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管理物件
入居率

フィット賃貸

※2022年6月末時点

不動産関係にも
電子化の波が加速？

フィット賃貸経営通信
2022年
7月号賃貸オーナー様のためのお役立ち情報誌

～宅建業法改正～

賃貸経営オーナー様が覚えておくべき！
不動産投資における「キャッシュフロー」の重要さ



今月のおすすめ動画のご紹介
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フィット公式
Facebook

フィット公式
twitter

フィット公式
Instagram

フィット公式
YouTube

各SNSでも情報配信中！ぜひフォローをお願いいたします

LINE
配信中

世界中の人々が不安を抱えるような今だからこそ、経済的不安を払拭し、安心を手に入れ、経済的に豊かに生きていけるような、道標となる情報を配信していきます。

ぜひご登録ください！

メールマガジン配信中

いつもお世話になっております！

【前編】太陽光発電投資�を実践したお金の
プロ＆投資家夫婦に突撃インタビュー！

多くの企業に投資や資産に関するアドバイス行う
お金のプロ、株式会社アイ・パートナーズフィナ
ンシャル執行役員および、一般社団法人日本IFA
協会理事の塩本かおり氏は、ご家族含めて合計４
基の太陽光投資をされています。お金に関するア
ドバイスを仕事にして、自ら株や不動産にも投資
をしている塩本さんご夫婦。投資経験豊富な方が、
太陽光投資をはじめて経験したからこそ話せる内
容をインタビューしました。

お堅い企業の代表格！？ついに〇〇が
太陽光発電事業に参入！？

山陰合同銀行さん、常陽銀行さん、この２つの
銀行が太陽光発電事業に参入するとのニュース
が発表されました。・なぜ太陽光発電事業に参
入したのか？・その目的や意味するところ
は？・参入することの影響は？今太陽光発電投
資を行っている方やこれから投資を検討されて
いる方にとってもポジティブなニュースだと思
います。ぜひご覧ください！

賃貸管理スタッフのご紹介

産田みち子廣瀬達史 副島康弘 室冨佳広仁田眞子 二宮亜由美 清水明菜

動画はこちら▼ 動画はこちら▼



店舗改装のお知らせ

徳島市川内町

フィット徳島本店
建て替え工事が
始まりました！

株式会社フィット並びにいえとち本舗徳島本店として長年にわたりご愛顧いただ
いております川内町の店舗ですが、この度リニューアルのため、建て替え工事を
行う運びとなりました。来春、リニューアルオープンの予定です。

来春リニューアル
オープン予定！

つきましては、徳島県板野郡松茂町にござ
います、徳島本店松茂オフィスにて移転営
業いたします。
新店舗へのリニューアルオープンにご期待
ください。今後とも変わらぬご愛顧のほど、
宜しくお願いいたします。

松茂オフィスにて移転営業中

「脱炭素デキルくん」は、個人・投資家の皆様と「脱炭
素」をつなげるクリーンエネルギー商品、情報・サービ
スの提供に並んで、「売る」「買う」「投資する」を一
貫して行えるマーケットプレイスを目指しています。
脱炭素活動に役立つ情報やサービスを提供していくこと
で、サステナブル社会の実現に貢献してまいります。

検索
https://www.datsutanso-dekiru.jp/

脱炭素デキルくん
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賃 貸 管 理 コ ー ナ ー

～宅建業法改正～

2022年5月18日に宅建業法改正が施行されました。これにより不動産取引項目の

不動産関係にも
電子化の波が加速？

不動産電子契約化は契約者とオーナーの双方
に様々なメリットがあります。やはり印紙税
や印刷代、郵送費も含めて書面の作成に必要
なコストを削減できる点は大きいです。また、
作業量が減れば業務も効率化、クラウドで
ファイルを管理できるというメリットもあり
ます。今まで書類が大変だった事務処理を電
子化すると、手間や経費が削減されます。

また、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律についても
2022年4月22日に閣議決定された法律です。重要事項説明書や契約書の交付、押
印が不要になり、オンラインで契約を締結させることができ、基本的に遠方の契
約者ともオンライン会議ツールなどを使って契約を交わせるようになりました。

電子化のメリット

不動産業界の契約においても電子化のメリットがあります。2022年6月現在、
すべての取引をオンラインで締結できることになっています。その中でも宅建
業法の制約を受けないことから、早々と不動産電子契約化による取引が採用さ
れていた、3つの取引をご紹介します。

多くがオンラインで実施できるよ
うになったため、今後の業界にお
いても不動産電子契約化が加速す
ることは間違いありません。
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ここからは主な電子契約の流れを確認しましょう。
場合にもよりますが、3ステップで簡単に契約を締結することができます。

①駐車場契約
37条の書面交付が義務付けられていないことから、重要事項説明書などを交付す
る必要がありません。そのためかねてより駐車場の契約から決済までをオンライ
ンで行っている会社は多いです。

②賃貸借契約
これまで新規賃貸借契約に関しては重要事項説明書の交付が必要だったため、オン
ラインで契約できるのは賃貸借契約の更新のみでした。しかし制約がなくなった現
在は電子文書の交付と電子署名が可能なため、新規の契約もオンラインで行えます。

2021年より重要事項説明書の電子交付の実験が行われていましたが、現時点では
相手の承諾を得て電子版の書類を用いて契約できます。不動産は金額が大きな買い
物ですから、まだ慎重になる契約者が多いと予想されるものの不動産電子契約化が
波に乗ればオンラインによる売買契約が当然になる時代がやってくるでしょう。

主な電子契約の流れ

①IT重説 ②契約書の電子交付 ③オンライン署名

PDF化した重要説明書
や契約書をあらかじめ
契約者に送付します。
オンライン会議システ
ムを立ち上げて契約者
と会話できるように環
境を整えたら電子ファ
イルを使って説明を行
います。

今回の契約に不明な点が
ないか確認して、契約者
が説明に納得した時点で
電子契約を送付します。

紙媒体の契約書に押し
てもらっていた押印と
同じ効力を持つ電子署
名を契約者にしてもら
います。
あとはサーバー保管を
行い契約完了となりま
す。

③不動産売買契約
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キャッシュフローとは？

不動産投資に失敗しないためにキャッシュフローを意識する事は絶対条件です。
キャッシュフローは不動産投資の健全性を知るための指標。実際の利益を読み
間違えると不動産運用が苦しくなって結果的に物件を手放すことになってしま
います。主に3つの事柄を意識しましょう。

帳簿上の数字とキャッシュフローの数字は異なります。その
ためキャッシュフローと帳簿は別々に計算する必要がありま
す。そして「帳簿上の数字とキャッシュフローを一緒にして
はいけない理由」は把握しておきましょう。

不動産投資における
「キャッシュフロー」
の重要さ

①自己資金がなくならないように
所有物件への入居者が少ない場合は、当たり前ですが入金額も少なくなり
ます。入金額が少なくなった場合は自己資金を持ち出すことになるため、
キャッシュフローに余裕を持たせることが大切です。

②予想外の出費に対応できなくならないように
設備異常やトラブル、時には退去した部屋の修繕費がかさむことも時にあ
ります。予想外の出費にも対応できるように手持ちの現金は多いほうが良
いですよね。

③プライベートのお金を引き出さないように
自分の生活費を持ち出すと生活の質に影響が出るため、プライベート用の
お金と投資用のお金は分けるべきです。

キャッシュフローで知っておくべき考え方
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①家賃収入の増益や固定費の削減から取り組んでみる
家賃収入の増益・定期収入の確保です。立地の良い物件や周辺環境のグレー
ドが上がった場合は、家賃収入の増益が見込めるため、安定した利益を得ら
れるようになります。
②ローン残高と経費を減らす
ローン残高や管理委託費用などの固定費を見直すことも大切です。金額の大
きい経費を見直せば、キャッシュフローを健全に導けます。
③ローン契約の見直し
低い金利のローンに借り換えるのも有効です。

帳簿上の数字は1年間の利益を想定した数字です。
実際に入金がなければ現金は入ってこないため、キャッシュフローとは別に考え
なければなりません。まずは成約日と入金日は一緒ではないこと。これは例えば
成約日が3月の場合実際の入金日は4月など、成約日と入金日が「ずれる」事が一
般的なため、現金不足にならないようにしっかり計算しておく必要があります。

キャッシュフローを良くする対策は？

キャッシュフローを良くするために必要なポイントは3つあります。

キャッシュフローのシミュレーション

キャッシュフローは簡易的な計算式を用いてシミュレーションできます。やはり
帳簿上の利益とキャッシュフローの2つを把握することが重要です。

例えば家賃が月15万とこのような経費の場合、年間のキャッシュフローは180万
から（ローン返済100万＋運営経費30万＋税金20万）を合わせた150万を差し
引いた「30万」。年間30万のキャッシュフローが手元に残る金額して算出されま
す。また債務返済倍率（DCR）も重要。不動産投資では債務の返済余力を確認す
るための方法として、債務返済倍率が用いられます。※数字は健全性を判断する
際の目安となる1.3以上にする必要があります。

・簡易的な計算方法
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相 談 会無 料

お問い合わせ先
賃貸管理課

株式会社フィット 建設業者許可番号 国土交通大臣許可（特-30）第25619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
四国地区不動産公正取引協議会加盟 (公社)全日本不動産協会加盟

088-638-0039お問合せは

７～８月開催日程
開催
場所

株式会社フィット
徳島本店 松茂オフィス
板野郡松茂町中喜来字群恵39-1
松茂町総合体育館そば、
フィットの青い看板が目印です

7/24（日）・７/31（日）
8/７（日）・8/14（日）

各SNS更新中!

はフィットにお任せください！

＜
※LIFULL HOME‘S 見える賃貸経営
全国の空室率より 2021年4月12日時点

.4％
フィットの
入居率

※アパート・マンション
・戸建賃貸の株式会社
フィット管理物件
2021年3月末時点

徳島の平均
入居率

お部屋が足りません！

①10：00～12：00
②13：00～15：00
③15：00～17：00

空室のリスク負担を解消！安定した収入を確保しませんか？

※ご希望の時間帯
をお選びください。

こんな方はご相談ください！
□ 空室が決まらない、賃料下落が止まらない
□ 思うような賃料収入が得られず不安がある
□ 入居者のマナークレームや滞納に不安がある
□ 外装改修工事のタイミングがわからない

✔
✔
✔
✔

空室対策


