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今月の収益物件紹介コーナー
高州１丁目アパート

価格

②購入

4,870円

高州１丁目アパート

5,980万円

③資産組替

・現金で不動産を購入する

・土地を売却、賃貸不動産に買い換える
【物件概要】

【物件概要】
●所在地/三郷市高州1-173
●土地権利/所有権
●構造/木造
●土地面積/223㎡
購入●専有面積/215.3㎡
●築年月/昭和60年6月
●現状/賃貸中

家賃 ●所在地/三郷市高州1-173
●土地権利/所有権
●構造/木造
●土地面積/410㎡
売却●専有面積/282.85㎡
●築年月/昭和50年9月
●駐車場/有

賃貸マンション

賃貸マンション

土地

現金を減らす

オーナーチェンジ物件
現金で持つより、不動産に換えたほうが

オーナーチェンジ物件
利用価値の低い土地は売却し、収益の

評価が下がる。また、現金が減ることで財
産が減るので対策になる。
１棟売 寮・寄宿舎
価格

価格

上がる賃貸不動産に組み替える。
資産価値を高めつつ評価を下げる。
三郷市中央３丁目アパート

9,800万円

想定利回り

JR三郷駅から徒歩13分

3.6％ 価格 1億,2000万円
三郷中央駅から徒歩４分

⑤法人

④活用

【物件概要】
●所在地/三郷市早稲田4-7-15
●土地権利/所有権
・土地に賃貸不動産を建てる
●構造/鉄骨造陸屋根３階建
●面積/1F 163.44㎡
2F 163.44㎡
3F 159.84㎡
●築年月/平成6年10月
●現状/使用中
●引渡/相談

【物件概要】

・賃貸経営の会社をつくる
●所在地/三郷市中央3-7-5
●土地権利/所有権
●構造/木造セメント
●土地面積/242.96㎡
●建物面積/136.22㎡
●総戸数/2DK×5戸
管理●築年月/平成19年３月

会社

３方角地（北東・南東・南西）
メゾネットタイプ！カースペース５台！

洋室１６部屋＋倉庫＋会議室
駐車スペース５台あり！
オークスプラザ三郷

収入を分散

家賃

9.43％ 価格 5,100万円

想定利回り

JR三郷駅から徒歩15分
現金で持つより、不動産に換えたほうが
評価が下がる。また、現金が減ることで財
産が減るので対策になる。
【物件概要】
●所在地/三郷市早稲田7-14-31
●土地権利/所有権
●構造/木造２階建
●建物面積/161.1㎡
●総戸数/10戸
●築年月/1988年2月

役
員
報
酬

ガーラみさと

2,890

価格
万円
想定利回り
％
新三郷駅から徒歩21分
賃貸経営は個人より、法人のほうが税制
上のメリットが多くある。また、配偶者や
子供を役員にすることで、家賃収入によ
る資産の増加が回避できる。
【物件概要】

5.6

●所在地/三郷市彦成2丁目371-9
●構造/木造２階建
●土地面積/112.56㎡
●土地権利/所有権
●総戸数/２DK×２戸
●築年月/平成20年８月

新耐震！東向き★設備充実
トイレ・オープンキッチン・収納スペース
給湯設備・エアコン

オーナーチェンジ！ワンフロア１世帯！
現在満室です！！
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賃貸管理コーナー
繁忙期後、改めて現状を知り対策を打つ！
（家賃値下？リノベーション？売却？）
今年の繁忙期が終了しましたが、皆様の物件はいかがでしたでしょうか？長
期空室の物件や新たに解約となってしまった物件に対策を講じた結果、入居が
決まったという事例が一番うれしいものですが、なかなか狙い通りにいかない
ということもあるかもしれません。
こちらでは例をご覧頂き、現状のキャッシュフローを確認するとともに、今
後の閑散期に空室が出る可能性も加味しつつ、対策案をお伝えいたします。

松井産業株式会社
管理部 藤本

【経営改善提案書】
経営改善提案書

※赤枠を参照下さい

物件名（●●●● 築15年RC、１LDK11部屋、住宅地）
現況①

現況②

１室退去

予測シミュレーション
総戸数
入居戸数
空室率
現在の最下限賃料
現在の募集賃料

2018年3月現在

目指す姿①

金額単位：円

目指す姿②

条件変更

目指す姿③

設備改善

リノベーション

11
9
18%
55,000
55,000

11
8
27%

11
11
0%

11
11
0%

11
11
0%

492,000
54,667
44,727
5,904,000

437,333
54,667
39,758
5,248,000

572,333
52,030
45,000
6,868,000
5,940,000

581,333
52,848
48,000
6,976,000
6,336,000

587,333
53,394
50,000
7,048,000
6,600,000

7,216,000
-1,312,000
-109,333

7,216,000
-1,968,000
-164,000

6,868,000
1,620,000
135,000

6,976,000
1,728,000
144,000

7,048,000
1,800,000
150,000

▲年間運営費
▲年間返済額
▲年間支払額計

720,000
3,240,000
3,960,000

720,000
3,240,000
3,960,000

720,000
3,240,000
3,960,000

720,000
3,240,000
3,960,000

720,000
3,240,000
3,960,000

税引き前年間キャッシュフロー

1,944,000

1,288,000

月額賃料収入
平均賃料
実質＆適正賃料
想定年間賃料収入
想定年間賃料収入(最下限家賃時）
満室時の想定年間賃料
年間損失・利益増
月間損失・利益増

対策内容
１室当たり対策費用目安
空室対策費用計
空室対策費用回収年数
１室当たり年間増収額
１室当たり投資利回り（利回り10％が良好）
返済倍率（１．３以上が理想）
物件価値（表面利回り１０％）
物件価値向上額
所得税（青色申告）

2,908,000
賃料適正・敷礼

1.49

1.33

3,016,000
内装

3,088,000
リノベーションＡ

0

300,000
900,000
0.5
576,000
192%

1,500,000
4,500,000
2.5
600,000
40%

1.73
68,680,000

1.76
69,760,000
1,080,000

1.78
70,480,000
1,800,000

▲900000

ある地方都市の住宅地にある、築15年RC、1LDK11部屋の物件が2部屋残りました。既に借
り換えを行い、利息は1％前半、設備も競合物件と比較してあまり負けているところはありま
せんでした。オーナー様の要望としては年間の税引き後（青色申告）200万円以上の手残りが
ある事でした。
あなたならどうしますか？
（１）他には無い設備やサービスをさらに付けて、家賃を下げずに募集する。
（２）競合物件との初期費用、家賃状況を調べ、競合に負けない家賃条件設定をする。
まず満室にしてキャッシュフローを上げる、その後物件の老朽に合わせリフォームへ。
（３）将来に向けて、売買価格を想定し売却する。

こちらのオーナー様は当初（１）を模索していましたが、管理会社と相談しながら、競合と
なる物件の初期費用、家賃、設備、仕様を調べ、大規模なリノベーションや設備変更はせず、
初期費用と若干の家賃値下げにて募集をしました。その結果、2週間で2室とも決まりました。
オーナー様の目指す年間税引き後の手残りも今年は達成できそうです！

【ご相談・お問い合わせ】オーナー様：管理ご相談窓口
【ご相談・お問い合わせ】オーナー様：管理ご相談窓口
℡：048-911-4850 担当：光山（みつやま）
担当：藤本
℡ 0480-3-

業界ニュース
賃貸住宅サブリース契約の実態②
～サブリース契約について考える。問題解決編～
2016年賃貸住宅を取り巻く時流・環境の変化

前回に引き続き、賃貸住宅サブリース契約の実態について、問題解決編として、実態を見極めた上で
具体的な対応策についてお伝えします。実際の事例をご紹介します。
2016年、賃貸住宅市場を取り巻く時流・環境の変化を表すキーワードをまと
4年前に先代が相続対策でアパートを建築し、安定収入、家賃が下がらないという名目でサブリース
めたものです。
契約をしました。すぐに息子さんへの相続が発生し、空室が発生すると、退去リフォーム費用、賃料減
額交渉が入りました。手元に費用は残っておらず、「このままだと、思った以上に厳しい経営になるの
では…」と感じ始めていました。

①貸家は資産デフレ傾向継続
●貸家新設戸数は、2014年・2015年予測では35万戸代後半にて進み、
2016年度以降も増加傾向が予測される。
●都市部マンションの一部地域のみ、価格上昇傾向はあるが、宅地・
民営借家に関してはデフレ傾向。家賃下落、空室拡大は継続される。
②関連する法改正（相続税の税制改正・空き家対策特別措置法の施工）
●2015年1月1日からの相続税改正に合わせ、遺言書作成数増加。
（2014年度には遺言公正証書作成数10万件越、今後は家族信託へ）
●2015年5月26日空き家特別措置法完全施工
官民連携により空き家対策へ
（2013年820万戸空家率13.5％→2033年予測2,150万戸空家率30.5％）
そこでお付き合いのあった、賃貸管理会社に相談し、問題点を浮き彫りにしました。
①初期の賃料設定が高く、大幅減額（地域の実態と合っていない）②必ず空室免責が起こる。（その間
、2ヶ月収入なし）③工事費用が割高（月々のメンテ費用+大型工事）④メーカーの借入利用（高利率）
③多様化・増加が予測される入居者層
これらの問題に対して、具体的な対策を講じました。物件の価値が最大限活かせる時期は、自分主体
●インバウンドビジネス拡大、旅行消費額続伸、民泊への法・条例改正
の経営でコストをかけず、地域で資産管理に強い管理会社に管理移行し、最大限手元に資金を残す経営
●地方私大の学生減少、拡大するシェアハウス
に変更しました。

●「老人ブア」老後資金の減少、「シングルマザー」拡大
サブリースにはいろんな問題点があることも事実ですが
●成熟化進む高齢者住宅、圧倒的に足りない自立型障害者住宅
、今までの事例の中では、主にオーナー様ご自身の確認不
●企業立地、企業や事業所の都市集中が進む

足が多くなっているのも現実です。左記のとおり勘違いし
やすいポイントを６点あげてみました。長期借り上げ、一
④リアルタイム・自動化で進むＩＴ化による部屋探し＆コミュニケーション
定の賃料、空室リスクがない、建てたところが管理、大手
●ウェアラブルデバイス（持つ→身につける）
の会社は大丈夫、営業マンが熱心等が挙げられます。今一
ロケーションフリー（どこにいても繋げられる）
度ご自身のサブリースに対する考え方を見直して頂ければ
●ＳＮＳの急激な進化（プッシュ広告、アプリ活用）
幸いです。
●個人情報のある、重要事項説明のＩＴ化 最後に、契約内容の中で、オーナー様に確認と見直しを
●遠距離顧客とのＩＴ対応
して頂きたいポイントをお伝えします。
●顧客と顧客を結ぶ、ＣtoＣマーケットの急拡大
サブリースに関わる家賃は５つ存在します。①貸出賃料：実際の募集賃料
②成約賃料：実際に決まっ
た賃料 ③適正賃料：2ヶ月で決まる賃料 ④設定賃料：サブリース上の賃料 ⑤借上げ賃料：実際に支
⑤コンプライアンス施策
払われる賃料
です。①・②と④に開きがある。①・②が高い⇒もったいない、③と④に開きがあり、
④が高い⇒賃料見直し時の減額が想定されます。こちらは重要ポイントですので十分確認してください
●企業の社会的価値、コンプライアンスにフォーカスした施策展開
。 （フォルクスワーゲン、東芝、旭化成建材・・・）
またキャッシュフローが右記のように25％以上なけれ
ば建築しないほうがいいと言われています。そもそも
建築時に答えが出ている場合もありますので、企画・
⑥個人情報、顧客情報管理
計画の段階からの確認が最も重要になります。出だし
●マイナンバーの民間利用（賃貸所有者への支払調書など）
から始まっていますね。
今回、２回シリーズにわたり、賃貸住宅サブリース
契約の実態についてお伝えしました。問題提起と、具
賃貸住宅市場も大きな転換点を迎えています。まさに淘汰の時代です。建てた時の税金対策
体的な問題解決になります。サブリースそのものの否
だけでなく、建てた後の収益を維持させる「賃貸経営力」が必要な時代に入っています。
定ではなく、実態を理解した上で、仕組みを上手に活
ピンチをチャンスに変える！
用頂きたいと思います。現物件の収益の最大化を図り
需要は間違いなくあるのですから！
ながら、最終的にはご自身の資産の最適化を目指して
頂きたいと思います。
-４-

不動産ソリューションコーナー
皆様、このような記事を目にされたことはございますでしょうか？

Ｑ．相続の生前対策の方法は？
相続対策には主に「分割対策」「節税対策」「納税対策」の３つの対策をする必要がありま
す。相続財産は所有していた預貯金などの動産、土地・建物などの不動産に分けられますが、
相続財産の多くは不動産ですから、不動産を主にした対策が鍵になります。
不動産の対策は、相続発生時までにしておくことがポイントです。財産が多くなるほど、い
くつかの対策を組み合わせることが必要で、時間がかかることもありますので、早めの準備が
大事です。今回は６つの生前対策の方法をご紹介します。

①贈与

『日本銀行の異次元金融緩和を背景に伸びていたアパート・マンション向けローンが、今年
に入り減少が続いている。金融庁・日銀はかねて、この分野の融資増加に警戒感を示していた
・自宅を配偶者に贈与
のに加え、相続税対策としての貸家建設は一巡したとの見方が出ている。
日銀が10日発表した貸出先別貸出金統計によると、4ー6月期の国内銀行の「個人による貸家
業」向け新規貸出額は前年同期比15％減の7171億円と２四半期連続でマイナスだった。前四
半期（1－3月）比では33％減少し、四半期ベースとしては2015年4－6月以来の低水準。また
国土交通省発表の6月の住宅着工統計で貸家は前年同月比2.6％減だった。
個人によるアパート、マンション建設には相続税の節税効果があるのに加えて、金利低下も
寄与して、アパートローンは伸び続けていた。しかし、金融庁は昨年9月のリポートで、不動産
自宅
配偶者
向け貸し出しの拡大について「今後の動向は注視が必要」と指摘。建設ラッシュで空室率が上
評価額2,110万円まで
昇し、国民生活センターによると大家がローン返済に窮する事態も発生している。日銀は4月の
金融システムリポートで貸し出しの「入り口審査や中間管理の綿密な実施が重要｣と強調した』
婚姻20年以上の配偶者には、2,000万円（暦年贈与を合わせると2,110万円）まで無税で贈
与できる。

こちらは2017年8月10日にブルームバーグに掲載された記事になります。金融庁は2016年
度末あたりから人口・世帯数の減少が確実視される中、賃貸用不動産の過剰供給により空室率
が上昇していることに対して警戒感を示し金融機関に対して融資の審査や実行後の管理につい
て強い危機感を持ち始めています。特に人口減少が激しい地方での賃貸物件について問題視を
している傾向があります。
家賃
・不動産を子供に贈与
記事の通り、金融機関は賃貸用不動産に対する融資スタンスを大きく方向転換し、安倍政権
発足後、実質的には初の減少に至っているような転換期を迎えています。そのような影響を受
け、最近、新築の収益不動産を建てるための資金についてお問合せを頂く機会が増えています
。
「少し前までは申込みをすればなんでも融資が出たのに急に対応が変わった」といったような
声をよく聞きます。不動産業界に対する金融機関の融資スタンスはマーケット環境と行政方針
賃貸マンション
子供
に大きく影響をされる部分があります。基本的にこの両軸の中で、審査目線のゴールを設定し
家賃収入が被相続人の現金として残ることを回避できる。また、子供の納税資金にもなる。
判断しているケースが多いですが、日本国内の景気動向は「いざなぎ景気」を超えて戦後2番目
の長さを記録するほどの景気拡大基調にあることを考えると今回は金融庁から行政方針が如実
に影響していると言わざるを得ないと思います。

足元の金融情勢を踏まえると現在借入をされている賃貸オーナー様におかれては、金融機関
との取引について金融情勢が硬直する前に、現在の借入について見直しを行う必要があるのか
チェックを行って頂くことをお勧めいたします。その中で、特に見て頂きたいのは以下２つの
ポイントになります。
１．現在の借入の返済額と所有する賃貸物件の収支はマッチしているのか
２．借入利息は自社のマーケット環境と比べて乖離していないか
-５-

不動産ソリューションコーナー
＜Point 1＞
まず見て頂きたいのは、現在の借入返済額が、所有されている不動
産の賃料収入より少ない額となっているかという点です。近年は金融
機関も賃貸不動産の実態に合わせた形で貸出をする傾向が強くなって
いますが、以下のようなケースが意外と多く見受けられます。
①借換えの際、元々の融資期間の範囲内でしか借換えが出来ないと
言われ、収支を考慮せず借換えを行った
②10年や20年が上限と言われたのでその期間で借入をした
賃料収入の方が返済額より多い場合でも、返済期間中は手元に資金
がほとんど残らず、大規模修繕の資金の捻出に苦慮する方もおられま
す。賃料収入の方が返済額より少ない場合は、他の金融資産から補て
んをすることになり、最悪の場合、返済資金を確保するための借入を
行わないといけない状態に至ります。このような場合は、保有してい
る賃貸不動産の耐用年数があと何年残っているかということと、現在
の借入金の返済期間について一度見比べて下さい。
それぞれの年数を比較して、借入金の返済期間の方が耐用年数より短ければ、金融機関に相
談されることをお勧めいたします。特にこのようなケースの場合、新規の金融機関の方が柔軟
な対応をしてもらえるケースが多いので目線を広くして検討されてみてはいかかでしょうか。
＜Point 2＞
つぎに、現在の借入金利についてご確認下さい。上記表2は、全国の平均借入金利の都道府県
別ランキングです。アパートマンションローンは通常不動産を担保に提供し、且つ返済原資と
なる家賃の入金口座も借入金融機関の口座とするケースが多く、一般事業法人へ貸出するより
も収入の変動がなだらかであることなどからも良質な貸出債権との認識があります。
現在の借入金利が表2の水準を上回っているようであれば金利は適正なのかどうか疑問を持た
れてもいいかと思います。ただ一方で、日銀のマイナス金利政策下ではありますが、足元の金
利は徐々に上昇の兆しを見せつつあります。以下は新発10年国債の推移になりますが、2016
年中頃にはマイナス水準であったものが、直近ではプラスに転じており、住宅ローン金利も下
げ止まり上昇基調にあります。
以上のことから、現在の借入金利に疑問を持たれるようであれば金融機関に対して相談をさ
れることをお勧めいたします。特にこのようなケースの場合、既存の金融機関の方が柔軟な対
応を取るケースが多いので新規の金融機関は参考レートとして抑えつつ検討されてみてはいか
かでしょうか。

Ｖ
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店舗紹介
みなさまのいちばん身近な地元密着不動産業者として
安心サービスでお応えします。

松井産業本社
埼玉県三郷市彦成1-1
TEL：048-957-3211

住宅部
三郷市ピアラシティ2-6-1
TEL：048-949-0112

三郷中央駅前店
埼玉県三郷市谷中346
グランアベニューⅢ101号室
TEL：048-953-7771

埼玉県三郷市天神2-72
TEL：048-949-0112

三郷駅前店
埼玉県三郷市三郷2-2-3
TEL：048-952-1181

吉川駅前店
埼玉県吉川市木売1-4-11
TEL：048-981-8530

竹の塚店
東京都足立区竹の塚1-37-6
TEL：03-3850-5550

住まいるパーク
埼玉県三郷市彦成1丁目1

リフォーム館
埼玉県三郷市彦成1丁目1
TEL：048-957-8511

●より良い賃貸経営へのご相談はこちら●
□空室について
□リフォームについて
□家賃滞納について
□賃貸管理について
□購入について

□売却について
□土地活用について
□相続対策について
□保険について
□その他

お気軽にご相談ください！

お問い合わせ先：賃貸経営通信事務局
TEL:048-911-4850

担当：藤本

松井産業株式会社
発行：松井産業㈱

