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賃貸管理スタッフよりご挨拶 いつもお世話になっております

今月より、毎月の支払明細と一緒に『フィット賃貸通信』をお送りいたします。

賃貸情報だけでなく、賃貸オーナー様のお役に立つ情報を

幅広く発信していきたいと思います。

賃貸管理のことならお任せください!!
廣瀬 達史 Hirose Tatsushi

樫山 陽 Kashiyama Akira

賃貸管理課の樫山と申します。

皆様の資産形成に少しでもお役に立つ事

ができればと考えております。

また、税務に関するご相談

等なんでもお気軽に

ご連絡下さいませ。

今後ともよろしく

お願い致します。

産田 みち子 Sanda Michiko

上野 友美 Ueno Tomomi 高橋 奈津美 Takahashi Natsumi

経理事務を担当しております産田と申

します。【正確】【迅速】をモットー

に日々頑張っております。

裏方の仕事で

オーナー様に接する

機会はなかなかあり

ませんが、今後とも

宜しくお願い致します。

賃貸管理課の上野と申します。仲介業者

を訪問し、仲介業者の声をオーナー様に

届けていくことが私の仕事です。

5月からの入社でまだ間も

ないですが、精一杯

オーナー様の為に、

頑張りますので、

宜しくお願い致します。

賃貸管理課の事務を担当しております

高橋と申します。

お電話・書類でのやりとりが

メインになる為、より丁寧

に心を込めた対応をして

参りたいと思います。

今後ともよろしく

お願い致します。

日頃は、弊社の賃貸管理業務にご協力、

また、ご理解を頂きましてありがとうございます。

ここ数年、全国的に賃貸経営を取り巻く環境は、入居者層・住宅設備・間取

等、時代の流れと共に大きく変わってきています。

特に、長年にわたり賃貸経営に取り組まれているオーナー様ほど、10年前、

20年前との賃貸経営の違いを感じていらっしゃるのではないでしょうか。

そんな中、弊社は時代の変化に常にアンテナを張ってさまざまなノウハウや

経験を積み重ねて参りました。弊社のノウハウや経験をオーナー様に発信す

る事でお悩みの解決につながればと思い定期通信の発刊に至りました。少し

でもお悩みの解決に繋がれば幸いです。

今後とも株式会社フィット 賃貸管理課を宜しくお願い致します。



フィットは大きく分けて、２つの事業 を行っています
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個人が持つことができるクリーンエネルギー発電システムを創り、

個人参加型クリーンエネルギー100％社会で豊かな未来を創ります

私たちフィットは、個人が参加することができる小コストでコンパクトなクリーン電力
発電システムをご提案しています。すでに、電力は電力会社から一方的に供給されるも
のでなく、個人がどこから電力を買うのかを選択することができます。次は、個人がど
のように電気を生み出すのかを考える時代が到来します。私たちは、個人がクリーンエ
ネルギーの発電システムを持ち、自分の電力は自分で賄うライフタイルが定着すると考
えています。

フィットが目指したいのは、誰もがクリーンエネルギー発電を行うことができるシステ
ムを広げ、クリーンエネルギー社会へのシフトチェンジです。それはクリーンエネル
ギーを通して、豊かな未来を創ることでもあります。海外からの化石燃料に頼ることな
く、個人が気軽に発電所を持てるようにしたい。例えば、家を、ひとつのクリーンエネ
ルギー発電所として考えてみます。個人が創った電気で収益を上げられるようにした
い。そして、その収入を住宅ローンに当てたり、地域内で消費できるようにしたい。

フィットの目指すもの

すべての人のライフスタイルを変えたいと言えば、夢物語に聞こえるかもしれません。それでも、新しいエネルギー産
業を担っていくのだという使命感を持ちつづけることで、クリーンエネルギー100％の社会は実現すると考えています。
私たちは住宅産業を変えてきました。次はエネルギー産業を変えたい、そしてクリーンエネルギーを活用して、個人年
金のあり方や金融の仕組みを変えたいと考えています。

お客様も私たちも人生を楽しむPLAYERでいたいと思います。そして、未来を生きる子どもたちのために、誇りを持って、
青い地球を残していきたいと思っています。エネルギーをより身近なものと捉え、あなたもクリーンエネルギーで世界
が変わる瞬間に一緒に立ち会いませんか？

大容量の太陽光発電設備が標準

でついた、シンプルでコストを

抑えた規格住宅です。間取りや

価格帯別の、豊富なプランをご

用意。選べるオプションでライ

フスタイルにあわせた、ぴった

りの家づくりがお求め安い価格

で実現しました。発電した電気

の利用で光熱費を抑え、さらに

余った電気を売電することで、

お住いになったあとの暮らしも

サポートします。

戸建賃貸（フィットセル）

住宅事業

会社紹介 フィットがどのような事業を行っているのか、改めてご紹介いたします

エナジー事業

住宅事業

規格住宅（イエテラス）

家を買う
なら

投資を
するなら

フィットは、借り手に嬉しい庭
付き戸建賃貸住宅を増やすこと
で、人気のない賃貸住宅、儲か
らない賃貸経営を変革していき
ます。また、太陽光発電設備搭
載の戸建賃貸なら、たとえ入居
がなくても、売電収入でローン
返済を補てんできます。家賃収
入の多くをプラスにできる、豊
かな暮らしや資産形成をサポー
トいたします。

エナジー事業

太陽光で
投資を
するなら

太陽光発電所といえば、大企業

の数億円規模でのメガソーラー

発電所の設置事例が多く紹介さ

れ、土地を所有していない人に

は縁がないと思われがちですが、

フィットでは＜小型太陽光発電

施設＞と＜土地＞をセットアッ

プしてご提案しています。会社

勤めのサラリーマンの方でもで

きるビジネスです。

コンパクトソーラー
発電所

コンパクト

ウインド発電所
投資対象として期待が高まりつ

つある風力発電。当社独自の基

準で選定した＜土地＞と、数あ

るメーカーの中から性能に優れ

た＜小形風力発電機＞をセット

でご提案いたします。

コンパクト

バイオマス発電所
木質チップ以外も対応可能と

いう燃料の多様性に加え、独

自のタール分解技術により年

間350日連続運転を可能とした

高効率な小型分散型バイオマ

ス発電です。

その他、

など広く事業を展開しております。

不動産売買 金融事業 フランチャイズ事業賃貸管理

株式会社フィット

代表取締役 鈴江 崇文
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業界ニュース

駐車場を保有するオーナー様必見！
～駐車場ビジネスの時流～

賃貸経営をされているオーナー様におかれましては、アパートに設置された駐車場等、賃貸管理に付
随して駐車場管理を行っている方も少なくはないと思います。今回は駐車場ビジネスについてお話し
たいと思います。
下図は自動車の登録台数とコインパーキングの台数の推移です。自動車を保有する方は減少している
と思われがちですが、実はまだまだ増加傾向にあります。自動車の増加に伴い、コインパーキングの
台数も毎年増え続けています。

一方で、月極駐車場の契約台数は減少傾向にあるようです。賃貸物件の入居率は95％でも駐車場の稼働
率は80％未満という話も聞きます。その背景には、カーシェアリングのような、車は乗るが保有はしな
い等、新たなライフスタイルの導入が進んでいることにあります。それに伴い、C to Cの時間貸し駐車
場を展開するakkipaやB-Times等、数台単位での時間貸し駐車場のニーズが増えています。「完全自動
運転」も2025年までに導入されると言われ、駐車場の進化も求められており、最近では、コインパーキ
ングのETC決済やバレーパーキングの見直しが進んでいます。今後10年間、ますます駐車場ビジネスは
進化していくと考えられますが、今回はすぐに収益に繋がる駐車場ビジネスについてご紹介させていた
だきます。

コインパーキング チケットパーク 予約サービス

月極賃料1万円～のエリアが適しています。機械購入から運営まで全て不動産
会社に委託することが可能で、駅前や商業地だけでなく住宅地も狙い目です。
5台以上収まる空き駐車場（月極）をお持ちであれば、一度ご相談してみては
如何でしょうか。リスクも少なく、遊休地、空き駐車場の有効活用が可能です。

月極賃料5,000円～10,000円のエリアが適しています。コインパーキングと
同様に機械購入から運営まで全て委託することが可能です。時間単位ではなく
1日500円等、日数単位でのコインパーキングです。

1台単位での貸し出しが可能です。予約サイトを運営している会社に手数料を
支払った後、オーナー様の収入となります。

賃貸業界の今をお伝えします

コインパーキング

チケットパーク

予約サービス

駐車場は今注目の商品です。土地の有効活用については、時流を捉え、地域で可能性のある商品に
ついて、競合・収支シュミレーションを行った上で、新たな挑戦を検討してみてはいかがでしょうか？

5,751 5,755 5,768 5,790 5,813 
5,872 

5,935 

6,005 
6,051 

6,083 
6,125 

5,500

5,600

5,700

5,800

5,900

6,000

6,100

6,200

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

69

91

118

0

20

40

60

80

100

120

140

2007 2011 2015

自動車登録台数推移（※軽自動車含む） 単位：万台 コインパーキング台数推移（※軽自動車含む）

単位：万台



相続相談コーナー こんなお悩みありませんか？
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Ｑ．父が80歳になりました。高齢で将来の相続が心配です。

今は元気であまり先のことは考えていないようなのですが、

いつ頃から具体的な対策を考えるべきでしょうか？

Ａ．今すぐ検討を始めましょう。統計的に「高齢者の健康では

ない時期」の長期化が問題になっています。

下記の表は、内閣府が発表している「高齢者白書」というデータです。こちらによると女性の
平均寿命は85.9歳、男性は79.44歳となっています。将来推計では今後も平均年齢は上がり続け、
2060年には、女性は90歳強、男性も84歳にまで到達するとされています。

一方でその間に健康でいられるのかというと、
実は65歳以上の方の約4人に1人が、認知症有
病者、もしくは認知症の予備軍、と言われて
います。いつまでも心身ともに健康でいよう、
という気持ちはとても大切ですが、正常な判
断ができない、となると法的な決断判断が難
しく、契約行為などが大きく制限されること
になります。

○ 不動産の建設・売却・賃貸契約
○ 預金口座の解約、引出し
○ 生命保険加入
○ 遺言書の作成
○ 養子縁組

今注目を集めている家族信託でも、健康な状
態でないと始めることができません。また、
認知症と診断された後も、選択する事ができ
る後見制度は、物件の大規模なリフォームや、
資産の売却などが、大幅に制限されます。
よって将来の相続対策への妨げになるケース
もあります。将来を見据えた相続対策は、何
かが起きる前、健康な時期から、始めていた
だく事をお勧めいたします。

相続財産の評価方法や特例適用については一定の条件があります。
相続に関するお悩みもお気軽にご相談ください！

資産税に詳しい各専門家（税理士・弁護士・鑑定士等）と連携してサポートしています。

【ご相談・お問い合わせ】 賃貸オーナー様 相続＆不動産ご相談窓口

TEL.088-665-1700 賃貸管理課：廣瀬・樫山

認知症で出来なくなる法律行為

○ 子供、孫などへの生前贈与
○ 遺産分割協議への参加
○ 株主の場合、議決権の行使

出典：「都市における認知症有病率と認知症の生活機能障害への対応」（H25.5）及び
『認知症高齢者の日常生活自立度』Ⅱ以上の高齢者数について』（H24.8公表）を引用

介護保険制度を利用している
認知症高齢者

（日常生活自立度Ⅱ以上）

日常生活自立度又は
要介護認定を受けていない人

約280万人

約160万人

約380万人

※MCIの全ての者が認知症になるわけではありません

健 常 者

MCIの人
（正常と認知症の中間の人）

約440万人
（認知症）

約380万人
（認知症予備軍）

一部の人※



Aさんのケースの場合、もしAさんが今後何も対策を打たずに認知症と診断されると、建替えや大規模

修繕、売却などが難しくなります。特に、築20年の物件では、修繕などが必要になる可能性が高く、

「兄弟にも、息子さんにも、迷惑がかかる事態は避けたい」ということでAさんは家族信託をする決断

をされました。Aさんの持ち分を信託財産にして、息子さんを受託者、Aさんが委託者・受益者とする

信託契約を結ぶことで、ご自身の持ち分のアパートの管理をAさんの息子さんに移すことにしました。

こうして、Aさんのアパートの収益は、Aさんが亡くなるまで、本人に入ってくる形にすることができ

ました。もし、Aさんが認知症と診断されても、今後、建替えや大規模修繕、売却といった重要な決定、

さらには他兄弟3名との共有名義上での対策も、息子さんが代わりに実行することが可能になりました。

ただし、同様のケースの場合、認知症と診断されてからの家族信託はできませんので注意が必要です。

⑤相続時の争いが軽減できます。受益者の変更に遺言書や遺産分割協議書も必要ありません。

⑥不動産の共有問題・将来の共有相続への紛争予防に活用できます。

共有者としての管理処分権限を共有者の一人に集約させることで、不動産の塩漬けを防ぐことができます。

⑦二次相続が指定できます。

連続信託と言い、受益者が相続人ではなく別の条件にあった人を受益者とする仕組みを作ることが可能

です。家族信託は、遺言書よりもより自由度が高く、被相続人や相続人の意向に応じた、新たな相続の

仕組みを作ることができます。

先程のご相談にもありましたように、相続対策は被相続人がお元気なうちに、ご自分で判断ができる
間に、ということになります。今回はある相続事例を基に、家族信託の活用例を見ていきましょう。

Aさん
（86歳） Aさんのご兄弟（アパートを共有）

Aさんは、4人兄弟の長女（ご主人は20年前に他界）。
父親が亡くなった際の相続で、兄弟4人で共有持分のアパート（築20年）を相続しました。アパートは近隣
に住む弟さんが管理してくれていますが、 近物忘れも激しくなり、将来に不安を感じ始めていました。

家族信託を活用した相続対策相続対策の成功事例

家族信託制度のメリット

※認知症対策外にも幾つかのメリットがあります

①遺言書ではできないことが可能です。

委託者→受託者にて契約で行うため従来の遺言書の

方式に従う必要はなくなります。

②財産承継の順位づけが可能になります。

相続対策には生前贈与や遺言書活用がありますが、

生前贈与や遺贈をした財産に対しては、その次の相続

人を指定できませんが家族信託を利用すれば、 初

に指定した受益者が万が一亡くなってしまった場合

でも、次の受益者を誰にするなど指定できます。

③教育資金の一括贈与が1500万円まで可能になります。

④家族信託には倒産隔離機能があります。

将来受託者が「別途多額の債務を負ってしまった場合で

も、信託財産は差押えられない」という機能があります。

持ち分を
信託財産に

信託契約

委託者

受益者
受託者

建て替え

大規模修繕

売 却

Aさんが認
知症になっ
ても、Aさ
んの息子さ
んと共有者
が意思統一
ができれば
実行可能

Aさんの息子さん
（60歳）

Aさん
（86歳） Aさんの息子さん

（60歳）

◎
◎
◎

相続相談コーナー こんなお悩みありませんか？
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土地・遊休地・中古住宅など不動産の管理にお困りではありませんか？

お問合せは

建設業者許可番号：建設大臣許可（特20）第70046号 宅地建物取引業者免許番号：国土交通大臣免許（02）第8312号

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷
3丁目28-13 渋谷新南口ビル2階

TEL.03-5778-9437
FAX.03-5778-9438

東 京 本社

〒771-0130 徳島県徳島市川内町
加賀須野1069-23

TEL.088-665-1500
FAX.088-665-3894

徳 島 本社

〒650-0033 兵庫県神戸市中央区
江戸町95 井門神戸ビル3階

TEL.078-332-2237
FAX.078-332-2231

関 西 支社

お問い合わせ先
賃貸管理課

どんなに古く汚い

売れずに困っている

も

仲介でお預かりした物件が、

一定期間内で売却できな

かった場合も下取り保証
で弊社が買取ります。

売却資金をお急ぎの方、

売却を秘密にしたい方など

即金買取りをいたします。

※金額は当社査定基準によります。物件によりましては、ご要望に応じかねる場合があります事をご了承下さい。

ご希望に合ったご提案をいたします。お気軽にご相談ください!!

査定無料
秘密厳守

①高値売却 ②下取り保証 ③即金買取り

店舗情報

売却までの期限に若干余裕が

あり、希望金額で売りたい

という方におすすめです。

も

も


