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前号では都心住宅地の価格動向と住宅系賃貸マーケットについてお伝えしましたが、

今号では都心商業地の価格動向とオフィス系賃貸マーケットの動向を探りたいと思います。

都心商業地の価格動向と
オフィス系賃貸マーケットの現状

都心商業地の価格動向

都心部では上昇または横ばいが多い

地価公示日本一は東京駅前の「丸の内2丁目」

東京都区部では４年連続して下落幅が縮小し、かつ、ほぼすべての区で下落幅が縮小した。
区部都心部では引き続き上昇又は横ばいの地点が多く見られ、１割近い上昇率となる地点も現れた。
また、渋谷区では横ばい傾向が定着してきている。

上記データについて国土交通省では次のような分析コメントを発表しています。

下記の国土交通省のコメントに見られるように区部都心部のデータ

はマイナスでも個々に見ると、上昇・横ばいの地点が多いということ

が注目されます。次に区部都心部に属する区ごとに変動率を見ると

次のようになっています。（表２）からは渋谷区を除き、すべての区で

マイナスの変動率となっていますが、先の国土交通省のコメントを裏

付けるかのように、（表３）の「公示価格順位表」からは地価が横這い

から上昇を示している地点があることが分かります。地価公示日本一

はかつての銀座４丁目から大規模再開発で注目される丸の内２丁目に

移っています。ここでは7.1％もの上昇でした。

まず東京都の商業地における統計データとしての地価公示を見て

みます。今年の東京都は△3.9％の下落で都区部はこれよりやや

小さく、△3.4％となっています。都区部のうちで区部都心部は△

3.6％の下落でした。

（表１）東京圏の地域別変動率
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注）区部都心部とは、千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・渋谷区・豊島区の各区、区部
南西部とは、品川区・目黒区・大田区・世田谷区・中野区・杉並区・練馬区の各区、区部北東部とは、墨
田区・江東区・北区・荒川区・板橋区・足立区・葛飾区・江戸川区の各区をいいます。

（表２）区部都心部の区別変動率
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リアルプラン・マーケットレポート

オフィス街価値とショッピング街価値のバランス

2003年問題が顕在化

オフィス系賃貸マーケットの現状

（表４）からは渋谷区の神宮前・青山といった街並みが整備されてい

て環境が良く、外国人にも人気のある地区では地価が強含みである

ことが分かります。新宿区は駅前広場は別としてやや弱含みです。

日本橋地区も同様です。これに対し、銀座は日本古来の東京の中心として

の価値が、街並みがさらに良くなるのに合わせ再び評価されてきています。

商業地としての価値はオフィス街としての価値とショッピング街としての

価値の２つが重要ですが、神宮前・青山・銀座はこの双方がバランスよく整

っています。これが地価に反映されるようになってきたのかもしれません。

オフィス市場は２００３年問題がいよいよ顕在化し厳しい状況となって

います。都心５区の平均空室率は２００３年５月に8.5％となりました。

一番低い千代田区は6.05％で、一番高い港区は10.29％となりまし

た。港区は調査月に他区に合併移転した大型テナントの影響が大きか

ったためとみられています。港区ではこの月に２棟の大型ビルが供給

されましたが、うち一棟は全館満室で竣工しています。

空室率の増大に伴ない平均賃料は弱含みとなっています。都心５区の

平均賃料（坪）は２００３年５月の時点で18,754円（新築・既存の平均）と

前年同月比で5.38％（1,067円）下落しました。新築ビルの平均賃料

は26,618円で既存ビルは18,482円です。募集競争が以前にも増し

て激化しているため募集賃料を見直すビルも増えてきています。

そしてこの割合感を反映してテナント企業のオフィス見直しの動きが

活発化してきています。この傾向は現在では大企業から中規模クラスに

移ってきています。オフィスの新規供給や自社ビル建設に伴なう競争激

化はやや沈静化してきたとの見方もあるようですが、都心５区で約５３万

坪にものぼる空室面積の調整にはまだまだ時間がかかりそうな状況です。

上記表以外で注目される地域の土地価格はどうなっているでしょうか。

（表４）は今注目されている「渋谷・表参道」「新宿」「銀座」「日本橋」

の４地区について主要なポイントの地価公示の変化を表わしたものです。

テナントのオフィス見直し活発化

賃料弱含みで募集賃料の見直し

（表３）公示価格順位表（全国・商業地）
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　中央区銀座４丁目２番４ 

　『銀座４－５－６』（山野楽器銀座ビル）  
中央
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 　千代田区丸の内１丁目８番６外   

　『丸の内１－３－２』（新住友ビル）  
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 　中央区銀座５丁目１０１番１外   
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　千代田区大手町１丁目３番３外   

　『大手町１－７』（東京サンケイビル）  
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  『丸の内１－４－４』（住友信託銀行東京ビル）  
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　新宿区新宿３丁目８０７番１   

　『新宿3-24-1』（三井住友銀行新宿ビルディング）  
新宿
5-52

　千代田区丸の内３丁目１４番１   

　『丸の内３－２－２』（東京商工会議所ビル）  
千代田
5-19

　新宿区新宿３丁目３０番１３外 

 『新宿３－３０－１１』（新宿高野第二ビル）  
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7.0

6.1

3.4 

3.6

1.4

3.7 

5.2

0.0 

3.0

0.0  

渋
谷
・
表
参
道

新
宿

銀
座

日
本
橋

渋・道玄坂2-29-19

渋・道玄坂2-6-17

渋・宇田川町23-3　

渋・渋谷2-6-12 

渋・渋谷2-9-9

渋・神宮前１-１３-１１

渋・神宮前5-2-2

港・南青山2-1-1

港・南青山３-１-５

港・南青山７-１０-３

新・歌舞伎町２-１０-７

新・高田馬場１-２９-４

新・神楽坂２-１２-１８

新・西新宿1-21-1

新・新宿３-２４-１

中・銀座８-６-２５

中・銀座４-２-１５

中・日本橋小伝馬町12-2

中・日本橋久松町12-8

中・日本橋蛎殻町１-１６-１１

中・日本橋2-11-2    

2,152 

2,919

3,240 

479 

1,289 

1,474 

1,388 

2,000 

605 

575 

787 

463 

519 

2,278 

4,595

2,562

3,266

707

413

466

1,560

2,152 

2,919

3,240 

476

1,289 

1,521 

1,521

2,000 

615 

562 

744

453 

516 

2,245 

4,595

2,592 

3,306 

661 

387 

436 

1,498

207 

1,513 

819 

286 

184 

172 

360 

4,480 

287 

441 

335 

183 

126 

2,496 

1,171 

141 

829 

149 

379 

275 

1,639

渋谷300m

渋谷230m

渋谷150m 

渋谷650m  

渋谷600m 

原宿160ｍ

表参道100m

青山一丁目近接

外苑前220ｍ

表参道1,100m

新宿600m

高田馬場150m

飯田橋250m 

新宿500m

新宿駅前広場接面

新橋400ｍ

銀座近接

小伝馬町近接 

東日本橋280m　

水天宮前200m

日本橋160m　 

80 / 800

80 / 500

80 / 400

80 / 800

80 / 300

80 / 400

80 / 500

80 / 700

80 / 400

80 / 600

80 / 600

80 / 500

80 / 500

80 / 1000 

80 / 900

80 / 600

80 / 700

80 / 700

80 / 600

80 / 500

80 / 600

（表４）都心主要地区の地価公示
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注）千円未満四捨五入で万円単位で表示。
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資産組み換えで、収益が6倍に向上したTさんの場合。

収益性を目安に資産配置のバランス適正化

１． 自社株の現金化

「この手取り2億3,500万円を
どのように運用しようかと思っているんですよ。」

Ｔさんは、長年兄弟といっしょに工作機械の会社の役員を務め、引退後も持株

会社の株式を保有していましたが、今期、経営再編のため、Ｍ＆Ａにより自社

株をドイツの機械会社へ売却することが決定し、Ｔさんの持株も買い上げても

らうことになりました。３億円の売却にかかる税金は、6,500万円です。

そもそも、工場敷地取得の当時の担当役員だったＴさんが、売却に係る土壌汚

染対策法上の措置についてリアルプランにお尋ねになり、その過程で、自社株

売却のお話に及んだのです。

Ｔ
さ
ん
の
場
合

Ｔ
さ
ん
の
場
合

プロフィール

71歳
工作機械メーカー役員退職後、会社はドイツ法人へ経営権委譲。
自社株売却後 金融資産運用
妻68歳　長女35歳　3人暮らし

●現預金  ２億円　 定期預金　0.07％／年

●自社株（非公開持株会社） 額面5,000万円、時価3億円　配当年0.1％

●上場株銘柄  10社　時価1億5,000万円　配当額面年1.5％、実質年0.01％

●投資信託      時価1億円　年利2％、手数料年1％

●自宅　東京都世田谷区　200坪（路線価40万円 / m ）

●資産収入　　 319万円／年　年金400万円　合計719万円

資産内容
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資産経営事例研究

２． まず、株譲渡税軽減

リアルプランでは、まず、自社株譲渡益の軽減について検討してみま

した。Ｔさんは、上場株と投資信託に資金投資をしていましたが、これ

らのうちいくつかの銘柄について、取得時より大幅に下落していました。

　平成１５年４月１日以降、株式の譲渡については、上場株についても

源泉分離課税は適用できず、すべて申告分離課税により算定されるこ

とになっています。譲渡益がでれば、１０％税率に軽減されましたが、

損失については、当然税軽減のメリットはありません。

　ただし、申告分離課税によって、譲渡損失と譲渡益を相殺する

「損益通算」は可能です。

３． 運用成績検討と、資産配置バランス

Ｔさんには、ご自分の資産を紙に書き上げてひとつひとつチェックする

ことをすすめました。必要なのは、これまでの預金・株式・投信等の利

回成績と、資産配置のチェックです。

　会社役員として資産を形成してきたＴさんは、主要財産をすべて預

金と有価証券で運用してきましたが、残念なことに、有価証券の下落と

目減りが著しく、この１５年は資産を消失してきているのが現状でした。

　特に、株式運用については、資産価値損失のキャピタルロスだけでな

く、収入であるインカムゲイン自体が、利回低下により、７億円の投資額に

対し、約319万円の収入。生活費も必要でしたから、事実上、資産を目減

りさせていたのです。そのため、今回、次の方針を立てることにしました。

結局、自社株の譲渡手取り2億7,400万円と上場株売却手取り1

億5,000万円の合計4億2,400万円の運用を検討することにし

ました。投信も大変下落していたのですが、残念ながら、投信の損

失と株式利益との通算が可能になるのは、平成１６年１月以降です。

投信については、上昇した場合に処分することとしました。

そこで、Ｔさんとリアルプランは、株銘柄内容を詳細に検討し、下

落株については、いったん売却し、損失を実現、自社株の売却益と

通算することにより、自社株の譲渡税を約3,900万円圧縮して、

2,600万円となります。

「不動産の相談に伺って、株売却の妙案を
　いただくとは。」

「値下がり塩漬け株がこんな形で生かせるもの
　なのですね。」

（2） 長期保全用としての自宅

「ご自宅は、良い立地にありますね。」するとＴさんは、

未婚のご長女様が奥様とこれからどのような生活スタイルをとる

にせよ、世田谷の一等地の自宅に住み続けたい、というのがＴさ

んの強いご意向です。ご長女様のご結婚等の状況によっては、立

地を生かして、賃貸にも回せるような二世帯住宅に建て替えるなど、

将来に対応することもできるからです。

当座用には、万一に備えて、相続税納税資金３億円を充足するよう、

預金と長期銘柄株でプールしました。長期銘柄株は、現在であれ

ばこの株安期に低額で買い取れますし、株価の復活に伴い上昇が

期待できます。また、配当率が高いのも魅力であり、いざと言った

ときに、すぐ換金できるのです。一般投信は手数料が高く利回り

を圧迫しますし、値動きについて自己管理が難しいので、長期銘

柄株と不動産投資信託（Ｊリート）の商品で構成しました。

　役員在任中から株投資をしてきたＴさんは、こうした形であれば、

抵抗なく資金運用に入れました。

長期銘柄株は収益率は1.5％程度で高いわけではありませんが、将

来値上がり期待があります。不動産投資信託商品は、5％前後の配

当実績を評価して一部組み込みました。合計した平均配当率は3％

となりましたから、収益は飛躍的に向上します。平成15年4月1日

以降、所得税10％源泉で申告不要になっているのも魅力です。

（1） 資産を当面必要な当座用と、長期育成用、
　　 収益用に分ける。

「なるほど。資産組み替えとはこういうことなのか。
株を買い続けていけばいい、というものではないんですね。」

資　産

当座用

長期育成用

収益用

「どんなに古くても、自分や家内は今の家なら
目をつむっても歩けるのですよ。
　自宅は、当面はそのままにしたいなあ。」



また、Ｔさんは、不動産経営は初めて。高齢ということもあって、

将来はご長女様に引き継げるように、不動産の法的手続きや維持

管理などをすべてプロに任せることのできる物件を希望しました。

以上の条件から選別を重ね、Ｔさんが選んだのは、地価が下げ止まり、

上昇に入った港区や目黒区といった、都心城南地域の賃貸マンション

でした。これなら、予算に合わせて、方位・間取り・立地の優れたもの

を選別して複数購入することができます。

　そして、下記の投資向けマンション「Park Axis 白金台南」のよう

に、従来の空室保証に加え、物件の管理運営・修繕保守から総会への

出席まで代行するサービスが組込まれた商品も開発されています。

このように複数でも一元管理してもらえる物件を購入し、空室保証を

利用した場合には、出資をして最終手取りだけ受取るような金融商品

と、事実上ほとんど変わらないといえるでしょう。そしてその実質利回

りは、4.2％だというのです。

Tさんは、株売却の３億円でこうしたマンションを10個戸購入しました。

残りの2,400万円で諸経費も賄いました。

とはいえ、大事な資金投資です。その中でも特に重要なのは不動産

の選別でした。特に、デフレ傾向の現在、資産価値が下落するよう

では困りますから、下落要素は極力排除しなければなりません。

株売却資金の中心を収益不動産の取得に充てました。

預金・有価証券を検証した結果、次の問題点が判明したからです。

(3) 絞り込んだ投資条件

㈰利回りが低すぎる。

㈪ペイオフに対応できない。

㈫短期債券・短期保有銘柄は価格変動リスクが大きい。

㈬インフレヘッジができない。

㈰高い収益利回
㈪ペイオフからの隔離
㈫価格変動リスクの克服
㈬インフレヘッジとリスクの分散配置

問
題
点

解
決
の
条
件

優れた不動産の選別については、次の「賃貸経営の３Ｐ」の最有効

適用が必要です。　

　㈰プライス（Price「価格・賃料」）

　㈪プレイス（Place「立地」）

　㈫プロダクト（Product「建物品質と運営管理」）

投資の場合には、これらに最も適合した物件の選択が必要です。

そして上記の４つの条件をクリアする運用方法のうち

現在の日本でベストなのは不動産運用です。

そして上記の４つの条件をクリアする運用方法のうち

現在の日本でベストなのは不動産運用です。

都心の賃貸マンション購入。利回り4.2％

自社株のまま保有していたら年配当30万円でしたが、不動産

運用にして年手取924万円となり、他の金融資産と合わせると、

年319万円から年1,917万円への増加となったわけです。

　また、資産バランスも金融－自宅－不動産投資が約１／３

ずつとなったことで、長短期の経済変動に対応可能となりました。

P r i c e
P l a c e
P r o d u c t

賃貸経営の

3P

三井不動産の投資向け
オーナーサポート付マンション。
　好評発売中。

東京・白金台、丘の上に、話題の住まい、誕生。
●名称／パークアクシス白金台南●所在地／品川区上大崎１丁目

●交通／ＪＲ山手線・東急目黒線・都営三田線・営団南北線「目黒」

駅徒歩５分、都営三田線・営団南北線「白金台」駅徒歩８分●総戸

数/36戸●販売戸数５戸●専有面積／３２.７７ｍ（１戸）～６７．３７ｍ 

（１戸）●販売価格／２，６７０万円（１戸）～５，１９０万円（１戸）

２ ２

１０：00～１８：00

現地販売センター

運用収益が6倍以上に！

税引後手取額の累計シュミレーション

従来通り

組み換え後

平成14　　15　　16　　17　　18　　19　　20　　21　　22　　23　　24　（年度）　
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（百万）

なぜ、不動産投資がベストな資産運用方法なのか？

三井不動産住宅リース
アセットマネージメント
賃 貸 運 営

三井不動産住宅サービス建 物・共 用 部 管 理

不動産コンサルティング 三井不動産販売ネットワークの
リアルプランセンター

「オーナーサポート」とは

4. 収益資産の選定と取得



都心の相続税路線価の高い立地のマンションを取得したことによ

り不動産評価と貸家建付地評価減、小規模宅地評価減の適用によ

り、一次二次相続税額の合計が約9,400万円も変わることになり

ますが、これはあくまでシミュレーション。

　実際には、従来のままですと、預金を取り崩しての生活ですから、

「財産減らし」による相続税減額となるはずですが、資産組み換え

により、収益を得ての財産形成が可能になります。その場合、財産

が増加していきますから相続税は増加することにもなります。

　また、所得増加により所得税住民税負担が増加します。

これらの税軽減を図るためには、手残資金を長女様に贈与する、

不動産資産を売却贈与するなどして収入をご長女様に移転する、

ご長女様主宰の法人を設立して法人に資産移転を図るなどの方

策が可能ですが、最終的には面倒なことは避けたい、というＴさん

一家のご方針との話し合いが重要になることでしょう。

資産組換えの効果は、実は、相続税に波及します。

組換前 組換後

資産合計：9億7,000万円 資産合計：9億2,000万円

監修：エクスプレス・タックス株式会社 / 飯塚美幸税理士事務所　税理士・中小企業診断士　飯塚美幸　

相

続

税

資

産

内

容

課税価格

貸家減額

小規模減額

小規模減額後

基礎控除 　

課税遺産総額

法定分

相続税額

一次・二次合計

970,000

▲76,800

893,200

▲70,000

823,200

411,600

158,800

485,000

▲76,800

408,200

▲60,000

348,200

348,200

127,100,

一次相続 ニ次相続

285,900

定期預金
自社株
上場株
投資信託
自宅土地
自宅建物 
不動産投資

　合計

200,000
300,000
150,000
50,000
264,000
6,000

970,000

（50,000）
（300,000）

 

組 換 前

時価（単位：千円）    

定期預金
自社株
上場株
投資信託
自宅土地
自宅建物 
不動産投資

　合計

一次相続 ニ次相続

課税価格

貸家減額

小規模減額

小規模減額後

基礎控除 　

課税遺産総額

法定分

相続税額

一次・二次合計

920,000

▲147,360

▲　76,800

695,840

▲  70,000

625,840

312,920

109,460

192,268

100,000

200,000
50,000
264,000
6,000

300,000

920,000

組 換 後

時価（単位：千円）    （取得時価格）  

460,000

▲　73,680

▲　76,800 

309,520

▲ 60,000 

　249,520 

249,520 

82,808

自宅土地建物
　29%

投資信託
5%

上場株
22%

定期預金
11%

不動産投資
33%

資産経営事例研究

種類　　 　 配当税率　譲渡税率　適用期日

上場株式    　10％   10％ 　平成15.4～

自社株式    　20％   26％ 　従来通り

Ｊリート    　10％   10％ 　平成15.4～

株式投資信託 　20％ 　 20％ 　平成16.4～

証券税制
改正点

（参考）

自宅土地建物
28%

自社株
31%上場株

15%

定期預金
21%

投資信託
5%

資 産 の 配 置 バランス比 較

5. 相続税の減額効果



“極上の物件”を選ぶこと。
不動産投資戦略は、まず投資環境の現状認識から始める事が必要です。
マクロを認識し、将来の変化を捉え、ミクロの戦略を立てることが欠かせません。
今回は、「借家派」のトレンドをはじめ、最近の傾向から探っていきます。

不動産投資のトレンド

益々増える借家派。

借家派のトレンド要因

●平均給与の伸びはここ10年ではほとんど変動が見られず、特に平成10

年～13年までの4年間では前年対比マイナスになっています。（図表1）

●個人の破産件数は、平成4～7年の4万件台から平成13年では約

16万件と4倍になっています。（司法統計年報）　消費者金融と最近急

増している住宅ロ－ン返済の滞納がその元凶で、平成14年度は22

万件を越すと推測されています。また、勤労者世帯の平均住宅ロー

ン負担は、所得に対して20％に達しています。（総務省「家計調査年

報（平成13年）」）　住宅ロ－ンは30～35年と長期にわたるため、返

済金のスケジュ－ルの修正はかなりの問題を引き起こします。

（図表2）持ち家か賃貸かの50年間の総支出の比較

区 分 条 件
購入代金
取得費用 家 賃 ローン金利 リフォーム費用

更新料
移転費用

余剰資金
運用益控除

ローン
控除維持費 総支出

購入価格：3,772万円、諸経費：189万円　頭金：
754万円、ローン：3,018万円、金利3.4％　返済期
間35年、毎月返済額12万2,700円　住宅維持費（固
定資産税・管理費・修繕積立金）：購入価格の1.5％

月額賃料：12万2,700円
賃料値上げ：2年毎の更新時に1.5％
更新：2年毎、家賃の1ヶ月分の更新料
6年毎引越し：引越し費用は家賃の7ヶ月分

マンション

マンション
賃料値上げ
年間1.5％

持
ち
家

賃
貸

3,961万円 2,127万円 4,200万円 0万円

0万円 0万円 0万円

0万円 △280万円

△1,120万

10,008万円

9,833万円 1,238万円 9,951万円

※「余剰資金運用益控除」とは、購入に対して賃貸では全期間において貯蓄残が多く残るため、この貯蓄残の差額について運用益（金利1.5％）を計上して、総支出計算においても控除するものです。

資料提供：東京FPコンサルティング（株）社　

平均給与の伸び（図表1）

455447 452 456 457 461 467 465 461 461 454 

平均給与 対前年伸び率
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（万円）
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資料：国税庁総計情報より
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不動産投資戦略

（有）ダイケイ・ファイナンシャルプランナーズ 

　DFP不動産投資顧問　大熊義宏
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土地・建物は他の資産と比べて
有利な資産とはいえないから

子供や家族に土地・建物の形
で財産を残す必要はないから

年齢・収入等に応じて住み替え
をしていくには、借地または借
家の方がよいから

土地・建物が所有できなくても、
ローン返済により生活水準を
落としたくないから

近年は、定期借地権付き住宅
など借地・借家の優良物件の
供給が増えているから

その他

わからない

（図表3）　借地・借家志向の理由

資料：国土交通省「土地問題に関する国民の意識調査」による

49.6 49.3 49.4 

46.2

37.2

28.1 27.5 

31.7 30.4 

24.7 

36.6 

32.2

37.9 
40.7

27.5 

35.2
32.5

38.8 

33.1 

36.9 

41.6
43.8

31.6

11.2 10.4 

16.5
14.6

 8.9 

12.2

9.0
14.1

7.2 13.6
9.1

2.3

4.5

4.5

3.3

3.3 5.2 4.7 4.9 5.8
 3.9

8.3
5.8

5.4

4.5

5.0 7.0 8.2 6.2

17.6 
19.5 

14.4

（％）

“極上の物件”の5つの要件

●よく持ち家か借家のどっちが得かという議論がありますが、50年間

を試算してみるとほとんど変わらない結果が出ています。（図表2）

●離職率は、大学生30%、短大生・専門学生40%、高校生50%が3

年間で会社を辞めてしまうといわれ、年々増加傾向にあります。（労働

白書）これは転職率の増加でもあります。

●土地に関する意識調査（国土交通省）でも、企業の5割が今後は借地・

賃貸が有利と考えています。また、個人の持ち家志向の調査では、持

ち家願望が8割と依然高位にありますが、借家でも構わないという志

向が増加しています。特に現在すでに賃貸住宅に居住している人の

約4割が借家に不都合を感じていないという統計があり、その理由の

第一位が「年齢・収入に応じて住み替えをしていくには都合がいい」

となっています。（図表3）

●賃貸用のマンションやアパ－トは最近では分譲物と大差はなく、他物

件との差別化でデザイナ－を起用したり、環境に配慮した材質を積極

的に使用したり、最新のバリアフリ－仕様であったり、様々な手法で差

別化を図っているので、居住環境は負けず劣らずなものになっています。

以上のことから、今後はその時期のライフステ－ジにあった

居住環境を臨機応変に変えていく“借家派”が益々増えてく

ると推測します。予測の立たない将来をロ－ンで何十年も縛

り付けてしまうより、借家の方が時代の変化にフレキシブルに

対応できるのではないか、ということです。

一般的に不動産投資は資金が長期に固定してしまうため、軌道

修正が難しいのが現実です。そこで“極上の物件”を選ぶこと

でリスクを低減できます。極上の物件とは、以下の5つが備わ

っている物件と言われます。互いに相関関係があるのですが、

つまるところ利便性に集約できます。

　実際に購入しようとする場合に、不動産の価値を見るときは、

これらで物件を総合的に判断すればいいと思います。

不確実な時代に生き残る物件

利便性と収益性を備えた“極上の物件”

物があふれている現代社会では、ありふれた物では長持ちはしません。

不動産もしかりで、競争力のない物件は、空室や家賃下落、保有税の増

加による淘汰の波に飲み込まれて、年々収益力が落ちてきます。

個人が不動産へ投資するのに1億円くらいまでと考えた場合、アパ－ト

一棟の人もいれば、中古マンションを数個買う方もいます。又はリスクを

分散して、小規模なアパ－トを一戸とマンションを2-3戸という方もいる

かも知れません。個人によって様々ですが、まずは“極上の物件”を選ぶ

こと、それは次で取り上げた利便性と収益性を備えた物件です。

高品質の物件の選択

高収益を生むデフレ仕様の不動産投資

デフレ下の不動産投資では、物件そのものの価値や家賃が下がるこ

とになります。家賃なら、2年毎の更新時に3%下がるとすると、当初

15万円の家賃が10年後には13万円になり、20年後には11万円に

なる想定で計画に織り込んでおかなければなりません。デフレ仕様

の不動産投資は、インフレ時には高収益を生む投資先となります。

　また、不動産投資は概して長期保有と言われていますが、仮に保有

物件がいい値段で売れる話があれば、売り払って次回の投資に備え

るのもいいですし、物件の優位性が乏しく、利益がじり貧の物件は早

めに処分してしまうのが賢明で、保有物件の取捨選択が求められます。

デフレに勝つ・インフレに負けない不動産

1.利便性　

2.希少性　

3.収益性　

4.担保性　

5.換金性　

職場に近いか、最寄り駅から徒歩圏内か、日常生活
で無理のない行動範囲に収まるか。

優れた住環境が整っているか、周辺物件と比較して
優れたものがあるか。

周辺賃料は底堅く値崩れしていないか、物件価格は
投資する魅力があるか。

減価が少ない物件か、借入金の範囲内で収まる価値
があるか、次回の投資機会に担保となりうるか。

急場の資金需要に待たずに即現金化できる物件か。



賃貸事業においてはオーナーが自力で運営管理をすることもできますが、管理会社に委託をする
場合が多数あります。そこで今号では委託の内容とメリットについてお伝えします。

運営管理について

賃貸運営管理のチェックポイント

賃貸事業の運営管理方式は通常下記の３つに分類されます。

サブリース方式のオーナーにとっての魅力は管理会社が空室保証をしてくれ（原則満室を前提とした家賃保証で満室保証とも呼ばれます）、かつ実際

に滞納が生じても、それは管理会社の責任で解決するとの条件で、この保証もしてくれる（滞納がないものとした家賃保証）ことです。ただし、管理会

社にとってはリスクが大きくなるため、オーナーは通常15％～20％程度の業務委託費用を支払わなければなりません。ともあれ本方式のメリットは

オーナーにとっては長期間安定した賃貸経営ができることです。

自主管理方式 業務委託方式 サブリース方式

賃    料

オ
ー
ナ
ー

テ
ナ
ン
ト

　
入
居
者

賃貸借契約

小規模なアパート・マンション・オフィスに向

いていますが、運営管理に関する業務の複雑化・

多様化さらにはトラブル発生時の煩雑な業務

を伴うため、現在では極めて限られた管理方

式といえます。

管理会社がオーナーから一括で借り上げる

方式です。オーナーと管理会社との間で賃

貸借契約がまず結ばれるので、オーナーにと

っての賃借人は管理会社となります。管理会

社は法律上、転貸借人として入居者を探し出し、

この入居者との間で転貸借契約を結びます。

この転貸借契約をサブリース契約といい、こ

こからサブリース方式というようになりました。

一番よく利用されている方式です。賃貸借契

約はオーナーと入居者との間で結ばれますが、

賃料は入居者→管理会社→オーナーという流

れで支払われ、管理会社が家賃回収という大

事な分野を引き受けます。本方式では管理

会社は家賃保証、滞納保証はしません。しかし

オーナーはその分、業務委託費用を安くでき

効率的な管理ができます。

賃 料 転賃料

オ
ー
ナ
ー

テ
ナ
ン
ト

　
入
居
者

管理会社

賃貸借契約 転貸借契約
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賃貸借契約

業務委託契約

賃貸事業の委託はその運営と維持の二つの面を持っています。運営管理とは入居者・テナン

ト付けを中心とした賃貸事業を円滑に進めることで、維持管理とは建物・設備を最適の状態に

保つことです。二つがあいまって機能することにより、賃貸事業が軌道に乗ることになります。
賃貸事業

運営管理

維持管理

委
　
託

管理委託二つの視点



維持管理について

賃貸経営

アパート・マンションやオフィスではその規模が大きくなると運営の管

理に加え建物・設備の維持管理が重要な業務となります。これらの管理

には多くの専門技術者が関わり、又法律上の点検にも対応していかねば

ならないだけに、通常ではオーナーの能力をはるかに超えてしまいます。

そこでこの分野でも管理会社が登場します。これらを請負う管理会社

は運営の管理会社とは別々の発展をとげてきましたが、大手企業で

はそのグループ力を活用して一括して引き受けていることもあります。

　管理会社はオーナーの立場にたってコストを

必要最小限におさえつつ、どのような維持管理と

修繕をするかを提案します。修繕は軽視されがち

ですが、これをおこたると、長期にわたって空室

率の上昇・家賃の下落を招いてしまいます。

現在この分野の管理業界では激烈な競争を繰り

広げていますが、コストはもちろん、サービス内

容や信頼性も含めたうえで選定する事が重要で

はないでしょうか。

さて維持管理は図のように２つに分けられます。この委託範囲は管

理会社との契約で決められます。維持管理(狭義）とは建物・設備

を最適の状態に保つための管理をいいます。修繕は経年劣化した

部分を元の状態に戻す工事又はその時代のニーズに合わせグレー

ド・アップする工事のことをいいます。

軽視されがちな“修繕”

日常清掃

定期清掃

特別清掃

消防設備

電気設備

駐車場設備

エレベーター保守

貯水槽清掃

維
持
管
理
（
広
義
）

維持管理
（狭義）

修 繕

管理員派遣業務

清掃業務

設備管理業務

建物修繕

設備修繕

それでは管理会社は家賃の回収も含めてどのような業務を請負い、

オーナーに貢献しているのでしょうか。下記フローチャートが大まかな業務内容です。

以上の業務サイクルは不況な時期ほど募集も難しく、かつ滞納やクレ

ームが多くなり、大変なものになるといわれます。運営管理会社はこ

の点からも利用価値が大きくなっています。

運営管理会社の幅広い業務内容
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●決められた日時に家賃がきちんと入金されているかを管

理し、入金されていない場合には所定の手続に従い督促を

行ない、入金された家賃（サブリース契約の場合は保証家賃）

をオーナーに支払います。

●入居者からのクレームにはエアコン・給湯器のトラブルと

いったハード面と入居者の騒音やゴミ出し等に関するトラブ

ルであるソフト面の２種類があります。一つ一つ丁寧に対応

し、円満な解決を図ることも管理会社の重要な業務です。

●現在住居系の契約では２年更新がほとんどです。この更

新のたびに連帯保証人の再確認をし、状況に応じ別途審査

および賃料改定を実施します。

●解約の場合は原状回復の方法を入居者・テナントとオー

ナー双方が納得の上、決めこれを実行します。原状回復のト

ラブルが多発しているだけにこの面からも審査・契約を慎重

にし、トラブルが起きないようにする必要があります。

●オーナーから相談を受け、管理会社が最初に手掛けるの

は市場調査です。周辺の賃貸物件がどの位の賃料となって

おり、空室率がどの位か等を調査します。アパート・マンショ

ンでは人気の間取りを調査したり、入居者がどういう層で占

められているかも調査します。

●この結果を元に間取り、設備の変更が可能な場合にはこれ

をオーナーに提案します。

●月額家賃を決定します。敷金・保証金・礼金といったものを

含め大型のマンションでは階数や方位によって値付けをしま

すが、かなりの専門能力が求められます。

●賃料が決まると次は入居者の募集に移ります。管理会社は

その社内部門が直接に募集活動をすることもあれば、提携

先や関係会社を使って募集することもあります。通常は後者

の方式によります。

●入居希望者が出たら審査を慎重に行ない入居者との契約

に入ります。後日のトラブルを防ぐためにもここには多くの

エネルギーがさかれます。建物賃貸借契約書の文面作成も

後日のトラブルを防ぐための重要な業務となります。また契

約書以外にも重要事項説明書など多くの書類が必要ですが、

これらの作成も管理会社が行ないます。



思わぬトラブル、予期せぬ出費･･･
「抵当権」と「瑕疵担保」についての Q&A
売買契約や賃貸借契約の締結後に感じたという不安や疑問がいくつか寄せられています。
今回はビルテナント賃借時の「抵当権」と中古建物購入時の「瑕疵担保責任」について
Q&A方式でお答えします。

　現在、居酒屋を経営しているのですが、比較的経営も順調なので、

新規出店を計画し、いくつかの物件を見て回りました。

そして、いざ賃貸借契約を締結しようとした段階で、仲介をしている

不動産業者からそのビル（今回借りようと考えているのは、ビルの１

階と２階なのですが）には「抵当権」が設定されているとい
う説明を受けました。そのときは、あまり気にしなかったのですが、半

年くらい前に、ビルの３階と４階のテナントが退出し、なかなか新規テ

ナントが入居しません。噂だと、ビルのオーナーは資金繰りに困って

いるということのようなのですが、ビルのオーナーが経営不振
に陥ってしまった場合、私の店は何も影響を受けることはないのでし

ょうか？参考までに教えて下さい。 

上記のご質問については、いろいろなケースが考えられるので、簡

単にご説明することは難しいのですが、考えられるいくつかのケー

スをご説明しましょう。

Ｑ１　 Ａ１　

1. ビルの抵当権が実行される場合

ビルオーナー

テナント
抵当権者

　この場合、貴方は、抵当権が設定された後に、賃貸借契約を締結

したということですので、おそらく抵当権設定登記がなされた後に、

テナントビルの引渡し（現実の入居）を受けたケースであると思わ

れます。このようなケースは、残念ながら、原則として、賃借人であ

る貴方は、抵当権者との関係で、賃借権を対抗することはで
きませんので、その結果、抵当物件であるテナントビルが競売に
かけられた場合、テナントビルを買い受けた（競落した）人（以下「買

受人」といいます）に対しても、貴方は賃借権を対抗することがで

きません（例外的に「短期賃借権」と呼ばれるケースでは、賃借権

に一定の保護が図られるケースもありますが、短期賃借権制度は競

売妨害のために濫用的に利用されていることが少なくないため、現

在、法律改正が議論されているところでもありますので、今回のご

説明では省略させていただきます。）。

　そうなると、貴方は、買受人から店舗の明渡しを求められた場



法務セミナー

合、これを拒絶することはできないことになります。そして、貴方が

テナントビルのオーナーに預けた敷金や保証金も、この買受人に対

して返還請求することはできません。

 このような場合、貴方は、従前のテナントビルのオーナーに対し

て店舗での営業を継続することができなくなったことに伴う損害

賠償請求や敷金（保証金）の返還請求を行うことは法律上可能で

すが、所有していたビルを競売にかけられてしまったオーナーが

どの程度の資産を有しているかは疑わしいところであり、

法律上の権利はあっても、現実にはオーナーから損害
金や敷金（保証金）の返還を受けることは困難なケー
スが少なくありません。

　また、貴方が買受人と交渉して何とか店舗での営業を継続する

ことが可能になったとしても、その場合、買受人との間で、新たに

店舗の賃貸借契約を締結しなければならないわけですから、敷金
（保証金）は買受人に新たに預託しなければならなくなりま
すし、多くの場合、賃料の増額を求められることになります。

　この場合は、原則として新しいビルの購入者は、従前のテナント

ビルのオーナーから店舗の賃貸借契約の賃貸人の地位を承継する

ことになりますので、貴方の店舗の賃借権は保護されることに
なります。但し、貴方が従前のテナントビルのオーナーに対して世

間相場よりも著しく多額の敷金（保証金）を預託しているような場合、

世間相場を超える敷金（保証金）部分については、賃貸借契約に付

随する敷金（保証金）契約の目的物と評価されず、従前のビルオー

ナーへの単なる「貸金」として評価されることもあり、この場合、「貸

金」と評価された部分については、新しいビルの購入者には賃貸借

契約に随伴して引き継がれず、専ら従前のビルオーナーにし
か請求できないとされることも少なくありませんので、全く何の
問題も生じないというわけではありません。

　上記のとおり、建物を借りるときは建物所有者の経済状況
については十分な検討を行う必要があるということになりま
すが、抵当権が設定されていない建物は決して多くはないため、建

物所有者の経済状況に対するリスクをどのように見るかは難しい

と言わざるを得ないところでしょう。仲介業者にビルオーナーの

評判を聞くのも１つの方法ですが、仲介業者が入手できる情報に

も限りがありますので、新規に店舗を出店するような大きな投資を

行う場合は、自ら信用調査会社に依頼してビルオーナー
の信用力を調査した方がよいケースもあるかもしれません。

　中古の１戸建てを購入しようと考え、候補となっている建物を

いくつか内見したのですが、天井から壁にかけてシミがあったり、

妙に襖の建て付けが悪かったり、と気になるところが少なくあり

ません。中古建物を見るよい方法はないでしょうか？

　残念ながら、私は弁護士であり、建物の現状を診断する専門家で

はありませんので、中古建物を見るよい方法をご説明することはで

きません。しかし、中古建物の売買についてご注意いただきたい一

般的な事項がございますので、簡単にご説明することにしましょう。

　次に、仲介業者である不動産業者は、当該不動産の権利義務に関

する法的事項について重要事項説明書上で十分な説明を行いますが、

建物の物的な瑕疵の有無を判断することまではできない
ため、雨漏りの有無等の説明は通常売主の自己申告に基づき説明

を行っているのが通例です。したがって、建物の権利関係について

法的な瑕疵があるようなケースでは仲介業者に対して損害賠償
請求が認められることも少なくありませんが、建物の物的な瑕疵に
ついては特段の事情がない限り仲介業者に対する損害賠償請求は

認められないことが多く、あくまで売主に対する損害賠償請求
しかできないのが実情です。

 そして、売主の経済状況は千差万別ですので、仮に、売主の瑕疵担

保責任が認められたとしても、著しい雨漏りや地盤沈下による建物

の傾き等のように、その原因の解消に多大な費用がかかる場合は、

実際に損害の填補ができない場合も少なくありません。

 近時、建築士などの専門家が中古建物等を内見して、建物の瑕
疵の有無を調査・診断するようなシステムも見られるよ
うになってきています。どの程度の調査をするかによって費用は

異なるようですが、不動産の購入は決して安い買い物ではありま

せんので、このようなシステムを利用することも一考に価するの

ではないでしょうか。

2. ビルが第三者に売却された場合

まとめ

Ｑ2
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まず、中古建物は、新築ではありませんので、経年変化による傷み

があることは少なくありません。そればかりか一見してもわからな

い「瑕疵」があることがあります。そこで、売買契約書に規定され

ている瑕疵担保責任については十分に仲介業者から説明を受
けるようにして下さい。

 特に、瑕疵担保責任の対象となる瑕疵の範囲やその責任期間
は売買契約書によって様々ですので、注意が必要です。また、売主

としては、古い建物は無価値であることを前提に、建物の瑕疵担保

責任を負わないものとして、中古の１戸建てを売却しているケース

もあります。このような場合、売買代金は土地価格ですので、
建物の状況によっては買主にとってお買い得のケースもありますが、

逆に雨漏りがひどいようなケースでは、却って修繕代がかかること

もあり、予期せぬ出費が必要となるケースもあります。



住�ま�いの�カ�ラ�ー�講�座�

監修�
（�株�）�カ�ラ�ー�集�団�「�ト�ー�タ�リ�ア�」�

 �代�表�取�締�役�門田�真乍子�

風水�を暮�ら�し�に�活かす�。�
風�水�は�、�中国の�陰�陽�五�行�説�の考�え�が元�と�な�っ�て�五�行�（�木�・�火�・�土�・�金�・�水�）�

に�は�、�そ�れ�ぞ�れ色�や�方角�、�季節、�相生、�相克�の�関係�な�ど�が�表�さ�れ�て�い�ま�す。�

ど�の要�素�も�１�つ�２�つ�の方�位�に�対�応�し�て�い�る�の�で�各�部�屋の�方�位�を�み�て�そ�の�

要�素�に�結�びつ�く�色�を�壁�紙や�壁の�塗�装�に�選�べば�、�そ�の場�所の�陽の�気�を�利�

用�し�て�、�調�和�と�バ�ラ�ン�ス�の�と�れ�た�よ�り�快�適�で�楽�し�い生活�空�間が作れ�ま�す�。�

全�部の部�屋の色�を�塗�り�変�え�る�に�は、�時�間がか�か�る�の�で�そ�の部�屋の要�素�

の色�を�象徴�す�る�絵�を�飾�っ�た�り�カ�ー�テ�ン�や�ク�ッ�シ�ョ�ン�の�フ�ァ�ブ�リ�ッ�ク�な�ど�取�り�入�

れ�や�す�い�と�こ�ろ�か�ら�取�り�入�れ�て�い�け�ば�カ�ラ�ー�パ�ワ�ー�の�効果�を�楽�し�め�ま�す�。�

風�水�で�は�、�木�は�、�新�し�く�生�ま�れ�る�エ�ネ�ル�ギ�ー�と�春�を�象�徴�し�ま�す�。�関�連�の深�い�色�は�緑�で�、�若�

さ�、�成功�、�希望�、�思�い�や�り�、�優�し�さ�を�表�し�、�血圧�を�さ�げ、�自�律神�経�を�鎮�め�る�な�ど�す�ぐ�れ�た�ヒ�ー�

リ�ン�グ�効果�の�あ�る�色�で�す�。�深�い�緑�は�、�リ�ラ�ッ�ク�ス�し�た�い�部屋�（�リ�ビ�ン�グ�ル�ー�ム�）�に�最適�で�、�東�

と�南�東の方位�で�均�衡�を�作�り�だ�し�ま�す�。�家�族�と�健�康�に�関�わ�る�東の方位�で�友�人や�家�族�と�の�

よ�い関�係�を�保�つ�の�に、�健�康の維�持�、�生�き�る�活�力�を�与�え�ま�す�。�南�東の富�と�繁�栄�に影�響�し、�

精�神�、�物�質�両�面の豊�か�さ�、�金�運の上�昇�、�将�来の安�定�を�も�た�ら�し�て�く�れ�ま�す�。�緑�に�青や�黒�

の含�ま�れ�た�絵�は�（�参�考�例�：�村�上�征�生�「�透�明�な�余�韻�」�）�さ�ら�に�木�に�活�力�を�与�え�活�動�や�創�造�

の部屋�に�向�き�ま�す�。�赤�い�色�の装飾品�、�キ�ャ�ン�ド�ル�、�緑�の濃淡�や�細�か�い�緑�の縦�ス�ト�ラ�イ�プ�柄�

の�カ�ー�テ�ン�が木�の�エ�ネ�ル�ギ�ー�を�高�め�ま�す�。�

火の�要�素�は、�赤�い色�、�夏の�暑�熱�を�表�し�ま�す�。�燃�え�盛�る�炎の�赤�い色は、�情�熱�的で�人�を�活�

動�的�にす�る�色で�すが�ア�ド�レ�ナ�リ�ン�の分�泌�を�高め、�血�圧�を�上げ�る�働�き�が�あ�り�ま�す�。�家の南�

の�方�位の�部�屋�を�明�る�く�し、�「�名�声�」�に関�す�る�運�を�掌�り�ま�す�。�南の�部�屋の�ベ�ッ�ド�ル�ー�ム�に�

赤�系�統�を�使�う�と�肉�体�的�な�愛�を�刺�激�し�、�自�然�光�の�足�り�な�い�南�の�部�屋�や�動�き�の�多い�廊�下�

や娯�楽�室�に使�う�と�暖か�さ�と�活�動�性�に�あ�ふ�れた場�所�と�な�る�で�し�ょ�う�。�赤�を�取�り�入れた�ダ�イ�

ニ�ン�グ�ル�ー�ム�は、�会�話の�はず�む部�屋�と�な�り�ま�す�。�日�本で�は、�あ�ま�り�壁�を�赤�く�す�る�こ�と�あ�り�ま�

せ�ん�が�赤�い絵�（�参�考�例�：�木�村�哲�郎�「�イ�ヴ�」�）�を�飾�る�こ�と�で�火の�要�素�を�補�っ�て�あ�げ�ま�し�ょ�う�。�

天�然�木の�テ�ー�ブ�ル�や床�、�緑�色の飾�り�つ�ぼや�ラ�ン�プ�台�、�赤や�ピ�ン�ク�の地�に三�角形�、�ジ�グ�ザ�

グ�、�菱�形�、�星�形�、�ピ�ラ�ミ�ッ�ド�な�ど�の�デザ�イ�ン�の�フ�ァ�ニ�ッ�シ�ン�グ�も�火のパ�ワ�ー�を�強め�て�く�れ�ま�す�。�

土は、�野�原や�牧�場�、�庭�な�ど�自�然の�大�地の�土�と�収�穫�を�待�つ�ば�か�り�の�晩�夏�を�表�し�ま�す�。�関�

連の�深�い色は、�黄�、�ベー�ジ�ュ�で�、�熱�い太�陽の�色で�あ�り�、�元�気�を�与�え�知�性�を�高め、�精�神�を�

高�揚�さ�せ�ま�す�。�北�東�、�南�西の人の出入�り�が�多�い活�動�的�な�部�屋�に�向�き�ま�す�。�教�育�と�知�識�

の方�位�で�あ�る�北�東の�エ�リ�ア�に�あ�る�勉�強�部�屋や�書�斎�は�学�習成�績や�仕�事�実�績�に�つ�な�が�り�

ま�す�。�黄�色�は遊�び�部�屋で�は活�発�さ�を�増�し子�供の脳や�神�経�に刺�激�を�与�え�て�く�れ�ま�す�。�ま�

た南�西のエ�リ�ア�で�は、�結�婚�と�ロ�マ�ン�チ�ッ�ク�な�幸�福�に�つ�な�が�る�エ�ネ�ル�ギ�ー�の�調�和�を�も�た�ら�

し�ま�す�。�ベー�ジ�ュ�主�調の�絵�（�参�考�例�：�村�上�征�生�「�楽�し�い不�思�議�“一�輪�車�”�」�）�を�かけ�て�

土の�要�素�を�補�っ�て�あ�げ�ま�し�ょ�う�。�正�方�形か�長�方�形の�柄�が�入�っ�て�い�る�、�黄�色やベ�ー�ジ�ュ�

の�カ�ー�テ�ン�を�使�用�す�る�と�さ�ら�に�効�果�的�で�す�。�

壁の�色は�あ�ま�り�白�く�し�な�い事�が�大�切で�す�。�七�五�三�と�い�う�数�

字�を�頭�に�い�れ�て�置か�れ�る�と�い�い�で�し�ょ�う�。�壁�色�は、�明�度�（�明�

る�さ�を�表�す�）�七�が�最�適�と�い�わ�れ�、�日�本�人�の�手�の甲�の�色は�、�

大�体�明�度�七�、�そ�れ�よ�り�明�る�過�ぎ�な�い�よ�う�に�し�ま�す�。�床�の�明�

度�は、�五で�壁�よ�り�暗め�に�し�ま�す�。�彩�度�（�鮮や�か�さ�）�は、�三�ぐ�ら�

い�が�適�切�と�言�わ�れ�壁�に手�を�か�ざ�し�て、�極�端�に�白�く�感�じ�る�色�

は、�避け�た方�が�よ�い�で�し�ょ�う�。�広�さ�や明�る�さ�を�求め�て壁�を�白�

く�す�る�のが今の流�行で�すが�、�明�度�に気�を�つ�け�ま�し�ょ�う�。�

フ�ラ�ン�ス�の�国�旗�の�青�、�白�、�赤�の�ト�リ�コ�ロ�ー�ル�は�、�皆�同�じ�幅�に�

見�え�ま�すが�実�は青�よ�り�赤の�横�幅�を�狭�く�し�て�同�じ幅�に見�え�る�

よ�う�に�し�て�い�ま�す�。�絵�画の色�彩�遠�近�画�法で�は、�近�景�を�赤�系�

統で、�遠�景�を�青�系�統で描�く�こ�と�に�よ�り�遠�近�感�を�表�現�し�ま�す�。�

ま�た�、�碁�石�の白色�と�黒�色は�、�膨�張�・�収�縮�色�の�例です�が�、�白�

石の方�が�大�き�く�み�え�る�の�で�白石�は、�や�や小�さ�く�作�っ�て�あ�り�ま�

す�。�こ�の�よ�う�に�色に�は�、�進�出�・�後�退�、�膨�張�、�収�縮�し�て�み�え�る�

色が�あ�り�ま�す�。�

カ�ラ�ーパ�ワ�ー�を�活�か�す�住�ま�いの�カ�ラ�ー�コ�ー�デ�ィ�ネー�ト�　�2�

色�彩�選�択�法�（�火�・�土�・�木�編�）�

暮�ら�し�の中の進出�・�後退色�・�膨張�・�収縮色�手の甲�が�壁色決�め�のベ�ス�ト�ヒ�ン�ト�

色�の�豆�知�識�

　�情報提�供�

「�カ�ラ�ー�パ�ワ�ー�を�活�か�す�」�
産調�出版� �メ�ア�リ�ー�・�ラ�ン�バ�ー�ト�著�

門田　真乍�子�　�監修�

絵提供　�ア�ー�ト�コ�ム�株式会社�



居住用賃貸不動産売買のサポートシステム

●最寄りのリアルプランセンターへお電話・ファックス・Eメールにてお問い合わせください。
　または、直接お越しください。 
●リアルプランのホームページからもアクセス可能です。　

※[オーナープラン]への
　お問い合わせは

システムガイド●2［オーナープラン］システムの特徴－ その１：　コンサルティング機能

居住用賃貸不動産の価格は、居住用不動産の査定とは異なり、例えば、

「隣りがいくらで売却されたからここはいくら？」というようなもので

はありません。その賃貸用不動産が所在する地域ではどれ位の利回

りを希望する方が多いのか、また、実際にはどれ位の利回りで成約し

ているかが重要なポイントです。さらに、その賃貸用不動産を将来に

わたって維持していくには、どの程度の費用がかかるのかということも、

価格に大きく影響します。

［オーナープラン］では、三井不動産販売ネットワークにおける豊富な

データに基づき、賃貸用不動産の取引のトレンドをご提案しながら、査

定価格を分かりやすくご提示いたします。

将来の賃料予測から長期の運用収支まで。
［オーナープラン］システムのコンサルティング機能
オーナーとなり、それを運用していくには様 な々疑問や不安がつきまといます。

購入するときの判断はどうすればよいのか？購入後には安定した収入が得ら

れるのか？賃借人との交渉は？将来売却する際にはどのような方法があるの

か？・・・などなど。不動産の購入から、その後の運用・管理、そして売却まで・・・。

トータルにサポートするサービス、それが［オーナープラン］です。経験豊かな

スタッフが三井不動産販売ネットワークにおける豊富なデータに基づき皆さま

の様 な々疑問や不安に対して的確なアドバイスやご提案をさせていただきます。

前号では［オーナープラン］サポートの流れについてご説明いたしましたが、今回より［オーナープラン］システムの特徴に
ついて詳しくご説明いたします。今回はコンサルティング機能です。

収益還元法に基づく査定価格の提示

長期にわたる運用収支のご説明
一般的に賃貸経営は、貸室の稼働率や借入金の金利変動など、

予測が非常に困難な要素を多く含んでいる事業です。

［オーナープラン］では、独自の事業収支作成プログラムを用い、

不動産市場における変動要素を盛り込んだ事業収支を作成しご

説明いたします。このプログラムでは、不動産購入にかかる投下

資本に対して、賃貸用不動産の果実であるインカム（不動産賃貸

収入）と、投資期間が終了し賃貸用不動産を売却した場合のキャ

ピタル（不動産売却時収入）の両面を投資期間全体のリターンと

捉え、事業収支を作成することができます。（下記図式参照）

また、ご予算の範囲内で複数戸の賃貸用不動産を購入した場合、単

体の事業収支に加えて、複数戸トータルの事業収支の作成も可能です。

購入をご検討されるオーナー様にとって、現在の募集賃料は

把握できても、実際にその賃料で貸せるのかどうか解らない

ケースは多いと思います。

［オーナープラン］では、賃料を三井のリハウス、三井不動産住

宅リース株式会社など三井不動産販売ネットワーク各社が賃

料査定をすることにより、現在の賃料水準から検証した確かな

提案を行ないます。

賃料水準の検証

●事業収支作成の概念　　

１年目　　２年目　　 ３年目　　　４年目　　５年目　　６年目　　 ７年目　　 ８年目　　　９年目 売却時１０年目取得後（年）

１，０００万円単年度収入

インカム・キャピタルの両面からみたリターン

インカムだけでみたリターン

８５万円 　１００万円 　１００万円 　１００万円 　１００万円 　１００万円 　１００万円９２万円 ９６万円

不動産購入金額　１，２００万円

物件情報は

www.31realplan.com

こちらからどうぞ

www.31realplan.com



リアルプランセンターのご案内
三井のリアルプランセンターでは、資産価値が高い都心部を中心とした不動産の売買・
有効活用等、様 な々角度からお客様のニーズに合わせた総合的なプランニングを
ご提案いたします。
また、不動産の売却・購入だけでなく、建築・リフォーム・賃貸運営等に至るまで、三井グ
ループ各社の情報とノウハウを集結して、お客様のプランを確実にサポートいたします。
お問い合わせ・ご相談は最寄りのリアルプランセンターへお気軽にお越し下さい。

都心部を中心とした

不動産ネットワーク

「三井のリアルプラン」

三井不動産販売の
保険コンサルティングサービス

生命保険コンサルティング。三井不動産販売の新しいご提案です。

［Refit／リフィット］
いつまでも元気に暮らしたい、悠々
自適の時間をもちたい、大切な
家族に資産を継承したい、より
よい老後を生きたい…。お客様
の多様な願いを身近なパートナー
として一緒に考えていく、三井不
動産販売の保険コンサルティン
グサービスの名称です。

経済状況の大きな変化を受け、いま、不動産に次ぐ資産と言われる生命保険が注目を集めています。三井不動産販売

の保険コンサルティングサービス「Refit」は、みなさまとともに、安心できる保障について考えることで、生命保険本来

のリスク回避のご提案及び、個別のニーズに応じた相続対策や法人の福利厚生などのご相談もさせていただきます。

［事業主のみなさまに］
□経営リスクの回避
　・経営者や役員の突然の死亡や病気に備えます。
　・経営者が万一のときに、従業員の給与支払いなどに備えます。

□福利厚生の充実
　・経営者、役員、社員の死亡退職金・弔慰金に備えます。

□相続対策
　・納税資金を確保します。
　・事業承継をスムースに行います。

［個人のみなさまに］
□入院費用の不安を回避
　・入院リスクに備えて医療保険やガン保険をご用意しています。
　・生前給付を活用できます。

□万一のときの不安を回避
　・残されたご家族の生活を守ります。
　・一時的に必要な費用に備えます。

□ライフプラン
　・お子様の海外留学費用等に備えます。
　・ゆたかな老後生活のために、公的年金の不足に備えます。

〒１６３-０４６０　東京都新宿区西新宿２-１-１新宿三井ビル保険営業部

＜生命保険募集代理店＞ ヒルトン
東京

新宿
住友
ビル

東京
都庁

京王
プラザ
ホテル

新宿アイランド

新宿
センター
ビル

ホテル
センチュリー
ハイアット 新

宿
駅

総合受付 新宿三井ビル１６Ｆ

0120ー988ー231
●「Refit」へのご質問・お問い合わせは

www.31realplan.com


