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コンベションセンター １８日ＡＭ９：００



コンベションセンター １８日ＡＭ１０：００
北海道の広岡さんが
ピンバッチ買い占め

てましたで！そうでっか！
ほんま

一個しかないわ



IREM会議 １８日ＡＭ１０：３０



IREM国際委員会 １８日ＡＭ１０：３０



プロパティーツアー １８日ＰＭ２：００



プロパティーツアー １８日ＰＭ２：３０



プロパティーツアー １８日



プロパティーツアー １８日 高齢者用ＡＰ



プロパティーツアー １８日 敷地内



プロパティーツアー １８日 ＰＭ３：００
中級ＡＰ



プロパティーツアー １８日 ＰＭ４：００
高級ＡＰ



メインパーティー １８日ＰＭ７：００

会長交代パーティー



プロパティーツアー １９日 ＡＭ１０：００
商業系倉庫オフィス



プロパティーツアー １９日 ＡＭ１０：００
商業系倉庫オフィス

○港とダウンタウン１０００ Sq.Ft. 以上で、９３％使用し
ている
○オフィス＄１５／ Sq.Ft. Ａクラス＄２３／ Sq.Ft. 

○Cap 7.5％ Old 8.5％ 空室率１６％
○コンドミニアム 年間３０％Up
○１５００ Sq.Ft. 固定資産税１５０万円 共益費１０万円
＄６０００／月賃料でキャピタル
ローン１０固定６．５％

○倉庫５年契約で３％／年Up
○リースブローカー４％先払い



プロパティーツアー １９日 ＰＭ１：００
昼食



地区ディナー（カリフォルニア・ハワイ）



コンベションセンター ２０日ＡＭ9：30



コンベションセンター ２０日ＡＭ１０：００



コンベションセンター ２０日ＡＭ１1：００

ＬＥＳ ＢＲＯＷＮ‘Ｓ 講演 Five “P’’s For Success

Personal Power(個人力）

Pssion for Knowledge(知識に対する情熱）

Partnership (協力）

（プロバイサービスの提供）

Patience & Perseverance(忍耐とねばり強さ）

一般講演（夢に生きよう）



コンベションセンター ２０日

AM10:45  効果的な交渉術

PM  3:00 投資分析方

PM  4:30 新しい入居者満足ツール

PM  7:00 クルージングディナー



投資分析 ２０日ＰＭ３：００



投資分析方 CCIM
Purchase price × cap rate ＝ NOI  
＄５０，０００×１０％＝＄５０，０００

Potential rental income
Vacancy and credit losses**
＝ Gross operating income
ー Operating expenses

Net operating income     ＄５０，０００

＄２５，０００
＄７５，０００

GOI/(1-Vacancy rate)-GOI=Vacancy and credit losses

＄７５，０００／（１－６％）－＄７５，０００＝＄４，７８７

＄４，７８７
＄７９，７８７ GPI

EGI

Opex

NOI

空室損・未回収損

POBLEM 1 Solution



投資分析方 CCIM
POBLEM 2 Solution

・Assumptions（仮定）

-Building size-10,000 square feet

-Holding period 5 years

-Purchase price -$500,000

-Operating expenses -$25,000

-Vacancy and credit losses -6% 

-Buyer’s target yield -12% 買い手の目標利回り-12%

-EOY5 forecast sale price -$670,000
5年後取引価格$670,000を予測しました。

空きと貸倒れの6%

営業経費$25,000

ビルのサイズ

保有期間

購入金額



投資分析 ２０日
＄
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投資分析 ２０日

The client wants to sell the previous property 
at the end of five years and 

Obtain-tax return of 12 percent.
Before-tax proceeds from sale estimated to be 

$670,000.
What should be the potential rental rate
?
クライアントは5年の終わりに前の財産を売り、12パーセ

ントに税務申告を得たい。販売からの税込みの売り
上げは670,000ドルであるために評価しました。潜
在的な賃貸料であるべきもの



投資分析 ２０日

Potential rental income                 $61,958
Vacancy and credit losses’’ $3,718 

=gross operating incom $58,240

Operating income                          $25,000

Net operating income                     $33,240

‘’ GOI / (1- vacancy rate) – GOI = vacancy ang credit lossas

$58,240/(1-6%)-$58,240=$3,718

Potential rental income / building size =rent per square feet
$61,958/$10,000=$6.20



新しい入居者満足ツール ２０日ＰＭ４：３０



ナイトクルージング ２０日ＰＭ７：００


