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賃料督促の実務賃料督促の実務
【滞納事例】300 万を超えた滞納の顛末

司法書士に学ぶ

　先日受託した案件は家賃の滞納額が 300 万円を
超えていました。どうしてこんなに溜まるまで放
置してしまったのでしょうか。家賃が 14 万円な
ので入居者は 2 年近く無料で部屋に住んでいると
いう計算になります。大家さんに伺うと、「以前、
滞納した借主に督促したら自殺しちゃったのね。
その時、人ってこんなに簡単に亡くなっちゃうの
かと思って。実際は別のことが理由だったのです
が、タイミングが良すぎて、それから督促が怖く
なってしまって」とのことでした。気持ちは分か
りますが、一方で滞納をそのまま放置している
と、きちんと支払っている借主の方々に申し訳な
いですよね。やはり滞納は適切にきちんと督促す
るのが大原則です。
　300 万も溜めている賃借人はまだ 30 歳そこそ
この女性ですが仕事は派遣で正社員ではありませ
ん。家賃も高く広いお部屋です。審査のときに不
審に思わなかったのでしょうか。「犬を飼ってい
るということで、ペット可物件が少ないので借り
たい、とのことでしたし、連帯保証人もいたので
貸してしまいました」と大家さんはうなだれてい
ました。ご自身も審査が甘かったことは感じてい
るものの、空室期間も長かったので貸すと決めた
ようです。空室が長引くと焦る気持ちは分かりま
す。ただ滞納になってしまえば空けておくよりお
金がかかります。空室が長引いたら「なぜ決まら
ないのか︖」に絞って、その理由を分析・改善す
るタイミングです。「早く埋めたい」と思う前に
良い入居者を確保する工夫をするようにしなけれ
ばいけませんね。残念ながらこの自主管理の大家
さんは、その努力をすることなく入居申し込みに
飛びついてしまったようです。
さらに悪いことに、私がこの案件を受託した時に
は連帯保証人と連絡がつかなくなっていました。
契約時には実印や印鑑証明書の添付を要求するの
に、その後はコンタクトをとる大家さんはそう多
くいません。いざトラブルになって連帯保証人に
連絡をとろうと思っても電話がつながらない、
引っ越しされて転居先が分からない、そんなこと

も十分にあり得るのです。今回も契約してから 2
年後の更新が一度ありましたが、そのときにコン
タクトを取っておらず連帯保証人とはまったく連
絡がつかなくなっていました。連帯保証人は家主
さんにとれば命綱です。契約時だけでなく、確実
に命綱が機能するかどうかの確認は怠らないよう
にしたいものです。

　さて手続きに入ると滞納者は拍子抜けしてしま
うほど悪びれた様子もありません。「派遣が切れ
て仕事がないので払えません、それが何か︖」と
いったふてぶてしさ。しかも私が連絡をとった直
前に出産していたとのことです。さらに驚くこと
赤ちゃんの父親とは一緒に住まず、生活保護の申
請をしていると言うのです。籍は入れたものの生
活費を入れてくれないので生活ができず別々に暮
らしてるとのことでした。きっとしばらくは大家
さんに通知することなく一緒に住んでいたので
しょう。お腹が大きくなるという変化にも大家さ
んが気づいていなかったということは、本当に
ほったらかしの状態だったようです。彼女に生活
保護が支給されることになると、新しいお部屋の
初期費用や引っ越し費用も、すべて税金から支払
われることになります。転居費用がないからと居
座られることなく、早く出て行ってもらえたもの
の、血税が使われたことに複雑な心境にもなって
しまいました。滞納した 300 万円は「3 万円ずつ
払う」と約束しましたが 期待できないでしょう。
回収よりも明け渡しを優先するのがセオリーなの
です。入居審査は「身の丈に合っているかどうか」
を冷静に判断することと、滞納額を増やすと回収
できないので、早期に督促手続きするのが鉄則で
す。　　　　　　　　　　　　司法書士／太田垣章子
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　リクルート住まいカンパニーが、賃貸物件に入居し
た人を対象に実施している「賃貸契約者動向調査」の
2018年度版が公表されました。プレスリリースされた
内容で特徴的なものをいくつか紹介し、入居者ニーズ
の変化について考えてみたいと思います。
　お部屋を探す時の「不動産会社へ訪問した回数」は
年々減り続けており、今回は平均1.5社で過去最少と
なりました。つまり二人に一人は、一社に部屋探しに
行ったら、別のところには行かないということです。
また同様に、一回のお引越しに際して見学する物件数
も年々減少し続けていて、平均2.8件とこれも過去最
少となっています。2 ～ 3部屋しか見学しないで住む
お部屋を決めているということですね。ポータルサイ
トに掲載されているたくさんの写真や動画を元に良さ
そうな物件を絞り、最寄り駅周辺の情報も、駅から物
件までの道もインターネット上で調べ、見学したい物
件を決めたらその物件を扱っている不動産会社だけに
連絡。内見の約束をして、見学して予想通りに良けれ
ばその会社で申し込みをする。これが、今の時代の入
居者の姿ということになります。この顧客動向に上手
く対処するには「問い合わせしてきた人、見に来た人
を逃さないで、一発必中で申し込みしてもらう」こと
です。そのために共用部の清掃や室内のリフォームを
疎かにせず、それを伝えるための写真や動画の質にも
こだわり、しっかりとご案内することです。大家さん
と管理会社の連携がますます重要になってきている時
代だと思います。
　部屋探しにおいて最も決め手になったのは家賃で、
反対にやむを得ず諦めた人が最も多いのは築年数だそ
うです。いい物件があっても当初予定した家賃からオー
バーしていたら諦める人が多い反面、築年数に関して
は、当初希望していたより古くても設備がちゃんとし
ていたり室内が綺麗ならば妥協するというのが今の入
居者像です。古くても工夫次第で選んでもらえる、と
いうのは良いニュースではないでしょうか。
　満足度の高い設備では「24時間出せるゴミ置場」が
1位でした。働き方が多様化し、自分の生活時間帯に合
わせてゴミを出したい人が増えているのです。これは
大きなマンションでないと導入が無理だと思われがち

ですが、自力で解決した大家さんもいます。敷地の
道路側に大きめのゴミストッカーを作って清掃事務
所にそこから直接ゴミ収集してもらうようにした
ケースや、分別されたゴミをご親族に頼んで収集日
の朝に集積所に出してもらっているケースなどがあ
ります。
　前回調査から急上昇した設備に「室内物干し」が
あります。特に二人暮らし世帯の方から支持されて
います。共働き世帯が多くなり毎日仕事が忙しいた
め、留守中や就寝中に室内で洗濯物を乾かしたい人
が増えているのだと思います。
　家賃が上がっても欲しい設備の1位は「独立洗面
台」です。一人暮らしの男性社会人でも欲しいと回
答する人が増えています。独立洗面台ではない間取
りの場合は、他にアピールできるポイントを作った
方が良さそうです。

　実家との満足度比較では、10代20代は「今回契約
した賃貸物件」よりも「実家」のほうが満足度が高
いという結果になりました。この質問は遮音性、断
熱性、耐震性などについて聞いたもので、賃貸は実
家に比べて「音がうるさい、寒い、もしくは暑い、
地震で揺れる」ということだと思われます。2000年
に住宅性能表示制度がスタートしていますので、こ
の年代は実家の住宅性能が高くなっている世代で
す。彼ら彼女らは、住まいについて当たり前と思っ
ているレベルが高いのでしょう。実家の設備は充実
していて古い仕様の設備は見たことがないという層
もいます。20代の新婚カップルに新品のバランス釜
を見せたら、「爆発しそうで怖くて使えない」と言わ
れてしまった大家さんもいらっしゃいました。この
世代がターゲットならば時代にマッチした仕様の設
備を付けなければならないと思います。今後の対策
に参考になるデータも多いのではないでしょうか。

物件のマイナスは “賃貸運営” でカバーできる
　先月の質問の回答のつづきを考えましょう。

　今回のアドバイスは、「問題物件でも運営次第でカ
バーできる」ということです。まず 13 ㎡の貸室は長
期の需要は見込めません。30 ㎡あれば将来のニーズ
にリノベや設備の新設で対応できますが、13 ㎡では
難しいです。そこで 3 ～ 5 年くらいの間に売却する、
という前提で以下のような戦略を組むべきです。
　仮に購入費用が 1 億 5 千万円とします。業者さんの
利益が乗ってますから、不動産評価でよく使われる周
辺事例比較法（条件が近い取引事例で価格を求める方
法）で計算しても 1 億 5 千万の評価には遠く届かない
でしょう。ただし収益用不動産は「収益還元法」で評
価するのが正解です。つまり「いくら儲かっているか」
で評価するのです。「購入が失敗」だとしても、5 年
間の経営努力で収益を多くできれば売却価格も高くな
る、ということです。この間の賃貸運営が重要なので
す。前回、賃貸経営は「終わらないと分からない」と
申し上げました。その意味を 5 年間の収益予想のシ
ミュレーションで説明いたします。（下表を参照）

　募集家賃が 5 万円なら年間の家賃収入は 1200 万円
（5 万 ×20 戸 ×12 ヶ月）です。2 年は満室として運
営費を 240 万円と仮定すると収益は 960 万円です。
実質利回りが6.4％になります（960 万 ÷1 億 5 千万）。
しかし 3 年目から空室等のロスが 10％発生し、家賃
も 2％下がると予想します。すると 5 年間の収益予
想は 表のように推移します。5 年目の収益が初年よ
り 183 万円も減ってしまいました。退去が増え、無

為無策に家賃を下げて、さらに空室期間が長くなる
ことで収益は悪くなっていきます。この間の平均実
質利回りは 5.74％（平均収益 862 万（4311 万 ÷5 年）
÷1 億 5000 万）なので銀行金利より ずっと有利ですが、
問題は この時点の物件の評価です。収益 777 万円が 5
年目の物件の実力ですが、これを購入する投資家から
どう評価されるかです。もし実質利回り 10％を期待す
る投資家なら 7,770 万円と評価します（収益 777 万 ÷
10％）。8％の実質利回りを期待する投資家は 9712 万
円と評価します（収益 777 万 ÷8％）。このように前年
の収益が「売れる価格」を決めるという事実を理解し
ておいてください。
　シミュレーションでは、「3 年目から 30％が退去」「家
賃が毎年 2％下がる」「空室ロスが 10％」という悲観的
な予想を採用してますが、これを賃貸運営の努力で現
実にしないことが重要なのです。初年の収益を 5 年目
まで下げることなく維持できたら、売却価格が違って
きます。この課題を実現するのが賃貸運営の目的です。
仮に、新築時に満室になり 5 年で退去ゼロなら、空室
ロスも値下がりも無いので収益は毎年 960 万円です。
利回り 10％期待の投資家は 9600 万円で購入するかも
しれません（収益 960 万 ÷10％）。でも 1 億 5000 万
円から 5400 万円も損したじゃないか、と言うかもし
れませんが、その間に収益を4800万円（960万円×5年）
稼いでいるので大きな赤字ではありません。もともと

「失敗投資」と思ったなら上々の成果ではないでしょう
か。もちろん、この予想は出来すぎですが、少しでも
退去を防いで、空室ロスを低くし、値下がりを抑える
ような 5 年間にすべきなのです。
　そのためには、販売業者から紹介された管理会社の、
入居者対応と施設管理をチェックしましょう。退去と
家賃の値下がりを防いでくれる賃貸管理が必要です。
もしサブリースで家賃保証されても、5 年後の売却のた
めに賃貸運営を丸投げするのはお勧めできません。
いくら安定家賃が入ってきても、売却したいときに物
件の価値が下がっていたら元も子もないのです。
以上のように仮に「購入に問題」があったとしても、
これからの運営で損失を防げます。賃貸経営の良い経
験になりますので頑張ってください。

Q
　　　　　都心に、専有面積 13 ～ 15 ㎡で 20
　　　　　室の新築木造アパートを購入したが
　　　　　友人から「この投資は失敗ではない
　　　　　か」と言われた。これからも不動産
投資を続けたいのだがアドバイスが欲しい。
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