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想定外の危機、起こる！
資産家がおさえておくべきこと

フィット賃貸経営通信
2022年
6月号賃貸オーナー様のためのお役立ち情報誌

～ウクライナ問題を考える～



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！

お金のプロに聞く！税理士任せじゃダメ？
太陽光投資が普及しない理由

脱炭素に取り組む大企業は増えてきましたが、中
小企業においては、まだまだこの動きが鈍い…そ
の理由は？要因の一つに、経営者にアドバイスを
する税理士さんの問題もある！？税理士さんに任
せっきりにするのではなく、投資の判断は、その
道のプロから情報を集めて、自分で考え、判断す
る必要性があります。お金のプロに実体験から得
た教訓を教えてもらいました！

徳島をプロバスケ�で元気に！
徳島ガンバロウズ設立総会に密着！

徳島初のプロバスケチーム「徳島ガンバロウ
ズ」設立で見えてくる地域活性化とは？
なぜ、地方にスポーツが必要なのか？なぜ、バ
スケ事業に魅力があるのか？なぜ、脱炭素推進
にスポーツなのか？地方を盛り上げていく重要
な仕掛けとして設立した「徳島ガンバロウズ」。
熱い想いなどをメディアドゥ藤田社長にもお聞
きしました!

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▼
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「徳島ガンバロウズ」を応援しています

�
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～ウクライナ問題を考える～

ロシアによるウクライナ侵攻

2月24日、ロシアが突如ウクライナに侵攻しました。
プーチン・ロシア大統領は、行動を開始する直前に、ウクライナ東部のロシア実
効支配地域の独立を承認し、ウクライナ政府軍から親ロシア派住民を守ることを
宣言し、これを口実にしました。
どう見ても、一方的な軍事侵攻の開始で、これは、許されるものではなく、民間
人の犠牲者がひとりでも少ないことを祈ります。
EUも米国もNATOも、軍事同盟を締結していない、ウクライナへの表立った軍
事支援はできず、ロシアはそれを見切って、侵攻を判断したようです。
最初は足並みのそろわなかった西側主要国も次第に対ロ経済措置では協調し、
ロシア政府・中央銀行関係の資産凍結やロシアの銀行を国際間の銀行送金ネット
ワークであるSWIFTから除外することを決めました。
SWIFTとは、国際間で銀行同士が送金情報をやり取りして、確実に送金を行うた
めにもっとも使われているネットワークです。これから除外されると、膨大なエ
ネルギー資源の輸出を背景に経常黒字を抱えるロシアが原油や天然ガスを輸出し
たとしても、資金決済ができないという事態に直面します。
これにより、資源の輸出は難しくなり、国際市場からは切り離さることになりま
す。

想定外の危機、起こる！
資産家がおさえておくべきこと

このため、市場では、まず、原油の価格
が急騰しました。
一時は、WTI先物で1バレル＝123ドル台
をつけました。ロシアへの経済制裁によ
り、ロシア産原油が国際市場から締め出
され供給不安が広がるとの懸念が原油価
格を押し上げました。
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全く、対岸の火事とも言えない点がウクライナ問題にはあります。日本の富裕
層の資産構成は、金融資産、不動産、実物など一見、分散されているように見
えます。しかし、ほとんどの資産は、日本国内の資産であるという特徴が際
立っています。「集中リスク」が過大であることに気付いている方は、多くあ
りません。
21世紀に入り、世界の流れは一段と早くなり、私たちを取り巻く経済・金融・
政治・軍事環境は激動の中にあります。こうした環境の中で、日本の富裕層が
気を付けるべきことは、過度の集中リスクを回避することでしょう。この課題
の最も単純な解決方法は、「分散投資」に他なりません。
今後、様々なリスクに晒され、想定外のことが起こる可能性は十分にあります。
それを前提に、行動しておく時なのではないでしょうか？2020年の新型コロナ
ウイルスの世界的感染拡大（パンデミック）を誰が予想できたでしょうか？

対岸の火事ではないウクライナ侵攻①

経済制裁がロシア経済に打撃となることを嫌気して為替相場でロシア・ルーブ
ルは、史上最安値を更新して下落、1米ドル＝145ルーブルまで下げました(3
月10日)。
市場全体では、紛争時の安全への逃避行動から、米ドルが大きく買われました。
日本円やスイスフランも同様です。そして、米国でのインフレ率の上昇を受け
て売り込まれていた債券も、利回り上昇が一服し、買われました。
他には、金への需要拡大も目立ちました。金は2020年3月の新型コロナウイル
ス感染拡大時につけた1オンス＝2,000ドル台を視野に入れています。株式相場
でも、ロシアのRTS株価指数は、昨年10月の高値1,891から約38.2％の水準で
ある742をつけました。 (その後、売買停止) いずれにしてもロシアが支払うこ
とになる経済的代償は小さくありません。
ウクライナ問題の長期化は、ロシア経済を確実に蝕ばむでしょう。

そして、コロナ禍からの景気回復の過程で、
過去20年ほど意識もされることがなかった
インフレーションの進行にも直面するように
なりました。
ウクライナでは、考えられなかったロシアに
よる侵攻という暴挙まで起こってしまってい
ます。
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人類は、もっと理性的で合理的と考えられていましたが、そうでもないとすれば、
不測の事態に備えておくことは、必須でしょう。
ことが起こってからでは、手遅れです。是非、「分散投資」による「資産防衛」
を考えて行動してください。

対岸の火事ではないウクライナ侵攻②

前頁でも書きましたが、世界の流れは一段と早まり、私たちを取り巻く経済・金
融・政治・軍事環境は激しく変動しています。
そして、ウクライナ問題は、対岸の火事ではないということを書きました。軍事
的には、危機レベルは日本とウクライナでは異なりますが、経済的には、日本に
も様々な影響が出はじめており、事態が深刻化する可能性があるという意味です。
想定外のことが起こり、思わぬリスクが顕在化する可能性は十分にあります。そ
の一つが、円高です。
ロシアによるウクライナ侵攻を受けて、ドル円為替は、2月24日に、「安全への
逃避」を理由に、一時1ドル＝125円を付けました。その後、3月に入るとは今年
1月から2月にかけての取引レンジだった115円±1円の狭いボックス圏を上に抜
け122～123円台にのせました。
背景には、米連邦準備理事会(FRB)が
3月の公開市場委員会(FOMC)で
0.25％の利上げを実施し、金融引き
締め姿勢を鮮明にしたことに加えて、
高い水準にあるインフレ率の抑制を
目的に、今後も大幅な金融引き締め
政策を実施するとの観測が広がった
ためです。
米ドル金利が一段と上昇したことから、主要通貨と米ドルの金利差が拡大し、為
替相場でも米ドルは主要通貨に対して一段と上昇しました。これが、ドル円でも
ドル買いを優勢にし、ドル円相場も2015年につけたドルの高値125円86銭の節
目も越えて上昇しました。
これまで、日本円は世界経済が混乱した際、あるいは、そうなると考えられるイ
ベントが発生した際に、安全を求める資金の逃避先となってきました。理由は、
以下の点が挙げられてきました。
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しかし、現在は状況が以下のように変化しています。
①については、世界的なコストプッシュインフレにより、全ての通貨に金利上昇
圧力が働いています。世界中の金利上昇圧力の下では、日本円の金利も例外では
なく、10年日本国債の利回りも一時は上昇して、0.25％水準まで上昇する場面も
ありましたが、日銀は10年日本国債を無制限に買う｢指し値オペ｣を実施して長期
金利の上昇を0.25％で抑え込む姿勢を明確にしました。
このため、日米金利差は拡大するとの観測が強まりました。
②の事象も今回の新型コロナウイルスの世界的な感染拡大による経済危機からの
回復局面では、危機＝デフレーションではありません。
むしろ一方的に商品価格は上昇するインフレーションへの圧力が働いています。
加えて、ウクライナ侵攻の影響で、日本の輸入依存度が高い資源価格が軒並み高
騰しています。自給率の低い日本が不可欠な物品は多く、それらの価格上昇は、
日本円の下落による更なる輸入インフレを通じて、日本経済の負担となり、日本
の成長に足かせとなることが懸念されます。
③は近時の傾向としては収支が悪化しています。貿易黒字は先日発表された今年
3月の収支も赤字でした。これで
8カ月連続の赤字です。輸入物価
の高騰は、貿易収支の赤字幅を膨
らませることになるでしょう。
つまり、前述の日本円を評価する
要素は、変質してしまっているの
です。従って、円高を支えてきた
ロジックも働かず、急激なドル高
の方向に動き始めたのです。

①金利が低下するため、相対的に低金利通貨の日本円は買いやすい。
②コモディティー価格が値下がりし、
その恩恵を輸入割合の大きい日本円は受ける。
③日本は膨大な経常収支の黒字を抱えていた。

世界経済の混乱時には、

こ の 記 事 の 執 筆 者

長谷川 建一
国際金融ストラテジスト＜在香港＞

シティバンクグループ日本及びニューヨーク本店にて資金証券部門
の要職を歴任後、シティバンク日本のリテール部門やプライベート
バンク部門で活躍。 2004年末に東京三菱銀行(現MUFG銀行)に
移籍。リテール部門でマーケティング責任者、
2009年からは国際部門に異動し、アジアでの新規
事業戦略として香港でのウエルスマネージメント
事業を2010年に立ち上げた。
2015年には香港でNippon Wealth Limitedを創業、
香港金融管理局からRestricted Bank Licence を
取得し、一から銀行を創り上げた。
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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

６～７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

６/19（日）・６/26（日）
７/３（日）・７/10（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


