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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 
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感謝状 

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。 

 

 先日、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会（以下、日管協）より 

感謝状を頂きました。いくつになってもこういったものは嬉しいなと 

思います。笑 

 

内容としては、賃貸住宅管理業法に対応する業務チェックシートを 

作成するお手伝いをさせて頂いたことに対するものです。 

 

昨年6月に新しい法律「賃貸住宅管理業法」が施行されました。 

しかしそもそも「賃貸管理」とはどのような業務をいうのかが曖昧 

だったので、具体的な業務項目をチェックシートとしてまとめる 

お手伝いをさせて頂きました。 

 

約一年をかけて主に関東エリアの優良賃貸管理業者の方々と話を重ねていき、昨年末に完成させ

ることができました。このチェックシートが全国の賃貸管理業者の方々へ、さらにはオーナーの皆様

へ浸透していくことを考えると、その責任重大さと共に大きなやりがいや喜びを感じています。 

 

今年は、さらに全国からメンバーが集まり、より実務寄りの打ち合わせを重ねていく予定です。 

全国から賃貸管理に関する熱いメンバーが集まることを考えると、いまから本当に楽しみです。 

 

個人的に不動産管理の仕事として一番大切なことは、依頼人に対する想いだと思います。 

「クライアントに対して誠実で、クライアントの利益を第一に考える。」当たり前のことなのですが、 

不動産業自体が利益相反を招きやすいビジネス構造で 

あるため、意識しないと難しいことなのです。 

 

たくさんある不動産会社を選ぶ基準として、オーナー様に 

そういった視点をもって頂けるよう周知していくこと、 

またそういった不動産管理会社を一社でも多く日本全国に 

広めていきたいと思います。 

https://1.bp.blogspot.com/-lntmGjyV1ik/WRkuqkBSHRI/AAAAAAABETM/hyLgXdrgYvEWL8NHa7nR6Fh0s8eEiZ3wwCLcB/s800/soudan_setsumei_business_old.png
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入居者募集・管理に関するご相談は 0120-07-2525 担当：山本・関口 

「コロナ」が発生した2019年の年末。それからというもの緊急事態宣言の発令、 

学校ではオンライン授業化、卒業式・入学式の取りやめ、会社ではリモートワーク推奨と 

賃貸市場はかなり厳しい状況が続いておりました。 
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スタッフ紹介 新しい仲間が加わりました♪ 

氏名 河野 雅名（かわの まさな） 

出身地 大分県 

部署 営業 

入社年月 ２０２２年２月 

休日の過ごし方 散歩・食べ歩き 

最近嬉しかったこと 弟がケーキ屋を出店しました 

好きな食べ物 チキン南蛮 

   ひとこと 
趣味はデコ電制作・食べ歩きです！ 
みなさまに顔と名前を早く憶えていただけるよう頑張ります！ 

ミニ特集★コロナ渦繁忙期３年目を終えて 

 ２０２０年１月に国内で新型コロナウイルスの感染者が確認されてから、 

不動産業界の「繁忙期」とされる１月～３月の動きがそれまでと大きく変わりました。 

３年目となる今年の春。賃貸業界では下記のような市場動向が見られました。 
 

平均家賃の前年同月比はシングル向き・カップル向きが下落、 

ファミリー向き・大型ファミリー向きが上昇した。 

面積が狭いタイプほど下落幅が大きく、 

広いタイプほど上昇幅が大きい傾向にある。 

     アットホームラボ株式会社調べ 

実際に今年は単身者向けの物件については特に、 

初期費用を含め月々の家賃を抑える傾向にあり、それは学生でも社会人でも同じでした。 

逆に、ファミリー層については、働く人の在宅率及びその長期化により、 

快適な自宅空間を求める需要が高く、住み替えるタイミングで購入を考える方も多かったように思えます。 
 

 コロナによるライフスタイルの変化で、賃貸でも設備の充実さを求めてお引越しをされる 

 方も多くみられました。とはいえ、引っ越しをするというだけで臨時に大きな支出が出ます。 
 

 そこで今回大きく功を奏した弊社独自の賃貸システム、「ゼロレント＋」。敷金・礼金ゼロは 

 繁忙期ではインパクトが通常より薄いため、初期費用を大きく抑えられるこのシステムで、 

 それをきっかけにご成約になったケースが多くございました！ 

 弊社管理物件のみのオリジナルシステム、ご興味のあるオーナー様は是非ご連絡ください！ 
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空室対策・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 

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 

賃貸経営５つのリスクとは？ 
    「数字」でリスクを見える化する！ 
 賃貸経営におけるリスクについて改めて考えたいと思います。
代表的なリスクとして、「空室」「家賃下落（価値下落）」
「天災」「金利上昇」「大規模修繕」が挙げられます。理由は、
キャッシュフローに大きな影響が出るからです。 

これらのリスクヘッジに必要なことは、何よりも「数字」を把握することです。 
空室や家賃下落のリスクヘッジとして有効なのは、前もって返済比率を抑えておく
ことです。返済比率を抑えれば月々の返済額が減り、キャッシュフローが多くなり
ます。金利上昇に関しても、基本的には返済比率を抑えることで対応できます。 
また、有利な条件で固定金利を選択しておくことでも対応できます。火災や地震等
の天災には、火災保険で対応するのが基本です。中には耐久性の観点からＲＣマン
ションなど耐久性が高い物件を選択されるオーナー様もいらっしゃいます。 
最後は大規模修繕です。コストはかかりますが、いずれ必要になるものです。将来
のシミュレーションの段階で、修繕費を早めに計上しておくことが重要です。 
いずれにしても、前もって対策を練っておくことが一番のリスクヘッジです。 
物件が常に満室を維持できるとは限りません。家賃下落を前提に経営します。管理
会社と相談のうえ、来年、そして５年後、１０年後の賃貸経営のために物件ごとに
ビジョン・目標・中期計画を立てることが、将来にわたってキャッシュフローを 
生み出す賃貸経営の第一歩です。 

キャッシュフローツリー チェックポイント 

  ① 総潜在収入（GPI） 家賃下落リスク 

－ ② 空室損、未回収損 空室リスク 

＋ ③ 雑収入 

＝ ④ 純賃貸料収入（EGI） 

－ ⑤ 運営費（OPEX） 修繕リスク 

＝ ⑥ 営業純利益（NOI） 

－ ⑦ 年間借入返済（ADS） 金利上昇リスク 

＝ ⑧ キャッシュフロー（CF） 
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不動産ソリューションコーナー 

資産引継、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 

コロナ禍、2022年問題、五輪後の不動産価格の下落等、多くの予想を覆し、 
不動産価格は上がり続けており、売却を検討されている方にとっては絶好の 
売り時となっております。また、昨今の不動産市場においては融資が厳しい中 
でも「収益物件」の需要が高まり、「収益物件」の価格が高騰しています。 
また、収益物件を欲しがる人が増えて、「収益物件」が不足しています。 
売却のチャンスを逃さないためにも今回は収益物件の売却のタイミングと 
検討理由を改めて整理してみました。 

タ イ ミ ン グ 検 討 理 由 

譲渡税の税率区分が 
変わるタイミング 

個人の方は、不動産売却時に生じた売却益に対し
て譲渡税（所得税・住民税）がかかります。この
譲渡税の税率は、所有期間が5年以下か5年超かで
異なります。 
5年以下：39.63％   5年超：20.315％  
売却益が生じている場合は5年超所有してから売却
した方が税負担が軽くなります。 

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。 

ローン金利の減少する 
タイミング 

ローンの金利は、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、経費に計上できる
金額が減少し、保有期間中の税負担が増加します。 

減価償却期間の終了 

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。 

Ｑ.収益物件の売却のタイミングと検討理由は？ 
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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  

４月 特選投資物件のご紹介！ 

掲載の物件情報は、原稿作成・印刷・発送の関係で時間差があり、 お問合せいただいた段階で 
成約済となっている場合がございます。 弊社では物件情報をメールでもお届けしておりますので 
メールアドレスをお知らせいただければ、配信させていただきます。お気軽にご相談ください。 
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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  

４月 特選投資物件のご紹介！ 

区分マンション 
足立区梅田１丁目 
五反野駅 徒歩９分 

専有面積：31.68㎡(9.58坪) 

平成15年1月（築19年） 
SRC/RC造14階建4階部分 

1,920万円 
想定利回り5.6％ 

区分マンション 
杉並区高円寺南２丁目 
新高円寺駅 徒歩８分 

専有面積：33.0㎡（9.98坪） 
平成3年4月（築31年） 
ＲＣ造４階建３階部分 

1,930万円 
想定利回り6.52％ 

一棟アパート 
日野市日野本町2丁目 
日野駅 徒歩５分 

土地：203.00㎡（61.40坪） 
建物：330.53㎡（99.98坪） 
昭和62年11月（築35年） 

鉄骨造３階建て 

8,190万円 
想定利回り7.58％ 

一棟アパート 
埼玉県狭山市南入曽 
入曽駅 徒歩５分 

土地：160.03㎡(48.40坪) 
建物：292.88㎡(88.59坪) 
平成7年2月（築27年） 
軽量鉄骨造3階建て 

5,800万円 
想定利回り8.50％ 

区分マンション 
足立区扇1丁目 

扇大橋駅 徒歩５分 
専有面積：37.42㎡(11.31坪) 

平成5年3月（築29年） 
軽量鉄骨造2階建 

1,980万円 
想定利回り5.45％ 

区分マンション 
荒川区東尾久6丁目 
熊野前駅 徒歩４分 

専有面積：30.02㎡（9.08坪） 
平成19年12月（築15年） 

RC造11階建8階部分 

1,830万円 
想定利回り5.31％ 

一棟アパート 
埼玉県越谷市大字大房 
北越谷駅 徒歩10分 

土地：539.10㎡（163.07坪） 
建物：397.48㎡（120.23坪） 

昭和61年3月（築36年） 
木造２階建 

9,500万円 
想定利回り9.49％ 

一棟アパート 
武蔵野市吉祥寺東町2丁目 

吉祥寺駅 徒歩14分 
土地：536.13㎡(162.17坪) 
建物：418.88㎡(126.71坪) 
平成30年7月（築４年） 

鉄骨造３階建 

40,500万円 
想定利回り4.99％ 
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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 

の相談 

物件の購入 
物件の売却 

の相談 

不動産投資 

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
大募集！ 

 相続 
コンサル 
の相談 

～地域のお客様の一番近い不動産会社でありたい～ 



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】 



賃貸経営をされている方、お持ちの不動産価値を知りたい方であればどなたでもご参加いただけます。 

講演 
内容 

①取引事例、統計データ、土地調査、周辺環境から分析する物件の将来性 

③不動産のプロが使うグローバル規格の投資指標とシミュレーションを公開 

④業界導入No.1の賃料査定システム(AI搭載)で適正家賃がスグにわかる！ 

②金融機関が採用しているAI分析ツール初公開！ビッグデータに基づく査定 

⑤弊社独自のシステム！圧倒的データ量から考察する不動産市場と相場の今 

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  2022/4/23 
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。 

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

予約受付中 

https://ekoda-buy.jp/ 

講師陣は不動産業界に精通したスペシャリスト！ 
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！！ 

最新のAI・ITで不動産分析・診断の方法を解説！ 
不動産の知見・経験とテクノロジーの融合を初公開！ 

地域オーナー様、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！！ 


