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P,1 ⼊居率地域1番を目指して
P,2 今月のトピックス
P,2 スタッフ紹介
P,3 賃貸管理コーナー

P,4 業界ニュース
P,5 相続相談コーナー
P,6 ソリューションコーナー
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皆様にはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り深く感謝しております。

さて、弊社はおかげさまで今年で１５周年を迎えることがで

きました。

この機にさらなる努⼒を重ね、賃貸仲介・賃貸管理を受け持

たせていただくほか、より⼀層の⾼みを目指し、資産管理など

新たなサービスにチャレンジすることでオーナー様にご満足い

ただけるような会社にしていく所存です。

まず、その第⼀弾としてこの「賃貸経営通信」を発⾏し、

色々な情報を発信してまいります。

今年で15周年。これからもオーナー様の資産をお守りします。

資産管理担当の

鎌田です

管理物件 入居率94.45％
（平成27年9月末 現在）

優先順位１ 自社管理物件

⼊居率を高めるには、まず以下の2つしかありません。

①既存入居者の退去を減らすこと

②新規入居者を獲得すること

①の退去を減らすためには、ご⼊居者様満⾜度の向上を図る必要があります。

しかし、賃貸物件の場合は、転勤、卒業などにより一定の退去は必ずあります。

⾼⼊居率を維持するためには、いかに新規の⼊居者を獲得するかが非常に重要な

問題です。

当社では、管理物件を最重要物件として、優先順位は１位でご紹介

しています︕
⼊居者募集から退去までの管理はもちろん、⻑期の安定経営のサポートを目指

します。

管理物件入居率地域1番を目指して
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不慣れなことでございますのでご不

便をおかけすることもあるかもしれま

せんが、今後とも変わらぬご指導を賜

ります様心からお願い申し上げます。 多くのスタッフと

日々研鑽しています



今月のトピックス

第５回 ｅｐｍ不動産 賃貸経営セミナーのお知らせ
先着先着先着先着

20202020名様名様名様名様

参加費参加費参加費参加費
無料無料無料無料

※どなたでも無料でご参加いただけます。

要予約

㈱福岡相続サポートセンター代表取締役会長 伊瀬知 晃

日時日時日時日時
日

講師

会場会場会場会場 ｅｐｍ不動産 本店
木更津市東太田４ー３－７

受付受付受付受付

開始開始開始開始 終了終了終了終了

ご参加希望は、お電話にて

ご連絡ください。

担当：本店または鎌田まで

ＴＥＬ： 0438-98-6300

講講講講 演演演演
テーマテーマテーマテーマ

どうして相談対策が必要なのか！どうして相談対策が必要なのか！どうして相談対策が必要なのか！どうして相談対策が必要なのか！
～今まで不確かだった相続に～今まで不確かだった相続に～今まで不確かだった相続に～今まで不確かだった相続に対するきっかけがわ対するきっかけがわ対するきっかけがわ対するきっかけがわかる～かる～かる～かる～

スタッフ紹介

『地域ナンバーワン店を
目指します！』

氏名氏名氏名氏名 仲山仲山仲山仲山 貴史（ナカヤマ貴史（ナカヤマ貴史（ナカヤマ貴史（ナカヤマ タカシ）タカシ）タカシ）タカシ）

出身地出身地出身地出身地 千葉県木更津市千葉県木更津市千葉県木更津市千葉県木更津市

勤務勤務勤務勤務部署／役職部署／役職部署／役職部署／役職 賃貸事業部賃貸事業部賃貸事業部賃貸事業部袖ケ浦店／取締役袖ケ浦店／取締役袖ケ浦店／取締役袖ケ浦店／取締役部長部長部長部長

入社年月入社年月入社年月入社年月 平成平成平成平成20202020年年年年3333月月月月

休日の過ごし方休日の過ごし方休日の過ごし方休日の過ごし方
トレーニングジムトレーニングジムトレーニングジムトレーニングジム

スーパー銭湯で汗を流すことスーパー銭湯で汗を流すことスーパー銭湯で汗を流すことスーパー銭湯で汗を流すこと

最近嬉しかったこと最近嬉しかったこと最近嬉しかったこと最近嬉しかったこと ようやくマイホームが持てますようやくマイホームが持てますようやくマイホームが持てますようやくマイホームが持てます

座右の銘座右の銘座右の銘座右の銘 今を大切にする今を大切にする今を大切にする今を大切にする

ひとことひとことひとことひとこと

賃貸事業部の仲山貴史と申します。賃貸事業部の仲山貴史と申します。賃貸事業部の仲山貴史と申します。賃貸事業部の仲山貴史と申します。

入社入社入社入社8888年目になります。年目になります。年目になります。年目になります。

オーナー様には空室に対し最適なご提案を心掛け、募集を行っておりオーナー様には空室に対し最適なご提案を心掛け、募集を行っておりオーナー様には空室に対し最適なご提案を心掛け、募集を行っておりオーナー様には空室に対し最適なご提案を心掛け、募集を行っており

ます。ます。ます。ます。

袖ヶ浦にお越しの際はお気軽にお立ち寄りください。袖ヶ浦にお越しの際はお気軽にお立ち寄りください。袖ヶ浦にお越しの際はお気軽にお立ち寄りください。袖ヶ浦にお越しの際はお気軽にお立ち寄りください。
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賃貸管理コーナー

epm不動産

資産管理担当 鎌田

〜賃貸物件の収益最⼤化を目指して〜

～賃貸住宅市場の把握～競合物件の動向を知る～～賃貸住宅市場の把握～競合物件の動向を知る～～賃貸住宅市場の把握～競合物件の動向を知る～～賃貸住宅市場の把握～競合物件の動向を知る～

⼊居促進のためには、将来を⾒据えた賃貸条件の設定が重要です。

適正な条件を決めるため、賃貸住宅市場を把握するうえでの考え⽅や賃貸条

件の設定で留意すべきポイントについて解説します。

賃料にはある程度相場があるといわれます。このエリアで相場が６万円という意味は、このエリアで

その築年数、間取り、広さ、仕様だと６万円で募集をしていますが、みんな空いているということです。

これは「相場賃料」と「成約賃料」との違いということです。成約＝適正賃料とは２ケ⽉以内くらい
で決まる賃料を⾔います。また、実際の不動産は同じものが⼀つとしてなく、⽴地・規模・築年数だけ
で賃貸条件を決めるのはかなり乱暴です。賃貸条件を決めるには、物件の個別性を考慮しつつ、競合物

件との競争⼒⽐較や周辺エリアでの⼊居者の動向を分析する必要があります。対象物件で想定される⼊

居者が賃貸物件を選ぶ際にどのような物件が候補に挙がり、入居者の視点の順位付けでどれくらいの位

置付けになりそうなのかを把握します。

下表は対象物件を想定した、競合そして成約物件の競争⼒を⽐較した表です。

＜競合＆成約物件競争⼒⽐較表＞

物件名 号室 築年数 面積 家賃 共益費 駐車場 月額計 礼金 敷金 初期費用 ｴｱｺﾝ
CA

TV

TV

ﾄﾞｱﾎﾝ

ｳｫｼｭ

ﾚｯﾄ

追炊

機能

浴室

乾燥

ｶﾞｽ

ｺﾝﾛ

ｶｳﾝ

ﾀｰ

ｷｯﾁﾝ

ｶﾗｰ

ﾘﾌｫ

ｰﾑ

対象 Aﾊｲﾂ A101 14 46 61,000 込 3,000 64,000 1 2 290,880 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Bﾊｲﾂ 202 12 45 53,000 2,000 込 55,000 1 1 200,380 ○ ○ ○ ○ ○ ○

ﾘﾋﾞﾝｸﾞﾀｳﾝC 203 12 43 55,000 3,000 込 58,000 1 2 263,880 ○ ○ ○ ○ ○ ○

Dﾊｲﾂ 205 14 45 58,000 2,000 3,150 63,150 1 2 280,605 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Eﾛﾜｲﾔﾙ B102 11 40 54,000 2,000 込 56,000 1 1 203,880 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Fﾋﾞﾚｯｼﾞ 101 11 40 50,000 3,000 込 53,000 0 1 141,380 ○ ○ ○ ○ ○

ｶｰｻG 202 10 47 52,000 2,000 込 54,000 1 1 196,880 ○ ○ ○ ○ ○

Hｳｯﾄﾞ 102 13 45 50,000 2,000 込 52,000 0 1 139,880 ○ ○ ○ ○ ○

競

合

成

約

対策は「現時点で競合に勝てる条件」をベースに、「将来を⾒越した戦略的な考え⽅」によ

る調整を加え、それに「オーナー事情」を加味して決定すべきです。⾼い賃料単価にこだわっ

て⼊居者の決定時期が遅れてしまうことを考えると、多少賃料を安くしてでも賃料が⼊らない

期間をなくす戦略を採るほうが、得策である場合が多いです。⼊居者が平均４〜５年程度で⼊

れ替わることも考慮に⼊れれば、⼊居者を募集する時点で、すぐ⼊居を決めてくれる賃料設定

することが理にかなっていると⾔えます。

また、近々物件の売却を想定しているオーナーは、期間収益より想定売却時点の賃料収⼊を

優先する考え⽅もあります。⼀⽅で⻑期保有を想定しているオーナーであれば、トータル賃料

収入が多くなるほうがいいと考えるのが普通であり、そのためにはある期間を想定して、その

期間中の賃料収⼊が賃貸条件をどの程度の⽔準にしたときに最⼤になりそうか、商品⼒を上げ

る設備投資などの⼯夫をしていけば、相場を超える賃料で⼊居者誘致ができる時代にもなって

います。
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業界ニュース

㈱船井総合研究所
管理営業ビジネスチーム

経営コンサルタント
木部正章

〜賃貸物件の収益最⼤化を目指して〜

再生リフォーム・設備投資の判断基準再生リフォーム・設備投資の判断基準再生リフォーム・設備投資の判断基準再生リフォーム・設備投資の判断基準

リスクから逆算するタイミングとコスト！リスクから逆算するタイミングとコスト！リスクから逆算するタイミングとコスト！リスクから逆算するタイミングとコスト！

築年数が早くて１０年位から、物件の陳腐化がみられます。

新築の供給増、設備仕様の進化のスピードが早いこと。そして、入居者ニーズ

の変化がその原因です。

築年数が経過して陳腐化した物件は、ある程度コストをかけて根本的に「間取

り」「設備・仕様」「外観・外構」をリフォームで再生する必要があります。

似たような間取り、広さ、設備仕様の空き物件が多く、家賃を下げても決まらないというエリアが全

国的に年々増えています。 コストをかけて将来への設備投資をしなければ物件の価値は向上しないと

いうことは事実です。

しかし、一部屋あたり数百万円のコストをかける決断が、オーナー様にも出来ないことも多いもので

す。

それも当然で、本当にこれだけのコストをかけて良いのか︖成果は上がるのか︖今のタイミングなの
か︖という疑問があるからです。

結果、築年数がある程度経過しても何もしない物件はますます稼働率が悪化し、ただ家賃を下げ続け

るのみ、最悪は再投資をしたいと思った時に気⼒も資⾦も底をついてしまいます。

対策は、このまま放っておいた場合（現状維持）の収支の予測と、再生リフォームしたした場合の収

⽀の⽐較を⾏うことです。今の時代、再⽣リフォームをしたからといって家賃の⼤幅アップは期待でき

ません。

しかし、何もしなかった場合と⽐べて家賃下落は⽌まり、稼働率は上がります。⽐較すると再⽣リ
フォームをすると約１０年で⼀⼾あたり家賃１年〜２年分の⼿残りの違いが⽣じる物件が多いです。

退去すると次の入居者が決まるまで平均６ケ月を要している物件は、空室リスクの家賃６ケ月分の再

⽣リフォームを⾏って効果を検証してみる。

再生リフォームすることで、物件の価値と入居者満足は向上します。

つまり、空室期間（稼働率）のリスク、家賃下落率のリスクから逆算して、再⽣リフォームコストと
タイミングを決断します。設備投資することで短期的には損ですが、⻑期的な得を目指す賃貸経営⼒が
求まられています。

再生リフォームしない場合 再生リフォームした場合

家賃 ５．４万円／月 ６万円／月

稼働率 80% 90%

１０年間の収入 ５１８．４万円 ６４８万円

支出（収入の２０％） １０３．６万円 １２９．６万円

再生リフォーム費用 なし １００万円

４１４．７万円 ４１８．４万円

収入

支出

１０年間の収支

＜再⽣リフォームしないまま賃貸した場合・再⽣して賃貸した場合の１０年間の収⽀（１室の試算例）＞

※所得税・住⺠税はケースによって税率が異なるので、ここでは収⽀計算から除外しています。
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相続相談コーナー

Ｑ．二次相続まで考えた節税対策とは？Ｑ．二次相続まで考えた節税対策とは？Ｑ．二次相続まで考えた節税対策とは？Ｑ．二次相続まで考えた節税対策とは？

配偶者控除を活用することで、一次相続では相続税が節税になりますが、配偶者も

財産が多い時や相続人が少ない時、二次相続も合わせると大きく負担増となることが

あります。下記の事例は３つのパターンでの相続税合計額を比較したものです。

(物件１億、自宅4,000万、現金6,000万)

相続財産 相続税 相続財産 相続税

妻 16,000万円 0 -- --

子供 4,000万円 668万円 16,000万円 3,260万円

妻 10,000万円 0 -- --

子供 10,000万円 1,670万円 10,000万円 1,220万円

妻 6,000万円 0 -- --

子供 14,000万円 2,338万円 6,000万円 310万円

(例)相続財産2億円、相続人：妻、子供１人(例)相続財産2億円、相続人：妻、子供１人(例)相続財産2億円、相続人：妻、子供１人(例)相続財産2億円、相続人：妻、子供１人

3,928万円3,928万円3,928万円3,928万円

2,890万円2,890万円2,890万円2,890万円

2,648万円2,648万円2,648万円2,648万円

一次相続時 二次相続時
相続税合計相続税合計相続税合計相続税合計

配偶者控除いっぱい

法定相続割合

子供が7割取得

相続

人
パターン

配偶者が取得する方が有利配偶者が取得する方が有利配偶者が取得する方が有利配偶者が取得する方が有利な財産

・相続が終わってから価値が減るもの価値が減るもの価値が減るもの価値が減るもの

・現預金や有価証券など、すぐに換金化でき、対策に活用できるもの

子供が取得する方が有利子供が取得する方が有利子供が取得する方が有利子供が取得する方が有利な財産

・相続が終わってから価値が増加するもの価値が増加するもの価値が増加するもの価値が増加するもの

・収益物件収益物件収益物件収益物件(但し子供の所得が高い場合、配偶者が相続する方が有利な場合も)

二次相続も踏まえて分割対策分割対策分割対策分割対策をすることが、結果的に節税対策節税対策節税対策節税対策に

なることがあります！

相続財産の評価方法や特例適用については一定の条件があります。相続財産の評価方法や特例適用については一定の条件があります。相続財産の評価方法や特例適用については一定の条件があります。相続財産の評価方法や特例適用については一定の条件があります。
相続に関するお悩みもお気軽にご相談ください！資産税に詳しい各専門家（税理相続に関するお悩みもお気軽にご相談ください！資産税に詳しい各専門家（税理相続に関するお悩みもお気軽にご相談ください！資産税に詳しい各専門家（税理相続に関するお悩みもお気軽にご相談ください！資産税に詳しい各専門家（税理
士・弁護士・鑑定士等）と連携してサポートしています。士・弁護士・鑑定士等）と連携してサポートしています。士・弁護士・鑑定士等）と連携してサポートしています。士・弁護士・鑑定士等）と連携してサポートしています。
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不動産ソリューションコーナー

平素はお世話になり誠に有難うございます。

現在、収益物件を中心に売買市場は品薄ということもあり、比較的高値で売却されて

いるケースが多くなっています。所有されている不動産において、売却を検討される資産

がございましたらお気軽にお声掛けください。

また相続対策などで買い替えなどについても検討されておられるようであれば、合わせ

てお気軽にご相談ください。

弊社の管理物件の分譲マンションの１室や戸建てにおいても賃貸と並行して売却の募

集をかけるケースも増えてきております。入居中の不動産であっても入居者様への売却

の打診なども行っておりますので、もし売却を検討されている場合はご相談ください。

また、現在の所有物件の資産価値を知りたい！という方もお気軽にお問い合わせくだ

さいませ。

無料で不動産査定の方もさせて頂いております。

まわりの人に知られたくない、早急に現金化したいなどございましたらお気軽にご相談

ください。

収益不動産を中心に売買市場は品薄ということ収益不動産を中心に売買市場は品薄ということ収益不動産を中心に売買市場は品薄ということ収益不動産を中心に売買市場は品薄ということ

もあり、比較的高値で売却されています！もあり、比較的高値で売却されています！もあり、比較的高値で売却されています！もあり、比較的高値で売却されています！
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●より良い賃貸経営へのご相談はこちら●

お問合せ先：「epm不動産賃貸経営通信」事務局 担当：鎌田

TEL:0438-98-6300

□空室について

□リフォームについて

□家賃滞納について

□賃貸管理について

□不動産購⼊について

□売却について

□土地活用について

□相続対策について

□生命保険について

□その他、資産管理など
お気軽にご相談ください︕

店舗紹介

千葉県⽊更津市東太⽥4-3-7

TEL︓0438-98-6300

営業時間 定休日
朝 9時00分〜午後6時00分（本店）
朝10時00分〜午後7時00分（袖ケ浦店）

定休なし（本店）

毎週水曜日

第2・4火曜日（袖ケ浦店）

本本本本 店店店店 袖ヶ浦店袖ヶ浦店袖ヶ浦店袖ヶ浦店 袖ヶ浦開発袖ヶ浦開発袖ヶ浦開発袖ヶ浦開発

千葉県袖ケ浦市福王台2-1-7

TEL︓0438-63-9900

千葉県袖ケ浦市福王台2-1-3

TEL︓0438-63-5808

ｅｐｍｅｐｍｅｐｍｅｐｍ
グループグループグループグループ
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