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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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 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。 

桜を感じられる喜び 

 皆さんは今年も桜を楽しむことが出来ましたか？？ 

楽しみ方にもいろいろあると思いますが、 

やはり家族や友人など誰かと一緒に桜の 

時間を楽しめると楽しさも倍増するのでは 

ないでしょうか。 

 

今年は仕事も忙しく家族で楽しむことは 

難しかったのですが、一人でも綺麗に咲き 

誇る桜があると思わず足をとめて魅入って 

しまいます。 

 

毎年桜を楽しめるのも、やはり健康だからこそです。 

最近はかなり忙しい日々が続いていましたが、桜を見て自然に 

足をとめての時間を楽しむように、忙しい日々にもゆっくりとした 

時間がもてるようにしたいです。 

 

日本には素晴らしい四季折々の景色があります。 

そんな幸せをもっともっと家族や仲間と楽しめる時間を 

持ちたいと思います。 

https://1.bp.blogspot.com/-lntmGjyV1ik/WRkuqkBSHRI/AAAAAAABETM/hyLgXdrgYvEWL8NHa7nR6Fh0s8eEiZ3wwCLcB/s800/soudan_setsumei_business_old.png
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特集ページ 「江古田周辺の変化いろいろ」 

矢島不動産本店の前にある、三菱ＵＦＪ銀行。 

2022年6月6日付で「練馬支店」と統合、 

最終営業日は6月3日との事。 
 
ＡＴＭは跡地または近隣に設置予定という事 

ですが、大きな銀行が江古田から消えてしまう 

のが寂しいですね・・・。 
 
因みに、店舗統合されても、店番や店名・口座番号は変わらないようですのでご安心ください。 

本店前の三菱ＵＦＪ銀行が・・・！ 

江古田に100均ＳＨＯＰが続々とＯＰＥＮ！ 

江古田の100円ショップと言えば、「meets.(ミーツ)」！ 

スタッフもいろいろお世話になってます！ 
 
と、今年の3月にはなんと「Seria(セリア)」がオープンしました。 

セリアと言えば、ちょっとおしゃれなデザインが人気のお店ですよね。 
 
     そして、4月にはパチンコ屋さんの跡地に「Watts(ワッツ)」が 

     オープンしました！ 
 
     100均でも店ごとに品ぞろえや 

     取扱い商品が違って楽しめます。 
      
     駅周辺で楽しめるお店が続々 

     オープンされるとわくわくが 

     止まりません。 

おにぎり専門店「NIGIRI-ME-」がオープン！ 

江古田駅から新桜台駅へ向かうゆうゆうロード商店街沿いに、 

おにぎり専門店がこの春にオープンしました！ 
 
様々なおにぎりはもちろん、“ポーク玉子おにぎり”、お弁当まで 

学生にも近隣で働く人々にも嬉しいお店。 
 
スタッフSの個人的なお勧めは「明太大葉」と「炙り味噌」だとか。 

ぜひいろんな味をお楽しみください！ 
 
【NIGIRI-ME-】 
OPEN11時～売り切れるまで 定休月・日曜 
練馬区栄町２５－１  TEL：050-3637-0122 
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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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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 

正しい節税で確実に利益を残す賃貸経営 
最近、不動産を取得されたお客様から経費についてご質問いただく機会が
増えて来ました。不動産所得を計算する際には、家賃収入の金額を正しく
計算することはもちろんですが、必要経費を正しく計算することが重要で
す。不動産所得は「収入金額－必要経費」です。 
仮に必要経費を多く計上しすぎてしまうと、税務署から指摘を受けて、後
からペナルティを加算して納税する場合があります。 逆に、必要経費を
計上し忘れた場合、多く税金を払うことになります。 

上記は賃貸経営に係る主な13種類の経費です。特に修繕費は「物件の価値を維持する」
「上げる」「どのくらい節税になるのか」その効果を把握したうえで、戦略的に使うこと
がベストです。今年リフォームした方がよいのか、来年に繰延した方がよいのか、 
オーナー様から質問をいただくことがあります。 
税率と物件の状況、入居者状況と時期を見ながらタイミングを見極める必要があります。 
弊社では物件に合ったご提案をオーナー様に実施させていただきます。 
是非お気軽にお問合せくださいませ。 

租税公課 
租税は税金のことで、印紙税、固定資産税、都市計画税、不動産取得税、自動車税（軽自動車税）、軽油引取税、事業税、  
事業所税、登録免許税、 確定申告書の提出期限延長の利子税など。 

損害保険料 賃貸物件にかけた火災保険や地震保険の保険料は経費にできます。 

減価償却費 建物や設備の取得費を法定耐用年数の期間にわたって経費とする。 

修繕費 建物の修繕や室内設備の交換などにかかった費用は、修繕費として費用に計上できます。 

借入金利子 不動産物件購入時の借入金を返済する際に毎月支払う利子が経費になる 

管理費 建物の管理会社に支払う費用が経費になる。 

広告宣伝費 入居者募集のための広告費は広告宣伝費として費用計上します。 

交通費 賃貸経営の業務のために発生した交通費は、経費計上できます。 

通信費 賃貸経営の業務で発生した電話代、ネット通信費、プロバイダ代、郵便代、送料などは通信費として経費計上できます。 

新聞図書費 賃貸経営に必要な情報収集のための新聞購読や書籍代は、新聞図書費として経費計上できます。 

接待交際費 取引先への接待などの飲食代や手土産・お中元・お歳暮などの贈答品代は経費計上します。 

消耗品費 事務用品や名刺は、消耗品費として費用計上できます。 

税理士への依頼等 確定申告や税務書類の作成などを依頼した場合の税理士報酬、年間の顧問契約費、トラブル解決のための弁護士費用など。 



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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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 

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。 
今回は物件売却のタイミングに関し、知っておきたい税金（譲渡税）の計算 
方法をお知らせいたします。 

Ｑ．投資需要増の今が売却のチャンスと 
  考えた場合の税金について教えてほしい！ 

◆譲渡損益と譲渡税（所得税・住民税） 

  ①譲渡損益 ＝ 売却収入 － 取得費 － 譲渡費用 

  ②譲渡税  ＝ 譲渡益 × 税率  

※取得費とは？  

  下記①②のいずれか大きい金額です。 

  ①売却収入×5％ 

  ②土地建物の購入金額 － 建物の減価償却費相当額 

建物の構造や使用期間に応じた建物価値の減少部分です。 
『建物購入金額×0.9×償却率×経過年数』で計算します。 
建物が事業用か非事業用かによって償却率が変わります。 

≪事例≫  
 40年前に1,850万円で購入した土地を4,000万円で売却した。諸経費は150万円。譲渡税は？ 

購入時の契約書等あり 

売却益   4,000万円 － 1,850万円 － 150万円 ＝ 2,000万円 

譲渡税   2,000万円 × 20.315％ ＝ 406万円 

実額 

契約書

購入時の契約書等なし 

売却益   4,000万円 － 200万円 － 150万円 ＝ 3,650万円 

4,000万円×5％ 

譲渡税   3,650万円 × 20.315％ ＝ 741万円 
契約書

契約書や領収書は、譲渡税を計算する際に必要になりますので、大事に保管してください。親が購入した不動産
を子が売却した場合も、親の購入金額と購入時期を引き継ぎます。もし、紛失してしまった場合でも、金額の 
手がかりとなるものがあれば実額取得費で計算して申告することも可能な場合があります。詳しくはお気軽に 
ご相談ください。 

所有期間※ 税 率

５年以下 39.63％
所得税 30.63％
住民税 9％

５年超 20.315％
所得税15.315％
住民税 5％

１０年超
（自宅のみ）

14.21％
所得税 10.21％
住民税 4％

※売却する年の１月１日における所有期間で判定します。 

税率表（居住用） 
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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 

５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 

５月 特選投資物件のご紹介！ 

一棟アパート×２棟 
千葉県流山市野々下4丁目 

豊四季駅 徒歩11分 
土地：165.28㎡（49.99坪） 
建物：136.84㎡（41.39坪） 

1994年2月（築28年） 
木造２階建×２ 

3,250万円 

想定利回り10.63％ 

区分マンション 
中野区中央４丁目 
新中野駅 徒歩８分 

専有面積：48.11㎡（14.55坪） 
1989年3月（築33年） 
ＲＣ造３階建１階部分 

2,300万円 

想定利回り6.26％ 

一棟マンション 
文京区白山３丁目 
茗荷谷駅 徒歩７分 

土地： 78.22㎡（23.66坪） 
建物：129.06㎡（39.04坪） 

1994年8月（築28年） 
ＲＣ造４階建２階部分 

8,000万円 

想定利回り5.5％ 

区分マンション 
目黒区目黒本町４丁目 
武蔵小山駅 徒歩12分 

専有面積：23.46㎡（7.1坪） 
1987年9月（築35年） 

ＲＣ造陸屋根４階建４階 

1,590万円 

想定利回り6.1％ 

売店舗 
杉並区上荻1丁目 
荻窪駅 徒歩４分 

土地：16.65㎡（5.03坪） 
建物：25.04㎡（7.57坪） 
1967年6月（築55年） 

木造２階建 

2,980万円 

想定利回り6.37％ 

一棟アパート 
中野区野方５丁目 
野方駅 徒歩３分 

土地：95.86㎡（29.00坪） 
建物：80.15㎡（24.25坪） 

1978年6月（築44年） 
木造２階建 

2,580万円 

想定利回り9.8％ 

区分マンション 
練馬区旭丘１丁目 
江古田駅 徒歩４分 

専有面積：34.76㎡（10.51坪） 

2007年12月（築15年） 
ＲＣ造８階建１階部分 

2,380万円 

想定利回り4.99％ 

区分マンション 
中野区若宮２丁目 
鷺ノ宮駅 徒歩８分 

専有面：33.56t㎡(10.15坪) 
1990年7月（築32年） 

ＲＣ造陸屋根3階建2階部分 

2,100万円 

想定利回り6.34％ 

１K×4室×2棟！ 

文京区の準工業地域！ 

3路線利用可能な 
２ＬＤＫ！ 

人が多く賑わう町荻窪 
立ち飲み居酒屋営業中！ 

角部屋の１DK！ 

土地の持分約11.2坪！ 
住友建設旧施工 

角部屋 
2面ルーフバルコニー 

2020年フルリフォーム済 
駅近オートロック付！ 



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！ 

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 

-9- 

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 

 相続 
コンサル 
の相談 



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  2022/5/21 
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 

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！！ 


