


　６月末現在で１７,９４１戸の管理をご依
頼いただいていますが、契約上の支払い
期限である月末までに家賃の入金がない
案件が約500件あります。この500件に
ついて、弁護士など専門家と協力しながら、
毎月督促業務を行っています。
　滞納の理由で一番多いのは、口座残高
の確認不足で引落しができないなど「うっ
かり」が原因ですので、月初から連絡を行
い、中旬にはそのほとんどが解消されます。
最終的に滞納のまま翌月を迎えるものは
毎月5件程度にまで絞られます。
　当社では滞納保証制度があるので、滞
納の有無に関わらず家賃をお届けするこ
とが多いのですが、家賃滞納は退去へと
繋がりやすいため、早期に対応すること
を心掛けています。

　滞納督促で一番大切なのは対応の早
さです。当社では月末に入金を確認し、月
初めにまずショートメールで滞納者の携
帯端末にお知らせをします。普段から携
帯端末に慣れ親しんでいる世代が多いた
め非常に効果的です。
　メールで反応がない場合には入居者に
何かが起こっている事も考えられるため、
電話や手紙、メールで確認をとります。連
絡が通じずに15日を経過した場合は訪問
を開始します。月内に滞納を解消して家
賃の支払いを正常化させることと併せて、
事件・事故、急病など、入居者の異常事
態を察知することも目的の1つです。
　初動から滞納の解消までのスピードを
意識することで、入居者のＳＯＳ信号をい
ち早くキャッチしています。

　毎月決まって滞納する入居者に対して
は、根本的に解決するために、原因を詳し
くヒアリングして、一緒に解決策を模索し
ます。入居当時は職に就き、安定した生
活を送っていたにも関わらず、環境の変化
や病気などで突然収入が途絶え、滞納が
始まることもあります。以前、家賃の滞納
ではありませんでしたが、更新料の入金が
なく全く連絡のとれない方がいました。部
屋を使用している様子もなく、警察官と一
緒に安否確認を行ったところ、部屋がゴ
ミで埋まっていました。

　家賃は滞納していませんでしたが、更新
料の支払がなかったことで、異常に気付く
事ができました。
　後日、本人と連絡が取れたため事情を
聞くと、ゴミがぎっしり詰まった部屋をど
うしたらよいか分からず、部屋に帰ること
が出来なくなったそうです。
　その後何度か面談を行った結果、部屋
を退去し、ゴミの撤去費用を分割でお支
払いいただくことになりました。
　家賃滞納を減らすためには一時的な解
決ではなく、以後も滞納をさせないための
フォローが欠かせません。
　場合によっては、一緒にケースワーカー
への相談に同席するなど、生活再建のお
手伝いをさせていただくこともあります。

　昨年4月、入居審査業務を債権管理部
に移行しました。入居希望者から提出され
た書類の審査とあわせて、引っ越しをした
理由など気になった項目を本人に直接ヒア
リングします。
　また、退去時の精算で揉め事が起きな
いように、仲介会社から敷金償却や原状
回復工事の過失負担分などきちんと説明
を受けているか確認をとります。
　滞納督促で培った経験を活かし、でき
るだけ長く平穏に住んでいただける方に
ご契約いただけるよう努めています。
　家賃滞納の背景にはさまざまな事情が
あります。今後は独居の高齢者も増加す
る傾向にあり、さらに多様化が進むと考え
ています。異変を感じた際にも早期の対
応を心がけ、物件の資産価値を維持し、
長く安定した家賃収入をお届けできるよ
うに努めてまいりますので、今後とも宜し
くお願い致します。

家賃滞納の現状について

滞納督促を行うことで入居者の
異常事態を察知しています。
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今回は、滞納家賃の督促業務を行っている債権管理部をご紹介します。

賃貸借契約で一番大切な約束事である家賃の支払いが滞ることは  
入居者に何かが起こったことのシグナルです。

場合によっては入居者の生活再建をサポートし 
 賃貸中のトラブルを未然に防ぐことで、オーナーの皆様に　

安定した家賃収入をお届けすることに繋がっています。

債権管理部

■ 債権管理部　課長代理　馬場 裕一

特集 ①：

事前の入居審査で
トラブルを未然に防ぎます。

1万７千人の入居者は千差万別
それぞれの事情に併せて
問題解決を目指します。

ゴミが一杯に詰まった部屋の様子
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特集 ②：

5月20日に第10回目となるオーナー様交流会を開催いたしました。
交流会は2部構成で前半にセミナー、後半が食事会となっています。

今回のセミナーでは、不動産業界で随一のデータバンクである
株式会社東京カンテイの井出 武 氏に
現在の不動産市況について講演いただきました。

東京都築10年ワンルームマンション行政区別リセールバリュー
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平均坪賃料
（円/月）

行政区名 新築坪単価
（万円）

中古坪単価
（万円）

リセールバリュー

千代田区

中央区

港区

新宿区

文京区

品川区

目黒区

渋谷区

東京都平均

343.0 322.9 94.1%

357.8 324.2 90.6% 13,310

376.3 371.6 98.7% 14,725

366.8 317.7 86.6% 13,076

356.6 304.3 85.3% 12,723

349.6 310.2 88.7%

369.1 340.0 92.1% 13,165

360.3 341.0 94.6% 13,585

338.4 282.9 83.6% 11,674

2017年 前年比（ポイント）2016年

東京都

神奈川県

埼玉県

千葉県

東京圏

横浜市

川崎市

東京都区分

区分都心部

区分南西部

区分北東部

多摩地域

（区部都心部）
　千代田区　中央区　港区　新宿区　文京区　台東区　渋谷区　豊島区

（区部南西部）
　品川区　目黒区　大田区　世田谷区　中野区　杉並区　練馬区

（区部北東部）
　墨田区　江東区　北区　荒川区　板橋区　足立区　葛飾区　江戸川区

2016年と2017年の地価公示上昇率（％）の比較
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物件を選別する際の4つのポイント

2017年公示地価（不動産全体）から今後の展開を予想

現在の市況のまとめ

■ 講師：株式会社東京カンテイ 井出 武 氏

《 オーナー様交流会 再録 》

データから読み解く、
失敗しない投資用不動産の選び方

（※図2）　首都圏の中古ワンルーム（30㎡以下）の価格と坪
単価（※図１）は、2012年から上昇を続けています
が、全てのエリアで価格の上昇が起こっているわけ
ではありません。東京都の2016年の坪単価を
行政区ごとに見ると、都下を中心に前年を下回る
地域が散見されます。（※図2）

　一方で、23区内では価格が上昇しているエリアが多
く、元々価格の高い人気エリアの取引が増加した
ことが全体を押し上げていると言えます。また、新築
物件の高騰につられて値上がりする「連れ上がり」が
起きていることも要因としてあげられます。

　物件を選別する際には、❶資産価値の維持力と高い家賃収入がポイントになります。
新築後１０年経った物件の新築時の価格と現在の取引価格を比較した価格維持率
（リセールバリュー）と家賃の坪単価を見ると、純粋に家賃が高いエリアは価格維持率
も高く相関関係があることが分かります。
　特に東京都の平均を上回る千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、品川区、
目黒区、渋谷区は鉄板の８区と言っても良いと思います。
　更に狭域で考えると❷駅からの所要時間もポイントになります。２３区内の物件でも
徒歩１０分を超える物件は、徒歩６分以内の物件より約５％リセールバリューは低下します。
　その他にも❸専有面積や階層、周辺環境の良し悪し、❹新規分譲時の価格が
割高になっていないかは資産価値を見極める際のポイントになります。

　今年の３月に公表された2017年公示地価は依然上昇傾向が続いていますが、東京圏
でここ数年に見られた広範囲での価格上昇はなく、前年比で伸び率が低下している地域
が増加しました。
　住宅を買える人が限られている中で価格が上昇し、マイナス金利でも買い手が増えない
状況であることが読み取れます。
　今後は相続などで市場に出た不動産の内、交通利便性や生活利便性が良い物件・
人気エリアのみが取引される状況になると予想しています。

　歴史的な低金利である今、借入をしてでも「資産形成」を計る良いタイミングです。
また、23区内では若い世代や単身世帯の流入が続く見通しで、ワンルームの賃貸需要
は旺盛だと言えます。
　一方で、直近の不動産価格の伸び率が低下したことから、価格の大幅な上振れは
期待できない状況です。
　不動産はエリアによって資産価値の維持力が違いますので、資産性の高い物件を購入
するためには、家賃（インカム）に注目して、リセールバリューが高く、家賃が高い物件
を選別することが重要です。
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坪単価前年比
（％）

行政区名

2015年 2016年

平均坪単価
（万円）

平均坪単価
（万円）

東京都全体

葛飾区

江戸川区

武蔵野市

調布市

国分寺市

269.4 273.9

245.4 239.8 -2.3

260.3 258.2 -0.8

301.6 256.2 -15.1

246.7 230.6 -6.5

269.6 265.3

昨年までの物件価格上昇は新築物件の値上がりと、立地の選別意識が要因
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東京都全体と都下を中心とした
価格下落地域の坪単価の比較

（※図1） 首都圏中古ワンルームの
売買価格と坪単価の推移

● 12年以降、価格上昇が続き、
坪単価はミニバブル期（07年頃）を凌ぐ200万円超に

12年 13年 14年 15年 16年

一戸流通価格（左軸）

平均坪単価（右軸）
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