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株式会社矢島不動産管理 
代表取締役  矢島 健太郎 

ＣＰＭ（全米不動産経営管理士） 
ＣＣＩＭ（全米不動産投資顧問） 
不動産コンサルティングマスター 
宅地建物取引士 
相続支援コンサルタント 

  オーナー感謝祭を開催致しました！ 

  

12月6日に矢島不動産管理初の試み、江古田ラ・リオンさん
にて「第1回オーナー感謝祭」を開催いたしました！ 
 
当日は多数のオーナー様にご参加頂き大盛況のうちに終了 
いたしました。 
ラ・リオンさんの豪華で美味しい本格フレンチのランチを 
食べながら話がはずみました。健太郎社長の挨拶から始まり、
各店舗のスタッフ紹介、管理のお仕事ってなんだろうという
疑問にお答えしスライドショーにて楽しく説明させていただ
きました。 
どのテーブルも笑顔にあふれ、初めましてのオーナー様同士
も楽しく会話されているのを見て第二回・第三回と開催した
いなと思いました。今後もオーナー様にご参加いただける楽
しい企画を考えてまいります！今回ご都合によりご参加いた
だけなかったオーナー様も、次回はぜひ矢島不動産管理の
「オーナー感謝祭」にご参加ください！ 
スタッフ一同皆様のご出席を心よりお待ちしております♪ 

     

今年も一年本当にありがとうございました 

 今年も一年間皆様から頂くごひいきによって会社を運営
することができました。心より感謝申し上げます。 
本当にありがとうございました。 
そしてまた来年もより一層、皆様のお役に立てるよう社員
一同頑張っていく所存です。  
平和を願い、家族を想い、幸せな世の中になりますことを
心から願います。どうぞ良い年末をお過ごしください。 
そして明るい希望をもって2018年を迎えたいと思います。 
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 ♪地域のお店紹介コーナー♪ 

 ギャラリーは目白通り一本入った道沿いにあり、中に入ると十数枚の絵画の展示があり
ました。油絵が多く目を引くものばかり。近くで見たり、遠くから見たり、1枚の絵を色々な
角度から見るとまた違った印象で時間が経つのを忘れて鑑賞できました。 
 お忙しい中、ギャラリーの林さんと吉田さんにお話しをうかがいました。ギャラリーは展
示会以外は基本的に閉めてしまうと仰っていました。なかなか入りづらく、「こちら入って
も大丈夫ですか？お金はかかりますか？」と聞かれることもしばしばのようで、ギャラリー
は一般開放しており、もちろん無料で素晴らしい絵画が鑑賞できます。 
 
  

（取材：近藤リエ・安藤薫） 

 今回ヤジマガジンで特集するのは、目白通り沿い
にある「ギャラリーフォレスト」 
オープンして30年の老舗ギャラリーです。 
毎日の通勤途中にあるこのギャラリー。とても気に
なっていたのですが、なかなか入る機会がなく 
今回念願のギャラリーに入る事ができました。 
  
 ギャラリーフォレストでは、年に6回の展覧会を催し
ており（例年4月デッサン展・5月個展・6月企画展・ 
9月企画展・10月個展・11月形象展が行われるとの事） 
今回は今年最後の展覧会の「形象展」でした。形象展
は一年で一番の重みを持つ展覧会になっていて、 
展示されている絵画はどれも素晴らしいものとおっ
しゃっていたので、とても楽しみにしていました。 

 林さんは、絵を見る機会も、家に絵を飾る事もなくなっ
た今の時代だからこそ、本物の絵を見る機会をみなさん
に与えたいとの理念でギャラリーを運営されています。 
私も初めてギャラリーに入りましたが、やはり本物の絵を
ゆっくりゆったり見る機会はなかなかないので、身近にこ
のようなギャラリーがあるのは素敵な事だなぁと思いま
す。私のような素人が突然入っていってもいいのかな・・・
と不安に思いましたが、絵が分からない人でも何年も通っ
てくれているうちに、目利きがよくなるんですよ！とおっ
しゃっていました。 
 
 展覧会は基本的に2週間程度との事で、次は4月のデッ
サン展になります。デッサン展は昔はあちこちでやってい
たようですが、今はほとんどやっているところがない貴
重な展覧会です。見たことない方にもぜひ見てもらいた
いとの事ですので、私も4月になったら行ってみたいと思
います。みなさんも身近なギャラリーで本物の絵に触れて
みてはいかがでしょうか。 
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私事で恐縮ではございます
が、先日、結婚式を挙げさせ
ていただきました。会社の皆
にもご参加いただき、お祝
い、お励ましのお言葉を頂き、 

柿沼 光一 

身の引き締まる思いです。自分が思ってい
る以上に皆様のお陰様で今の自分がいる 
ということを実感できたとても良い機会 
となりました。新しい人生が始まる喜びと、
皆様への感謝の気持ちを噛みしめ、その 
思いを原動力に今後の人生を送っていこう
と思います。 

友人と休みの日に池袋の 
馬肉専門店に行きました。 
刺身として食べるのは、 
当然美味しいのですが、 

 宮脇 円 

内藤 心太 

内藤さんの結婚式に出席 
させていただきました。 
とても良い式で、奥様も 
大変ステキな方でした。 
夕方から夜にかけてのお式 
 

関口 紗恵 

両面をサッと焼いて食べる焼き肉スタイル
も新しくて素敵でした。 
赤身なので普通の焼き 
肉よりヘルシーで、癖 
もないのでいくらでも 
食べられました。 
江古田にも馬肉屋が 
あるみたいなので、 
今度行きたいなと 
思います！ 
 

今月は赤羽にある変わった
ホテルに宿泊をしました。 
もともとは美容院だった築
50年の建物をまるまるリノ 
 ベーション工事を行い、生まれ変わった

という事でした。 
色々な建物を見るのも好きなので、今後
は海外の建築物も見に行く機会を 
作ろうと思います。 
 

だったので、この時期らしいクリスマス 
イルミネーションも堪能できました。 
内藤さん、末永くお幸せに！！ 
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渡邉 功志 

安藤 薫 

神保町界隈に買い物に行っ
たお土産に、『神田達磨』の 
羽根付き鯛焼きを買いました。 
周りにパリパリの大～きな 
羽根が付いています。 
 

先日久しぶりにゴルフで茨城まで行ってきました。 
スコアはひどかったですが天気が良くとても 
気持ち良くてリフレッシュできました^^♪ 
 

 
 

渡邉 功志 

「家の近くでタヌキを見
た！」と妻がその時の状況
を絵に描いて説明してくれ
ました。 
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近藤 リエ 

 我が家は立川市なのですが、さすがに 
東京なので野生のタヌキなんて見間違 
いだろうと思っていたのですが、数日
後・・・私も遭遇してしまいビックリしました。 
しかも合計で３回。
写真におさめるこ
とができましたら 
改めてご報告 
させて頂きます。 

 斎藤 彩 

甘さ控えめでサクッと軽く、粒あんとカス
タードの2種類をペロリと制覇。丁寧に焼き
上げられていてとても美味しかったです♪ 
 

今年の夏休みは子供達
のスケジュールがタイト
で毎年最終日に泣きな
がらやる宿題を8月上
旬には終わらせていま
した（笑） 

山本 卓嗣 

小学校で音楽会がありました。
長女が6年生なので最後の 
音楽会でした。 
もう来年中学生であっという 
 間の6年間でした。早く反抗期が終われば

いいなーと考える今日この頃です。 
ちなみに合奏は弊社セミナーでお馴染み
の情熱大陸でした（笑）。 

先日、娘の中学校の合唱コン
クールへ行ってきました。 
それぞれのクラスが課題曲と
オリジナル曲を歌うというも 

のでした。クラスによっては人数が15人し
かいなので、それぞれ工夫をしながら歌っ
ていました。わが子でないクラスの合唱に
涙し（笑）、とてもいい合唱コンクールでし
た。娘も伴奏を頑張っていました。とても
いい経験になったと思います。 
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http://1.bp.blogspot.com/-g9dbRYtxxpU/VKTgj9jwuBI/AAAAAAAAqU4/L0OuYuJbPjs/s800/pyoko05_oekaki.png
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不動産売買・相続に関するご相談・お問い合わせは 
℡ 0120-07-2525   担当：内藤 

老朽化してきたアパートの資産形成法？！ 

          「老朽化した建物をどうするか？」いつかは決断が必要となってきます。 
売         売却か？建て替えか？リノベーションか？答えは、建物の構造・築年数・ 
          入れ状況・老朽化の進行具合・入居状況など総合的なチェックをして、 
          資産形成、相続、承継のことを考えて判断する必要があります。 
          まずは立地としてアパートの需要があるのか？需要がある場合は、リノ 
          ベーションを行うことで、資産形成、相続承継対策につなげていきます。
リノベーションの費用はケースバイケースで、建物の構造によっても違いますが、老朽化物件の
リノベーションを行うことは、相続税の節税にもつながります。相続発生前に実施することで、
工事に要した費用分だけ相続財産が減ることになるからです。大規模なリノベーションを行った
としても、それによって固定資産税評価額が上がるということは、通常はありません。 
築年数が古く、固定資産税評価額が500万円しかないマンションのリノベーションに数千万円を
かけたとしても、評価額は500万円のままです。大型リノベーションにより現実の不動産の資産
価値が上がったとしても、一般的には税法上の評価額には反映されないのです。リノベーション
に1,000万円使えば、その分ダイレクトに相続税評価額が減り、税額も低くなります。 
 逆に自宅や賃貸住宅を相続した人が、相続発生後に自分でリノベーションするとなると、相続
税を払った残りからリノベーション費用を捻出することになります。リノベーション費用を相続
発生の前に払うか後に払うかで、手元に残る金額にとても大きな差が出る場合がありますので 
注意が必要です。 
 また、賃貸住宅のリフォームやリノベーションの代金は減価償却の対象として、何年かに分け
て経費で落とすことができます。それを考えるとリノベーションに限らず、いずれ必要になるこ
とが分かっている修繕やリフォームであれば、被相続人が健在のうちに済ませておくほうがお得
だといえます。 
 売却を選択する場合は、可能な限り高く売却しましょう。アパートのまま「オーナーチェンジ
物件」として売る場合は、想定賃料収入から逆算する「収益還元法」で値決めするケースが多い
です。満室想定で720万円のアパートならば、利回り10％とすれば7200万円、8％としたら
9,000万円、といった具合に売却額が設定されます。いずれにしても資産形成、相続、承継など
目的や将来設計を考えて総合的に判断する必要があります。 
 
 
 

提案内容
（売却、購入、修繕、建替え、有効活用）

現在 将来

所有物件 ◎ ○

現在 将来

所有物件 ○ ◎

現在 将来

所有物件 △ △または×

現在 将来

所有物件 × △または×

維持または買換え

維持

維持または売却・買換え

所有物件の将来を予測する。
所有する物件が将来に渡って、資産を形成できるか？

顧客背景が重要！

不動産ソリューションコーナー 

株式会社矢島不動産管理 内藤心太 
宅地建物取引士 

不動産コンサルティングマスター 
相続支援コンサルタント 
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３０年家賃保証は当初の保証額がずっと続くわけではありません！ 
長期にわたる魅力的なアパートづくりへ！ 

最近、新築を建て３０年家賃保証契約をしているオーナー様
からの経営判断のお問い合わせが増えています。「３０年家
賃保証とは、契約当初の家賃や保証額がそのまま３０年続く
ものだと思っていた」というものです。しかし、現実はそう
ではありません。確かに人口が増え、優良な賃貸住宅が不足
していた時代では建てれば決まるという状況でした。しかし、
平成２０年のリーマンショックを境に供給過剰の「借り手市
場」に変わっているのです。今や築１５年でも空室率３０％、
年間家賃平均下落率が１.５％の物件も存在します。 

？ 

？ 
そのような状況で、オーナー様に魅力的に聞こえるのが「３０年家賃保証」です。建築会社の
営業マンが「何から何までお任せください。放っておいても家賃がずっと入ってきますよ」と、
わざわざ誤解させるようなセールストークをすることにも責任はあることでしょう。つまり、
３０年家賃保証とは、オーナー様の賃貸経営に関する知識不足を前提としたシステムというこ
とも言えるかもしれません。以下、問題点を整理します。 

問題点① 数年ごとに家賃の見直しがある 
新築時に家賃５万円で３０年家賃保証を契約したとします。初めは入居率もよく、一時的な空室
が出ても、例えば家賃の９割（４万５千円）が入金されました。このあたりはオーナー様の期待
通りです。ところが築１０年を過ぎて建物が古くなると、しだいに空室が目立ち、やがて全戸数
の３割が空いてしまう。そして、「入居者が集まりやすいように家賃を４万円に下げてくださ
い」という交渉が･･･。「えっ？」と思ってもあとの祭り。契約書には確かに「２年ごとの家賃
の見直し」の項目があります。やむを得ず値下げに同意したものの、空室に対する保証も４万円
の９割にあたる３万９千円に引き下げられます。もちろん、値下げの効果で満室状態を回復した
としても、家賃そのものが下がるので収支計画は下方修正となります。 
 

問題点② 一方的な契約解除もある 
前述の場合、当初の家賃５万円を主張しても、契約は更新されず契約解除となることがあります。
契約書には、両者が合意しない場合の契約解除についても書かれているのです。この場合、オー
ナー様は３０年どころかわずか１０年余りで放り出されることになるのです。初めから契約解除
を狙って法外な減額要求という場合もあります。 
 

問題点③ 保証料は高額。保証されるのは家賃のみ。 
オーナー様の中には、家賃保証を受けるのにお金はかからないと思っている方もいらっしゃいま
すが、実際は家賃の１０～１５％ほどを保証料として支払っています。この保証料は実はオー
ナー様の手取り額にも匹敵するほど高額な場合があります。更に、家賃保証とはその名の通り
「家賃のみ」の保証であって、建物のメンテナンスや修繕費、もちろん設備のリニューアル工事
はオーナー様の負担となります。 

以上の点をふまえると、家賃保証は新築で入居者の集まりやすい時期は高額な家賃保証を受け
取り、老朽化に向けてのリスクはオーナー任せか？という疑問もまったく的外れではないこと
がわかります。 
対策は「まず保証ありき」ではなく、長期にわたり魅力を保ち 
続けるアパートをつくることです。その為には業者任せでなく 
賃貸経営の最低限の知識を身につけ、専門家をしっかりと選定 
することがポイントです。そうすれば、より納得のいく結果を 
出すことができるようになります。あなたが信頼できる地元の 
管理会社をつくり、市場動向を掴んだアパート経営を始めれば 
競合できるオーナーは少ないはずです！ 

株式会社矢島不動産管理 

山本 卓嗣 



国分寺駅 

恋ヶ窪駅 

東京学芸大学 

イトーヨーカ
ドー 

マルエツ 

西友 

オーケー 

サミット 

オリンピック 

★…大型スーパー 
①～⑩…清水開発物件 
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ポイント① 良い部屋から決まっちゃうから早めにチェック＆キープ 
         ⇒早くて早過ぎることはない！気に入った物件があったら合格発表日までキープできます。 

ポイント② 今空いているお部屋を見て、室内を確認。 
         ⇒現空物件は弊社からスタッフが車で案内します。もちろん無料！お気軽にご来店下さい。 

ポイント③ 年内に契約しちゃう。 
         ⇒気分的にも安心できる!!そして、なんとなんと、 

国分寺駅ビル『マルイ』 
 大幅にリニューアルした店内には、都内 
最大級ともいわれる「ユニクロ」がオープ 
ン。雑貨や日用品など豊富な品揃えの「ロ 
フト」「無印良品」も新店舗を展開。家電 
製品なら「ノジマ電気」があります！ 
ＣＤショップ、本屋は夜の１０時まで営業 
しているので、忙しい学生さんにも便利に 
ご利用いただけます。 

癒しの場『お鷹の道』 
 「ホタルの住む川」といわれる 
ほど綺麗な水が流れるお鷹の道。 
「全国名水百選」にも選ばれてい 
ます。 
近くの農家の方が無人露店で野菜 
を販売していたり、休日になると 
カレー屋台が出没したり・・・ 
色々な楽しみ方ができますよ♪ 

ハンバーガー『』 
 ちょっと路地裏にある隠れ家的 
なお店。かわいい店内にはテーブル 
席とカウンター席があって、一人で 
も気軽に入れちゃう♪ 
天然酵母の手作りパンを使った美味 
しいハンバーガーはボリュームたっ 
ぷりで大満足☆★ 

 

スーパー『マルエツ』 
 国分寺駅南口を出ると、目の前 
に見えるのがこのスーパー。夕方 
はタイムサービスもしています。 
スーパーには珍しく、深夜２時迄 
営業しているため、遅い時間でも 
食材やお惣菜を買う事ができます。 
コンビニに頼りたくないあなたの 
強い味方！！ 
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矢島不動産管理はお客様の資産運用の 
ために専門スタッフの力を結集してトータルサポートいたします。 

●より良い賃貸経営へのご相談はこちら● ●より良い賃貸経営へのご相談はこちら● 

お問い合わせ先：矢島不動産管理  担当：山本・宮脇 
TEL:03-3953-3446 FAX：03-3565-2103 

□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 
 
 

矢島不動産管理 

メールアドレス：info@realestate.ne.jp 
0120-07-2525 

お気軽にご相談ください！ 
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