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売れずに困っていませんか？
土地買います！

管理物件
入居率
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４月号

フィット賃貸

※2022年2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！
「建物減価償却」について

コロナ禍でこう変わった！
生活環境の変化と賃貸特需



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！

デマの裏には陰謀論？太陽光発電の
2大デマが広がった背景を検証

脱炭素の動きが加速する中、太陽光発電所が環境
に悪い、という間違った情報は少なくありません。
・製造時に大量のエネルギーを使っている
・廃棄時に大量のゴミになる
この2つの情報に関して、論理的に正しい情報を
知ってもらいたいということで、住宅断熱分野の
プロである松尾設計室代表の松尾和也氏と2つの
情報を検証してみました。

建て替えvsリフォーム、どっちが
賢い選択？実質０円建て替え計画！

昨今の電気代上昇と断熱性能の低い家は、あま
り相性がよくありませんよね。エアコンを高い
温度設定にしてもなかなか芯から温まることは
できず、さらに石油ストーブをつけたり、電気
カーペットを使ったり。今回の動画を見ていた
だくと「え！こんな選択肢があったなんて」実
質0円でこれからの生活が一変する答えが見つか
るかもしれません！

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▼
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tintai@fit-group.jpメールアドレスはこちら

売れずに困っている土地はありませんか？

ずっと売れずに困っている

□ 囲繞地、雨漏れ、傾きがある
□ 土地の形が悪くて売れない
□ 古い建物がある
□ 全室空室の賃貸住宅

□ 草刈りなど管理に困っている
□ 相続したばかりで
どうすれば良いか…

□ 残存物多有のアパートや戸建て
□ 固定資産税がもったいない

こ の よ う な 方 は ご 相 談 く だ さ い

査定無料 秘密厳守 だから安心

土地 中古物件

まずはお気軽にお問合せください！

✓
✓

✓
✓

✓
✓
✓
✓
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新型コロナウイルスは私たちの生活にも変化を起こしました。コロナ禍で生活環
境も変化したことにより、賃貸物件に対するニーズも変ってきています。今回は
コロナ過が影響した生活環境の変化と賃貸需要についてまとめました。

賃 貸 管 理 コ ー ナ ー

～コロナ禍でこう変わった！～

生活環境はどう変わったか

現在はコロナ禍の影響で賃貸特需が一部で起きていると捉えられますが、今後
はwithコロナの視点で考えなければ、空室が続くことになり兼ねません。人気
の賃貸物件にするためにリモートワークに適した物件が求められます。そのた
めには次の５点を踏まえて部屋作りをする必要があります。

コロナ過で求められる物件とは？

傾向として単身者が減り同棲カップルが増えている傾向にあります。最近はカッ
プルの借り手が多くなっており、リモートワークによって話し相手を欲する人が
増えている事が要因の一つとされています。また、リモートワークが増えたこと
で景観の良い地域や広い間取り条件の物件に住むことも可能になり、都市部では
なく地方の物件を選択する人も増えています。条件が合う物件は需要が高まって
いる様子です。またオフィス賃貸の空室率はまだ上昇すると予想されています。
勤務する場所を会社以外でも選べるようになった影響か、オフィスの賃貸需要は
減少しており、今後も空室率は上昇すると考えられているためです。

コロナ禍による
生活環境の変化と賃貸特需

■防音
外や隣近所の音、子供の声などが気になって引っ
越しをするケースは少なくありません。そのため
防音性の高さは重要です。



引越しの繁忙期を避けようと、6月から8月頃に引っ越しされる方も少なくあり
ません。早めにニーズに沿った部屋を完成させておく必要があります。引越し
のオフシーズンはオーナーが条件を再設定しやすい傾向にあります。一般的に
移動の少ない6月から8月は引っ越し費用を安く抑えられますし、オーナー側も
部屋の家賃や賃貸条件も再設定しやすいので、そこを狙ってリモートワークを
する人からは引っ越しシーズンとして人気なのです。

5監修：全管協総合研究所

■部屋数
集中して仕事をするために、仕事専用の部屋が欲しいと考える人が多いです。仕
切りを作るなどして、部屋数を増やすことが可能になるような対策が大切です。

■間取り
音が気になりにくい採光の良い角部屋は人気が高いです。さらにコンパクトに設
計されることの多い北向きの部屋もリモートワークに向いています。

■ネット環境
ネットの接続環境は仕事の生産性に直結するため重要なポイント
です。高速なネット環境が整っている物件は需要が高いです。
一度ネット設備環境も確認することをおすすめいたします。

■書斎スペース
リビングの一角に書斎スペースがあったり仕事場として使える
共有フロアがある物件も人気です。

6月～8月は動き有り

アパートやマンション経営で大事にするのは世間のニーズに合わせる事です。
世間のニーズは絶えず流動しています。コロナウイルスの影響はまだ続きます。
リモートワークを始め働き方の変化に合わせた物件が求められますのでニーズ
を絶えずキャッチして対策していきましょう。

正確なニーズ把握をしましょう
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減価償却が必要になるのは次の2つのケースです。

賃貸経営オーナー様が覚えておくべき！

「建物減価償却」について
減価償却が必要になる場合は？

不動産を売却する際は不動産の譲渡所得、つまり不動産を売却して得た所得を計
算する際に減価償却が必要になります。特記事項としては建物と土地を分ける
ケースについては減価償却の計算をする際は建物と土地を分けます。建物と土地
を一緒に購入した場合は不動産の売買契約書で建物の取得費を確認する必要があ
ります。そして減価償却を算出する際に欠かせないのが建物の耐用年数と償却率
です。耐用年数は税法によって基準が設けられており償却率は耐用年数によって
決まります。耐用年数と償却率は、国税庁のサイトで確認することが可能です。

注意点として土地は減価償却できない事。土地は減価償却できないため、建物減
価償却を計算する際は建物のみの取得費を用いることになります。建物の取得費
がわからないときは不動産会社に確認したり、概算取得費の計算方法に当てはめ
て取得費を算出したりして取得費を算出します。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm

国税庁「減価償却について」

不動産ソリューションコーナー
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監修：全管協総合研究所

なお建物の減価償却費の算出においてこの定率法は適用されません。

・建物減価償却費の計算方法について
まずは建物の耐用年数と償却率を確認します。
例えばRC造りの新築マンションを購入した場合は、次の耐用年数と償却率になります。
「耐用年数＝47年」「償却率＝0.022」建物の取得費と償却率を定額法の計算式に当
てはめます。2010年に2億円で購入した新築RCマンションの減価償却費は以下になり
ます。
瞬時に定額法を用いた計算ができる建物減価償却のシミュレーターを活用するのもお
すすめです。

不動産を売却した際は次の計算方法で譲渡所得を導き出します。「譲渡所得=売却金
額ー（取得費+譲渡所得）」上記の計算方法にあてはめて計算する際は減価償却が用
いられますが、その際に取得費が少なくなり、結果として利益が多くなってしまうこ
とがあります。つまり、支払う税金が増えることもあるため注意が必要です。

不動産売却時は注意を

減価償却費を算出するための方法は定額法と定率法の２種類です。建物の減価償却に
用いるのは定額法のみ。そのため定率法に関しては深く考える必要はありません。

・定額法とは？
定額法は毎年同じ金額の減価償却費を支払う経費の計算方法です。建物と設備におい
ては、この定額法を用いて減価償却費を出します。計算方法としては定額法の公式を
確認しましょう。

定額法と定率法について

取得金額には建物の購入金額だけでなく、仲介手数料や工事代金なども含まれます。

・定率法とは？
定率法は毎年減価償却費が減少する計上方法です。不動産を取得した初年度は、最も
減価償却費が高くなります。計算方法として定率法の公式は次の通りです。



77.6％

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

４～５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

４/17（日）・４/24（日）
５/1（日）・５/8（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


