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今月のご挨拶

いつもお世話になっております

朝夕は冷え込むようになってきましたが、皆様お変わりなくお過ごしでしょう
か？
9月29日(日)、10月6日(日)に東京と徳島にてオーナー会を開催させていただき
きました。ご参加頂いたオーナー様には何かひとつでも学びがあり、実行に
移って頂けば嬉しい限りです。
次回のオーナー会は来年2月を予定しております。詳細が決まりましたらご案内
させていただきますので、宜しくお願いいたします。

平岡 陽

新スタッフのご紹介

副島 康弘
Soejima

新しいスタッフが
加わりました︕
これから宜しく
お願いいたします

Yasuhiro

9月に入社しました副島 康弘と申します。
賃貸管理課としてオーナー様より安⼼して賃貸物件を
任せていただけるよう誠⼼誠意努めてまいります。
新しく有益な情報を収集し発信していきたいと
考えております。何卒よろしくお願いいたします。

いつもお世話に
なっております︕

賃貸管理
スタッフの
ご紹介

廣瀬 達史

平岡

上野

浅野 圭司

友美
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陽

産田

みち子

池田 小百合

フィットの無料で学べる賃貸経営セミナー
2019年

最新版

先着20名

参加無料

初心者歓迎

賃貸経営 セ ミ ナ ー

昨年開催したセミナーのご参加者様より、
『今持っているアパートを売却したいが、税⾦がどのくらいか
かっているのか、アパートの売却価格がどのくらいなのか知りたい。』
『物件が15年以上に⼊ったので、設備の新設・更新を⾏い
家賃のアップまたは減少を食い止め、収⼊アップを図りたい。』
このようなお声を多数いただきました。今年は新シリーズを加え、

さらに内容をボリュームアップして開催したいと思います︕

セミナー開催スケジュール
●

●

10月
●

●

11月
●

●

12月
時間

業界時流

27日(日)
空室対策

17日(日)
総集編

08日(日)

新シリーズセミナー②

<業界時流最新情報公開︕>

新シリーズセミナー③

<繁忙期対策︕空室対策事例公開>

繁忙期直前対策セミナー

<年内セミナー総集編︕繁忙期前対策>

１３：００～１５：３０

場所

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！

お申込は 電話 ・ ＦＡＸ ・ メール にて受付中! 詳しくはお気軽にお問合せください!!

TEL.088-665-1700 FAX.088-665-1723
賃貸管理課まで
Ｍａｌｅ. ｔｉｎｔａｉ＠ｆｉｔ-ｇｒｏｕｐ.ｊｐ
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賃貸管理コーナー

賃貸契約の電子化・10月より社会実験開始
賃貸不動産会社が、インターネット上で契約を完結する時代が、いよいよ近づいてきました。
国⼟交通省は10月1日から賃貸借契約書と重要事項説明書を電子交付する社会実験を開
始しました。書⾯交付が義務付けられていた書類をPDFなどで交付し、電子署名で契約が成
⽴する仕組みに⽀障がないか最終検証段階に入ります。
賃貸借契約に合わせて、重要事項説明書を電子交付できることで、お部屋探しでの来店、
対⾯での契約⾏為が必要でなくなる事は、賃貸不動産会社と借主の間で書類をやりとりする
際にかかるコストと時間が削減できるようになります。⽣命保険、旅⾏、クレジットカードの発⾏な
ど、あらゆる商品やサービスがインターネット上で取引できる現代において、賃貸不動産業界では、
いまだに対⾯での取引が前提でした。ITの活用によって賃貸借契約の仕組みが、シンプルかつ
簡易的になり、⼿軽な住み替えにより市場拡⼤が、⼤いに期待できる事になります。
今回の社会実験で実施する契約書等の電子交付は、対⾯ではなくIT重説を⾏わなければ
いけません。電子交付は、電子メールにより送付する方法、またはサーバーやクラウドなどインター
ネット上からダウンロードする方法などを想定しています。
社会実験は、宅建免許を持つ不動産会社であれば所在地や規模を問わず参加登録が可
能です。国⼟交通省は参加する登録企業向けに、9月上旬から中旬にかけて、説明会を実施
し、10月から3カ月ほどの社会実験を予定しており、2020年の年明けには検討会を実施し、本
格運用するか判断していきます。
賃貸不動産会社では今後、賃貸借契約書、重要事項説明書を電子化する事で、合わせて、
更新契約や退去の⼿続き、駐⾞場の利用規約、リフォーム⼯事、などの主要業務、他にも従
業員との雇用契約など、⼀気に電子⼿続きに移⾏する体制になることが想定されます。
今回の動きは、賃貸の部屋探しをする借主にとっては、ホテルや旅館を申し込むのと同じように、
ネット上で物件を探し、物件をバーチャルで内⾒し、申込、契約、そして⽀払いまで、⼀連の⾏
動を、全てネット上で完結できる事を促します。
この結果、物件にも、益々
不動産テックの設備を導入
する動きも加速すると思われ
ます。いわゆるスマートロック
や、IOTです。
より住みやすい、時流に合
わせた物件変革も、今のうち
に準備していく事をお薦めい
たします。弊社も、電子化、
新たな不動産テックの物件
設備など、環境の変化に挑
戦してまいります。
ご興味のある方は、ぜひご
相談頂ければ幸いです。

賃貸不動産テックの加速
IT重説

VR内⾒

IoT

スマートロック

電子契約

監修︓株式会社船井総合研研究所
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業界ニュース

賃貸業界の今をお伝えします

⺠法改正後の賃貸経営に関するQ&A
前号では、⺠法改正後の賃貸借契約に関して、実際の契約関連に
ついての情報を整理する形で、基礎的な部分を中⼼にお伝えさせてい
ただきました。今回は実際に⺠法改正に関するご相談をいただいたオー
ナー様からの質問に対して回答いたします。

Q1

⺠法改正前に契約した賃貸借契約において、⺠法改正後に退去が発⽣し原状回復を⾏う際
には、家主負担部分と借主負担部分の負担割合や、敷⾦などは改正後の⺠法に該当するのでしょう
か︖それとも契約が改正前の契約なので改正前の取り決めごとになるのでしょうか︖
また、改正⺠法が施⾏されると、家主が原状回復費用の負担をしなくて良くなると聞きました。その
場合、入居者がすべて負担するということになるのでしょうか︖

A1

⺠法改正前に締結された契約であれば、改正⺠法が施⾏された後も、改正前の⺠法が適用さ
れます。ただし、2020年4月1日以降にて、当該賃貸借契約の合意更新を⾏った場合は改正⺠法
が適用されるので注意が必要です。合意更新ではなく、新たに契約を締結した場合も同様です。
次に、原状回復の費用負担についてご説明させていただきます。改正前⺠法では、使用貸借契約
における598条を準用する616条により、抽象的に原状回復義務というものが定められていました。改
正⺠法は、この原状回復義務の範囲について、賃貸借から⽣ずる通常損耗や経年劣化は、原則と
して原状回復の範囲に含まれないと判⽰した、平成17年12月16日最高裁判決に沿って定められた
ものです。
そのため、改正前⺠法との⽐較において⼤きな変更が加えられたものではありませんが、
①通常損耗等については賃貸⼈（家主）負担であることが最高裁判決に倣い明記された、②通常
損耗等以外の損傷について賃借⼈（入居者）に帰責事由がない場合、賃借⼈（入居者）は原
状回復義務を負わないことが明記された、という2点が注目されています。原状回復義務に関して特
別対応が必要となる改正ではありませんが、それが故に依然として、原状回復の範囲や内容等に関す
る対応を、契約書の条項にて定める必要があることに留意すべきでしょう。

Q2

現在管理会社を介さず、物件の管理を⾏っております。改正⺠法が施⾏されると、連帯保証
⼈について極度額の設定が義務付けられるため、契約書をすべて作り直さなければならないと伺いまし
た。これが事実ならば入居者側と直接やり取りをしなければならず、かなり億劫です。これは必ず⾏わ
なければならないのでしょうか︖

A2

まず検討しなければならないのは、改正⺠法が現在の連帯保証契約に適用されるかどうかです。
保証契約は、賃貸借契約が合意更新された場合においても、信義則に反する事由のない限り、更
新後の賃貸借契約に及ぶものとされています（最高裁平成9年11月13日）。そのため、賃貸借契
約と異なり、改正⺠法施⾏後、保証⼈と新たに契約を締結し、⼜は保証契約を合意更新しない限
り、現⾏法が適用されることとなります。
このことから、必ずしも保証契約について、契約書を全て締結し直さなければならない、ということでは
ない、と思われます。他方で、⼀定の事情により改正⺠法に沿った形で保証契約を締結し直す場合
には、特に次の点に注意する必要があります。
まず、個⼈が保証⼈となる場合、当該保証契約は個⼈根保証契約に該当することとなるため、極
度額の定めを⽋くことができないという点です。次に、極度額の定めについて上限はありませんが、過度
に重い責任を保証⼈に負わせようとすれば、信義則上制限される余地が⽣じるという点です。改正⺠
法に沿った保証契約を個⼈と⾏う場合は、このような点に注意しながら締結を検討することになります。

監修︓弁護⼠法⼈⼀新総合法律事務所
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相続相談コーナー

こんなお悩みありませんか？

資産税を0から再点検しよう︕
第1回より固定資産税についてご説明させて頂いておりますが、今回は新築住宅等に対する固定資
産税の減額に関して、ご説明させて頂きます。
前回の宅地の負担調整措置と同様、税負担の軽減を目的とした制度ですが、以下の点が異なりま
す。

・対象が土地でなく家屋であること
・課税の対象（課税標準）の調整ではなく、税額計算後の調整（控除）であること

【新築住宅に対する固定資産税の減額】
新築された住宅(居住部分の⾯積要件有)が、⼀定の床⾯積要件を満たす場合には、新たに課税
される年度から3年度分（3階建以上の耐火・準耐火建築物の場合は5年度分）に限り、当該住宅
に係る固定資産税額（居住部分で1⼾辺り120㎡相当額までを限度）を2分の1減額します。

【その他制度】
他にも住宅の固定資産税の減額制度は、いくつか設けられております。代表的なものとしては、以下の
ものが挙げられ、減税される期間・減額割合（※）はそれぞれに掲げる通りです。
※バリアフリー改修のみ、居住部分で1⼾辺り100㎡相当額までを限度。他は1⼾辺り120㎡相当額
が限度。
・認定⻑期優良住宅に対する固定資産税の減額
⇒5年度分（3階建以上の耐火・準耐火建築物の場合は7年度分）、2分の1
・耐震改修された既存住宅に対する固定資産税の減額
⇒1年度分、3分の1
・バリアフリー改修が⾏われた既存住宅に対する固定資産税の減額
⇒1年度分、3分の1
・省エネ改修を⾏った既存住宅に対する固定資産税の減額
⇒1年度分、3分の1
それぞれ適用要件はもちろん、必要書類・申告期限（新築の翌年の1月31日まで⼜は⼯事完了か
ら3ヶ月以内等）等、⼿続きの内容も異なる為、詳細は各市区町村へお問い合わせ下さい。

【まとめ】
固定資産税の減税額も、課税標準額や税
額などと同様に、固定資産税通知書に記載
されております。
また固定資産税の減額制度は、ご紹介させ
て頂いたものの他にも、市区町村固有に設け
られているものもありますので、改修⼯事をされ
た場合等は、是非ご確認されることをおすすめ
致します。

軽減税額 記載箇所
監修︓税理⼠法⼈タックスウェイズ
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不動産ソリューションコーナー
「バランスシート経営で資産活用できているかチェックしよう①」
今お持ちの現⾦、⼟地、⾃宅や、アパートなどの不動産・・・。将来を
⾒据えて上⼿に活用できているのかどうかの、判断基準はご存知でしょう
か︖毎月の収⽀明細とにらめっこしたり、定期的な納税通知や確定申
告が発⽣する度に、預⾦通帳を⾒て⼀喜⼀憂する事もあると思います
が、今回はご⾃身の資産が、増えているのかどうかの判断の仕方、につい
て取り上げたいと思います。

資産をチェックするためのバランスシートとは
負債及び資本の部

左は、ご⾃身の資産をあ
る時期でチェックした場合の
資産の構成表です。上部に
資産の部、資本の部、とあり
ますが、それぞれ
【資産の部】
ご⾃身の資産がどのような
内容になっているか︖
【資本の部】
ご⾃身の資産をどのように
調達しているか︖
という資産の現状を⼀目で
わかるようにした表は、⼀般
的に貸借対照表、バランス
シート、などと呼ばれています。

資産が増えているかどうかをチェックするには・・・
こういったバランスシートは、法⼈化されているオーナー、もしくは会社経営者の場合は、毎年作成しま
すが、個⼈のオーナーの場合、作成する機会が少ないかもしれません。
⼤事なのは、バランスシートを毎年作成し、資産が増えているかどうかをチェックすることです。
バランスシートを作成することで、
『現⾦は少しづつ増えている（左上現⾦）が、アパート⾃体は⽼朽
化し価値が下がり（左下建物）、資産の部全体は目減りしている』
『活用している資産がなく、固定資産税などで毎年現⾦が減っていく
=資産全体が減少している』
などの現状を把握することができます。また、今後も資産が増えていく
のか、それとも減っていくのか、ということがわかってきます。
是非、この機会にご⾃身の資産をバランスシートで整理してみてはい
かがでしょうか︖
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監修︓株式会社船井総合研研究所

空室のリスク負担を解消！安定した収入を確保しませんか？

オーナー様

無料相談会

現在のお客様のニーズや動向、⼊居が決まるポイントを押さえた低価格
リノベーションなど、オーナー様にとって知らないと損︕な内容が盛りだくさん︕
気になる⽅は、ぜひお気軽にお問い合わせください︕

毎週日曜日開催中!
10〜11月開催日程

よくあるご相談事例
✔
□
✔
□
✔
□
✔
□
✔
□

空室が決まらない、賃料下落が⽌まらない
思うような賃料収入が得られず不安がある
入居者のマナークレームや滞納に不安がある
外装改修⼯事のタイミングがわからない
遊休地等の活用の仕方がわからない
開催
場所

１０/２７（日）、１１/３ （日）
１１/１０（日）、１１/１７（日）
①１０：００～１２：００
②１３：００～１５：００
③１５：００～１７：００
※ご希望の時間帯をお選びください。

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

店舗情報
東京本社

〒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

お問い合わせ先
賃貸管理課

徳島本社

〒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

関西支社

〒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

お問合せは

国土交通大臣許可（特-30）第25619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
株式会社フィット 建設業者許可番号
四国地区不動産公正取引協議会加盟 (公社)全日本不動産協会加盟

