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本命 



ニック・市丸 （Nick Ichimaru） 

リーバンズ・コーポレーション  会長 

 年齢：61歳 

 趣味：テニス・ジャズ 

 家族：妻・娘・犬３匹（ミニチュアダックスフンド＆チワワ） 

保険、証券、不動産、信託など、ワンストップショッピングで、迅速かつきめ細やかな

サービスを目指す。「今日やることは今日やる。明日やることも今日やる」がモットー。

米国のファイナンシャルをより多くの人に伝えて行きたい。 

 

1953年 大阪生まれ 

1975年 静岡大学教育学部卒 

1976年 静岡東豊田中学校教員 

1977年 ロサンゼルス・シティカレッジ ビジネス科 

1979年 ハウスオブベッドスプレッド（コンピュータ管理） 

1986年 プライメリカ・ファイナンシャル 

      （保険・証券・不動産・ファイナンシャルアドバイザー） 

1998年 セントラル・ファイナンシャル 

      （保険・証券・不動産・インベストメントアドバイザー） 

2002年 エスシーエフ・セキュリティー 

      （保険・証券・不動産・インベストメントアドバイザー） 

    リーバンズ・コーポレーション設立 

      （保険・証券・不動産・信託サービスの一本化） 

【 ライセンス 】 

 カリフォルニア州生命保険取扱免許

（INS#0A69745） 

 米国証券取引委員会認定取扱免許（CRD#426766） 

 カリフォルニア州不動産取扱免許（#00844993） 

 アセットプロテクションプランナー 

【 所属協会 】 

 レジスターファイナンシャルプランナー協会会員 

 全米不動産協会会員 

 カリフォルニア州不動産協会会員 

 南カリフォルニア不動産協会会員  



総合ファイナンシャル会社 

リーバンズ・コーポレーション 

住宅ローン 不動産投資・管理 ファイナンシャル 保険・信託・年金 





巨大なアメリカ経済 

各州のGDPを 

国のGDPに当てはめると？ 

 CA=イタリア 

 TX=ロシア 

 NY=オーストラリア 

 FL=オランダ 

 IL=トルコ 



From:  Our Finite World 

Making Sense of the US Oil Story 

米国サウジを抜き液体油生産世界ー（百万バレル／日） 



なぜアメリカに投資すべきか？ 
IT産業は米国企業が席巻 



なぜアメリカに投資すべきか？ 
ヘルスケア産業も米国企業が席巻 



テキサス 



約2時間 

約3時間 

約1時間 



ダラス・プレイノへの不動産投資 

トヨタ本社の移転 

テキサス州ダラス北部のプレイノに移転 

大規模なガス火力発電所の建設 

ガス化学工場・・２０１７年に稼働予定 

プラスチック・合成樹脂・合成繊維など
を石油→ガスから作られるようになる 

著しい人口増加 

2000年2085万人→2010年2514万人と
20.6%も増加。いまだに増加中 

巨大経済 

教養の高い人々、ゆたかな生活、        

低い物価が特徴  

天気が変化しやすい 

気候帯が交差する場所にある 

アメリカの中でも竜巻が多い 

年平均139回竜巻道が州北部に通っている 

テキサス州は 

アメリカで最大の 

温室効果ガスを排出 

         年6.8億トン近く 

 

シェールガス革命 

売上規模全米上位500社のうち50社以上の
本拠地。ヒューストン港は、アメリカ     

最大の外国貿易の玄関口 

社会的に魅力的な州 

継続的な賃貸需要と賃料上昇が見込める 

→安定的な利回り 

落雷が多い 

特に州東部と北部 

破壊度の大きいハリケーン 

頻度/15年～20年に一度くらい 



Plano, TX 













• 都市圏人口約45万人のメキシコ湾に面する港町。 

 精油、貿易、観光が主要産業。 

• スローガン:   

 “Sparkling City by the Bay”（海沿いのキラキラ輝く都市） 

• 2014年の都市圏総生産額の伸び予測は4%を超え、全米363都市圏

中上位15位内の予測。 

• 推定年間雇用増加率: 3.7%;  

• 平均世帯収入: $47,130;  

• 平均住宅費: $159,640;  

• 巨大な石油・天然ガス埋蔵量を誇るEagle Ford Shale（下記参照）

から車で1時間程度に位置し、精油、運輸を担う戦略的なロケー

ション。 

Corpus Christiの概要 



Texas: 増え続ける人口と強い経済 
2013年好景気都市圏（ミルケン研究所）・200都市圏中17位の好景気 



なぜCorpus Christiに投資するか？ 
PF誌のおすすめリタイア先ランキング第5位 

特に、Padre Islandが大人気 



なぜCorpus Christiに投資するか？ 
巨大水上パークSchlitterbahnが2014年秋に開園 

年間37.5万人の訪問客＋Padre Islandに$49Mの「直接」経済効果。 



S. Padre Island 

Corpus Christi 



Casa Linda Condominium 
 CORPUS CHRISTI, TX     PROPERTY DESCRIPTION 

Local Map 

Regional Map 



タイプ :  2 ベッドルーム / 1 バスルーム 
キャッシュフロー  

物件タイプ コンドミニアム 

物件住所 3253 S Staples St Corpus Christi TX 78411 

部屋タイプ  2B/1BA        

購入タイプ キャッシュ   

物件情報 初期経費 

価格 $75,000 エスクロー費用 $1,125  販売価格の1.5%     

購入代行費用 $1,500  物件価格の2%     

築年 1963 リフォーム予算 $0.00   

ベッドルーム 2 テナント集客費用 $547  家賃1年分の6%      

バスルーム 1 初期費用経費合計 $3,172         

床面積(sqft) 830 初期費用合計 $78,172         

㎡ 77 

坪 23 維持費/利回り 

敷地面積(sqft) 75,446   月間 年間       

固定資産税 2013年 $938 家賃相場 $760 $9,120       

建物比率(減価償却） 87% 空室率 $38 $456  家賃の 5% 

固定資産税 $78 $938     

HOA $150 $1,800       

管理費* $76 $912  家賃の10%     

経費合計 $342 $4,106   

純利益 $418 $5,015     家賃-経費     

表面利回り   12.16%  家賃/価格   

実質利回り   6.69%  純利益/価格   

 

＊管理費は日本語でのサービスです。リーバンスが関与せず、テキサス管理会社（英語の
みの）直接管理の場合は7%となります。 

 

Casa Linda Condominium 
 CORPUS CHRISTI, TX 



部屋タイプ：   1 ベッドルーム / 1 バスルーム 

キャッシュフロー 

物件タイプ コンドミニアム 

物件住所 3253 S Staples St Corpus Christi TX 78411 

  部屋タイプ  1B/1BA 

購入タイプ キャッシュ   

物件情報 初期経費 

価格 $60,000 エスクロー費用 $900  販売価格の1.5%     

購入代行費用 $1,200  物件価格の2％     

築年 1963 リフォーム予算 $0     

ベッドルーム 1 テナント集客費用 $446  家賃1年分の6%      

バスルーム 1 初期費用経費合計 $2,546         

床面積(sqft) 670 初期費用合計 $62,546         

㎡ 62 

坪 19 維持費/利回り 

敷地面積(sqft) 75,446   月間 年間       

固定資産税 2013年 $750 家賃相場 $620 $7,440       

建物比率(減価償却） 87% 空室率 $31 $372  家賃の5％ 

固定資産税 $63 $750       

HOA $130 $1,560       

管理費* $62 $744  家賃10%     

経費合計 $286 $3,426       

純利益 $335 $4,014  家賃-経費     

表面利回り   12.40%  家賃相場   

実質利回り   6.69%  純利益/価格   

 

*管理費は日本語でのサービスです。リーバンスが関与せず、テキサス管理会社（英語のみ
の）直接管理の場合は7%となります。 

Casa Linda Condominium 
 CORPUS CHRISTI, TX 



• 日本でも使用可能なデビットカード/ATMカードが発行されます。 

• 無料でオンラインバンキングがご利用いただけます。 

• 米国のペイオフ制度により25万ドルまでの保証があります。 

• 日本で金融封鎖が生じても影響を受けることがありません。 

• 米国への資産分散が容易に出来ます。 

• 共有名義で口座開設が可能です。 

 口座開設申込書 

 署名カード 

 フォームW-8 

 W-8付随書類 

 パスポートのコピー 

 日本の運転免許証のコピー、 

  又はクレジットカードのコピー  

米国銀行口座開設 



I.T.I.N.; Individual Tax Identification Numberは、米国非居住外国人が米国内で生命保険信託、

変額年金保険、証券の購入や、不動産購入・賃貸、また、銀行口座開設等により税申

告をするために必要な番号です。 
 

米国納税者番号とは? 

 2004年の日米租税条約により、二重課税がなくなったので、納税者番号

があれば非居住者の高い源泉徴収が免除されます。 

 アメリカの投信、年金、保険など、あらゆる商品が直接購入できます。 

納税者番号取得による特典 

IRS Form W-7 
パスポートコピー 
IRS Form 2848 
費用：7万（弊社提携税理士による納税書類作成の場合） 

  
通常は、2～3ヶ月間で取得可能 
信託や会社の設立による取得も可 

納税者番号取得申請必要書類 





なぜアメリカに投資すべきか？ 
不動産投資における大きなトレンド 



なぜアメリカに投資すべきか？ 
2013年から2020年代中盤までは20代人口が一番多い！ 



⑤ 減価償却計上の特例 

減価償却費とは、建物・機械等の有形減価償却資産あるいは、漁業権・特許権などの無形減価償却
資産を使用可能な期間（耐用年数）で減価償却し、その償却額を費用計算上する場合の経費です。 

中古資産を所得して事業の用に供した場合は、法定耐用
年数ではなく、今後の使用可能年数を見積もって耐用年
数とする。この見積もりが困難な場合は、以下により、
耐用年数とする。 

資産の種類 
見積耐用年数（1年未満端数

は切捨） 

法定耐用年数を経過し
た資産 

法定耐用年数 Ｘ 20% 

法定耐用年数の一部を
経過した資産 

法定耐用年数－経過年数）ー 
経過年数 Ｘ 80% 

一般的な米国居住用中古住宅（木造）を投資用として
購入した場合、法定耐用年数は20年あるいは22年にな
りますが、上記特例により、耐用年数を最短4年での償
却が可能になります。また、この償却は日本国内での
み行うことになります。 

*米国で事業用に不動産を購入した場合、減価償却の計算は、住宅で２７．５年、
商業物件で３９年になりますが、この特例を利用することにより償却期間を大幅
に短縮させることが可能です。また、米国内で家賃収入の申告、金利支払い分の
控除、減価償却、売却の際のキャピタルゲイン税、外国人としての源泉徴収があ
る場合でも、日本国内で外国税控除を取ることにより、全額取り戻せることが可
能です。 

■ 現時点での税制に基づくものであり、今後、税務の取り扱いが変わる場合もあります。個別の取り扱いについては、税理士あるいは会計士の方にご確認ください。 

通常は、購入代金、プラスそれに伴う費用・手数
料を加えたものになります。ただし、住宅の場合、
土地は減価償却資産の対象にはなりませんので、
建物分と、その割合に応じた費用。手数料を足し
て算出したものが取得価額とされます。 

例）購入価格      40万ドル 

   土地(35%)         14万ドル 

      建物(65%)                            26万ドル 

購入費用              2.5千ドル 

購入価格の内、建物部分          26万ドル 

 

費用の内、建物充当分 2.5千ドルX65%     1,625ドル 

減価償却費計上対象取得価額         261,625ドル 

この261,625万ドルを、最短４年間で償却する場合の各
年度償却額 

毎年、$65,406.25 計上 

（但し、初年度は、購入月と会計年度により、月割りとなります。） 

減価償却費計上の特例 取得価額とは 



テキサス 

プレイノ 
$200,000 ~ $250,000 

Income Gain         4 ～ 6 ％ 

減価償却        60 ％ ～ 80 ％ 

テキサス 

コーパスクリスティ 
$65,000 ~ $85,000 

Income Gain       5 ～ 8 ％ 

減価償却    80 ％ 

ま と め 


