
企業不動産（CRE: Corporate Real Estate）

関連アドバイザリーサービス
CRE Advisory Services

KPMGは、CREの効率的活用のために、事業戦略、組織・管理体制、ファ

イナンス、取引実行(SOFI: Strategy, Organization, Finance, Implementation)

に係る総合的なアドバイザリーサービスを提供します。

CREとは、企業がその事業活動を行う上で利用する不動産のことで、所有する不動

産のみならず賃借する不動産も含みます。 CREは企業の総資産の約33％ （有形

固定資産ベース） を占め、 CREのコストは営業利益の50％、 販売管理費の10 ～

20％に相当すると言われています。 CREを有効に活用し企業活動により生成され

るキャッシュフローを高めることは、 減損発生を回避するのみならず、 敵対的M&A

への対応策としても非常に重要です。

KPMGは、 企業のCREを活用した企業価値向上策につき各種サービスを提供して

います。 経営 ・ 財務 ・ 不動産に関する見識と豊富なアドバイザリー経験に基づき、

事業戦略（Strategy）、組織 ・ 管理体制（Organization）、ファイナンス（Finance）、

取引実行 （Implementation）の視点から総合的なCRE関連アドバイザリーサービス

（SOFI: ソフィ）を提供しています。

売上の向上、コストの削減、事業効率の改善、資産効率の改善、投資採算性の確保

■ CREを活用した事業戦略
　 実行促進に関するアドバイス

■ CREポートフォリオの再構築
　 による資産効率及び事業効
　 率改善策に関するアドバイス

Strategy
事業戦略

■ CREマネジメント体制の
　 構築に関するアドバイス

■ CREマネジメントシステムの
　 導入に関するアドバイス

■ CREのパフォーマンス評価
　 指標（CRE-KPI）の導入に
　 関するアドバイス

■ CREを活用したアセットファ
 　イナンスのストラクチャリン
　 グに関するアドバイス

■ アセットファイナンスに
　 関する経済効果分析

■ アセットファイナンスに
　 関する会計・税務アドバイス

Finance
ファイナンス

■ 投資家・金融機関・不動産
　 会社・建設会社からのCREの
　 活用に関する提案内容への
 　第三者アドバイス

■ 投資家等との交渉サポート

■ CRE取得を目的とした敵対
　 的M&Aに対する防衛策アド
　 バイス

Organization
組織・管理体制

Implementation
取引実行

キャッシュフローの増加

企業価値の向上
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ここに記載されている情報はあくまで一般的なものであり、特定の個人や組織が置かれている
状況に対応するものではありません。私たちは、的確な情報をタイムリーに提供するよう努めて
おりますが、情報を受け取られた時点及びそれ以降においての正確さは保証の限りではありませ
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株式会社 KPMG FAS

● 企業の直面する事業環境及び競争力分析を実施（現状の明確化）
● CREを事業戦略上の重要性及び事業収益性、不動産としての競争力及び活用の

 程度等に応じて区分（CREポートフォリオの構築）
● CREポートフォリオ区分に基づき資産効率化策及び設備投資計画を策定（CRE

 戦略の明確化）
● CREの立地・空間・機能・デザインを活用した事業収益改善策の提案（CRE戦略

 と事業戦略の整合性確保）

事業の拡大に伴いホテルの立地戦略、 建物のグレード及びターゲット顧客に一貫性が

なくなり、ブランド力と競争力が低下しているホテル所有・運営会社に対して、SWOT （強

み・弱み・機会・脅威）分析に基づく事業性分析及びCREの不動産としての競争力分析

を提供。 その分析結果に基づき、 事業収益性と不動産競争力の観点から各ホテルを

区分し、区分毎にホテル事業のキャッシュフロー向上策と設備投資の優先順位を提案。

● CRE保有・管理会社と事業オペレーション会社の分割（所有と経営の分離）
● 企業の事業内容・規模・事業拠点の地理的分散等に応じたCRＥマネジメント体制

 の構築（中央集権型・権限分散型・折衷型）
● 効率的なCREマネジメントを可能とする情報システムの構築（ITを活用したCRE

 データベースの作成・既存のマネジメントシステムの改良）
● CREのパフォーマンス評価指標の導入（CRE-KPIの導入）
● プロパティマネジメント及びビルディングマネジメントのアウトソーシング先の選定 

 （ベンダーセレクション）

複数の販売子会社が存在し、出店及び販売戦略の統一性がなく、重複店舗の発生に

より販売及び資産効率の低下に直面している事業法人に対し、各販売子会社を合併し

た後に販売事業会社とCREの資産保有・管理会社への会社分割を会計・税務面も含

めてアドバイス。 その後、店舗の統廃合及び新規出店に関する意思決定権限とCREの

パフォーマンス管理機能を本社部門に集約することによる業務効率の改善をアシスト。

● アセットファイナンスの対象となるCREの選定（事業性の検討）
● アセットファイナンス・スキームの策定（ストラクチャリング）
● アセットファイナンスに伴う事業収支の作成（経済効果分析・リスク分析）
● エクイティ投資家及びファイナンサーの選定及び交渉（アレンジング）
● セールス&リースバックにおける賃貸借契約の内容の検討（ファイナンスリース・

 オペレーティングリース）
● アセットファイナンスに伴う会計・税務に係るアドバイス（会計・税務分析）

負債の増加をコントロールし高格付けを維持するニーズと、高い成長率を維持し株

主の期待に応えるニーズを両立させたい事業法人に対して、急速に拡大する店舗

出店に対する資金需要を充足するためのアセットファイナンスを提案。 店舗を取

得する不動産ファンドの選定、 各種開示資料の作成サポート、 不動産ファンドとの

交渉アシスト及びクロージングに係る実務サポートを提供。

● 投資家及び金融機関（以下、「投資家等」）から提案されたCREの活用策に関する

 第三者アドバイスの提供
● 投資家等に提示する対案作成アドバイス
● 投資家等とのミーティングへの同席
● 投資家等との交渉サポート
● CREの取得を目的とした敵対的M&Aに対する防衛策のアドバイス

都心に立地する簿価が低く容積率未消化の本社ビルや、 郊外の主要駅に至近な

立地に有効活用されていない工場跡地を所有する事業法人に対して総合的なア

ドバイスを提供。 不動産ファンドや金融機関から提案されるCREの有効活用策に

関し、事業収支分析及びリスク分析を実施し、そのメリット ・ デメリットを提示。 また、

不動産ファンドとのミーティングに同席し討議をサポート。

Strategy:

CREを効果的に活用した事業戦略の

実行促進に関するアドバイス

Organization:

効率的なCREマネジメント体制構築に

関するアドバイス

Finance:

CREを活用したアセットファイナンスの

アレンジング

Implementation:

CRE取引実行に関するアドバイス

サービス例

サービス例

サービス例

サービス例


