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今月のご挨拶 いつもお世話になっております

Hirose Tatsushi 廣瀬 達史

セミナー開催のご案内

賃貸経営応援セミナー

第３回 セミナー内容

◎家賃収入を10年後も安定させる法
◎あなたの物件で考える将来の
成功する賃貸経営計画と出⼝戦略
・相続︖売却︖買い替え︖10年後も収益を
出し続けるキャッシュフロー経営手法大公開
・⾃⼰資⾦なしでも出来る、物件を市場に復活
させる⽅法とは︖
・あなたの物件で考える、将来の安定した賃貸
経営計画作り

10月２８日（日）
１３：００～１５：３０
株式会社フィット 徳島本社
徳島市川内町加賀須野1069-23

国道11号バイパス沿い加賀須野橋手前、
いえとち本舗の赤い看板が目印です。駐車場完備！

全３回シリーズ 徳島の賃貸経営者のための

徳島のオーナー様に今後５年、１０年、賃貸経営を成功していただくために、
最新の賃貸経営手法を全３回のシリーズでお伝えするセミナーを開催しています。

樫山 陽
Kashiyama Akira

産田 みち子
Sanda Michiko

上野 友美
Ueno Tomomi

高橋 奈津美
Takahashi Natsumi

賃貸管理

スタッフ

のご紹介

いつもお世話に
なっております！

時 間

場 所

10/26ＴＥＬ.088-665-1700
お問合せは お申込み

締切
詳しくはお気軽に
お問合せください!!

いつもお世話になっております。9月もまだ暑い日が
続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
さて、8月26日(日）に第1回目の賃貸経営応援セミ
ナーを開催しました。台風による順延するなどのト
ラブルもありましたが、お陰様で12名の賃貸オー
ナー様に参加いただき、開催することができました。
ご参加いただきました皆様、誠にありがとうござい
ました。
当日は日頃の賃貸経営の悩みやご意見なども共有す
ることができ、大変有意義なセミナーとなりました。
オーナー様にとって、より身近で、何でも相談して
いただける関係になるよう、今後も尽力してまいり
ます。
第3回目の開催は、10月28日（日）13時～開始となっ
ております。是非ご参加をご検討ください！



イベントのお知らせ
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株式会社フィットは、「THE SOLAR BUDOKAN」のコンセプトに賛同し、この度「阿波国 THE SOLAR BUDOKAN」
に協賛、および、企画・制作に参画することになりました。
阿波国THE SOLAR BUDOKAN 2018とは
「THE SOLAR BUDOKAN」は、“太陽光発電でロックする！”をコンセプトに徳島県出身の佐藤タイジ氏（シア
ターブルック）がオーガナイズし、運営に関わる電力のすべてを太陽光発電でまかなうクリーンでピースな
ロックフェスティバルです。
「再生エネルギー活用」と「食の安全・安心」の重要性と子供たちの明るく希望にあふれる未来をみんなで考
える、この全員参加型野外音楽フェスティバルは、家族で楽しめて学べる新しい音楽フェスティバルとして広
がりを見せています。2012年より岐阜県中津川にて「中津川 THE SOLAR BUDOKAN」としてスタート、2017年に
は3万人を超えるなどその動員数は着実に増えています。
活動の輪を全国に広げ始めた「THE SOLAR BUDOKAN」プロジェクト。この度、オーガナイザー・佐藤タイジ氏の
出身であるこの徳島県で、初となる開催が決定しております。その名は「阿波国 THE SOLAR BUDOKAN 2018」。
しかもキックオフとなる今回は佐藤タイジ氏の熱い想いにより、入場無料のフリーフェスティバルとして行わ
れます。
フィットが参画を決めた経緯
フィットが目指すのは、個人が参加できるクリーン電力100％の社会です。
「省エネと創エネで個人の暮らしを豊かに」私たちは、徳島県徳島市で創業し、住宅産業からスタートしまし
た。ソーラーシステムを搭載した住宅を開発することで、住宅ローンの負担を減らし、がんばらなくても家が
持てる提案をしております。また、個人向けにコンパクトソーラー発電所を開発し、個人がＦＩＴ制度を活用
して収益を得る仕組みを創りました。今後も個人の方々にとってクリーン電力をより身近なものにするために、
エネルギーで自分年金を運用するしくみや再生エネルギー100％の電力会社など、新しい技術を開発し、様々
な商品やサービスをご提供してまいりたいと思います。そして、様々な形で個人が参加できるクリーンエネル
ギーを普及させてまいります。
フィットが目指すのは、すべての人が楽しく自分の人生にチャレンジできる社会を創ることです。
「THE SOLAR BUDOKAN」は、運営に関わる電力のすべてを太陽光発電でまかなう「再生エネルギー活用」の重要
性を発信するフェスティバルです。明るく希望にあふれる未来をみんなで考える全員参加型のフェスティバル
はポジティブで続けられる形であり、フィットの目指す「個人が参加できるクリーン電力100％の社会を創る」
「すべての人が楽しく自分の人生にチャレンジできる社会を創る」に繋がることから、このイベントに協賛、
および、企画・制作に参画することを決めました。

10月13⽇開催︕太陽光発電エネルギーを活用した野外ロックフェス
「阿波国 THE SOLAR BUDOKAN 2018」に参画します︕

2018年10月13日(土)開催⽇程

開催場所

阿波国 THE SOLAR BUDOKAN

徳島県板野郡松茂町豊岡字山ノ手42 月見ヶ丘海浜公園内特設ステージ

10時開 場 11時予定開 演



業界ニュース 賃貸業界の今をお伝えします

全国で当たり前になりつつある「設備のリニューアル」
入居を促進し、不満による退室を防ぎ、家賃下落を抑える
リニューアルによる収益改善が、全国的に進んでいます

マイナス⾦利の影響もあり、ストック物件の有効活用策として、使える空き部屋は適正にリニューアルし、
将来にわたる資産として活用するオーナー様が増えています。実際に、リニューアル⼯事の件数や⾦額
は全国的にみても昨年対⽐で約20％増加しています。これにはリニューアル⼯事に関する節税効果へ
の理解も進んでいるためと考えられます。

上のグラフは、居住中の賃貸物件を建築時期別に表したものです。
今や⽇本の居住中の賃貸住宅の6割が築20年以上の物件となっています。
言い換えれば築30年前後の築古物件でも入居している物件は沢山あるということです。ポイントは過
去の成功体験などの固定概念にとらわれず、時代の変化に合わせて柔軟に賃貸経営にチャレンジし続
けることです。全国の賃貸住宅で当たり前になりつつある設備のベスト５（船井総合研究所調べ）を
⾒てもその時代の変化は明らかです。

全国の居住借家 築年別⼾数
借家築年別構成⽐

進む⽼朽化︕⽇本の居住中賃貸住宅の6割が築20年以上

その他、インターネット無料やオートロック錠、追い炊き機
能等が続きます。これらはもはや入居者にとってあたり前
になりつつある設備ですが、当たり前になるということは、そ
の施策が差別化にはならないということです。例えば、「バ
ス・トイレ別」が既にそれにあたります。
リニューアルのタイミングとしては、今までは退去時、空室
時、入居時、クレーム時に「空室時にお部屋のグレード
アップを⾏う」のが主流でしたが、今後は入居中の優良入
居者に対して、耐用年数を超えた設備についてのリニュー
アルをご提案してみてはいかがでしょうか︖築年数の古い
物件で今後5年から10年以上の安定経営を望むならコ
ストをかけてもリニューアルしたほうが良い場合が大半です。

手持ちの資産を活用して、将来の安定的な収入確保しましょう︕

TVモニター付インターホン
温⽔洗浄便座
エアコン
シャワー付洗面化粧台
シングルレバー混合⽔柱

賃貸住宅設備 普及ランキング
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※船井総合研究所調べ
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現在の収益不動産市況の需要増による不動産価格の⾼騰を受けての資産処分売却、組み換え
が増えています。数年前と現在を⽐較した場合、アパート等のオーナーチェンジにおける売
却価格が年間満室想定賃料の表⾯利回りで考えた場合、約2％〜3％位の違いがあっても売却
にいたる物件も出ています。この状態は購入者（投資家等）の購入意欲を⾼める要因である
固定⾦利の低さによる⽀払い⾦額の負担軽減、融資の通り易さ、収益不動産投資のメリット
からくる要因によるものです。つまり、キャッシュフローの効果を出しやすい状態による結
果であると判断できます。

賃貸アパート、マンション、不動産の市況動向は︖
今年の４⽉以降、市況動向において全国的に増加傾向にあるものは主に下記の２点です。

①借入⾦の借り換えによるキャッシュフローの改善件数増
ご存知の通り、現在はマイナス⾦利の政策がとられています。以前からの借入⾦の⾦利を
⾒直すことによる返済額の減少は、キャッシュフローの改善に効果を発揮します。
築年数が経過し、減価償却や借入⾦利が減り、所得があるのに税⾦は多くかかる上、返済
額は一定のためキャッシュフローが悪化しているケースへの対策の一つです。

②不動産価格の⾼騰を受けての資産処分売却、組み換え件数増

これら一つでも当てはまるオーナー様は、是非ご相談ください︕
□ 借り換えしたい
□ 相続を受けた
□ 建物が古くなってきた
□ これから修繕費がかかりそう

□ ローンが負担になってきた
□ 収益が下がってきた
□ 空き家のままの家、部屋がある
□ 今すぐ売却は考えていないけど

現在の相場は知っておきたい

不動産ソリューションコーナー



相続相談コーナー こんなお悩みありませんか？
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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

例）親から子へ1,000万円の現⾦贈与をした場合の贈与税額

Ｑ.相続時精算課税制度とは︖

Ａ.相続時精算課税制度とは、親や祖⽗⺟から財産を贈与してもらう場合、
この制度を適⽤すると2,500万円まで贈与税が非課税になるというものです。

主な適用要件は①60歳以上の直系の⽗⺟・祖⽗⺟から20歳以上の子供・孫への贈与であること。
（1/1現在の年齢で判定）②贈与の翌年2月1⽇〜3月15⽇までに受贈者が本制度を選択する
旨の届出書を添付して、贈与税の申告を⾏うことです。下記は暦年贈与と相続時精算課税との⽐
較になりますが、この制度を使って贈与された財産は相続発⽣時に相続財産に加算され、相続税の
課税対象となりますので相続税を減らす効果はありません。

要件を満たしている場合でも相続税にまで影響が出るため、精算課税の選択は慎重に⾏う必要があります。

課税の繰り延べに過ぎないこと。

デメリット① 歴年課税制度(基礎控除110万円の課税方式)に戻れないこと。

●相続時精算課税制度【特例】

相続時精算課税制度には、主にデメリットが2つあります。

2,500万円まで
贈与しても非課税

親 子

デメリット②

（ 1,000万円 － ）× 20％ ⇒特別控除
2,500万円 非課税



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


