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産田 みち子廣瀬 達史 副島 康弘 池田 小百合仁田 眞子

不動産投資vs太陽光投資

自分にはどちらが合うのか？収益性や管理費など具
体的な『5つの比較』を通して、今後のご自身の投
資に役立てていただければと思います。

徹底⽐較！『不動産投資vs太陽光投資』
5つの違い
動画はこちら▶

これから宜しくお願いいたします！

今月のおすすめ動画のご紹介

徳島を熱く語ってみた！

フィットCEO：鈴江崇文とお笑い芸人：こやけんさんが
対談。地元徳島をどう盛上げるのか？を赤裸々トーク。
本当の意味での地域活性化を目指し実際に活動している
からこその2人の掛け合い、ぜひご覧ください！

上場企業社⻑と芸⼈が『徳島を熱く
語ってみた』フィット×こやけん
動画はこちら▶

新しいスタッフが加わりました！

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

室冨 佳広
⼆⽉より⼊社しました室冨佳広と申します。
千葉県出⾝で業界新⼈ではありますが、⼀⽇でも早く
オーナー様⽅に安⼼してお任せいただけるように⽇々
励んでまいります。どうぞよろしくお願いいたします。

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

むろとみ よしひろ

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
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世界一履きやすい靴で、徳島の海をもっとキレイに！

インディゴソックス×Allbirds×フィット SDGsコラボ

『ビーチクリーン活動』を実施しました！

2⽉6⽇（⼟）、当社は徳島インディゴソックスと共催で、
徳島県の⼩松海岸を清掃するビーチクリーン活動を実施しま
した。また、企画に賛同いただいた世界的サステナブルな
シューズブランドAllbirds（オールバーズ）より、シューズの
提供をいただき、当⽇はこのシューズを履いて活動しました。

持続可能な開発⽬標「SDGs」。当社は、環境問題の観点か
ら、CO2を排出しないクリーンエネルギー100％のサステナブ
ル社会の実現を⽬指し、ソーラー付きスマートハウスや、個
⼈投資家向け再⽣エネルギー発電所販売などの事業を展開し
ています。
特に、私たちは「個⼈参加型」ということを重要視してい

ます。⼀⼈⼀⼈の⼩さなアクションでも、集結することで社
会を変える事ができると信じています。今回も、世界中で起
こる気候変動などの環境問題に貢献できる⾏動はないかと考
え、まずは⾝近な地域社会である徳島の、豊かな⽔資源であ
る海辺の環境美化を⽬指そうと、清掃活動を企画しました。
本体験を通じ、海洋環境や海岸ゴミ問題について知り、個々
が⽇常から環境にやさしい暮らしについて考えてもらう事を
ゴールとしています。

清掃活動では、⼩さなプラスチックゴミから、⼤きなタイヤ、建築廃材までたくさんのゴミが集まりました。
改めて、海洋汚染や環境問題について実感できるよい機会となりました。

今回、この企画に共感いただいた徳島唯⼀の球団、インディゴソックスの選⼿も活動に参加、そして、「世
界⼀」と評される履き⼼地と、⾃然由来の素材を使ったサステナブルなものづくりで注⽬を集めるシューズブ
ランドAllbirds（オールバーズ）より、活動を⾏った選⼿‧スタッフへシューズの提供をいただきました。
社会問題の解決や循環型のまちづくりを進める上では、パートナーシップが⽋かせません。当社は、今後も
活動や、同じ想いを持つ⽅々とのコラボレーションを通じて、サステナブルな社会の実現への共感の輪を拡げ
ていきたいと考えています。



2021年 賃貸業界の時流変化を踏まえた

賃貸オーナー様の取り組みとは？

2020年はコロナの⼀年といっても過⾔ではありませんでした。⼈の移動や⼈が集まる機会が減少したことで、
それに伴う消費は低下し続けています。これが今回のコロナ禍に伴う不況がリーマンショックを超えて、戦後最
⼤の経済危機と叫ばれる主因です。ただし、新しいコミュニケーションの⽅法や働き⽅、消費の形が⼤きく変わ
りつつあるのも事実です。今回のコロナ禍を受け、新たな常態（ニューノーマル）が⽣みだされ、未来が早まっ
ていくようにも感じられます。実際に、賃貸オーナー様の視点で2021年に何を取り組むべきか、注⼒事項を⾒
ていきましょう。

監修：株式会社船井総合研究所
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賃貸管理コーナー

①不況に伴う⼊居者ターゲットの変化への対応
新型コロナウイルスによる影響から、法⼈、外国⼈留学⽣、学⽣、短期賃貸
などの⼀時利⽤ターゲットのニーズが減少しています。さらに、不況の影響
を受けやすい⽣活困窮者、⽣活保護者、⺟⼦家庭などの賃貸弱者や、⼀般賃
貸の低所得層は今後増加が⾒込まれるため対応が急務になります。家賃相場
が下がってきているエリアも出てきていますので、この繁忙期は家賃や募集
条件の⾒直しをしなければいけない事も予測されます。

②マクロ環境に伴う⼊居者ターゲットの変化への対応
⽇本国内の⼈⼝減少‧⾼齢化社会に向けて⾼齢者賃貸層の増加が⾒込まれま
す。⾼齢者賃貸は、アクティブ⼀般賃貸層と、社会的弱者層の⼆極化はあり
ますが、対応が求められます。また⽣活保護者‧失業者などの需要で、今ま
で決まらなかった物件が、逆に決まりやすくなっているという事例も出てき
ています。既存の空室は、どういった層をターゲットにして、募集をするの
かを想定した上での物件づくりが求められます。

③2021年は失業率のピークが訪れる！？
リーマンショック時を参考にすると、今後失業率が上昇するまでに、タイムラグがあることが予測されます。
リーマンショック前後の⽇本の失業率は、⽶国でのサブプライムローン問題が起きた2007年末から2008年上期
にかけては3％台付近と低い⽔準でしたが、世界⾦融危機が顕在化した2008年9⽉頃から徐々に悪化します。戦
後最悪と⾔われる失業率5.5％の⽔準に達したのは、世界⾦融危機から約10ヵ⽉後の2009年7⽉。それから翌年
の2010年まで、約1年半に渡って失業率は5％前後で推移しました。感染拡⼤が本格化し、2020年2⽉下旬から
3⽉下旬にかけて、株価は2⽉は2万3000円台半ばから1万6,000円台まで暴落。タイムラグが10ヵ⽉だとすると、
失業率がピークに達するのは2021年1⽉頃です。ピークから約1年半は失業率が⾼⽌まっていく想定からすると、
2022年上期までは厳しい状況が続くと考えられます。

④「家賃滞納リスク」に対して取るべき対応
⾼まる失業率に対して賃貸オーナー様が取れる事前対策に、⼊居者への積極的な情報提供があります。失業し
ても各種⽀援制度を利⽤すれば、当⾯の⽣活資⾦を確保したり（緊急⼩⼝資⾦や総合⽀援資⾦など）、家賃の
負担を抑える（住居確保給付⾦）事ができます。このような有益な情報を⼊居者へ事前にお知らせする、ある
いは賃料滞納が発⽣したときにスピーディーにサポートすれば、家賃滞納リスクを回避しやすくなります。
ただしこのような対策を講じても、家賃滞納リスクをゼロにできるわけではありません。完全なリスクヘッジ
をするなら、家賃保証サービスの利⽤が最も有効です。これまで利⽤したことのなかったオーナー様は、これ
を機に検討してみてはいかがでしょうか。家賃滞納が発⽣してからでは、取れる対策は限られてしまいます。

新型コロナウイルスにより外部環境、内部環境ともに、⼤きな転換点であることに疑いはありません。ただ
し、その事実をネガティブに捉えるのではなく、新しい時代の賃貸経営を学ぶ機会と認識するべきです。リス
ク回避を⾏う環境を整えつつも、家賃収⼊を維持拡⼤できる⽅法論を、真剣に考えるタイミングがきていると
⾔えるでしょう。
2021年こそ、新常態“令和ニューノーマル”に進化するターニングポイントの年とできるよう、引き続き皆様
のサポートをさせて頂ければと思っています。何か⼼配事がありましたら、ご相談頂ければ幸いです。



入居者に対する自殺などの

心理的瑕疵の告知義務について

業界ニュース

監修：弁護⼠法⼈⼀新総合法律事務所

年が明けて新しい賃貸借契約を締結する機会の多い時期です。ここで、所有物件で⾃殺や事故などが発⽣し
た場合に、新しい⼊居者と賃貸借契約を締結する際に告知すべき義務があるか、いわゆる「⼼理的瑕疵の告知
義務」のについて、確認しましょう。

《現状では「明確なルールがない」というのが答え》
まず、⾃殺や事故、事件が発⽣した場合、そのことをどこまで告知しなければならないか、という告知義務
については、「明確なルールがない」というのが現状です。
しかし、⼤まかであっても裁判例の傾向を知っておくことは重要です。今回は、その中でも「賃貸」に関す
る⾃殺等の⼼理的瑕疵についての告知義務について確認しましょう。

《おわりに》
以上のとおりですが、誤解のないように再度お伝えすると、⼼理的瑕疵の告知義務について明確なルールは
ありません。裁判例上の傾向は上記のとおりであっても、知らずに⼊居して、後に⾃殺等の事実を知ったこと
がクレームとなり、トラブルとなるケースは少なくないようで、このようなご相談は多くあります。
⼊居者との間でこのようなトラブルとなることそれ⾃体を避けるべきものであることを認識し、賃貸経営を
進めていきましょう。
なお、この⼼理的瑕疵の告知に関する問題については、国⼟交通省において、「不動産取引における⼼理的
瑕疵に関する検討会」が開かれ、⼼理的瑕疵に係る適切な告知、取扱いに係るガイドラインの策定に向けた検
討が⾏われています。最新情報が⼊り次第ご紹介したいと思います。
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《知っておきたい５つのポイント》
①賃貸物件の⼀室で⾃殺があった場合、次の⼊居者に告知義務はあるか？
➡⼀般的には告知義務があるといえます。

②⾃殺があった部屋で、⼀度、⼊居者が⼊って退去した後、
次に借りようとする⼊居者に対して告知義務があるか？
➡告知義務はない、とする裁判例が散⾒されますが、もちろん、ごく短期に賃貸するなどの
脱法的な⾏為では、告知義務を免れることはできないと考えられます。

③では何年程度経てば、⾃殺等の告知義務はなくなるのか？
➡⼀般的に何年ということはいえませんが、都市部のワンルームマンションの⾃殺のケースで
「２年程度」という裁判例があり、参考とされています。

④隣室での⾃殺について告知義務はあるかどうか。
301号室で⾃殺があったことについて、隣室の302号室を賃貸の際に告知義務があるか？
➡⼀般的には⾃殺のあった居室の隣室等については告知義務はないと考えられます。

⑤⾃然死の場合には告知義務違反があるか？
➡⾃然死については、通常、告知義務はないと考えられます。

※なお、これらは⾃殺があった物件の所有者から、賃借⼈の相続⼈や連帯保証⼈に対する裁判の判決の中で、損害賠償の範囲を
限定する判断理由として告知義務が否定されていることが多く、告知義務そのものの有無が争われたばかりではないことに注意
が必要です。



相続相談コーナー

資産関連の税務情報
～贈与税について④～
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監修︓税理⼠法⼈タックスウェイズ

オーナーさまから、「⻑男が⾃宅を建てるのだが、⼀部
資⾦を出してやることになりました。贈与税のかからな
い⽅法はありますか？」と相談がありました。

住宅の種類によりますが、700万円から1,200万円まで
の間で贈与される場合は⾮課税となりますよ。ただし、
ご⻑男の年齢が20歳以上、所得が2,000万円以下であ
り、今年中に資⾦を贈与して、遅くとも翌年の3⽉15
⽇までに居住するなどの細かい確認が必要ですので、
必ず税理⼠や税務署にご確認くださいね。

Q

A

先⽉から引き続き、贈与税について解説いたします。今回は税制優遇制度について、具体的な相
談事例も交えてご紹介してまいります。

【家を買うときの贈与税の税制優遇】
⾃宅を買うときの税制の優遇は、住宅ローン控除や売却時の譲渡益特別控除などが知られてい
ます。前回のおしどり贈与もその⼀つでしたが、今回は親から⼦に住宅資⾦を贈与されるケース
です。こちらは⾮常に優遇されており使い勝⼿もいいものですが、使い⽅や要件、⼿続きに気を
つけませんと、多額の課税を受けてしまいますので注意が必要です。

【直系尊属から住宅取得等資⾦の贈与を受けた場合の⾮課税について】
この制度は、直系尊属、つまり⾃分の両親や祖⽗⺟から、⾃宅として利⽤する住宅の新築、中

古取得、増改築のための⾦銭を取得した場合は、贈与税を⾮課税とするものです。相続時に持ち
戻して相続税が課税されることもありません。事前の届出は不要ですが、贈与の翌年の3⽉15⽇
までに贈与税の申告と詳細な添付資料が必要です。
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【メリット‧デメリットについて】
メリットは、令和３年までの取得ですと、省エネ等住宅の場合で暦年
贈与とあわせて1,310万円（それ以外の住宅は810万円）まで贈与する
ことができます。また、暦年贈与についても継続が可能となります。

デメリットは、住宅の条件、所得制限があり適⽤要件が細かいため、
正確に確認すること、そして確定申告が必要です。また、贈与時と住宅
竣⼯時が年をまたぐ場合や贈与された資⾦が別の⽤途に利⽤されたりす
ると適⽤できない場合もあるため、慎重な対応が求められます。

国税庁【直系尊属から
住宅取得等資⾦の贈与を
受けた場合の⾮課税】
についての解説
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確定申告前に確認しておきたい、

５棟１０室基準とは？

不動産ソリューションコーナー

7 監修：株式会社船井総合研究所

2021年を迎え、確定申告の時期になりましたね。賃貸
経営では、いかにご⾃⾝の物件の収⼊を⾼めたり⽀出を
抑えるか、というのもとても⼤事なポイントですが、同時
にいかに経営上の⼯夫で節税をはかり、⼿残りを増やすか、
ということも⼤事なポイントになってきます。
今回は、賃貸経営をするうえで知っておきたい基礎対策
として、『５棟１０室基準』に触れたいと思います。

不動産を所有されているオーナー様、皆様に必ず必要になる確定申告。そもそも所得税は所得額
に応じて５％〜４５％の税率がかかる累進課税制度に代表されるように、稼ぎが増えるほど税⾦
が多くなるようにできています。
ですが、不動産所得に関しては、実は不動産を多く所有されている⽅が税制上有利になっていま
す。『事業的規模』と『業務的規模』という区分をご存知でしょうか？

確定申告を有利に進めよう！事業的規模と業務的規模

事業的規模【５棟１０室基準】の判定基準
‧建物：貸間、賃貸住宅については、貸与できる

独⽴した室数がおおむね１０住⼾以上。
独⽴家屋については、おおむね５棟以上であること

‧⼟地：⼟地の貸付件数が５で貸室１相当

左記の基準を満たして
いる場合、『事業的規
模』とみなされること
になります。⼟地の場
合は、駐⾞場の貸付件
数が５０件以上だと事
業的規模に該当すると
いった形です。

■事業的規模と業務的規模の違い■

事業的規模と業務的規模の税制⾯での違いをまとめてみました。⼤きなところでは、事業的規模
になると⻘⾊事業専従者や⽩⾊事業専従者という、⾃分の家族に給与を⽀払うことができるよう
になり、世帯での⼿取りを増やすことができます。賃貸経営、家族の将来設計の⽅法の⼀つとし
て、ぜひ参考にしていただければと思います。

事業的規模 業務的規模

①不動産の除去等損失 全額必要経費算⼊ 不動産所得の⾦額を限度に必要経費算⼊
（限度超過額は必要経費算⼊付加）

②事業専従者控除
（⻘⾊事業専従者給与） 必要経費算⼊ 必要経費算⼊付加

③延納による利⼦税 必要経費算⼊ 必要経費算⼊付加

④⻘⾊申告特別控除 65万円 10万円



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！

相 談会無料
毎週日曜日開催中！

お問い合わせ先

賃貸管理課

東京本社 徳島本店

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？

〒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

〒771-0130 徳島県徳島市川内町
加賀須野1069-23

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

□ 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

✔
✔
✔
✔
✔

2～３月開催日程

※ご希望の時間帯
をお選びください。

オ
ー
ナ
ー
様

開催
場所

株式会社フィット 徳島本店 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

2/28（日）・3/7（日）・3/14（日）
3/21（日）・3/28（日）
①10：00～12：00
②13：00～15：00
③15：00～17：00

よくあるご相談事例

各SNS更新中!


