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賃貸管 理ス タッ フ の ご紹 介
いつもお世話になっております！

廣瀬 達史 産田 みち子 副島 康弘

仁田 眞子

室冨 佳広

二宮 亜由美

清水 明菜

今月のおすすめ動画のご紹介
屋根の太陽光発電パネルの設置が

【突撃レポート】小松菜の水耕栽培で

遅れている理由̲業界の裏側

年間120万稼げた？結果報告！

「家に太陽光パネルを設置したい！」自家消費の
メリットは十分わかっているのに、普及が進まな
い。問題はやっぱりお金！？商品によって価格が
異なることはあるとしても、その裏にはそれ以上
の根本的な背景があります。いざ太陽光パネルを
設置しよう、という時に探し方を間違えないよう
に、業界を取り巻く状況も知っておきましょう！

新しい農業のカタチづくりにチャレンジしてい
るソーラーシェアリング「アグリッチハウス」
の水耕栽培施設を突撃現地レポート！農業の3K
「きつい・汚い・稼げない」を払拭する誰でも
楽に、しかも楽しく稼げる、そんな農業を目指
しています。シミュレーション想定の年間120万
は稼げた？中間結果報告をしたいと思います！
動画はこちら▼

動画はこちら▼

LINE
配信中

ぜひご登録く ださい！

メールマガジン配信中
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。

各SNSでも情報配信中！ぜひフォローをお願いいたします

フィット公式
YouTube
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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

戸建賃貸・アパート・マンション など 賃貸オーナーの皆様！

メンテナンス や 点検 、 きちん と 行っ て います か ？
メン テ ナンス ・点検を怠 ってし ま うと 、 老 朽化 に 気 づかず 、
補修費 用も余計 にか か って し まうこ とも …

まずは一度チェックしてみませんか？

お部屋の

サ ービ ス 実 施いた します !
こ ん な とこ ろに 不具合 が出 てい るか も…
水廻り

階 段

外 壁

キッチンや洗面台、浴室などの
設備だけでなく、排水管なども
老朽化や詰まり等で、長く使用
していると様々なトラブルが起
こりやすくなります。

排水管の
詰まり

空室対策

美しい外観を保つことも、入居
率を維持するために重要です。
また、コーキングの劣化が建物
の老朽化を進めてしまうことが
あるので、未然に防ぎましょう。

コーキングの
ひび割れ

階段の
老朽化

ま ずは 今 の 状態 を確 認 し てお き ま しょ う !

のご相談もお気軽に!!

まずはお気軽にお問合せください！
お問合せは

2021年4月東京都八王子市のア
パートの共用階段が腐食により
崩落し、入居者が亡くなる痛ま
しい事故が発生。日頃からの管
理やメンテナンスが重要です。

メールアドレスはこちら

tintai@fit-group.jp
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賃貸管理コーナー

〜事業用賃貸〜

テナント物件(商業用)
投資の魅力と注意点
テナント物件と言っても種類は多く、一般的には店舗・オフィス・倉庫に分類さ
れ、業種としては一般企業の他に、販売店・医院や美容院から長期的に保管する
倉庫まで様々です。今回はテナント物件を扱う魅力と知っておきたい注意点につ
いてご紹介していきます。

テナント物件は利回りが良い？
先ほどもお伝えしましたが、テナント物件は利回りが良い物件が多い傾向にあり
ます。この利回りという言葉についてですが、まず利回りとは？という部分で基
本的な「表面利回り」と「実質利回り」を知っておく必要があります。表面利回
りとは、物件価格に対して得られる家賃収入の割合。計算式はこちらになります。
【表面利回り】
年間家賃収入÷税込物件価格×100
対して、実質利回りとは、購入時の出費に対しての現金の得られる割合です。
実質利回りの計算式はこちらになります。
【実質利回り】
（年間家賃収入-年間コスト）÷（税込物件価格＋購入時コスト）×100

テナント物件のメリットは？
①まず、一般的な住居に比べて床面積あたりの賃料単価が高い傾向にあります。
利回りが良く収益性が高いメリットがあり、賃料や保証金が大きく高利益にな
りやすいです。
②また、テナント物件の良い部分として原状回復の費用や手間が少ない点があ
げられます。アパートやマンション経営に比べて、お風呂や洗面所など水回り
を始めとした整備部分やデザインを考えた内装に関する投資が少ない傾向にあ
ります。基本的にはテナントを借りる事業主の方で行うため、貸す時にはシン
プルな状態でよく、引き渡し時の原状回復の際にも基本は事業主の方でまかな
います。そのためテナント投資は初期費用が抑えられるわけです。
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③そして、保証金制度も注目すべきポイントです。保証金は原状回復や家賃滞納
時の補填という名目で受け取ります。金額も大きく一般的には家賃の6か月〜12
か月ほどと高額になりますので、基本的に保証金は退去時に返金しますが、資金
の運用も行いやすいのもテナント投資の良い部分です。

テナント投資での注意点
①まず、一般住居よりも景気の影響を受けやすい部分がある事を知っておきま
しょう。景気が悪くなると空室率が上がってしまうため、賃料の相場が下がって
しまう時期も出てきます。
②賃料設定についてもより厳密に金額設定する必要がありますし、物件を所有す
るエリアはしっかり見極める必要があります。
③その他には一般住居物件よりも融資の審査が厳しいです。ある程度のオーナー
の財産や会社経営状況が良くないと審査に通らない場合もあります。
④また、テナント物件は地震保険には加入できないデメリットがあります。地震
保険は住居が対象になり、住宅併用タイプは可能ですが、ビル全体が店舗や事務
所対応のテナントは対象外なってしまうのです。住宅併用以外の事業物件の場合
に地震危険補償特約をつけるパターンもありますが、補償内容については審査が
別にあることを知っておきましょう。

未経験の場合は必ずご相談を
アパートやマンション物件よりもテナント物
件は投資ハイリターンですが、注意点も多い
です。投資するテナント物件の見極めは必要
で地域性も重要になってきます。繁華街や人
口が多い地域であればよいという単純なもの
ではありません。ただ利回りも良い物件にあ
たれば利益も大きいのも事実。必ず不動産会
社等に相談の上、投資検討していきましょう。

監修：全管協総合研究所
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不動産ソリューションコーナー

賃貸経営オーナー様が覚えておくべき！

「外壁塗装」について
不動産投資において所有物件のメンテナンス費用を常に用意しておかなければい
けません。特に、外壁に関するメンテナンスは必要。外壁塗装を計画的に行う必
要があります。しかし外壁塗装を行うタイミングや費用相場・注意事項を知って
おかなければ膨大な費用になり利回りが低くなる事、せっかく外壁を綺麗にした
のに入居率は変わらなかったという事態にもなりかねません。

外壁塗装はなぜ行うべきなのか？
外壁塗装は単純に見た目を良くするだけではありません。外壁塗装を行う理由と
して、外壁の防水性を保つ効果があります。日本は1年を通じて雨が降り地域に
よっては雪も降り湿気がある日が多いのです。外壁部分の鉄筋や木材も水分を多
く含んでしまうと劣化を早めてしまいます。劣化を防ぐためには外壁塗装を行っ
て防水性を保つ対策が必要になるのです。メンテナンスを放棄した建物の外壁は、
不要な水分を含みやすく早く腐敗して壁が劣化してしまいます。
そして、もちろん見た目も大事です。築年数が進むと壁は少しずつ汚くなってし
まいます。同じ条件の建物であっても綺麗な家に住みたいのが人の心情ですよね。
目に見える劣化を隠すために外壁塗装をする必要があるのです。外壁塗装を怠る
と予想外の被害が起こることもあります。塗装だけではすまなくなった場合や、
シロアリ被害など外壁塗装を普通に行っておけばよかったという事態にもなりか
ねません。

外壁塗装を行うタイミング
外壁塗装のタイミングはもちろん物件の種類や地域によっても変わってきますが、
基本は10年ごとに外壁塗装を行う事を推奨します。ただ何も考えずに10年と決め
つけるのではなく壁の状態を把握しておくことも重要です。外壁がひび割れした
り、塗装が剥がれて浮いてくるなど壁が劣化してきた場合、単純に色あせ・コ
ケ・カビが目立ってきた場合、叩くと高い音がしたり凹凸が目立ってきた場合は
外壁塗装のタイミングかもしれません。
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塗装に使われる素材と相場
一般的にはウレタンやシリコン、アクリル塗料が多いです。その他にはフッ素塗
料なども使われます。塗料の耐久年数や機能と価格によって選ぶ事になります。
防水や汚れ防止、耐久性などを不動産会社や業者と相談して慎重に選ぶ事をお勧
めします。
塗料名称

耐用年数

アクリル塗料

5〜7年
7〜10年
9〜15年
15〜20年

ウレタン塗料
シリコン塗料
フッ素塗料

また、外壁塗装の際は、塗料代の他に足場代や修繕費用が別途、必要になりま
す。ざっくりですが足場代が全体の20％、その他諸費用全体で20％というとこ
ろでしょう。
※相場は物件によって価格差がありますので、あくまで目安とお考えください。

外壁塗装を行うメリットを考える
外壁塗装の一番の目的は、お持ちの物件の物件価値向上による入居率アップです。
長期空室が目立ってきている場合、建物の見た目(外壁)が原因の場合もあります。
単純に家賃を下げる対策を行う前に外壁塗装の対策をおすすめします。また売却
を検討している方は、外壁塗装と売却のタイミングを見極めましょう。壁が綺麗
かどうかで売却金額は大きく変わります。将来売却を検討する場合は、外壁塗装
と売却時期をしっかり計画して行いましょう。外壁塗装を行うメリットはたくさ
んあります。しかし外壁塗装の時期、塗装の選択をしっかりと考えないと残念な
結果になってしまうケースもあ
ります。不動産会社や専門業者
と相談しながら慎重に、計画的
に外壁塗装を行いましょう。

監修：全管協総合研究所
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お部屋が足りません！

徳島の平均

入居率

77.6％ ＜

※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

フィットの

入居率

.4％

※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

空室対策

はフィットにお任せください！

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？

無 料 相 談 会
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
※ご希望の時間帯
をお選びください。

５〜６月開催日程

５/22（日）
・５/29（日） ①10：00〜12：00
②13：00〜15：00
６/５（日）
・６/12（日） ③15：00〜17：00

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

各SNS更新中!

お問い合わせ先
賃貸管理課
株式会社フィット

お問合せは

088-638-0039

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

