
 

 

 

 

 

エグゼクティブビジネスプログラムとは 

本プログラムは、明治大学ビジネススクール（MBS、専門職大学院グローバル・ビジネス研究科）と明

治大学リバティアカデミー（MLA、公開講座）が共同して開講するビジネスプログラムです。企業におけ

る経営層、及びそれを目指す人を対象に高度な学びに触れることができるコースです。企業からの派遣も

積極的に受け入れています。 

 

明治大学ビジネススクール（ＭＢＳ）について 

ＭＢＳは日本国内でＭＢＡ（Master of Business Administration）を取得できる専門職大学院です。

社会人が働きながら大学院に通学できるよう、平日の夜間と土曜日に授業を行なっています。プロフェッ

ショナルな実務教育の実践を目指す専門職大学院として、個々のカリキュラム選択にはフレキシブルに対

応が可能です。6領域の約 170科目に及ぶ科目の中から授業を選択でき、個人の指向・目的に応じ、ゼネ

ラリストとしてもスペシャリストとしても体系的に学べるカリキュラムを用意しています。 

修了しＭＢＡを取得した後も、科目等履修制度、ＯＢネットワーク活動、各種勉強会・公開講座等に参

加でき、成長し続けるための生涯教育を支援しています。 
 

MBS不動産プロフェッショナルアカデミーシリーズの設立趣旨、目的 

企業活動にとっての不動産（ＣＲＥ）関連サービスは、財務、人事、情報システムなどと同様に、コア

ビジネスを支え、全社で共有する重要なサービス（シェアードサービス）のひとつであり、また不動産は

プロの不動産投資家はもちろんのこと一般企業にとっても重要な投資資産です。 

そのため、企業内部の不動産のご担当（ＣＲＥ担当）のみならず、外部から企業にアドバイスをし、仲

介、管理、税務、法務などのサービスを提供するプロフェッショナルにとっても、不動産の開発、税務、

Ｍ＆Ａ、不動産投資、ＣＲＥ戦略等、不動産に関する深い専門知識、経験とともに多面的な分野の理解が

求められています。 

本コースは、企業組織内でＣＲＥ担当を目指す人々とともに、不動産デベロッパー、投資ファンド、不

動産仲介、鑑定、税理士などコンサルタントを目指す人、金融機関で不動産投資、融資に関わる人々等、

ビジネスの第一線におられるエグゼクティブおよびこれからこのような経営、不動産のプロフェショナル

をめざす人々を対象とし、自らの専門分野を深め、かつ他の専門家と協働の元、リーダーとして一つのプ

－不動産に関する深い理解、実践と企業経営に通じたプロフェッショナルの養成コース－ 

実務界の第一線で活躍する講師陣による、 

不動産のプロフェッショナル向けの、継続的、かつ短期集中して特定のテーマを学ぶ機会です。 

明治大学リバティアカデミー エグゼクティブビジネスプログラム 

MBS 不動産プロフェッショナルアカデミーシリーズ 



ロジェクトを仕上げていく力、およびそれを推進していくコンサルティング力を短期集中的に学ぶ機会を

提供するものです。 

講師は、ＭＢＳの教員の他、実務界の第一線で活躍する先生方です。理論と大きな環境変化の下での実

務を題材に、先生方と受講生の方々とのインタラクティブな議論の中で、新しい発見が生まれることが期

待できます。１モジュール｛単位｝１０-１４時間程度で、お伝えできることは限られているかもしれま

せんが、更に自ら知識、経験を深めていかれるきっかけになることを期待します。（より幅広い知識を得

て、考えを深め、自ら論文を作成してみたいという方はＭＢＡコースへのチャレンジをお薦めします。） 

本講座ではまた、受講者間のネットワーキングの場を提供します。受講者の皆様のビジネス、人生に幅

を広げるきっかけにしていただければと存じます。 

日本において不動産のプロフェッショナル講座向け講座は、単発のものはありますが、継続的に、しか

も短期集中して特定のテーマを学べる機会はほとんどありません。少子高齢化、グローバル化、情報機器,

人口知能の発達など、日本の経済、不動産を取り巻く環境が変わる中、不動産のプロとしての基礎を固め

つつ、環境変化にキャッチアップし、先んじる人材の育成を目指します。 

今年度はまず、10 月に「事業用不動産開発（商業施設）」と 2 月に「不動産有効活用と税」を取り上げ

ます。 

 

■受講お申込み方法・受講に関するお問合せ 

明治大学 リバティアカデミー事務局  TEL：03-3296-4423  FAX：03-3296-4542 

WEB からもお申込みいただけます。 

https://academy.meiji.jp/business/executive.html 

 

申込締切 各コース開講 1 週間前まで 

 

【注意事項】 

・本プログラムにはリバティアカデミーの入会金（通常 3,000 円）を含みます。 

 ・受講に際しては、「入会と受講のご案内（入会規約）」を必ずご確認ください。 

 ・開講基準人数に達しない場合は、不開講となる場合がございます。 

 

■講座の詳細内容に関するお問合せ 

下記Ｅメールアドレスまでお願いいたします。 

murakiss@meiji.ac.jp コーディネータ 村木 

 

（参考）関連ＨＰ： 明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科（ビジネススクール） 

http://www.meiji.ac.jp/mbs/  カリキュラム 等をご参照ください。 

 

 

 【会場】 明治大学 駿河台キャンパス アカデミーコモン 

〒101-8301 東京都千代田区神田駿河台 1-1  

JR 中央線／総武線「御茶ノ水」駅 御茶ノ水橋口 徒歩 3 分 

（地図はこちらから確認いただけます https://academy.meiji.jp/guide/access.html） 

https://academy.meiji.jp/business/executive.html
mailto:murakiss@meiji.ac.jp
http://www.meiji.ac.jp/mbs/
https://academy.meiji.jp/guide/access.html


第１弾「事業用不動産開発（商業施設）」 
 

■受講料 120,000円 

■日程  10/24（月）、10/25（火）、10/26（水）、10/27（木）、10/28(金)、 

10/31（月）、11/2（水） （全 7 日間） 

 ■時間  19:00～21:00 

 ■定員  25 名 

 ■会場  明治大学 駿河台キャンパス アカデミーコモン 

 

本講座では事業用不動産開発(今回は商業施設の開発)を取り上げ、その開発企画、素地取得から出口(流

動化)までの一連のプロジェクトについて、理論、実務の両面から総合的にこれらの留意点を解説します。

具体的には、プ ロジェクト全体の概説の他、対象地の素地評価、マーケット分析、プロジェクトファイ

ナンス、プロパティマネジメント、定期借地借家契約、税・会計的視点、不動産証券化、および行政視点

などをテーマとします。 

 講師の先生はこの分野の第一人者であるコンサルタント、事業者、金融機関等の方々です。また受講

者間、講師の先生とのネットワークづくりも目的としています。 

 

NO 日時 テーマ 講師 講義内容 

① 10月 24日（月） 

19：00-20：00 

商業プロジェク

ト概説 

(株)ビーエーシー・

アーバンプロジェク

ト 代表取締役社長

矢木達也 

商業施設の開発に際し、必要となるマーケット

データの抽出とその見方、業種業態別のポテン

シャルや業態トレンド、商圏やターゲットの設

定、テナントミックス、売上や賃料収入の想定

など、商業開発のソフト面の流れについて概略

を解説する。 

② 10月 24日（月） 

20：00-21：00 

商業施設の立地

分析 

 

明治大学ビジネスス

クール専任教授 

山村能郎 

商業施設開発・投資における収益性分析の基礎

となる商業需要予測法、立地分析法の概略につ

いて解説する。 

・商業施設の立地：商業施設のタイプと分布 

・立地競争：商業施設の立地競争と商業集積 

・商業需要の予測分析法−商圏の決定と消費者 

 行動分析 

③ 10月 25日（火） 

19：00-20：00 

対象地の価値評

価（１）（開発素

地の評価の基本） 

（株）緒方不動産鑑

定事務所取締役 

明治大学ビジネスス

クール兼任講師 

奥田かつ枝 

 

事業用不動産の開発に当たっては、まず開発

素地となる土地の経済価値を分析・判断するこ

とが経営戦略上、不可欠なものとなる。 

不動産は個別性が極めて高い資産である上

に、用途の多様性があり、複数の用途での利用

を想定しうることも考慮に入れる必要がある。 

本講義では、不動産の経済価値を把握するた

めの公的な基準として位置付けられている不



動産鑑定評価基準を参考に、実務上の論点を踏

まえ、評価の基本について解説を行う。 

④ 10月 25日（火） 

20：00-21：00 

対象地の価値評

価（２） 

（事業用不動産

の評価） 

明治大学ビジネスス

クール特任教授 

大和不動産鑑定㈱ 

村木信爾 

商業施設、ホテル、高齢者住宅・病院などの

いわゆる「事業用不動産」の価値は、その不動

産を使って行われる「事業」の理解なくしては

把握することができない。 

 本講義では、「事業用不動産」共通の価値、

賃料について、商業施設の評価事例を用いて、

基本的な見方、その本質を解説する。 

⑤

⑥ 

10月 26日（水） 

19：00-21：00 

郊外型商業施設

の開発事例 

 

イオンリテール㈱ 

デベロッパー本部副

本部長 

齊藤 靖範 

 

1960 年代から現在までの店舗開発にかかる

法規制の遷移を説明し、規制に対してイオンが

どのように対応してきたか、その店づくりの変

遷について解説する。 

また、具体的開発事例を取り上げ、物件探索

から不動産調査、地上げ、農地転用、開発許可

申請、建物プランニング、リーシング等開店に

至るまでの開発業務の流れ及び開発現場にお

ける留意点等を解説する。 

⑦

⑧ 

10月 27日（木） 

19：00-21：00 

プロジェクトフ

ァイナンス 

三井住友信託銀行 

不動産ファイナンス部 

次長 

木下 誠 

・ファイナンス入門 

・プロジェクトファイナンスの基礎、事例（リ

スク分析など） 

 

⑨ 

 

10月 28日（金） 

19：00-20：00 

商業施設のプロ

パティマネジメ

ント 

 

住商アーバン開発㈱ 

御影クラッセ事業所

統括支配人 

 大浜正晴 

主な講義内容は以下の通り。 

「商業施設のプロパティマネジメント」 

・時代の変化に対応したテナントミックス 

・商業のテナントマネジメント（出店交渉・賃

料等の諸経費算出方法・内装監理・営業指導） 

・商業のビルマネージメント（必要なバックヤ

ード施設・コンプライアンス上の注意点）等 

⑩ 10月 28日（金） 

20：00- 

ネットワーキン

グ 

 受講者間のネットワーキングの場 

⑪ 

⑫ 

10月 31日（月） 

19：00-21：00 

法・税・会計視点 

 

「借地借家制度

について 

－近時の改正を

中心にして－」 

吉田修平法律事務所 

吉田修平弁護士 

 借地借家法は判例等も多く、近時様々な重要

な改正も行われているため、借地借家制度の基

本的な理解は事業用不動産開発においても必

須のものである。以上の観点から、本講座では

借地借家制度の概要・全体像、各制度の基本的

枠組み、近時の改正の内容、その背景と実務（法

務・税務等）に与える影響、及び、定期借地権

などの活用事例や、ビジネスモデル等について

解説する。 



⑬ 11月 2日（水） 

19：00-20：00 

不動産証券化 

(投資対象として) 

三井不動産フロンテ

ィアリートマネジメ

ント代表取締役社長 

田中浩 

主な講義内容は以下の通り。 

１．J-REITの投資戦略 

２．商業施設投資のポイント 

３．保有期間中の運用戦略 

 

⑭ 11月 2日（水） 

20：00-21：00 

行政の視点から 

(投資対象として) 

国土交通省不動産市

場整備課不動産投資

市場整備室室長 

伊藤夏生 

不動産証券化の狙いと、各証券化スキーム、特

に不動産特定共同事業の概要について 

不動産投資市場の動向、特に規模の拡大と、商

業施設、観光施設や物流施設など投資対象の多

様化について 

今後の不動産投資市場整備について 

 

 

（講師略歴） 

① 矢木達也 （やぎ たつや） 

 

 

株式会社 ビーエーシー・アーバンプロジェクト 代表取締役社長 

 

【略歴】 

1961年東京都生まれ。筑波大学社会工学類都市計画学科卒業。大手百貨店を経て、1987年（株）ビーエーシー

に入社。1997年より取締役 。2006年4月より代表取締役社長。㈱ビーエーシーアーバンプロジェクトは1987年

に（株）ビーエーシーより分社。インターナショナルショッピングセンター協会認定ＣＳＭ（Certificate  

Shopping Center Manager）。日本SC協会認定 ＳＣ経営士。宅地建物取引主任者。ビル経営管理士。 

不動産流動化の流れの中で、ショッピングセンター等商業施設に特化したマーケットレポートに数多く携わ

っているほか、ショッピングセンターや商業施設開発時のマーケティング/コンサルティングを行っている。 

【著作等】 

・ 『不動産の調査・分析・評価の実務』（店舗商圏分析）共著住宅新報社 

・ 『商業施設の事業戦略と投資評価実務資料』総合ユニコム 

・ 月刊プロパティマネジメント：「優勝劣敗の構図が進む商業施設の潮流」、「いま商業施設に

起きている変化とは」、郊外ロードサイドにおける地域商業施設作りの潮流他  

・ 日本ショッピングセンター協会関係：「人口動態の変化が及ぼすSCへの影響 SCJAPAN TODAY 」、

「ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ学校通信教育 SC開発講座 SC開発の構想Ⅰ～Ⅲ」他 

・ 月刊不動産鑑定（住宅新報社）関係：「店舗系不動産の賃料トレンド」、「マーケットレポー



ト目線での商業施設の見方」、「変貌する商業施設の勢力図」他多数 

【講演等】 

・「商業施設のトレンドと将来性」というテーマなどで、年間数回セミナー講師として講演 

・（社）日本ショッピングセンター協会セミナー、冠講座多数 

・早稲田大学ビジネス情報アカデミー、青山学院総合文化政策学部 エリア文化論、神戸流通科学大

学、立教大学、名古屋市立大学、筑波大学大学院、明治大学グローバル・ビジネス研究科等におけ

るセミナー等 

・日経BP社、総合ユニコム、大和不動産鑑定、野村証券、大和証券、等企業主催セミナー等 

 

 

【株式会社 ビーエーシー・アーバンプロジェクト 事業概要】

（http://www.bac-up.co.jp/index.php/company） 

ショッピングセンターなど商業施設をビジネスフィールドとし、マーケティングやリーシングなどソフト

分野に特化してサービスするコンサルティング会社です。開発プロジェクト、リニューアルプロジェクト

におけるマーケット分析コンセプト立案、テナントミックス・リーシングなどを業務領域としてカバーす

ると共に、デューデリジェンスにおけるマーケットレポートは当社の強みとしてデータベース化等を進め、

より正確な事業判断ができるようクオリティアップに努めています。 

 

 

② 山村能郎 （やまむら よしろう） 

  

明治大学グローバル・ビジネス研究科専任教授 

【略歴】 

 1991年東京工業大学工学部卒業 

 1996年東京工業大学大学院理工学研究科博士課程修了（博士(工学)） 

 1996年香川大学経済学部専任講師 

 2004年明治大学グローバル・ビジネス研究科（明治大学ビジネススクール）准教授 

 2012年より現職，不動産市場分析，不動産ファイナンス，都市計画論，等を担当 

 

【研究業績】 

 ・「商業用不動産施設の戦略的経営—価値創造エンタープライズ・リスクマネジメント(ERM)による 

  リスク・リターン最適化戦略」(共編著)，プログレス，2016年 

 ・“Measuring Credit Risk of Individual Corporate Bonds in US Energy Sector,” Asia-Pacific Financial Markets,  

   2016. 

http://www.bac-up.co.jp/index.php/company


 ・“Empirically Effective Bond Pricing Model for USGBs and Analysis on Term Structures of Implied Interest  

   Rates in Financial Crisis,” Communications in Statistics - Theory and Methods, 45(6), 1580-1606, 2016.  

 ・“Credit Risk Analysis on Euro Government Bonds -Term Structures of Default Probabilities,” Asia-Pacific   

   Financial Markets, 22(4), 397-427, 2015.  

 ・「REA-TOKYO 不動産インデックスの開発」東京都不動産鑑定士協会共同研究シリーズⅡ−3，2015. 

 ほか 

 

 

③ 奥田かつ枝 （おくだ かつえ） 

 

（株）緒方不動産鑑定事務所勤務、取締役、不動産鑑定士 

明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科兼任講師 

【略歴】 

一橋大学法学部卒業 

三菱信託銀行（株）（現三菱 UFJ信託銀行（株））入行 

1997 年より現職。 

 

【公職等】 

・不動産鑑定評価基準等の改正検討、国際評価基準と日本の鑑定評価基準との比較検討、その他鑑

定評価実務にかかる各種指針の作成等に携わる。 

・現在、公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会常務理事、鑑定評価基準委員会委員長。 

・国土交通省土地政策分科会企画部会専門委員、ほか。 

 

【著作】 

・「不動産と金融を結ぶ不動産の利回り入門」住宅新報社 

・「知的財産権の適正評価システム」（共著）住宅新報社 

・「ＩＦＲＳの公正価値評価に対応した最新国際評価基準」（共著）住宅新報社  

・「要説不動産鑑定評価基準と価格等調査ガイドライン」（共著）住宅新報社 ほか 
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④ 村木信爾（むらき しんじ） 

 

明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科特任教授、 

不動産鑑定士、不動産カウンセラー 

大和不動産鑑定株式会社エグゼクティブフェロー 

【略歴】 

・1981 年京都大学法学部卒。1988 年米国ワシントン大学経営学修士（MBA）。 

・住友信託銀行（株）（現三井住友信託銀行（株））にて不動産業務、国際業務等に従事 

・2013 年より当研究科で不動産価値分析論、ＣＲＥ（企業不動産）戦略論、プロパティマネジメント論、

不動産プロフェッショナルサービス論等を担当。 

大和不動産鑑定株式会社と兼職。不動産鑑定、コンサルティング業務に従事 

・ 

【公職等】 

国土審議会土地政策分科会不動産鑑定部会専門委員、元不動産鑑定士試験論文式試験委員、公益社団法人

日本不動産鑑定士協会連合会常務理事、同実務修習運営委員会委員長、NPO 法人日本不動産カウンセラ

ー協会常務理事、一般社団法人土地再生推進協会 常務理事等。 

国土交通省「不動産証券化手法等による公的不動産（ＰＲＥ）の活用のあり方に関する検討会」委員、国

交省「高齢者向け住宅等を対象とするヘルスケアリートの活用に係るガイドライン検討委員会」委員、「病

院等を対象とするヘルスケアリートの活用に係るガイドライン検討委員会」委員、等 

【著書等】 

・『借地権割合と底地割合』（判例タイムズ社）（共著）、『新・要説不動産鑑定評価基準』（住宅新報社）（共

著）、『不動産鑑定をめぐる諸問題─訴訟・賃貸借・相続・税務争訟と不動産鑑定』（判例タイムズ社）

（共著）、「ＣＲＥ（企業不動産）戦略実線のために－ガイドラインとてびき－」（住宅新報社）（共

著）、『ホテル・商業施設・物流施設の鑑定評価』（住宅新報社）（編著）、『ＲＩＣＳ評価基準 2014（IVS

完全準拠版）（共同翻訳）』（日経ＢＰ社）、ほか。 

・「継続賃料評価における事業者（不動産利用者）の事業性の反映についての考察」（土地環境学会） 

・「ＭＢＳレビュー」（明治大学ビジネススクール）「税理士による企業不動産コンサルティングサービス 

-中小企業の事業承継を例にして-」（2013）、「組織におけるＣＲＥ戦略の達成度を測るベンチマークに

ついて」（2014）、「事業用不動産としてのヘルスケアアセットの価値評価の特徴とグローバルスタンダ

ードとの整合性について」（2015）、「業務用不動産流通プロフェッショナルサービスのオープン・イノ

ベーション」（2016） 

【その他】 

・「月刊不動鑑定」（住宅新報社）、「フォーラム２１」（公益社団法人不動産流通推進センター）、「Evaluation」

(プログレス)等の雑誌への寄稿多数。 



・企業、各種協会等で、不動産評価（特に借地借家、継続賃料、事業用不動産等）、ＣＲＥ（企業不動産）

戦略、不動産プロフェッショナルサービス等についての講演多数。 

 

 

⑤⑥齊藤 靖範 （さいとう やすのり） 

 

 

イオンリテール㈱  

ディベロッパー本部開発担当副本部長 

 

【略歴】 

1974.03  名古屋工業大学経営工学科卒業 

1976.03  名古屋工業大学大学院経営工学専攻修了 

04  ジャスコ㈱入社 

1989.03  北陸ジャスコ㈱出向 

2000.04  ㈱ヤオハンジャパン出向 

2015.09  イオンリテール㈱ ＤＶ本部 開発担当副本部長 

 

【社内講師歴】 

2008～2016 イオンビジネススクール店舗開発コース 講師 

2014～2016 イオン開発塾 代表講師 

【イオンリテール㈱事業概要 事業概要】 

イオングループは小売業を中心に、金融、デベロッパー、サービスなど、300 を超える企業で構成され

ています。その小売業の中核をなす企業が、イオン㈱100％子会社のイオンリテール㈱です。2008 年 8

月にイオンのグループ再編により、イオン㈱が純粋持株会社に移行する際、小売業に関する事業を吸収分

割にて承継しました。その後、イオンマルシェ、マイカルを吸収合併し、店名を「イオン」に統一しまし

た。本年、ダイエーの大型店舗を承継し、現在、ＧＭＳ業態 390 店舗、売上は 2 兆 2,000 億円の企業で

す。 

 

⑦⑧（某銀行プロジェクトファイナンス部） 

三井住友信託銀行 不動産ファイナンス部 次長 

木下 誠 

 

 



⑨大浜 正晴 （おおはま まさはる） 

 

住商アーバン開発㈱ 、御影クラッセ事業所 統括支配人 

 

【略歴】 

プラーレ松戸 総括支配人 

晴海トリトン 総括支配人 

ユニバーサルシティウォーク大阪 総括支配人 

ミウィ橋本 総括支配人 

人事総務部長 

を経て現職 

 

【住商アーバン開発㈱ 事業概要】 

住商アーバン開発は、住友商事 建設不動産事業グループの商業部門のプロフェッショナルとして、豊か

な都市空間・商業施設をプロデュースします。地域密着型からエンターテイメント型まで、様々な商業施

設を開発・運営する中で培った経験・手法をもとに、下記の事業を展開しています。 

・ＰＭ プロパティマネジメント 

１．営業管理 

施設の運営方針を柱とするテナントとの強力なパートナーシップを構築し、 

・売上目標を共有した各店舗毎への定期的な改善指導。 

・施設の新鮮さを保つ、ゾーンやフロア毎の店舗入替戦略。 

・スタッフの接客技術教育やディスプレイ指導、店長を対象としたスタッフマネジメント研修を通じ

た、接客力、販売力、従業員のモチベーション向上活動。 

・契約情報管理の徹底と賃料条件の適正な判断による変更。 

などの施策にて、テナント売上および賃料収入予算の達成目標を実現していきます 

２．販促管理 

施設のブランディング、営業戦略、売上予算達成をふまえた販促戦略を策定し、 

・効率的な媒体選定による広告宣伝、広報活動。 

・賑わいの創出と来館促進のイベント、催事展開。 

セール等、シーズンごとのプロモーションと装飾の展開。 

・フロアガイド等の効率的な制作物管理。 

・ハウスカード等の発行、運営による顧客の囲い込み強化。 

・顧客データの活用や来館者調査によるお客さまニーズの取り込み。 

・地域に根ざした文化、情報発信地としての活動。 



などの施策にて、売上を確実なものとしていきます。 

・ＬＭ リーシングマネジメント 

商業施設の新規開業、リフレッシュ、リニューアル、リモデル、リボーンの段階にあわせてコンセプ

ト・マーチャンダイジング計画に合致するテナント誘致戦略を策定し、募集から契約締結まで一貫し

て行います。 

・ＤＭ デベロッピングマネジメント 

新規施設の開発や既存施設のリニューアル、バリューアップを、下記のサイクルで行います。 

・ＥＭ エデュケーションンマネジメント 

当社が管理する各施設で発生した課題に対する対処の経験や、数字的な裏づけを根拠として、他施設

の PM 業務に関する問題点解決のお手伝いをしていきます。また、運営管理のプロとしての人材育成

業務にも力を入れております。 

・ＲＭ レポーティングマネジメント 

プロパティマネジメント会社として、アセットマネージャーや投資家・事業者に対し、施設の収支状

況や営業・業務・施設の管理活動について、わかりやすく且つ的確なマンスリーレポート (月次・年

次管理報告) の作成を行います。 

 

⑩ ネットワーキング 

受講者間のネットワーキングの場を設けます。 

 

 

⑪⑫吉田修平 （よしだ しゅうへい） 

 

吉田修平法律事務所 代表弁護士 

政策研究大学院大学 客員教授 

 

【略歴】 

1977年 3月早稲田大学法学部卒業 

1982年 4月弁護士登録・第一東京弁護士会入会 

1986年 4月吉田法律事務所開設 

【公職等】 

国土交通省（建設省）関係：定期借地権活用住宅研究会・事業小委員会、終身建物賃貸借検討委員会、公

営住宅管理研究会、・サービス付高齢者住宅の登録制度に係る参考とすべき入居契約書等の検討会委員、

マンションの新たな管理ルールに関する検討会委員等 



・厚生労働省関係：雇用促進住宅基本課題検討会委員等 

・経済産業省関係：相続関連事業承継法制等検討委員会委員 

・法務省関係：競売制度研究会委員 等を歴任 

・日本不動産学会理事、資産評価政策学会理事、一般社団法人日本相続学会副会長、法と経済学会理事等 

 

【著書等】 

・『新基本法コンメンタール 借地借家法』（共著）（日本評論社／2014） 

・『最近の不動産の話』（共著）（金融財政事情研究会/2013） 

・『実務解説借地借家法（改訂版』（青林書院/2013） 

・『不動産相続の法律実務』（学陽書房／2013） 

・『サービス付き高齢者向け住宅の手引き』（大成出版／2012） 

・『ハンドブック個人再生手続』（有斐閣選書/2003） 

・『競売の法と経済学』（信山社/2001） 

・『中間省略登記の代替手段と不動産取引』編著（株式会社住宅新報社 2007） 

他多数 

【受賞歴】 

日本不動産学会賞、日本地域学会賞、都市住宅学会賞、資産評価政策学会賞など受賞多数 

 

【吉田修平法律事務所 事業紹介】 

・吉田修平法律事務所は不動産、とりわけ借地借家法を最も得意分野とする法律事務所。 

・代表の吉田は、定期借家権の立法に協力し、それ以降、終身借家権の立法、担保執行法の改正（短期賃

貸借保護の廃止等）に尽力。最近では、「中間省略登記の代替手段」を確立し、マンションの標準管理

規約の改正に尽力した。 

・また、家庭裁判所の調停委員を務めた経験から、相続と不動産との関連事件も数多く取り扱う。 

 

 

⑬ 田中 浩 （たなか ひろし） 

 

三井不動産フロンティアリートマネジメント㈱ 代表取締役社長 

 

【略歴】 

1981年東京工業大学工学部卒業後、三井不動産㈱入社。オフィスビル事業、マンション事業、市街地再

開発事業、私募ファンド（ホテル、商業施設、介護施設、ゴルフ場）の組成・運用、日本ビルファンドマ

ネジメント（株）出向、㈱りそな銀行出向などを経て、2011年 4月より現職。不動産証券化マスター、



再開発プランナー、ビル経営管理士。 

 

【三井不動産フロンティアリートマネジメント㈱ 事業概要】 

・商業施設特化型 REITである「フロンティア不動産投資法人（FRI）」の運用会社として、平成 15年 8月に   

日本たばこ産業株式会社の全額出資により設立され、平成 20 年 3 月に三井不動産株式会社へ全株式が譲渡

された。 

・FRI は三井不動産の「ららぽーと」シリーズや「イオンモール」などの大型のリージョナルショッピングセ

ンターを中心に、アウトレットモール、銀座や原宿など都心部の商業ビル、食品スーパー、大型量販店の底

地など、全国にある多種多様な商業施設に分散投資。テナントとの長期賃貸借契約を裏付けに長期に亘り安

定した分配金（配当）を継続している。2016年 8 月末時点で鑑定価格ベースの運用資産総額は約 3,000億円、

32 物件を保有。 

・三井不動産株式会社との協働体制を最大限活用することにより、質の高いポートフォリオを拡大、更に多様

化・分散化を進め、より安定的な収益基盤の構築と投資主価値の増大を目指す。 

 

 

⑭伊藤夏生 （いとう なつお） 

 

国土交通省 土地・建設産業局 

不動産市場整備課 不動産投資市場整備室 室長 

 

【略歴】 

1995.3 東京大学大学院総合文化研究科修了 

1995.4 国土庁入庁 土地局土地政策課 

・・・・ 

2013.7 国土交通省土地・建設産業局地籍整備課国土調査企画官 

2014.7 国土政策局総務課企画官 

2015.7 総合政策局総務課土地収用管理室長 

2016.7 より現職 

 

  



第２弾「不動産有効活用と税」 
■受講料 100,000円 

■日程  2017/2/20（月）、2/21（火）、2/22（水）、2/23（木）、2/24 (金)、 

（全 5 日間） 

■時間  19:00～21:00 

■定員  25名 

■会場  明治大学 駿河台キャンパス アカデミーコモン 

 

本講座では、不動産の取得、保有、譲渡等に係る税法を網羅しつつ、税を活用した不動産の有効利用策、

および借地権、継続賃料などをテーマとして取り上げます。そしてこれらを総合し、事業承継時における

課題発見と解決策の実践的な検討を行います。講師の先生はこの分野での第一人者である会計士、税理士、

建築士、不動産鑑定士等です。特に中小企業の経営層の方や、不動産コンサルタントを目指す方にお勧め

します。また受講者間、講師の先生とのネットワークづくりも目的としています。 

 

NO 日時 テーマ 講師 講義内容 

① 

② 

2月 20日（月） 

19：00-21：00 

不動産にかかる

税概説(基礎) 

税理士・不動産鑑

定士 

下崎寛 

 

本講義では 

・不動産税務の基本（取得時の税、保有時の

税、譲渡時の税、および特例） 

・税務における不動産評価 

について解説する。 

③ 

④ 

2月 21日（火） 

19：00-21：00 

不動産有効活用

策 

㈱アークブレイ

ン 代表取締役 

明治大学工学部

特任教授 

田村誠邦 

賃貸住宅など新規投資、リノベーション、コ

ンバージョンなど不動産を有効活用しつつ

節税を図る 

 

⑤ 2月 22日（水） 

19：00-20：00 

借地権とその評

価 

東京建物㈱ 

鑑定部グループ

リーダー 

不動産鑑定士 

阿部隆志 

借地権とは何かを理解するとともに、借地権

の種類である旧法借地権や普通借地権、定期

借地権についてそれぞれの差異や要件はど

のようなものかを理解し、不動産の鑑定評価

における借地権の鑑定評価の方法について

解説する。 

⑥ 2月 22日（水） 

20：00-21：00 

借地権、等価交

換、有効活用時の

税 

税理士・公認会計

士 

大野木孝之 

借地権に係る税務は、借地権の設定、譲渡、

返還、底地との交換などそれぞれの場面に関

係する。特に個人の土地を同族会社に貸付け

る場合や、同族会社間で貸し借りする場合

に、地代率や税務署に一定の書類を提出して

いるか否かにより課税上の取扱いが異なる

など、複雑な課税関係になっているが、その

辺を分かり易く解説すると共に、定期借地権



に係る税務についても解説する。 

⑦ 

⑧ 

2月 23日（木） 

19：00-21：00 

事業承継時の税、

相続税 

平川会計パート

ナーズ 代表社員 

税理士 

平川茂 

「昭和 30年～40 年代の高度経済成長期に創

業した企業の経営者の年齢は 80歳を超えて

おり、相続の時期を迎えています。また、戦

前に創業され、3代、4代と代を重ねて親族

間で承継されてきている企業が多いのも日

本の企業経営の特徴の一つと言える。 

そこで本講義では、オーナー企業の事業承

継における問題点とその解決方法、相続税制

の概要、自社株式の評価方法等について、事

業承継の現場における実践的なケーススタ

ディで学びながら知識を身につける。 

⑨ 2月 24日（金） 

19：00-20：00 

新規賃料・継続賃

料 

村木信爾 

特任教授 

不動産有効活用時、賃料の更改期が来て、次

の期の賃料（継続賃料）を決める際に、現行

賃料と新規賃料の開差が大きいことが、バブ

ルの生成、崩壊を経た後も未だに実務上大き

な問題として残っている。 

本講義では、貸主、借主いずれの立場であ

っても賃料更改の際の交渉に役に立つよう

に、新規賃料とともに継続賃料の基本的な考

え方、判例の考え方等を解説する。 

⑩ 2月 24日（金） 

20：00-21：00 

ネットワーキン

グ 

 受講者間のネットワーキングの場 

 

（担当講師） 

①②下崎寛 （しもざき ひろし） 

 

下崎寛税理士事務所・行政書士事務所 代表 

税理士、不動産鑑定士、中小企業診断士、行政書士 

 

【略歴】 

昭和 26 年 北海道旭川市出身 

昭和 51 年 中央大学商学部経営学科卒業 

【公職等】 

元東京家庭裁判所調停委員、元国土交通省地価公示評価員、元東京都固定資産税評価員 



元国税庁路線価評価員、日税不動産鑑定士会会長 

【主な著書】 

「土地評価の租税判決・裁決例分析」（共著）中央経済社 

「事例にみる相続時の土地評価と減価要因」新日本出版 

「実務家のための土地の時価評価と活用 100 問 100 答」ぎょうせい 

「海外不動産の評価」一般財団法人大蔵財務協会 

 

【下崎寛税理士事務所 事業概要】 

・法人向けサービス：税務・申告サービス、記帳指導・記帳代行、給与計算・年末調整、節税提案・財務

資金繰り・各種経営サポート等 

・個人向けサービス：青色・白色申告及び各種税務申告サービス、記帳指導・記帳代行、各種控除・減税

等のアドバイス 

・会社設立・起業サポート 

・相続・贈与・事業承継等 

・その他関連サービス 

 

 

③④田村誠邦 （たむら まさくに） 

 

 

(株)アークブレイン 代表取締役 

明治大学理工学部特任教授 

博士（工学）、一級建築士、不動産鑑定士 

 

【略歴】 

・1977 年 3 月 東京大学工学部建築学科 卒業 

・1997 年 4 月 株式会社アークブレイン設立 同社代表取締役 現在に至る 

・2011 年 4 月 明治大学理工学部客員教授（2013 年 3 月まで） 

・2013 年 4 月 明治大学理工学部特任教授 現在に至る 

【専門分野・学位】 

マンション建替え、コンバージョン、コーポラティブハウス等の各種建築プロジェクトの企画、事業化コ

ンサルティング、事業コーディネイト 

【主な著書】 

・『建築企画のフロンティア』財団法人建設物価調査会 

・『スケルトン定借の理論と実践』（共著）学芸出版社 



・『コンバージョン計画・設計マニュアル』（共著）  エクスナレッジ 

・『マンション建替えの法と実務』（共著）有斐閣 

・『これからの賃貸住宅ビジネス』（共著）ダイヤモンド社 

・『都市・建築・不動産企画開発マニュアル』（共著）エクスナレッジ 

・『プロのための住宅・不動産の新常識』（共著）エクスナレッジ、他多数 

【受賞歴】 

・都市住宅学会賞・日本建築学会賞など受章多数 

【(株)アークブレイン 事業概要】 

・マンションや団地の再生（建替え、大規模修繕等）に関するコンサルティングを中心として、企業や法

人・個人の所有する資産や不動産の活用等に関するコンサルティングを幅広く実施 

・コーポラティブ方式による集合住宅の建設プロジェクトのコーディネイトや、既存建物ストックのコン

バージョンやリノベーション等に関するコンサルティングの実績も多い。 

・また、建築企画、土地活用等に関する専門知識を活かして、不動産会社、建設会社等の個人顧客部門の

営業活動支援、セミナー等の講師、テキスト等の作成、事業収支プログラムの開発等を幅広く手掛ける。 

 

 

⑤阿部 隆志 （あべ たかし） 

 

東京建物(株) 鑑定部 グループリーダー 

不動産鑑定士、不動産証券化協会認定マスター、CFP（Certified Financial Planner）、再開発プランナ

ー、ファシリティマネージャー 

【略歴】 

・1991 年慶応義塾大学商学部卒業後、東京建物(株)入社。 

ビル部門にてプロパティマネジメント業務、投資事業開発部にて SPC の社債発行、管理業務を実施。 

・2001 年(株)東京リアルティインベストメントマネジメント（日本プライムリアルティ投資法人の運用

会社）へ出向。 

・2004 年東京建物(株)鑑定部に異動し、現在に至る。 

【公職、委員歴】 

・不動産鑑定士試験 論文式試験 試験委員（平成 22,23,28 年度） 

・公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会 鑑定評価基準検討委員会 専門委員 

【主な著書】 

・『第三セクターの再生～東京臨海三セクの民事再生手続き～』（共著）社団法人金融財政事情研究会 

・『環境を考えた不動産は価値が上がる』（共著）住宅新報社 

・『中古住宅の価値評価が変わる』（共著）日本経済新聞社 



 

（東京建物(株) 事業概要） 

明治 29 年に旧安田財閥の創始者・安田善次郎によって当社が設立されて、本年で 120 周年を迎えます。

現在まで東京建物グループは、「お客様第一」「進取の精神」をモットーに不動産開発業をはじめとする様々

な事業を展開しています。主な事業概要は次の通りです。 

・ビルの開発・経営 

・「洗練」と「安心」の「Brillia」マンションを中心とした分譲住宅事業・戸建の開発・分譲 

・ 不動産の証券化・小口化 

・リゾートの開発・分譲・運営 

・ 不動産の仲介・鑑定・コンサルティング ほか 

 

 

⑥大野木孝之 （おおのぎ たかゆき） 

 

公認会計士・税理士 

大野木総合会計事務所 代表 

 

【略歴】 

（http://www.ohnogi-cpa.co.jp/index.html） 

 

産能大学大学院経営情報学研究科修士課程（MBA）終了 

1953 年生まれ 

1976 年 監査法人朝日会計社（現・あずさ監査法人）入社 

1987 年 大野木総合会計事務所開設 

2003 年 天津大野木邁伊茲咨詢有限公司を設立し董事長（代表者）に就任 

2010 年 北京大野木邁伊茲咨詢有限公司を設立し董事長（代表者）に就任 

【主な著書】 

・『実践企業組織改革【1】合併・分割～法務・税務・会計のすべて～』税務経理協会 

・『実践企業組織改革【2】株式交換・移転・事業譲渡～法務・税務・会計のすべて～』税務経理協会 

・『実践企業組織改革【3】増資・減資・自己株式・新株予約権～法務・税務・会計のすべて～』税務

経理協会 

・『Ｑ＆Ａ  はじめてよむ 新会社法』税務経理協会 

・『失敗しないための定期借地権活用法』税務経理協会 

 

http://www.ohnogi-cpa.co.jp/index.html


【大野木総合会計事務所 業務概要】 

・都市再開発事業に関する税務・会計コンサルティング 

・資産税業務 

・合併・買収・営業譲渡・清算・会社分割等に関する税務・会計業務 

・起業コンサルティング 

・会社組織再編コンサルティング  

・相続コンサルティング 

・中国進出企業のビジネスコンサルティング 

・法人税・所得税業務  

 

 

⑦⑧平川茂 （ひらかわ しげる） 

 

税理士法人 平川会計パートナーズ 代表社員 税理士 

（http://www.hirakawa-tax.co.jp/01company/message.html） 

株式会社 サテライト・コンサルティング・パートナーズ 取締役会長 

中央大学大学院商学研究科 兼任講師 

中央大学商学部会計学科 兼任講師 

 

【略歴） 

昭和 33年 東京生まれ 

昭和 56年 中央大学商学部卒業 

昭和 63年 税理士登録 

昭和 60年 公認会計士 山田淳一郎事務所（現：税理士法人 山田&パートナーズ） 

平成 4 年 10 名の専門家（弁護士・税理士・不動産鑑定士等）による財産活用・財務コンサルティング

会社 株式会社 サテライト・コンサルティング・パートナーズを設立 

【公職等） 

・平成 24年度、平成 25年度、平成 26年度 税理士試験 試験委員  

・若手税理士の会 NAC21 名誉会長、日本税務会計学会 会計部門委員、日本商工倶楽部 監事、日本不

動産カウンセラー協会 監事、一般社団法人 日本相続学会 副会長  

 

【株式会社 サテライト・コンサルティング・パートナーズ 業務概要） 

１．経営コンサルティング 

（１）財務コンサルティング・・・財務基盤強化、資金繰り改善、節税対策 

http://www.hirakawa-tax.co.jp/01company/message.html


（２）事業承継コンサルティング・・・世代交代時の経営・法務・税務対策 

（３）ライフプランニング・・・経営者及び社員のライフプランニング 

２．資産コンサルティング 

（１）資産活用プランニング・・・不動産、金融資産、保険等の有効活用 

（２）納税コンサルティング・・・相続税の節税及び納税、遺産分割 

３．事業化コンサルティング 

（１）不動産事業化コンサルティング・・・定期借地権、賃貸経営、分譲事業 

（２） 店舗開発コンサルティング 

４.コーポレートファイナンシャルマネージャー 養成講座 

 

 

⑨村木信爾（むらき しんじ） 

 

明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科特任教授、 

不動産鑑定士、不動産カウンセラー 

大和不動産鑑定株式会社エグゼクティブフェロー 

【略歴】 

第 1回④ご参照  

 

⑩ネットワーキング 

受講者間のネットワーキングの場を設けます。 

 

 

 

                          以上 


