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賃貸管理スタッフのご紹介
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いつもお世話に
なっております

2

仁⽥ 眞⼦

おめでとうございます！
皆様のご活躍を⼼よりお祈り申し上げます。
これからもフィットはインディゴソックスを応援いたします。

四国アイランドリーグplus優勝
優勝おめでとうございます︕

詳しくは動画を
ご覧ください♪

冬季休業のお知らせ
誠に勝⼿ながら、株式会社フィット 賃貸管理課は下記の期間を冬季休業とさせていただきます。

２０２０年１２⽉２９⽇（⽕）〜２０２１年１⽉６⽇（⽔）
※1⽉7⽇（⽊）より平常通り営業いたします。

ホームページからのお問い合わせ・資料請求は休業期間中も受け付けておりますが、資料発送・メールでの
ご返信業務を含むすべての業務をお休みさせていただきます。電⼦メールその他ホームページよりいただき
ましたお問い合わせにつきましては、1⽉7⽇（⽊）以降に順次対応させていただきます。

四国アイランドリーグplus優勝
⾏⽊俊投⼿：広島東洋カープドラフト指名
⼾⽥懐⽣投⼿：読売ジャイアンツ

育成ドラフト指名

皆様、⼤変お世話になっております。
いつもフィット経営通信をお読みいただきありがとうございます。

2020年も残りわずかとなりました。さて、年が明けるといよいよ賃貸市場の繁忙期が
到来します。閑散期と⽐較し賃貸物件をお探しのお客様も多い時期となります。
お客様を逃さず繁忙期中に満室を⽬指し、事前対策をしっかりと⾏えるよう
私達もサポートしてまいります。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

今⽉のご挨拶 いつもお世話になっております

徳島インディゴソックスの皆さんが
（球団代表南啓介さん、⾏⽊俊選⼿、⼾⽥懐⽣選⼿）
当社本店へ優勝とドラフト指名の
ご挨拶にお越しくださいました！



フィットからのお知らせ
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フィットだからこそお伝えできる、住宅への考え⽅やお⾦との向き合い⽅
など、お役に⽴てる情報を代表の鈴江⾃ら動画でご配信しています。

太陽光発電シリーズ
巷でよく⾒聞きする『太陽光投資はもう
遅い』それって本当でしょうか︖数字を
基に徹底検証。なぜ今、太陽光発電
なのか︖分かりやすく解説します︕

最新動画はこちら▶対談『太陽光投資は遅い︖を徹底検証ver.2020』

住宅ローン実質0円のイエ
賢くお得にマーホームを持ちたい⽅へ。
実質0円で持てる⽅法をご存知でしょうか。
無理なくマイホームを持って豊かになる、
新しいライフスタイルをご紹介しています。

最新動画はこちら▶『知っている⼈だけが得をする住宅ローン実質0円のイエ』

検索再エネ・住まいチャンネル

世界中の⼈々が不安を抱えるような
今だからこそ、当メルマガを通じて、
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。

各SNSでも情報配信中！ぜひフォローをお願いいたします

メルマガ配信中!

フィット公式
Facebook

フィット公式
twitter

フィット公式
Instagram

LINEでも配信中︕

登録はこちら

毎週土

経済的に豊かに生きるためのFit通信

曜
日



賃貸管理コーナー
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監修︓株式会社船井総合研究所

2020年コロナ禍での⼈気設備ランキング︕
全国賃貸住宅新聞にて、2020年度⼊居者に⼈気の設備ランキングが発表されました。恒例
の設備ランキングですが、今年はコロナ禍における特徴も⾒受けられます。「この設備があれば周
辺相場より家賃が高くても決まる TOP10」、「この設備が無ければ⼊居が決まらないTOP10」
の2種類のランキングが発表になっています。

【この設備があれば周辺相場より家賃が高くても決まる TOP10】
今回、「宅配BOX、システムキッチン、防犯カメラ、TVモニターフォン」など、コロナを意識した設備
が、昨年から⼤きくランクアップしています。宅配BOXは、単身部門では既に3位でランクインしてい
ましたが、ファミリー部門でも昨年の6位から4位上がり、2位にランクインしました。感染防⽌、在宅
率UP、防犯などがポイントになっていると感じます。
また「インターネット無料」については、単身・ファミリーともに1位でした。既に数年来1位を取り続
けていますが、今年はダントツ1位ではないかと思われます。コロナ禍でリモートワークが増えたことな
どが、需要が増加している要因ではないかと思われます。

2021年の繁忙期は、コロナ禍もあり、⼊居者獲得競争に陥るのではないかと考えられています。
オーナー様にとっては、例年以上に「コロナ禍特有であることを意識した、より新しいもの、より機能
性の高いもの」などへ、早めに取り付け・交換を実施する事をお勧めします。弊社からも、この機会
に改めて設備について、ご提案を強化してまいります。

【この設備が無ければ入居が決まらない TOP10】
これらの設備は、無いと⼊居者の希望物件候補にすらあがらないとも言えます。今回は、正直、
例年とほぼ変わっていません。ただ、「この設備があれば周辺相場より家賃が高くても決まる」で出
てくる内容が、「この設備が無ければ⼊居が決まらない」に回ってきている設備（例えば、インター
ネット無料など）もありますので、ぜひご確認ください。

※全国賃貸住宅新聞より



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

認知症になってからではもう遅い︕
早めの対策が必要な不動産オーナーの認知症対策 ②

さて、前回は、認知症が進⾏し、「意思能⼒を⽋く状態」になると、契約を締結することができな
くなり、不動産の活⽤に⽀障が⽣じるということをお伝えしました。では、このように認知症が進⾏し
契約ができなくなった後に、不動産を活⽤しようとした場合には、どうすればよいのでしょうか︖

この場合、皆さんもご存じの「成年後⾒制度」の活⽤が考えられます。（なお、ここでは法定後
⾒を指して説明しています。）不動産のオーナーが認知症が進み、契約などの財産管理ができな
い状態に至った場合には、家庭裁判所に成年後⾒の申⽴てを⾏い、成年後⾒⼈を選任すること
で、認知症の進んだオーナーに代わり、成年後⾒⼈が財産管理を⾏うことができるようになります。
より具体的には、成年後⾒⼈がオーナーに代わって、賃貸借契約を結んだり、遺産分割協議を
⾏ったりすることができるようになります。
では、このような成年後⾒制度があるから問題ないか、というと、そうではありません。この成年後
⾒制度（法定後⾒）には、さまざまな問題点が指摘されています。

① 専門職が成年後⾒⼈に選任される場合が多い
親族ではなく、弁護⼠や司法書⼠等の専門職が後⾒⼈として選任されるケースが少なくあり
ません。成年後⾒関係事件の概況（平成31年1月〜令和元年12月、最高裁判所事務
総局家庭局）によると、親族以外が成年後⾒⼈等に選任されたものは全体の約78.2％で
す。子どもからすれば、親の財産を突然、第三者の専門職が関与して、財産管理を⾏うことに
なりますので、そのような事態を望まない⼈も少なくありません。また、親族が後⾒⼈になっても、
専門職が「後⾒監督⼈」といって監督役として付くケースもあります。

② 専門職の報酬（費用）を負担しなければなりません
こちらの報酬が財産額にもよりますが、東京家庭裁判所の「成年後⾒⼈等の報酬額の目
安」によると流動資産等の管理財産額が1,000万円を超え5,000万円以下の場合には、
基本報酬額を月額3万円から4万円」と定められています。年間にすれば、36万円から48万
円、これが基本的には、認知症の⽅が亡くなるまで負担が継続して必要となりますので（途中
でやめられない）、毎年それなりの費⽤負担が必要となります。

③財産管理に制約がある、思うような財産管理はできないかもしれません。
成年後⾒⼈は、本⼈の「財産を維持管理」することを目的とした制度ですので、不動産投
資などの投機的な資産運⽤はできないこともあります。節税対策として親族に毎年贈与する
など、財産が流出する⽅向での財産処分はできないことが通常です。

以上のとおり、認知症が始まってからの成年後⾒制度には問題点もあり、敬遠する⽅も少なくあり
ません。このように、認知症になった「後」に利⽤する成年後⾒制度（法定後⾒）では問題が少
なくないのです。
では、認知症になる前にどうするか。それは次回お話しをしたいと思います。



相続相談コーナー こんなお悩みありませんか？
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監修︓税理⼠法⼈タックスウェイズ

【資産関連の税務情報〜贈与税について】
先月から引き続き、贈与税について解説いたします。前回は、制度の基礎をお話しましたの
で、今回からは課税制度や特例について相談事例も交えてご紹介します。

【贈与税の課税制度について】
贈与税では、⼤きく分けると課税⽅法が2つあり、前回ご紹介しました「暦年課税」と「相続
時精算課税」に分けられます。暦年課税制度は、基礎控除額の110万円を超えなければ申
告と納税の必要はありませんが、相続時精算課税を選択する場合は必ず財産をもらった年の
翌年2月1日から3月15日の間に贈与税の申告をする必要があります。

【相続時精算課税制度について】
この制度は、選択制になっており、原則として60歳以上の⽗⺟⼜は祖⽗⺟から20歳以上の
子⼜は孫に対しての贈与について、その選択した贈与者から贈与された財産額が2,500万円
の特別控除額を超えた場合に贈与税が課税される仕組みです。なお、この制度は、暦年課
税制度との併⽤はできず、特別控除額は残額がある場合は翌年に繰り越すことができます。た
だし、残額を減らす財産の贈与があった場合は、必ず期限内に確定申告書の提出が求められ
ます。

【メリット・デメリットについて】
メリットは、財産の種類や贈与回数など制限がないため2,500万円まで⽣前に移すことがで
きます。デメリットは、上記の通り暦年課税に変更できないことであり、また贈与者に相続が起き
た場合に他の相続⼈に贈与の事実を知られる可能性が高いためトラブルになることがあります。
そして、この制度においては贈与された財産額は相続税の計算上、贈与時の⾦額で加算され
ますので相続税の発⽣の有無を検討し活⽤しませんとデメリットにもなることがあります。

オーナー様から、「まとまった⾦額を贈与したいが何かいい
制度が知りたい」と相談がありました。

将来的に相続税の発⽣がなく、相続⼈間にバランスよく
贈与したり、トラブルが起きないことが想定されるならば、
相続時精算課税制度の活⽤が良いかと思います。ただ
し、贈与契約書の準備や贈与した年の翌年3月15日
までに制度を選択する旨の届出書と申告書の提出が必
要ですのでご注意くださいとアドバイスしています。相続が
起きた後にこの届出と申告を⾏っていないというケースも
⾒たことがあります。⼤変な追徴課税がでますのでしっか
り対応したいところですね。

Q

A



不動産ソリューションコーナー
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監修︓株式会社船井総合研究所

「市場動向を知り、早めの空室対策を︕」
2021年の繁忙期に向けて、早めの準備が必要で
す。業界ニュースでは、コロナ禍での⼈気設備ランキ
ングをご紹介しましたが、オーナー様それぞれの物件
の⽴地、間取り等によって、⼊居者ターゲットは⼤きく
変わります。これから起こる⼊居者動向を抑え、いち
早く満室経営に向けた対策を打っていきましょう。

2021年、想定される入居者動向

日本市場はコロナ禍より少し前から、不況期に突
⼊していると言われています。2021年の賃貸市場
の繁忙期は、リーマンショック前後の状況とも重なる
とも言われています。実際にどんなことが起こるのか、
市場のデータをひも解きながら説明したいと思います。

【法⼈需要】
特徴的なのは、法⼈需要の減少です。左上の有
効求⼈倍率の推移を⾒ていただくとわかると思いま
すが、不況期には有効求⼈倍率が下がり、法⼈関
連の賃貸反響が減る傾向が出てきます。

【学生需要】
不況期には、学⽣の「⾃宅通学者⽐率」が上
がっているのがわかります。国公⽴はあまり影響を受
けていませんが、私⽴に関しては年々「⾃宅通学者
⽐率」が高まる中で、2021年の繁忙期も影響があ
りそうです。

【購入などによる転居】
⼀般世帯の持ち家⽐率は、横ばいで不況期前
後であまり変わっていません。既存の⼀般世帯ニー
ズは、ある程度堅調に推移していきそうです。

⼊居者のニーズは年々多少の変化はありますが、
2021年はより⼤きな変化がありそうです。
特にコロナ禍で、先が⾒えづらい賃貸市場の中で、
この1月〜4月の⼊居シーズンを満室への絶好の機
会にするために、ぜひ事前の対応を強化していきま
しょう︕

持ち家⽐率の推移

出典︓⼀般職業紹介状況（職業安定業務統計）厚⽣労働省

出典︓日本学⽣⽀援機構

出典︓総務省統計局 持ち家世帯率の推移-全国（昭和43年〜平成20年）



１２/２７（日）、１/１０（日）
１/１７（日）、１/２４（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!
1２〜1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

お問い合わせ先
賃貸管理課

株式会社フィット

店舗情報

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？

〒771-0130 徳島県徳島市川内町
加賀須野1069-23

〒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

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

お問合せは

各SNS更新中!


