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創業10周年を迎え
ロゴが新しくなりました︕

株式会社フィット

賃貸物件のゴミ問題に関するＱ＆Ａ②



今月のご挨拶 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

浅野 圭司

フィット経営通信新年号をお届けします。本年もスタッフ⼀同、オーナー様のお
役に⽴てるよう頑張って参りますので、何卒宜しくお願い致します。
さて、当社では2⽉2⽇（⽇）に確定申告勉強会を開催致します。
節税の⽅法から、決算書・申告書の作成⽅法など、誰もが悩む疑問について当社
顧問税理⼠が分かりやすくご説明を致します。参加費無料となっておりますので、
皆様是⾮お気軽にご参加下さいませ。

平岡 陽

産⽥ みち⼦ 池⽥ ⼩百合廣瀬 達史 浅野 圭司 副島 康弘

新年のご挨拶

新年あけましておめでとうございます。
皆さまにおかれましては、令和はじめてのお正月をいかがお過ごしでしょうか。

お陰を持ちましてフィットは昨年、創業10周年の節目を迎える事ができました。
これもひとえに皆さまのご愛顧の賜物と深く感謝いたしております。

創業10周年を機に、企業理念と共にコーポレートロゴを刷新し、私たちが、
“人の暮らしを豊かに・もっと自由にするために存在している”その意思表示
を社内外に行い、更なる成長・飛躍を目指す姿を明確にいたしました。

ミッション「暮らしの豊かさを新しい常識で」の基、経済的にも時間的にも自
由に暮らす生き方をスタンダードに。こんな夢あることを実現していきます。

明るい未来を切り開くために全力で取り組み、新しい価値観・新しい選択肢
「！」を皆さまに提供し、さまざまな領域で良きパートナーとなるべく社員一
丸となって努力してまいります。

本年も宜しく
お願いいたします

株式会社フィット 代表取締役 鈴江 崇文

皆様いつも大変お世話になっております。
私事ではございますが、2月1日よりエナジー事業部営業部コンサル
ティング営業課へ異動することとなりました。
賃貸管理課着任以来、オーナーの皆様方にはご迷惑をお掛けするこ
とばかりでしたが、いつも寛大なお心で接して頂き、心より感謝し
ております。異動先でも新たな気持ちで励んで参ります。
後任は浅野、副島が担当させていただきますので何卒よろしくお願
い申し上げます。本来ならば後任とお伺いすべきところを経営通信
にて恐縮ではございますが、ご挨拶とさせて頂きます。

異動のお知らせ
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勉強会開催のお知らせ
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1/31（金）
ＴＥＬ. 088-665-1700
お問合せは お申込み締切

お申し込みは、お電話もしくはメールにてお問合せください!!

確定申告勉強会
開催のお知らせ

２０２０年２月２日（日）
【開催時間】 １０：００～１３：００
【 参加費 】 無 料！
【開催場所】 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！

来年も2019年確定申告勉強会を開催いたします︕参加ご希望の方は、お手数ですが
1月31日(⾦)までに、お電話もしくはメールにてご連絡いただきますようお願いいたします。
なお、勉強会当日ご準備していただく書類の一覧など詳細は、参加ご希望の方へ別途ご
案内いたします。

Ｍａｉｌ. ｔｉｎｔａｉ＠ｆｉｔｇｒｏｕｐ．ｊｐ

必要書類（2019年度分）

〇 源泉徴収表（年⾦源泉徴収表）または納税証明書
〇 ⽣命保険料控除証明書 〇 地震保険料控除証明書
〇 ⽕災保険領収書 〇 健康保険料納付書
〇 国⺠年⾦納付書（国⺠年⾦の方のみ）
〇 家賃収入のわかるもの
〇 請負契約書、精算書（2019年ご契約の方）
〇 初年度経費のわかるもの（2019年ご契約の方）
〇 その他領収書（ガソリン・⾃宅光熱費・携帯電話通話料etc）
〇 固定資産税納付書（全資産分）
〇 借入返済明細書
〇 前年度の確定申告書、または納税証明書
（昨年⼾建賃貸事業の申告をされた方は必ず必要です）

当社提携

税理士による



賃貸管理コーナー
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⾼齢者に対する賃貸住宅の⼊居対策

監修︓株式会社船井総合研研究所

【オーナー様が⾼齢者の賃貸⼊居を拒んでしまう理由】
①継続的に、家賃を支払えるだけの収⼊があるか心配
特に入居者が、終の棲家（ついのすみか）として、賃貸住宅で⽣涯を終えたいと考えていた場合、
高齢者の場合、ほとんどの場合が年⾦⽣活になると思われます。その為、今後確実に、毎月家賃をも
らえるのかが、オーナー様にとって心配になるでしょう。

②何かあった際に、家族など頼れる親類がいるかどうか心配
家族で同居するのであれば良いが、高齢の夫婦や、特にひとりで入居する場合、その方が病気や介
護の必要な状態になったら、通常の⽣活も難しくなります。このような状態になったら、その方を引き取っ
てくれる身内の方はいるのか、ということが心配になります。

③突然亡くなられた場合の対応
こちらも、特に高齢者の単身での入居を断る理由のひとつになっています。入居者が部屋で何らかの
理由で突然に亡くなったとしても、そのことに気づかず、何日もたってから確認することになってしまった場
合に、その後の対応に困ってしまう事でしょう。

オーナー様にとっては、今まで入居する事に⼾惑いがあった高齢者層に対しても、各種新しいサービス
を活用する事で、より積極的な空室対策も可能になりました。改めて、人口減の現在でも、入居者数
が増えている高齢者層の入居対策について、考慮されてはいかがでしょうか。

【オーナー様が安心して、⾼齢者の方々も快適に住んでもらうための対策】

総人口に占める65歳以上の高齢者人口の割合は27.7％ となりました。75歳以上でも13.8％
で、年々増える傾向です。特に単身にて、⺠営借家に住む高齢者は、年々増えています。今後の新
たな入居対策として、オーナー様にとって安心して進められる、高齢者のための賃貸住宅について、考え
てみたいと思います。

①外部機関で安否確認サービス
電話、メールなどを活用して、安否確認を⾏い、連絡が
つかない場合には、指定された方に連絡するサービスがあ
ります。

②死亡事故に対する原状回復と家賃保証
万が一、死亡事故があった際の、原状回復費や、空
室期間の家賃保証をする会社があります。

③生活支援のコールサービス
介護タクシー手配、お弁当の手配、その他お困りごとに
オペレーターが対応するサービスがあります。

④家賃保証サービス
上記サービスを月々有料で⾏う会社が出てきましたが、
そういったサービスがついている入居者には、家賃保証会
社も家賃保証の審査を通すようになりました。

※出典︓内閣府 平成30年版高齢社会白書「第1節 高齢化の状況」より

(※)



業界ニュース 賃貸業界の今をお伝えします

5

賃貸物件のゴミ問題に関するＱ＆Ａ

監修︓弁護⼠法人一新総合法律事務所

今回も前号に続き、賃貸物件のゴミ問題に関するトラ
ブルについて、お伝えいたします。近年社会問題になりつ
つあるゴミ屋敷問題について、あるオーナーさんから相談を
いただきました。

入居者のAさんから「窓を開けると異臭がする。」と連絡があったため、実際に現
地に⾏って調べてみると、原因は隣の部屋であることがわかりました。いわゆるゴミ屋
敷化していました。その後対象の部屋の住⺠に対して、再三注意してきましたが、
改善は⾒られず、結局そのＡさんは、そのことが原因で退去されてしまいました。
このような場合は、ゴミ屋敷の入居者から損害⾦を徴収する、または強制退去
などの対応は法的に認められますでしょうか︖

いずれも認められる場合があります。
隣人の転居に伴う、賃料収益の補填という意味での損害⾦の
徴収は困難が伴うかと思われますが、建物明渡請求については
一定程度の⾒込みがあるものと思われます。
いずれの請求においても、重要なポイントはゴミ屋敷状態（悪臭）に関する
⽴証です。これは問題となっている居室の賃借人が、一般的な受忍限度を超え
た用法で物件を利用していることを、裁判官に納得させなければならないというも
のです。
次に、賃料収益の補填の場⾯では、前入居者がゴミ屋敷状態（悪臭）を原
因に転居した（それ以外の理由ではない）ということと、転居したことによって得
られるはずだった賃料収益の⾦額に関する⽴証が求められます。転居された方
は本件に関わりたくない（巻き込まれたくない）と感じるのが多いため、この辺り
の⽴証に困難が⽣じることが予測されます。もっとも、原状回復費用として別途
⾦銭請求を⾏える余地があります。
他方で、強制退去（建物明渡請求）については、賃貸借契約上の用法違
反を起点に、信頼関係が破壊されたといえるかどうかという問題として処理されま
す。再三の注意があったとのことなので、賃借人側に改善の⾒込み無しとして、
債務不履⾏解除が認められる可能性が考えられるところです。

Q

A



相続相談コーナー こんなお悩みありませんか？
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資産税を0から再点検しよう︕
〜⼟地取得時の軽減制度について〜

監修︓税理⼠法人タックスウェイズ

前回から続きまして不動産取得税についてですが、今回は、⼟地を取得したときの軽減制度の適用につ
いて確認しましょう︕前回は、家屋取得の軽減制度についてご紹介させて頂きました。家屋は新築・中古
住宅で軽減制度の適用に差異がありました。では、⼟地についてはどうでしょうか。居住するための⾃宅を購
入した時などは、⼟地については課税されなかったりすることがあります。どのような計算で軽減がおこなわれ
ているのでしょうか。今回は⼟地取得の軽減制度を確認していきます

⼟地取得の軽減制度

（１）新築住宅⽤⼟地の取得の場合
→下記の要件を満たす場合は、一定額の税額軽減があります。
①⼟地を先⾏取得した場合→原則として取得後3年以内に住宅を新築していることなど
②住宅を先⾏新築した場合→住宅新築した方が1年以内に⼟地を取得していることなど

（２）⾃⼰が居住する中古住宅⽤⼟地の取得の場合
→下記の要件を満たす場合は、一定額の税額軽減があります。
①⼟地を先⾏取得した場合→1年以内にその⼟地の上の住宅を取得していることなど
②住宅を先⾏取得した場合→住宅取得した方が1年以内に⼟地を取得していることなど

（３）軽減される額
→次の①又は②のいずれか⾼い⾦額
①45,000円（45,000円未満の場合はその⾦額）
②課税標準額⼟地1㎡当たりの価格※1×住宅床⾯積の2倍※2×住宅の持分割合×3%
※１ 価格を1/2した後の⾦額（2021年3月31日⼟地取得分まで）
※２ 1⼾当たり200㎡が限度

（４）計算例
新築の⼾建て住宅を下記の条件にて購入した場合の不動産取得税の計算は次の通りとなります。
（条件）⼟地（100㎡）と建物（延べ床⾯積100㎡）は、同時取得しており、
評価額は、⼟地8,000万円、建物2,000万円である。

（⼟地）
価格8,000万円×1/2 → 課税標準 4,000万円 → 1㎡当たり40万円
税額は、4,000万円×3%=120万円 となり軽減額は、40万円×200㎡×3%＝240万円
（＞4.5万円）と計算される。⼟地の納税額は、120万円－240万円ですので、0円です。
（建物）
価格2,000万円 新築住宅の軽減が1,200万円であるため税額は、
（2,000－1,200万円）×3%＝24万円となり、
⼟地建物の不動産取得税の納税額は合わせて、24万円です。

【まとめ】
⼟地についての不動産取得税は、現在の取り扱いでは、課税対象⾦額を半分にしたところに税率をかける
上に、半分にしなかった場合の評価額に税率をかけた分を控除するため（⾯積制限はありますが）、ほとん
ど発⽣しないこととされています。敷地⾯積が大きいような場合は気を付けておくとよいでしょう。

【ご注意】上記の説明等は地方税法及び東京都条例に基づいております。各都道府県により取り扱いが異
なる場合がございますのでご注意ください。



不動産ソリューションコーナー
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「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④」

監修︓株式会社船井総合研研究所

前回は、バランスシートの作り方をお伝えしました。今回は、バランスシートが
どのように変化していくのか、ご⾃身の資産が増えていくかどうか、想定する方
法についてお伝えします。実際にご⾃身の資産がどうなるのか、一緒に想定し
てみましょう。

バランスシートを作ってみよう ~中級編~

【簡易バランスシート】 ※入⼒用参考

今回は、簡易バランスシートをもとに、将来資産が増える形になっているのかどうかを簡易的に
推測する方法をお伝えします。大きく、⾒ていただくとよい部分は3つです。

①ʻ⾦融資産
現預⾦、有価証券などの資産です。
現預⾦については毎年の経営の
キャッシュフローがどれだけ残るかを想
定します。⿊字の経営が続けばよい
のですが、当然赤字の経営が続けば
減っていきます。有価証券も同様で
す。

②ʻ不動産資産
将来、どれくらいの価値になるかを予
測します。ここは判断が難しいポイント
ですが、賃貸用不動産については少
しづつ家賃が減少すると想定し、毎
年1%程度賃料が下がる（同様に
価値も1%程度下がる）ものとしてみ
てください。また、築年数・構造によっ
て、地域で売却相場というのも推測
できます。ここから逆算した相場での
価値を想定します。

資産の部 負債及び資本の部
①現預⾦ ⑥借⼊残⾼

万円 万円
②有価証券 万円

万円 万円
③賃貸物件 万円

万円 ⑦純資産
万円 万円
万円  ※（①~⑤の合計）ー⑥
万円

④空地等不動産
万円
万円

⑤⾃宅等不動産
万円

①~⑤の合計 ①~⑤の合計
万円 万円

①‘
金融資産

② ‘
不動産
資産

③ ‘
負債

③ʻ負債
将来、借入の残高がどれくらいになるかを想定しましょう。これは⾦融機関から送付される残高
証明や償還表などで確認してみてください。

将来の価値を想定するのはなかなか難しい部分もありますが、①’は過去の経営の傾向と現状
のキャッシュフローから、②’については不動産会社に問い合わせればある程度分かる内容です。
こうして将来のバランスシートを想定してみたときに、将来の純資産（資本の部⑦）がわかりま
す。前回作成した簡易バランスシートの数字（現在の数字）から、将来の純資産が増えてい
れば、ひとまず良い傾向といえそうです。逆に減っている状態だったり、ご⾃身が思うほど増えてい
ない、という状態だと何か対策を打つ必要があります。将来の事業承継にも影響が出てきます。
次回は、上級編、資産の対策についてお伝えしていきます。



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？

お問合せは

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

１/２６（日）、２/ ２（日）
２/ ９（日）、２/１６（日）

①１０：００～１２：００
②１３：００～１５：００
③１５：００～１７：００

オ
ー
ナ
ー
様

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︕

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

✔
✔
✔
✔
✔

相 談 会無 料

毎週日曜日開催中!
1〜2月開催日程

※ご希望の時間帯をお選びください。

開催
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

〒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

建設業者許可番号 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
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

株式会社フィット

店舗情報


