
2020年1月5日発行（毎月１回発行）

2020年1月号

自然災害のときの
貸主の対応と責任とは︖
自然災害のときの
貸主の対応と責任とは︖

慎重に入居審査を
したはずなのに
慎重に入居審査を
したはずなのに

その不動産投資は失敗か︖その不動産投資は失敗か︖

記事１

記事 2

記事 3

業界ニュースから

空室対策 はじめの一歩

管理スタッフ「クマ」のレポート

その不動産投資は失敗か︖

3

ある大家さんから質問をいただきました。

賃貸経営の成否判定は購入したばかりの段階ではでき
ません。賃貸経営は売却か取り壊すか、「終わってみ
なければ分からない」ものです。今後も収益物件購入
を続けるとなると提案は 2 つです。１つめは、購入は

「物件の実力」で決めるべき、ということ。２つめは、
購入物件に問題があったとしても、今後の運営で損失
を減らして終了させることも出来得るので、そのこと
に注力すべき、ということです。今月は、１つめの課
題について回答させていただきます。

「物件の実力」を知る上で重視すべきは「収益力」です。
収益とはアパート収入から運営費を差し引いた額で
す。この収益を稼ぐ力を、現在から未来まで維持でき
る物件が望ましいのです。未来とは何年先か︖という
と、もし 5 ～ 10 年くらいで売却する予定ならその期
間です。売却は考えず資産として持ち続ける想定なら
20 年～ 30 年の期間です。もちろん 30 年先のことは
読めませんが、時代のニーズに合わせて変えていける
素地があることです。ご友人が心配されたのは、13
～ 15 ㎡の物件にその素地は期待できないのでは︖と
いうことでしょう。現在と未来の収益の計算方法につ
いて簡単に説明しておきます。今回購入した物件の募
集家賃が 7 万円で 20 戸だとすると、年間の家賃収入
は1680万円（7万×20戸×12ヶ月）になります。ずっ

と満室という想定は甘いので、空室ロス率をかける必
要があります。たとえば、1 年目は 5％、2 ～ 3 年目
は 10％、4 ～ 5 年は 15％、最後の 6 年以降は 20％
の空室が発生する、という見通しです。さらに 7 万の
賃料も 3 年目から下がることを計算に入れます。この
計算で5～6年間の賃料収入が予測できます。あとは、
アパート経営にかかる運営費（原状回復費、新規募集
費、税金、火災保険、管理委託費、その他雑費等）を
予想して差し引けば「収益」が算出できます。
ここまで読んで疑問に思われるかもしれませんね。サ
ブリースで家賃が保証
されているから面倒な
計算は不要なのでは︖
という疑問ですが、こ
の保証が物件の実力と
して評価できるかが考
えどころです。もしサブリース契約が物件を所有して
いる間、条件が変わらずに維持してもらえるなら、
物件の実力に数えてもいいかもしれません。しかし
サブリース会社は、物件の収入が落ちて逆ザヤに陥っ
たら、どこかの時点で借り上げ賃料の減額を求める
はずです。あるいは倒産してしまう事もあり得ます。
この保証家賃を物件の実力と見るのは間違いといえ
るのです。この現在から未来の収益を予想する計算
式は不動産投資家だけでなく、地主系の大家さんも
知っておいた方がいい知識です。賃貸管理を不動産
会社に依頼している大家さんは多いですし、それは
よい選択だと思いますが、経営面について正しくア
ドバイスしてくれる不動産会社は多くはありません。
ご自身で判断するための基礎知識だけは持っておい
た方がいいと思います。
これからも収益物件購入を続けるなら、購入決定前に
収益予想をされることをお勧めします。今はローンの
貸付基準が厳しいのでキャッシュで購入できるのは有
利ですから、焦って決める必要はありません。将来に
わたって収益のあがる物件を選んでください。２つめ
の「今後の運営について」は次回です。

Q
　　　 　　経営している会社で初めて収益物件  
                を購入しました。専有面積が 13 ～
                15 ㎡の木造 20 戸の新築アパートで
す。サブリースによる安定収入に魅力を感じて、
都市部の比較的好立地の物件をキャッシュで購
入しました。しかし購入後にベテラン大家の友
人に報告したら「早まったのでは︖」と忠告さ
れました。「長期的に需要が見込めないのでは︖」
とのこと。この投資は失敗でしょうか︖もし失
敗なら、今後はどうすればよいのでしょう︖会
社の本業は縮小していくので資金活用目的で不
動産投資を続けたいと考えています。
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満室賃料 1680 万円
空室ロス(10%) △168 万円

賃料収入 1512 万円
運営費 △600 万円
収　益 912 万円
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2019年は台風15号と19号が日本各地に大きな災害
をもたらしました。被害に遭ったアパート・賃貸マ
ンションも少なくありません。今回は台風被害の後
の対応や大家さんの責任についてのお話しです。

自然災害から建物を守る手立てのひとつに保険があ
ります。ある大家さんは台風15号で、所有されてい
るマンションの駐輪場の屋根が一部外れてしまい、
加入していた建物の火災保険で修理することができ
ました。しかしホッとしたのもつかの間、今度は台
風19号の集中豪雨で床上浸水が起こり、半地下の電
気設備が濡れて故障してしまいました。また保険会
社に連絡したところ今度は保険金が出ないと言わ
れ、とてもびっくりなさったそうです。駐輪場の屋
根が外れたのは風災、電気設備の浸水は水災となり
ますが、加入していた火災保険には水災が担保され
ていなかったので保険金が出なかったのでした。
火災保険ではすべての商品が「風災・雹災・雪災」
を担保していますが、昨今の住宅用火災保険商品で
は「水災」がオプションであることが多いため今回
のようなことが起こります。今年の台風による集中
豪雨では、近くに川が無い地域でも排水の逆流で洪
水による被害がありましたので、加入されている火
災保険に「水災」のオプションが付いているかどう
かの確認も大事ですね。

台風で建物が被害を受けて、入居者さんから賠償を
求められた大家さんの話しもたくさん聞きました。
地下の電気室が浸水して水が出なくなった前述のマ
ンション大家さんは「ホテルの宿泊費を払って欲し
い」と言われていましたし、「地下の駐車場に置いて
いた車が浸水したので修理代を支払って欲しい」と
言われた大家さんの話も聞きました。そのための保
険として、建物が原因で第三者に被害があった場合
は「火災保険の施設賠償責任特約」がありますが、
今回のケースでは保険金が支払われるでしょうか︖
実はこのケースは支払い対象になりません。なぜな
ら、被害の原因が台風なので不可抗力とされ、大家

さんに法律上の賠償責任は発生しないと考えられ
るからです。賃貸借契約書には『地震、火災、風
水害等の災害、盗難などその他不可抗力と認めら
れる事故によって生じた損害について、甲乙はそ
の責を負わないものとする。』という免責事項が多
くみられます。入居者さんの感情に配慮する必要
はありますが、実務的にはこの契約書の取り決め
に従って対応することになります。台風の影響で
窓や屋根が破損し、「吹き込んだ雨で家財が濡れた
ので弁償して欲しい」という場合も、建物老朽化
による雨漏りとは違って自然災害のため大家さん
に責任はありません。この場合は入居者さんが加
入している家財保険を使うことができます。

不幸なことに、建物が
全損して部屋に住み続
けられなくなったらど
うなるのでしょうか。
この場合も火災保険は
対象外なので賃貸借契
約に基づいて対応する
ことになります。このケースは民法に規定はあり
ませんが、賃貸借契約は当然に終了するというの
が判例・通説です。賃貸借契約書にも『賃借物の
全部の滅失により使用及び収益できなくなった場
合には賃貸借は終了する。』という規定が多くみら
れます。さらに2020年4月から施行される改正民
法では「賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了」
が明記されるので、この考えが通説でなく確定と
なります。
去年のような被害をもたらす大型台風は、「経験し
たことがない」とか「想定外」という表現が相応
しくないほど常態化するとの予測もあります。風
災や水災などに備えるような建物の準備をする一
方で、建物の火災保険や入居者加入の家財保険と
賃貸借契約書の条文を再確認しておくと安心でき
ますし、いざという時の対応に役立つと思います。
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ある日の朝、会社に緊迫した声で消防隊から電話がか
かってきました。「御社が管理している〇〇アパートの
202 号室で、人が倒れてうめき声が聞こえるとのこと
で現地へ来ました。大至急入室して救助活動を行いた
いのですが、窓ガラスを破っても宜しいですか︖」。電
話に出たスタッフが「鍵を持って行く時間がないので
入室して下さい」と即座に答えましたので、消防隊が
バルコニーの窓を割って突入して、その後にすぐに折
り返し連絡がありました。「入居者さんは不在でした。
割れたガラスは片付けておきますが、あとの事はよろ
しくお願いします・・・」とのこと。何とも前代未聞
の結末にスタッフが唖然としているなか、責任者であ
る私が物件へ向かいました。現地には消防車・救急車
だけではなく警察まで来ていてちょっとした騒ぎに
なっています。そこで通報者である隣室の入居者Ａ子
さん（40 代無職）に、「どうしてこんな事になったの
ですか︖」と事情聴取をしたところ、「202 号室の人が

『助けてくれ』ってうめいて倒れる音が聞こえたのです」
と説明を始めました。「絶対に声が聞こえたので、助け
なきゃいけないと思ったんです」と訴えました。念の
ために警察が周りの部屋に聞き込みしたようですが、
みな在宅していて無事を確認してくれたそうです。そ
のとき、当社の管理課から連絡を受けた 202 号室の入
居者さんが戻ってきました。現場が大騒ぎになってい
る事に驚いていましたが「早くガラスを直して欲しい」
と当然の要望をされました。コトの発端の A 子さんに
ガラス代を払って欲しいと思って顔を見たところ、物
凄い形相で「私は助けようと思って救急車呼んだだけ
なの︕」と大声で泣きだしたので、仕方なくガラスに
関しては当社の負担で修理することになりました。

このＡ子さんは入居して 10 年近くになりますが、当
時は勤務もしっかりして人当りも良かったので入居審
査もスンナリと通したことを憶えています。しかし入
居者さんの中には、勤務先が変わったり無職となるこ
とで生活が荒れ始めて、メンタルを壊してしまう方も
いらっしゃいます。A 子さんは、私が経験した中でも

一番変わってしまった入居者さんの一人なのです。最
初の異変は、室内の不具合で管理スタッフが何度も呼
び出される、という対応で始まりました。部屋に行っ
ても特に問題は発見できません。やがて、「下の部屋の
入居者が女性を連れ込むので声がうるさくて寝られな
い」「他の入居者が玄関ドアを叩く」等の苦情に発展し
ていきますが、その都度、そのような事実が無いとい
う事態が続きました。前述の「消防隊ガラス破り事件」
もその１つです。最終的には「部屋に誰かが浸入して
くるから鍵を交換して欲しい」とか、「私の悪口をアパー
ト中に言いふらしている人がいる」などとエスカレー
トして手が付けられなくなりました。あまりにも度が
過ぎるので契約解除の通告をしたところ、「私は病気な
のに不動産会社の担当が私を追い出そうとしている」
と、他の入居者に触れて回ると言った最悪な状況とな
りました。連帯保証人は保証会社なので家賃が滞納さ
れない限りは対応できません。

そこで A 子さんの母親に頼ったのですが、娘の症状を
よく知っているのか「病気ですから大目に見て下さい」
とお願いされてしまいました。「実家には戻らせない」
という強い意思表示です。いろいろ対応した結果、A
子さんは無職で生活保護を受けていましたので、市役
所の担当者と交渉して契約解除した上で引越しをする
手続きをとってもらい解決できました。ほんとに胃が
痛い日々を経験させてもらいました。
入居したときは問題のない方でも、時の経過で変わっ
てしまうこともあります。慎重な入居審査や保証会社
も万全ということはありませんので、そのときに解決
の糸口を探して飛び回るのが管理スタッフの役目なの
です。
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