☆住まいる倶楽部

10/27(金)

19：00～20：30

2017年秋号☆

11/10(金)

不動産投資で大切な事は、【儲かる仕組み】を知る事です。
例えば税務上の利益と、実際に手元に残るお金は必ずしも一致
しませんから注意が必要です。
投資の最大の目的は、【収益を上げる（儲ける）】事です。そ
の一歩として【不動産投資の収益構造】をわかりやすく解説いた
します。ハウスメーカーの”一括借り上げ”は、将来子供に負債
を相続させてしまう恐れがあるなどの”落とし穴”があり、それ
らを含めた裏事情も大公開いたします。
今回は、お仕事帰りでも受講できるよう、金曜日の19時開始で
準備いたしました。不動産投資で成功する為にも、この機会に
【知識】という資産を得て、不動産投資をより身近に感じて
もらえたらと思っております。

★不動産投資の【収益構造】とは ★
・不動産投資の基本ルール
・不動産投資の利益とは
・税務上の利益と手元に残るお金の違い
・利益が増えるとキャッシュフローが減る理由
・銀行融資の３要素
・不動産投資の税金の種類
・個人の税金と法人の税金
・収益率の考え方

10：00～12：00
会場：JRCセミナールーム

会場：JRCセミナールーム

不 動 産 投 資” 収 益 構 造 ” の ポ イ ン ト

（７）

人がなくなる事は悲しい事ですのであまり考えたくないものです。
しかも葬儀などの手配もあり大変です。しかし残された方々は、様々
な手続きや届け出をしなくてはならず、その中には期限が定められて
いるものもあります。”いざという時に途方にくれる”事がないよう
に、相続のポイントを二時間のミニセミナーでお話をいたします。

11/10(金)

13：30～15：30
会場：JRCセミナールーム

★建替えをするポイント★
・昭和56年が一つのキーワード：耐震とリフォーム
・建替える理由：お金と健康とシンプルな暮らし
・建替えをするメリット・デメリット
・建替えに必要な経費

11/20(月)

10：00～12：00
会場：JRCセミナールーム

10/1から民間の金融機関では加入が義務づけられている【団体信用
生命保険】がフラット35にも付保されました。
【団体信用生命保険とは】住宅ローンの返済途中で死亡、高度障害
になった場合に、本人に代わって住宅ローン残高を支払う保険です。
住宅ローンについて保険や控除という角度からお話いたします。

◎『国民1人当たり借金837万円』のカラクリ
11月より着工し来春お引渡しを予定しておりますH様、Ｋ様邸のご紹
介をさせていただきます。
現場見学会等も予定しておりますので、是非ご参加ください。

昨 年1 1 / 1 0 に財務 省か ら
【 国の 借金 1 0 6 2 兆円 『国 民1 人当た り8 3 7 万円』 】
と発 表さ れま した 。
こ んな ニュ ース が毎 年報 道さ れて いま すの で、 借金 は返 さな くて はい
けな い、 これ なら 【消 費税 が1 0 % 】にな って も仕 方な い・ ・・ と思 って
いる 人が 多い よう に思 いま す・ ・・

先日、注文住宅の請負契約を
締結させていただきました
H 様邸は1 1 月下旬より着工を
予定しております。

こ れを 紐解 くと 【日 本政 府】 が借 りて いる 借金 が『 1 0 6 2 兆円 』あ り、
『日 本の 人口 1 億2 6 9 3 万人』 を元 に単 純計 算す ると 国民 一人 当た りの
借金 は【 8 3 7 万円 】に なる とい う事 のよ うで す。
（2 0 1 6 年9 月末 時点 ）

また、【耐震等級3 相当】で
補償もしっかりしたＬＩＸＩＬの
【外観イメージ】
【スーパーストロング工法】を
採用いただき、光熱費ゼロ円を目指したお財布にも健康にも
配慮した【ＺＥＨ住宅】となります。

そ れな ら日 本政 府は 誰か ら借 金を して いる ので しょ う？
政 府は 国債 を発 行す る事 によ って 借金 をし てい ます 。日 本で は、 国債
の9 4 . 5 % が国内 で購 入さ れ、 その 多く が金 融機 関で す。
金 融機 関が 国債 を買 うお 金は 、【 私達 国民 や企 業が 預貯 金で 預け てい
るお 金】 で購 入し てい るの です ！

1 2 月中旬に上棟を予定しているK 様邸は、広々とした
1 ＬＤＫの【平屋】に約1 2 帖の小屋裏収納をプラスしたご邸
宅です。
先日、無事に地鎮祭を
執り行い着工を心待ちに
していただいております。
また、春先には完成を
予定しております。
改めて報告させていただきます。

【ご予約・お問い合わ せ】

【地鎮祭にて…】

つ まり ・・ ・日 本政 府は 【私 達国 民か らお 金を 借り てい る】 ！
ニ ュー スで は借 金だ けが クロ ーズ アッ プさ れて いま すが 、日 本は 【2 6
年連 続で 世界 最大 の純 債権 国】 なの です ！
【 国民 一人 当た りの 資産 ○○ ○万 円！ 】な どと 報道 され たら 嬉し いで
すよ ね！ され ない のは 何で でし ょう ・・ ・
現 在、 日銀 は『 マイ ナス 金利 付金 融緩 和』 政策 をと って いま す。
住 宅ロ ーン の固 定金 利は 長期 国債 の利 回り を、 変動 金利 は日 銀が 決め
る政 策金 利の 影響 を受 けて いま す。
今 後も 住宅 ロー ンに 関係 する 金利 など の情 報を 、か み砕 いて 発信 した
いと 思い ます 。
皆様の聞きたい事をお教え下さい！ →
f p- j r c @j r c 6 1 0 1 .c o m

ＴＥＬ：046-261-6101

メールinfo@jrc6101.com
H
P www.jrc6101.com

