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今月のご挨拶

いつもお世話になっております

いつもお世話になっております。
7月に入り異常気象の為か、大雨や台風の影響が強くなっています。
皆様におかれましてはお変わりなくお過ごしでしょうか？
お陰様で、7月末時点で全体の入居率95％（戸建・アパート・マン
ション合計）を達成する事ができました！これも一重に皆様が弊社
の取り組みにご理解、ご協力いただいた結果だと思っております。
この場を借りて御礼申し上げます。ありがとうございます！
今後も皆様のお悩み解決と賃貸経営のサポートに尽力してまいりま
すので、変わらぬご支援をよろしくお願い申し上げます。
※7月29日に予定しておりました、賃貸経営応援セミナーですが、
あいにくの台風で、日程を変更する事となりました。全3回のセミ
ナーとなっており、7月の日程が合わなかった皆様も、再度ご検討
いただけますと幸いです。スタッフ一同お待ちしておりますので、
是非ご参加下さいますよう重ねてお願い申し上げます。

セミナー開催のご案内
全３回シリーズ

徳島の賃貸経営者のための

賃貸経営応援セミナー

廣瀬 達史
Hirose Tatsushi
先⽇の台風により、⽇程を変更
させていただきました。参加を予
定いただいておりました皆様にお
かれましては、⼤変申し訳ござい
ませんでした。再度ご検討の程、
宜しくお願い申し上げます。

徳島の大家さんに今後５年、１０年、賃貸経営を成功していただくために、
最新の賃貸経営手法を全３回のシリーズでお伝えするセミナーを開催いたします。

２６日（日）

◎2018年最新の徳島の賃貸市場

第１回
動向公開︕
8/26(日) ◎身近なオーナーから学ぶこれだけは

８月
時間
場所

知っておきたい賃貸経営3ケ条

１３：００～１５：３０
株式会社フィット 徳島本社
徳島市川内町加賀須野1069-23

国道11号バイパス沿い加賀須野橋手前、
いえとち本舗の赤い看板が目印です。駐車場完備！

詳しくはお気軽に
お問合せください!!

お問合せは

ＴＥＬ.

第２回 ◎築20年以上の家賃収⼊⼤幅UP
事例とその取り組み
9/9(日) ◎税とうまく付き合う不動産経営法
第３回 ◎家賃収⼊を10年後も安定させる法
◎あなたの物件で考える将来の
10/28(日) 成功する賃貸経営計画と出⼝戦略

088-665-1700

お申込み
締切
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いつもお世話に
なっております！

賃貸管理
スタッフ
のご紹介
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上野 友美

高橋 奈津美

Sanda Michiko

Ueno Tomomi

Takahashi Natsumi
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おすすめサービス

こんな困ったありませんか？

築15年を超えたら賃貸物件の健康診断!!

⾒積無料
相談のみ大歓迎

緊急対応 し ま す
外壁・配管・リフォーム 診断/見積/工事
古くなってきて、建物が⼤丈夫かそ
ろそろ不安だ、という⽅も多いので
は︖早めの対応で、物件も⻑持ち
する可能性があります。建築してか
ら⼀度も診断してもらったことが無い
という⽅にもおすすめです︕

シーリング材の劣化

チョーキング

クラック

塗装の剥がれ

排水管から変な臭いが・・・つまりなど水回りのクレームが多い・・・ そんな時は!
外壁(診断・塗装)

配管洗浄

⼤切な物件の現状を、
わかりやすく診断書にい
たします。（塗装工事、
外壁補修、屋根修繕）

① 薬剤洗浄
② 高圧洗浄
③ トルネード洗浄

リフォーム
和室から洋室への工事
水周り （台所/浴室/トイレ）
間取り変更、
デザイン
Before
エクステリア
も事例あり。
After

詳しくはお気軽にお問合せください!!
診断は丁寧に、スピーディにいたします!

お問合せは

ＴＥＬ.
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088-665-1700

業界ニュース

賃貸業界の今をお伝えします

2018年投資物件購⼊に⼤きく影響する
⾦融機関の“審査基準”に迫る
ご存知の通り、⾦融庁は⾦融機関に対し不動産向け融資のリスクを点検する旨が⽰され、事業性を⾒極めた
適切な融資を⾏うよう、地⽅銀⾏などの⾦融機関に通告がなされました。そして、全国各地で⾦融機関による
審査基準がますます厳しくなっています。とは⾔っても、⾦融機関は事業用のローンを取りやめたわけではありま
せん。
今回は、全国の投資物件販売を積極的に⾏う不動産会社さんが、⽇々、⾦融機関から融資を引き出すため
に⾏っている取り組みから、昨今の“審査基準”のポイントをまとめました。

【⾦融機関の融資審査のロジックを把握する】
⾦融機関では、融資審査する際の計算式をもっています。⼀般的な基準額や％を参考に表しました。
⼤きなポイントは３つあり、返済⽐率、担保評価、そして年収倍率になります。
①返済⽐率 ＝ 年間返済額÷満室想定賃料⇒⼀般的には返済⽐率の融資可能上限60%~70%
返済⽐率から、物件購⼊に必要な“投⼊⾃⼰資⾦”がわかる︕融資期間（新築⽊造アパートの場合）、
⾦利目安、融資可能返済⽐率上限になる。年間返済額が満室想定賃料の「融資可能返済⽐率上限」
倍になる⾦額が融資可能⾦額の上限になります。
②担保評価（積算評価）
Ａ）＝(路線価×掛け率D×土地面積＋再調達原価×建築面積)×掛け率E
Ｂ）＝(固定資産税評価額×掛け率F+再調達原価×建築面積)×掛け率E
Ｃ）＝売買価格×掛け率G
⇒⼀般的には 掛け率 D 120% 掛け率 E 60%~80%
掛け率 F 1.45 掛け率 G 60%~80%
担保評価から、物件購⼊に必要な“⾒合い⾃⼰資⾦”がわかります。物件価格と担保評価の差額が、
持っていてほしい⾃⼰資⾦の⾦額になります。
③年収倍率 ＝ 年収の何倍が融資上限か ⇒ ⼀般的には10倍~15倍です。
年収倍率は、物件購⼊に必要な“年収”がわかります。年収の何倍まで融資が可能かを⽰す指標です。
【各⾦融機関×物件 で必要な属性を把握する】
(某物件) ⾦融機関

必要年収

××銀⾏

780万円

390万円

□□信⾦

980万円

不 要

〇〇銀⾏

1,000万円

必要⾃⼰資⾦

100万円

⾦融機関によって戦略も考え⽅も違っているのが現状ですので、⾦融機関
別に対策を考えるか、⾃分の属性にあった⾦融機関を探すかの⼆択になり
ます。銀⾏の融資には、よく五つの原則があると⾔われています。①公共性、
②収益性、③健全性、④成⻑性、⑤処分性です。公共性とは、物件の安
定性と⾔い換えられます。いわゆる違法建築・反社会勢⼒の住⼈などです。
また安全で快適な居住空間を提供することが公共性につながるとも⾔われ
ます。収益性はそのままリスクに⾒合った⾦利を徴収する事ができるかです。
健全性は既存事業で⼗分な利益は出ているのかを問いますので、非常にシ
ンプルです。成⻑性は将来の社会構造の変化を⾒越し、それに対応した事
業（物件）であるかを判断します。そして処分性は、不動産の流動性が⾼
いかどうかいうことになります。
常にこの原則に合わせて融資を受けられるかが重要になります。今後は、銀
⾏が融資先を選別するように、堅実な投資家による銀⾏の選別も進んでい
くと⾒られています。
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不 動 産 ソリューションコーナー
簡単にできるお得な節税対策!?

〜ふるさと納税を活⽤して、豊かな⽣活を実現しよう〜
ふるさと納税をご存知ですか︖総務省⾃治税務局の1,788の地⽅団体調査によると、ほとんどの⽅が
知っているのに、まだ1割程度しか利用されていないという制度です。どうせ納税するなら、ぜひ活用してい
ただきたい『お得な制度』の⼀つです。

上記の図は総務省によるふるさと納税の利用実態調査結果です。ここ数年、⼀気に伸びていますが、まだまだ
⼈⼝に対しての利用率は約1割程度で『知っていても利用されていない』というのが実態のようです。
ふるさと納税とは、各⾃治体に寄付を⾏うことで、所得税の還付や住⺠税の控除が受けられ、寄付された⾃
治体から返礼品を受け取れる制度です。⾃⼰負担は基本2,000円で、30％程度の還元率の返礼品を⾃
治体から受け取れる、という仕組みです。控除増減額は収⼊や世帯数によっても変わりますが、収⼊1,000
万円のご夫婦で約17万円を寄付⾦に当てることができるので、その分の返礼品がお得になる、という形です。
（総務省HPより）

難しい仕組みのように思われますが、確定申告をされているオーナー様であれば、税理⼠さんに相談いただけ
れば、簡単に手続きも可能です。
また、インターネットで簡単に返礼品から納税
先の⾃治体を選べたり、手続きをすることがで
きるようになってきたことも利用者が増えている
要因の⼀つです。2018年の納税期限は12
月31⽇までで、まだまだ時間があります。『ふる
さと納税』でインターネットで検索していただくと、
簡単に登録・検索できます。
寄付額に上限はありますが、賃貸経営で納税
額が多いオーナー様ほど活用のメリットが⾼い
ので、ぜひ活用してみてください。
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相続相談コーナー

こんなお悩みありませんか？

Ｑ.子供に相続する場合の、『いい物件』の目安はありますか︖
Ａ.お子さんが『継ぎたい』と思う資産にするために、
『収⼊が残る』資産を残しましょう。
相続前に『息⼦さん・娘さんが“不動産を継ぎたくない”』とおっしゃっている、
というご相談が増えています。
物件が古くなり、経営も安定せず、将来収⼊を生むメリットよりも、経費がかかったり家賃が減ったりという
リスクを気にされるケースです。まずは、『いい物件』の目安である、ROAという考え⽅を活用して、ご⾃身
の物件の『収益性』が確保できているか確認してみましょう。

『いい物件』の目安の⼀つに、ROAを⾼めておくというものがあります。⽿慣れない⾔葉かもし
れませんが、ROA⽐較とは当期利益を資産総額で割ったものです。ある物件の例を⾒てみましょう。

■ある資産のROA比較
資産の価値

年間収⼊

年間⽀出

年間収⽀

ROA

物件A

6,000万円

700万円

150万円

550万円

9.1％

物件B

6,000万円

500万円

150万円

350万円

5.8％

相続税速算表

物件Aと物件Bを⽐較すると、『資産の価値
（相続時の価値）』と『年間⽀出』は⼀緒で
すが、『年間収⼊』は⼤きく違っています。結果、
ROAは物件AはBの約1.5倍の数字となってい
て、『いい物件』の目安の⼀つとなります。⼀般
的には、資産全体で８％を超えると優秀な資
産と⾔われています。
また、ROAを相続税率と⽐較すると、相続税
を⽀払うための必要な収⼊の目安にもなります。
例えば、相続税率30％の資産のROAが
10％であれば、10％×3年で相続税を⽀払え
るだけの現⾦が貯められる、ということになります。
ぜひ、ご⾃身の資産を測る目安としてROAを
活用してみてください。

課税価格

税率

控除額

-

1,000万円以下

10％

1,000万円超3,000万円以下

15％

3,000万円超5,000万円以下

20％

200万円

5,000万円超 １億円以下

30％

700万円

１億円超 ２億円以下

40％

1,700万円

２億円超 ３億円以下

45％

2,700万円

３億円超 ６億円以下

50％

4,200万円

６億円超

55％

7,200万円

50万円

配偶者は・・・
・法定相続分までは相続税はかかりません
・相続財産１億6,000万円までは相続税はかかりません

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】 賃貸オーナー様

TEL.088-665-1700

相続＆不動産ご相談窓口

賃貸管理課：廣瀬・樫山
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土地・遊休地・中古住宅など不動産の管理にお困りではありませんか？

どんなに古く 汚い

も

売れずに困っている

も
も

①高値売却
売却までの期限に若干余裕が
あり、希望金額で売りたい
という方におすすめです。

②下取り保証

査定無料
秘密厳守
③即金買取り

仲介でお預かりした物件が、
一定期間内で売却できな

売却資金をお急ぎの方、

かった場合も下取り保証
で弊社が買取ります。

即金買取りをいたします。

売却を秘密にしたい方など

※金額は当社査定基準によります。物件によりましては、ご要望に応じかねる場合があります事をご了承下さい。

ご希望に合ったご提案をいたします。お気軽にご相談ください!!

店舗情報
東京本社

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷
3丁目28-13 渋谷新南口ビル2階
TEL. 03-5778-9437
FAX. 03-5778-9438

徳島本社

関西支社

〒771-0130 徳島県徳島市川内町
加賀須野1069-23
TEL. 088-665-1500
FAX. 088-665-3894

〒650-0033 兵庫県神戸市中央区
江戸町95 井門神戸ビル3階
TEL. 078-332-2237
FAX. 078-332-2231

お問合せは

お問い合わせ先
賃貸管理課
建設業者許可番号：建設大臣許可（特20）第70046号

宅地建物取引業者免許番号：国土交通大臣免許（02）第8312号

