
 

 

 

 

 

【ご注意】 

この回答はライフデザイン実践会の会員にのみ提供しているものです。 

お取扱いには十分注意して頂き、事前許可無く、本レポートの一部または全部をあらゆる

データ蓄積手段（印刷物、電子ファイルなど）により、 

複製、流用をしないようにご協力をお願いします。 

 

また、回答に記載した内容は、私が体験したり事実関係を調べた内容から回答しています。

ただ、内容の信ぴょう性や正確性を保証しているわけではないので、 

読者様自身の責任と判断で参考にして頂けると助かります。 

 

 

2017 年 4 月吉日 

 

「あなたの人生をもっと豊かにもっと自由に！」 

ライフデザイン実践会 



【質問１】「融資受けている銀⾏に⾦利交渉をしたいのですが、 どのように話を進めてい

いのでしょうか？」 

ななころ様  

いつもお世話になっております。 ◯◯◯◯です。  

質問したいのですが、融資受けている銀⾏に⾦利交渉をしたいのですが、 どのように話

を進めていいか、思い浮かびません。 どのように進めたらいいと思いますか。 融資受けて

からどのぐらいからでしたら通りやすいでしょうか。  

物件は昨年 2 ヶ⽉置きにオーバーローンで 4 棟、購⼊しました。 積⽴ている家賃は今の

ところ⼿をつけてはいません。 お答えいただけますとありがたいです。  

 

【回答１】 

ご質問ありがとうございます。融資を受けている銀⾏への⾦利交渉についてのご質問です

ね。 

銀⾏の⾦利はどうやって決まるのか？基本ではありますが、⾦利交渉をする上で分かりや

すくなるので、最初に説明しておきたいと思います。銀⾏の⾦利は、次の４つの要素の合

計で決まります。 

 

「⾦利＝銀⾏の調達⾦利＋銀⾏の経費＋貸倒れリスク＋利益」 

 

この４つの要素の中で、われわれ不動産投資家が、銀⾏に影響を与えることができるのは

どれでしょうか？ 

まず、銀⾏の「調達⾦利」や「経費」は、各銀⾏で決まっているものであり、われわれ不

動産投資家がどうにかすることはできません。 

⼀⽅で、銀⾏に対して、われわれ不動産投資家ができることは２つです。「貸し倒れリス

クが低い」「（銀⾏に）利益を産んでくれる」と、銀⾏が思ってもらうことができれば、

⾦利はおのずと下がっていくことになります。 

では具体的にどうすればいいのでしょうか？ 



「貸し倒れリスクが低い」ということを銀⾏に分かってもらう最も良い⼿段の 1 つは、個

⼈であれば「確定申告」、法⼈であれば「決算書」の中⾝がとても⼤切になってきます。

当然、利益が出ており、⿊字が⼤きくすると、銀⾏はリスクが少ないと思ってくれます。 

しかし、ご質問者さんのようにオーバーローンで融資を受けていると、物件評価額よりも

借⼊額が⼤きくなり、いわゆる債務超過になりがちです。つまり、その場合は、貸し倒れ

リスクが「⾼い」と思われがちです。 

その場合は、債務超過を上回る⾦融資産があることを⽰したり定期預⾦に⼊れたりするな

ど、銀⾏では「保全率を⾼める」と⾔ったりしますが、「貸し倒れリスクは低く、安⼼な

融資先だよ」ということをアピールする必要があります。 

もしくは⻑年付き合っていくことで、残債が減り返済実績を作っていき、信頼できるお客

さんだということを理解してもらうことが重要となります。 

もう１つのは、「利益を産んでくれるお客さん」だよ、ということを銀⾏に理解してもら

うことです。たとえば、物件を買い増して増額融資を受けたり、他⾏の融資を借り換えす

るなど、⾦利を下げても、トータルの利益額がほぼ同じであれば、⾦利交渉の余地があり

ます。 

また、他⾏から借り換えの話しがあるなど、「⾦利を下げてでも付き合っていきたい」と

銀⾏に思ってもらえるようになることが、⾦利交渉の上で重要になってきます。 

その他に、⾦利交渉の時の話しの仕⽅もあるのですが、紙⾯も限られているため、ここで

は割愛しますが、まずは⾦利が決まる仕組みを理解することで、⾦利交渉に当ってみてく

ださい。 

以上、⻑くなりましたが、参考になれば幸いです。 



【質問２】「減価償却を今期のみ経費計上しないことは、銀⾏融資に有効でしょうか？」 

いつも楽しく拝⾒しております。お世話になります。質問です。 

法⼈で収益不動産を所有しております。決算を良く⾒せたいと思います。 

その時 減価償却を今期のみ経費計上しないと その期は納税が発⽣します。このやり⽅

は銀⾏融資に有効でしょうか？  

すみません よろしくお願いします  

 

【回答２】 

ご質問ありがとうございます。きわどい質問に思わず唸ってしまいました（笑）。私は専

⾨家ではありませんので、あくまでもいち不動産投資家として回答させて頂くことをあら

かじめご了承ください。 

期によって、減価償却をしないということも、税法上はできることはできるようです。翌

期には、また減価償却するということもできます。ただ、「前期に償却しなかったから当

期に２期分まとめて償却」などということはできませんのでご注意ください。 

ただし、銀⾏の融資に有利かと問われると、効果は疑問です。マイナスに働くこと可能性

が⾼いのではないでしょうか。 

なぜなら、税法上で問題無くても、簿記・会計上は問題となるからです。正しい期間損益

計算のために、⾚字であっても減価償却はきっちりやる必要があります。中⼩企業でやっ

ている場合もありますが、あまりお薦めできることではありません。 

ご質問の意図としては、銀⾏から融資を受けるためのご質問だと思いますが、減価償却に

よる⾚字は、ほとんどの銀⾏で考慮してくれます。減価償却の性質を、銀⾏であれば当然

知っているからです。しっかりと賃貸業として利益が出ているのであれば、そこまで気に

しなくても良いでしょう。融資も出ます。 

ちなみに、経営者が恣意的に決算をよく⾒せることを「粉飾決算」と呼びます。東芝など

⼤企業でも⼤問題になっていますのでお気をつけてくださいね。 

以上、参考になれば幸いです。 

  



【質問３】「売主が法⼈ではなく個⼈の場合、売買価格の⼟地と建物の⽐率において、建

物価格の⽐率を⾼くすると、売主にどんな影響がありますか？」 

ななころさん、ご無沙汰しています、◯◯です。公開質問お願いいたします。 

現在、ある築古の物件に買い付けを⼊れています。この物件は個⼈での取得を予定してい

るのですが、⽬的のひとつは、減価償却を多く取ることです。 

そこで、売主様に契約書上、建物価格を多めに記載してもらえないか（本件は、売買価格

のうち⼟地値の占める割合が⾼く、通常の固定資産税評価額を使⽤するやり⽅だと建物価

格が相当低くなってしまいます）相談しているのですが、あまり⾊よい返事をもらえてい

ない状況です。 

ちなみに、売主様は個⼈で所有しており、現在は消費税の⾮課税事業者、建物価格を多め

にといっても建物価格 800 万円ぐらいでお願いしていますので、本売却があっても将来的

にも課税業者にはならない予定です。 

こういったケースで、例えば、固定資産税評価額の⽐率で按分した額を超えて⼤きな建物

価格を契約書上に記載してもらうことは、売主にとって何か問題があるのでしょうか？ 

どうぞよろしくお願いいたします。なお、過去の質問は、ざっと⾒てはいますが、もし類

似の質問が既出でしたら、教えてください。 

 

【回答３】 

お久しぶりです。成功されて海外に⾏かれたのだと思っていました（笑）。 

さて、ご質問頂いた件ですが、私は専⾨家ではありませんので、あくまでもいち不動産投

資家として回答させて頂くことをあらかじめご了承ください。 

私がお世話になっている税理⼠にも確認したのですが、売主が個⼈で所有しており、課税

業者でもない場合は、建物価格が上がっても影響は無いと思われます。 

しかし、「何か後々⾯倒になるのではないか・・・」といったような⼼情的な問題（何か

⾯倒になるのではないか・・・）や、売主の税理⼠などが反対しているのかもしれません。 

そのようなケースはままあり、その場合は無理強いをせず、建物と⼟地の⽐率は書かない

でおいてもらうのが良いかなと思います。その後、税務申告する際に根拠があればいいこ

となので。 



なお、根拠を⽰すものとして、ご存知かもしれませんが、主に 5 通りの⽅法があります。

ご⾃⾝の⼀番良いものを根拠として活⽤するのがいいかなと思います。 

＜⼟地と建物の按分の根拠＞ 

1. 売買契約書に書かれた⼟地と建物の価格 

2. ⼟地、建物の固定資産税評価額で按分 

3. ⼟地の路線価（相続税評価額）と⾯積から⼟地価格を算出、残りを建物価格とする 

4. 建物の再調達価格と経過年数から建物を算出、残りを⼟地価格とする 

5. 不動産鑑定⼠による評価を参考 

6. 売主が消費税課税業者の場合、購⼊に伴う消費税によって割り戻して計算 

以上、参考になれば幸いです。 

 

  



【質問４】「4 ⽉からのガス⾃由化に伴い、オーナーが知っておくべきことは何でしょうか？」 

いつも有効なメールありがとうございます。さて、質問ですが、4 ⽉からガスの⾃由化に

伴い、オーナーが知っておくべき事。です。 

 

【回答４】 

ご質問ありがとうございます。随分とざっくりとした質問ですね（笑）。 

正確には、2017 年４⽉より「都市ガス」が⾃由化されました。それにともなって、われ

われ不動産投資家とってのメリットについて、私なりの考えをお話ししたいなと思います。 

これまで、⽇本の都市ガスの会社は、それぞれの地域でほぼ独占供給をしてきました。な

かでも東京ガス、東邦ガス、⼤阪ガス、⻄部ガスの 4 社は四⼤事業者といわれ、⽜⽿って

きました。 

それが、都市ガスが⾃由化されることによって、さまざまな事業者が新規参⼊できるよう

になったのです。 

◆メリット 

• プロパンガス業者も含めて、ガス会社同⼠の競争が起こり、よりお得なガス会社を選

べるようになる。 

• ポイントサービスや定額制、セット割など、料⾦メニューが多様化し、よりお得なガ

ス会社のメニューを選べるようになる。 

• 結果として、われわれ不動産投資家にとっては、給湯器の無償交換など、都市ガスも

有利な条件を提⽰してくれるようになるかもしれない。 

いずれにしても、⾃由化の効果を実感できるようになるのは、もっと先のことだろうと思

いますが、われわれ不動産投資家にとっては、メリットとなりそうですね。 

以上、参考になれば幸いです。 

  



【質問５】「2022 年に⽣産緑地解除が、われわれ不動産投資家にどのような影響があるで

しょうか？」 

2022 年に⽣産緑地解除に伴う⾸都圏のオーナーにとっての影響について。回答よろしく

お願い致します。 

 

【回答５】 

ご質問ありがとうございます。これまた随分とざっくりとした質問ですね（笑）。 

私の考えとしては、⽣産緑地の解除の影響は限定的と考えています。 

というのも、⽇本政府は良い意味でも悪い意味でも「先延ばし」「ソフトランディング」

をする傾向があるからです。 

たとえば、「⾦融円滑化法」です。2013 年に⾦融円滑化法の期限が終了し、回らくなっ

た中⼩企業の所有していた不動産の投げ売りが始まるんじゃないかと⾔われていました。 

しかし、⾦融庁からは、「貸付条件の変更等や円滑な資⾦供給に努めること」「他の⾦融

機関等と連携し、貸付条件の変更等に努めること」が⾦融機関に求められ、中⼩企業を⽀

援する姿勢に変化はありませんでした。これは、実質的な「延⻑」だったともいえます。 

同じようなことが、⽣産緑地の解除においても起こると思われます。結局「ソフトランデ

ィング」するように⽇本政府はするのではないかと予想されるからです。 

ただし、東京オリンピックが終わり、⽇本の経済状況が冷え込み、先延ばしできないよう

な深刻な状況になっているとしたら、その限りではありません。不動産の投げ売りが⾏わ

れる可能性もあります。 

そのようなチャンスを⻁視眈々と狙いつつ、体⼒や知⼒を温存しておくのが良いのではな

いかと考えています。 

以上、参考になれば幸いです。 

 

 



【質問６】「150 年ぶりの⺠法改正で、不動産投資にはどんな影響がありますか？」 

改正⺠法での不動産に於ける考え⽅と不動産売買契約書への影響について。以上よろしく

お願い致します。 

 

【回答６】 

ご質問ありがとうございます。これまた随分とざっくりとした質問ですね（笑）。 

弁護⼠⼤家さんの楽待コラムの記事がわかりやすく解説されており、参考になるかと思い

ますので、シェアをしておきます。3 分と書いてありますが、30 秒ぐらいで読めるかと思

います（笑）。 

タイトル「【実践⼤家コラム】150 年ぶりの⺠法改正 ⼤家業への影響を３分で解説！！」 

弁護⼠⼤家さんの記事を読むと、「影響は少ない」というのが結論のようです。変化して

きた現在の不動産賃貸業に⽐べて、法律の中⾝が古くなってきたので、現代の実情に合わ

せたといった意味合いが強いようです。 

以上、参考になれば幸いです。 



【質問７】「銀⾏はある程度の資⾦がある者に対しては、無職でも融資をしてくれるもの

なのでしょうか？」 

ななころさん 

こんにちは。1 年半程前にななころさんにメッセージを送り、ななころさんのメルマガの

「思い切って塀の外に出てみる！」の回で紹介されたオーストラリア在住の ASH こと◯◯

と申します。 

その後⾊々と状況も変わり、今後１〜２年後に⽇本に帰国し妻の実家のある地⽅に移住し

ようかと本格的に考えています。 

私はオーストラリアで不動産投資をしており、その売却益と今までの貯⾦を合わせると、

結構まとまったお⾦を⽇本に持って帰って来られるのではないかと思っています。 

⽇本に帰国後は再び会社員として働くつもりは無く、⼿持ちの資⾦を元に不動産投資を本

業として始め、そこからの利益で家族を養っていきたいと考えております。 

そこで公開で質問させていただきたいことは以下のことです。 

物件の値段にもよりますが、ある程度の貯蓄はあるため⾃⼰資⾦のみで物件を買い始める

ことは可能だと思います。しかし、できれば銀⾏から融資を受けてできるだけ⾃⼰資⾦を

温存しつつ投資をしていければと思っております。 

このような場合、銀⾏はある程度の資⾦がある者に対しては無職でも融資をしてくれるも

のなのでしょうか？ 

それが可能な場合、何かしらのテクニックが必要になってきますか？（例：⾒せ⾦として

融資を頼む銀⾏の⼝座に預⾦をしておくなど） 

都市銀などは⾦利が安い代わりに審査が厳しいと聞きましたが、私のような状況でも融資

を受けることは可能でしょうか？ 

また、他にこのような状況で融資が受けやすい銀⾏でお勧めのところなどはありますでし

ょうか？ 

お忙しいところ、⻑⽂のメールを読んでくださりどうもありがとうございました。 

 

【回答７】 



ご質問ありがとうございます。メッセージを頂いたのは⼀年前のことでしたか！？私も覚

えていますよ。 

こうやって覚えていてくださって、メッセージをくださるのは、本当に嬉しい限りです。

しかもオーストラリアで⾒事、⽇本という塀を⾶び出して、成功を掴もうとされようとす

る姿をお聞きし、我が事のように嬉しく思います。 

※記事「思い切って塀の外に出てみる！」 

さて、ご質問の件ですが、ある程度の資⾦の「程度」にもよるかと思いますが、銀⾏から

融資を受ける事は⼗分に可能です。どの銀⾏が良いかは、タイミングにもよりますので、

常に⾦融機関の情報をキャッチしていくと良いでしょう。 

本格的に不動産賃貸業をしていくのであれば、法⼈を設⽴し、融資を受けていくのがよい

かなと思います。 

とはいえ、今の⽇本の⾸都圏の不動産は⾼騰しています。「⽇本の不動産は世界の都市に

⽐べても、利回りが⾼い」などと⾔われます。オーストラリアに⽐べても利回りは良いと

思われるかも知れません。 

しかし、「実質利回りで考えると、⼀概にそうとも⾔えない」と感じます。⽇本は税⾦が

⾼いですし、家賃も下落傾向にあり、空室も増加傾向にあるからです。また、⽇本は急速

に⾼齢化しているため、⼊居者も⾼齢化し、リスクは⾼くなっています。 

そのため、⽇本で不動産投資をする場合は、⽬的と軸を明確に持ち、なるべく短期で回収

できるシュミレーションをすること。そして、不動産投資に絞らずいろいろな視点で考え

るといいと私は考えています。 

また、オススメの本についてのメッセージを頂いていましたが、今は個別のメールがあま

りに⼤量にきていて、対応しきれないため、こちらで回答することをご了承ください。 

この質問は良く聞かれ、とても良い質問なのでブログでシェアしていますので、良かった

ら読んでみてくださいね。 

タイトル「不動産投資を始めた頃の原点に帰ることができた 1 冊の本」 

以上、参考になれば幸いです。 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

何かななころに質問してみたいことはありませんか？悩みはありませんか？ 

みなさんから頂いた質問をシェアすることで、みなさんのレベルアップにもなりますし、 

同じよう悩みで困っている⼈や悩んでいる⼈を助けることができると私は考えています。 

ですので、どんな些細な質問でも結構ですので、どんどんご質問して頂いて構いません。 

→ http://bit.ly/kokaishitsumon 

また、メールの⽅がいい場合は、「info@japanlifedesign.com」宛に個別にメールいただ

いても構いません。※具体的なところをボヤかして、公開回答します。 

・「○○について、ななころさんはどう思いますか？」 

・「○○について、どう解決したらいいか悩んでいます。。。」 

・「○○な時、ななころさんだったらどうしていますか？」など... 

質問への回答は、毎⽉２５⽇前後となっております。※質問が無い場合は、配信無し 

⽇本⼀のライフデザイナーを養成するコミュニティ 

「ライフデザイン実践会」代表・ななころ 

ホームページ：http://japanlifedesign.com/ 

メールアドレス：info@japanlifedesign.com 

【ライフデザイン実践会の理念】 

 ライフデザイン実践会は、会員が不動産投資を１つの⼿段として財政基盤を築き、「⼈

⽣を豊かに⾃由に描き、好きなことをして輝く！」ための実践会です。 

 会員同⼠お互い助け合いながら、⾃⼰成⻑していくことで、それぞれの「⽬標（成功）」

を達成していく、アットホームな不動産投資家のためのコミュニティを⽬指します。 

▼ライフデザイン実践会とは・・・ http://japanlifedesign.com/lifedesign-qa	


