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単身入居者が
亡くなった場合の対応

『資産に関わる税務の基本』
もう誰にも聞けない
相続税の基本⑥

今が、“売り時!?”
アパートマンション
高値売却のポイント

管理物件
入居率
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※2021年10月末時点

賃貸オーナー様のためのお役立ち情報誌

コロナ禍での「在宅時間増加」により
入居者賃貸ニーズが変わった！



今月のおすすめ動画のご紹介
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目指せ！夢のオーシャンビュー
【淡路島移住×０円平屋】プロジェクト始動！

いま移住先として人気の淡路島！淡路島の魅力はな
んといっても関西の大都市圏にも通勤で通えるほど
近いのに、海に囲まれた自然豊かな環境！そんな最
高の環境で企画しているのが、０円平屋プロジェク
トとのコラボ企画。旅行先に選びたいような素敵な
場所で、好きなときに仕事をする。しかもコストは
限りなく０円に。そんないままでの常識を変える、
ライフスタイルにチャレンジします！

【突撃レポート】スマート農業施設
『アグリッチハウス』とは

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

賃貸管理スタッフのご紹介

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

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

いつもお世話になっております！

動画はこちら▼

フィット流のスマート農業として、農業のカタチづ
くりにチャレンジしている施設園芸×ソーラーのハ
ウス「アグリッチハウス」を突撃現地レポート！
耕作放棄地の活用、そして『稼げる農業』として、
農業収入と発電事業の収入、ダブルの収入で安定し
た経営を目指します。キクラゲ栽培やいちごやトマ
トの様子もご覧いただけます。本当に稼げるの？作
物は育つの？そんな方はぜひご覧ください！

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 売却

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：株式会社船井総合研究所4

賃貸管理コーナー

昨年からの長引くコロナ禍により、在宅ワーク・在宅学習が一般化してきています。
賃貸住宅の入居者さまも、感染防止のため、外出を控えて在宅時間が増えており、日々過ごす部屋
に対しての不満や不便さを感じることも増し、新たなニーズも出てきています。今回はそのあたり
の、時流の変化について解説します。

コロナ禍での
「在宅時間増加」により
入居者賃貸ニーズが変わった！

【コロナ禍にて賃貸住宅での不満・不便なこと】
賃貸住宅に住む入居者さんの悩みや不満については各種アンケートなどが出ていますが、いくつ
かのアンケートから集約してみると、不満・不便な事は、大きく以下の３点があげられました。

上記については、今回のコロナ禍において発生した不満というよりも、もともと感じていた不満
や不便さが、在宅時間の増加によって、より一層顕在化され、意識するようになってきたと思われ
ます。
さらに間取りや仕様については、昼間の在宅時間が長くなることで、コロナ前は気にしなかった
ものが、不満として顕在化したケースもあります。特に間取りについては、単身以外の入居者さま
で、例えば仕事をする部屋がない、おちついて勉強するスペースがない、リビングやダイニングで
仕事や勉強をする、その結果、家族の居場所に困るなどという声もよく上がっています。
また、当然どの世帯も在宅時間の増加により、音に関してのトラブルも増えています。近隣道路
からの騒音や、周辺地域での活動音など、また外部からの音だけでなく、同じ物件内のテレビ音や
家事の作業音なども気になってきています。

【コロナ禍に合わせた賃貸物件・部屋づくり】
上記のことで、引っ越しを考える入居者さまも増加傾向で、既存の入居者さまの長期入居のため
にも、また新しい入居者さまを確保するためにも、入居が決まる部屋づくりをしていきたいもので
す。以下は最近の事例をお届けします。

いつ明けるかわからないコロナ禍の状態から、また明けたとしても新たな生活習慣が身について
いる状況下で、長期入居対策や空室対策として、改めて新しいものも取り組まれていく事をおスス
メします。上記のようなことでご相談等ありましたら、ぜひお声がけください。物件の性質や、地
域性などから、より良いアドバイスをさせていただきたいと思います。

①有害物質の持ち込み対策 →部屋外の収納スペース、コロナ専用の抗菌消毒など
②家事のストレス軽減 →24時間ゴミBOX、食洗器取付など
③ステイホームの楽しみを増やす工夫 →庭やベランダなどの有効活用ができるスペースづくり
④在宅勤務、学習ができる工夫 →収納可能な折り畳み机の設置、机・椅子置ける空間づくり
➄物件の清潔さ →屋根・外壁の高圧洗浄、表層リフォーム（クロス、床など貼替）、設備交換

①部屋が狭い → 収納スペースが狭い、家具がおけない、ゆったりできない
②古さや汚れが目立っている → 壁・床など部屋自体、設備などが古く汚れている
③間取り・仕様が使いにくい → ダイニングキッチン、ユニットバスなどが暮らしにくい



単身入居者が
亡くなった場合の対応

業界ニュース

監修：弁護士法人一新総合法律事務所
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「単身の賃借人が亡くなったので、残された家財など
を処分してよいか」というご相談を受けることがありま
す。
賃借人が亡くなったのだから賃貸借契約も終了するの
ではないか、終了するのだから残置物を処分してよいの
ではないか、と考えられる方もいらっしゃるかもしれま
せんが、そう簡単ではありません。賃借人が亡くなって
も賃貸借契約は終了せず、亡くなった方の相続人が、賃
貸借契約や残置物の所有権を相続することになるからで
す。
このことから、賃借人が亡くなられた後には、相続人に連絡を取り、賃貸借契約を解除する必
要がありますし、解除した上で、部屋の中の荷物などの残置物を相続人の承諾を得て処分するな
どの対応が必要となります。原則として、勝手に処分することはできません。他人のものを勝手
に捨ててはいけないからです。
しかし、ここで問題となるのが、下記の点です。

１）相続人から契約解除や残置物の処分に協力が得られない
２）そもそも相続人が誰かがわからない
３）連絡先がわからない

こうなると、次の退去を完了させて次の入居者を募集することができませんので、困ったこと
になります。
このような問題に対処するための一つの対策方法として、国土交通省と法務省が提供する「残
置物の処理等に関するモデル契約条項」を利用することが考えられます。
「残置物の処理等に関するモデル契約条項」というのは、「賃貸借契約とは別に、賃借人と受
任者との間で締結する残置物の処理等に関する契約」です。あらかじめ賃借人が亡くなったとき
に備えて、契約解除や残置物処分を行う受任者を決めておく、というものです。賃貸借契約とは
「別に締結する契約」というところがポイントです。
この契約を結ぶことにより、亡くなった後の契約解除に関する、事務と残置物の処理事務につ
いて、あらかじめ特定の受任者に委託しておくことにより、スムーズになくなった後の処理を行
うことができます。
この残置物の処分などを行う「受任者」ですが、賃貸人が受任者になることは避けるべきと考
えられており、賃借人の親族や、親族がなることが難しい場合には、居住支援法人や管理業者等
が受任することも想定されています。
今後は、単身入居者が入居中に亡くなるケースも増えていくと考えられますので、適切な準備
をして対応していく必要があります。



相続相談コーナー

資産に関わる税務の基本
～誰にも聞けない相続税の基本⑥～

相続税の基本の６回目です。今回も相続税がかかる場合の具体的な計算についてみていきます。
前回は２ステップの計算方法のステップ１をみてきました。今回は最終税額までの計算をみてき
ましょう。
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≪相続税の総額を計算したら≫

（１）相続税の総額を次の計算で各相続人に按分します。
相続税の総額×各人の課税価格÷課税価格の合計額
＝各相続人の税額
各相続人が取得した財産金額の割合で割り振っていきます。
前回の計算方式により相続税の全体金額をあらかじめ算出し、
再度分配するという2ステップの計算方式をとっています。ややこしいですね。

（２）各相続人により各種控除などの計算をします。
各相続人の税額に下記のような加算、減算するものを調整します。
－配偶者の税額軽減 ＋孫などへの2割加算
－未成年者控除 －障害者控除 など
このほかに相続時精算課税制度で支払った贈与税がある方は上記の計算の残額まで控除ができます。

監修：税理士法人タックスウェイズ

≪相続税計算のまとめ≫
（５）各相続人の税額を合計し、相続税の総額を出します。
（６）各人の取得した財産の金額で按分します

（各人課税価格／課税価格の合計）
（７）配偶者の税額軽減などの控除などを各人に適用し計算する。
（８）控除後の各人の税額を納付する相続税とします。

実際の申告作業に携わっていますと、この計算方法はご相続人になかなかご理解いただけない
ことも多いため、いまだに説明には苦慮しています。
まずは、財産の評価、そしてそれらをすべて合計して財産総額を算出する。それを「法定相続
分」で一旦分けて税率を乗じて、再度合計する（ステップ１）。そして上記のステップ２へ進み
ます。財産の漏れがあったりしますと最初から計算し直しになります。一度、試算されてみると
計算の流れがよくわかりますのでお勧めいたします。
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今が “売り時！？”
アパートマンション高値売却のポイント

不動産ソリューションコーナー

監修：株式会社船井総合研究所

２０２１年７月１日、相続税や贈与税の算定基準となる２０２１年の路線価が
発表になりました。全国的には０.５%下落し、６年ぶりに前期比マイナスと
なりました。
【参考：国税庁HP】 https://www.rosenka.nta.go.jp
一方で、コロナ禍での全国的な賃貸物件の売買市場は活況を取り戻しつつあ
ります。オーナー様にとっても一つの選択肢として当たり前になってきた、
売却市場をひも解きます。

多くのオーナー様にとって、自分の所有する物件がいくらで売れるのか、というのはあまり身近な話
題ではないと思います。多くの場合、何度も売り買いするようなケースは少なく、よっぽどのことがな
ければ物件価格を査定する、ということも少ないでしょう。そもそも、取引の基本ですが、売りたい方
と買いたい方、双方の折り合いがついて、初めて価格が決まります。ですので、いくらで売れるかは、
結局のところ、最終的に買い手がつくまでわからない、というのが売却の難しいところです。一般的に
は、地域でのある程度の相場の利回り（購入者にとって、どれくらいの収入があるか？）はありますが、
実際は物件の状態などによっても大きく変わります。結局のところは最終的に、『あなたの物件をその
値段で買いたいと思う方に出会えるか』というところがポイントになってきます。

高値で売却するには？知っておくべき売値の考え方

高値売却も可能！？上手な売り方を考える

収益物件については、購入者の立場に立つと
大事なポイントは大きく２つです。
『①買いたい価格かどうか？』
『②買える価格かどうか？』
買いたい価格とは、相場に合っていたり、お
得だったり、というところはもちろん多くの購
入者に歓迎されるポイントですが、場合によっ
ては相続対策で、ある程度の価格で買いたい、
物件を買い替えるため、買換え前の物件よりも

売れる価格

①買いたい価格
相場、お得、相続税対策

②買える価格
ローンが通る
現預金残高など

条件が良ければいい、といったケースもあります。買える価格というのは多くの場合、ローンが通りやす
い価格かどうか、ということになります。顧客は限られますが、購入時に現金の比率が高かったり、そも
そも属性が良い方の場合、ここはあまり関係がない、ということになります。
こういったことから高く売却しようとする場合、対策は大きく２つになります。『①相場、お得に見え
るよう、日々の経営の中で高い賃料で貸せる対策をしておく』『②売却期間に余裕をもって、自分の物件
を高く買ってくれる顧客を探す』ことです。②については、早期で売却したい場合はなかなか難しいです
が、余裕をもって取り組める場合、賃料収入を得ながら、希望の利益・価格で売却することができ、リス
クもほとんどない、ということになります。いずれにしても、高値売却に越したことはありません。普段
から、ご自身の物件価値が高くなるよう、対策を打っていきたいものです。
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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

１１～１２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

11/21（日）・11/28（日）
12/5（日）・12/12（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 空室買取


