不動産オーナー様との通信誌

オリバー通信 ９月
・ ・ ・ ・

オリバーは街に笑顔をゾウさんします
オリバー通信ウェブ

２０２２年９月号（No.４６４）

https://oliver-owners.jp/

管理物件の専門家チェックと価値向上へ

賃貸管理 現場研究会で総合的な改善

秋の花：コスモス

オリバー通信９月号 インデックス

相模原市中央区鹿沼台１-２-１８
０４２-７５５-５６５５（代表）

賃貸管理 現場研究会で総合的な改善

土地活用

インボイス制度への対応が必要です

相続対策基礎セミナー

オーナー様・売買お客様 体験談

空室対策セミナー

空室対策セミナー無料動画配信中

業務心得シリーズ

オリバー通信
管理物件の専門家チェックと価値向上へ

賃貸管理 現場研究会で総合的な改善

収益最大化に繋げる社内研究会

の各専門分野の視点で改善点を出し合い、至

オリバーでは管理物件の良質化を図るために賃

急対応すべき個所の発見から物件が持つ長所

貸管理現場の定期研究会を実施しています。メ

を活かす提案等を総合的に取りまとめ、入居者

ンバーは管理担当者・建設担当者・メンテナン

様が住まいにステータスを感じられる様な物件

ス担当者・仲介担当者等１５名が参加し、近隣

価値向上へと具体案を策定していきます。更に、

挨拶や入居者様に事前に住み心地やお気付きの

物件への定期巡回で行われた作業ポイントや流

点をお伺いしたアンケート結果を研究会参加者

れの融 合 性 等 社内 対応の改善も行われます。

で共 有した上で、敷 地・施 設・建 物・設備・

物件の良質化が入居者様とオーナー様の利益の

美化清掃・室内の状況等をチェックし、メイン

最大化に繋がる様考え取り組んでおります。

賃貸管理 現場研究会の現地点検と検討会
https://oliver-owners.jp/topics/20220804-1

賃貸のことならアパマンショップオリバー
４市に９店舗の超･高密度店舗体制
０４２-７６８-１５１５
（賃貸斡旋専門）
相模原市･町田市･座間市･大和市
年間 1 万組ご来店の専門店です

オリバー通信

店舗･事務所･駐車場･コンテナ用地オーナー様へ

請求書）
インボイス（ 適格
制度への対応が必要です

２０２３年１０月１日から、消費税の税額計算に

選択に当たっては、以下のポイントを参考に顧

インボイス制度（適格請求書等保存方式）が

問税理士へご相談ください。

導入されます。非住居系（店舗・事務所・駐車場・

ポイント①

仕入税額控除

この差引きが
「仕入税額控除」

消費税の納付税額 ＝
売上の消費税額 − 仕入･経費の消費税額

コンテナ用地等）のオーナー様が対象で、オー
ナー様が課税事業者か免税事業者かで対応が

店舗の取引と消費税計算

分かれます。

課税
事業者

リフォーム
代金 11,000 円（税込）

課税事業者のオーナー様の対応

うち 10％相当分

業者

既に消費税を納めているオーナー様はインボイ

１ 1,000

円

課税
事業者

貸店舗

賃料 110,000 円（税込）
うち 10％相当分

オーナー様 ２ 10,000

円

商品
売上 1,100,000 円（税込）
うち 10％相当分

テナント様 ３100,000 円

消費者

オーナー様が免税事業者の場合

ス（適格請求書）発行事業者の登録申請を２０

テナント様の納付税額 ３ 100,000 円
0円
オーナー様の納付税額

２３年３月３１日までに税務署に行います。

オーナー様が課税事業者の場合

「仕入税額控除」に
インボイスが必要

テナント様の納付税額 ３ 100,000円 − ２ 10,000 円 ＝ 90,000 円
オーナー様の納付税額 ２ 10,000 円 − １ 1,000 円 ＝ 9,000 円

免税事業者のオーナー様の対応
消費税を納めていない免税事業者のオーナー様

制度が始まると仕入税額控除に仕入や経費のイ

は課税事業者と免税事業者のどちらかを任意で

ンボイス（適格請求書）が必要となるため、オ

選択していただく形になります。

ーナー様が免税事業者で借主様が課税事業者

課税事業者になる場合

の場合、賃料減額対応要請の原因となり得ます。

課税事業者の届出とインボイス（適格請求書）
発 行事 業 者の 登 録申 請を行います。その 他、

ポイント②

インボイス（適格請求書）の発行や帳簿の備

課税事業者になりこの制度を選択すると、課税

え付け、消費税の納付を準備します。

売上の消費税額にみなし仕入率を掛けた額を仕

免税事業者を継続する場合

入税額とみなし、差引いて納付できる制度です。

手続きは不要ですが、課税事業者の借主様か

みなし仕入率は業種毎に定められており、オー

ら負担が増える分の賃料減額対応の要請が入る

ナー様の場合、賃料の消費税額の４０％を仕入

可能性があります。

税額控除できます。

簡易課税制度

動画で分かる！辻・本郷税理士法人の税理士が解説するインボイス制度
https://oliver-owners.jp/invoice/202209

お陰様で断トツの募集力を増進中！

アパート・マンション

空室募集
アパマンショップ９店舗！
お陰様で県下トップクラス

賃貸管理･入居者募集･
空室対策、
あらゆる
賃貸経営のご相談は...
【ご相談・お問い合せ担当】

042-786-1616
contract@oliverg.jp

不動産コンサルタント 賃貸不動産経営管理士

薄井

［町田市］

関口

［相模原市］

オンライン相談

ご自宅からスマート
フォン等でご相談い
ただけます。

オリバー通信
Ａ様のアパート経営

オーナー様体験談

「歴史ある土地を守るための賃貸経営」
客付けに優れて安定した入居
オリバーさんに管理をお願いしているアパー
トは平成元年に建てたもので、新築時から管
理を委託しています。私にとって賃貸経営は、
土地活用や節税対策の手段です。当家は南北
朝時代の武将淵辺義博の末裔で、相模原市の

賃貸アドバイザー

淵之上 俊

史跡探訪コースの一つになっています。この

賃貸経営で資産を守るには、物件の収益最大

歴史ある土地を一家で守り続けていきたいと

化とリスクヘッジが基本です。メンテナンス

思っています。いくつか物件を所有して地元

と計画修繕で物件価値を維持しトラブルを未

企業に任せていますが、オリバーさんは客付

然防止する総合体制でサポートさせていただ

けに優れていて入居が安定していますし、連

きます。また次世代への引継ぎは

絡もこまめにしてくれるので安心して任せら

重要なターニングポイントですが、

れます。今後の課題は次世代への賃貸経営の

親子で賃貸経営に取り組み、その

引継ぎです。今は長男に管理を色々と経験さ

ノウハウの伝承で極めてスムーズ

せているところです。

な事業承継に繋がると思います。

オーナー様体験談 バックナンバー https://oliver-owners.jp/voice

Ｙ様のアパートのご売却

お客様体験談

「売却が賃貸経営の良い経験に」
次のオーナーさんへ良い状態で
今回売却したのは８年前に購入したアパート
です。初めての購入で、当時の管理会社が空
室を埋められず、オリバーさんに相談して満
室になりました。そして３年前に２棟目を手
に入れ、そろそろ３棟目と考えて、所有物件

売買アドバイザー

長岡 俊一郎

と似た物件を探しました。これなら経験があ

賃貸経営の拡大を目指す時、物件の出口を考

り安心だと思ったのですが見つかりません。

えることは大事な経験で、これをサポートで

それで、所有物件がどの位の評価なのか気に

き嬉しく思います。物件のご売却は、価値の

なりオリバーさんに査定をお願いしました。

維持とタイミングが重要です。今回は外壁塗

思った以上に査定結果が良く、このままの良

装による建物の維持や入居促進策

い状態での売却であれば次のオーナーさんの

による満室経営が奏功した上、不

ためにもなると思い売却することにしまし

動産投資への社会的関心が高く時

た。円滑に進めてくれましたし、私達も良い

期も良かったことが短期で円滑な

経験ができました。

ご成約に繋がりました。

お客様体験談 バックナンバー http://www.oliver-sumai.net/

オリバー通信
オーナー様向け空室対策セミナー 無料動画配信中
効果が出やすい対策を解説
安定経営を目指すオーナー様のお悩みを解消する
ため、収益最大化とリスクヘッジに効果的な対策
を事例とともに解説いたします。ご自宅でお好き
な時間にご視聴いただける無料動画セミナーです。
無料動画セミナーのご視聴はこちら！

地域と利用者様に喜ばれ、オーナー様の収益最大化をご提案
オリバーグループは土地活用を総合提案

収納サービス･駐車場サービスなど土地に合った土地活用

オリバーグループの土地活用は、トランクルームや駐
車場など総合土地活用提案をさせていただきます。
立地や地形などから需要を分析し、最もオーナー様
の収益が高くなる活用プランをご提案。オリバーグ
ループの土地活用なら、その後の運営を完全にお任
せいただき、お手間なく確実に収益が得られます。
【土地活用相談窓口】 ０４２-７５６-２２６６
【総合駐車場相談窓口】 ０４２-５６２-０３６５
オーナー様の声から事例まで土地活用の話題盛沢山
https://oliver-owners.jp/

私達が不動産の有効活用をコンサルティングさせていただきます

トランクルーム

大好評！ の トランクルーム・コンテナ は私達です

用地募集

土地活用窓口

トランクルーム運営

お陰様で１０９拠点 ４,８４２室 稼働中！

３０坪〜５００坪 募集中
【お問い合わせ】 042-756-2266

複合型駐車場

土地活用プランナー

小川

加藤 土地活用プランナー 吉田 一級建築士 土地活用プランナー 清水 浅原 今野 樋川 大山

［相模原市］ 佐藤 ［相模原市］ 伏井 後藤 ［群馬県］
［海老名市］
［相模原市］
［相模原市］
［千葉県］
［町田市］
［町田市］
［宮城県］
［大阪府］

【ご相談・お問い合せ担当】

042-562-0365

用地募集

parking365@oliverg.jp

飯室 糸井 梶野 依田 大谷 名取 山口 山下 玉井

お陰様で１４０拠点 １,１6１車室 稼働中！

［山梨県］
［相模原市］
［八王子市］
［長野県］
［青森県］
［横浜市］
［川口市］
［伊勢原市］
［町田市］

遊休地・月極駐車場等の有効活用に。

パーキング３６５

巡回点検・清掃、事務・反響対応

山下

髙山

平賀

［入間市］
［東村山市］
［町田市］

不動産活用は私たちに
お任せください！

str@oliverg.jp
※［ ］内は出身地です

オリバー通信
大好評！オーナー様のための「相続対策基礎セミナー」（全３回シリーズ）
会場とウェブ生中継 同時開催
カメラ

会場

講師

中継

ご自宅

ウェブ生中継

参加者様

ご質問

参加者様

※後日回答
第２回

オーナー様のための「相続対策基礎セミナー」全３回

会 場 ぽっぽ町田 地下１階会議室

財産把握とその評価

生中継 Ｚｏｏｍ

講師：オリバー 相続コンサルタント 名児耶高広

相続対策の基礎となる「財産の把握と評価の仕方」
について分かりやすくご説明いたします。
開 催

１０月２９日（土）１３：００〜１５：００

参加費

無料

※はじめてご参加の方も、安心してご覧いただ
けるようにサポートさせていただきます。

お申込みはこちら
https://oliver-owners.jp/event/souzoku/18

スマートフォンでアクセス

満室で好循環経営を目指す！オーナー様向けセミナー開催
最新のトレンドや成功事例から読み解く

空室対策セミナー
第１部「入居希望のお問合せが多い物件の特徴」
講師：株式会社リクルート

石橋 和也先生

第２部「空室対策リフォーム成功事例」
講師：株式会社オリバー

開 催

※１０名様限定で実施 コロナ対策

関口 雅子

会 場 町田パリオ

１１月３日（木）１３：００〜１６：００

５階会議室

小田急線「町田」駅

西口徒歩２分

お申込みはこちら

参加費 無料

https://oliver-owners.jp/event/20221103

募集人数 先着１０名様限定

スマートフォンでアクセス

相続と資産の専門家チームが解決します
１つの窓口で相続の各専門家が対応

オリバーの相続支援コンサルタント

相続に関するあらゆる分野をサポート

不動産
鑑定士

相続支援の
専門家集団

弁護士

司法書士

ファイナンシャル
プランナー

税理士

土地家屋
調査士

宅地建物
取引士

不動産
コンサルタント

オリバーの相続支援チーム

相続相談（無料）を承ります
■相続支援コンサルタント

オリバー相続サポートセンター

板井

名児耶

小林

042-753-7111

オリバー通信
求めています 売却不動産

アパート マンション

土

地

同封はがき

FAX 042-707-9626

投資物件・マイホーム
不動産の売却はお任せください

無料査定･相談、秘密厳守
無料査定
ご相談は
こちら

042-755-1515

不動産販売センター

戸建て

オリバー住まいネット

検索

［ ］内は出身地です

オリバー通信同封ハガキを投函（切手不要）

電 話

「売却無料査定･相談」とお申し付け下さい

FAX

オリバー通信同封ハガキをそのまま送信

メールフォーム

ホームページからメールフォームで送信

不動産コンサルタント

早川

長岡

花輪

田中

栗原

内田

黒見

臼杵

［相模原市］［三浦郡］［山梨県］［山口県］［相模原市］［川崎市］［相模原市］［相模原市］

最新イベント情報をチェック！
最新情報はオリバーのウェブサイトで
パソコンでアクセス

オリバーでは、オーナー様へ学びの場や楽しみ
ごとのご提供を行っております。また、定期的
に最新のイベントやセミナー情報、プレゼント

https://oliver-owners.jp/event

情報などをお届けするサービスもご用意してお

スマートフォンでアクセス

りますので、ぜひご活用ください。

オリバーの業務心得シリーズ
オリバーは、社会やお客様と社員との絆業（相互信頼形成企業）
を目指し、３６項目の判断基準を「業務心得」として歩んでいます。

【公明正大】とは 嫌な事も逃げない･伏せない･選ばない、
オリバーグループ
考え「問題解決」です。
代表 小川 秀男

この心得はトラブル対応や新しい業務への挑
戦といった困難な状況にも知識や知恵を活か
し、立ち向かってもらいたいとの願いから取
り入れました。まず、問題・課題やトラブル
の無い企業はなく、常に解決すべき問題や課
題と戦っています。何故なら企業は生産性や
合理性の追求と共に新たな事業の立ち上げな
ど、自らが常に様々な課題に挑戦すべき組織
体だからです。特に近年の社会情勢や商取引
などは待った無しの大変革期の真只中です。
又、トラブルについては「誰が」やったかで
は無く「何が」起こったかの事象を重視し「だ
ったらどうするか」の対応を考える、オリバ

ーは対応優先企業である事を全社員に自覚し
てもらいたい。これにより問題発生時は隠蔽
や誤魔化しではなく一刻も早く事象を社内共
有して再発を防止し、また全社員が自分の事
として当事者意識を持ち解決に向け前進する
事を最優先する、そんな企業風土でありたい。
確かにこれらは完成が無いものです。しかし
オリバーでは、逃げない・伏せない・選ばな
い（選り好みしない）、正面から公明正大に
やり続けられる様になる事が目指すべき取り
組み姿勢です。そして、これらを社内外で感
じてもらえる様になった時、弊社の社会的地
位向上へと繋がるものだと思います。
（３６項目周期で掲載）

バースデイカード８月
１等 商品券３万円分（１名様）
22080470

ラッキーナンバー発表
２等 東京ディズニーリゾートペアチケット又は商品券１.５万円分（３名様）
22080024・22080167・22080736

バースデイカードをご確認の上、当選者の方は係までお知らせください。

３等 商品券５千円分（８名様）

22080065・22080260・22080390・22080566
22080618・22080778・22080890・22080977

０４２-７５５-５６５５

有効期限２０２２.１１

空室が埋まらない

笑

家賃が下がる

管理会社が遠隔地で無理

清掃が不徹底

オーナー様の ＳＯＳ はお任せください

す
ま

街
に

・・

・
ゾウさ
ん・
顔を
し

全国１３００店舗

１ 県下屈指の集客体制

３ ７０名のスペシャリスト管理員体制

お部屋探し来客数 年間１０,０００組以上

賃貸経営のリスクを軽減する総合管理

２ 空室対策で高稼働率９５％以上

４ 超･高密度な店舗体制

受託総数
（管理･専任･一般）
２５,０００室

地域に類のない９店舗の集中営業

時代は

修繕も建設も

地域に類の無い

オリバー賃貸管理部

総合体制で管理
京王相模原線

橋本店
ＪＲ横浜線

（構想）橋本２号店

多摩市

線
央 新幹
リニア中 年開業予定）
７
２
０
（２
伸
延 定）
線
摩 頃予
多
急 ０年
田
小 ２０３ 淵野辺北口店
（

ＪＲ相模原店

５

［会社概要］
設立
１
１９８２年５月
９８２年５月
グループ資本金 ８,０００万円
８,０００万円
社員総数
２００名

町田市
古淵店

（構想）町田２号店

３
ＩＴ推進
センター 淵野辺 管理センター
南口店

ご入居者に

相模原市

ガレージ

ご入居者に

６ サポートセンター
町田南口店

相模大野店

（構想）相模大野２号店

ＪＲ相模線

東急田園都市線

レンタル
収納

（構想）
長津田
１号店

４,８４２室

小田急相模原店

２

賃貸管理
株式会社オリバー
建物保守

大和市

１

４ 株式会社オリバー建設

後方支援 ２

小田急江ノ島線

座間市
小田急小田原線

オリバー

５ ＩＴ推進センター

総合体制②

１ ３ 株式会社オリバービルコム

中央林間店

急行

賃貸仲介
株式会社オリバー３６５

総合体制①

１

オリバー

６ ＩＴ契約センター
オリバー

７ 一級建築士事務所
賃貸保証

２ ８ 株式会社オリバーインシュア
土地活用

緊急時８５台のオリバーカーが急行

９店舗で集中営業

オーナー様の 収益最大化 と リスクヘッジ が業務です

９ 株式会社パーキング３６５

ご相談お待ちしております

042-786-1616

私 達はオーナー
様 を代 行して 物
件をより良い方向
へと運用をして参
ります。

私達が対応します

社内見学も歓迎です

