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きちんとチェックしてますか？
無料点検実施中！

管理物件
入居率

2022年
2月号

フィット賃貸

※2022年1月末時点

賃貸オーナー様のためのお役立ち情報誌

賃貸経営オーナー様が覚えておくべき！
節税対策のキホン

～2023年より導入～
今から理解しておく「インボイス制度」!



今月のおすすめ動画のご紹介
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フィット公式
Facebook

フィット公式
twitter

フィット公式
Instagram

フィット公式
YouTube

各SNSでも情報配信中！ぜひフォローをお願いいたします

LINE
配信中

世界中の人々が不安を抱えるような今だからこそ、経済的不安を払拭し、安心を手に入れ、経済的に豊かに生きていけるような、道標となる情報を配信していきます。

ぜひご登録ください！

メールマガジン配信中

いつもお世話になっております！

地方創生とはお金の流れを変えること！
個人参加型グリーン地方創生モデル

「約400億円」概算ですが、人口25万人強の徳
島市に住む人や事業者が、毎年支払っている電
気料金です。このお金は基本一方通行でお金が
流れる構造です。普段、何気なく使っている電
気をお金の流れに注目することで、地方経済活
性化のヒントがあると思います。2022年版の個
人参加型のグリーン地方創生モデルを数字を
使って考えてみました。

【講演に密着！】地方企業の
大逆転！上場から学んだ大切なこと
地方創生、地方活性化には、地方企業の経営者
の役割が大きいのではないでしょうか。雇用を
生み、関わるステークホルダーを支え、その家
族まで含めると、大きな消費を生み出し、地方
の暮らしを支えているます。2009年の創業から
を振り返り、社長が起業家として大切にしてい
ることを3つのポイントとしてまとめ、講演しま
した。当日の様子をダイジェスト版にまとめま
したので、ぜひご覧ください。

賃貸管理スタッフのご紹介

産田みち子廣瀬達史 副島康弘 室冨佳広仁田眞子 二宮亜由美 清水 明菜

動画はこちら▼ 動画はこちら▼



お部屋の

メンテナンスや点検、きちんと行っていますか？

メンテナンス・点検を怠ってしまうと、老朽化に気づかず、
補修費用も余計にかかってしまうことも…

まずは一度チェックしてみませんか？

33

tintai@fit-group.jpお問合せは

まずはお気軽にお問合せください！ メールアドレスはこちら

のご相談もお気軽に!!空室対策

水廻り
キッチンや洗面台、浴室などの
設備だけでなく、排水管なども
老朽化や詰まり等で、長く使用
していると様々なトラブルが起
こりやすくなります。

外 壁
美しい外観を保つことも、入居
率を維持するために重要です。
また、コーキングの劣化が建物
の老朽化を進めてしまうことが
あるので、未然に防ぎましょう。

階 段
2021年4月東京都八王子市のア
パートの共用階段が腐食により
崩落し、入居者が亡くなる痛ま
しい事故が発生。日頃からの管
理やメンテナンスが重要です。

排水管の
詰まり

コーキングの
ひび割れ

階段の
老朽化

サービス実施いたします!

まずは今の状態を確認しておきましょう!

戸建賃貸・アパート・マンションなど賃貸オーナーの皆様！

こんなところに不具合が出ているかも…



監修：全管協総合研究所
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2023年10月1日（令和5年10月1日）より導入される制度で、賃貸経営をされてい
る方は知っておくべき制度です。特に、企業や個人・賃貸経営オーナーなど免税
事業者に大きく影響します。
インボイス制度の正式名称は適格請求書等保存方式で、課税売上から課税仕入の
消費税を控除する「仕入税額の控除を受ける場合」に関係してきます。
現在の消費税は10％です。通常は10％ですが、通常の他に軽減税率として主に下
記の項目が8％に制定されています。

不動産ソリューションコーナー

～2023年より導入～

インボイス制度とは？

税制率の異なる税制を、
「商品課税税率を請求書の中で明記＝仕入税額控除の適正化する」
これがインボイス（適格請求書方式）という制度です。そして「国が指定した項
目がきちんと明記されている適格請求書で発行・保存する事」が義務付けられま
す。このインボイス制度によって仕入税額控除が適正化され、発生した差額を国
に納付しなければいけなくなります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm
国税庁「インボイス制度の概要」

今から理解しておく
「インボイス制度」!



インボイス適用後は適格請求書として受け取った場合のみ、仕入税額控除が適用
されます。もし適格請求書を受け取らなかった場合は仕入税額控除が不可になり
ます。
「仕入税額控除＝課税売上の消費税から課税仕入にかかる消費税控除」の事です。

【例】ある店舗が5,000円で仕入れた商品を10,000円で販売します。この場合、
購入した消費者は11,000円（消費税1,000円）を店舗に支払います。この時点で
すでに店舗は仕入れ代5,500円（消費税500円）を仕入れ先に支払っています。
仕入税額控除とは仕入れ時消費税を差し引いて、納付消費税額を計算する仕組み
ということなのです。（1,000円（売上消費税）ー500円（仕入れ時消費税）
＝500円）
仕入税額控除は、「店舗が払う消費税」と「消費者が払う消費税」の2重支払い
を防ぐ対策です。この仕入税額控除が、もしインボイス制度が適用になると「適
格請求書を受け取らない場合は、仕入税額控除ができなくなる可能性がある」と
いう事なのです。

賃貸経営オーナー・大家さんへの影響として知っておくべきことには不動産貸付、
具体的には貸付の中で店舗・事務所・駐車場の貸付などがあります。（※借主が
個人名義で消費税課税事業者でなければ、仕入税額控除は関係なし）
もし年間課税賃料収入が年間で1,000万以下の場合は、消費税の免税事業者とい
う事でインボイス制度の対象になり、小規模の賃貸経営オーナーや大家さんに影
響を及ぼします。対象となるのは「課税事業者であるか？免税事業者であるか
？」。適格請求書をもし発行できなければ、賃借人は家賃支払いを仕入税額控除
の対象にできず、余分に消費税を支払わなくてはいけなくなります。
この他にも自社で店舗や駐車場関連の会社を立ち上げて事業を連動している場合
は、これまで自社内で連動して完結していた支払いも、自社内で仕入税額控除を
受けることが出来なくなり、インボイス制度導入後は支払う消費税の金額も増加
します。
対策すべき内容としては「ご自身がすでに課税事業者か？」という確認から始め
ましょう。そして専門家に一度相談されることをお勧めします。

インボイス制度導入に伴う影響について

不動産関係・賃貸経営オーナー様の注意点
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賃貸経営には節税出来るポイントがいくつか存在します。不動産を所有する上で
「節税対策を上手にしながら資産を増やすこと」をお勧めします。
今回は節税対策のキホンとして、節税についての基本を学びましょう。節税のキ
ホンの考え方は「税金を減らす」こと。そして軽減制度を上手に活用することで
す。

■必要経費の見直し
まず節税対策としては「賃貸経営に関する必要経費を見直すこと。」現在の支払
いで経費になりそうな項目を再確認しましょう。特に不動産管理・賃貸経営に関
係する交通費、不動産の勉強のための軽費、セミナー代など意外と多くの賃貸経
営に関係する経費があります。

■税金関係
住民税や所得税は損益通算が可能です。不動産所得が赤字になった場合は、他所
得から差し引くことが可能です。一般的に大きく節税できるのは物件購入に伴う
初年度～2年目まで。物件購入に伴い、計算上赤字になった際にはしっかり補てん
して節税対策しましょう。

■相続税
相続税も頭に入れておきたいところです。相続する機会があって、現金資産の他
にアパートなどの不動産相続が発生する場合、貸家建付地となり約8割程度、建物
は取得価額の約4割程度で評価されます。

■減価償却と損益通算
減価償却費＝建物や設備に対して資産取得に必要だったお金を、時間経過と共に
価値が下がっていく年数で「分割して経費として償却できる」制度。
法定耐用年数で定められた耐用年数まで軽費として計上が可能です。

賃 貸 管 理 コ ー ナ ー

賃貸経営オーナー様が
覚えておくべき！

節税対策のキホンと覚えておきたいこと

節税対策のキホン



減価償却費は確定申告の際に申告しておくことによって節税が可能になります。
特に不動産投資に積極的な方であれば、減価償却に詳しくなる事をお勧めします。
減価償却費は「取得価格×償却率」で考えます。
そして償却率は耐用年数ごとに設定されています。

確定申告については、個人であれば青色申告で納税すること。
平成26年度より白色申告でも記帳・記録保存の義務が生じたため、白色申告の意
味がなくなりました。対して青色申告は65万円の特別控除、専従者給与の経費計
上、損失繰越のメリットがあります。
さらに経費計上できる項目を把握しておくことも重要です。税金関係や減価償却
費を始めとして、管理費や修繕費、広告宣伝費、また通信費や接待交際費などな
ど経費計上できる項目を把握しておきましょう。
また、不動産所得は総合課税で累進課税制度になっています。所得税の税率は
5％から45％までの7分類。課税所得金額によって税率と控除額は変わってきます。
金額と税率を把握しておく事をお勧めします。

賃貸経営について、初年度は物件取得のために赤字になりやすいですが、利益を
残すには2年目より修繕費や管理費を含めて、細かく経費計上していく必要があ
ります。健全に資産を残すために長期的な計画と管理をしていきましょう。

節税を考える際の注意点
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鉄筋コンクリート造 耐用年数47年 償却率0.022
鉄骨造 耐用年数34年 償却率0.030
木造 耐用年数22年 償却率0.046

【例1】新築の場合
「鉄骨造」の新築物件を1,500万円で取得
減価償却費は1,500万円÷34年=45万円

【例2】中古の場合
「鉄筋コンクリート中古」15年を2000万円で取得
取得時の耐用年数は47年-15年＋15年×0.2＝39年
減価償却費は2000万円÷39年=51万2820円
中古物件の場合、基本的には築年数によって耐用年数を決定していきます。
「新築時の耐用年数－経過年数＋経過年数×0.2=取得時の耐用年数」です。

監修：全管協総合研究所
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相 談 会無 料

お問い合わせ先
賃貸管理課

株式会社フィット 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

088-638-0039お問合せは

２～３月開催日程
開催
場所

株式会社フィット
徳島本店 松茂オフィス
板野郡松茂町中喜来字群恵39-1
松茂町総合体育館そば、
フィットの青い看板が目印です

2/27（日）・3/6（日）
3/13（日）・3/20（日）

各SNS更新中!

はフィットにお任せください！

＜
※LIFULL HOME‘S 見える賃貸経営
全国の空室率より 2021年4月12日時点

.4％
フィットの
入居率

※アパート・マンション
・戸建賃貸の株式会社
フィット管理物件
2021年3月末時点

徳島の平均
入居率

お部屋が足りません！

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

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？

※ご希望の時間帯
をお選びください。

こんな方はご相談ください！
□ 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

✔
✔
✔
✔

空室対策


