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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

『自分がやろうと思った仕事、それにもう没頭しなきゃだめですよ。

好きにならないとだめです、自分の仕事に惚れないとだめなんで

すよ。ただあれがだめ、これがだめと言っているようでは一生経っ

てもまともなことはできないと思います。だからこれを覚えようと

思ったら、それはもう必死になって死に物狂いでやることが成功に

もつながるだろうし、そうやって将来が拓かれていくのだと私は

思いますけどね。』
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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。

私は仕事を好きになる・楽しくやる（どんな仕事でも楽しいポイント

を見つける）ということがとても大切だと考えていますが、この

二郎さんの話はとても共感できました。古いと言われるかもしれま

せんが、特に若い時期には仕事に没頭するような時期が絶対に必要ではないでしょうか。

小野 二郎（寿司職人）さんの言葉

どんな仕事も極めようと思えば奥深いものですが、不動産も同じように仕事の奥行きが深く広く

個人的にはとても面白く楽しいです。いまでは空室対策、売却相談、相続対策、投資コンサルティ

ングなどいろいろな領域の仕事をしていますが、お客様に良い提案が出来て、結果がでた時の

お客様の笑顔や喜びが、自分自身の価値を感じることができ、充実感を得られます。最近は特に

空室が増えてきており、市場の変化に合わせた対策をもっと考えねばと思う次第です。

https://1.bp.blogspot.com/-lntmGjyV1ik/WRkuqkBSHRI/AAAAAAABETM/hyLgXdrgYvEWL8NHa7nR6Fh0s8eEiZ3wwCLcB/s800/soudan_setsumei_business_old.png
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自主管理オーナー様必見！

今の時代、滞納・入居者トラブルは不可避と言っても過言ではありません。
設備トラブルに関しては昨年の法改正で、生活に支障が出てしまった場合、今までは「家賃の減額を
請求できる」でしたが「当然に減額」されると改正され、対応のスピードも求められるようになりました。
滞納トラブルに関しては初期対応が最重要ポイントで、最初の対応が遅れたり、対応を間違えると
その後の回収にも大きく影響してきます。（滞納2ヵ月は既に危険で滞納3ヵ月はデッドラインです。）
どちらも決して放置していい問題ではなく、早期発見と早期対応が今後の安定経営の鍵となります。
コロナ市場、2020年の民法改正、2021年の管理業法制化と賃貸経営事情は昔と比べガラッと
変わり、今後の賃貸経営こそ管理の質と重要性が問われる時代になってきます。
まずは相談で構いません。オーナー様を第一に考え、今後のリスクと負担の軽減をお約束致します！

時代の変化

滞納・入居者トラブル
お悩み解決します！！

・2020年コロナウィルス感染拡大（緊急事態宣言）
リモート勤務・授業が主流となり、会社への通勤や学校への通学が制限される時代になりました。
その結果、高い賃料を払って都内に住む必要がなくなり、家賃も安く部屋も広い郊外や、東京へのア
クセスも便利な神奈川・千葉・埼玉への引っ越しが目立つようになり、東京都23区内でも空室率は
増加傾向で、特に1Rや1Kの“単身者用物件”は市場に溢れています。
また経済が稼働していない為、企業や就業者は収入面でもダメージを受けています。
給付金制度等もありますが、それでも滞納者が増え続けているのが現状です。
そして在宅が増えたことにより”自宅時間”が長くなり普段は気にならなかったことが気になり始め、外出
制限のストレスも相まって騒音トラブル問題へ発展し、入居者からのクレームも増加しました。

管理の重要性

オーナー 入居者オーナー入居者 管理会社

～特に相談が必要なケース～（相手が言いやすい、こっちが言い辛い環境は絶対ダメ！）

①同じ敷地内に住んでいる ②入居者と仲が良い ③定期的に入金確認しない

～Aさんのケース～
久しぶりに通帳を記帳して確認したら約14ヵ月もの
間、支払いされていないことが発覚!!
以前は遅れてもちゃんと払っていたのに・・・

～Bさんのケース～
隣人同士の騒音トラブルで喧嘩となり、刃物を
持ち出し警察沙汰に！ただの騒音でこんなに
大きなトラブルに発展するとは・・・

発覚時点ですぐ相談にご来店、正式に管理の委託へ。
入居者、連帯保証人への督促の末、約140万円の滞納が約
1ヵ月で全額回収、任意解約により明け渡し、退去へ。

毎月の入金確認は必須、遅れは即対応！
金額が増加すればするほど回収不可能な事態へ・・・

トラブルは放置すればするほど大きな問題となります。
たとえ小さなトラブルも即対応が鉄則！

まずはお気軽にご相談ください！
0120-07-2525 担当:山本
info@realestate.ne.jp

当社管理の物件だった為、スタッフが現地へ駆け付け警察に協力、
状況確認。オーナー様や弁護士と相談しながら、内容証明を
作成し、明け渡しに向け対応中。
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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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東京都の着工数の推移と二極化する市場
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持家新設 貸家新設 分譲住宅

以下のグラフは東京都の2008～2020年までの新設着工戸数を纏め
た表です。持家は注文住宅、貸家は賃貸物件、分譲住宅は建売・分
譲マンションを指しております。リーマンショック翌年の2009年
は分譲住宅の減少が顕著で、貸家も同様に着工戸数が減少しており
ます。一方で持家は安定的な供給であることが確認されます。
本データを基に不動産市場を見て行きたいと思います。

総務省統計局「住宅着工統計」

日本は人口減少社会ですが、国土交通省の資料によると2050年には国内で人口は約
3,000万人減少すると言われております。東京都も例外なく減少して行きますが
現時点では人口・世帯数共に増加しております。全国では人口が減少し始めている
市区町村も少なくありませんが、殆どの地域で世帯数は増えております。これは
核家族化や単身で住まれる高齢者の方の増加が関係していると言われております。
東京都の2019年から2020年の人口・世帯数の増減は以下のとおりです。

東京都 2019 2020 増減

人口 13,740,732 13,834,925 94,193

世帯数 7,198,348 7,298,694 100,346

2020年の新設着工戸数の持家、貸家、分譲住宅の合計は130,676戸です。それに
対して世帯数の増加は100,346戸で供給過多であることがわかると思います。今後、
選ばれる物件・選ばれない物件の二極化がますます進むと考えられます。選ばれる
物件づくりに向けて、弊社も管理の質をより一層高めて参ります。

130,676



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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収益不動産における資産分散について
収益不動産におけるリスク管理の有効な手段の一つとして、資産の
分散（ポートフォリオの構築）が挙げられます。本来、ポートフォ
リオとは投資家が保有している複数の投資商品の組合せとその一覧
を指します。投資全体においては、現金、預金、株、為替、投資信
託等、そして当然ながら「不動産」も含まれます。不動産は借入を
行いながらの投資ですので、リスク管理の重要性は通常の投資より
も高いと考えられます。

今回はポートフォリオを不動産に絞り、その中で細分化し、築年数、エリア、物件
種別の３つの観点から解説して行きます。

①築年数
築年数による分散は、入居の安定、節税対策、修繕のリスク対策に有効です。
所有している物件が築古物件の場合、入居が決まりづらいケース、 突発的な
修繕、減価償却の終了等のデメリットがあります。築年数の浅い物件と組み合わ
せることで、メリット・デメリットをそれぞれ補う賃貸経営が期待できます。

②エリア
エリアによる分散は、その賃貸物件が依存する需要（大学や工場等）が将来減少
するリスクに備えるケース等が想定されます。一方でエリアに関しては、リスク
が少ない本当に良いエリアであれば集中投資するという考え方もあります。一般
的に都心は利回りは低く、地方は利回りが高いので、賃貸需要を見極めたうえで
の判断が求められます。

③物件種類
物件種類による分散とはアパートやマンションなどの居住系だけでなく、事務所
や店舗などの事業用物件も併せて持つような方法のことです。他にも耐用年数の
違いから、鉄筋、鉄骨、木造等の構造で分ける場合もあります。それぞれ特性が
あるので、賃貸経営の目的を踏まえた選択が重要です。

他の投資商品と同様に、不動産もライフサイクルやトレンド
があります。ホテルやオフィスが良い時期もあれば、住居や
倉庫が良い時期もあります。特にコロナ禍では宿泊系や密を
伴う業態の店舗は軒並み影響を受けておりましたので、性格
の異なる複数の資産を分散して保有することで、安定的な
収益を上げることができると考えられます。弊社ではお客様
の目的に合わせた具体的なポートフォリオの提案も行って
おりますのでお気軽にご相談いただければと思います。
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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 担当：内藤・山本

８月 特選投資物件のご紹介！



」」
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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 担当：内藤・山本

８月 特選投資物件のご紹介！

区分事務所
豊島区南長崎5丁目
東長崎駅 徒歩4分

専有面積：49.08㎡（14.84坪）

1988年10月（築33年）
RC造陸屋根5階建

1,980万円

想定利回り7.27％

一棟アパート
埼玉県本庄市東台
本庄駅 徒歩14分

建ぺい率：60％容積率：200％

土地：218.28㎡（66.02坪）
建物：188.42㎡（56.99坪）

1991年4月（築30 年）
木造2階建

1,980万円

想定利回り12.9％

一棟アパート
葛飾区小菅1丁目
小菅駅 徒歩7分

建ぺい率：60％容積率：200％

土地：167.65㎡（50.71坪）
建物：153.90㎡（46.55坪）

2008年1月（築13年）
RC造3階建

8,200万円

想定利回り7.20％

一棟マンション
群馬県高崎市上富岡町
群馬八幡駅 徒歩19分

建ぺい率：60％容積率：200％

土地：798.69㎡（241.60坪）
建物：361.62㎡（109.39坪）

1996年8月（築25 年）
鉄骨造2階建

5,000万円

想定利回り10.17％

一棟マンション
埼玉県加須市南町
加須駅 徒歩10分

建ぺい率：60％容積率：150％

土地：998.34㎡（301.99坪）
建物：714.00㎡（215.98坪）

1998年11月（築23年）
鉄骨造3階建

7,700万円

想定利回り10.04％

一棟アパート
目黒区大岡山1丁目
大岡山駅 徒歩8分

建ぺい率：60％容積率：150％

土地：102.48㎡（31.00坪）
建物：173.65㎡（52.52坪）

1991年12月（築30年）
木造2階建

9,100万円

想定利回り7.38％

一棟マンション
埼玉県熊谷市榎町
上熊谷駅 徒歩7分

建ぺい率：80％容積率：400％

土地：527.67㎡（159.62坪）
建物：568.55㎡（171.99坪）

1995年1月（築26年）
鉄骨造4階建

9,250万円

想定利回り10.07％

一棟アパート
鎌倉市台3丁目

富士見町駅 徒歩1分
建ぺい率：60％容積率：200％

土地：202.35㎡（61.21坪）
建物：271.92㎡（82.25坪）

2021年2月（新築）
木造3階建

13,577万円

想定利回り7.0％



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2021/8/28
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

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 辰巳 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

17 竹澤 優佳 医師 3,000万円 1,500万円 利回り8%～、川崎市・横浜市

18 伊藤 仁海 住職 1,200万円 2,000万円 利回り7%～、積算重視

19 小山 達郎 会社員／金融 2,000万円 5,000万円 利回り8%～、エリア広域

20 岡本 康 会社役員／商社 6,000万円 5,000万円 利回り9%～、予算3億円

21 金子 英之 事業主／士業 3,000万円 5,000万円 利回り8%～、愛知県

22 比企 幹夫 会社役員／製造業 1,200万円 2,000万円 利回り8%～、千葉県

23 五十嵐 透 不動産賃貸業 5,000万円 4,000万円 1億円以内、積算重視

24 柴沼 郁夫 不動産賃貸業 12,000万円 20,000万円 利回り7%～、東京都

25 内藤 勝己 会社員／製造業 1,600万円 10,000万円 利回り7%～、東京都

26 小川 貴博 公務員 1,000万円 500万円 利回り10%～、埼玉県

27 松井 哲也 会社員／シンクタンク 1,400万円 1,500万円 利回り8%～、地方OK

28 加藤 信行 会社員／不動産業 1,300万円 2,000万円 利回り8%～、地方OK

29 卓 興鋼 会社員／商社 1,000万円 3,000万円 利回り7%～、東京都

30 原田 充 事業主／士業 5,000万円 10,000万円 3億円以内、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！

地域のオーナー様、国内外の
投資家向けセミナーの講演
や富裕層、会社経営者様等
の資産形成コンサルティング
実績のある講師が、最新の
不動産市場・不動産投資に
ついてわかりやすく解説！！


