
住居表示

地番

公簿面積 (60.80坪) 地目

実測面積 (0.00坪) 権利

接道

現況

都市計画 用途地域

建蔽率 容積率

高度地区 日影規制

防火地域 －

その他

種類 構造

(105.15坪)

築年 現況

価格 6,300 万円（税込） 満室想定

＊住居貸室空 ０／9　空（２DK×９戸) 満室稼働中

＊貸駐車場空

＊賃料・共益費年額　 5,604,000円 （現況）

＊賃料・共益費年額　 5,868,000円 （満室想定時）

＊返還債務額 調査中

＊建物管理費年額 調査中 （管理費は除く）

＊積算価格 26,852,500円 （弊社計算額）

＊固・都税 332,500円 （2021年度額）

＊評価額 土地 27,185,000 建物

＊特記事項

大阪市中央区大手通1丁目4-2-3階 大阪府知事（3）第52726号

電話番号 06-6942-0088 FAX番号 06-6942-0098

◆

物件概要【グリーンハイツユコ】

60%

土　地

所有権

三方道路　(公道 北6.80m　公道 東4.80m 公道南4.5ｍ)

　建付地

大阪府枚方市津田西町1-16-15

大阪府枚方市津田西町一丁目　３３４２番地９、３３６６番地９

200%

あり

第一種中高層住居専用地域市街化区域

S造スレート葺

延床面積

201.00㎡ 宅地

第2種高度地区

ー

引　渡

価　格

　相談

347.62㎡

所在地

交　通 JR学研都市線 藤阪駅 徒歩13分

法規制

建　物

賃貸中(満室稼働中）1992年03月 （築30年）

規模 4階建

本物件に関するより詳しい内容につきましては、「守秘義務契約」ご提出いただいたうえで、開示させていただ
きます。

Ｒｅｌｉａｂｌｅ株式会社（リライアブル）

(2021.07現在）

(2021.07現在）

(2021.07現在）

準防火地域

16,355,981円

４／７　空 (2021.07現在）

9.31%

※上記は、公簿面積

共同住宅



賃料 共益費 駐車場代 合計

201 住居 個人 0.00坪 ¥45,000 ¥3,000 ¥48,000 ¥48,000

202 住居 個人 0.00坪 ¥50,000 ¥5,000 ¥55,000 ¥55,000

203 住居 個人 0.00坪 ¥45,000 ¥5,000 ¥50,000 ¥50,000

301 住居 個人 0.00坪 ¥43,000 ¥5,000 ¥48,000 ¥48,000

302 住居 個人 0.00坪 ¥40,000 ¥8,000 ¥48,000 ¥48,000

303 住居 個人 0.00坪 ¥40,000 ¥8,000 ¥48,000 ¥48,000

401 住居 個人 0.00坪 ¥45,000 ¥3,000 ¥48,000 ¥48,000

402 住居 個人 0.00坪 ¥55,000 ¥5,000 ¥60,000 ¥60,000

403 住居 個人 0.00坪 ¥40,000 ¥8,000 ¥48,000 ¥48,000

P1 ¥0 ¥5,000

P2 203 ¥5,000 ¥5,000 ¥5,000

P3 ¥0 ¥5,000

P4 ¥0 ¥5,000

P5 202 ¥4,000 ¥4,000 ¥4,000

P6 ¥0 ¥5,000

P7 401 ¥5,000 ¥5,000 ¥5,000

¥2,000 ¥2,000

0㎡ 0.00坪 ¥403,000 ¥50,000 ¥14,000 ¥467,000 ¥489,000

レントロール
2021年7月4日

部屋No 用途 契約者 契約面積
月額賃料（税込）

想定賃料 備考

合計

現況年間収入 ¥5,604,000

自販機

満室想定年間収入 ¥5,868,000

稼働率（賃料ベース） 96%

物件購入価格 ¥63,000,000

表面利回り（現況） 8.90%

NET利回り（満室想定)

表面利回り（満室想定) 9.31%

NET利回り（現況）



 

 

Reliable株式会社
物件

Reliable株式会社
物件



 



修繕一覧 出力日：2020/11/30

工事名 建物名 場所 工事開始日 工事完了日 合計 送金相殺 請求月

1 共用灯交換 グリーンハイツユコ 共用廊下 2019/1/10 2019/1/10 760 円 する 2019年01月度

2 原状回復工事 グリーンハイツユコ 403 2019/01/22 2019/1/31 251,487 円 する 2019年02月度

3 浴室手元灯・シャワーホース交換 グリーンハイツユコ 302 2019/02/09 2019/1/31 19,200 円 する 2019年03月度

4 原状回復工事 グリーンハイツユコ 303 2020/03/05 2020/04/17 194,686 円 する 2020年05月度

5 植栽剪定(囲い庭大小共) グリーンハイツユコ -- 2020/04/06 2020/04/13 19,300 円 する 2020年04月度

6 ドアクローザー交換工事 グリーンハイツユコ 202 2020/05/23 2020/06/01 39,600 円 する 2020年07月度

7 浴室換気扇交換 グリーンハイツユコ 401 2020/5/11 2020/06/01 26,400 円 する 2020年06月度

8 トイレレバー修理 グリーンハイツユコ 303 2020/5/22 2020/05/25 10,800 円 する 2020年06月度

9 ドアクローザー交換 グリーンハイツユコ 203 2020/07/06 2020/07/18 39,600 円 する 2020年08月度

601,833 円

№
修繕情報【工事進捗】建物情報 工事情報修繕情報【基本】 修繕家主請求
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