
不動産関連融資案件の

新規獲得、
既存組換え（含む増額）と、保全強化

その他、不動産関連の諸問題解決のために、
不動産コンサルティング手法をいかに活用していくのか。

Copyright © 2012~ CIEL LLC & Hiro Yamagishi  All Rights Reserved.

（地域金融機関のための）
不動産コンサルティングによる

融資案件の創出
その考え方と実践 （基礎編）



講師略歴
1984年 立命館大学卒業（法学部）
1996年 10月まで、在阪地域金融機関にて与信業務専担

11月から、サワディグループへ転籍
2002年 不動産証券化アレンジメント、サワディトラスト設立
2015年 不動産コンサルティングファーム、シエル設立
2020年 現在、サワディ地所㈱ 常務取締役（MD）兼任

詳細 http://linkedin.com/in/hiroyukiyamagishi
シエル https://www.consulciel.com

【保有資格・称号、所属等】
lMRICS（英国王立チャータード・サベイヤーズ協会メンバー）
lARES Certified MASTER（不動産証券化協会認定マスター）
lOSRI（大阪彩都総研by北大阪信用金庫）不動産投資アドバイザー
lJAREFE（日本不動産金融工学学会）会員
l公認不動産コンサルティングマスター
l宅地建物取引士
l賃貸不動産経営管理士
lRRN（Rits不動産ネットワーク）会員
l日本山岳ガイド協会認定ガイド・関西山岳ガイド協会所属（登山１）



Contents
プロローグ

●現在の金融環境と不動産コンサルティング業務

●スタンスは『探す』から『創り出す』へ（その①～③）

№1.基礎編
不動産関連需資と融資案件の創出

1-1.融資創出業務と不動産情報
1-2.不動産関連情報量と案件化成立度
1-3.情報マッチングによる需資の発生
1-4.用途・事由別の需資例
1-5 .【売り急ぎ】【買い急ぎ】の事由例
1-6.需資の5W2Hパターン整理

№2.実践編
切り口としての不動産コンサルティング

2-1.典型的な切り口
2-2.具体的な提案事例（HMP活用例）



2011年4月に公表された金融円滑化法に関する指針（コンサルティング機能の発揮にあたり金
融機関が果たすべき具体的な役割）にて、当局は、金融機関に対して、中小企業の経営課題を把
握・分析し、事業の持続可能性等を適切かつ慎重に見極めたうえで、必要に応じて他の金融機関
や外部専門家等と連携しつつ、最適なソリューションを提供することを求めてきました。

地域金融機関としては、円滑化法の終了、または一部実質継続の如何に関わらず、引き続き、本
来の根幹業務である健全な融資案件を確保し続けることが永遠のテーマであり、基本的なスタンス
として、金融機関が為すべきコンサルティング業務は、すべからく、①安全性、②収益性、③成長性、
④公共性、⑤流動性の融資５原則に適っていなければならない、ということです。

また現実問題としては、優先順位の最も高い、安全性、すなわち保全面を考慮した場合、やはり
【不動産】関連のソリューションを避けて通ることはできません。

一方で、人口減少や高齢化、富の格差等が急速に進み、各種増税への気配が漂う中、富裕層、
すなわち不動産資産家層の重大関心事である『相続対策』、『有効活用』、『資産組換え』、『不良資
産整理』等の事案においても、キーワードとなるのは【不動産】であり、広範囲に亘る資産コンサル
ティング業務の中で、実践する場面が多いのは、やはり【不動産】コンサルティング業務となります。

諸々の政策によっても、長らく続いたデフレからは、なかなか脱却の兆しは見えず、中小企業や個
人の前向きな支出＝資金需要は依然低調であり、そのような中、肝心の不動産業（者）向け貸出し
は、増加傾向とはいえ、最近は其業者を取り巻く環境も厳しさを増して行く中、地域金融機関として
は、今後、【不動産】コンサルティングを駆使しながら、取引の間口を広げ、他業種や個人、特に富
裕層の潜在需要を顕在化させることが益々重要になってくるものと思われます。

●現在の金融環境と
不動産コンサルティング業務



●スタンスは『探す』から『創り出す』へ
その① 優良案件は探し続けられるのか？

前提となる３条件

その１．『実際にどこかに優良な案件が存在する事』 ⇒○
その２．『探し出すことが可能である事』 ⇒△
その３．『継続的にGetできる事』 ⇒？

問題は、（根拠のない）その２と３

現実は？

↓
⇒『優良案件はどこかには必ずある。』ものの、

『探し出し、継続的にGetするのは益々難しくなってきている！』
↓

何故、こうなって来たのか？



●スタンスは『探す』から『創り出す』へ
その② 探すのが困難となってきた理由

理由（と背景）・・・不動産業者向け融資の場合
①不動産情報の流通ルートの寡占化・固定化
②不動産仲介業務手法等の急激な変化
※①信託銀行不動産部、及びその系列、大手流通業者等の仲介専業系情強不動産業者がほぼ情報を独占。
※②相対による仲介業務から、競争入札方式導入への大転換、またデジタル活用によるスピード化等。

等により、不動産業者間の情報収集力・手持ち案件高、扱い量等の格差が急拡大中。

要は、情強業者から情報を入手でき、当然デジタル対応も可能な特定業者（＝コンスタントに
物件を購入・売却し続けている業者）だけが案件にリーチでき、その他、圧倒的多数の情弱不
動産業者は、地元縁故案件を除き、直に案件に触れることすらできない状況が急速に進行中。

現況⇒宅建業者（主に開発分譲業務主体の業者＝デベロッパー）自身が困っている状況。
▲優良な仕入（買取）案件が、中々回ってこない。
▲来たと思っても、その殆どは入札方式となっており、競合が犇めいている。

※実際のところ、仕入しなければ回転して行く事ができないのがデベの宿命ではありますが、最近では、どう見ても、
採算を度外視したとしか思えないような『高値買い』が散見される。（⇒当然、このような案件には融資は不可能）

⇒要は、有効情報を持っていない大多数の宅建業者（＝情弱業者）をいくら回って
も、結局は無駄が多く、徒労に終わる事が多いのが実態！



●スタンスは『探す』から『創り出す』へ
その③ それでは、どうすればいいのか？

環境が激変し、今となっては中々お目にかかれない優良な融資案件情報を、
▲当てもなく、探し続ける『無いモノねだり』や、
▲結果が殆ど出ていないのに、『自分ではやっている』 又は 『部下にはやらしている』

との勘違い・思い込みを捨て、

自らが『創り出す』という考え方
↓

『不動産コンサルティングによって融資案件を創出する』
というスタンスへ切り換えて業務を実践する事が必要！

実践するうえで理解しておくポイント

ポイント①⇒融資案件創出業務の意義を理解する。
ポイント②⇒不動産情報の基本４類型を理解する。
ポイント③⇒情報量と案件化成立度は比例しないことを理解する。
ポイント④⇒どのゾーンの情報をマッチングさせるのかを理解する。
ポイント⑤⇒用途別の典型的な需資パターンを理解する。
ポイント⑥⇒【売り急ぎ】【買い急ぎ】の具体的な事由例を理解する。
ポイント⑦⇒事由別の典型的な需資パターンを理解する。
ポイント⑧⇒ 『買う（建てる）』『借りる』に伴う需資を5W2Hで理解する。



№1.不動産関連需資と融資案件の創出
1-1.融資創出業務と不動産情報

ポイント①⇒融資案件創出業務の意義を理解する。

前提

既存顧客・新規取引見込み先が、※不動産に対し持っている何らかの不安・不審・不満等（＝現在、
困っている事、将来困りそうな事）、及び希望・願望・思い入れ・思い込み等の感情報 を収集し、深く
カウンセリングし、本質的な問題を提起、そして、そのソリューションを模索していく中に、必ず何らか
の需資は潜んでいる、と確信する事。

※具体的な不動産情報ではなく、感情的な情報（＝感情報）を掘り起こす。

ポイント②⇒不動産情報の基本４類型を理解する。

不動産情報の基本４類型

●売買⇒『売り希望』情報と『買い希望』情報
●貸借⇒『貸し希望』情報と『借り希望』情報

単純に需資が発生するのは、『買い』（購入、建築資金）、『借り』（差入れ保証金、協力金等）ですが、
『貸し』でもリニューアルや改装資金等、また、既存借入がある先は、全て借換えのための資金需要が
潜在している。 また、『売り』情報も『買い』をマッチングさせることで、『買い』側に需資が発生する。

※いずれにしても不動産情報であれば、何らかの需資に結び付けることが可能！
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№1.不動産関連需資と融資案件の創出
1-2.不動産関連情報量と案件化成立度

ポイント③⇒情報量と案件化成立度は比例しないことを理解する。

このマトリックスは、
例えば、一番陥り易く且つ危険な（＝要は有益な情
報を得ていると勘違いし易く、故に、何時までたって
も無益な情報であると中々気付かない、と同時に捨
て辛い）部分は“C”ゾーンで、

次に、案件化する度合い（有用性）は非常に高いが、
情報量が少ないのが“B”という風にゾーニングしてい
ます。

尚、大方の不動産情報というのは、ほぼ“C”情報で
ある場合が多いのが実情です。

尚、“A”ゾーンは、取りあえずストックしておきますが、
案件化も高くなることは今では殆どありえません。
（バブル時の人気分譲地当選者向け住宅ローン等）
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№1.不動産関連需資と融資案件の創出
1-3.情報マッチングによる需資の発生

ポイント④⇒マッチングさせ易い情報のゾーンは何処かを理解する。

有効な情報マッチングの順位

①Bの『売り（貸し）』に対し、Bの『買い（借り）』
②Bの『売り（貸し）』に対し、Aの『買い（借り）』
③Aの『売り（貸し）』に対し、Bの『買い（借り）』
④Aの『売り（貸し）』に対し、Aの『買い（借り）』

【売り急ぎ】
と 情報

【買い急ぎ】

注力

ここに需資発生！



№1.不動産関連需資と融資案件の創出
1-4.用途・事由別の需資例

ポイント⑤⇒用途別の典型的な需資パターンを理解する。

●居住用途⇒土地購入、住宅購入、新築、リフォーム、解体建替え、セカンドハウス・
別荘等（海外不動産含む）購入、地主の借地権買戻し、借地人の底地買い、
賃借人の保証金預け入れ、その他

●事業用途⇒事業用地購入、事業所購入、新築、リフォーム、コンバージョン、解体建替え、
宅地造成、収益物件購入・建設、保証金預け入れ、建設協力金差入れ、
店舗営業権購入、その他

●他の用途⇒居住用+事業用のMIX型など（店舗・事務所付き住宅等）

ポイント⑥⇒事由別の典型的な需資パターンを理解する。

●前向事由

●後向事由
⇒次項1-5.【売り急ぎ】【買い急ぎ】の事由例参照



№1.不動産関連需資と融資案件の創出
1-5.【売り急ぎ】【買い急ぎ】の事由例

ポイント⑤⇒【売り急ぎ】【買い急ぎ】の具体的な事由例を理解する。

【売り急ぎ）】 【買い急ぎ】
（急いで）モノが要る（購入、建築）

●消費税アップ前の駆け込み
●事業用資産の買換え特例期限
●個人の年度末
●法人の決算期末
●結婚
●開業、増床
●転勤、転校、新入
●資金運用満期到来
●生前贈与受け
●資産組換え
○仕入（不動産業）

※買わねばならない＜買いたい＝Ｍｕｓｔ＜Ｗａｎｔ
※どちらかと言えば『前向き』の理由・場面が多い。
※下線事由は富裕層にも該当が多い。

（急いで）カネ（or数字）が要る

●相続税納付期限
●買換え買い先行、決済期限
●個人の年度末
●法人の決算期末
●離婚による財産分与
●廃業、解散、清算
●転職（Ｕターン）
●借入金返済期限
●遺産分割
●近隣トラブル、事件・事故発生販売
○販売（不動産業）

※売らねばならない＝Ｍｕｓｔ

※どちらかと言えば『後ろ向き』の理由・場面が多い。
※下線事由は富裕層にも該当が多い。

需資有り！ 需資有り！



№1.不動産関連需資と融資案件の創出
1-6.需資の5W2Hパターン整理

ポイント⑧⇒ 『買う、建てる』（『借りる』）に伴う需資を5W2Hで理解する。

who 誰が
（誰から・に）

●個人 （一般個人、地主、家主、借地借家人、個人事業者等）
●法人 （一般事業法人、不動産関連事業法人等）

what 何を

●土地・建物そのもの
（用途分類：居住用、収益投資用含む事業用、MIX型等）
（権利種別：所有権、借地権、借家権、底地、事業権等）
●不動産に付属する権利金関係（敷金、保証金、建設協力金等）

when いつ（期限） 現在～将来（近・中・長期）のどの辺りを想定しているのか？

where 何処で
●特定のエリア、ロケーション（地域性）等のこだわり・希望
●既存所有物件上・新規取得（買い・借り）物件上

why 何故
（そもそも）

●背景・動機（高齢化、低金利、収入増・減、業況変化（悪化）、
周辺・身辺環境変化、相続対策必要性増加、家族問題、
単純願望、自己満足、心機一転、その他etc）

●目的・願望（相続対策⇒節税対策・分割計画・納税準備、資産防衛、
収入増⇒超長期・中期・短期、社会貢献、新規事業、
自己実現、世帯分離・統合、独立、整理、その他etc）

how どうやって
●新規の何かを取得（土地のみ、建物のみ、土地＋建物、権利のみ）
●既存の何かを加工（改修＝リフォーム、解体）

How
Much

幾らで
及び

調達方法

●自己資金100%
●自己資金＋借入調達
●借入調達100%
●私募ファンド組成等

予算（～迄、～以上）＋調達能力（クレジット）



№1.不動産関連需資と融資案件の創出
～基礎編のまとめ～

●先ずは考え方を変えてみる。（『探す』から『創り出す』へ）

●目的（＝融資案件創出）達成の為に収集すべき情報種別を理解する。
具体的な案件情報（～を、何時、幾らで、購入する・建てる予定等）＝完成情報よりも、
感情に関する情報（～が不安、～を購入したい、建てたい等）＝未完成情報に注力した方が、
『急がば廻れ』的効果がある。

●情報量と案件化成立度は残念ながら比例しない事を予め理解しておく。

●マッチングさせ易い情報ゾーンを理解し、その収集に注力する。

●用途・事由別の需資パターンを理解し、トークに織り込む。

●売り急ぎ、買い急ぎ事由の典型を理解し、示唆・助言型融資へ繋げる。

●需資を5W2Hで整理し、ポイントを掴む。

実践編に続く
Copyright © 2012~ CIEL LLC & Hiro Yamagishi All Rights Reserved.


