
知っておきたい 『基礎知識』

〒100-0041　東京都千代田区神田須田町2-2-2  ☎03-5297-7782

賃貸経営のお役立ち情報をクラストからお届けします
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オーナー様のよくある疑問にお答えします！

１棟マンションの
大規模修繕Q&A

賃貸経営用語集
～ローン編～
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6 よく耳にするものの分かりにくい言葉を解説

ローンの返済方式のひとつで、元金と利息を合計し
た毎月返済額が変わらないタイプ（金利変動によ
る返済額の上下はある）。返済当初は、返済額に占
めるローン利息の割合が元金より高いため、必要
経費が多くなり、不動産所得を減らす効果がある。
返済が進むと必要経費に計上できる利息分が減っ
て税金が増え、キャッシュフローが圧迫される。

元利均等返済
【がんりきんとうへんさい】

不動産価格、または資産価値に対する負債額の割
合。融資比率を意味する「Loan To Value」の頭文
字を略した表現。LTVが大きいほどレバレッジ効果
が高くなるが、市況悪化や賃料下落、金利上昇など
による収支悪化のリスクも高まる。資産価値が下が
ると、負債が時価を上回り、債務超過に陥る危険も
ある。LTVが低いほうが経営は健全。

LTV
【えるてぃーぶい】

使途が自由な資金を個人属性よりも手持ち不動産
の担保力を重視して融資するローン。目的が限定
されたアパートローンよりも金利は高め、融資期間
は短くなる。ただ、融資実行までの期間が比較的短
く、担保不動産の評価次第で融資額を大きくできる
のが特徴。運転資金やつなぎ融資など、必要なとき
に必要な金額を借りるのに便利。

不動産担保ローン
【ふどうさんたんぽろーん】

ローンの返済方式のひとつで、毎月返済額に占め
る元金が一定のタイプ。返済額は返済1回目が一
番高く、徐々に減っていく。金利や返済期間が同じ
場合、元利均等返済に比べて元金の減り方が早
く、支払利息の総額も少なくなる。金利上昇リスク
を緩和でき、将来の返済負担を軽減できる。節税
効果よりキャッシュフローの安定化に向いている。

元金均等返済
【がんきんきんとうへんさい】

銀行が最優良の企業に貸し出す際の「最優遇貸出
金利」。1年以内の短期資金の金利が「短期プライ
ムレート」で略して「短プラ」。1年を超える長期資
金の金利が「長期プライムレート」で、略して「長プ
ラ」。いずれもアパートローンの変動型金利の基に
なる金利で、金融機関によって短プラ連動型と長
プラ連動型のいずれか、または両方を扱う。

プライムレート
【ぷらいむれーと】

賃貸経営用語集
～ローン編～

賃貸経営をされている中で、「聞いたことはあるけど、明確に説明できるか分からない」
という言葉はないでしょうか？今回は、ローンに関する、そんな言葉をピックアップしてご紹介します。
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出典：「賃貸住宅版 長期
修繕計画案 作成マニュアル
（改訂版）」（公益財団法人
日本賃貸住宅管理協会）

出典：「民間賃貸住宅の計画修繕ガイドブック」（国土交通省）出典：「民間賃貸住宅の計画修繕ガイドブック」（国土交通省）

オーナー様のよくある疑問にお答えします！

１棟マンションの
大規模修繕Ｑ＆Ａ
物件の価値を維持して安定経営を続けるには、計画的な大規模修繕が必要不可欠。
とはいえ、施工時期や費用などに不安を感じているオーナー様も多いのではないでしょうか？
オーナー様からのよくあるお悩みをQ&Aでご紹介します。

【 積み立て資金の目安 】 （月額・戸あたり）

１K～１DK 4400円 ～ 5500円

１LDK～２DK 5500円 ～ 6600円

２LDK～３DK 7700円 ～ 8800円

【 修繕資金を確保するための選択肢 】

積み立て資金が足りなくて、大規模修繕
ができません。どうにかなりませんか？

A .計画的に資金を貯めるのがベスト
ですが、積み立て額が不足するなら、金
融機関等から融資を受けるという選択
肢もあります。

築20年ですが、外観はきれいで劣化し
ていないように見えます。大規模修繕は
必ずやらなくてはいけませんか？Ｑ A .資産価値を維持し続けるには、定期

修繕は必須です。放置すれば競争力低
下、入居率・家賃の下落を招きます。

いつ頃、どんな修繕を行えばいいです
か？  また、どの程度の費用がかかるの
でしょうか？Ｑ

A .築何年目かにより、修繕内容や予算
は変わってきます。新築時から、将来を
見据えて計画的に資金を積み立ててい
くことが大切です。

Ｑ

　建物の工法・資材、立地等にも
よりますが、一般的に修繕を行う
目安は以下の通りです。
●屋上・屋根／塗装・補修11～
15年目、防水21～25年目
●外壁／塗装11～18年目、タ
イル張り補修11～18年目
●階段・廊下／鉄部塗装４～10
年目、塗装・防水11～18年目
　大規模修繕の費用は、築30年
までの合計金額の場合、RC造

20戸のマンションでは約225万
円／戸（下記参照）、10戸のマン
ションでは約177万円／戸が目
安とされています。大規模修繕
は一度だけ実施して終わりでは

ありません。特に足場の必要な
屋根や外壁改修では金額が膨ら
みます。次の修繕に備えて、毎月
の家賃からしっかりと資金を積
み立てておきましょう。

【 定期的に修繕しないと経営は悪循環に陥る！ 】

　定期的な大規模修繕をしない
と、一見きれいでも見えない部分
で劣化が進み、その結果、競争力
が落ちて入居率や家賃が下落し
ていきます。そして、いったん収
益が悪化すると、修繕が待ったな
しの時に費用を確保できず、さら

に老朽化が進むという負のスパ
イラルに陥ります。雨漏りなどが
発生すると修繕費も高くなりが

ちで、入居者の退去にもつなが
るので、計画的なメンテナンスを
おすすめします。

　長期修繕計画を立てれば高額
な修繕費が必要になる時期が分
かりますから、積立型定期預金
や金銭信託、小規模企業決済な
ど、計画に適した方法で前もっ

て資金を積み立てることが大切
です。また、法人の場合は、法人
専用の生命保険を活用して費用
を貯める方法もあります。積立額
が不足しそうなら、早めに金融

機関に融資の相談をしましょう。
賃貸経営オーナー様を対象にし
たアンケート※では、資金調達法
の約27％が借入でした。

修繕資金の確保方法

積立

融資

定期預金等の預貯金

共済

金銭信託

修繕費の
確保困難

老朽化

家賃の
下落 競争力の

低下

【 ＲＣ造20 戸（１ＬＤＫ～２ＤＫ）の修繕時期・費用のイメージ 】
築年数 修繕内容 費用／戸

５～10年目 約９万円
（約170万円／棟）

●ベランダ・階段・廊下（塗装）
●排水管（高圧洗浄等）

●室内設備（修理）

26～30年目 約23万円
（約170万円／棟）

●ベランダ・階段・廊下（塗装）
●給排水管（高圧洗浄等・交換）

●室内設備（修理）
●外構等（修繕）

16～20年目 約23万円
（約460万円／棟）

●ベランダ・階段・廊下（塗装）
●給排水管（高圧洗浄等・交換）

●室内設備（修理）
●外構等（修繕）

11～15年目 約55万円
（約1090万円／棟）

●屋根・外壁（塗装）
●給湯器等（修理・交換）

●ベランダ・階段・廊下（塗装・防水）
●排水管（高圧洗浄等）

21～25年目 約116万円
（約2320万円／棟）

●屋根・外壁（塗装・葺替）
●浴室設備等（修理・交換）

●ベランダ・階段・廊下（塗装・防水）
●排水管（高圧洗浄）

戸あたり  約２２５万円 （棟あたり  約４４９０万円）  ※30年目以降も修繕は必要です合計

※「オーナーズ・スタイル」読者アンケート
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