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新型コロナウイルスの影響下における不動産市場

コロナ影響下におけるホテルキャッシュフローシナリオ
東京都内の 31 ホテルでは、RevPAR 平均が
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◆2020 年コロナ禍でのホテルキャッシュフロー
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ンバウンド需要がほぼ期待できずホテルキャッシ

可否でシナリオが異なる点で、開催されるシナリ

ュフローはピーク時の 6 割程度と予測する。

オ①、開催されないシナリオ②を想定する。

◆ホテル評価について

Ⅰ期～：2019 年 3 月の訪日外客数は 276 万人と
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はピークに達している。

ではシナリオごとの月次 CF のイメージを図示し

Ⅱ期～：新型コロナウイルスによる渡航制限によ

ているが、DCF キャッシュフローは年間で把握

り、訪日外客数は 2020 年 4 月に前年同月比▲
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RevPAR はピーク時の 3 割程度まで低下した。
Ⅲ期～：緊急事態宣言が解除され、経済活動再開

【図表2】ホテルキャッシュフロー（イメージ）
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