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■本社事務所を移転しました 

6 月 24 日より、10 年弱店舗を構えて

いたテナントを退去し、新事務所に移転い

たしました。新本社事務所の場所は、元々

本社を構えていたビルの真隣の 1 階奥で

す。今後ともコトブキを宜しくお願い致し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■リレー日記～輪島～ 
少し前になります

が、ゴールデンウィ

ークに石川県の輪島

市まで行ってきまし

た。 

輪島といえば何が

思い浮かぶでしょう

か？私は「うるし」

と「朝市」くらいし

か浮かびませんでしたが、「白米千枚田」

や「輪島キリコ」、「御陣乗太鼓」も有名

だということを後で知りました。 

それにしても輪島は遠かったです。朝 6

時前に横浜を車で出て、輪島についたのは

夜 8 時過ぎでした。12 時間以上運転した

結果、腰を痛めてしまい、痛みが未だに残

っています(泣)。でも、埼玉、長野、新潟、

富山を抜けて石川に入るまでの道中は色ん

な景色が見られて気持ちよかったです。 

輪島についた翌朝は有名な朝市に行き、

ご飯のお供になるようなものをいくつか買

いました。昼は能登半島最北端にある珠洲

市の禄剛崎(ろっこうさき)灯台に行きまし

た。眼前に日本海が広がり、荒々しい風景

でした。この灯台の近くにある大衆食堂は

カレーもお蕎麦もおいしかったです。また、

途中で見た鯉のぼり川渡しも壮観でした。

(下の写真 左：禄剛崎灯台 右：大谷川鯉

のぼり川渡し) 

 

 

 

 

 

 

夜は輪島市内の食事処で天丼を頼みまし

た。その他に刺身なども食べましたが、輪

島は魚が本当においしいです。 

輪島に行って驚いたのは、人がいないこ

とと若い人がいないことでした。夜は 9 時

にもなると店がほとんど閉まり、通りには

人がほとんどいません。地元のそこそこ大

きいスーパーも年配の方が多く、若い人が

あまりいません。調べてみると、人口は 3

万人で、65 歳以上の老齢人口が 47%との

こと。納得でした。 

また、行くまで気が付かなかったのです

が、輪島市には電車が通っていないのです。

元々JR が乗り入れていたものの 20 年前

に廃線になったようです。 

魚や自然の景観といった観光資源はある

のですが、夜遊べるお店が数件しかないの

で、若い人が 2，3 日滞在するには辛い。

電車もないので日帰りでお酒を飲んで帰

る、という行動もしにくい。消滅可能性都

市といわれているこの輪島市に人が集い、
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商いが興るにはどうすればよいのだろう

か、などと滞在中にあれこれ考えていまし

た。 

次に訪れるときはその時には腰痛対策の

クッションを買ってから行くことにしま

す。（林） 

 

■「コトブキ」相続の基礎知識
～遺言⑧遺言をする必要性が高
い場合 

(１)夫婦間に子供がいない 

ある御夫婦(夫Оさん 妻Ｔさん)がいる

とします。お二人とも高齢になってきまし

たが、この御夫婦にはお子様がいません。

ご両親も亡くなり、夫Оさんには弟、妻Ｔ

さんには妹がいるだけです。しかし、弟、

妹とは折り合いが悪かったり、遠くに住ん

でいるためほとんど行き来がなく疎遠にな

っています。 

この場合に、遺言書が無く、どちらかが

お亡くなりになったら相続はどのようにな

るでしょう。法定相続で遺産の 4 分の 3 は

配偶者(夫Оさんが亡くなったら妻Ｔさん

が配偶者)が相続しますが、残りの 4分の 1

は疎遠になってる弟または妹が相続する事

になります。 

（1億円の財産があるとすると4分の３の

7,500 万円は配偶者が相続、弟・妹または

甥・姪が 4 分の１の 2,500 万円を相続） 

仮に弟・妹が亡くなっていたら、甥や姪

が相続人となります。 

(兄弟姉妹は 1 代だけ代襲相続ができます

ので、甥や姪が複数出てくる可能性があり

ます。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仲が良く何かしらお世話になったりした

兄弟姉妹なら良いですが、疎遠になってい

る弟や妹、または、ほとんど面識のない甥

や姪にこれまで御夫婦で築き上げた大切な

財産を渡すのは納得できないですよね。こ

のような場合に、配偶者に全財産を相続さ

せるといった遺言書があれば、弟・妹や甥・

姪に財産を渡すこと無く、すべてを配偶者

の方が相続する事ができます。 

せっかく二人で築き上げた財産ですの

で、残された配偶者にすべて渡るように遺

言書を残しましょう。 

 

■CPM 流！土田の賃貸管理塾 
テーマ：管理委託先の選定 
こんにちは、ＣＰＭの土田です。今回は

前回の続きとして、管理委託先の選定の基

準となる【募集力】についてお話したいと

思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

前回は管理会社への業務委託を検討され

ているオーナー様に、その管理会社の管理

方針や管理の質を確認して入居者様をしっ

かりとつなぎ留め不要な退去を出さない…

稼働率を維持できるだけの管理力があるか

を確認されることをおすすめしたというお

話でした。 

ですが、管理がいくら上手くいってもい

ずれ退去は発生しますし、その際にいかに

スムーズに次の入居者を見つけられるかど

うか、その力が十分にあるかどうかはやは

り気になるところです。 

では、この募集する力があるかどうかど

うやって確認すればよいのでしょうか？こ

の確認をしようと不動産会社に一度でもご

相談をされた事のある方はお分かりになる

かと思いますが、不動産会社にお持ちの物

件の募集ができるかを問えば、どの不動産

会社でも答えはほとんど一緒で、 

「当社で（または業者間のネットワーク

があるので）十分募集できる力がありま

す！」 

と答えます。注意しなければいけないの

は、募集力に対する捉え方が違いです。こ

れは、その会社が仲介寄りなのか管理寄り

なのかによって変わり、仲介寄りの会社に
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とって募集力とは、お部屋探しをしている

顧客をいかに集め、自社での紹介の機会を

作れるかであり、管理寄りの会社にとって

募集力とは、広く情報を公開し、なるべく

多くの仲介会社にいかに積極的に紹介して

もらうかとなります。 

この募集力に対する捉え方の違いはどこ

からくるかと申しますと、その会社が何を

メインに収益をあげているかによります。 

仲介寄りの会社は、お客様から直接申込

をいただき（客付け）仲介手数料をいただ

く事で、管理寄りの会社は、入居期間中に

発生する管理手数料や、物件に発生するト

ラブル解消の取次ぎ料などで収益をあげる

戦略になっています。 

つまり、仲介寄りの会社は、自社で紹介

して客付けとならなければ仲介手数料が貰

えないので、募集依頼を受けた情報をほと

んど公開しません。そして、仲介会社にと

って重要なのお客様に直接自社へ問い合わ

せしてもらう事であり、そのためには品揃

えの数やバリエーションが重要となりま

す。たとえ紹介を依頼された物件が多少決

まり辛い状態であったとしても、品揃えの

一つとして気にせずそのまま取り扱ってし

まいます。決まらないまま放置されてしま

うという可能性が高いため、募集状況の確

認は頻繁にする必要があります。 

そして管理寄りの会社は、自社で直接客

付けとならなくても収益があがるので、と

にかく広く募集情報を公開します。 

反面、募集依頼だけで管理を受託してい

ない物件については紹介の優先順位が下が

ります。また仲介会社と違い品揃えよりも、

自社の商品の品質こそが重要という事にな

ります。物件が成約するよう、市場の状況

に合わせて色々と提案をしてくれるのです

が、仲介会社と比較すると顧客の具体的な

ニーズに疎い傾向にあるので、提案の内容

については精査が必要です。 

このように一口に募集力があるといって

も、その不動産会社が仲介会社寄りか管理

会社寄りかにによって募集することに対す

る捉え方とアプローチは大きく違います。 

管理委託先の選定には、その会社の管理

の方針や質こそが重要ではありますが、募

集については不動産会社任せにせず、その

不動産会社がどちら寄りの会社なのかを確

認し、上記の会社ごとの性格からくる不足

部分を補うように、しっかりと要望を伝え、

打ち合わせを重ねることでより良いお付き

合いができていくのではないかと、私は考

えています。 

いかがでしたでしょうか？皆様の管理委

託先探しの参考になれば幸いです。 

 

■「原状回復ガイドライン」を
読む③～原状回復クイズ① 
本連載は今回を含めてあと 2 回ですが、

この 2 回はクイズを出題します。その名も

「原状回復クイズ」！次にあげる事象がガ

イドライン上で「借主負担」、「貸主負担」

のどちらとされているのかについて考えて

みてください。それでは第 1 問です。 

 

【第１問】畳の変色、フローリングの色落

ち(日照、雨漏り等で変色したもの) 

 

いかがでしょうか？正解は「貸主負担」

です。ガイドラインの解説では「日照は通

常の生活で避けられないものであり、また、

構造上の欠陥は、賃借人には責任がないと

考えられる」とされています。 

 

【第２問】落書き等の故意による毀損 

 

 これは簡単ですね。正解は「借主負担」

です。故意に汚損させているのですから借

主に原状回復義務が生じます。 

 

【第３問】壁等の画鋲、ピン等の穴(下地ボ

ードの張替えは不要な程度のもの) 

 

 これはどうでしょうか？正解は「貸主負

担」です。「穴をあけたのだから借主負担

では？」と思われる方もおられるかもしれ

ませんが、これらはガイドラインでは「ポ

スターやカレンダー等の掲示は、通常の生

活において行われる範疇のもの」と明記さ

れ明確に「貸主負担」とされています。し

かし、「壁等のくぎ穴、ネジ穴(重量物をか

けるためにあけたもので、下地ボードの張

替が必要な程度のもの)」ならば「借主負担」

となります。たとえば大きな絵画を飾るた

めにくぎ穴を開けた、というような場合で

すね。 
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何問正解できましたか？次回の最終回も

原状回復クイズです！ 

 

■読書案内～伊勢田篤史・古田
雄介「デジタル遺品の探しかた 
しまいかた 残しかた +隠しか
た」～ 
「自分のスマー

トフォン(スマホ)

やパソコン (PC)

のデータは死んだ

らどうなるのだろ

うか。遺された家

族に見てもらわな

ければならないも

のもある一方、見

られたくないよう

なものもある。どうしようか・・・」 

こんなことを考えたことがある方は少な

くないのではないでしょうか？私は何度か

考えたことがあります(笑)。 

今回はそんなちょっとした不安を解決し

てくれるかもしれない本をご紹介します。 

本書は日本デジタル終活協会代表理事で

弁護士・公認会計士の伊勢田氏と、デジタ

ル遺品を考える会代表の古田氏の共著で

す。弁護士というだけあり、法律面の言及

も多くためになります。今回はその中から

1 つだけご紹介します。 

デジタル遺品はオフライン上にあるもの

とオンライン上あるもので性質が違うので

す。オフライン上のデジタル遺産とはイン

ターネットに繋がっていない状態を前提と

したデジタル遺品で、たとえばスマホや

PC 内の写真はこのオフラインのデジタル

遺品になります。対してオンラインのデジ

タル遺品はインターネットに繋がった状況

を前提としたデジタル遺品で、たとえばネ

ット証券や SNS のアカウントはこのオン

ラインのデジタル遺品になります。 

このオンラインとオフラインの違いで問

題になるのは相続時です。どうもスマホや

PC の中に入った画像は所有権が認められ

ず相続できないようなのです。「故人が撮

った画像なのだから所有権はあるだろう」

と私は思っていましたがダメなようです。

それではこの画像データを遺族が保存した

り処理したりすることができないのかとい

うとそうではありません。スマホや PC の

内部データ(画像や動画)には所有権はあり

ませんが、スマホや PC と言ったデジタル

機器自体は「物」として相続する遺産に含

まれます。従いまして、スマホや PC 内の

データを処理できるようにするにはデジタ

ル機器自体を相続すればスマホや PC のデ

ータの処理はできます。 

一方のオンラインのデジタル遺品はどう

でしょうか。オンラインのデジタル遺品が

相続できるかどうかは利用規約等の内容に

よるようです。SNS の運営会社やネット証

券会社との契約で、アカウントが利用者の

一身専属の性質(契約した人しか使用でき

ない性質)を持つ場合には相続対象にはな

りません。特に利用規約に一身専属の規定

がなければ相続対象となりますが、サービ

ス提供会社によっては被相続人の死によっ

てサービスが停止される可能性はあります

ので、サービス提供会社に確認した方が良

さそうです。 

デジタル遺品は形がなくかさばらないも

ののパスワードの管理やアカウントの引継

ぎなどかなり手間がかかりそうなのが難点

ですね。早めの準備が良さそうです。 

 

■7 月・8 月の休業予定日 
7月および8月の営業カレンダーは以下

のとおりです（オレンジは定休日、青色は

定休外休日となります）。夏季休暇は 8 月

9 日(火)から 17 日(水)とさせていただき

ます。12 月から 3 月の繁忙期は営業日を

増やす方針としましたので、その分、休日

を 11 月まで多めに設定する形としまし

た。ご理解、ご協力の程、宜しくお願い致

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■管理物件の稼働状況 
6 月 1 日時点での管理物件の稼働率(賃

料ベース)は 92.06％でした。 


