
一棟不動産投資セミナー

椙田 拓也



本日のアジェンダ

・なぜ、いま不動産投資なのか？
・不動産投資のメリット・デメリット
・自分に合った投資方法を選ぼう
・物件の選び方
・不動産投資の融資について
・属性別の融資戦略
・業者の選び方



『空室率70％でもキャッシュが回る
非常識な不動産投資術』
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No Photo

戸建
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プロフィール

・北九州市立大卒、大和ハウス工業(株)の流通店舗事業部で郊外
型ロードサイド店舗の開発、テナントリーシング、節税目的の土地
活用

・ ITベンチャー時代に株式投資でゼロから2,000万円築く

・リーマンショックで資産が目減り、不動産投資へ鞍替え

・2009年から5年間で14棟を購入。

・2015年、12年勤めたオリンパスを退職。

・現在14棟102室で年間家賃約4000万円、CF約1000万円

・収益専門の売買仲介を行う不動産会社リスクキャリアを立ち上げ、
多数の投資家間の売買のサポート実績あり。
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・モナコ公国



・モナコ公国

・世界で２番目に小さい国

・２k㎡の国土

・国民は36,000人

・タックスヘイブン

・F１のモナコGP











動機は“不労所得”への憧れ

❖ 不労所得とは？
印税？
配当？
年金？
特許料？
家賃収入は？
労働集約型でないか、継続収入か
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鎌倉RCマンション

・2009年11月
・築20年、RC造、8700万円
・高積算、スルガ銀行
・半年で売却・・・
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・2009年12月

・築20年、RC造、4300万円、安定稼働

・住宅ローンで某都銀のフルローン

横浜市RCメゾネット
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・2010年7月、不動産会社からのメルマガ

・築25年、木造、700万円

・公庫融資不可で現金決済

栃木県築古木造 高利回り
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箱根高利回りボロRC

・2010年9月、同じ不動産会社から個別提案
・スルガ銀行で翌営業日のスピード承認
・築20年、RC造、2500万円、高利回りだが苦労
・トラブルを乗り越え、外壁塗装等で1/6から満室へ
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千葉県ハイリスク鉄骨造

・2011年3月、健美家（中国人売主に掴まされた）
・築21年、S造、2500万円、高利回り、スルガ銀行
・引渡し日に滞納発覚
・取得後4ヶ月で４室退居、1/7＝入居率14％に！
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埼玉県の郡部 築古木造

・2012年3月、箱根仲介の不動産会社の個別提案
・築23年、木造、1250万円、高利回り、スルガ銀行
・LINEで購入、現地確認も決済にも行かず
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練馬区 ボロ高利回り木造

・2012年3月、横浜仲介の不動産会社の個別提案
・再建築不可のためノンバンク融資
・築41年、木造、風呂無し
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栃木県 普通のマンション

・2012年12月、不動産会社のメルマガ
・築14年、鉄骨造、7900万円
・初の築20年未満の物件！スルガ銀行
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栃木県 築古RCマンション

・2013年5月、不動産会社のメルマガ
・築34年、RC造、4600万円、スルガ銀行
・高利回りのハイリスクに疲れ・・・
・外装、内装リフォーム済み、満室！



群馬県木造３棟バルク

・2013年11月、不動産会社からの個別提案
・築20年、木造3棟一括、5000万円
・妻個人で取得、日本政策金融公庫からフルローン
・戸建と90坪の更地もオマケでついてきた
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栃木県 普通の木造アパート

・2014年12月、管理会社からの個別提案

・築21年、木造2棟一括、2800万円、公庫

・妻を代表とした新設法人で取得



なぜ、いま不動産投資なのか？



①年金システムの制度疲労
- 昭和36年、制度化から56年
- 平均寿命：男性66.03才、女性70.79才

②雇用環境の変化
- 経済成長を前提とした終身雇用の終焉
- 労働ロボットとの職業の奪い合い

社会構造の変化



WORK SHIFT
リンダ・グラットン著

20年後の未来に、
いまの子供たちはどんな
職業に就いているだろうか？
孤独と貧困から自由になる
働き方の未来図＜2025年＞

社会構造の変化



65歳で退職し、そこから平均的な余命20年を生きると、
19万円×20年×12ヶ月≒約4800万円 が不足する。
43歳なら、あと22年間で4800万円を貯めるためには
4800万円÷22年×12ヶ月≒約18万円 を毎月貯金！？

老後の自分を自分で守れますか？

最低限の生活費 24万円

公的年金 19万円

余裕資金 14万円

不足額 19万円



更に・・・

・インフレ政策：借金（国債）目減り
・外貨への分散と円財産は現物化
・不動産、金など



そこで・・・

・資産保全と財産形成が必要
⇨ 不動産投資（インフレ対策）

・給与以外の複数の収入
⇨ 不動産投資（インカムゲイン）



不動産投資のメリット・デメリット



①レバレッジ

不動産投資のメリット



②片手間でできる副収入

不動産投資のメリット



③投資家自身が運営に介入
できる

不動産投資のメリット



④急激な値動きがない

不動産投資のメリット



⑤節税になる

不動産投資のメリット



① レバレッジ
② 片手間でできる副収入
③ 投資家自身が運営に介入できる
④ 急な値動きがない
⑤ 節税になる

不動産投資のメリット



①多額の負債を抱える

不動産投資のデメリット



②（物件によっては）手がかかる

不動産投資のデメリット



③空室リスク（物件選定が大事）

不動産投資のデメリット



不動産投資のデメリット

④修繕リスク、老朽化



不動産投資のデメリット

⑤最後は税金との戦い



① 多額の借金を抱える
② （物件によっては）手がかかる
③ 空室リスク（物件選定が大事）
④ 修繕リスク、老朽化
⑤ 最後は税金との戦い

不動産投資のデメリット



自分に合った投資方法を選ぼう



みんなが欲しい立地は利回りが低い

都心？or 地方？



新築は利回りは低いが手がかからない。

新築？or 中古？



４つのセグメンテーション

都心 地方

新築
・利回りは低い
・入居率は安定
・手がかからない

・手がかからない
・新築プレミアム家賃
・利回りはやや高い

中古
・売り物件が少ない
・利回りはやや低い
・家賃下落は済

・利回りは高い
・家賃下落は済
・個別性が高い
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４つのセグメンテーション
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４つのセグメンテーション

都心 地方

新築 ○ ×

中古 ○ ◎



・実際に高稼働すれば高い収益性を実現できる

・ライバルが少なく購入しやすい

・家賃のレンジが低いと入居者も割り切っている

・地方でも賃借人がゼロではない

・地方は運営が楽(都心はライバルも強豪)

・駅からの距離不問（駐車場必要）

地方投資のメリット



・家賃のレンジが低いと入居者も割り切っている
- ターゲット層はハイボリュームゾーン

統計元：国税庁 平成23年 民間給与実態統計調査結果

出展：年収ラボ http://nensyu-labo.com/heikin_kaisou.htm

地方投資のメリット



・遠隔地だと管理が大変、しんどい

・高稼働できなければただの田舎の物件

・エリアや物件の選定を間違うと命取り

・融資が難しい ←だからこそ高利回り

地方投資のデメリット



投資エリアの選定



投資エリアの選定

・個人投資レベルではマクロよりミクロ。
同じ区市町村でも状況は異なる

・その周辺で生活が完結するエリアが良い
- スーパー（単身ならコンビニでも可）
- ドラッグストア
- 郵便局、銀行
- 学校
- 病院
- 企業（勤務場所）
- 駐車場



物件の選び方

① 利回り
② 金利
③ 返済期間

投資判断の指標としてイールドギャップ(①-②)が
用いられるが、当面重要なのはキャッシュフロー！
期間の概念は必要。



返済期間とキャッシュフロー

物件価格：1億円
利回り：10％
構造：RC造
築年数：25年
家賃年収：1000万円

（Ａ）A銀行
金利2.5％ 22年
返済591万円（年）

（B）B銀行
金利3.6％ 35年
返済503万円（年）



不動産投資の融資について



融資する金融機関の視点

空室リスク

事件・事故

オーナーの
病気や事故

災害リスク

・貸したお金が返って来るか？

- 最悪を想定したストレステスト

- もしもの場合に抵当を実行して換金できるか？

- お金がない人に銀行は決して融資をすることはない



都銀の融資スタンスの変化

以前
・属性重視
（社会的地位、勤務先、年収）

現在
・とにかく資産重視
（流動性資産が最も強い）



属性別の不動産投資手法

① 金融資産1億円以上の富裕層

② 年収1500万円以上のサラリーマン

③ 年収700万円以上のサラリーマン

④ それ未満の人



① 金融資産1億円以上の富裕層

・都銀各行から融資可能

（三菱東京UFJ以外）

・属性は関係なし

・資産を重視

（以前は勤務先など社会的地位を重視）



② 年収1500万円以上のサラリーマン

・年収を背景にした個人信用を利用

・都銀や地銀、信金など

・一銀行一法人スキーム（非推奨）

- 個人属性を汚さない

- 期限の利益の喪失事由に該当



③ 年収700万円以上のサラリーマン

・個人属性を利用して、個人で購入

・オリックス、SBJ、静銀、スルガ

（スルガ以外は法人でも買えるが、

法人でも代表が個信に登録される）

・年収の30〜70倍程度のレバレッジ



④ それ未満の人

・年収そこそこの自営業者は信金・信組

・自己資金投入できる人はノンバンク

・それ以外の人は、日本政策金融公庫

・その後、二期黒字の決算で信金・信組へ



④ それ未満の人

・年収そこそこの自営業者は信金・信組

・自己資金投入できる人はノンバンク

・それ以外の人は、日本政策金融公庫

・その後、二期黒字の決算で信金・信組へ

→ 今年4月、公庫の審査基準が厳格化



公庫審査の厳格化について



日本政策金融公庫

・株式会社日本政策金融公庫

- 3.9兆円、日本で最も大きな資本金

- 2008年に３公庫が統合して誕生

- 国民生活金融公庫

- 中小企業金融公庫

- 農林漁業金融公庫



日本政策金融公庫

・国金（国民生活事業）の融資枠

・普通貸付7200万円

・一世帯あたり上限は１億円 ・ 普通貸付
（4800万円）10年

・ セーフティネット（4800万円）

・ 女性・シニア他（7200万円）

・2000万円の無担保枠



日本政策金融公庫

・物件評価は？

- 土地６割、建物５割

- 市街化調整区域 ×

- 未線引き区域 ×

- 再建築不可 ×

- 借地 ×

- 低入居率 ×



審査の厳格化

2017年3月以前 2017年4月以降

条
件

融資期間 最長20年まで可 原則10年

フルローン 可能 原則3割程度自己資金投入

物
件

融資エリア 沖縄を除く全国 原則一都三県

築年数 耐用年数切れでも可 法定耐用年数以内

人
物

居住エリア 原則一都三県 一都三県

年収制限 下限なし 世帯年収700万円以上



審査の厳格化

2017年3月以前 2017年4月以降

条
件

融資期間 最長20年まで可 原則10年

フルローン 可能 原則3割程度自己資金投入

物
件

融資エリア 沖縄を除く全国 原則一都三県

築年数 耐用年数切れでも可 法定耐用年数以内

人
物

居住エリア 原則一都三県 一都三県

年収制限 下限なし 世帯年収700万円以上

人的評価、物件評価、融資条件の全てが厳格化。



返済年数と残債の関係：

10年 15年 20年5年

3000万円

2332万円

3000万円を調達金利1.5％で借りた場合、
各返済期間によって5年後の残債は、

このように変化することがわかる。

2074万円

1556万円



アパートローンの正しい使い方



③ 年収700万円以上のサラリーマン

・個人属性を利用して、個人で購入

・オリックス、SBJ、静銀、スルガ

（スルガ以外は法人でも買えるが、

法人でも代表が個信に登録される）

・年収の30〜70倍程度のレバレッジ



アパートローンに対する誤解

・自己資金ゼロ

・審査が緩い

- 年収は原則1000万円以上必要

- 最低でも世帯年収700万円以上

・金利が高い

- レートダウンとリファイナンス

・融資期間が長い

- 元本返済とキャッシュフロー



返済期間と元本返済（元利均等返済の場合）

・元本返済額は同じ（赤い面積は等しい）
・トータル支払う金利は増える
・毎年の返済額は低いためCFは改善する

10年 15年 20年5年 10年 15年5年 30年25年



欲しいキャッシュフローから逆算する

・キャッシュフローとは？

- 家賃収入ーランニングコストー返済

・管理費（＝5％）
・定期清掃費
・固定資産税
・共用部電灯代
・（あれば）浄化槽点検費・清掃費
・（あれば）消防設備点検費
・（あれば）エレベーター費用
・（あれば）警備保障費用



欲しいキャッシュフローから逆算する

年間600万円の
キャッシュフローが

欲しい・・・



欲しいキャッシュフローから逆算する

年間600万円の
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CF100万円＝物件1億円



欲しいキャッシュフローから逆算する

年間600万円の
キャッシュフローが

欲しい・・・

CF100万円＝物件1億円

600万円＝6億円？



欲しいキャッシュフローから逆算する

年間600万円の
キャッシュフローが

欲しい・・・

CF100万円＝物件1億円

600万円＝6億円？

まずは 300万円＝3億円



1st ステップ まず目標の半分のCFを作る

いきなり高い壁は
乗り越えられない・・



1st ステップ まず目標の半分のCFを作る

Step by step で！



1st ステップ まず目標の半分のCFを作る

Step by step で！

1物件1億円くらいの目安で
一気に3棟3億円くらい買って
まずは300万円のCFを作る！



2nd ステップ 借入を増やさずCFを増やす



2nd ステップ 借入を増やさずCFを増やす

2期黒字の決算を以って、
不動産賃貸業の経営者として

銀行から評価してもらえる体質に！



2nd ステップ 借入を増やさずCFを増やす

1年目 2年目 3年目 4年目

★

★

★

不動産取得にかかる
諸経費が収益を上回るため
初年度は必ず赤字になる。

2期目、3期目は黒字にする。
何もしなければ黒字になる。
何もしない＝節税しない！

その結果、
4期目にはご褒美が！



2nd ステップ 借入を増やさずCFを増やす

・2期黒字のご褒美とは？

① レートダウン

② リファイナンス

③ 追加融資

④ 節税



2nd ステップ 借入を増やさずCFを増やす

・金利が高い＝「圧縮のバッファがある」ということ。

3億円の借入 年300万円のCF



2nd ステップ 借入を増やさずCFを増やす

・金利が高い＝「圧縮のバッファがある」ということ。

3億円の借入 年300万円のCF

仮に調達金利4％なら・・
年1200万円の金利負担



2nd ステップ 借入を増やさずCFを増やす

・金利が高い＝「圧縮のバッファがある」ということ。

3億円の借入 年300万円のCF

仮に調達金利4％なら・・
年1200万円の金利負担

レートダウンで1％下がれば・・

年間金利は900万円！



2nd ステップ 借入を増やさずCFを増やす

・金利が高い＝「圧縮のバッファがある」ということ。

3億円の借入 年300万円のCF

仮に調達金利4％なら・・
年1200万円の金利負担

レートダウンで1％下がれば・・

年間金利は900万円！
レートダウンによって、

年300万円の削減効果



2nd ステップ 借入を増やさずCFを増やす

・金利が高い＝「圧縮のバッファがある」ということ。

3億円の借入 年300万円のCF

仮に調達金利4％なら・・
年1200万円の金利負担

レートダウンで1％下がれば・・

年間金利は900万円！
レートダウンによって、

年300万円の削減効果

合算すると、
年600万円のCF達成！



良くない買い方の例

1年目 2年目 3年目 4年目

★

★

★

・借金に躊躇して年1棟ずつしか買わない人。
・または途中で節税してしまい赤字決算にする人。
→ いつまで経っても2期黒字が実現しない！
→ 買うときは一気に買う！節税はしないこと！



買える人と買えない人の差は？

・一言でいうと「腹を括れるか否か」だけ。

- 前提として年収700万円以上

- 素直な人。前向きな人。積極的な人

- 家庭円満であること

- レスポンスが速い人

（基本的に全ての24時間以内）



リフォームによるバリューアップ



① 不動産投資”事業”
- 自身の手数工数を使って賃貸経営
- 基本的には管理会社に委託しつつ介入
- リフォームの打ち合わせ、現場監督
- 経営者、時間がある方に向いた手法

② ホンモノの”不動産投資”
- ほぼ金融商品、サブリースには要注意
- 多忙な高属性サラリーマンに向いた手法

賃貸運営について



・空き店舗のバックヤード部分を住居へコンバージョン

リフォームによるバリューアップ



リフォームによるバリューアップ

・床を切り、給排水管路を作って水回りを製作します。
・水道管の立ち上がりを作ってキッチンを設置します。
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リフォームによるバリューアップ

・木工事で不要な内窓を塞ぎ、仕切り壁を製作します。
・ユニットバスを設置します。



リフォームによるバリューアップ

・アクセントクロスとしてサンゲツの1000番クロス、
その他は量産クロスを使用します。





不動産業者の選び方



・物件選定力
・銀行目線で個人評価できる
・金融機関とのコネクション
・アフターフォロー

不動産業者の選び方



不動産投資まとめ



・将来の自分は今から自分で守ろう
・不動産投資のデメリット（負の性質）を知った上で
メリットを最大に享受しよう

・最後は税金との戦い。ポートフォリオを考えよう
・投資手法は多様。自分に合ったやり方を選ぼう
・ファイナンスを制する者は不動産投資を制す
・お金がない者には銀行は決してお金を貸さない
・物件選定は重要。最初はあくまでCF最重視で
・物件選びはマクロ視点よりもミクロ視点で

不動産投資まとめ



Thank you for your attention



特典のシミュレーターのご請求や
専門チームによる無料面談の予約は

椙田拓也公式LINE＠から


