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住宅金融支援機構レビュー 

平成 29 年度財務諸表等の公表を踏まえて 

独立行政法人住宅金融支援機構は、平成 19 年（2007 年）4 月 1 日に設立された政府が

100％出資する独立行政法人である。その目的は、「一般の金融機関による住宅の建設等に必

要な資金の融通を支援するための貸付債権の譲受け等の業務を行うとともに、一般の金融機関

による融通を補完するための災害復興建築物等の建設等に必要な資金の貸付けの業務を行うこ

とにより、住宅の建設等に必要な資金の円滑かつ効率的な融通を図り、もって国民生活の安定と

社会福祉の増進に寄与する」1こととされている。住宅金融支援機構は、設立と同時に、住宅金融

公庫および財団法人公庫住宅融資保証協会の権利・義務ならびに一部の事業を継承し、住宅金

融公庫と公庫保証協会は廃止された。住宅金融公庫は 1950年6月に設立されていることから、

住宅金融支援機構の実質的な業歴は 68 年以上にわたる。 
住宅金融支援機構構は 2018 年 6 月 29 日に平成 29 年度（2017 年度）（2018 年 3 月末に

終了した事業年度）の決算概要および財務諸表等を公表した。また、7 月 4 日には、投資家向け

の説明会を実施した。本稿では、今般公表された決算概要等 2を参照し、住宅金融支援機構の近

況にフォーカスしたレビューを行う。 
 

既往貸付金の残高減少に伴う既往債権管理勘定の縮小が進展 
平成 29 年度（2017 年度）（2018 年 3 月末に終了した事業年度）の決算では、法人全体の当

期総利益は 1,962 億円（前年度比▲63 億円）（うち証券化支援勘定の当期総利益 770 億円、

既往債権管理勘定の当期総利益 1,045 億円、住宅融資保険勘定・住宅資金貸付等勘定・財形

住宅資金貸付勘定で 147 億円）となった。利益処分としては全額積立金としているが、別途、当

期末（2018 年 3 月 29 日）に不要財産として「現預金」7,286 百万円を国庫納付し、それに対応

する出資金7,166百万円を減資した。これは、平成28年度（2016年度）までに措置された出資

金等について必要でなくなったと認められたことに伴う国庫納付である。過去の国の出資に対して

運用益相当額を上乗せした金額での国庫納付であり、国の財政にとってはプラスとなる。 
法人全体での「行政サービス実施コスト計算書」では、業務費用を自己収入等で補って大幅に

1 独立行政法人住宅金融支援機構法 第 4 条 
2 住宅金融公庫のウェブサイトに掲載されている。 
http://www.jhf.go.jp/teikyou/zaimu.html 
http://www.jhf.go.jp/investor/general/seminor.html 
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余りあることから、行政サービス実施コストは▲1,115 億円と大幅なマイナスとなっている。住宅

金融支援機構は、国の政策実施機関としての役割を担う法人いう性質に加え、一定水準の期間

収益（黒字体質）を確保している上、将来のリスク負担に備え、ある程度の積立金としての自己資

本を保有していることから、投資家の観点からは信用リスクをほとんど懸念する必要がない状態

にあると言えよう。また、地方公共団体との協定締結を進め、地方公共団体の政策実施支援にも

取り組んでいることにも着目しておきたい。 
 

縮小を続ける既往債権等管理勘定 
平成 29 年度（2017 年度）中における【フラット 35】の新規買取実績は、2.5 兆円と、前年度

（3.2 兆円）を下回ったが、その前の年度（2015 年度）の 2.3 兆円を上回る水準となった。前年度

（平成 28 年度・2016 年度）は、日銀によるマイナス金利付き政策決定・実施後に迎えた年度で

あった。住宅ローン業界では、住宅ローン金利の引下げが発生し、【フラット 35】の貸出金利も

2016 年 8 月に史上最低を記録したこともあり、住宅ローンの借換えが盛んに行われたが、そうし

た住宅ローンの借換えブームが沈静化に向かう段階での実績として評価できよう。 
年度末の買取債権残高は 14 兆 7,979 億円となり、法人全体の買取債権・貸付金残高におけ

る占有率は 63.6％となった。買取債権の大半は MBS の裏付資産として信託設定されている。 
 

図表 1  買取債権・貸付金の残高推移 （単位：兆円） 

 
出所： 住宅金融支援機構 
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図表 2  債券・借入金の残高推移 （単位：兆円） 

 
注： その他債券等には民間借入金を含む 出所： 住宅金融支援機構 
 
負債構成面では、MBS の残高が前年度末比 6,176 億円増加し 12 兆 7,420 億円、SB が同

3,498億円増の3兆2,142億円と増加した一方で、財政融資資金借入金の償還等により、法人

全体の債券・借入金残高は、前年度末比 4,363 億円少ない 22 兆 9,099 億円となった。 
証券化支援勘定の損益状況を見ると、前年度比 124 億円の増益となる 770 億円の当期総利

益を計上した。既往債権管理勘定の当期総利益は 1,045 億円となり、３年連続でプラスとなっ

た。 
住宅金融支援機構のバランスシートについては、住宅金融公庫から受け継いだ既往債権管理

勘定における貸付金残高と国からの借入金（財政融資資金借入金）の残高が大きく減少してきて

いることに着目しておく。債券・借入金残高のうち、財政融資資金借入金の占有率は 24.6％
（2017 年度末）に過ぎない。また、今年度（平成 30 年度・2018年度）からは「Ｔ種」と呼ぶ新たな

シリーズの MBS の発行を開始した。これは既往債権管理勘定で管理されている 1990 年代の貸

付債権を用いるものであり、財政融資資金借入金に代替する既往債権管理勘定の資金調達手段

の多様化と見ることができる。資金調達面において財政融資資金借入からの依存軽減が今後も

着実に進むものと思われる。 
 

平成 29 年度（2017 年度）中の主な施策について 

住宅金融支援機構は、その設立根拠法に「一般の金融機関による融通を補完するための災害

復興建築物等の建設等に必要な資金の貸付けの業務を行う」との目的規定が置かれていること
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から伺えるように、民間の金融機関等による営利事業としては成立し難い公益性の高い事業に積

極的に取り組んでいる。災害復興住宅融資については、東日本大震災が発生した 2011 年 3 月

からの累計が 2,962 億円となった。熊本地震（2016 年 4 月に発生）への対応としては、2017
年度末までに延べ 816 回の現地相談会に職員を派遣し、4,609 組の相談に対応した。また、熊

本県が行う住宅再建支援策としての利子補給事業の創設に向けた協議を実施した。当該事業は

2017 年 11 月に開始された。 
こうした公共性の極めて高い事業は、MBS および SB の発行に直接影響するものではない。し

かし、こうした事業の実施状況は市場関係者の観点からは、政府にとっての機構の位置づけを確

認するための重要な要素となる。国の住宅関連政策（住生活基本計画、ニッポン一億総活躍プラ

ンなど）と整合性の高い事業をコアに、公共性の極めて高い事業に継続的に取り組んでいること

が住宅金融支援機構の組織としての存続基盤を確かなものにしていると筆者は考えている。 

平成 29 年度（2017 年度）以降の政策とその実施状況 

住宅金融支援機構は2017年度からの5年間が第３次中期目標・中期経営計画の対象期間と

なる。業務目標では、政策実施機関として機構に期待される役割に焦点を当てた定量目標が設

定されている。「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（2013年12月24日閣議決定）、

独立行政法人通則法の改正（2015 年 4 月 1 日改正法施行）を踏まえた運営がなされている。す

なわち、独立行政法人を、（１）中期目標管理型の法人、（２）研究開発型の法人、（３）単年度管理

型の法人の３類型に分類し、住宅金融支援機構は公共上の事務・事業を中期的（３～５年）な目

標・計画に基づき行う（１）に該当するとの位置づけで、主務大臣が中期目標・中期経営計画を策

定し、総務省に設置された独立行政法人評価制度委員会による評価を受ける。 
多くの事業が 2016 年 3 月 18 日に閣議決定された「新たな住生活基本計画（計画期間：平成

28 年度～平成 37 年度）」と整合性が高いものになっている。子育て支援の取り組みは、「新たな

住生活基本計画」の「若年・子育て世帯や高齢者が安心して暮らすことができる住生活の実現を

目指す」とする部分と整合的であるし、住宅のリフォームや買取再販事業者向け融資等は、基本

計画の「既存住宅の流通」とも整合的であると同時に、高齢者の住生活に関する目標達成を促進

できる政策となり得る。 
住宅金融支援機構は、2017 年 4 月に、地方公共団体による財政的支援をあわせて【フラット

35】の金利を引き下げる「【フラット35】子育て支援型・地域活性化型」を創設し、2017年5月25
日に、「子育て支援」、「ＵＩＪターン」、「コンパクトシティ形成」の各施策を実施する地方公共団体と

の協定締結式を実施した。更に、2018年4月からは「地域活性型」（空き家対策）も取り扱いを開

始した。協定を締結した地方公共団体は、2018年5月末時点で、計317団体（12県、199市、

2 区、95 町、9 村）におよぶ。 
リバースモーゲージは、2017 年 4 月に導入した住宅融資保険事業における「ノンリコース型」
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の住宅融資保険を用いて推進してきたが、今年2018年5月に【リ・バース60】とする愛称を導入

した。取扱機関数は平成28年度（2016年度）末の23機関から平成29年度（2017年度）末に

は 38 機関と増加基調にある。付保申請件数は、平成 28 年度の 39 件から平成 29 年度は 174
件へと増加した。【リ・バース 60】は、現行の制度では、満 60 歳以上の住宅保有者・住宅取得者

が、住宅を担保に生存中は元本返済が不要となる住宅ローンで、住宅金融支援機構の住宅融資

保険によってローンの貸手となる民間金融機関等のリスク負担を軽減するものである。既存の住

宅ローンの借換え目的にも利用できるため、一般的な住宅ローンの借入が容易ではない中高年

層による利用が今後進む可能性もあろう。 
 

事業運営審議員会の活動状況とその情報公開 
住宅金融支援機構には、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成25年12月24

日閣議決定）に基づき、中立的立場の外部有識者により構成される第三者委員会として、「独立

行政法人住宅金融支援機構事業運営審議委員会」が平成 26 年（2014 年）4 月 14 日に設置さ

れ、同委員会の提言に基づく施策も多々実施されてきている。主務大臣（国土交通大臣および財

務大臣）による強力な監督権限が及び、独立行政法人評価制度委員会による監視もなされるとは

いえ、法人形態が独立行政法人であるが故に、たとえば株式会社の制度に比べ、権限が理事長

に集中しすぎているとの批判を受けることもある。この点、業務の健全性および適切性を確保しつ

つ事業運営を行うために、このような第三者委員会の審議結果を継続的に業務運営の参考にす

るという体制は一定の評価ができよう。 
しかも、「独立行政法人住宅金融支援機構事業運営審議委員会」の議事次第、審議概要、配

布資料は、同委員会による提言に基づき、公開されている 3。 
 

国外機関との情報交換・支援も 
住宅金融支援機構は、以前から海外の同業者、住宅金融関係の官公庁、業界団体等の交流

を持ってきた。第３次中期目標・中期経営計画では、国外の期間との情報交換や支援に努めるこ

とが明記された。米国のジニー・メイとは、2014 年に締結した覚書に基づき、日米住宅金融円卓

会議の東京とワシントンにおける開催を既に定例化している他、米国連邦住宅都市開発省、日本

の国土交通省ならびにジニー・メイの共同研究「エイジング・イン・プレイス（高齢者居住）」に参

加 4している。高齢者居住に共同研究に関しては、住宅金融支援機構の複数の職員による論文

3 住宅金融支援機構 「事業運営審議委員会」 

https://www.jhf.go.jp/teikyou/shingi.html 
4 たとえば、米国連邦住宅都市開発省 U.S. and Japan to Collaborate on Aging in Place:: 
Bilateral research effort to identify new ways to house vulnerable seniors, June 30 
2017 （ジニー・メイのウェブサイトへの転載）
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が米国連邦住宅都市開発省が刊行する論文集に掲載された 5事例もある。 
ミャンマーとの交流および支援も実施してきている。ミャンマーの建設住宅開発銀行（CHDB）

（2018 年 6 月に建設住宅インフラ開発銀行 CHID Bank に名称変更）の職員に対して、東京で

2017 年 8月に研修を実施 6した他、2018年 2月には副理事長が CHDB を訪問している。国外

の機関との交流および支援を継続している。 
 

（調査部長 江川 由紀雄） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ginniemae.gov/newsroom/Pages/PressReleaseDispPage.aspx?ParamI
D=114 
5 米国連邦住宅都市開発省（HUD）の政策調査局（Office of Policy Development and 
Research）が年に 3 回刊行する論文集 Citiscape の Volume 19, Number 1, 2017 に掲載

された以下論文を参照。 
Masahiro Kobayashi, Shoichiro Konishi, and Toshihiko Takeishi, “The Reverse 
Mortgage Market in Japan and Its Challenges”, Citiscape, Volume 19, Number 1, 
2017  pp. 99—118 
https://www.huduser.gov/portal/periodicals/cityscpe/vol19num1/article5.html 
6 住宅金融支援機構 「ミャンマー連邦共和国の建設住宅開発銀行（ＣＨＤＢ）のウィン・ゾウ総裁

が来訪されました。」 2017 年 8 月 16 日 
https://www.jhf.go.jp/topics/topics_20170815.html 

 
 
 

6 

                                                                                                                                

https://www.ginniemae.gov/newsroom/Pages/PressReleaseDispPage.aspx?ParamID=114
https://www.ginniemae.gov/newsroom/Pages/PressReleaseDispPage.aspx?ParamID=114
https://www.huduser.gov/portal/periodicals/cityscpe/vol19num1/article5.html
https://www.jhf.go.jp/topics/topics_20170815.html


新生ストラテジーノート  新生証券株式会社 調査部 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本書に含まれる情報は、新生証券株式会社（以下、弊社）が信頼できると考える情報源より取得されたものですが、弊社
はその正確さについて意見を表明し、または保証するものではありません。情報は不完全または省略されたものである
ことがあります。本書は、有価証券の購入、売却その他の取引を推奨し、または勧誘するものではありません。本書は、
特定の商品やサービスの勧誘･提供を行う目的で作成されたものではありません。本書で言及されている投資手法や取
引については、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、これらの投資手法や取引について
は、金融市場や経済環境の変化もしくは価格の変動等により、損失が生じるおそれがあります。本書に含まれる予想及
び意見は、本書作成時における弊社の判断に基づくものであり、予告なしに変更されることがあります。弊社またはその
関連会社は、本書で取り扱われている有価証券またはその派生証券を自己勘定で保有し、または自己勘定で取引する
ことがあります。弊社は、法律で許容される範囲において、本書の発表前に、そこに含まれる情報に基づいて取引を行う
ことがあります。弊社は本書の内容に依拠して読者が取った行動の結果に対し責任を負うものではありません。本書は
限られた読者のために提供されたものであり、弊社の書面による了解なしに複製することはできません。 
信用格付に関連する注意 本書は、金融商品取引契約の締結の勧誘を目的としたものではありません。本書で言及ま
たは参照する信用格付には、金融商品取引法第 66 条の 27 の登録を受けていない者による無登録格付が含まれる場
合があります。 
著作権表示 © 2018 Shinsei Securities Co., Ltd. All rights reserved. 
 

名称     ：新生証券株式会社（Shinsei Securities Co., Ltd.）  
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第９５号  

所在地   ：〒103-0022 東京都中央区日本橋室町二丁目４番３号 
            日本橋室町野村ビル  
      Tel : 03-6880-6000（代表）                   
加入協会 ：日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会  

一般社団法人日本投資顧問業協会 
一般社団法人第二種金融商品取引業協会 

資本金   ：87.5 億円  
主な事業 ：金融商品取引業  
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