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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

東日本大震災から10年が経とうとしています。皆様の中に
も被災された方、もしくはいまも苦しまれている方がいるかも
しれません。私はそういった方々に心を寄せることしかできま
せんが、10年前のあの日、日本はまぎれもない国難に遭って
いました。原発が爆発を起こす瀬⼾際で、なんとか収めること
ができたから、いま私たちは普通に生活することができている
のです。

震災について考えるとき、私は必ず吉⽥所⻑を思い出します。
吉⽥さんのリーダ―シップがあったから日本は助かったのだと
個人的に考えているからです。パフォーマンス？的に過剰に？
現場介入してくる政治家や、東電のトップたちとも戦いながら、
現場として正しい判断と実行をやり続けたことに心から尊敬と
感謝しています。あの場に吉⽥さんがいなかったら最悪の事態
になっていたのではないでしょうか。当時、吉⽥さんとなら一
緒に死ねると決意した仲間が69人もいたそうです。それを聞
くだけで涙がとまりません。残念ながら吉⽥さんは亡くなりま
した。10年経ったいまだから話せる当時のことをもっともっ
と聞きたかったです。しかし、現場が一番、信念をもったリー
ダーシップを発揮することが大事なのだということは、お話を
伝え聞くだけで強く感じることができます。
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吉⽥所⻑が教えてくれた
現場第一主義とリーダーシップについて

相続無料相談会のご案内

〜「不動産」・「相続」無料相談会〜

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。
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スタッフ紹介 新しい仲間が加わりました♪

氏名 宮城 辰司（みやぎ たつし）
出身地 沖縄県
部署 営業

入社年月 2021年2月
休日の過ごし方 お酒を嗜みます

最近嬉しかったこ
と

矢島不動産に新しく仲間入りでき
皆様良い方が多く、良い会社な事です

毎日楽しいです！！

好きな食べ物 肉・酒・甘党です

ひとこと 沖縄育ちのまったり感と、体育会系の気合と根性で
人一倍頑張ります！！

コロナに気をつけつつ、送別会を行いました！
約2年に渡り弊社仲介スタッフとして在籍して

おりました福丸が、この度2月10日をもって退職
いたしました。

家庭の事情により奥様の実家がある鹿児島への
転居が急遽決まってのことですが、ささやかな
がら弊社事務所内にて送別会を開き送り出すこ
とができました。
今まで同じ時間を共有した仲間が去るのは大変
残念ですが、今後の福丸の活躍を暖かく見守り
たいと思います。

今までお世話になりましたオーナーの皆様、本
当にありがとうございました！



」」

家賃滞納・賃貸管理に関するご相談・お問い合わせは
℡ 0120-07-2525 担当：山本

賃貸管理コーナー

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
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【賃貸物件の売却時にかかる諸経費】

賃貸物件売却のお取り扱いについて
最近弊社では、オーナー様のご所有の賃貸物件の売却のお手伝いをさせていただく機会が
増加しています。収益物件の売却は専門的な知識が必要になります。改めて、オーナー様の
資産の最大化・最適化を目指すうえで、賃貸物件売却に関して必要になる情報をご紹介
したいと思います。無闇な買取の勧誘にはくれぐれもご注意くださいませ。

【賃貸物件売却になる場合のタイミング】
①相続時のタイミング
相続の相談を弊社でも非常に多くいただきます。相続時に引き継ぎ手がいらっしゃらない場合や
納税資⾦の準備等、ひとえに“相続”と⾔っても様々な理由が存在します。実際に相続が起きてから
では遅く満足のいく売買に至らない事が多いので、早めにご相談頂いただくことがポイントです。
②大規模修繕のタイミング
建物は築年数の経過により劣化をしていきます。
どこかのタイミングでは⼤規模修繕やリフォームを
検討する必要があります。その際には多額の支出を
伴うため売却を検討するタイミングの一つになります。
③ローン⾦利の減少するタイミング
ローン⾦利は、不動産所得の計算上経費になります。しかし、元利均等返済では年数が経過する
ほど⾦利の額が減少するため、経費計上できる⾦額が減少し、保有期間中の税負担が増加します。
④減価償却期間の終了のタイミング
不動産所得における経費で⼤きな割合を占めている減価償却費は、新築⽊造で22年経過すると
終了します。減価償却費がなくなると経費が減少するため、税負担が増加します。さらに物件に
よってはローンが借りにくくなるというデメリットもあります。

【賃貸物件の売値価格設定方法】
①収益還元法（収益還元価格）
年間賃料収⼊÷還元利回り
※還元利回り→市場や物件毎に投資家が期待する利回り

②原価積上法（積算価格）
⼟地→路線価（+公示地価）
※必⽤に応じ取引事例価格も考慮
建物→再調達原価を築年に応じて減価償却します。

③取引事例⽐較法（取引事例価格）
近隣の類似物件の成約事例を⽐較して調整します。

オーナー様によるご事情で、ご売却したケースを調べてみますと、ほぼ上記4点でした。あくまでオーナー様のご資産
を上手に活用することを目的にしていますので、ご売却後は別途新たな物件を購入されたり（組み替える）、
納税・贈与対策をされたり、戦略的な売却としてのお取り扱いになっています。



不動産ソリューションコーナー

収益向上に関するご相談・お問い合わせは
℡ 0120-07-2525 担当：内藤

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
上級相続支援コンサルタント
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不動産の2022年問題「⽣産緑地」について
今回は数年前より話題となっている不動産の2022年問題「⽣産緑地」について
お伝えしたいと思います。メディア等で、「農地が宅地に代わり多くの家が建つ可能
性がある」、「貸家も増え、賃料下落、空室が増加する(︖)」、「宅地が増え、相
対的に不動産価値が下落する(︖)」といった意⾒が取り上げられておりましたがポ
イントをしっかりと抑える必要があります。

⽣産緑地とは︖
住宅地にありながら農地として扱われている⾏政管轄の⼟地のことです。2022年問題とは1992年の
改正⽣産緑地法の期限が到来する年を指しております。当時、⼀定の条件を基に指定された⽣産
緑地の所有者は、毎年の固定資産税や相続税において税制上の恩恵を受けることができました。
懸念されている問題点
・⽣産緑地は広大地が多く、営農義務終了により大量の⼟地が放出される可能性がある
・⾏政への買取申出や後継者の斡旋が出来るとは限らない
・ハウスメーカー、建設会社等が当該⼟地に建物を建て、供給が増える
⇒⼈⼝減少社会の中、需給バランスが乱れ、地価・物件価格ともに下落する危険性がある
本件は、2022年に⽣産緑地が解除され、固定資産税の大幅増加や猶予していた相続税の⽀払いを
懸念する声が多く寄せられておりましたが、環境保護の観点からも営農を継続すれば10年間の再延⻑
が可能です。本件は国⼟交通省の「特定⽣産緑地指定の手引き（H31.3版）」にも記載されており
ますが、宅地需要が沈静化しつつある今、農地の転用により住宅供給等を推進する必要性が低下して
いることが挙げられます。また、⽣産緑地は身近な農業体験の場や災害時の防災空間等として多様な
機能を発揮するグリーンインフラとして、都市における重要な⼟地利用であることも⾔及されております。
今回の2022年問題で考えなければならないポイントは「相続」です。
1992年〜の⽣産緑地指定時点で多くの⽅が相続税の納税猶予を受けております。また、30年近くの
時が流れていることから、次は特例の適用を受けた⽅の相続が発⽣しております。特例の適用を受けた
農業相続⼈の⽅が亡くなった場合は、納税猶予の特例があり、⽀払い免除となります。その後の⽣産
緑地の活用は現代の相続⼈に託されるため、営農、活用、売却等、次なる決断をして⾏く必要があり
ます。オーナー様にとって最適な意思決定が出来るようオーナー様の資産背景は勿論のこと、時代や
ニーズに即した不動産提案に努めて参ります。

〜2022年問題概要〜
・1992年 改正⽣産緑地法が施⾏
・2022年 ⽣産緑地指定から30年経過で制限が解除される
・所有者は市区町村に買取りの申出可能になる
・市区町村の状況次第では… ⇒ 買取できない︖ ⇒ 農業希望者へ斡旋︖
・宅地並み課税にて固定資産税大幅UP︖ ⇒ 払えない︖ ⇒ 売却か活用︖
・多くの⽣産緑地が解除され宅地が供給される︖︖
・相続税の納税猶予を受けていた⽅への影響は︖︖
・⽣産緑地制度はどう変わる︖︖



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

4月 特選投資物件のご紹介！
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https://d1and0b9c844k0.cloudfront.net/attachments/9fecd4bcf44e16d20e9a2be1b77
791b2d3d1e8a1/store/fill/240/240/e6e28316e58aa76c845b430d97d7f0d4b9338e832

1522c4beb80f1e69aa1/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

4月 特選投資物件のご紹介！
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マンション
練馬区貫井5丁目
中村橋駅 徒歩8分

専有面積：21.53㎡（6.51坪）
平成3年2月（築30年）

RC造5階建
720万円

想定利回り8.0％

マンション
世⽥谷区上野毛4丁目
上野毛駅 徒歩7分

専有面積：21.6㎡（6.53坪）
平成3年6月（築29年）

RC造3階建
1,300万円

想定利回り6.36％

マンション
江東区大島2丁目
⻲⼾駅 徒歩6分

専有面積：49.86㎡（15.08坪）
平成2年3月（築31年）

RC造5階建
2,400万円

想定利回り6.35％

一棟
⾜⽴区⻄新井6丁目
大師前駅 徒歩8分
第一種住居地域

建ぺい率：60％容積率：200％
土地：119.14㎡（36.04坪）
建物：190.80㎡（57.72坪）
昭和62年7月（築33年）

5,500万円
想定利回り8.26％

一棟
葛飾区鎌倉4丁目
新柴又駅 徒歩8分
近隣商業地域

建ぺい率：80％容積率：300％
土地：138.83㎡（41.99坪）
建物：268.01㎡（81.07坪）
昭和56年10月（築39年）

4,950万円
想定利回り11.9％

一棟
杉並区大宮1丁目
永福町駅 徒歩11分

第一種中層住居専用地域
建ぺい率：60％容積率：200％
土地：82.38㎡（24.91坪）
建物：144.62㎡（43.74坪）
昭和58年3月（築37年）

5,980万円
想定利回り6.84％

一棟
江⼾川区中葛⻄7丁目
⻄葛⻄駅 徒歩15分
第一種住居地域

建ぺい率：60％容積率：300％
土地：82.78㎡（25.04坪）
建物：302.07㎡（91.37坪）

平成2年5月（築30年）
6,290万円

想定利回り10.25％

テラスハウス
渋谷区富ヶ谷2丁目

駒場東大前駅 徒歩5分
専有面積：124.31㎡（37.6坪）

平成21年2月（築12年）
木造3階建

4,500万円
想定利回り4.9％



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：10：00〜18：00（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
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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】



賃貸経営・不動産投資をされている方、これから資産形成をお考えの方はどなたでもご参加いただけます。

講演
内容

①現役世代必⾒︕⽼後2000万円問題から読み解く資産形成の必要性と本質

③現役銀⾏員も警鐘︕買ってはいけない物件について、買うとどうなる︕︖

④コロナショックと不動産市場の⾒通しについて、物件と⾦融機関の選び方

②江古⽥限定公開︕投資家が知るべき「３つの利回り」と「ＩＨＯＮ」分析

⑤最新の投資物件事例を基に今買うべき物件・売るべき物件がわかる等々…
セミナー当日は席の間隔確保、消毒液設置、ドアノブ・机の消毒、定期換気を徹底いたします。お客様におかれましては体調
を⼗分考慮いただいたうえでご参加をご判断くださいませ。また、マスクを着⽤する等、感染拡大防⽌のご協⼒をいただき
ますようお願いいたします。感染拡大状況によってはセミナーを中⽌・延期いたしますので予めご承知おき願います。

【日時・開催場所】
土2021/4/24

時間︓18:00~19:30
会場︓⽮島不動産管理 北⼝店
住所︓東京都練馬区旭丘2-45-5島⽥ビル1Ｆ
主催︓株式会社 ⽮島不動産管理

参加
無料

講 演
テ ー マ
講 演
テ ー マ

お客様名 ご属性 ご年収 ⾃⼰資⾦ ご希望条件

1 田辺 大樹 会社員／商社 1,800万円 1,000万円 利回り8%〜、積算重視

2 菅沼 康雄 不動産賃貸業 5,000万円 30,000万円 RC物件、地⽅エリア、利回り10%〜

3 逸⾒ 忠利 事業主／マスコミ 4,000万円 2,000万円 利回り8%〜、⾸都圏

4 久保 信広 会社員／マスコミ 2,000万円 10,000万円 ⾼利回り、⾸都圏

5 井上 治朗 不動産賃貸業 20,000万円 30,000万円 利回り7%〜、都内

6 上原 大央 会社員／商社 1,200万円 3,000万円 利回り8%〜、積算重視

7 渡邊 ⾠⺒ 不動産賃貸業 10,000万円 100,000万円 バリューアップ出来る物件

8 田中 大輔 不動産賃貸業 3,000万円 10,000万円 利回り7%〜、積算重視

9 穐津 健太 会社員／マーケティング 1,200万円 2,000万円 利回り8%〜、5,000万円以内

10 吉田 健⼈ 会社員／物流 1,200万円 1,000万円 利回り8%〜、5,000万円以内

11 都甲 篤史 会社員／サービス業 900万円 500万円 利回り8%〜、埼⽟県、築古

12 松永 浩 公務員 900万円 4,000万円 利回り7%〜、都内

13 三宅 学 会社員／⾦融 1,600万円 4,000万円 利回り6%〜、都内

14 ⾦⼦ 智明 会社員／サービス業 2,000万円 10,000万円 積算重視（価格の7割超）

15 米山 紀⼀ 公務員 1,400万円 2,500万円 10,000万円以内、積算重視

16 疋野 光啓 会社員／⾦融 2,000万円 4,000万円 利回り8%〜、地⽅OK、積算重視

☎0120-07-2525
東京都練馬区旭丘1-75-12 ヤジマビル1階 ✉ invest@realestate.ne.jp

QRコードまたは以下のフリーダイヤル、メールにてお待ちしております。

許 可 番 号 ︓ 東 京 都 知 事 ( 1 3 ) 第 2 6 3 4 4 号

予約受付中

http://ekoda-buy.jp/

講師陣は不動産業界に精通したスペシャリスト！
不動産投資に特化したゲスト講座あり。たったの
1時間半で不動産業界の市場と時流がわかる！

⽮島不動産管理 投資 検索

投資専門サイトOPEN︕︕最新取引事例等、
お得情報満載。セミナーと併せて要チェック︕︕

コロナ禍を乗り越える、今こそ不動産投資を考える。
2021年、買うべき物件と売るべき物件を徹底解説︕


