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新年、明けましておめでとうございます。今年はコロナ禍
で迎えた年末年始ということで、例年とは違ったお正⽉を過
ごされた⽅も多いかもしれません。
昨年は、コロナにより⽇常⽣活にも⼤きな⽀障が⽣じるな

ど、予想だにしない事態が⽣じた1年となりました。弊社とし
ても⼀刻も早い事態の終息を願うところでございます。
フィットは創業12年を迎えようとしています。これもひと

えに皆さまのご愛顧の賜物と深く感謝いたしております。
コロナは私達に様々な変化をもたらしました。世界では再

⽣エネルギーが注⽬を集め、SDGs、ESG投資の動きも加速
しています。個⼈としても、「どこに住み、どう働き、どう
⽣きるべきか」か問いかけられています。
当社は、ミッションである「暮らしの豊かさを新しい常識

で」のもと、エネルギー消費を実質０にする住まいの供給と
同時に、個⼈がエネルギーを創造することで「豊かになり社
会貢献もできる」ことを、これからの新しいライフスタイル
として広めたいと考えています。
今後も新たな常識を創出し、豊かな⼈⽣を提供できるよう、

「サステナブルな社会の実現」を⽬指し、⽇本の新しい「エ
ネルギー供給」と「くらし」の仕組みづくりに社員⼀丸と
なって挑戦を続けてまいります。
本年もスタッフ⼀同、オーナー様のお役に⽴てるよう頑

張って参りますので、何卒宜しくお願い申し上げます。

新年のご挨拶

産田 みち子廣瀬 達史 副島 康弘 池田 小百合仁田 眞子

資産と負債について

基本である『資産と負債について』の考え方・実践
者としての意見をずばり！一問一答形式の対談を通
して、分かりやすくご紹介しています。

⼀問⼀答対談シリーズ①
『資産と負債について』
動画はこちら▶

株式会社フィット
代表取締役 鈴江崇文

本年も宜しくお願いいたします

おすすめ動画のご紹介
お金のプロであるファイナンシャルプランナー
中村 幸平氏と株式会社フィットのCEO鈴江崇文
の一問一答対談シリーズ。

キャッシュフロー・クワドラントとは？

動画では普通の人⇒お金持ちへ、真の経済自由人になる
ために、実践家はどう進んだのか？サラリーマンなど、
普通の人が、どう進むべきなのか？キャッシュフロー・
クワドラントを用いて、ご紹介しています。

⼀問⼀答対談シリーズ②
『キャッシュフロー・クワドラント
とは？』
右側へ⾏く
具体的な⼿法
動画はこちら▶

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、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。

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

メルマガの
登録はこちら

経済的に豊かに生きるためのFit通信
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メールマガジン配信中

⼈類は今、コロナによって苦しめられていますが、その中から、新た
な常識が⽣まれ始めています。リモートワークが⼀般化され、満員電
⾞にゆられることなく、家で誰とでも打ち合わせができる時代、まさ
にニューノーマル（新しい常識）の、時代が到来しつつあります。
令和版の新しいビジネススタイル、新しい⽣活スタイルとは何か？
そのような時代の中で、私たちが⾃由に⽣きていくための選択肢とは
どのようなものなのでしょうか。

第一号

『お⾦』についても、新しい常識が芽⽣えつつあります。
『FIRE』という概念をご存知でしょうか？
若いうちからお⾦に縛られない、⾃由な⽣き⽅を実現する、という
ものですが、⽇本では困難となるハードルが多いのが実情です。
だからこそ私達は、⽇本⼈だからこそ実現可能な【⽇本版FIRE】、
さらには【フィット版FIRE】を提唱していきたいと考えています。
キーワードは、【0円⽣活】【0円住宅】です。

第二号

この数年、とても気になっているのが『耕作放棄地問題』です。
「農業はむずかしい、儲からない」「農地法や農業委員会など、縛り
やハードルが多い」周りからはできない理由の声が少なくないのが実
状です。
でも、新しいサービスっていつもそんなもので、みんなが「いいね」
というサービスにはイノベーションは起こりませんよね。
『できるかできないかの前に、こうしないといけない、もっといえば
⾃分がこうしたい、そこから新しいものは⽣まれる』と信じています。

第六号

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

バックナンバーは
こちらのブログから
ご覧いただけます

バックナンバーのご紹介



2021年コロナ禍における
繁忙期の学生入居者
ニーズの大きな変化

コロナ禍で、賃貸に⼊居する学⽣⼊居者に⼤きな変化が出てき
ています。今回は、2020年の振り返りとして、賃貸⼊居者のニー
ズの変化についてご説明したいと思います。繁忙期に向けての対
策を考える上での参考にしてください。

【⼤学の授業の実施⽅針に変化】
新型コロナウイルスの影響から、全国の⼤学で、授業の仕⽅が
⼤きく変わってきています。もともと通常の対⾯授業が基本で
あったところに、密を避ける⽬的でオンラインを使った遠隔授業
を取り⼊れる⼤学が⾮常に増えてきました。
⽂部科学省による全国の⼤学でのアンケート調査を⾏ったとこ
ろ、⼤学における授業の実施⽅針は、完全対⾯授業が19.3％に対
して、オンライン‧対⾯の併⽤が80.1％と⼤多数を占めます。併
⽤の考え⽅をみますと実験や少⼈数クラスのみ対⾯で実施し、通
常授業等はオンラインの⼤学がほとんどであることから、⼤学近
隣に物件を借りる必要性が減少しています。
在校⽣にとっては、授業の実施⽅針が変わり、アルバイトがで
きる飲⾷店などが減っている実情の中で、そのまま住み続けるか、
近県であれば実家に戻るかの選択肢になり、退去するケースも出
てきています。新⼊⽣にとっては実験などの対⾯でなければでき
ない授業が多い学部は下宿率が上がるが、そうでないオンライン
で⾏える学部は下宿率が下がる傾向になってきています。

【新型コロナ前から⾃宅通学率上昇】
新型コロナウイルスの影響がある前の段階から、⼤学で
の⾃宅からの通学者⽐率（国⽴、公⽴、私⽴での違いは⼤
きい）は上がってきていました。
国⽴、公⽴では、ここ20年、⾃宅通学者⽐率は⼤きく変

動していませんが、私⽴はリーマンショック後のタイミン
グで増加し、そのまま景気が回復しても上がり続ける傾向
にあります。
上記と合わせると、⼤学でも私⽴、またオンラインでも
授業ができる学部学⽣に関しては、来年の繁忙期の顧客数
が伸びない傾向にあると思われます。⼤学の授業⽅針で、
考え⽅は⼤きく変わりますが、厳しいと予測できる物件の
オーナー様は、在学⽣‧新⼊⽣ともに、⼊居を促進する
キャンペーンなどを積極的に⾏うか、別のターゲットへの
変更について考慮する必要があると思われます。思い当た
るオーナー様は、ぜひご相談いただければと思います。

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

※調査期間 令和2年8⽉25⽇〜9⽉11⽇

【令和2年7⽉1⽇時点の状況からの推移】



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③

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

さて、前々回は、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、
不動産活⽤が難しくなると説明しました。そして、前回は、認知症が進⾏してから契約を⾏い不動産活⽤を
する場合、法定後⾒制度では専⾨職が関与し、その報酬負担や財産管理⽅法に制約があることなどから、デ
メリットもあり要注意、という話をしました。
それでは、認知症になる前であればどのような対策があるのでしょうか？いくつか⽅法が考えられますが、
今回は、以下の２つの⽅法を説明します。

①任意後⾒制度の利⽤
こちらは、あらかじめ公正証書で、⾃らの後⾒⼈となるべき者を契約により定めておくことで、後⾒⼈を

（裁判所が決めるのではなく、任意に）決めることができるというものです。
法定後⾒：後⾒⼈は裁判所が決める
任意後⾒：後⾒⼈は⾃分が契約で決める
ただ、こちらを利⽤すると、誰を後⾒⼈とするか、その後⾒⼈の権限も法定後⾒に⽐べると柔軟に決めるこ
とができるのですが、結局、後⾒監督⼈という後⾒⼈を監督する⼈が裁判所に選任され、この監督⼈に弁護
⼠等の専⾨職が選任され、その報酬がかかってしまうことも少なくありません。

② ⺠事信託
最近では、家族信託と呼ばれることもあり、こちらの呼び⽅の⽅が馴染みがあるかもしれません。
信託というと少し馴染みがないかもしれませんが、ごく簡単にいうと、財産をもっている⼈が財産の管理
を委託し、管理によって⽣じた収益を受け取る制度です。
財産管理を委託した⼈（不動産の所有者）を「委託者」、委託者から委託を受けた⼈を「受託者」、委託
した財産から⽣まれた利益を受け取る⼈を「受益者」といいます。
この信託制度を使う場合には、オーナーご本⼈の判断能⼒がなくなっても、受託者が引き続き不動産など
の財産管理を⾏うことができますし、その委託する財産の範囲や管理する⼈が誰か、その報酬も含めて柔軟
に設定できますので、最近では⺠事信託を利⽤するケースも増えているようです。
ただ、こちらについても、⺠事信託に対応する専⾨職（弁護⼠‧司法書⼠）が必ずしも多くなかったり、
税務上の損益通算の問題や税務申告の⼿間が増えるなどして、専⾨家への費⽤が加算されることなどもあり
ます。そのことから、⼗分にメリット‧デメリットを検討した上で利⽤する必要があります。

委託者：財産管理を委託する⼈（オーナー）
受託者：財産管理を委託された⼈（親族等の信頼できる⼈）
受益者：財産管理による収益を受領する⼈（オーナー⾃⾝やご親族等）

このように、認知症が進む前であるといろいろと対策の選択肢はあるのですが、認知症が進んでからでは
上記のような⽅法も採ることができなくなります。実際に、認知症が進んでからご家族がご相談に来られ、
対応策は法定後⾒の申⽴てしかなかったケースもありますので、早めの認知症対策を進めて⾏く必要があ
ります。
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（例：⽗）
委託者

（例：息⼦）
受託者

（例：⽗）
受益者

監視‧監督権

受益権

遺⾔‧信託契約



相続相談コーナー

資産関連の税務情報
～贈与税について③～
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監修︓税理⼠法⼈タックスウェイズ

オーナー様から、「結婚して⻑くなるので妻に⾃宅を
贈与したいが税⾦は⾼いのか？」と相談がありました。

若いうちに購⼊したマイホームもローンの返済が終わ
り、奥様にも苦労を掛けてきたからと「おしどり贈
与」を使って、ご⾃宅を2,110万円分贈与される⽅は
少なくありません。奥様への感謝の印として儀礼的に
⾏い、同時にご主⼈の相続税対策も⾏えるということ
から⼀般的な税務対策としてよく検討されることが多
いです。結婚してから20年を過ぎていれば、他に難し
い判断はいりませんので使い勝⼿もよいですよ。

Q

A

今⽉も引き続き、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。

【贈与税の税制優遇は親族間に限られます】
贈与税では、暦年贈与制度や相続時精算課税制度の他に税務上の優遇を受けられる特例制度を
設けておりますが、この優遇は親族間に限られています。主な制度は次の４つです。
①夫婦間の居住⽤不動産の贈与税の配偶者控除
②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
③直系尊属から教育資⾦の⼀括贈与を受けた場合の⾮課税
④直系尊属から結婚‧⼦育て資⾦の⼀括贈与を受けた場合の⾮課税
とされ、今回は①のいわゆるおしどり贈与をご紹介します。

【夫婦間の居住⽤不動産の贈与税の配偶者控除について】
この制度は、「おしどり贈与」とも呼ばれており、婚姻期間が20年以上である夫婦間において、

居住のための不動産や居住のための不動産を買う資⾦について贈与があった場合に、基礎控除
110万円に上乗せ2,000万円までを課税対象から控除できるというものです。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が必要です。

【メリット‧デメリットについて】
メリットは、⾦銭だけでなく、不動産の持分として2,110万円まで⽣前
に移すことができます。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、不動産の持分などを贈与する場合は、移転コストが⼤き
くなることがあります。必要コストには不動産登記の際の費⽤や不動産
取得税などがあり、これらのコストを試算した上で実⾏したいところです。
そのため新居を購⼊する際の資⾦贈与の⽅が資⾦効率が良くなります。

国税庁タックスアンサーの
相続時精算課税の解説

6
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借入を返済し続けられるか？

繁忙期前にチェックしましょう

業界ニュース

7 監修：株式会社船井総合研究所

今から2021年の春にかけて、⼊居が多くなるシーズンです
が、全国的にはコロナ禍の影響で新規⼊居が厳しくなるエリ
アも出てくると思われます。例年にない状況の中で、積極的
な⼊居対策を進めているオーナー様も多いと思いますが、も
し⼊居が思うように進まず収⼊が追いつかない場合は、⾚字
にならない対策も必要になります。

左の図をご覧ください。

こちらは築15年が過ぎた、あ
るオーナーの経営状況をみた
ものです。
実は、税引き後⼿残りを⾒る
と、最終的に⼿元に現⾦が残
らない経営になっていること
がわかります。

なぜ、このような状況になる
のでしょうか？

実は主な要因は、下記の4つ
です。

あるオーナー
の経営状況

賃貸事業収支計画 単位：万円
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１６１９４
税引き前手残り

１８８ １９４
（A)-（D)

-４２３

（A)

元金返済
-２２７ -３３０ -３３０

（D)
-２８４

６８３

０

４７８

１１７

６２５
営業利益

４１５

１００７０２９

（A)-（B)

税金
０

（C)

５３４４７６ ２９７３７５１９２

-１４９
（B)

課税所得
-１３３

-１４９-１４９ -１４９-２８６

６８３
（A)

減価償却費
-５４８

４７８
営業利益

４１５

-４１５ -２１０-２６８

８９３

支出
固定資産税・管理費・借入利息

修繕費・広告料等

-４７８

８９３８９３８９３
収入

賃料・共益費・駐車場代

礼金・更新料等

８９３

④⇒

②⇒

①⇒

③⇒

①⼊居状況の悪化、⽼朽化による賃料減額での収⼊減少
②設備等の減価償却の減少による、実質的な所得税の上昇
③借⼊返済が進む中で⾦利分の減少‧元⾦分の増加による、実質的な
所得税の上昇

④建築当初、想定した返済計画が上記①の変化により破綻してきている

特に、この⼊居シーズンは①②での空室対策に⽬がいきがちですが、③④を改善しておかないと、
どんなに⼊居状況を改善しても⼿元に現⾦が残らない、といったことも出てきますので注意が必要
です。

経営困難になったら…⼿元に現⾦が残りづらいと感じたら…
リスケジュールを検討しましょう！

リスケジュールは、⾦融機関などに相談し、ローンの組みなおし（借⼊期間の延⻑）や⾦利の引き
下げを⾏うことです。実際には⾦融機関によって対応や考え⽅が違う為、賃貸管理会社と連携し⾦
融機関に相談するのが⼀般的です。
⼊居シーズン対策の⼀つとして、ぜひご検討ください。

賃貸事業収支計画

単位︓万円

今一度確認しておきたい、リスケジュールとは



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

✔
✔
✔
✔
✔

1～2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

1/24（日）・1/31（日）
2/7（日）・2/14（日）・2/21（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!


