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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

オーナー K様 築年数 25年 間取り 2ＤＫ 構造 木造

賃料
41,000円
→44,000円
※2階45,000円

世帯数 3世帯 空室 3世帯 ⼊居率 0→100％

管理物件 入居率93.85％
（平成27年11月20日現在） 優先順位1 自社管理物件

おかげさまで満室達成！おかげさまで満室達成！おかげさまで満室達成！おかげさまで満室達成！ 月額収入月額収入月額収入月額収入 0000円円円円→→→→13131313万万万万3333千円千円千円千円

[満室ｏｒ収益最大化事例 紹介] 退室状態のまま数年間空室・・・

[満室満室満室満室or家賃アップの対策家賃アップの対策家賃アップの対策家賃アップの対策]
①ｅゼロの導入

②ネット上で物件情報を大公開

③管理物件の案内優先の徹底
④定期清掃で外回りもきれいに

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。



「家具が無いとイメージがわかない・・・」「置きたい家具はあるけど置いた

ら部屋が狭くなっちゃうかな︖」など、住んだ後のイメージをしやすいようにモ
デルルームを作り空室募集のお⼿伝いをさせて頂きます︕
さらにお部屋の壁を一面だけカラークロスでアクセントをつけたり、床を白系

にしてお部屋を明るくみせたりすることでより⼀層魅⼒的にお部屋をご紹介でき
ます。

ｅｐｍ不動産スタッフが腕によりをかけたコーディネイトのお部屋を、ぜひ現地
でご案内させてください︕

モデルルームで

スタッフ紹介
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今月のトピックス

ワンランクアップの 空室募集！

『気持ちを込めて働きます！』

氏名氏名氏名氏名 鈴木鈴木鈴木鈴木 貴文（スズキ貴文（スズキ貴文（スズキ貴文（スズキ タカフミ）タカフミ）タカフミ）タカフミ）

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 メンテナンス事業部／取締役メンテナンス事業部／取締役メンテナンス事業部／取締役メンテナンス事業部／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１５年１２月平成１５年１２月平成１５年１２月平成１５年１２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
旅行、旅行、旅行、旅行、

ラグビー（都内クラブチーム所属）ラグビー（都内クラブチーム所属）ラグビー（都内クラブチーム所属）ラグビー（都内クラブチーム所属）

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
外構工事後の出来栄えに対し、施主外構工事後の出来栄えに対し、施主外構工事後の出来栄えに対し、施主外構工事後の出来栄えに対し、施主

（オーナー）様に喜んでいただいたこと（オーナー）様に喜んでいただいたこと（オーナー）様に喜んでいただいたこと（オーナー）様に喜んでいただいたこと

座右の銘座右の銘座右の銘座右の銘 為せば成る為せば成る為せば成る為せば成る

ひとことひとことひとことひとこと

メンテナンス事業部の鈴木です。メンテナンス事業部の鈴木です。メンテナンス事業部の鈴木です。メンテナンス事業部の鈴木です。

日頃よりお世話になっているオーナー様、また新しく弊社を選んで日頃よりお世話になっているオーナー様、また新しく弊社を選んで日頃よりお世話になっているオーナー様、また新しく弊社を選んで日頃よりお世話になっているオーナー様、また新しく弊社を選んで

いただいたオーナー様へ、このご縁を大切にし、今後実績でご満足いただいたオーナー様へ、このご縁を大切にし、今後実績でご満足いただいたオーナー様へ、このご縁を大切にし、今後実績でご満足いただいたオーナー様へ、このご縁を大切にし、今後実績でご満足

いただけるよう、力添えさせていただく所存でございます。修理にいただけるよう、力添えさせていただく所存でございます。修理にいただけるよう、力添えさせていただく所存でございます。修理にいただけるよう、力添えさせていただく所存でございます。修理に

関わらず、どのような事でもお気軽にご連絡下さい。関わらず、どのような事でもお気軽にご連絡下さい。関わらず、どのような事でもお気軽にご連絡下さい。関わらず、どのような事でもお気軽にご連絡下さい。



賃貸管理コーナー

epm不動産

資産管理担当 鎌田
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下図はキャッシュフローツリーの⾒本です。（ ）の数値は賃貸経営の⾒本となる目

安の数値と言われています。

【⾒えてくる課題と対策】

← 空室対策を⾏う（適正家賃を調べる）

← 滞納取⽴てに⼒を⼊れる

← ランニングコストの⾒直し

（固定資産税、管理料・保守点検費、修繕費他）

← 借換え・⾦利を下げる

← 節税対策を⾏う

▲運営費
（１５〜２０％以内）
※エレベータ有りの場合＋５％

▲空室損失・滞納損
（５〜１０％以内）

総
潜
在
収
入
（
家
賃

収
入
の
潜
在
能
力
）

家賃の下落を⽌める、

遅らせるリノベーショ
ン工事の実施 →

▲年間返済額
（５０〜５５％以内）

手残り・税引前

キャッシュフロー
（２０〜３０％以上）

▲税⾦（所得税・法人税）

キャッシュフロー経営でポイントをなる指標の⼀つに返済⽐率があります。

返済⽐率とは借⼊返済額が家賃の何％以内に納まっているのか︖という指標で、

返済⽐率 = （ 年間返済額 ÷ 総潜在収入 ）×１００％ という式で算出でき、

５０％以下で収まっていれば大丈夫というものです。

昔は家賃も⾼かったのでなんとかなりましたが、これからの時代は将来の返済⽐率を⾒据

えた賃貸経営をお勧めしています。

キャッシュフローツリーとは、家賃収入から手取りのキャッシュフロー
（収益）を得るまでの道筋を順番に書いていって、その収益⼒を予測する⼿

法です．キャッシュフローツリーを作る事で賃貸経営の課題と対策が⾒えて

きます。

““““キャッシュフロー経営のススメキャッシュフロー経営のススメキャッシュフロー経営のススメキャッシュフロー経営のススメ””””

〜賃貸物件の収益最⼤化を目指して〜



業界ニュース
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㈱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

マイナンバー制度は、このように個⼈あるいは法⼈に番号を付すことで、複数の機関に存在す

る情報を、同⼀⼈の情報であると確認するための制度です。

マイナンバーの利⽤目的は、「社会保障」、「税」、「災害対策」に限定して利⽤されること

になっていますが、
マイナンバー制度の導⼊により

（１）所得や他の⾏政サービスの受給状況を把握しやすくする。

（２）⾏政の効率化。

（３）国⺠の利便性の向上

を目的にしています。

賃貸経営におけるマイナンバーの利⽤場⾯

不動産の賃貸借契約において、年間の賃料等の合計⾦額が１５万円を超えて⽀払をする法⼈と

不動産業者である個⼈の⽅（主として建物の賃貸借の代理や仲介を目的とする事業を営んでいる

方を除く）は、支払調書の提出が必要になります。
社宅として利⽤するために法⼈で賃貸借契約を結んだり、サブリース契約をしたような場合が

該当することになるかと考えられます。
そのような場合には、支払調書作成・提出事務のため、賃貸人である大家さんはマイナンバー

の提供を求められることになります。
通常、賃貸借契約を結んだ時点で、⽉々の賃料額が決まっていることが多数であることから、

年内に⽀払う賃料額が１５万円を超えていればマイナンバーの提供を求められることになります。

（⼀⽅で、年の途中で賃貸借契約を締結したことにより年内での賃料額合計が１５万円に達しな

いときは、⽀払調書の作成が不要になるため、契約時点においては、マイナンバーの提供を求め

られることはありません）

※平成２７年４⽉１⽇現在法令等 国税庁のＨＰ 「不動産の使⽤料等の⽀払調書の提出範囲」

納税者

（賃貸人）

事業者

（法人の

賃借人）

税務署

番号通
知

賃料支
払

法定
調書

申告書

ナンバー
記載

管理

会社

マイナンバー制度はじまりました。マイナンバー制度はじまりました。マイナンバー制度はじまりました。マイナンバー制度はじまりました。

賃貸経営における対応は！賃貸経営における対応は！賃貸経営における対応は！賃貸経営における対応は！

平成２７年１０⽉から、市区町村から住⺠票を有する国⺠全員に対して、

１２桁の番号からなる個人番号が１人１つ指定され通知されました。
企業や公官庁などの法人においては、国税庁から１３桁の番号からなる法

人番号が１法人１つ指定され通知されました。



相続相談コーナー
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Ｑ．貸宅地と貸家建付地の評価の仕方は？Ｑ．貸宅地と貸家建付地の評価の仕方は？Ｑ．貸宅地と貸家建付地の評価の仕方は？Ｑ．貸宅地と貸家建付地の評価の仕方は？

土地を所有しているが、貸している場合の土地の権利を「底地」といいます。下記の
ように更地（自宅用の土地）評価額が５,０００万円の土地で借地権割合が６０％であ
れば「底地」の評価は額は２,０００万円です。「底地」は土地の所有者の財産で相続の
ときは、「貸宅地」として評価されます。更地の評価額から借地人の持っている借地権
を控除して評価することになっています。
また、土地所有者が自分の名義の賃貸アパートやマンションを建てて賃貸している場
合、その土地は「貸家建付地」となり、更地の評価額から借地割合と借家権割合（全
国一律３０％）をかけた分を引くことになっています。借地権割合６０％の土地では、６
０％と３０％をかけた１８％が貸家建付地の評価減となり、下記の土地評価が５,０００
万円の場合、 ４,１００万円の評価になります。尚、課税時期に賃貸されていないもの
として評価された場合は貸家建付地の評価減が使えないので注意が必要です。

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。理士・弁護士・鑑定士等）と連携してサポートしています。理士・弁護士・鑑定士等）と連携してサポートしています。理士・弁護士・鑑定士等）と連携してサポートしています。

※建物は借地人名義

※建物名義は土地と同一

●土地を他人に貸している場合＝貸宅地

評価額 借地権割合

５,０００万円×６０％＝３,０００ 万円
貸宅地評価額

５,０００万円－ ３,０００万円＝ ２,０００万円

●土地に賃貸住宅を建てている場合
＝貸家建付地

評価額 借地権割合 借家権割合

５,０００万円×（１－６０％×３０％）
貸家建付地評価額

＝ ４,１００万円



不動産ソリューションコーナー
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epmグループ 袖ヶ浦開発
売買担当 高橋

今回は資産の組み替えについてお伝えします。

所有している賃貸マンションは駅から遠く、老朽化も進みこれからの不安があります。
現在の賃借人が退去してしまうと、すぐに借主が見つからないかもしれません。空室の
ままだとならば、収入も減り、マイナス資産になってしまいます。そこで、売却して立地の
良い収益不動産へ買い替えることで、相続する方々へプラスの資産として渡すことなど
が資産の組み替えになります。

売却資金を
原資に

古い

駅から遠い

新しい

駅から近い

組み替え●将来性がない
●利回りが低い

●将来性がある
●利回りが高い

☆対策のポイント

①将来性がない、利回りが低いなどの条件の悪い不動産は

売却し、立地の良いなどの物件に組み替える

②収益不動産を購入する際に、金融機関から資金を借り入

れることによって優良負債をつくる

③贈与税がかからない範囲で贈与を活用する

④争いのない財産分割の対策を立てる

売却 購入

マイナスの財産をマイナスの財産をマイナスの財産をマイナスの財産を

プラスの財産に替えて相続させる！プラスの財産に替えて相続させる！プラスの財産に替えて相続させる！プラスの財産に替えて相続させる！



●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）

木更津本店木更津本店木更津本店木更津本店 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

epm不動産


