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2 月如月、まだまだ寒い日が続きます。皆さまも寒さ対策、健康管理に十分配慮されお過ごし頂き
たいと思います。
最近の内外情勢での大きな出来事といえば、米国新大統領の誕生でしょうか。トランプ大統領の就任
は 1 月 20 日のことでした。氏の歯に衣着せぬ言動に、米国内はもちろん関係諸国が大きく振り回さ
れている感がします。これまでも、そしてこれからも、米国は国際社会の中核にあり、その経済力、軍
事力など、どれを取っても大きな国です。その国のリーダーの言動ですから、その影響力は良くも悪
しくもかなり大きなものになります。
わが国と米国は大戦後からずっと友好関係を築いており、経済・外交・防衛の面でも協力関係にあ
ります。経済だけを取り上げても、わが国は資源乏しく、これまで原材料を活かし、技術を高度化し、
良質な製品づくりをし、各国に製品を供給するという、貿易立国が我が国のスタイルです。つまり、取
引相手があってこそ成り立つわけです。ところが、新しいトランプ大統領の米国は自由経済に背を向
けるような保護主義色の強い政策を打ち出しています。コメントを聞く限り、あたかも米国が経済で
の一方的な被害者のように聞こえますが、もう一方の面を考えると、安くていいモノを作る国がある
から米国民はそれを手に入れることができるというメリットがあるわけです。大きな一国が保護主
義に向かえば、その他の国も追随して保護主義の方向に向かうことも考えられます。各国が内向きの
経済に入れば、経済活動が低迷していくのではないかと危惧します。自由な市場のもとで、ヒト・モ
ノ・カネ・サービスが世界中を動き回る姿にすべきだと思います。いい材料、部品を使って、いい商
品を手にすることができれば、人々の生活は豊かになります。ＷＩＮ・ＷＩＮの関係を築くためにも、
経済は市場原理に委ねるのが一番だと考えます。相撲に例えれば、米国は何と言っても実力ある「横
綱」なのですから、堂々とした取り組みを演じてもらいたいものです。土俵の大きさや形、ルールを自
分流に変えたりするべきではないと思います。
これから春に向かいます。入学、就職、転勤のシーズンです。ご家族・ご親戚やご友人などの方々に
新生活が芽吹く季節です。私どもは不動産を通じて、皆さまに幸福、安心をお届けしたいと思います。
当社も 2 月 1 日から新年度に入りました。
皆さまの付託に応えることができますよう
努めて参ります。今後ともよろしくお願い
申し上げます。

確定申告に備えましょう

今年も確定申告の季節がやって来ました。
皆様、所得税・贈与税の申告の準備はできていますでしょうか？
確定申告を自分でやるにしろ税理士さんに依頼するにしろ、最
も重要なことは、「収入になるもの」と「必要経費になるもの」の
根拠書類をきちんと準備できるかどうかにかかっています。
そんなわけで、今月は「確定申告のポイント」について再確認し
ていきます。

1

アパート・マンション・駐車場を賃貸している方

不動産賃貸業の方にとって、不動産管理会社からの「賃料精算書」は欠かすことのできない書類です。
当社も毎月「賃料精算書」を作成してオーナーの皆様にお届けしておりますが、１年分ちゃんと揃って
いますでしょうか？もし、紛失されている場合は早めに管理会社に連絡して不足分を取り寄せて下さ
い。また、管理会社に依頼せずにご自分で賃貸管理されている物件については、家賃等の入金されてい
る通帳に「何月分」と鉛筆書きしておいて、手書きやエクセルで「年間集計表」を作成しておくと申告書
に添付する「青色申告決算書」や「収支内訳書」を作成する際に便利です。
必要経費については、領収書やレシートを「青色申告決算書」や「収支内訳書」に記載されている費目
（修繕費や水道光熱費など）ごとに分類してホチキス止めしておくと楽に集計できます。
不動産所得の節税のコツは、
こまめに領収書をとっておき、
きちんと明細をペン書きしておくことです。

2

土地・建物を売った方

譲渡所得は「売却代金−（取得費＋譲渡費用）＝譲渡益」に課税されるので、物件を「売った金額」とそ
の物件を購入した時の「買った金額」がわかる書類が必要です。
具体的には、売った時と買った時の①売買契約書、②固定資産税の精算書、③登記費用、④測量費用、
⑤仲介手数料、⑥立退料等の領収書を揃えて下さい。
親から相続した物件や昔に購入した物件で書類がない場合は、売却代金の５％しか取得費とみてく
れませんので、よく探してみてください。

3

贈与を受けた方

1 月 1 日から 12 月 31 日の間に贈与を受けた方で、贈与でもらった価額が 110 万円を超える場合は、
贈与を受けた翌年の 2 月 1 日から 3 月 15 日の間に贈与税の申告が必要です。
贈与財産が現金ならば、そのままの金額が贈与価額になりますが、不動産や有価証券等はルールに
従って計算した相続税評価額が用いられます。
税務署のＨＰ等にも評価方法が載っていますが、税務署や税理士にお尋ねになって下さい。

4

マイホームを取得した方

サラリーマンの方は、勤務先で年末調整をしてくれるので、原則確定申告は必要ありませんが、借入金
でマイホームを取得した方は、
「住宅ローン控除」
の利用をお奨めします。
初年度のみ確定申告が必要と
なります。
添付書類は①住宅借入金等特別控除額の計算明細書、
②住民票の写し、
③借入金の年末残高証明書、
④売買契約書、
⑤登記事項証明書などです。
取得する家屋によっては追加書類が必要となるので、
詳しくは税務署や税理士にお尋ね下さい。

5

いつもの年より医療費が多い方

入院や手術等の多額の医療費（一般的には年間 10 万円を超える）がある場合は、医療費控除を受ける
ことができます。
医療費控除は勤務先の年末調整ではしてくれませんので、必ず確定申告が必要となり
ます。
自分の医療費だけでなく、
「生計を一にする」
家族の分も合算することができますので、家族の中
で一番所得の多い方で確定申告をすれば、
より多くの税金を還付してもらえます。
領収書は①人別に封筒やクリアファイルに入れておいて、
1 年分を机に広げて、
②病院別、
③日付の順にまとめて分類集計するのがコツです。

6

ふるさと納税をした方

「ふるさと納税」
をした方が還付を受ける場合、
原則確定申告が必要です。
ただし、平成 27 年 4 月以降にする寄付で、年間５団体以下ならば
「ワンストップ納税」
といって、
「ふる
さと納税」
する市町村に
「申告特例申請書」
を提出することで確定申告が不要となります。
確定申告する場合は、所得税と住民税からそれぞれ還付となりますが、
「ワンストップ納税」
の場合、所
得税と住民税の合計額が住民税から控除されることになります。
なお、
ふるさと納税の還付は勤務先の年末調整ではできません。

7

マイナンバーの対応

平成 28 年度の確定申告（平成 29 年 2 月 16 日から 3 月 15 日までにする申告）から、確定申告書に
ご自分の
「①マイナンバーの記載」
と
「②本人確認書類の提示または写しの添付」
が必要となります。
e-tax
（電子申告）
の場合は、
「②本人確認書類の提示または写しの添付」
は不要ですがカードの再登録が
必要です。
申告書類を税務署に持ち込む場合や郵送する場合は、
「②本人確認書類の提示または写しの
添付」
が必要です。

確定申告についてご不明な点がございましたら、税務
署または税理士さんにお尋ね下さい。セイワ地研に問
合せいただいても結構です。
（問い合わせ先）
ソリューション事業部

勝木 龍巳

TEL 092-713-5600

住宅 に 結露 は 大敵
冬は一年中でもっとも結露が発生しやすい時期です。みな
さん、結露を放ってはいませんか？実は、結露を放ってお
くと健康や建物自体に害を及ぼす可能性があるのです。

冬に結露が多いのは外気温の低さや換気が足りないことが原因

ではなぜ冬に結露がおきやすいのか。
その原因は外が寒く外壁が冷たくなっている一方で、室内は暖かく空気中の水蒸気量が多いこと
です。例えば冬は室内で水蒸気を発生するタイプの暖房器具を使う機会が多く、外気が乾燥する
ため加湿器を使う機会も多いです。その結果、冬は室内の湿度が意外に高くなりやすいのです。さ
らに冬は窓を閉め切っている時間が長く、換気の回数が少ないため室内に湿気がたまりやすいの
も原因のひとつです。

放置するとカビが生え、ぜん息など健康面でもリスクが高まる

人間の健康への影響
結露でぬれた壁や床などを放置しておくと、カビが生えます。カビはさ
まざまな病気の原因になり健康面で住んでいる人に害を及ぼします。
例えば、ぜん息の主要な原因物質のひとつがこのカビだと言われていま
す。そしてぜん息のもうひとつの主要な原因物質であるダニが、このカ
ビをエサとしています。そのため、カビが増えればそれをエサとするダ
ニも増えるという悪循環がおこるのです。

次に結露が建物に及ぼす影響
結露によって長期間水分にさらされる状態は、
木でできている部分の多い住宅にとっては大敵。
とくに薄い合板でできている押入の床などは、恒常的に結露にさらされると、紙のようにもろく
なることがあります。また RC 造の住宅でもひび割れから水分が浸入すると同様の心配があると
いわれています。

ここで、簡単でお手軽な結露対策をご紹介！
換気

窓の開け閉めを頻繁に行い、室内の湿気の高い空気を外に排出しましょう。

除湿

除湿機や除湿材をつかって、部屋や押入れの湿度を下げましょう。

暖房器具の
見直し

石油ストーブやファンヒーターなどの燃焼系の暖房器具は、水蒸気を発生させま
す。エアコンやオイルヒーターなど非燃焼系の暖房器具にするのも結露防止にな
ります。

家具の配置

室内に空気が滞留しないようにします。押入れやクローゼットの中も詰め込み過
ぎないようにしたり、スノコをひいたりして空気が循環するようにします。

結露は、
「温度」
「温度差」
「湿度」などが原因で発生します。この３つをうまくコントロールして結露
防止しましょう。
参考：スーモ

http://suumo.jp/journal/2013/01/15/36348/
http://www.ienakama.com/tips/page/?tid=344
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立春

春はあけぼの

やうやう白くなりゆく山ぎは、少し明りて、

紫だちたる雲の細くたなびきたる・・・・・・いとをかし。
枕草子

今年の立春は 2 月 4 日。
12 月の冬至と 3 月の春分の真ん中でまだまだ寒い日が続きますが、暦の上では旧冬と新春の境目にあ
たり、この日から春になります。梅の花が咲き始め、徐々に暖かくなり、春らしさが訪れます。

どんな日？

立春は旧暦の中で始まりを表す日です。中国から旧暦が導入されるまでは日本では
季節の移り変わりから季節を表す「自然暦」という暦が使われていました。暦の上で
は、立春から立夏の日までが『春』となります。前日の節分の日は、冬と春を分ける節
目の日として名前が付けられており、立春は１年の始まりとも言われております。

『立春大吉』
とは？

立春の日に禅寺の門前に張り出されるお札のことで、「厄除け」の意味として古
くから伝わる風習になります。前日の節分の日に豆まきを行って鬼をはらい福を
呼び込むときに、鬼が入ってこないよう厄払いのためのお札とされ、一年の無病
息災を祈る家庭もあるようです。

立春の
縁起物とは？

立春搾り…朝に搾り上がったばかりのお酒を飲んで春を祝います。
立春生菓子…立春の朝にさくら餅やうぐいす餅を食べる風習があります。

http://koyomigyouji.com/24-risshun.htm
http://www.kyosei-tairyu.jp/season/winter/rissyun/80-life.html
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林 明子さんの絵本

一冊

おつきさまこんばんは
はっぱのおうち
はじめてのおつかい
レンタル事業部：浦山 美樹

子育てには絵本の読み聞かせが良いと、保育園や育児書で教わったのをきっかけに、絵本をほぼ
毎日読み聞かせしています。絵本も沢山あるので、選ぶのにも一苦労ですが、図書館へ足を運んで
いくうちに、有名な絵本作家さんを知り、その絵本の素晴らしさに魅了され
ています。中でも林明子さんの絵本は「よい絵本」として紹介される事
も多く、1 歳 9 カ月になる娘の反応も抜群に良いです。
林さんは優しいタッチで丁寧かつ細やかに子供の世界を描かれ
ています。絵本の制作にとりかかる時は、モデルの子供達や舞台
となる場所を写真におさめ、念入りに取材されるそうで、なるほど
文章以上の内容が絵に詰まっています。しばらく絵を眺めて、文で表
現されていない生き物などを発見するのがまた楽しかったりします。
1945 年生まれの林さんは、今年の 3 月で 72 歳になられます。
『絵本作家のアトリエ 3』
（福音館書
店母の友編集部）で、林さんのアトリエも紹介されているのですが、見た感じ不器用でおっとりし
たナイーブな人柄のようです。もう絵本を作るつもりはないとのことで、非常に残念ですが、
「絵本
を作っている時は丸ごと人生を捧げているようで、しみじみ生きていない気がして苦しい。絶対に
誰かをサポートしたいときに、できる状態にありたい。」という理由を知ると、さすが林さん！と
会った事もないのに納得してしまいました。
1 冊ご紹介しようと思ったのですが、選びきれないので数冊ご紹介します。
百聞は一見にしかず。私の拙い説明より是非一度お手にとって読んでいただきたいです。なつかし
い昭和の雰囲気にも出会えますよ。

お月さまの表情に子どもが一喜一
憂します。
1986年／福音館書店

雨上がりのシーンがキラキラして
思わずにっこりしてしまいます。
生き物は何匹いるか探すのも楽し
いです。
1989年／福音館書店

表紙の満面の笑み。よく見ると瞳
がちゃんと描かれています。
1977年／福音館書店

TOPICS

N EWS

鏡開き

TOPICS
社内行事

鏡開き・新年会

鏡開きを行いました！
当社では毎年社員全員の無病息災
を願い鏡開きを行っております。

今年も１月１１日に皆んなで歳神さまの力が宿った
お餅をぜんざいにして頂きました。
ふだん外勤で社内にいることが少ない営業担当や管
理担当など、日頃なかなか顔を合わせない社員同士、
談笑し、コミュニケーションを取り合う機会になるの
もこの行事の良いところ。

当社の鏡開きはぜんざいとお漬け物が定番 !!

鏡開きとは？
鏡開きとはお正月に飾ったお餅を下げ、お雑煮やぜんざいにして食べる行事で家族の無病息
災を願っておこなわれるものです。
お正月は新しい年を運んでくださる 歳神さま をお迎えする行事です。
歳神さまへのお供えものが鏡餅で鏡餅には歳神さまの魂が宿ると言われ
ています。神さまがいらっしゃる松の内（１／７）までは下げたりせずに
飾っておきます。この松の内を過ぎると歳神さまをお送りすることにな
るのですが、このときに鏡を開いて、歳神さまの力が宿ったお餅を頂くこ
とでその年の家族の無病息災を祈ります。つまり鏡開きは鏡を開き、お餅
を食べるところに意味がある！ということになります。このような日本
の昔からある習慣をこれからも大事に続けていきたいですね。

新年会

2017 年も社員が一致団結し、業務に励むべく新年会を行いました。
日頃なかなか話す機会のない社員ともゆっくり話をすることが出来、親睦を深
めることが出来ました。
今年も社員一同オーナー様、地域の皆様に役に立つべく、力を合わせ同じ方向
を向いて邁進して参ります。

情報 HEAD LINE
★2017 年度税制改正大綱決まる

政府与党

自民党と公明党は昨年 12 月 8 日、17 年度税制改正大綱をまとめた。住宅不動産関連では、
小規模不動産特定共同事業の創設に伴い、不動産特定共同事業で取得する不動産に係る特例措
置が創設・拡充される。また、タワーマンションについては固定資産税と取得税が見直され、生
産緑地についても法改正を前提に、小規模農地にも配慮がなされる見込み。

★福岡市 95.8％が「住みやすい」、市政に関する意識調査

福岡市

福岡市は 2016 年度の市政に関する意識調査で、福岡市が「住みやすい」
「どちらかというと
住みやすい」と答えた市民が合わせて 95.8%（対前年度比＋0.5 ポイント）となり、過去最高を
記録したと発表した。「住み続けたい」
「どちらかというと住み続けたい」という答えも計
92.4%（対前年度比＋0.3 ポイント）で、こちらも最高を記録した。調査は 2016 年 6 月、20
歳以上の市民 4500 人を対象に実施し、2427 人から回答を得られた。

★インスペクションの有効期間は 1 年

国土交通省

国土交通省は改正宅地建物取引業法の施行に向けて、最終的な取りまとめに入っている。一
定の講習を修了した建築士にインスペクション（建物状況調査）を実施させるなどとし、不動産
取引業者が行う「重要事項説明」
（以下「重説」）で用いるインスペクションの結果概要は、その有
効期間を１年間とし、１年以内に複数のインスペクションが存在する場合は、原則、最も新しい
ものを重説の対象とする方針。施行期日はインスペクションに関する規定が 2018 年 4 月 1
日、それ以外の営業保証金等に関する規定が 17 年 4 月 1 日と閣議決定した。

★不動産業の景況感２カ月連続で改善

帝国データバンク

帝国データバンクの 2016 年 12 月期景気動向調査によると、業種別で見る不動産業の景気
ＤＩ
（企業の景況感を数値化。
50 以上が
「良い」
）
は 48.7 となった。 前月の 47.7 から２カ月連
続の改善だ。
帝国データバンクでは改善した背景として、住宅着工戸数の増加、インバウンド需
要を見込んだ宿泊施設のリニューアル・新規建築などがあるとしている。
企業の個別回答では
プラス判断の要因として、
賃料上昇や空室率改善、
好調な投資用物件の売買などを挙げている。

★住宅は今が「買い時」との回答が増加

全宅連など

全国宅地建物取引業協会連合会、全国宅地建物取引業保証協会では毎年 9 月 23 日の「不動
産の日」に合わせ「住宅の居住志向及び購買等に関する意識調査」実施している。2017 年 1 月
12 日に発表された集計結果によると、いま不動産は「買い時だと思う」との回答が 3 年ぶりに
増加に転じ、調査対象全体の 3 割近くが購入に前向きな回答だったことがわかった。その理由
として「住宅ローン金利が低い」との回答が今回大幅に増えた。20 代の実に 4 割以上は「マイ
ホームが夢」との将来像を描いている。この調査は全国宅地建物取引業協会連合会、全国宅地建
物取引業保証協会が、一般消費者を対象として行ったもの。
しかし、アンケート実施から 4 ヶ月経つ、今年 1 月には住宅ローン金利の上昇傾向が見られ、
今後の購入意欲の低下が心配される。ちなみに住宅金融支援機構が提供する長期固定型住宅
ローン「フラット 35」の適用金利 ( 返済期間 21 年以上 35 年以下、融資率 9 割以下、最頻値 )
は 1.12% となっている。前月 12 月より 0.02 ポイント上回り、これで 2 カ月連続の上昇だ。

