
ぐらいの純収益 を見込んだ還元現 価を想定す ることにな る。費用価 の中身 は,逆 に

そ うい うもの として説明すれば,わ か りいいか も しれない。

羽多 未償却額 を小作料の差額 で計算す る ことと同 じだ とい うこと……。稲本先

生の はね。

田代 ご趣 旨は,未 償却額 とか未 回収額 というと,ま た例 の 「費 シタル金額 」が

顔を出 して きて,し か もそれは民法 ベ ースでは償却 な しだ とい って いるんだか ら,

文言上の整合性 は出て こな くな る。そ こを うま くク リアー しよ うという……。

梶井 つ ま り,増 価 とい う考 え方 を通 しなが ら,費 用価 みたいな もめを増 価 とい

うふ うにいい くるめる論理は,な んで あるか……。

田代 そ うい うことだ。だか ら原点 に戻 っちゃうわけだ。

中江 発想 はそ うだ。

島本 それは,3の(2)の(注)の 増価額 と,内 容で似 た もの になって くる。その

限 りこれ も原点 に戻 る……。

中江 費 した金額が そのままプ ラス地価だ とい うのには,ど うも抵抗 を感ず るわ

けだ。償却 され るに して も,ス ター トで は0.9の 場合 もある し,1.2の 場合 もあ る と

いうことを持 ち込 んで きたのが,(2)だ 。 それを純収益率で カバ-し た。

(21)補 足 メモを

梶井 それでは,だ いぶ時間 も過 ぎたので論議は この ぐらいに して,あ と補 足が

あれば メモを出 していただ いて,最 後 に最終稿を検討する ことに したい。

田淵 本 日は どうもありが とうございま した。

(終)
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資 料No35

有益費算定方式検討の と りまとめのための整理 について

昭和60年3月23日

有益費算定方式研究会

1.対 象 とする改良行為の範囲

(1)有 益費の対象となるべき改良行為は相当広汎なものとなりうるが,こ の検討

の対象とする改良行為は,通 常有益費 として償還請求することができる改良行

為,す なわち,① 当該農用地そのものに加えられる改良行為であって,そ の農

用地の構成部分として合体 しその所有者に帰属するもの,及 び②当該農用地の

改良を目的としてその周辺部分に加えられる改良行為とする。(昭 和53年3月

「暫定的とりまとめ」第一のA該 当のもの-注 参照)

(2)改 良行為の結果,当 該農用地 とは別個独立 した工作物又は竹木として当該賃

借人の所有に属することとなる改良行為に係る有益費の取扱いについては,と

りあえず検討の対象から除き,要 すれば,別 途検討することとする。例えば収

去なり買取請求の契約等。

(注)「 暫定的とりまとめ」の有益費の範囲

A通 常有益費として償還請求することのできる改良行為

(a)農 用地そのものに加え られる改良行為

ア 均平,盛 土,客 土,そ の他土地の形質の改良

イ 暗 渠 排 水

ウ 床 締 め

工 心 土 破 砕
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オ 堆厩肥等土壌の理化学的性質を改善するために必要な資材の

施用

力 耕作又は養畜の業務に支障を与える礫,ボ ラ,そ の他 これに

類する物の除去

キBに 掲げる施設又は永年性作物の改良

ク その他農用地の利用慣行上通常認め られる改良行為

(b)農 用地そのものに加えられるものではな く農用地の周辺部分に

おいて行われる改良行為

ア 農業用道路の設置(拡 幅を含む。)又 は改良(砂 利入れ,舗

装等)

イ 農業用用排水施設(暗 渠排水施設を除 く。)の 設置又は改良

ウ 土壌侵蝕又は農用地の災害若 しくは農作物の被害を防止する

ために必要な階段工,土 留工,防 風林等の設置又は改良(た だ

し土壌侵蝕等の危険が切迫 している場合に行われると保存行為

(必要費)と なる。)

B当 然には改良行為とはいい難いが,貸 主の同意を得れば有益費た

りうるもの とみ られる改良行為

ア

イ

ウ

エ

オ

温室及びその附属施設の設置

索道,モ ノラック等の運搬施設の設置

牧柵,畜 舎等の設置

果樹,桑 木,そ の他の永年性作物の植栽

果樹棚,そ の他作物を支持するために必要な施設の設置

2.有 益費の額について

(1)有 益費の償還は,本 来,不 当利得の返還の一態様 として,特 別の定めがない

限り不当利得返還の法理が適用される衡平法上の措置であり,
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① 民法608条2項 は,当 事者に特約等がない場合における当事者の意思解釈

上の推定規定であって,強 行的性格を持たないこと。

② 従って,有 益費の額,そ の算定方法等につき当事者に特約等があるときは,

普通法上の請求権としてその定めに従って解決されること。

③ なお,土 地改良法に基づく土地改良事業に係る有益費については,民 法原

則による場合の償還額につき,特 則が定められていること。

である。

(2)民 法原則による有益費の額

民法原則による有益費の額 は,賃 貸借が終了 した時に改良効果が残存する場

合に限 り,回 復者(賃 貸人)の 選択により,当 該改良行為に 「費シタル金額」

(以下 「投資額」 という。)又 は 「増価額」のいずれかに決定 される。

(注)「 投資額」は,改 良行為に要 した経費の実額であり,原 則として改良後

の物価変動,利 息及び減価償却は算入されない。

改良の効果は,一 般的には効用期間(耐 用期間)が あり,時 間の経過 ととも

に低下するが,反 面,経 済事情等によっては,「増価額」Yが 投資額Xを 上廻

る場合も生 じうる。 しかし,た とえ,Xを 上廻るYが 生 じても,回 復者の選択

によりxが 採用され,結 果的には,有 益費の額はXそ の もの又はXよ り小 さい

Yと いう関係が予定されているといえよう。

これを要するに,民 法原則による有益費の額は,回 復者の利得の範囲内にお

いて賃借人の損失を補償することであるといえる。

(3)土 地改良法による有益費の額

土地改良法に基づ く土地改良事業に係る有益費の額は,増 価額とされ,投 資

額は否定 されている(同 法59条)。 従って,こ の場合には,投 資額Xを 上廻 る

増価額Yが 生 じ,そ れが有益費の額となることもありうる。そうはいっても,

有益費が公平の原則に基づき賃借人の損失を補償するための措置であるとすれ

ば,当 事者に土地改良事業の成果(補 助制度の下における)が 公正に享受 され
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ることが求め られ る。

3.増 価額 について

(1)「 増価額」は,改 良行為による農用地の客観的な利用価値の増加額であり,

これは当然なが らその取引価額に反映することか ら,一 般的には客観的な地価

の増加額 といわれている。この地価の増加額は,具 体的には当該農用地の改良

前の価額と賃貸借の終了時における価額 との差額又は当該農用地の賃貸借の終

了時における改良行為を行わなかった 近傍類似地の価額と当該農用地の価額の

差額 によって算定することができよう。

しかし,現 実の地価はそれ以外の要因をも含めて形成されるものであるので,

当該地域の農地価格がほぼ農業的採算によって形成されている場合又は改良後

極 く短期間内に返還される場合を除き,改 良行為に対応 した地価の増加額を求

めることは甚だ困難であること,近 傍類似地との価額差を求めるにしても近傍

類似地の選定が困難であることなどの問題があり,こ の方法によって 「増価額」

を求めることは現実には困難な場合が多いと考えられる。

(2)「 増価額」は,残 された改良効果 として,回 復者からみれば利得額であり,

賃借人からみれば将来得べか りし利益の喪失額である。すなわち,そ れは,残

存効用期間における改良投資に対応 して生ずる増加収益(概 念的には,投 資額

の回収及びそれをこえる増加純収益の総額)の 現在価として求めることがで き

よう。そして,具 体的には,増 加収益は,所 有者負担により改良行為が行われ

た近傍類似地(同 一改良地区内がよい)の 貸付小作料と当該農地の小作料 との

差額 として求めることができよう。また,現 在価は,永 久的改良にあっては資

本還元値 となろうが,耐 用年数のある改良にあっては年金現価方式によつて求

めることが妥当であろう。

なお,こ れらの場合における利率をどう定めるかの問題がある。
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(注1)例 えば土地改良事業の場合,改 良の成果としての増価額は,次 の

式によって示されるであろう。

増価額一 〔投資額 ×+農 業純収益率)〕 の残存耐用期

間についての複利年金現価

とはいえ,現 実の増価額がどう現われるかということは別問題で

ある。なお,農 業純収益率は,改 良の性格によって耐用期間中に傾

向的に変って くることがあると思われる。

(注2)現 行制度のなかで,還 元ないし割引の利率の実例として次のもの

がある。

年金現価率:農 地法買収対価(壮 令果樹)0.08

公共用地補償(果 樹)0.06

資 本 還 元:農 地法農地買収対価-地 域の農地価格の小作料に

対す る倍率

(3)「 増価額」を賃借人の蒙った損失という視点から算定す る考え方がある。具

体的には,賃 借人の投資額Xの 賃貸借の終了時における未償却額又は未回収投

資額 として求められる。建物の改良の場合の裁判例にもみられるが,前 記の2

方法によつて算定することが困難な場合に活用されるものといえよう。

「増価額」は,当 該賃貸借の終了時において算定 されるべ きものであるから,

改良時と賃貸借の終了時との間で貨幣価値に著 しい変動があった場合には,投

資額につき物価修正を行うべきであるという問題がある。 しか し,こ れは1つ

の評価であって いわば架空の損失であり,回 復者の利得一将来得べかりし利益

とは,無 関係であるし,回 復者が将来回収 しえない 「増価額」が成立すること

は妥当ではないであろう。回復者が有益費として償還 した額は,回 復者が再貸

付けを行 う場合には,当 然小作料に転嫁 して回収 されることになるが,こ の場
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合近傍類似地の小作料 と均衡を失 し,賃 借人に過重な負担となるものであって

はな らない。

土地改良投資に係 る物価 と農産物価格,生 産費の値上 り等が破行的である場

合には,投 資額の物価修正に見合 つた増加収益が生 じないという問題があ り,

かかる場合には,公 平の原則からいって物価修正は許 されないというべ きであ

ろう。

かかる観点か ら,投 資額の物価修正については,賃 借人がそこで農業生産を

行うことによって投資額を回収 しつつある現状を尊重 し,か つ,回 復者が残存

効用期間に償還額を回収することができるものとの考え方に立 って,改 良効果

の発生時と賃貸借の終了時とにおける当該農用地についての農業生産の場にお

ける所得又は農業収益の比率を限度 として行うことが妥当であると考えられる。

4.改 良行為と耐用年数

改良行為には,減 価償却になじむものと,か なり長期にわたって効用が持続す

るものとがあり,し かもそれらのい くつかが一つの改良事業 として施行される場

合が多い。そして,実 際的には,そ の効用がゼロに近づ く以前に更新的改良行為

が行われることも,少 なくない。

このような現状にかんがみ,工 種別耐用年数を基準に算定するか,総 合的耐用

年数によって一括算定するかを含めて,地 域の実情に即 して農業者の納得する耐

用年数を定めるようにすべきであろう。

(注1)い わゆる永久改良については,例 えば耐用年数60年 とみて も,有 益

費算定には差支ないであろうし,総 合耐用年数の採用にも便利であろ

う。

(なお,土 地改良事業について,耐 用期間内に投資額が回収され終

った場合をどう考えるか。)

(注2)土 地改良事業の経済効果算定のための耐用年数及び県営ほ場整備事
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業の各年度新規採択地区の100当 たり平均単価は下表のとおり。
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5.そ の 他

(1)土 地改良事業の場合,賃 借人の投資額又は未回収投資額が増価額を上廻 る場

合が起 りうる。その場合の処置。

(2)残 債務承継方式について

土地改良の非補助又は補助残融資制度に係る残債務承継における債務額は,

本来有益費の額の算定と無関係な視点から算定される額であるが,現 実の対応

状況にかんがみ,当 事者の合意により,投 資額の全額又はほぼ同額の融資をう

け,か つ,そ の償還期間と改良効果存続期間が近似する場合等には,当 該残債

務を承継することによって有益費の償還に代えることは,有 益費問題解決のた

めの一手段として認め られてよい。

(3)所 有者が土地改良に参加 したが,そ の負担金の全部又は一部を改良後の小作

料水準に上乗せ して賃借人に負担 させている事例がある。これは,名 目のいか

んを問わず実質的には賃借人が改良費を負担することになり,農 地返還時にお

ける離作料その他の給付発生の要因となり好ましいことではない。

以 上
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資 料No.36

有益費の額の試算及び検討

昭和60年3月23日

1想 定

A圃 場整備(受 益者負担25%)

B農 地造成(受 益者負担20%)

C(1)投 資に当たっての期待増価額を,残 存耐用年数間における下記年額の複

利年金現価(利 率5%)と する。

(投資額 ÷耐用年数)+(投 資額 ×農業純収益率)
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純収益率を3%及 び5%と して試算する。

(2)永 久的改良部分の耐用年数を60年 とする。別途,永 久的改良を非償却資

産(譲 渡性をもっ物権的資産)と して も考慮 してみる。

(3)総 合耐用年数の有効性をた しかめる。耐用年数別に資産を見る場合には,

最長工種の耐用期間中に,他 の工種は従前 と同一の内容で更新されるもの

とする。更新の工事施行は,当 該工種の耐用年数満了年に行われるものと

す る。

(41)以 上の検討の後に,増 価額が与え られたものとして,農 業純収益率を逆

算 してみる。

(5)更 に,投 資と併行する公庫資金の補助残融資との関連について検討する。

この場合の借入条件を次による元利均等償還とする。

利率:6.5%,償 還期間:20年(据 置期間3年 を含む。)

(注)利 率i,年 数nと して

年金額1,利 率5%と して

経 過 年 数

1

5

10

20

30

50

60

00

年 金 現 価

0.95238

4.32948

7.72173

12.46221

ユ5.37245

18.25593

18.92929

20.00000
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Ⅱ 試算結果 ・経過年数別にみた残存増価額

(1)圃 場整備
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(2)農 地造成
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検討1

総合耐用年数の採用は,耐 用年数の短いものの一部更新の場合を除き有効である

と考え られる。一部更新が行われた場合は再計算すべきであろう。

「永久考慮」は,投 資額そのものを増価 と見れば別として,純 収益率が低いと,

当初段階の増価は小さくなる。

検討2減 価償却残高=費 用価 〔3の(3)〕との関係

投資額:1

耐用年数:m,m年 の年金現価率:α

純収益率:rと すれば,

工事完了時の増価額は

である。

工事完了時の費用価は1で あるか ら,

従って,

年金の現価率 αを求める利率を0.05とすれば,耐 用年数mの 夫々の値に対するr

は次表のとおりとなる。

通常の場合,費 用価を採用することは,利 率5%を 前提 として,農 業純収益率を

投下資本の約3%を 見ていることになる。
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(市場利子率 を3%と すれば1.7～2%を,同 率 を6.5%と すれば 約4%の 水準 とな

る。)

投資額1,耐 用年数30年(毎 年の減価0.0333)と した場合 に,逆 に,各 純収益 率

の もとで の工事完了時の増価額(30年 の現価 率15.3725)を 求 めれ ば次 の とお りで

ある。

費用価方式は,投 資額と工事完了時の増価額がほぼ等 しいとき,或 は投資額に対

する純収益率がほぼ3%と なるように補助金が成立 している場合に有効であるとい

えよう。
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検討3増 価額 が客観的に決定 され る場合の純収益率 の逆算

投資額:1

増価額:1'

耐用年数:m,m年 の年金現価率:α

純収益率:γ とすれば,

従 って,

で あ る。

「想定 」 により,圃 場整備,農 地造成 の投資額 を夫 々250千 円,400千 円 と し,総

合耐用年数30年 をとって,与 え られ る増価額(地 価値上が りを例示 して純収益 率 を

求めれば次表の とお りであ る。なお,耐 用年数20年 及 び50年 の場 合 も併記 した。利

率は従前 どお り5%と す る。
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例示 した増価額について検討してみたい。

「想定」 した投資額は,昭 和58年 度採択例から達観 したものであるが,昭 和59年

3月 末現在の日本不動産研究所 ・ 「田畑価格及び小作料調」は次の水準を示 してい

る。

全国平均田畑価格(10ア-ル 当り)

全国平均実収小作料(10ア ール当り)

小作料の田畑価格に対する割合
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(1)圃 場整備の増価額

田について考えるが,直 接の調査はないと思われる。「想定」における100万

円の事業費(う ち受益者の投資額25万 円)を 投 じて,田 の品等がどれだけ上が

るかという問題であるが,こ れは地域なり事業内容によって千差万別であろう。

前掲の日本不動産研究所の上中下田の地価差は,お おむね30%と 見てよい

(小作料の較差の方が狭い)。較差のすべてが圃場整備 に起因するとはいえな

いが,事 業実施によって,100万 円の田が120万 円な り130万 円に上昇す ると考

えるのはそう不 自然ではないであろう。この地価差の20万 円なり30万円と,投

資額25万 円の比率が ここでの問題になる。

計算表に示されるように,投 資額 と同額の増価の場合は約3%の 純収益率で

あり,比 率の高まるほど純収益率は高 く,逆 の場合は低 くなり,投 資額の半分

で純収益はゼロである。

小作料の地価に対する比率を2%と すれば,例 えば,30万 円の増価は,小 作

料の6,000円 の増大をもたらすと考えてよい。この6,000円 は,昭 和58年 産米生

産費調査(全 国)の 単価からすると,家 族労働の約6.5時 間,玄 米19kgに 相 当

し,そ れだけの経費節約又は増収のため,純 収益増が発生したと理解すること

ができる。

(注1)小 作料の地価に対する比率を2%と したのは低めであるか もしれ

ない。地区別にみ ると,東 北2.8%,九 州2.6%,限 界収益地価的性

格の薄い北海道では5.4%を 示す。

全国農業会議所の 「水田小作料の実態 に関する調査結果-昭 和

58年一 」及び同年の「田畑売買価格等に関する調査結果」につい

てみると,昭 和56年以降借入の水田小作料の中田に対する比率は,

全国2.3%,東 北3.5%等,や や高めになっている。

なお,土 地資本に対する追加投資の地代率 ともいうべきものが,

全体の地代率水準 と同一であってよいかという問題 もあろう。
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(注2)昭 和58年 産米生産費調査(販 売農家 ・全国)の 統計 によれば,10

α当た り次の とお りで ある。

o家 族労働時間

家族労働費

o玄 米収量

主産物粗収益

(2)農 地造成の増価額

59.9時 間

55,185円

488kg

151,761円

1時 間 当た り921円

1kg当 た り311円

未墾地価格をどう把握するかも難 しい問題であるが,農 地保有合理化促進事業

の特別事業で,府 県の公社が昭和54～58年 の5カ 年間に取得 した未墾地の平均

単価は,100当 たり,298千 円であった。また,旧 来 しば しば使われてい る未

墾地価格推定手法としての下畑の60%を 取ると,不 動産研究所の数字か ら281

千円を得る。北海道を別に して,内 地の未墾地価格を一応300千 円とす ること

は不自然ではないであろう。

農地造成で開発された畑の価格を前記の上中下別にとってみると,30万 円の

未墾地か ら,50,70,80万 円の畑 となったとして,増 価額は夫々20万 円,40万

円,50万 円となり,「想定」された受益者の投資額40万 円との比率は,夫 々,

0.5,1.0,1.25と な る。

計算表は,こ のような根拠を基礎に算出されている。10a200万 円の事業費

(う ち受益者の投資額40万 円)を 投 じて,投 資額 とほぼ同額の増価額が出現す

れば,受 益者は約3%の 純収益率を得ることになる。その他,圃 場整備と異な

るところはない。

検討4公 庫融資等の償還との関係について

土地改良の非補助又は補助残融資制度における債務ないし償還は,本 来,有 益費

の額 とは別の次元の問額であると考え られる。

(注)「 土地改良事業の施行に関する基本的な要件」として,土 地改良法

施行令が 「当該土地改良事業のすべての効用がそのすべての費用をつ
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ぐなうこと」(同 令第2条 第3号)を 掲げていること,ま た,国 営土

地改良事業がその3条 資格者に 「その者の受ける利益を限度として……

負担金の全部又は一部を徴収することができる」(土 地改良法第90条

第6項)等 の受益の限度.更 に,民 法の 「費シタル金額」は,投 資額

の負債利子を含み うるのか という問題がある。

投資額を100千 円とし,同 額の融資を受けるものと仮定 しよう。融資の条件は

「想定」に従い,利 率6.5%,3年 据置後17年 の元利均等償還(こ の場合の年賦率

は0.0989一 第1回 年賦金中の元金0.0339一 である。)と して別図が画かれて い

る。

土地改良の耐用年数を,公 庫融資償還期間と同 じ20年とするならば(毎 年減価率

0.05),据 置期間に1.5%(0.065-0.05)の,元 利均等償還期間 に4.89%(0.0989

-0 .05)の 純収益率(20年 平均すると4.38%に なる)を あげていれば,増 価額がど

うであれ年賦金支払に事欠かない し,耐 用年数間に賃貸借が終了 しても,賃 借人の

残債務が回復者によって承継され又はその時点で決済されれば,賃 借人に支障はな

いであろう。

しか し,純 収益率が上記より低い場合,と りわけ工事完了時の増価額が投資額を

下回ることとなる場合,受 益者は年賦償還を所得で補てんせざるをえないし,回 復

者は,残 存増価額 より高い負債残元金を承継することになる。このことは,当 該土

地改良事業地区に恐 らく共通のことであろうし,特 に賃借人の責に帰すべき事情の

ないかぎり,回 復者はこれを甘受せざるをえないであろう。

いわゆる残債務承継が,通 常の場合,有 益費問題解決のための一手段 として認め

うるのは以上の背景に基づいている。

一方,制 度資金等による償還期間よりも,改 良の耐用年数が長期である場合には,

残債務承継だけで問題は片付かない。 これらの場合には,残 存増価額の返還を受け

て,賃 借人の残債務元本を処理するよ り外はないと思われる。

(注)負 債を償還 し終 ったことと,投 資額に見合う期待 された回収が確保
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され たとい うこととは別 の ことであろ う。
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検討5そ の他の問題

(1)以 上の検討において,投 資額は耐用年数間に当然に回収されるものとしてき

た。それを許さない増価額 も当然 ありうると思われる。一 「5」 の(1)

(2)工 事完了時点から数年内の賃貸借終了の場合には,増 価額だけでは割り切れ

ない問題がある。

(3)土 地改良法との均衡上,民 法による有益費償還について,ど のような特約を

むすぶことが妥当であるか。

(41)行 政指導上,賃 借人が 「もとを取る」という概念をどう説明するか。
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