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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！

廣瀬 達史 産田 みち子 副島 康弘

仁田 眞子

室冨 佳広

二宮 亜由美 清水 明菜

今月のおすすめ動画のご紹介
【ルームツアー】月４.５万稼ぐ！？
30帖の大空間リビングが自慢の平屋

【突撃レポート】小松菜の
水耕栽培で年間120万円稼ぐ！？

現在プロジェクト開発中の『働く平屋』。屋根
には大容量25.48kWの太陽光パネルを搭載！売
電収入で毎月の住宅ローン支払いが実質０円に
なることを目指した住まいです。住宅ローンの
負担が軽くなれば、もっと暮らしが楽しめます
よね。具体的な間取りやCGパースが完成しまし
たので、動画にまとめました。具体的な売電シ
ミュレーションもご紹介していますので、ぜひ
ご確認ください！
動画はこちら▼

新しい農業のカタチづくりにチャレンジしてい
るフィットのスマート農業「アグリッチハウ
ス」の水耕栽培施設を突撃現地レポート！農業
の3K「きつい・汚い・稼げない」を払拭する誰
でも楽に、しかも楽しく稼げる、そんな農業を
目指しています。どれくらい稼げるの？本当に
作物は育つの？具体的にご紹介したいと思いま
す！
動画はこちら▼

LINE
配信中

ぜひご登録く ださい！

メールマガジン配信中
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。

各SNSでも情報配信中！ぜひフォローをお願いいたします

フィット公式
YouTube
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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

戸建賃貸・アパート・マンション など 賃貸オーナーの皆様！

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？

お部屋の

サ ービ ス 実 施いた します !
こ ん な とこ ろに 不具合 が出 てい るか も…
水廻り

階 段

外 壁

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。

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。

排水管の
詰まり

空室対策

コーキングの
ひび割れ

階段の
老朽化

ま ずは 今 の 状態 を確 認 し てお き ま しょ う !

のご相談もお気軽に!!

まずはお気軽にお問合せください！
お問合せは

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。

メールアドレスはこちら

tintai@fit-group.jp
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賃貸管理コーナー

「2021年人気の設備」
ランキング発表！
毎年恒例の、全国賃貸住宅新聞調査「この設備がなければ決まらない」「この設備があれ
ば周辺相場より家賃が高くても決まる」ランキングが、単身物件、ファミリー物件別で発表
されました。今後の物件設備対策に活かしていただければと思います。

【この設備がなければ決まらないランキング】
単身物件は昨年同様に、室内洗濯
機置き場、テレビモニター付きイン
ターフォン、そしてインターネット
無料がベスト３です。
ファミリー物件では少し順位が変
わり、テレビモニター付きインター
フォンが１位に躍り出て、室内洗濯
機置き場、独立洗面台と続きます。
家賃を上げると言われる設備関係
が、ランキングに上位に入ってきて
おり、より良い設備を求める声を感
じます。

【この設備があれば周辺相場より家賃が高くても決まるランキング】
インターネット無料は当たり前と
なり、とうとう高速インターネット
もランクインしてきました。時代の
移り変わりを感じますね。またコロ
ナ禍の影響もあってか、宅配ボック
スもランクインしてきています。

ランキングは時代背景や時流を大きく表しています。
繁忙期まで２か月を切ってまいりました。コロナが明
けるか？第６派が来るのか？まだ先が見えない状態で
はありますが、ぜひ繁忙期前の今の時期に、ご自身の
ご自身の物件状態を確認し、設備交換、設備取り付けなども検討されてはいかがでしょうか？
ご相談等ありましたら、ぜひお声がけください。できる限り、時流や地域性、物件特性を踏ま
えたアドバイスをさせていただきます。
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監修：株式会社船井総合研究所

業界ニュース

人の死の告知に関する
ガイドラインが公表されました
本年10月「人の死の告知に関するガイドライン」が国交省より正式に公表されました。このガ
イドラインは、宅地建物取引業者を対象とするものではありますが、今後宅地建物取引業者はガ
イドラインに沿った対応をすることになると考えられますので、不動産オーナーとしても概要を
確認しておきましょう。
１．作成の背景
これまで曖昧であった心理的瑕疵に関する調査や告知に関して、一定の判断基準を示すことに
より、安心できる取引は円滑な不動産流通を実現するため、とされています。

２ 概要
・宅地建物取引業者が媒介を行う場合、売主・貸主に対し、過去に生じた人の死について、
告知書等に記載を求めることで、通常の情報収集としての調査義務を果たしたものとする。
→言い換えれば、今回のガイドラインで定められたのは、「人の死」に関するものであり、
近隣の暴力団組事務所の存在など、「人の死」以外の心理的瑕疵に関する調査告知義務に
ついては示されていません。
不動産オーナーは、告知書等の記載において、正しく情報提供されることが求められます。
・取引の対象不動産で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死
（転倒事故、誤嚥など）については、原則として告げなくてもよい。
→ただし、長時間放置されて特殊清掃が必要となった場合などは告知義務が生じる場合が
あります。
・賃貸借取引の対象不動産・日常生活において通常使用する必要がある集合住宅の共用部分で
発生した自然死・日常生活の中での不慮の死以外の死が発生し、事案発生から概ね３年が経過
した後は、原則として告げなくてもよい。
→自殺や他殺などがあった場合でも、原則として３年で告知義務がなくなるという基準が
設けられました。これは賃貸借取引についてのルールとなります。（売買には適用なし）
・人の死の発生から経過した期間や死因に関わらず、買主・借主から事案の有無について問わ
れた場合や、社会的影響の大きさから買主・借主において把握しておくべき特段の事情がある
と認識した場合等は告げる必要がある。
これまで同様に重大事案や、買主・借主から質問や問い合わせがあった場合には別途の考慮
が必要です。たとえば、社会的な関心を集めた重大事件の場合に、単純に３年経過したから問
題ない、と判断してはならない、ということです。ほかにも、内容によって判断が微妙な場合
には、弁護士等の専門家に意見を求めるという方法も重要であると考えられます。
▼以上、国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」
を策定しました」を参考としています。
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi̲fudousan̲kensetsugyo16̲hh̲000001̲0
0029.html
監修：弁護士法人一新総合法律事務所
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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⑦〜

相続税の基本の７回目です。今回は、相続税がかかる場合の具体的な計算についての最終回で
す。具体例を使って、どのような試算になるかをみていきます。お手元に電卓がありましたら叩
きながら見て頂ければ、理解が進むと思います。

≪相続人・相続財産の設例≫
【相続内容】
被相続人（夫）、配偶者（妻）、子供（長男、長女）の家族構成で相続人が3人です。
相続放棄者はいません。遺言はなく遺産分割協議で、妻は不動産とローンを取得し
葬式費用を負担、長男には預金を相続することとして、長女は生命保険金を取得します。
【相続財産】
不動産は、土地付賃貸アパートを1棟（相続税評価で1億円）、預金は3,500万円、
生命保険金は1,500万円、債務はアパートローン5,000万円、葬式費用は100万円でした。
※小規模宅地等の特例など不動産評価については考慮していません。

≪計算の流れ≫
相続財産は、生命保険を含めますと、正の財産は1億5,000万円、負の財産は5,000万円となり
ますので、下記の通りの計算となります。
■1億3,500万円＋(1,500万円−1,500万円生命保険非課税)−ローン5,000万円
−100万円（葬式費用）→ 8,400万円
と純資産価額が算出され、ここから基礎控除を引いて、課税価格を出します。
■8,400万円−（3,000万円＋600万円×3人）（基礎控除額）＝3,600万円
妻
子

3,600万円×1/2
3,600万円×1/4

→1,800万円×15％−50万円＝220万円
→900万円×10％＝90万円（子供合計180万円）

と計算され、合計した相続税額は400万円となり、これをそれぞれが取得した財産で按分しますと、
妻
長男
長女

400万円×4,900（1億−5,000万円−100万円）/8,400＝2,333,300円
400万円×3,500/8,400＝1,666,600円
0円

という配分となり、配偶者は優遇税制で同額を軽減されゼロとなります。

∴よって、今回の納税は、長男のみ1,666,600円と計算されました。
いかがでしたでしょうか。実際には、評価金額や特例、優遇税制の適用もあり、かなり複雑にな
りますが、概算把握には上記のような計算で十分です。お役立て頂けましたら幸いです。
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監修：税理士法人タックスウェイズ

不動産ソリューションコーナー

コロナ禍で変わる税務調査!?
相続税の注意点
税務調査は納税者の申告内容が正確なものか、税務署が調査を行うことを言います。例年、税
務調査は９月頃から年末にかけて本格化しますが、コロナウィルス感染拡大の影響により、税務
調査の内容も変わってきているようです。

コロナ禍で変わる税務調査のポイントは
国税庁がまとめた『令和元事務年度における相続
税の調査等の状況』によると、2019年度に行われた
相続税の実地調査件数は10,635件、前年度に比べて
件数は14.7%減っていますが、税務調査1件当たり
の追徴課税は641万円と、12.8%増加しています。
コロナウィルス感染防止の観点から、税務署も調査
時期を限定したり、対面での実地調査の時間を短縮
したりと対策を講じているようです。
調査を限られた時間で効率よく行う為に、多くの

【相続税の調査事績】
『令和元事務年度における相続税の調査等の状況』 国税庁

税金を追徴課税できる先を慎重に洗い出し、絞り込んだ先の調査に専念している可能性があると
言われています。税金の中でも相続税は申告漏れ等により多額の追徴課税をできる可能性が高い
ため、特に注意をしたいところです。

税務調査の実態。気を付けたい申告漏れが多い財産とは！
令和元年では、申告漏れ相続財産のうち、
預貯金と有価証券が全体の43.9%と多くを占
めています。中でも、特に次の①、②のケー
スが多いようです。

①贈与で受け取った財産を、相続財産
に加算していない。相続開始前３年
以内の贈与や、相続時精算課税制度
を利用した贈与等
②名義預金・名義株口座名義は子供
でも実際には被相続人にあたる
親が管理している預金等
相続税の実地調査では被相続人だけではなくご家族の預金口座を、金融機関から情報を仕入れ
て調べる、銀行調査をほとんどの案件で行っているようです。コロナ禍では対面での調査の効率
を踏まえ、入念に調べてから調査に入っていることも考えられます。
もし相続前に大きな金額の出金があるようなら、税務署から使途を聞かれる可能性を考えてお
きましょう。少なくとも過去３年、状況によっては５〜７年の高額の出金があり、例えば被相続
人の生活費や医療費として使ったものなら、使途を説明できる領収書等を保管しておくと安心で
す。
監修：株式会社船井総合研究所
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お部屋が足りません！

徳島の平均

入居率

77.6％ ＜

※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

フィットの

入居率

.4％

※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

空室対策

はフィットにお任せください！

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？

無 料 相 談 会
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
※ご希望の時間帯
をお選びください。

１２〜１月開催日程

12/19（日）
・11/26（日） ①10：00〜12：00
②13：00〜15：00
1/9（日）・1/16 （日） ③15：00〜17：00

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

各SNS更新中!

お問い合わせ先
賃貸管理課
株式会社フィット

お問合せは

088-638-0039

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

