地を販売するたびに、その

売却収入の４％相当額が分譲事務費(広

告費等の販売費用相当)として簿価を増

加させ、結果として含み損を膨らます不

適切な会計処理となっている。

(4) 地上権分譲方式による底地にかかる利 地上権分譲方式による底地に係る利

息等を｢その他固定資産｣に計上し、損失 息等については、平成12年度から費用

の先送りしているほか、借地権付分譲資 処理としました。

産底地(ラポール桑園駅前等の賃貸土地) また、特定調停を経た公社の決算の

は、多額の含み損失となっている。 あり方と決算基準を定めるため設置さ

れた「決算基準検討委員会」の答申を

踏まえ、賃貸資産については、平成16

年度決算から取得原価により計上する

こととしました。

(5) 地下鉄操車場屋上にある袋地の変則地 琴似二十四軒団地の地上権について
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上権の利用法 は、平成16年度に団地管理組合に売却

琴似二十四軒団地の地上権は、｢地下 しました。

鉄操車場｣上の地上物件であり、公道に

面しない袋地なので取得先の札幌市に買

取り要請するなど早急に解決を図るべき

である。

(6) 多額の不良債権が未償却 直接償却すべきものとして指摘のあ

多額の不良債権が存在するが、回収可 った債権については、平成12年度決算

能性の見込みの全くない債権の償却も行 で償却しました。

われておらず、貸倒引当金の設定も一部 貸倒引当金については、「決算基準

を除き行われていない。 検討委員会」の答申を踏まえ、平成16

年度決算から債権毎に具体的評価を行

い、計上額を算定することとしました。

(7) 不良債権の未収利息計上 未収利息に係る基準等については、

回収不能先に未収利息を不計上とする 平成12年度に滞納整理事務処理要領を

ことは当然のこととして、延滞が継続し 一部見直し、滞納が継続しているもの

ている先についても未収利息を不計上と のうち、競売対象物件や破産物件等の

する延滞期間(例えば、債務者の状況等 一定の条件を満たしたものは、以降の

に応じて６か月から１年程度)を定める 利息計上を行わないこととしました。

など、未収利息不計上の基準の設定とそ

の基準に沿った会計処理を行うことが望

まれる。

(8) 共同聴視施設寄託金の管理 共同聴視施設寄託金の運用収益につ

～財団法人北海道住宅協会との関係～ いては、寄託金を公社の自主管理とし

① 現在の会計処理では、寄託金につい たため、平成13年度決算から、共同聴

て運用収益が計上されても、補修費が 視施設管理事業として損益処理するこ

支出されても、｢その他の流動資産｣及 ととしました。

び｢修繕引当金｣が増減されるのみで、

公社の損益計算上収益・費用計上が行

われない会計処理となっており、問題

がある。

② 公社の資金負担から考えると住宅協 共同聴視施設寄託金については、平

会に229,566千円を寄託する必要があ 成13年９月以降、(財)北海道住宅協会

るかどうか疑問であり、補修費実績を への寄託を止め、公社での自主管理と

その都度負担する方法等管理方法を検 し、必要な費用はその都度負担するこ
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討する必要がある。 ととしました。

③ 公社では、住宅協会から年に１度残 共同聴視施設寄託金については、平

高証明書を入手しているが、原本では 成13年９月以降、(財)北海道住宅協会

なくコピーであったことや寄託金の運 への寄託を止め、公社での自主管理と

用益の配当計算書を確認していないこ することとしました。

と等管理方法に問題がある。定期的に

寄託金について住宅協会立会のもと実

査・確認すべきである。

④ 住宅協会に管理委託費を支出してい (財)北海道住宅協会への管理委託費

るが、委託費積算のための基礎資料を の積算については、寄託金を公社の自

整備する必要があること。 主管理としたことに伴い、平成13年９

月１日に｢共同聴視施設維持管理に係

る改定契約｣を締結し、その際に委託

費積算資料を整備しました。

⑤ 公社とテレビ共同受信組合との間の 寄託金の管理については、団地毎に

協定書では、寄託金が不足した場合、 行っており、平成15年度から施設の所

公社がさらに維持補修費を支出すべき 有形態や当初の契約内容を精査したう

かどうか明確に定められていない。ま えで、各管理組合と協議を行い、資金

た、現在、寄託金について組合別の残 管理の可能な組合から順次移管してい

高把握が行われているが、一括で運用 るところです。

されている。そのため、寄託金が赤残

となっている組合の維持補修費が他の

寄託金で支出されているため不適切な

処理であり、管理方法を再検討すべき

である。

(9) 不適切なサービス工事等で問題となっ ラポール桑園駅前及び伏見サンタウ

た２つの分譲マンション ンに係る買戻資産の簿価については、

～ラポール桑園駅前及び伏見サンタウン～ 平成12年度決算で時価評価し、現在は、

② 平成12年３月末現在における両物件 全て売却しています。

の所有簿価(分譲資産)の状況

両物件は、現在、およそ簿価の1／2

程度の含み損を抱えている。買戻によ

り取得した資産については、当初、分

譲価格で簿価計上しても、時価で評価

換えを実施するのが健全な会計処理で
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ある。

今後も買戻が実施される予定である

ことから、財務の健全性を損なわない

よう買戻資産の評価は買戻し時の時価

をもって行うことが正しい処理であ

る。

③ 分譲資産買戻先に対する債権につい 買戻先に対する債権については、平

て 成12年度決算で貸倒引当金を計上し、

残高144,461千円から長期分割払い 平成14年度に回収不能物件の償却を行

を続けている３件(平成12年３月末残 いました。

高6,805千円)を除いた137,656千円に

ついて回収不能として償却を実施する

必要がある。

④ 既に買戻を実施した案件以外の元利 買戻を実施した案件以外に係る引当

償還金の滞留状況 については、平成12年度決算で貸倒引

当該案件の買戻差額に集計される未 当金を計上しました。

収金及び立替金は、現在の入居者に対 なお、買戻しに係る不良債権につい

する請求権であり、既に過年度から割 ては、現在、解消しています。

賦金等の償還の滞納を重ねていること

から、少なくともその1／2程度の引当

が必要と判断した。さらに、その他の

案件では処分損及び買戻差額のいずれ

についても、前述と同様な理由で少な

くともその1／2程度の引当が必要と判

断した。

⑤ 現在は約定償還中の先に対し今後見 公社割賦制度利用者に係る引当につ

込まれる偶発損失 いては、平成12年度決算で貸倒引当金

損失率×延滞発生率により、1％割 を計上しました。

賦利用の案件については、49.8×74.1 なお、貸倒引当金については、「決

＝36.9％の引当｢348,721×36.9％＝1 算基準検討委員会」の答申を踏まえ、

28,678千円｣、一般の割賦利用の案件 平成16年度決算から、債権毎に具体的

については、49.8×42.7＝21.3％の引 評価を行い、計上額を算定することと

当｢528,204×21.3％＝112,507千円｣が しました。

少なくともそれぞれ必要と考える。

(10)その他の不適切な会計処理の事例 自己競落等で取得した担保物件の会
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① 自己競落・任意売買により、取得し 計処理については、平成12年度決算で

た担保物件の会計処理 個別物件毎に債権額と取得価額の差額

ア 賃貸資産の例 を貸倒損失として償却しました。

賃貸資産の資産計上額は取得価額

により計上すべきであって、債権額

と取得価額の差額は債権の貸倒損失

として認識するのが妥当である。取

得年度において貸倒損失として損失

計上すべき金額が建物として計上さ

れ、損失が繰り延べられる結果とな

っている。

イ 分譲資産の例 当該物件については、平成12年度決

平成11年度において旭川市ウッド 算で費用処理しました。

タウン緑が丘(平成２年11月完成)の

１戸を自己競落により取得してい

る。本来は落札価額で資産計上すべ

きところ、当初の分譲価額で資産計

上しているため、平成11年度におい

て債権の貸倒損失として損失計上す

べき金額が分譲資産として計上さ

れ、損失が繰り延べられる結果とな

っている。

② 販売により回収が見込めない用地費 ラポール南麻生の土地費及び造成費

などを土地費及び造成費勘定に残す会 勘定については、平成12年度決算で事

計処理 業原価修正を行いました。

平成８年度にラポール南麻生の用地

費を分譲資産勘定へ振替える時に、本

来は面積比で按分するところ、マンシ

ョンの分譲価額に上乗せできないとの

判断から、面積比で按分後の15％相当

額を土地費及び造成費勘定に残してい

る。

③ 開発費の会計処理 シニア住宅供給推進事業の開発費に

ア シニア住宅供給推進事業 ついては、平成12年度決算で一時償却

平成６年度江別市大麻地区をモデ しました。

ルとする高齢者住宅の事業を補助事



- 9 -

業として実施したが、事業費15,650

千円と補助金10,300千円との差額5,

350千円を開発費として処理した。

今後事業化の見込みがないため一時

償却すべきである。

④ 繰延資産の会計処理 音更町の繰延資産については、平成

音更町雄飛が丘分譲宅地にかかる販 13年度決算で一時償却しました。

売損失552,912千円を、平成９年度に3

71,618千円特別償却し、平成10年度か

ら販売損失181,294千円を繰延資産と

して４年間で償却している。この損失

は、販売時に発生したものを販売損失

に計上することなく販売用地が完売さ

れるまで損失を繰り延べたものであ

る。このような処理は、会計規程第97

条(１)に該当しない不適切な会計処理

であり、一時償却すべきである。

⑤ 過年度に費用処理すべき仕入消費税 仕入消費税については、平成12年度

仮払消費税46,999千円と未成工事に 決算で前期損益修正として処理しまし

係わる仮払消費税26,971千円との差額 た。

20,028千円は過年度の仕入消費税であ

り、費用に振替もれであるため資産性

はない。

⑥ 過去の訴訟費用の会計処理 解決済みの訴訟費用については、平

既に解決された過年度の訴訟事件に 成12年度決算で前期損益修正として処

関する予納金・弁護士費用が残置して 理しました。

おり不適切な会計処理であり、費用処

理すべきである。

⑦ その他の資産の会計処理 更生債権となっていない債権につい

公社は、産業労働者住宅建設資金貸 ては、平成12年度決算で前期損益修正

付制度融資により９団地23棟(132戸) として処理しました。

を昭和28年から昭和29年に建設し、北

炭夕張㈱との間で賃貸契約を締結し

た。(建設費117,675千円 財源内訳：

公庫資金75,860千円・事業者資金52,4
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25千円)

その後昭和56年にガス突出事故が発

生し、その影響により昭和57年北炭夕

張㈱に対する会社更生法適用が決定さ

れた。また、公庫からの借入金につい

ては公社が代位弁済した。当該債権に

ついては、昭和63年４月に更生計画に

基づく最終精算金211千円の交付が行

われている。最終精算金を控除した残

額46,539千円については連帯保証人で

ある更生会社北海道炭礦汽船に請求し

ていたが、更生債権となっていないた

め回収可能性がない。

(11)引当金の会計処理 賃貸住宅の修繕については、長期事

① 修繕引当金について 業計画で所用額を見込んでおり、毎年

平成11年度の賃貸住宅にかかる修繕 度の経費として処理することとしまし

引当金については、現状では竣工年度 た。

の古い物件に引当てを増やしている

が、34,700千円計上不足となっている。

なお、計上基準は毎事業年度の引当

額を定められているが、残高基準が定

められていないので今後検討の必要が

ある。

② 租税公課引当金・損害保険引当金に 租税公課引当金等については、引当

ついて が不要となっていることから平成12年

平成11年度から、家賃収入から実際 度決算で当該勘定を廃止しました。

支払額を控除する考え方に変更してい

るために、引当金残高は不要となる。

③ 空家損失引当金及び貸倒引当金につ 空家損失引当金については、地方住

いて 宅供給公社会計基準の改正により引当

ア 空家損失引当金について の必要がなくなったことから、平成13

公社が自己責任で運営する賃貸住 年度決算で、当該勘定を廃止しました。

宅について、物件別に空家損失引当

金が引き当てられているかどうか確

認したところ、全体として引当不足

が7,271千円発生している。
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イ 貸倒引当金について 北海道民営住宅割賦債権の引当につ

内規により計上基準を定めている いては、平成12年度決算から、割賦債

が、北海道民営住宅割賦債権2,422, 権に対する貸倒引当金を計上しまし

769千円に対して、引当てが過少と た。

なっていること、さらに過去取崩し なお、貸倒引当金については、「決

の実例がないことなどから、今後検 算基準検討委員会」の答申を踏まえ、

討する必要がある。 平成16年度決算から、債権毎に具体的

評価を行い、計上額を算定することと

しました。

⑤ 宅地管理引当金について 宅地管理引当金については、地方住

宅地管理引当金は、保有地の維持管 宅供給公社会計基準の改正により引当

理及び団地の造成により設置した公共 の必要がなくなったことから、平成13

の用に供する施設等について、公共団 年度決算で当該勘定を廃止しました。

体に引き渡すまでの間の維持、補修そ

の他の管理に要する費用を見積もり計

上した引当金である。

ア 平成11年度の維持管理業務の実績

8,659千円からみて、宅地管理引当

金残高112,712千円が必要か検討す

べきである。

イ 造成済の宅地については、引当金 造成済宅地の維持管理に係る費用に

の計上が行われないにもかかわら ついては、平成14年度から費用処理と

ず、維持管理費用が発生した時に宅 しました。

地管理引当金を取崩し処理を行って

いたため、団地別の引当残高が逆残

となっていたのを平成11年度に6,95

6千円の修正を実施したが、今後は、

造成済の宅地については、引当金の

取崩しを行わずに当該宅地の直接費

として処理すべきである。

ウ 従来宅地処分完了時に引当金の全 宅地管理引当金については、地方住

額取崩しを行っていたが、南幌町み 宅供給公社会計基準の改正により引当

どり野団地については、事業継続中 の必要がなくなったことから、平成13

(宅地処分50%以上進捗)であっても、 年度決算で当該勘定を廃止しました。

処分済面積に対応する引当金額を当
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期に取り崩す処理に変更し収益計上

を行った。取崩基準を明確に定める

ことが必要である。

⑥ その他の引当金について 特別修繕引当金等については、平成

特別修繕引当金・団地整備引当金・ 12年度決算で全額取り崩しを行い、当

災害復旧引当金・損失等引当金は、会 該勘定を廃止しました。

計規程第104条２項によると、｢将来予

定される支出又は損失にあてるため、

引当金を計上することができる。｣と

されているが長期保有地の簿価を抑制

するためにも理事会の承認を得て残高

を取り崩すことを検討すべきである。

(12)退職給与引当金の計上不足 退職給与引当金については、平成12

① 会計規程第104条によれば、当期末 年度決算で在職職員の退職手当所要額

在職役職員の当期末要支給額から前期 を計上しました。

末要支給額を差引いた額を引当てるこ また、退職給与引当金の管理につい

とになっている。平成11年度について ては、平成12年度決算から個別管理と

は、残高不足額が1,086,957千円発生 しました。

している。 現在の職員は平成15年度末に退職

② 役員・職員･嘱託職員別に退職給与 し、平成16年４月に契約職員として再

引当金を算定していないため、それぞ 雇用したため、平成16年度以降は退職

れに区分して残高管理する必要があ 金が発生しません。

る。特に、役員の役員退職手当支給規 なお、役員についても退職金は発生

定が平成10年７月10日に改正されたこ しません。

と及び嘱託職員の任用に関する要領が

平成11年３月24日に改正されたことに

伴い、今後新たに退職金が発生しない

ことになった。したがって、役員及び

嘱託職員については、期末要支給額が

未払退職金に該当することになるた

め、個人別に残高管理する必要がある。

(13)その他 原価未精算勘定については、平成13

① 原価未清算勘定の会計処理 年度から当該勘定を廃止しました。

過年度の原価を他の販売物件に付替

えする処理は取得原価主義に反するこ

と、原価を付替えられた物件が販売不
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振となると原価の回収にも問題がある

こと及び当該事例は長期にわたって原

価の回収が行われることから、企業会

計上は損失処理すべきものである。

② 長期借入金の表示 平成15年度決算から、次期返済長期

借入金の長期(固定負債)と短期(流 借入金を財務諸表に表示することとし

動負債)との区分は、地方住宅供給公 ました。

社会計基準により、｢･･･返済予定期間

が１年以内のものは、短期借入金とし

て流動負債に、返済予定期間が1年を

超えるものを長期借入金として固定負

債に表示する｣こととなっている。

当公社も、この会計基準に従い、取

引実行時における償還期日の期間によ

り、両者を区分している。しかし、本

来は長期及び短期の区分は、貸借対照

表日を基準に１年以内に償還を要する

ものかどうかによって区分すべきであ

り、翌年度に少なくともどれだけの償

還資金が必要であるかの情報を開示す

ることが有用であると考えられる。

③ 未払利息の計上もれ 毎月払いとなっていない借入元本に

支払利息については、毎年度末にお 係る支払利息については、平成12年度

いて、支払済で借入れ期間未経過相当 決算から、未払利息として未払金に計

額は前払費用に、支払未了で借入れ期 上することとしました。

間経過相当額は未払費用を計上してい

る。

この手続きのうち、未払利息の計上

もれが一部ある。従来から、経過期間

の短い(６ヶ月未満)ものと残高に変動

が少ないと考えられる借入元本は未払

利息算定の対象から除いている。計算

対象となる元本の口数が多いことから

ある程度の基準を設けることは合理的

と判断できるが、支払条件が毎月とな

っていない元本に係る支払利息につい

ては未払費用に計上することが望まし
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い。

７ 賃貸事業が不採算のため借入金を増加さ 賃貸事業における空家解消について

せている は、公社ホームページ及び市広報誌等

(5) 空家が多い賃貸住宅 による広報活動や管理委託を行ってい

① 空家の解消が必要 る不動産業者等の活用による入居促進

ア 平成12年７月31日現在、以下の物 の他、官公庁や企業等への訪問広報活

件の入居率が特に低くなっているた 動を図り、空家解消に努めています。

め、早急に改善する必要がある。 ファインズ真駒内南町１号の家賃に

・公社直轄特定優良賃貸住宅(賃貸 ついては、札幌市と協議の上、家賃の

住宅名ファインズ)は、全体で５ 入居者負担額増額の抑制を継続的に実

物件249戸のうち空き家数が39戸 施しており、また、特定優良賃貸住宅

・一般賃貸住宅は、全体で11物件26 の入居基準の緩和については、現在、

5戸のうち空き家数が53戸 単身者入居などを札幌市に要請してい

イ 個別物件の状況と今後の対策 るところです。

・ファインズ真駒内南町１号 なお、旭川及び釧路５物件について

家賃を再検討するほか、札幌市の は、平成12年１月に家賃を下げたもの

入居基準の緩和が必要とされる。 の、その後も入居率低下傾向にあった

・旭川及び釧路５物件 ことから、平成14年度から物件の売却

釧路５物件は、築20～25年近く経 をすすめ、現在は１物件（釧路１物件）

過しており近年新築物件との価格競 のみとなっています。

争力を失っている。旭川(エイトワ

ン豊岡)とともに釧路５物件につい

ても家賃を再検討する必要がある。

(6) 住宅管理部門に対する支払利息の配賦 支払利息については、平成12年度決

もれ 算から各事業に適正に配賦していま

再計算すると、資産計上されることと す。

なる用地部門及び建設部門の金額と費用

計上される長期割賦事業の金額が減少

し、同額で費用計上される住宅管理の金

額が増加することとなる。公社の賃貸事

業収支を正しく掌握するためには、支払

利息の配賦について、上記の計算を実施

することが必要である。

８ 採算性の低い長期割賦事業も短期資金で 回収の見込めない債権については、

運営 平成12年度決算で償却しました。

(2) 平成11年度の長期割賦事業の収支状況 貸倒引当金については、「決算基準
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③ 管理費用その他について 検討委員会」の答申を踏まえ、平成16

割賦債権については、地方自治体等 年度決算から、債権毎に具体的評価を

公共団体に対する債権で回収リスクが 行い、計上額を算定することとしまし

ないものを除いては、不良ないし滞留 た。

債権が件数的にも金額的にも大量に発

生しているのが実情である。本来は、

将来の貸倒れ損失に備えるため、一定

の計上基準を定めたうえで所要の貸倒

引当金を設定することが必要である。

現状は、回収可能性の全くない債権の

償却も行われておらず、貸倒引当金の

設定もごく一部を除き行われていな

い。現実に発生しており、また将来も

発生が見込まれる貸倒れに係るコスト

は、長期割賦事業原価として計上する

のが妥当である。

(4) 長期割賦事業の在り方について検討を 公社割賦制度については個人向けは

～長期割賦金の回収不安と回収コスト 平成13年度から、自治体向けは平成14

について～ 年度から廃止しました。

平成11年度末の長期割賦金残高は、未

収金勘定へ振り替えたものを加えて381

億円に達している。地方自治体等に対す

る割賦債権を除いて回収遅延等が極めて

多く、回収コストも高い。公社割賦制度

についての見直しが必要である。

９ 多くの売れ残りのある分譲マンション及 売れ残っていた分譲マンション及び

び建売住宅 ～物件価値が減少～ 建売住宅は、平成16年12月までに完売

在庫処分が長引くと、上記の維持管理費 しました。

等の負担が毎年度発生し、また建物部分の

劣化が進み在庫価値も下落するため、でき

る限り早期の販売が必要である。しかし、

伏見サンタウン以外の物件については、譲

渡価額の変更は行われておらず、当初の販

売価額が据え置かれたままである。分譲住

宅の価額改定に関する内部規程では、住宅

金融公庫の新築融資の期間(現在は３年)が

終了した物件でないと価額改定ができない
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取り決めとなっており、最低でも3年間は

値引き販売ができないこととなっている。

これは、民間では考えられない硬直化し

た販売方式であるが、内部規程で定められ

た３年間を経過しても速やかに価額改定が

行われず、分譲資産が滞貨となっており、

速やかな対応が望まれる。

また、公社の過大な借入金を圧縮するた

めにも、売れ残りによる維持管理費等の負

担と値引きによる損失を比較のうえ、市場

動向等に応じ弾力的に価額改定し早期完売

を図るべきと考えられる。


