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銀行の窓口販売は様子見を
銀⾏で販売される定期預⾦よりも⾼い利率の
殆どは「一定期間は制限を受ける」事が多い
商品説明はしっかりと受けるべきだ。

銀行と言えばお金を
預ける必要不可欠な
所であるが状況が変
化している。低金利の
昨今「定期預金より
こちらの商品は如何
でしょうか？」との販
売が盛んだ。銀行と
しても定期預金に預
けられても、利益は
ゼロに等しい。貸出金利で稼げない以上は預金を
違う所に振り替えて頂く営業をしている。提案
の商品としては「投資信託」「個人向け国債」「一
時払い終身保険」などの証券・保険商品だ。確か
に定期預金よりも多少の率は良いが、反面長い
期間自由に使えない制限がついてしまう。経済が
変わろうとしている今は得策ではない。銀行とし
ては販売すると ％程度の利益がある為ノルマ
すらある状態だ。窓口販売には注意されたい。

契約者貸付制度を上手く活用
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市場メッセージは出ていた
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米緩和縮小で新興国通貨一斉下落

米国ＦＯＭＣの声明が世界通貨を動かしている。注目されていたのは米経済
がどのような実態で今後も金融緩和などを継続するかが注目されていた。
日本のように金融緩和を続ければ基本的には金利が低いので「通貨安」とな
る。日本の円安の進行はその典型だ。米経済も金融緩和を継続しており、
通貨安・金利安から、ドル資産は比較的高金利の新興国通貨に資金が流れ
ていたというのが ヵ月前までだ。今回バーナンキ議長の発言は米国の金融緩
和は市場の想定よりも強く行われないとの声明で、「緩和をしない＝金利高」
の観測から高金利の新興国通貨を売り、米ドルにシフト
している動きが見られる。実際にどの程度新興国通貨が
下落したのかを上記にまとめたが、 ％以上の下落を記
録している。高金利の新興国通貨は債券などで良く扱わ
れており、約束された利息は得られるが、新興国通貨を
日本円に戻した時に「損」が生じる可能性が高くある。
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生命保険で貯蓄性のある保険は解約時に「解約返戻金」
というものがある。いざお金が必要なのだが評価が下がっ
ている株式などを売却するのは・・・などの場合に契約者
貸付制度が活用できる。適用利率は一般的に保険契約
の予定利率に . ％程度プラスした利率が適用される。
最近販売されている貯蓄性のある終身保険の予定利率
は１．６５％程度なので２．６５％程度で契約者貸付を
利用することも可能だ。但し解約返戻金の ％～ ％
程度しか借入出来ないので注意されたい。また昔に加入
した高利率の保険は予定利率が高いので貸付利率も高
い。契約者貸付制度を利用する場合は昨今の低金利の
保険が無難な選択かもしれない。臨時の対応の時にはこ
のような方法もあることを覚えておくと良いでしょう。
1
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高利率も為替で

高金利通貨にダメージ

この新興国通貨下落を想定できたかどうかで言えば、想
定の範囲内であると言える。昨年から上昇を続けた株式
市場・債券市場・不動産市場、通常多少違う動きをする
投資対象が株式同様に動いていたからだ。ただ、上り続
ける相場の中で、どこが頂点なのか、今の金融市場は正常なのかを見極めるのは非
常に難しいかもしれない。多くの人がこのまま上昇すると信じてしまうからだ。
投資のパフォーマンスが良い時ほど、今の通貨上昇は何故なのか？、下落する要素
は何なのか？など先見の目を持っておかなければならない。また日本人投資家に
多いのは判断の遅れだ、完全に思惑が外れたときには早いジャッジが求められる。

■米金利高から新興国通貨は一斉下落
新興国債券へのダメージは大きい。
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Tel: 044-382-0200

相続路線価の改定

お気軽に資料請求下さい

年度価格はやや上昇か

不動産コンサルティング技能登録者
CPM有資格者が対応いたします。

平成

5

3

5

平成 年度の相続路線価がまもなく公表される。相続時に土地の評価額を
算出する相続路線価は毎年７月に改定されており、相続の資産価格は毎年
微妙な変化が出ている。昨今の地価の上昇により平成 年度の路線価は少し
上昇しそうだ。相続路線価と別に公表される指標として公示地価があるが
１月に発表されたこの指標は上昇している。溝の口付近で見ると ％程度は
上昇している。それを考えれば相続路線価も
％程度の上昇が想定される。このような相続資
産で相場の影響を受けるのは「土地」と「有価証
券」が該当する。昨今の株高なども考慮すれば
年前よりも資産が大きくなっている可能性も
否定できない。いつ発生するかわからない相続に
対しては、最低限でも事前の評価を知っておき
たい。贈与税は相続税の補完税と言われており
相続税を回避するには基本的に贈与を使う。
今年から開始された孫への教育資金贈与や住宅
取得の非課税制度などを活用して、相続税と
相談しながら贈与についても検討する必要があ
る。毎年１１０万の贈与は相続開始前 年につ
いて効果がないので注意されたい。

ご要望をお気軽にお問合せ下さい。
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歳年金時代の到来か？

25

平成22年
平成23年
平成24年
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公的年金の支給繰上げの議論が浮上している。当初 歳から支給であった年金制
度は厳しい財政から 歳に現在引き上げられている。その支給年齢を引き上げる
べきだという議論だ。少子高齢化が進み年金財源がなく、未納率も高いままだ。
そもそも現在の年金制度は日本が高度経済成長期に造られたものであるから、現
状にマッチするはずがない。どこかで変化の時が来ると想定される。想定されるのは
支給年齢の引き上げ、年金保険料の税負担方式（消費税など）による未納の解消
などが考えらる。マイナンバー制導入の背景には色々な制度変更が想定されている。

不動産経営に関する事全般をご提案できます
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不動産の「賃貸」「管理」「売買」の事なら

・不動産投資のコンサルティング
・事業資金のファイナンスアレンジ
・不動産経営のコンサルティング
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株高・土地上昇で資産上昇に
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「人気の東急線エリアの物件取扱多数！」
「購入・売却コンサルティング随時受付中！」

■過去3年の同一箇所の路線価
殆ど３年間横ばいだが今年は上昇か。
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■ミックスローンの関係図

4000万、期間35年の借り入れ（ミックスは半分づつと想定）

ミックスローン、変動部分の割合は？
返済計画により柔軟に考えよう
消費税増税や低金利から徐々に固定金利が上昇し始めたことも含め昨今の
住宅ローン選びは難しくなってきています。６月に各銀行の長期固定金利は上
昇を開始しましたが 月も上昇しそうです。一般的に低金利の時期において
は「借りるものは長期の固定」投資するものは「長期ではなく短期の変動」を選
択するのが通常です。昨今の低金利状態においては
もちろん借りる場合は長期の固定がベターであると
は言えますが、借りる方が全員という訳ではありま
せん。 年固定金利のフラット と変動金利での金
利差が約 . ％程度です。仮に４，０００万円を
年ローンで組むと 年固定金利は１３３，１２２円、
変動金利は１１０，５９９円の毎月返済額となり、
その支払額は２２，５２３円も差がでます。どうして
も決めかねる時に取られる手法として「ミックスローン
」があり、両方の良いとこ取りと言われていますが、
考え方によってはどっちつかずというものです。ミックス
ローンを利用する時のポイントは変動金利で組む部
分は急激な金利上昇時に対応できる範囲内にして
おくことが望ましいでしょう。ミックスローンを選択
している時点で「固定金利の安心は欲しいが、高い金
利は払いたくない」という事で、よく半分づつ借りる
場合が多いのですが仮に急激な金利上昇があった場
合２，０００万の借り入れの対応は難しいものです。
金利：2.030％
毎月返済額
約133,122円
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FP三島木のマネーセンスアップ講座 vol.17

35

35

ミックスローンにて変動金利の割合を落としていくと変動金利の低金利の恩恵が薄く
なっていきます。ですが固定金利部分の利息は将来の金利上昇を見込んでいるので増え
る支払額は「安心料」と考えるべきです。長い期間の返済になる住宅ローンは如何にして
ストレスなく組んでおくかが重要な要素と言えます。変動金利で組む部分は既に預金
としてストックしてある程度か、今後 年以内に奥様などの副収入で見込める部分を
選択しておくといざという時でも安心であると言えます。

固定金利の利払いは安心料

借入バランスが重要
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毎月返済額
約127,491円

固定安定的

変動不安定

毎月返済額
約121,861円

金利：0.875％
毎月返済額
約110,599円
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名称：クレアヒルズ港北ニュータウン

価格：2,550万
所在：横浜市都筑区東山田一丁目28-40
面積：65.40㎡
交通：市営地下鉄「北山田」駅 徒歩11分
築年：1997年8月
構造：鉄筋コンクリート造
管理費：8,700円
修繕積立金：13,200円

売れ筋投資信託、総じて値下がり

日本株・リート・新興国債券ファンド

ここ最近の投資信託の売れ筋は日本株式、リート、新興国債券などの比較的
直近値上がりが大きかった所に資金が集中した。だがこの数か月で概ね ％の
下落を記録している。久しぶりに投資を開始したのに、リーマンショック並みの
下げ幅を受けてしまっては困るだろう。下げ幅は大きいものの、現在の下落と
リーマンショックの下落とでは、下がる意味が違うので対応策は異なってくる。
市場の環境が悪く株式債券など一斉に下落したリーマンショックと違い、成長
過程の中で期待値が高いことに対する、
市場へのメッセージの値下がりだ。こうい
う一時的な下落の事をよく「調整」とい
うが、今は正にその局面であると言える
現在の調整局面を抜けて経済の回復が
確認されれば本格的な上昇に入っていく
が、今取る対応としては、下落した投資
対象は経済回復で伸びるのかどうかだ。
投資信託の分散投資、商品選定で今後
の運用パフォーマンスは決まってしまうと
言っても過言ではない。売れている商品
だからとう物ではなくしっかりと投資対
象を見極めて投資信託を保有したい。
投資信託販売ランキング】

マンション価格上昇気味に

※上位10位の中にリートが4本、日本株が3本、新興国
債券が3本という結果になっているが。
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住宅取得希望者が多い昨今マンション価格が上昇している。不動産の価格決定の
大きな要因として作用するのは「需給バランス」だからだ。需要が多くあり、供
給もそれなりにあるいい意味で拮抗した状態。多少の価格上昇は消費税増税と
金利上昇前の取得希望による「駆け込み需要」が不動産価格を押し上げる。
新築マンションは相当に強気な価格がつくこともあるが、中古マンションは今の波
に便乗して軒並み ％～ ％程度は高く売り出されているものが見受けられ
る。需要が少し勝る現在は売り手側には良い市場環境になっている。購入者側
は消費税等に惑わされない物件選びが必要だ。

【ＳＢＩ証券
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港北ニュータウンに一次取得向けの中古物件情報です。昨
今の不動産価格の上昇は価格帯の高い所が非常に大きな
影響を受けていますが２，０００万円台は比較的影響を受
けていない印象です。室内は空室となっており、室内を見学
できます。お気軽にお問合せを。

～今月の物件情報～
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