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今月の主な内容

P,1 お世話になります
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

＼住まいる⾒つかる︕／

2016年１⽉31日現在

管理運営物件⼊居率



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、早いもので弊社は今年で16年目を迎えることができま
した。これも、皆様のご指導をいただけたからこそと思います。
本当にありがとうございます。
今日の出来事ですが、この賃貸経営通信をもらったという県

外のオーナー様から「⽊更津の情報や税の情報が⼊⼿できるの

で、これからもよろしく︕」とお電話をいただきま

相続セミナー満員御礼！ 資産管理はお任せください。
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した。
今後もこの期待に答え、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、資産管理や相続サポートな
ど新たなサービスにチャレンジいく所存です。皆様
と邁進するｅｐｍでありたいと願います。

管理物件入居率地域1番を目指して！

2月に入りお部屋探しのお客様が多くなってきました。お客様の異動時期は退去も多いものです。
今回は早期⼊居を目指すｅｐｍ不動産の新たな取り組みについてご紹介したいと思います。
退去の連絡を受け付けたら「新しい空室物件が出る︕」「入居者を募集している」ということを少し
でも早く知ってもらうために、
①ホームページやポータルサイトで写真点数を多く掲載をする
②店頭ではイチオシ物件として大型ＴＶやチラシ広告でお客様へＰＲする
③物件にはのぼり旗の取付けや、モデルルームとして家具を設置する

このような対応の結果、クリーニング後1週間で申込みをいただいた物件も
あります︕
さらに敷⾦礼⾦￥0の「ｅゼロ」やフリーレントを利⽤した即決めキャン

ペーンで初期費⽤の安さをアピール︕このような募集を始めるまでのスピー
ドやスタッフの機動⼒は、空室対策の大きな武器になります︕
ｅｐｍ不動産は満室に向けて、常に新しいことに挑戦し続けています︕
空室に困っているオーナー様、ｅｐｍ不動産が⼒になります︕
お気軽にご連絡下さい︕

記事担当の仲山仲山仲山仲山です

管理物件 入居率94.31％
（平成28年2月20日現在）

優先順位1 自社管理物件

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。

2/14相続セミナー風景。皆さん真剣です！



スタッフ紹介

お客様第一！

何でもご相談下さい！

氏名氏名氏名氏名 尾髙尾髙尾髙尾髙 亜妙実（オダカ亜妙実（オダカ亜妙実（オダカ亜妙実（オダカ アサミ）アサミ）アサミ）アサミ）

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／主任メンテナンス事業部／主任メンテナンス事業部／主任メンテナンス事業部／主任

入社年月入社年月入社年月入社年月 平成１９年平成１９年平成１９年平成１９年 ６月６月６月６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 読書読書読書読書

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 車を新しく購入しました！車を新しく購入しました！車を新しく購入しました！車を新しく購入しました！

座右の銘座右の銘座右の銘座右の銘
「なんとかなるさ！」「なんとかなるさ！」「なんとかなるさ！」「なんとかなるさ！」

（尾髙家の家訓です）（尾髙家の家訓です）（尾髙家の家訓です）（尾髙家の家訓です）

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尾髙です。メンテナンス事業部の尾髙です。メンテナンス事業部の尾髙です。メンテナンス事業部の尾髙です。

日頃より、日頃より、日頃より、日頃より、『『『『女性目線女性目線女性目線女性目線』』』』で業務に取り組んでいます。で業務に取り組んでいます。で業務に取り組んでいます。で業務に取り組んでいます。

お客様の中には主婦や一人暮らしの女性も多く、同じ女性として安心お客様の中には主婦や一人暮らしの女性も多く、同じ女性として安心お客様の中には主婦や一人暮らしの女性も多く、同じ女性として安心お客様の中には主婦や一人暮らしの女性も多く、同じ女性として安心

して頂けているかと思います。して頂けているかと思います。して頂けているかと思います。して頂けているかと思います。

『『『『ありがとうありがとうありがとうありがとう』』』』の言葉を励みに、日々精進してまいります。の言葉を励みに、日々精進してまいります。の言葉を励みに、日々精進してまいります。の言葉を励みに、日々精進してまいります。
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今月のトピックス

この紙面をご覧のオーナー様で、空室があり、まだ
モデルルームになっていない（または報告を受けてい
ない）⽅がいらっしゃれば、是非ご連絡ください︕
ｅｐｍ不動産の管理物件で、空室が１ヶ⽉以上の物件は、モデルルーム

設置を無料で⾏なうことが出来ます。※モデルルームの在庫により一部相談の場合があります。

●モデルルームにすると●
①入居後のイメージをお客様にしてもらいやすくなり、②スタイリッシュ
な家具がお部屋にあることで、お部屋のグレードがワンランクアップして
⾒える︕という効果もあります。

スタイリッシュ

かわいい

アットホーム

シンプル

ラグジュアリー



賃貸管理コーナー

epm不動産

資産管理担当 鎌田
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空室対策、収益向上、資金繰り改善、リフォーム工事のご相談・お問い合わせは

℡ 0438-98-6300 担当：鎌田（かまだ）

＜賃貸管理ビジネス研究会報告＞＜賃貸管理ビジネス研究会報告＞＜賃貸管理ビジネス研究会報告＞＜賃貸管理ビジネス研究会報告＞

賃貸管理ビジネス研究会は、賃貸管理ビジネス研究会は、賃貸管理ビジネス研究会は、賃貸管理ビジネス研究会は、

入居率向上・収入の最大化・物件価値向上等入居率向上・収入の最大化・物件価値向上等入居率向上・収入の最大化・物件価値向上等入居率向上・収入の最大化・物件価値向上等
成功事例を共有、実践、研究する全国組織です！成功事例を共有、実践、研究する全国組織です！成功事例を共有、実践、研究する全国組織です！成功事例を共有、実践、研究する全国組織です！
当社は㈱船井総合研究所 主催の賃貸管理ビジネス研究会の会員です。

全国の管理会社、約150社が参加して、これからの賃貸管理ビジネスの
あり方、取り組みを実践、共有、研究しています。下記は家賃の適正化・
契約条件の緩和・リフォーム・リノベーションへの取り組みによる全国各
地の成功事例です。全国の満室、収益向上につながった事例からも学び、
弊社と致しましてもより良い提案を⼼がけます。

＜埼玉県Ａ社＞
①家賃適正化＆プチリフォーム事例
・競合物件との比較による家賃査定
・２ケ⽉以内で決まる賃料の適正化
⇒3年間⼊居率50%物件が9ヶ⽉で満室に︕

＜茨城県Ｂ社＞
②契約条件の緩和事例
・入居時費用ゼロ
・フリーレント
⇒なんと、2週間でお申し込みに︕

＜千葉県Ｃ社＞
③リノベーション＆契約条件緩和事例
・家賃を下げない＆上げる
・間取り変更、クロス張替え
・入居時費用ゼロ
⇒脅威の1週間でお申し込み︕

＜千葉県Ｄ社＞
④デザインリノベーション事例
・家賃を下げない＆上げる
・物件価値向上

⇒なんと、1週間で満室︕



業界ニュース
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㈱船井総合研究所
賃貸管理ビジネスチーム

グループマネージャー
松井哲也

2016201620162016年年年年 2222月、月、月、月、3333月で入居者をみつける方法月で入居者をみつける方法月で入居者をみつける方法月で入居者をみつける方法
今年のキーワードは「お値段以上！」今年のキーワードは「お値段以上！」今年のキーワードは「お値段以上！」今年のキーワードは「お値段以上！」

2016年も繁忙期に⼊っています。２、３⽉になれば⼊居者がみつかると思ってい
てはいけません。この時期は⼊居者も２倍になりますが、退去して市場に流通する物
件も２倍になるのです。今やお部屋探しの９０％はインターネットです。ネットでの
部屋探しへの対策は、まずは検索されて残る物件にすることです。⼊居者はまず家賃
＝予算で検索し、次に環境・設備・サービス⾯で絞りこみを⾏います。

今の入居者ニーズは、あって当たり前の”実家仕様”の設備・サービスで実家以上の快適な暮らしを希
望します。⽇当たりが悪い、⽴地が悪い、築年数が経っているなど物件に⽋点はつきものですが、その
他の要素で競合物件と⽐較し、対策を⽴てます。ポイントは設備・サービスはお値段以上です。ネット
時代に⼊居者が⾒つからない原因は、物件の価値の低下にあります。物件の価値とは、絶対価値×相対
価値です。

物件の価値はどのように判断できるか

（１）絶対価値 = モノとしての価値

(経年劣化)

⇒ 新しいものは高い、古いものは低い

（２）相対価値 = 市場との比較による価値

⇒ マーケットの若返りによる平均値上昇

既存物件の⽴ち位置は変わらない

何もしないでいると自動的に価値が下がる

相対価値が減る

結論、物件の価値 = 絶対価値×相対価値です。
価

値

築年数

（１）絶対価値とは

件
数

築年数 古 新

価値 低 高

（２）相対価値とは

５年前の

平均値

今の

平均値

対策を考えるための考え方として物件の価値を下記の式で表します。

価値（間取り・設備・築年数・差別化要素・・・）

価格(賃料、初期費⽤・・・)

物件⼒

商品⼒
≧ １=

今の時代多くの商品が 価値 ≧ 価格 (値段相応、値段以上) でないと売れていません。

つまり価値を上げて１以上にするか、価格を下げて１以上にするか、複合で１以上にするか、の選択になります。

賃貸物件賃貸物件賃貸物件賃貸物件のののの場合場合場合場合、、、、対策対策対策対策はははは次次次次のののの４４４４つですつですつですつです。。。。

リノベーション
（設備⼀新・間取り変更）

家賃適正化
２ケ⽉以内で決まる賃料

契約条件緩和
フリーレント・敷⾦/礼⾦ゼロ

化粧リフォーム
カラーリフォーム・家具家具付

賃料は相場で決まります。相場が５万円という意味は、このエリアでその間取りだと５万円で募集を
していますが、みんな空いているということです。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。賃料を下げないためには、「物件の価値」を上げるしかありません。現場（管理会社）の
声を聴き、他の物件と差別化し、入居者に選ばれるための早めの決断が供給過剰の今の繁忙期には必要
です︕



相続相談コーナー
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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各専門家各専門家各専門家
（（（（税理士・弁護士・鑑定士等）と連携してサポートしています。税理士・弁護士・鑑定士等）と連携してサポートしています。税理士・弁護士・鑑定士等）と連携してサポートしています。税理士・弁護士・鑑定士等）と連携してサポートしています。

【【【【ご相談・お問い合わせご相談・お問い合わせご相談・お問い合わせご相談・お問い合わせ】】】】オーナー様：相続＆不動産ご相談窓口オーナー様：相続＆不動産ご相談窓口オーナー様：相続＆不動産ご相談窓口オーナー様：相続＆不動産ご相談窓口

℡ 0438-98-6300 担当：鎌田（かまだ）

Ｑ．親から実家を相続したものの生活拠点の違いなどから放Ｑ．親から実家を相続したものの生活拠点の違いなどから放Ｑ．親から実家を相続したものの生活拠点の違いなどから放Ｑ．親から実家を相続したものの生活拠点の違いなどから放

置し、空き家になったままですが良い方法はありますか？置し、空き家になったままですが良い方法はありますか？置し、空き家になったままですが良い方法はありますか？置し、空き家になったままですが良い方法はありますか？

Ａ．一定の家賃が見込めなければ、売却を考えるのが無難でＡ．一定の家賃が見込めなければ、売却を考えるのが無難でＡ．一定の家賃が見込めなければ、売却を考えるのが無難でＡ．一定の家賃が見込めなければ、売却を考えるのが無難で

しょう。固定資産税のほか、掃除や火災保険など定期的しょう。固定資産税のほか、掃除や火災保険など定期的しょう。固定資産税のほか、掃除や火災保険など定期的しょう。固定資産税のほか、掃除や火災保険など定期的

に費用がかかり、家計の負担が増す可能性があります。に費用がかかり、家計の負担が増す可能性があります。に費用がかかり、家計の負担が増す可能性があります。に費用がかかり、家計の負担が増す可能性があります。

総務省の調査によると全国の空き家は2013年10月時点で820万戸で、空家率（住

宅全体に占める空き家の割合）は13.5%といずれも過去最高。

空き家になる理由で多いのは、親の死去などで引き継いだ家を持て余すパターン。国

交省の調査によると、空き家となった住宅を取得した理由の半数以上が「相続」です。

52%

23%

17%

2%
2%

4%

相続した

新築を購入した

中古を購入した

無償で譲渡された

不明

無回答

●空き家となった住宅を取得した理由は？

※国⼟交通省「2014年空き家実態調査」より

固定資産税６倍も
昨年、5月に全面施行された空き家対策特

別措置法では、倒壊の恐れなどのある空き家

については市町村が一定の手続きを経て、固

定資産税を最大6倍徴収されるようになりまし

た。

修繕費がかさむ賃貸修繕費がかさむ賃貸修繕費がかさむ賃貸修繕費がかさむ賃貸
もちろん賃貸も選択肢になりますが、一定の

家賃が条件になります。数十年住んだ家を貸

すときは水周りや外装のリフォームが必要にな

ることが多いですから、「5年程度でリフォーム

費を回収できるかが賃料の目安になります。」

4444月から月から月から月から3000300030003000万円まで控除万円まで控除万円まで控除万円まで控除
4月には相続した空き家を売った譲渡所得から

3000万円を控除する制度が始まる予定なので、利

用を考える人も増えていくことでしょう。但し、旧耐震

基準で建てた空き家は耐震リフォームしたり、解体し

たりして売ることが条件です。。

また、空き家をどうするか決められない場合も空き

家管理サービスを利用し、維持、保全に努めること

で、いざという時の活用をスムーズにしてくれます。



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。

【【【【ご相談・お問い合わせご相談・お問い合わせご相談・お問い合わせご相談・お問い合わせ】】】】オーナー様：相続＆不動産ご相談窓口オーナー様：相続＆不動産ご相談窓口オーナー様：相続＆不動産ご相談窓口オーナー様：相続＆不動産ご相談窓口

℡ 0438-98-6300 担当：鎌田（かまだ）

④活用 ⑤法人

購入

現金で持つより、不動産に換えたほうが

評価が下がる。また、現金が減ることで財

産が減るので対策になる。

利用価値の低い土地は売却し、収益の

上がる賃貸不動産に組み替える。

資産価値を高めつつ評価を下げる。

賃貸マンション賃貸マンション

売却

土地

家賃

現⾦を減らす

・土地に賃貸不動産を建てる ・賃貸経営の会社をつくる

家賃

現金で持つより、不動産に換えたほうが

評価が下がる。また、現金が減ることで財

産が減るので対策になる。

収入を分散

管理
会社

役
員
報
酬

賃貸経営は個人より、法人のほうが税制

上のメリットが多くある。また、配偶者や

子供を役員にすることで、家賃収入によ

る資産の増加が回避できる。

不動産ソリューションコーナー

-6-

Ｑ．相続した不動産の名義変更は、どうすればよいか？Ｑ．相続した不動産の名義変更は、どうすればよいか？Ｑ．相続した不動産の名義変更は、どうすればよいか？Ｑ．相続した不動産の名義変更は、どうすればよいか？

Ａ．土地や建物（不動産）を相続した場合にする名義変Ａ．土地や建物（不動産）を相続した場合にする名義変Ａ．土地や建物（不動産）を相続した場合にする名義変Ａ．土地や建物（不動産）を相続した場合にする名義変

更の手続きを「不動産の相続登記」といいます。実は相続更の手続きを「不動産の相続登記」といいます。実は相続更の手続きを「不動産の相続登記」といいます。実は相続更の手続きを「不動産の相続登記」といいます。実は相続

登記には期限はありません。よって、先祖代々の土地建登記には期限はありません。よって、先祖代々の土地建登記には期限はありません。よって、先祖代々の土地建登記には期限はありません。よって、先祖代々の土地建

物、特に生家や山林・田畑の登記名義が、亡くなった祖父物、特に生家や山林・田畑の登記名義が、亡くなった祖父物、特に生家や山林・田畑の登記名義が、亡くなった祖父物、特に生家や山林・田畑の登記名義が、亡くなった祖父

母のままのケースが多々あります。母のままのケースが多々あります。母のままのケースが多々あります。母のままのケースが多々あります。

しかし、相続登記しないと、相続人は不動産の所有権をしかし、相続登記しないと、相続人は不動産の所有権をしかし、相続登記しないと、相続人は不動産の所有権をしかし、相続登記しないと、相続人は不動産の所有権を

主張したり処分したりすることができません。特に売却を主張したり処分したりすることができません。特に売却を主張したり処分したりすることができません。特に売却を主張したり処分したりすることができません。特に売却をすすすす

る際は、相続登記が完了していることが必要です。る際は、相続登記が完了していることが必要です。る際は、相続登記が完了していることが必要です。る際は、相続登記が完了していることが必要です。

不動産は分けにくいからこそ難しい不動産は分けにくいからこそ難しい不動産は分けにくいからこそ難しい不動産は分けにくいからこそ難しい
相続発生後に土地や建物（不動産）の名義を変

更するには、誰がどの不動産を受け継ぐかを話し合

いで決める必要があります。

不動産は相続財産の中でも資産価値が高く、評

価額の大半を占めるのが通常です。しかし、不動産

は物理的に分けにくい財産です。一戸建ての自宅

を左右するに分けることは当然できません。土地の

場合、敷地の広さや形状・接道状況により価値が

変わります。

とはいえ、複数の相続人で不動産を「共有」するこ

とはお勧めできません。不動産は、名義を持つ全員

が合意しないと処分や活用ができません。

特に兄弟間での共有は、共に売却するか、一方

の持分を贈与・売買・相続により引き受けてない限

り解消できません。共有のまま名義人がなくなると、

更に配偶者や子供が相続して新たな共有者となる

ため権利関係が複雑になり、全員の合意を得るの

はまずます困難になります。

⇒共有は問題の先送りに過ぎません。

遺言書の準備が必須遺言書の準備が必須遺言書の準備が必須遺言書の準備が必須
不動産は出来る限り単独で相続することが望ま

しいですが、相続人間の話し合いによる合意形成

が難しいのであれば、遺言所の準備が必須です。

不動産を将来どう所有するかだけでなく、不動

産を生活の基盤とする相続人の人生設計も踏ま

え、相続させる先を決めることが大切です。



●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

賃貸・売買・管理 賃貸・売買・管理 売買専門店

発⾏︓epm不動産㈱


