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弊社独自の賃料削減システム

弊社独自の賃料削減システム

固定経費の中でも大きな割合を占める『賃料』。
移転することなく、適正な賃料に改定することが可能だということをご存知ですか？

貴社の賃料は
適正ですか？

不動産に
精通した
 スタッフ

弁護士

不動産
鑑定士

借主様 貸主様
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賃料適正化サービスの概要
2008年以降リーマンショックによる世界的経済不況の中、
不動産業界も市場の影響を受け、平均賃料が大きく下落しています。
高額な賃料を負担しているテナントは、市況に耐え切れず移転を余儀なくされ、
さらに東日本大震災により外国企業の日本撤退が進み、空室率が高止まりしているのです。

リーマン
ショック

この差額を
適正化します。

適正賃料
支払賃料

入居 更新

■専門家との提携

不動産業者

土地家屋
調査士 弁護士

不動産
鑑定士

弊社は借地借家法に則した提案を行うため、
法律の専門家である弁護士と提携しております。
また、適正賃料算出の際は
弊社不動産鑑定士が行います。

専門家との提携によりテナントの老朽化や設備状
況等、不動産に関するあらゆる要素を多角的に捉
え、貸主様への提案に際して説得力のある資料作
成を可能とします。
また、弊社土地家屋調査士により、土地・建物の
調査・測量の観点からもより詳細な状況を把握する
事が可能です。

■減額率の相場は
平均賃料（円/坪） 公示価格（円/㎡）
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賃料削減が可能となる対象について

■a 適正賃料以上

リーマン・ショック以降、地価の下落に
よって賃料も下落しています。
しかし貸主様は適正賃料への変更を
自発的に行うことはほとんど無く、
その事実を知らない借主様が大半で
あるということです。

■b 適正賃料
■c 適正賃料以下

a,82%

b,12%
c,6%

賃貸物件の約82％が削減対象

適正賃料以上であれば、どれほどの減額
見込みがあるのか事前にお伝えすることが
可能です。

もちろん無料で診断させて頂きます
ので、お気軽にご利用頂けます。

あらゆる業種の企業様の、すべての賃貸物件を、今の賃料が適正であるか診断致します。

●減額見込額の算出

●成功率を3段階で判定

●周辺相場との比較

■無料の適正賃料査定

賃貸物件すべてが対象 ※業態別平均削減率

オフィス

19.2%削減

12.1%削減 12.7%削減 9.8%削減14.6%削減

17.3%削減 15.2%削減23.6%削減

クリニック

ホテル

倉庫

飲食 美容 土地

携帯ショップ

－3－



減額の 10ヶ月分を 
報酬として頂戴致します。

50万円の家賃が 40万円まで減額成功。
10万円の減額に成功した場合
10万円×10ヶ月 =100 万円を報酬とする。

■例 50万円の家賃が 40万円まで減額成功。
10万円の減額に成功した場合
10万円×12ヶ月 =120 万円を報酬とする。

■例

報酬として毎月お支払い頂きます。
減額の 12ヶ月分を 

+200,000 +1,400,000 +2,600,000 +3,800,000 +5,000,000
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（万円）
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1 年目 2年目 3年目 4年目 5年目

報酬
削減による利益

ご利用料金について

完全成果報酬制
まずは無料にて、現行賃料が適正かどうかの診断を提案させて頂きます。
実際に減額に成功した場合、削減額の中から一部の報酬を頂いておりますので、
借主様のご負担は実質無料。 不成立の場合には、報酬は一切頂きません。
報酬金額は案件によって事前に取り決めさせて頂き、交通費などの別途費用等はございません。

一括プラン 12 回分割プラン

■例：５０万円の賃料が４０万円まで減額に成功した場合

現在の賃料 /月

500,000

6,000,000 4,800,000 1,200,000

400,000 100,000

現在の賃料 /年

削減後の賃料 /月

削減後の賃料 /年

削減額 /月

削減額 /年

■賃料コスト削減によって発生する利益幅シミュレーション（一括プランの場合）

1年目累計削減額 2年目累計削減額 3年目累計削減額 4年目累計削減額 5年目累計削減額
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■自社単独
　月々4万円減額× 5年間＝2 4 0万円削減
■弊社からご提案させて頂いた場合
　月々1 7万円減額× 5年間＝1,020 万円削減
　1,020 万円－240 万円＝780 万円の差
　減額金額 17万円× 10 ヶ月分 =報酬 170万円
　780 万円－170 万円 =610 万円 

5 年間で 610万円もの差異（報酬込）

弊社が選ばれる理由

世界的不況となり多くの企業がコスト削減に目を向けている今、賃料の削減については専門家への
依頼が主流となりつつあります。報酬を支払っても尚選ばれる理由は結果に明確な違いがでるからです。

■国内大手企業の動向

■弊社が選ばれているのは報酬を支払ってもなお結果に違いが出るからです。

・日本郵政グループが全国郵便局のコスト削減を実行するに際し、
    弊社のような専門家を利用しました。年間数億円規模の削減見込み。

・大手コンビニエンスグループが全店舗を対象にコスト削減の専門家と提携。
   年間４億円以上の削減に成功。

・全国展開する某携帯ショップでも各店舗のコスト削減に専門家を利用。
   年間 3000万以上の削減に成功。

削減成功率 平均減額率 削減期間

自社

弊社　　　　　   約８０％　　　　   約１７％　　　　約 1.5 ヶ月

■100 万円の賃料の場合

削減率　　削減額 / 月　  削減額 / 年

弊社　　　17％　　　 17 万円           204 万円

自社　　　 ４％　　　  ４ 万円             48 万円

1 年          2 年           3 年           4 年           5 年
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貸主様との関係について

賃料の削減をするにあたり、最も懸念されるのが貸主様との関係が悪化しないのか、
という点です。無理な提案、根拠のない内容では借主様の立場も悪くなってしまいます。
弊社では、借主様一方だけではなく貸主様の視点も踏まえて、お互いの利益になる
話を進めるお手伝いをさせて頂きます。

■借地借家法第11条　第32条

■適正価格以上の賃料を払っているテナント様のみお請けしております。

賃料の削減については借地借家法にて定められている借主様の正当な
権利であり、実は貸主様もよくご存じです。

適正価格にする事で、貸主様にとっても継続して長く借りてもらえる
という双方のメリットを生み出すことになります。

■事前に貸主様の財政状況も把握しております。
賃料の削減において貸主様側の立場に立った視点も大変重要です。
貸主様にとっても決して無理のない範囲での削減という事になります。

■貸主様への利益も提案します。
空室を埋めるための情報網の提供や、貸主様の所有する物件の
固定資産税の見直し等を提案する事で良好な関係を保つことが出来ます。

テナント退去時の貸主様のデメリット
■次の入居者が見つかるまでの間、家賃収入が途絶える。
■新たに募集をする時は、下落を続ける不動産相場に合わせて
     賃料を決める必要がある。（結局減額せざるを得ない。）
■入居者を募る上で仲介業者や管理会社への手数料が発生する。
■状況に応じてリフォームや設備投資等の費用が別途発生する。

お互いの利益を守りつつ
賃料を適正化することでWIN-WINの関係を築く
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弊社にお任せ頂くメリット

項目 自社単独での交渉 弊社追加提案

コスト
減額の成立、不成立に関わらず、
担当者の人件費、不動産鑑定士などに
依頼した際の手数料等が必ず
発生いたします。

減額が成立しなかった場合、
手数料を一切頂いておりません。
減額に成功した場合も減額幅より一部を
頂くかたちとなっておりますので、
別途ご予算を用意頂く必要はありません。

減額幅

適正賃料の判断が困難なため、着地点
設定に難航します。
月額20万円の減額が見込めるにも関わ
らず、月額5万円の減額提示に同意。
結局、相場以上の賃料のまま据え置か
れるといったケースが多く見られます。
減額の余地が存在するのか、どの程度
なのかを見極めるには専門知識が必
要です。

具体的根拠に基づいて進めてまいります
ので、大幅な減額が見込めます。

知識
成功率と減額幅を下げている 1番の
原因となるのが貸主様との知識と
経験の差です。

弊社では不動産業界に長年携わってきた
スタッフが多数在籍しております。
貸主様との知識・経験の差を補い、貴社を
サポート致します。

貸主様との
     関係

会社の経営悪化や退去を理由とした
提案をしてしまう傾向にあるため、財務
表の提出を求められる等の追求や関係
悪化に繋がるケースが見られます。

入念な事前調査を経てご提案させて頂きます
ので、 貸主様の経済状況を圧迫する等の無理
な申し出にはなり得ません。
これまで弊社が携わった中で貸主様との関係が
悪化したというお声はまだ頂いておりません。

期間
適正化を図る過程においても賃料は
発生し続けます。
貸主様の対応次第では結果が出るまで
相当の期間を要する場合もございます。

ポイントを押さえ円滑にコンサルティング
しますので、短期間で減額を実現致します。

削減結果
お客様へのヒアリング結果
成功率　約２０％
削減率　約４％    (平均)

弊社実績
成功率　約８２％
削減率　約１７％　(平均)

－7－



過去実績

大阪市生野区H社

・削減額 668,150円
・減額後の賃料
　　 →2,166,850円

・年間 8,017,800円削減
・減額率　23.6％

・削減額 1,553,416円
・減額後の賃料
　　    →7,474,666円

・年間 18,640,992円削減
・減額率　17.2％

・削減額 26,250円
・減額後の賃料
　　  →236,250円

・年間 315,000円削減
・減額率　10.0％

賃料2,835,000円
東京都千代田区T社
賃料9,028,082円

埼玉県Ｎ社
賃料262,500円

・削減額 1,305,739円
・減額後の賃料
　　    →6,091,527円

・年間 15,668,868円削減
・減額率　17.7％

・削減額 157,500円
・減額後の賃料
　　    →682,500円

・年間 1890,000円削減
・減額率　18.8％

・削減額 630,000円
・減額後の賃料
　　  →2849,500円

・年間 7,560,000円削減
・減額率　18.1％

・削減額 487,317円
・減額後の賃料
　　 →1,512,704円

・年間 5,847,804円削減
・減額率　24.4％

・削減額 760,672円
・減額後の賃料
　　 →6,247,500円

・年間 9,128,064円削減
・減額率　10.9％

・削減額 1,727,750円
・減額後の賃料
　　  →10,300,000円

・年間 20,733,000円削減
・減額率　14.4％

・削減額 80,000円
・減額後の賃料
　　  →420,000円

・年間 960,000円削減
・減額率　16.0％

・削減額 380,785円
・減額後の賃料
　　    →619,500円

・年間 4,569,420円削減
・減額率　38. 1 ％

・削減額 74,917円
・減額後の賃料
　　  →381,895円

・年間 899,004円削減
・減額率　16.4％

大阪市中央区D社
賃料7,397,266円

大阪市北区I社
賃料1,000,285円

東京都日本橋I社
賃料456,812円

大阪府箕面市M社
賃料840,000円

大阪市西区H社
賃料12,027,750円

神奈川県横須賀市K社
賃料500,000円

東京都豊島区N社
賃料3,479,500円

兵庫県神戸市R社
賃料2,000,021円

神奈川県横浜市B社
賃料7,008,172円
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賃料削減までの流れ

無料適正賃料査定のご依頼を頂いてから、
賃料削減に至るまでの実際の流れをご説明致します。

適正賃料査定

ご報告

無料にてお見積もりを行います。
必要項目は６項目。
①会社名　②物件所在地　③調査物件名
④入居年数　⑤現在の賃料　⑥坪数
適正賃料調査には１週間ほどお時間を頂いております。

御社の賃貸物件の場合、どのくらいの減額余地があるのか
というシミュレーションを報告書としてお渡し致します。
内容をご確認の上、導入をご検討ください。

追加調査
資料作成

導入をご決定頂けましたら、本格的な調査や資料の作成等を
行います。

提案補助 管理会社様や貸主様への提案をお手伝い致します。
2週間から1.5か月ほどを目安として頂いております。

総括 今後の対応、対策等を含めて総括を行います。

まずは無料にて、適正賃料査定をご依頼下さい。
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Copyright©2019 ActPro Co., Ltd. All Rights Reserved.

社名

所在地

2002年  5月創業

2010年  1月設立

290 名従業員数

代表取締役 新谷 学

不動産鑑定士 江里口 真

資本金 30,000,000円

株式会社アクトプロ

プライバシーマーク
17002477（02）号

ISO/IEC 27001:2013
JIS Q 27001:2014
登録番号：IA150928

第三者認証

顧問弁護士 岩谷・村本・山口法律事務所    山口 要介

東京本社
〒101-0045
東京都千代田区神田鍛冶町3-6-7
ウンピン神田ビル 2F

大阪支社
〒542-0076
大阪府大阪市中央区難波2-3-7
POSCO OSAKAビル 3F

和歌山事業所
〒640-8154
和歌山県和歌山市六番丁5
和歌山第一生命ビル 4F

■東京本社
 TEL : 03-5289-4400
FAX : 03-5289-4401

■大阪支社
 TEL : 06-6213-3250
FAX : 06-6213-3251

https://www.actpro.co. jp/

お問い合わせ

・東京メトロ 銀座線「神田駅」  5番出口より  徒歩1分
・JR「神田駅」  北口より  徒歩2分
・東京メトロ 丸ノ内線「淡路町駅」  A1出口より  徒歩4分
・都営地下鉄 新宿線「岩本町駅」  A1出口より  徒歩4分

・地下鉄各線「なんば駅」  なんばウォーク B6出口すぐ
・近鉄「難波駅」  なんばウォーク B6出口すぐ

MAP

東京本社

大阪支社

ビックカメラ



企業発展のアシスト

https://www.actpro.co.jp/
株式会社アクトプロ
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