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  株式会社矢島不動産管理 今月の一言 

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 

     移動が制限されたことで、当然旅行に行くことが制限されました。振り
返ると、出張のない数ヶ月というのは最近珍しく、仕事とはいえ出張が
いい気分転換になっていたかを思い知りました。 
  
モーツァルトが幼少の頃、「なんで旅をしない人がいるんだろう、こんな
に旅は素晴らしいのに」という言葉を父親に話したというエピソードを
どこかで読んだ記憶があります（間違っていたらすみません）。 
 
きっと旅行には感性を刺激する何かがあるんだろうなと感じます。これ
もどこかで読んだのですが、人間は移動するということ自体に喜びを
感じるそうです。自分も飛行機や新幹線に乗るだけでワクワクするの
でよくわかります。仮想現実で旅行できるといっても、やっぱり五感を
刺激するところまでは今の科学では難しいでしょう。 
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 相続無料相談会のご案内 

矢島不動産管理が自信を持って提供させて頂く、他にはないサービ
スです。 
 
相続でトラブルになる1番の理由は「不動産の共有」であり、相続税を
圧縮させる1番の対策も「不動産の利用方法」です。 
「不動産」なくして「相続」は語れないのです。 
そこで、弊社スタッフの“上級相続支援コンサルタント”と“税理士”およ
び“司法書士”が、「同時」に「無料」で皆様のご相談にお答えしていき
ます。 
 
万が一の際、残されたご家族に「最大限の財産」と「最大限の幸せ」
を相続して頂けるようなアドバイスを心がけ運営しておりますので
「相続」について既に問題になっている方はもちろん、何か対策をし
なければならないが何をどうしたら良いかわからないという方も、お

気軽にご参加して頂けると幸いと存じます。 

 

～「不動産」・「相続」無料相談会～ 

今後、移動の方法やある程度の制限は
続くと思いますが、旅行を楽しむ人間
としての感覚は変わらないはずです。
新しいカタチの旅行が生まれて安心し
て旅行が出来るようになることを楽し
みにしています。 
  
ちなみに自宅に帰ったときの脱力でき
る安心感も好きです。ああ、やっぱり自
宅が一番だなぁ、としみじみお風呂の
中で感じるときに小さな幸せを感じま
す。 

 

旅行の楽しさ 

(宮崎県、高千穂市での写真) 

 

https://1.bp.blogspot.com/-lntmGjyV1ik/WRkuqkBSHRI/AAAAAAABETM/hyLgXdrgYvEWL8NHa7nR6Fh0s8eEiZ3wwCLcB/s800/soudan_setsumei_business_old.png
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新型コロナウイルス感染症予防の取り組みについて 
平素より矢島不動産管理をご利用いただき誠にありがとうございます。新型コロナウイルス感染症予防
の取り組みとして、以下の対策を取らせていただいております。ご不便をお掛け致しますが、ご理解ご協
力の程宜しくお願い致します。 
  
◆営業店舗、営業時間の変更について◆ 
本店・北口店：10:00～18:00（水曜日定休日）  
・営業時間を10:00から18:00に変更させて頂きます。 
 定休日の変更はございません。 
 
◆感染予防、感染拡大防止について◆ 
〇店舗ドアの常時開放、店舗・事務所の換気 
〇お客様へのマスクの着用のお願い 
〇ご来店後のテーブル、椅子をアルコール消毒 
〇社用車での案内中の車内の換気、アルコール消毒 
〇トイレの除菌清掃 
○飲食物提供の自粛 
 
◆従業員の対応について◆ 
〇全従業員マスクの着用 
○交代制の出勤、車通勤の実施 
〇出勤時の検温実施・告知、３７度以上熱がでた場合、4日間出勤停止して経過観察 
〇出社時、帰社時、接客毎の手洗い、うがいの実施 
 
◆ご来店及びご案内等の対応について◆ 
〇お部屋探し・購入・売却・コンサルティング相談等、ご来店は原則予約制とさせていただきます 
〇現地集合でのご内覧対応。先に室内にはいり換気をおこなったうえで、鍵を開けておき、従業員は外
で待機させていただきます 
〇スマートフォンの動画機能を利用したご案内の実施 
 
◆ご契約・契約更新・解約・退去立会について◆ 
〇ご契約金は、お振込みでお願い致します 
〇契約更新手続きについては、原則郵送での対応とさせていただきます 
〇賃料・更新料の支払いについては、原則、お振込みにてお願い致します 
〇解約は、①弊社ホームページ ②FAX ③メール にて受付させていただいております 
〇退去立会は、非接触型を推奨とさせていただきます 
・状況により現地で対面の立ち合いをする場合がございますが、原則対面での立ち合いは現地で行いま
せん。 
・鍵を当社まで郵送でお送りいただき、後日当社スタッフが検室後にご連絡の上、精算業務を行います。 
 
◆お客様へのお願い◆ 
〇事前にご自宅等で体調の確認をお願いします。 
風邪の症状や３７.５度以上の発熱など、体調の優れない場合はご来店をお控え下さい。 
〇来店時にマスクの着用をお願い致します。 
〇海外からの帰国後や、ご家族で帰国者がいる場合は来店前にお問い合わせ下さい。 
〇来店時は、隣のお客様との間隔をあけて、飛沫防止に向けマスクの着用や咳エチケットにご協力をお
願いいたします。 
                ◆弊社ではこのような対策を取らせて頂いております。 

                 ご理解ご協力の程宜しくお願い申し上げます。 

株式会社矢島不動産管理 
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今回は新型コロナウイルスの影響を受け、オーナー様のためのセーフティーネット 
(支援先・給付金等の情報)をまとめました。一方で、このような緊急事態を利用 
して、給付金を装う等の新手の詐欺も発生しておりますので十分にご注意ください。 
相手方の電話番号はインターネットで確認できます。怪しいと思ったら、すぐに警察 
にご相談をお願いいたします。 

新型コロナウイルス セーフティーネット等について 

セーフティーネット 内容 備考 

 実質無利子・無担保 
 の融資 

日本政策金融公庫や商工中金の新型コロナ感染症特別貸付等、
資金繰り支援全般に関するお問い合わせ先は右記のとおりです。ま
た、売上高が前年同月比5％以上減少等の場合に、一般枠とは
別枠で借入債務の80％を保証する 「セーフティネット保証5号」の
対象業種として、3/31付で、「貸家業」が指定されております。 

【連絡先】中小企業 金融機関・給付金相談窓口 
TEL：0570-783183（平日・土日祝日9:00～17:00） 
 

 持続化給付金の支給 

新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で
50％以上減少している事業者に対し、法人は200万円以内、個
人事業者等は100万円以内の給付金が支給されます。 

【連絡先】持続化給付事業 コールセンター 
TEL：0120-115-570（8:30～19:00） 
※5・6月は毎日 
※7月～12月は土曜日を除く日から金曜日 

賃料を免除した場合の
損失の税務上の損金 
算入（法人税） 

新型コロナウイルス感染症の影響により賃料の支払いが困難となっ
た入居者に対し、不動産の所有者等が賃料を減免した場合、税
務上の損金として計上することが可能となりました。詳細はインター
ネットでも公開されております。    

国税庁『国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対
応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ』 

 国税・地方税・社会 
 保険料の猶予措置 

新型コロナウイルス感染症の影響により国税・地方税・社会保険料
を一時に納付することが困難な場合は、申請により原則1年間、納
税が猶予されます(延滞税も軽減) 。令和2年2/1～令和3年
1/31納期限の税・社会保険料についても以下の条件を満たせば
無担保・延滞税 (延滞金)なく、1年間納付を猶予することができる
ようになります。 
 

【条件】新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年2月以降の
任意の期間(1カ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期
に比べて20％以上減少している場合かつ、一時に納付することが
困難と認められる場合。 

この場合、不動産所有者等が賃料支払いを減免した場合や、賃
料支払いを猶予中の場合も収入の減少として扱われることとなる
見込みです(関係法令成立後実施) 。 

 固定資産税等の減免   
 措置（関係法令成立  
 後実施） 

新型コロナウイルス感染症の影響で事業等に係る収入に相当の減
少があった場合、事業の用に供する家屋(建物)と償却資産(設備
等)の令和3年度の固定資産税及び都市計画税が、収入の減少
幅に応じてゼロ又は1/2となります。具体的には、令和2年2～10
月の任意の連続する3カ月の事業等に係る収入が前年同期比
30％以上50％未満減少した場合は1/2に軽減、50％以上減少
した場合はゼロ(全額免除)となります。 

この場合、不動産所有者等が賃料支払いを減免した場合や、一
定期間、賃料支払いを猶予した場合も収入の減少として扱われる
こととなる見込みです。 

他にも無担保・延滞税なしでの国税の納税猶予や家賃の支払いを猶予する法案も動いているようです。 
引き続き、情勢を注視して、より良い情報をご提供できるよう努めて参ります。一度弊社にご相談いただい 
ても構いません！地域で助け合い、この未曽有の危機を乗り越えて行きましょう。 

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 

不動産ソリューションコーナー 

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 
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資産価値向上と顧客満足度向上を目指す 
日常清掃・定期清掃のススメ 

 新型コロナウイルスの影響で改めて清掃・消毒の重要性が問われるようになりました。マンション・アパー
トにおいても建物の清掃をしっかり行うことは建物の維持保全にとても効果的です。以下の図は練馬区
の賃貸物件を築年別に集計したものです。賃貸物件の約55％が築20年以上の、「築古物件」になっ
ております。毎年新築物件は建っており、古い物件は競争力が低下して行きます。物件をキレイにして
おくことは空室対策・入居者維持にもプラスに働きます。 

築20年以上の賃貸物件が全体の約55% 

日常清掃・定期清掃のメリット 

美観向上 建物の長寿命化 

入居者満足向上 

環境衛生の確保 

資産価値向上 空室対策 

 清掃業務はお金を掛ければ良いという訳ではありません。賃貸経営はあくまで収益最大化・経費最小化が大原則です。 
賃貸経営に掛かる経費は家賃の20%以内（エレベータ等の機械設備が付いている場合は25%以内）という基準が 
あるため、当然ながら清掃費もこの中から充てて最大限の効果を出す必要があります。清掃のポイントを３つお伝えしたいと 
思います。 
 ポイント①ごみ置き場の清掃 
   ごみ置き場は腐臭や害虫発生等の可能性が高く、最優先で作業を行う場所です。 
 ポイント②エントランス関連の清掃 
  エントランスは使用頻度や居住者等の目に触れる頻度が最も高い場所です。頻度が高いということは汚れやすいということです。 
    エントランスは「物件の顔」とも言われ、ここがキレイかどうかで物件全体の印象が決定します。 
 ポイント③廊下・階段の清掃 
   ①②が優先となるため、残りが③となります。建物形状や敷地の周辺環境、居住者の使い勝手等によって変わるため 
   特性に応じた対応が必要です。 
弊社でも清掃業務には力を入れております。ご相談はいつでも無料ですのでお気軽にご連絡いただけますと幸いです。 

年度 不明 1970年以前 1971～1980年 1981～1990年 1991～2000年 2001～2010年 2011～2018年 

借家総数 18,850  5,610  14,520  37,380  41,980  33,080  26,500  

民営借家数 18,740  4,020  10,810  28,900  35,940  30,120  24,520  

引用元：住宅・土地統計調査 
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不明 築49年以上 築39～48年 築29～38年 築19～28年 築9～18年 築8年以内 

株式会社矢島不動産管理 
山本 卓嗣 

賃貸不動産経営管理士 

賃貸管理コーナー 

空室募集・空室対策・収益向上に関するご相談・お問い合わせは 
℡ 0120-07-2525   担当：山本 
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あ 

その他の売却物件に関するご相談・お問い合わせは 
℡ 0120-07-2525   

7月 特選投資物件のご紹介！ 
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https://d1and0b9c844k0.cloudfront.net/attachments/9fecd4bcf44e16d20e9a2be
1b77791b2d3d1e8a1/store/fill/240/240/e6e28316e58aa76c845b430d97d7f0d4b9

338e8321522c4beb80f1e69aa1/mm2257_lo_d_4.JPG 

その他の売却物件に関するご相談・お問い合わせは 
℡ 0120-07-2525   

7月 特選投資物件のご紹介！ 

売マンション 
所沢市小手指町3丁目 
小手指駅 徒歩7分 

土地：994.25㎡（300.76坪） 
建物：1666.47㎡（504.1坪） 

1993年9月（築26年） 
鉄骨造3階建 

24,500万円 
想定利回り8.71％ 

区分マンション 
中野区江原町3丁目 
新江古田駅 徒歩3分 

専有面積：23.53㎡（7.11坪） 
1973年3月（築47年） 

RC造6階建 

580万円 
想定利回り11.3％ 

区分マンション 
練馬区豊玉北5丁目 
練馬駅 徒歩5分 

専有面積：17.4㎡（5.2坪） 
1975年3月（築45年） 

RC造12階建 

700万円 
想定利回り8.57％ 

区分マンション 
新宿区百人町2丁目 
新大久保駅 徒歩2分 

専有面積：14.36㎡（4.34坪） 
1983年9月（築36年） 

RC造5階建 

1,380万円 
想定利回り6.78％ 

売ビル 
中央区東日本橋2丁目 
東日本橋駅 徒歩3分 

土地：32.16㎡（9.72坪） 
建物：40.96㎡（12.39坪） 

2020年12月（新築） 
鉄骨造2階建 

8,980万円 
想定利回り6.61％ 

売マンション 
練馬区旭丘1丁目 
江古田駅 徒歩5分 

土地：166.33㎡（49.4坪） 
建物：217.39㎡（65.76坪） 

1983年10月（築39年） 
RC造3階建 

11,300万円 
想定利回り6.45％ 

売マンション 
豊島区長崎4丁目 
東長崎駅 徒歩4分 

土地：208.26㎡（62.99坪） 
建物：320.16㎡（96.84坪） 

1979年4月（築41年） 
鉄骨造3階建 

5,300万円 
想定利回り12.0％ 

売マンション 
練馬区旭丘1丁目 
江古田駅 徒歩5分 

土地：95.83㎡（28.98坪） 
建物：299.8㎡（90.68坪） 

2020年2月（新築） 
RC造5階建 

25,000万円 
想定利回り5.22％ 
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その他の賃貸・空室募集に関するご相談・お問い合わせは 
℡ 0120-07-2525    

株式会社 矢島不動産管理 
‣賃貸アパート・マンションの 
オーナー様へ 

不動産のことなら 
なんでもご相談ください！ 

賃貸管理 物件の売買 
 相続 
コンサル 

の相談 の相談 
の相談 

矢島不動産管理はお客様の資産運用のために 
専門スタッフを集結してトータルサポートいたします！ 

不動産のことなら 
矢島不動産管理まで 
お気軽にご相談くださ
い。 ☎ 0120-07-2525 

本店：東京都練馬区旭丘1-75-12 ヤジマビル1Ｆ 
営業時間：10：00～19：00（水曜定休） 江古田北口店：東京都練馬区旭丘2-45-5 島田ビル1Ｆ 

賃貸 売買 管理 リフォーム 

相続コンサル 新築プロデュース 

相談無料 

オーナー様
募集中 



見積無料 

Before     After 

プラン例①（2階建 アパート） 

Before     After 

プラン例②（3階建 マンション） 

【施工写真①】 

【施工写真②】 



国分寺駅 
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★…大型スーパー 
①～⑩…清水開発物
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丸井 

 

 

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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税理士、司法書士、不動産・相続コンサルタントが 

“同時”に“その場”で皆様のお悩みを解決します！ 
 

“各種メディア出演多数”相続問題のプロフェッショナル 

「ランドマーク税理士法人」の税理士も相談員として参加します！！       
         

〔個人情報について〕おあずかりした個人情報につきましては、弊社にて厳重に取り扱います。お問い合わせの回答、また弊社からご連絡させていただく場合以外の目的で利用いたしません。 

会場 

日時 
 

【運営事務局】株式会社矢島不動産管理 

練馬区旭丘１－７５－１２ヤジマビル１階 

専門家 
対応 

相談 
無料 

秘密 
厳守 

「不動産」・「相続」に関する事でしたら 
どのようなご相談でもお気軽にお問い合わせください！ 

☎ ０１２０-０７-２５２５ 

お問い合わせは運営事務局の(株)矢島不動産管理まで 

【
相
談
例
】 

Ｑ ： 既に納税した相続税を還付できるって本当？ 
Ａ ： 5年以内のものであれば見直し後に還付できることがあります。 
  

Ｑ ： 相続税はいくらくらいかかるのか？ 
Ａ ： 税理士がその場で概算を計算できます。 
  

Ｑ ： 所有不動産を売却した方がいい？ 残しておいた方がいい？ 
Ａ ： 税金面でのアドバイスはもちろん、「争族」にならない方法などをお伝えします。 

オーナー  ニ コ ニ コ 


