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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

産⽥ みち⼦ 池⽥ ⼩百合廣瀬 達史 浅野 圭司 副島 康弘

いつもお世話に
なっております
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2020年6⽉11⽇、コロナ禍で
⽣活様式が⼀変する中、こ
れからの不動産戦略につい
て株式会社フィット代表取

仁⽥ 眞⼦

対談動画のご紹介

皆様、⼤変お世話になっております。
コロナショックを受けて、⼈々のライフスタイルも徐々に変化しつつありますね。
賃貸物件では、オンラインショッピング利⽤者が⾶躍的に増えたことにより、
『無料インターネット設備』や宅配業者と対⾯せずに荷物を受取ることが可能な
『宅配BOX』への需要が急激に⾼まっております。
今後上記設備2点はコロナ収束後も強い武器になると考えられますので、導⼊され
ていない物件にはぜひご検討いただくことをオススメいたします。
弊社では引き続きオーナー様のサポートを精⼀杯実施して参りますので、宜しく
お願いいたします。

『コロナ後の不動産投資
戦略とは』
船井総研 片野陽介
×フィット 鈴江崇⽂

締役 鈴江崇⽂が株式会社 船井総合研究所 収益不動産グルー
プ・リーダー⽚野陽介⽒と対談しました。
コロナで私達の働き⽅、暮らし⽅は⼤きく変わりつつあります。
これまで職場中⼼に選んできた住環境も、ステイホームやリ
モートワークで家庭中⼼の選び⽅に変化しつつあるのではない
でしょうか。そのような変化に合わせて、不動産投資もどう変
わっていくのか、詳しくはぜひ動画をご覧ください！



フィットからのお知らせ
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いつも⼤変お世話になっております。
当社では、環境への配慮、また個⼈情報保
護への取り組みのため、毎⽉オーナー様に
お送りしている『収⽀報告書のペーパーレ
ス化』を実施させていただく事となりまし
た。毎⽉の収⽀報告書の郵送での送付は、
今年の12⽉末⽇をもちまして終了させてい
ただきます。
今後はウェルスパークアプリ内にて収⽀報
告をお知らせいたします。明細⾦額を郵送
よりも早く、24時間いつでもオンラインで

オーナー様にお送りしている収⽀報告書のペーパーレス化について

ご確認いただけます。また、紙での発⾏継続を希望されたい場合はご相
談ください。（別途費⽤が発⽣いたします）詳細は改めてお知らせいたしま
す。ご理解・ご協⼒のほど宜しくお願い申し上げます。

ペーパーレスで
環境にやさしく

詳しくは
こちらを
ご覧ください▶



賃貸管理コーナー
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新型コロナウイルス回復期での賃貸オーナー様への影響

監修︓株式会社船井総合研究所

緊急事態宣言から約2ヶ月が経ち、新型コロナウイルスに関しては第2波の心配をしながらではありま
すが、全国で緊急事態宣言が解除（一部地域は段階をもって）されました。ただし、賃貸経営におい
ては、市場回復が少し遅れるだろうと言われています。今後の動向に合わせて、賃貸オーナー様に影響
を及ぼしそうな内容を整理してみました。

【外国人賃貸】
外国人に関しては、出入国許可が出たら、即戻ってくる可能性が高いです。ビジネス客→留学⽣→

観光旅⾏者の順になります。それまではホテル稼働が低い為、マンスリー・⺠泊への影響が大きいでしょ
う。9月頃から始まる学校関係の留学⽣は、一気に入ってくる可能性も高いです。既に日本に滞在する
外国人在留者も、経済事情にもよりますが、より安価な賃貸へ住み替えをする⽅向が⾒受けられ始め
ています。

【空室本格化】
緊急事態宣言も解除されたため、退去・引っ越しは増えてきます。新規申し込みの需要も出てきま

すが、元々空室の多いエリアでは、新規申込より退去が増え、新築物件の供給にも押され、必然的に
空室が増える傾向になっています。これらは遅れてやってくるため（7月〜12月頃）、それに対しての準
備が必要です。重要なポイントは、今までより“強い空室対策”（今までやっていない条件策、契約パタ
ーン、避けられてきたターゲット対応など）を真剣に考えることです。

【入居者からのクレーム増加】
緊急事態宣言が解除されても、STAY HOMEは継続する傾向があるため、入居者からのクレー

ムが増えています。（コールセンターの電話本数は昨年対比150％以上※6月まで）入居者のテナント
リテンション（入居維持）の意味も含め、設備強化提案は進めるべきです。（ネット無料、宅配
BOX、LED、エアコン設置、ゴミBOXなど）

【収益物件売却増加】
今回の有事では、資産的に厳しい状況（借入あり収入減少の場合）になるオーナー様も出てきて

おり、売却になるケースも増えてきています。今一度、ご⾃分の資産状況（キャッシュフロー）の確認を
してください。⾦融機関はリモートワークなどで審査に時間はかかりますが、比較的事業用ローンに関して
は門⼾を広げ始めています。逆に、売却価格はいずれも下がる傾向になるため、投資家にとっては良い
購入の機会にもなり得るのではないでしょうか。

【法人企業賃貸】
密を伴う企業業態は、4月より既に業績悪化。その従業員、関

連企業へ連鎖しています。逆にIT関連企業などは、業績が上がって
います。家に居ながらのリモートワークをする大企業・IT企業などは都
市部の高額賃貸から、郊外の⼾建賃貸などに移住する動きも出始
めています。一⽅、地域の業績が悪化している法人賃貸入居者は、
より家賃の安い物件に住み替えるなどの傾向が出てきます。そのよう
なことから4月より家賃減額交渉、家賃滞納、家賃延納がすでに始
まっています。密を伴う業態のテナントは、より深刻です。事務所の入
れ替えが多く発⽣するのではないでしょうか。



業界ニュース
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監修︓弁護⼠法人一新総合法律事務所

賃借人が破産した場合に賃貸借契約がどうなるか
新型コロナウイルス感染症の影響により、今後賃借人が破産するケースも増えてくるものと考えられます。
賃借人が破産した場合に賃貸借契約がどうなるか、確認したいと思います。
賃借人が破産した場合に、賃貸借契約が解除できると考えられている⽅もいますが、結論的には、破産し
たこと⾃体を理由として賃貸借契約を解除することはできません。これは、賃貸借契約書に「賃借人が破産
したときは解除できる」という記載があったとしても、です。

この点については、旧借家法の時代に最高裁判決（最高裁昭和43年11月21日判決）があり、同判
決では「建物の賃借人が、破産宣告の申⽴てを受けたときは、賃貸人は直ちに賃貸借契約を解除すること
ができる旨の特約は、賃貸人の解約を制限する借家法１条の２の規定の趣旨に反し、賃借人に不利な
ものであるから同法６条により無効と解すべきである」と、破産を理由とする解除の特約⾃体を無効と判断
しています。そして、この判決が現在の借地借家法のもとでも妥当すると解釈されているからです。
もちろん、これは破産しても賃料が⽀払われている場合であって、賃借人に賃料の不払いがあれば、賃料
不払いを理由として契約を解除し、⽴ち退きを求めることができると考えられます。

アパートなどの住宅であれば、破産したとしてもそのまま賃借人が住み続けることも多いと考えられますが、
店舗など法人の場合ではどうなるでしょうか。
この場合、破産手続が開始されると、破産した法人の財産は、破産管財人が管理することになります。そ
して、破産管財人には、賃貸借契約のような双務契約を解除する法律上の権限がありますので、契約が解
除されることになるでしょう。
この場合、破産手続が開始されてから契約が解除されるまでの賃料は、「財団債権」といって、優先的に
⽀払ってもらえることになります。これに対して、破産手続が開始されるまでの未払賃料は、「破産債権」と
いって、「財団債権」よりも⽀払の優先度が落ちます。配当の対象とはなりますが、敷⾦等でカバーされない
限り、わずかな⽀払いしか期待できないことが通常です。
このように、破産手続が開始される前か後かで、優先的に⽀払われるかが変わってきます。
これと同じ理屈で、敷⾦の差し入れが少ないテナント等の原状回復費用がかかる場合には注意が必要で
す。破産手続開始後に破産管財人により賃貸借契約が解除された場合には、原状回復費用等は、「財
団債権」として優先的に⽀払われる場合があります。（※裁判所によって取扱いが異なります。）これに対
し、破産手続が開始される前に、賃料不払い等で賃貸借契約を解除すると、原状回復費用は「破産債
権」となり、優先順位が低くなってしまいます。
要するに、破産手続が開始される前に賃料不払いにより解除した場合に、結果として原状回復費用が⽀
払われるかどうかが変わってしまう可能性があるので、要注意です。

【法務省⺠事局の⾒解】

日本の⺠法の解釈では、賃料不払を理由に賃貸借契約を解除するには，賃貸人と賃借人の信頼関
係が破壊されていることが必要です。最終的には事案ごとの判断となりますが， 新型コロナウイルスの影
響により３カ月程度の賃料不払が⽣じても、不払の前後の状況等を踏まえ、信頼関係は破壊されておら
ず、契約解除（⽴ち退き請求）が認められないケースも多いと考えられます。

なお、通常は３か月程度の賃料不払いがあると賃貸借契約を解除できるといわれる
ことが多いのですが、新型コロナウイルスの影響による賃料不払いについては、法務省
⺠事局が以下のとおり、「３か月程度の賃料不払いでは信頼関係が破壊されておら
ず、契約解除が認められないケースも多いと考えられる」と指摘していることに注意が必
要です。



相続相談コーナー こんなお悩みありませんか？
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新型コロナウイルス関連緊急情報
〜家賃減額などによる資⾦対策②〜

監修︓税理⼠法人タックスウェイズ

先月より引き続き、オーナー様向けの家賃減額などによる資⾦対策の情報についてポイントをまとめさ
せて頂きます。今回は⽀出を抑えるための特例制度についてです。

（１）予定納税の制度と減額申請について
個人オーナーの⽅々は、年2回納付されていると思いますが、7月と11月に納める所得税の前払い
制度についてです。こちらは、その年の5月15日において確定している前年分の所得⾦額や税額など
を基に計算した⾦額（予定納税基準額）が15万円以上である場合に⽣じるものです。予定納税
には、減額申請という手続きがあり、予定納税の義務のある⽅が退去や賃料減額などの原因により、
その年6月30日時点の申告納税⾒積額が予定納税基準額に満たないと⾒込まれる場合や、その年
10月31日時点の申告納税⾒積額が既に受けている減額の承認に係る申告納税⾒積額に満たな
いと⾒込まれる場合において、手続きができるとされています。
こちらの要件の中には、「業況不振などのため、本年分の所得が前年分の所得よりも明らかに少なく
なると⾒込まれる場合」という部分があり、この部分が、今回の新型コロナウイルス感染症の影響により
賃料収入が減少したような場合に該当すると思われます。

不動産賃貸では、突如、急激な賃料ダウンということはありませんが、テナント撤退による保証⾦の返
⾦や経済不況による失業などから賃料減額や猶予は、今後起こり得ます。そのような事態が起きる前
に、融資による資⾦確保や資⾦流出を防ぐことを講じておきたいものです。経済産業省から出ている
持続化給付⾦については、個人の不動産オーナーは対象外（法人は対象）とされていますが、前年
比から賃料が半減するようなケースが出てくれば、取り扱いは変わってくるかもしれません。
さて今回は、手元の出費を抑える策ということで国税の予定納税の減額申請について⾒ていきます。

（２）手続はどのようにするのか︖
第1期分と第2期分の減額申請の手続きは、その年の7月1日から
7月15日までに、第2期分のみの場合は、その年の11月1日から11
月15日までに、「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減
額申請書」という書類を所轄税務署に提出する必要があります。
記載は非常に簡単な書類です。お手元に届きました予定納税の通
知書や前年の確定申告書をもとに記載することができます。作成時
間も約30分程です。税務調査になることはありませんし、審査もそれ
ほど厳しくはありませんので、活用しておきたい制度です。右記の国税
庁ホームページにアクセスして頂ければ、制度の概要と書式を確認す
ることができます。



不動産ソリューションコーナー
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「資産売却に対応する。⺠法改正での新しい売却のキホン」

監修︓株式会社船井総合研究所

新型コロナウィルスの影響で、アパートの売却を検討される
オーナー様も増えてきています。様々な将来不安が懸念され
ますが、何の備えもなくいきなり資産を処分するとなると、想
定しないトラブルや、思いもしない費用が掛かる可能性があ
ります。
特に、4月からの⺠法改正にて、売り主側の責任も大きく
変わりました。将来の対策の一つとして、売却、という資産の
出口の基本を知っておき、将来の選択肢を増やす対策を
打っていきましょう。

⺠法改正で変わった、「契約不適合責任」とは

4月1日より、⺠法が変わり、不動産の売り主責任が大きく変わりました。一番のポイントは、今まで
「瑕疵担保責任」だったものが「契約不適合責任」に変わる、というものです。単に用語や表現が変わっ
たということではなく、概念⾃体が大きく変わっています。
①旧⺠法︓瑕疵担保責任

物件に隠れた瑕疵があった場合損害賠償、契約解除ができる
②新⺠法︓契約不適合責任

契約の内容に適合しないものについて損害賠償、契約解除、
追完請求、代⾦減額請求ができる

⺠法改正によって不動産売買で制限されてきた買主の権利が拡充され、相対的に売主の責任、およ
び責任がおよぶ範囲が広くなりました。履⾏利益（＝その契約がきちんと履⾏されていれば、その利用
や転売などにより発⽣したであろう利益）も損害賠償請求の対象となり、追完請求および代⾦減額請
求も認められるため、“現実的に買主が⾏使しやすい対抗措置”となる可能性が高くなっています。
目下の対策として、契約不適合責任に対応するには、まず契約書（もしくは物件状況確認書および
付帯設備表）に物件の状態・状況を細大漏らさず記載することがとても重要になってきます。売却を検
討する際は事前にご⾃身の物件状況を確認しておきましょう。

●⺠法改正によるポイントは･･･

【今まで】瑕疵担保責任 【2020年4月以降】契約不適合責任



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？

７/２６（日）、８/ ２（日）
８/ ９（日）、８/１６（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!
7〜8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

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

〒105-0012 東京都港区芝大門2-2-1
ユニゾ芝大門二丁目ビル7階

TEL.050-6868-2673
FAX.03-6809-1057

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


