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50代、専門職のシングル女性。
マンション投資を始めるも赤字、
どうする？
会員の相談事例を取り上げるこのコーナー。FPとしての相談スキル、実務能力アップの参考にしてください。
お話を伺ったのは…

齋藤岳志 氏

（さいとう・たけし）

CFP®認定者

FPオフィス ケセラセ
ラ横浜代表。1977
年横浜生まれ。大学
卒業後、百貨店に3
年ほど勤務した後、
税 理 士事 務 所へ転
職。その後、経営コ
ンサルティング会社
の勤務を経て現在に至る。不動産運用を
中心とした資産形成の相談実績多数。メ
ディアへの執筆、取材など幅広く活動。
自らも不動産投資を実践する大家。著書
に『FP大家だけが知っている 資産形成
に中古ワンルームを選ぶと失敗しない理
由』
（2018年1月、合同フォレスト）
。

「買う」ありきではなく、属性などから投資の適性を診断
不動産投資についての相談に強みを持つ、齋藤岳志さん。

「FPは、中立的な立場からアドバイスできるのが強みです。

物件のセカンドオピニオン診断、購入・売却のトータルサ

不動産投資は不適切と判断した場合は購入を控えるよう助

ポートなども行っています。

言することもありますし、すぐに実物不動産を購入するこ

「将来への不安から、収入源を増やしたい、安定的に収

とが難しい相談者にはREITなどの選択肢もお伝えします」

入を得たいといった理由で不動産投資を考える方、相続な
どで得た資金で不動産投資をしたいという方からの相談が

図表1

不動産投資の適性を判断する要素（一例）

多くなっています。融資を利用した不動産投資は自己資金
が少額でもレバレッジ効果が期待できる半面、リスクも大

●本人の年収が目安として550万円程度以上ある

きく、自身が不動産投資に適した状態にあるかの判断や、

●金融機関の融資基準をクリアしている

物件選びなど、
慎重に検討する必要があります」
（齋藤さん）
図表1は不動産投資の適性を判断する要素の一例を示し

●直近数カ月分の生活費を預貯金で確保できている、
または
相続などで土地やまとまった額の金融資産を保有している

たもので、金融機関の融資基準をクリアしていることや、空

室リスクに対応できる資金があることなどが挙げられます。
齋藤さんによると、30代後半～ 40代後半で、年収800万
円以上、あるいは資産1,000万円以上というのが相談者の
平均的なイメージだそう。自分は不動産投資をしても大丈
夫かという相談や、業者から受けた提案について意見を聞
きたいという例も多いといいます。

上記に当てはまらなくても
不動産投資に興味がある場合は、
REITや不動産クラウドファンディングで体験できる
出所：齋藤氏への取材を基に編集出版課作成

本記事は取材対象者の見解を掲載したものであり、当協会の意見・方針等を示すものではありません。また、特定の金融商品の勧誘等を目的とするものではありません。当
協会は本記事に掲載されている情報等を利用したことにより発生する費用や損害等について責任を負う立場にはありません。
「 有価証券の価値等」または「金融商品の価値
等の分析に基づく投資判断」に関し、報酬を得ることを約したうえで口頭、文書その他の方法により助言を行うことを業とする場合は、金融商品取引業（投資助言・代理業）の
登録を受ける必要があります。また証券会社等の委託を受けて有価証券の売買の媒介等の行為を行う場合には、金融商品仲介業の登録を受ける必要があります。
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ヒアリングシート

老後の支えと思って購入したが、毎月赤字。
投資用マンションをすぐにでも売りたい
相談者のプロフィール
Ａさん（53歳・専門職・シングル女性）
。2005年に自宅（戸建て）を購入し、
住宅ローンを返済中。2017年には、資産形成のために投資用ワンルームマ
ンションを購入した。購入価格は2,510万円で頭金は10万円のみ負担。

相談内容

Aさんの家計データ

不動産会社の営業担当者に勧められ、新築の投資用ワン
ルームマンションを購入した。サブリース方式での契約を結

年間収支

20万円

び、毎月、一定の賃料が入るが、ローンを返済して管理費

年間収入計

500万円

などを払うと投資収支は毎月約3万円の赤字となり、購入直

年収（給与・手取り）

後に相談。リタイア後、年金で不足する分を家賃収入で補

年間支出計

えればと思っていたが、赤字分を給与から捻出している状

生活費ほか

態で、このままでは貯蓄も増えないし、もし何かあればロー
ンも返済できなくなる。すぐに売ってしまいたいが、できる
だろうか。不安を解消し、安心したい。

480万円
390万円

自宅（戸建て）住宅ローン返済

54万円

投資用マンション赤字補塡

36万円

金融資産計
預貯金

150万円
100万円

投資信託など

投資用マンションの概要

500万円

50万円

購入時期 2017年10月
購入価格 2,510万円
借入残高 2,500万円（相談時点で未返済・金利1.8％･26年）

自宅（戸建て）の概要

首都圏・私鉄沿線駅より徒歩8分／11階建てマンション4階
物件概要
／新築・1Ｋ（25.73㎡）／最新設備充実
毎月収支

81,500円－11,650円－100,394円＝▲30,544円／月
（賃貸料）
（管理費・修繕積立金）
（ローン返済）

購入時期 2005年6月
時価

借入残高 約1,000万円（当初借入1,350万円・金利2％・35年）

アドバイスにあたって

売る、返済負担を減らす、物件を増やす。
3つの選択肢を示して方針を決める
毎月の赤字で不安が強くなっているＡさん。齋藤さんは、
問題解決の選択肢として3つの案を提示、検討することにし
ました（図表2）
。1つ目は物件を売却すること、2つ目はロ
ーンを繰り上げ返済し返済額を減らすことで毎月の収支を
改善すること、3つ目は別の物件を購入し、その物件から生
じる利益で現状のマイナスをカバーする方法です。
「いずれの方法にもメリット・デメリットがあります。そ
れぞれの実現可能性も検討しながら、Ａさんの意向に沿っ
て方向性を定め、対策を検討します」

1,500万円

図表2

Aさんに提案する3つの選択肢

1. 売却する
〇 マイナス収支の不動産を手放すことができる
× 売却価格によってはローンを一括返済できない可
能性がある

2. 繰り上げ返済（返済額軽減型）で収支を改善する
〇 物件を保有したまま、投資を継続できる
× ある程度の返済額軽減のためには相応の原資が
必要となる

3. 別の物件を購入する
〇 適切な物件を購入すれば、収支のマイナスを軽減
できる
× 融資を受けられることが前提。
リスクも増す
出所：齋藤氏への取材を基に編集出版課作成
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赤字は副収入でカバー。サブリースは解除し売却を目指す
「新築物件の価格には広告費や不動産会社の利益などが

繰り上げ返済と追加購入を選択肢から外し、
売却のデメリットと課題を説明

乗っていることもあり、希少価値が著しく高いエリアでな

投資用マンションについて不安を募らせているＡさん。

さんが所有する物件も、新築で買った価格よりは安い価格

ければ、分譲直後に購入価格を下回るのが一般的です。Ａ

かなり悩んでおり、見かねた友人が齋藤さんのホームペー

での売却となる可能性が高く、損失が確定することになり

ジを見つけて、相談するように勧めてくれたそうです。

ます。そうしたデメリットがあることをお伝えしました」

Ａさんは売却を望んでいますが、齋藤さんは別の選択肢

ローンの返済も大きな課題です。Ａさんは2,510万円の

（29ページ・図表2）もあることをＡさんに説明し、どれが

物件を頭金10万円で購入しており、ほとんどをローンで賄
っています。売却価格が下落していれば売却代金だけでロ

可能かを検討してみることにしました。
選択肢の1つは、繰り上げ返済で毎月の返済額を減らし、
毎月の赤字を解消する、というものです。赤字が減って返
済を続けることができれば、物件を維持でき、いずれ収益

ーンを完済するのは難しく、売却価格と残債額との差額を
補う資金を準備する必要があるのです。

約100万円で、今すぐに繰り上げ返済を実行するのは難し

Ｗワークで300万円を用意し、
2,000万円での売却を目標に

い状況だとわかりました。

齋藤さんは、売却に向けて2つの対策に取り組むことを

が出ることも考えられます。とはいえ、Ａさんの預貯金は

別の物件を購入するという選択肢も考えられます。
「毎月のキャッシュフローがプラスになる物件を新たに

助言しました（図表3）
。
1つは、収入を増やすことです。

取得することで、現在の赤字を少しでもカバーし、給与か

「毎月約3万円の赤字は給与から補えていますが、家計に

らの補塡を減らすことにもつながります」と、齋藤さん。

余裕がなく、貯蓄も増えません。Ａさんもそのことが気に

Ａさんが関心を示せば具体的な資金プランの検討や物件選

なっており、相談前からＷワークによって収入を増やすこ

びについての支援も可能ですが、Ａさんは、不動産投資に

とを考えていたそうです。Ａさんのお仕事は専門職で、需

対する警戒感が強くなっており、気が進まないといいます。

要も高いことから、専門性と経験を活かせる仕事を見つけ

「Ａさんには不動産投資を続ける意思がないことが明ら

てある程度の副収入を得ることは可能、とのことでした」

かになり、売却の方向で話を進めることにしました」
とはいえ、売却にもデメリットがありますし、すぐに売

齋藤さんは資金についておおまかに試算しました。
毎月のローン返済額は約10万円、そのうち6万円強が元

却するのは容易ではありません。

本の返済に回っています。年間約72万円のペースで残債が

図表3

図表4

購入から売却までの経緯と対策および効果
投資物件購入

問題

サブリース方式での
契約で収支が
月▲30,544円と発覚

FP齋藤氏に相談

対策①

〜売却に向けて〜

もう売りた い！
どうしよう

●収入増のつもりが
毎月赤字に
●補塡が続けば貯蓄を
取り崩す可能性も
●ほぼ全額ローンで、
売却してもローンが
返しきれない

借主（転貸人）

Ａさん

図表5

サブリースを解除

⇒年収100万〜150万円アップ

⇒弁護士と連携し解除に成功

効果

効果
●毎月の赤字が縮小する
●物件の売却価格が
引き上げられる

売却＆ローン完済

30

貸主
一括借上げ
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サブリース
業者

転借人
賃貸借契約

保証賃料

賃料

81,500円

92,500円

手数料 11,000円
（約12％）

入居者

サブリース解除によるAさんの売却価格への効果
※予測は収益還元法（直接還元法）にて計算

対策②

副業を開始

●毎月の赤字補塡が可能に
●ローン完済の原資が
できる

Aさんが契約したサブリースの仕組み

年間利益 （家賃収入－管理費・修繕積立金など経費）×12カ月
還元利回り

＝ 不動産価格

●還元利回り4.5％と設定した場合のAさんの物件相場
サブリース
時

サブリース
解除後

（81,500円－11,650円）×12カ月＝838,200円
賃貸料

管理費・修繕積立金

4.5%

≒ 1,863万円

（92,500円－11,650円）×12カ月＝970,200円
賃貸料

管理費・修繕積立金

4.5%

＝ 2,156万円
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減り、約2,500万円の残債が3年後には約2,300万円程度にな

件の売却想定価格は約1,863万円ですが、サブリース解除

る計算です。加えてＷワークによって3年で300万円を用意

後では2,156万円と計算されます（図表5）
。

し、ローンの返済に充てれば、残債である2,000万円が売

3年後に2,000万円程度での売却を想定していましたが、

却の目標金額になります。この想定のもと、まずは3年後

サブリース解除によって売却想定価格を引き上げることが

の売却を目指すことにしました。

でき、加えて、Ａさんの貯蓄も順調に増えました。そこで

もう1つは、サブリースを解除することです。サブリース

齋藤さんは目標の3年を待たず、複数の不動産会社に査定を

とは、物件の所有者がサブリース業者に物件を貸し、サブ

依頼しました。その結果、実質利回り4.5％での想定売却価

リース会社が入居者と賃貸借契約を結ぶものです
（図表4）
。

格に近い2,150万円で、不動産会社への売却が決まりました。

「入居者の有無にかかわらず、免責期間を除き毎月定額

売却で得た金額は諸費用を引いて約2,140万円、ローン

の賃料が入る安心感がある一方、月額賃料の10 ～ 20％程

の返済は手数料も含め約2,360万円です。約220万円の不足

度の手数料がかかる例が多く、受け取れる賃料は減ってし

はＷワークによる預貯金で補うことができ、当初の計画よ

まいます。サブリースを解除すればＡさんに入る賃料が多

り、約1年早く売却に成功。問題解決となりました。

くなるうえ、売却にも有利になると考えられます」

収支は図表6のとおりで、約400万円のマイナスです。

投資用の物件では、収益還元法により、売買価格が決ま

「手持ち資金が少ない中、頭金ほぼゼロで購入したこと

るケースが多いといえます。図表5にも示したとおり、年

のほか、物件選び、サブリース方式での契約など、反省点

間利益が大きいほど売却価格は高くなるため、サブリース

が多い投資でしたが、2つの対策によって、ダメージが膨

を解除することで賃料収入が高くなれば、より高い価格で

らむことは避けられました。Ａさんは精神的な負担がなく

売れる可能性がある、というわけです。

なり、その後も、充実した気持ちでＷワークを継続。

サブリース解除で売却想定価格は2,156万円。
想定より1年早く、2年で売却に成功

iDeCoやつみたてNISAで新たな資産形成を始めています」

まとめ

齋藤さんがサブリース方式の契約書を確認すると、賃貸
料6カ月分の解除手数料を払うことで即時解約できること
がわかりました。Ａさんは業者に契約解除を申し出る自信
がないようで、齋藤さんが紹介した弁護士に交渉を依頼し、
解約しました。
解約後は齋藤さんが紹介した会社に賃貸管理を委託。サ
ブリース手数料月1万1,000円に対し、集金代行手数料は月
約4,600円で、月額の手取りを約6,400円増やせました。
また、還元利回り4.5％とした場合、サブリース時の物

図表6

3つの選択肢についてメリット・
1 デメリッ
トを伝え、方向性を決める

2 サブリース解除で物件価値を高める
ローン完済のための資金を準備。

管理会社、仲介会社など、
3 弁護士、
士業や関連業者との連携を図る

マンション投資の収支（まとめ）

（単位：円）

収入

支出

購入時（2017.10）

サブリース解除前／月額
（2017.12～2018.12）

賃貸料

81,500

サブリース解除時
（2018.12）

頭金

100,000

諸経費

360,000

管理費・修繕積立金

賃貸料

92,500

100,394

サブリース解除費用 ※

489,000

弁護士費用

200,000

ローン返済
集金代行手数料

売却時（2019.11)

物件売却収入

21,500,000

11,650

ローン返済

管理費・修繕積立金
サブリース解除後／月額
（2019.1～2019.10）

月収支

融資完済金額
売却時経費

※サブリース解除費用＝6カ月分の賃貸料
※固定資産税や減価償却費ならびに税制に関する効果などは考慮していない。

収支

▲460,000

▲30,544

▲689,000

11,650
100,394

サブリース解除前
1年1カ月計
▲397,072

▲24,169

サブリース解除から
売却までの
10カ月計
▲241,690

4,625
23,600,000

▲2,200,000

100,000

計

▲3,987,762

図表3〜6出所：齋藤氏への取材を基に編集出版課作成
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