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ごあいさつ
花咲き芽吹き、春の街はフレッシュな風で満ちています。わが国も「高齢化社会」とはいえ、この季
節、世の中には若い息吹が感じられます。学生、社会人となった若人たちには、各分野で持ち前の新し
いエネルギーをぶつけて貰いたいものです。
現代は、伝統や慣習など、守った方がいいものと、コンピュータやインターネット技術など、新しいも
のが併存する時代になりました。新しいものの代表は、IT、SNS、VR、IoT などです。どれもこれも横文
字で、とっつきにくいものばかりですが、知っておかないと、そのうち役所や銀行や病院・学校など、
身の回りのほとんどが、これら無しには立ち行かなくなってしまうかも知れません。
少しばかり用語の説明をしますと、IT は Information Technology(ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ) の略で情報
技術のこと。通信までを含めて ICT という情報通信技術を意味する表現もあります。SNS(ｴｽ･ｴﾇ･ｴ
ｽ) は Social Networking Service(ｿｰｼｬﾙ･ﾈｯﾄﾜｰｷﾝｸﾞ･ｻｰﾋﾞｽ) の略で、インターネットのネットワーク
を通じて人と人とをつなぎ、コミュニケーションができるように設計された会員制サービスです。よ
く聞く、フェイスブック、ミクシィ、LINE、GREE、インスタグラムなどがあります。また、IoT(ｱｲ･ｵｰ･
ﾃｨｰ) は Internet of Things(ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ･ｵﾌﾞ･ｼﾝｸﾞｽ) の略で , インターネットを通じていろいろなモノが
つながり、実現する新たなサービス、ビジネスモデルをいいます。または、それを構築していく技術の
総称です。パソコン、サーバー、携帯電話、スマートフォン、IC タグ、ユビキタス、各種センサー、シス
テムなどが相互に情報をやりとりでき、新しい包括的なネットワーク社会が創出されるといわれて
VR は Virtual Reality(ﾊﾞｰﾁｬﾙﾘｱﾘﾃｨ) の略で、コンピュータを使って人工的な環境（仮想現実）
います。
を作り出し、そこに行かなくとも、あたかもそこにいるかのような感覚が得られる装置や環境をいい
ます。
これらの IT 関連サービスなどは、ビジネスでの活用、個人での情報収集など、上手に利用すれば非常
に重宝ですが、便利な半面注意することもたくさんあります。あふれる情報から必要情報をいかに取
捨選択するかが大切です。あるいは、無防備な個人情報の遺漏には要注意です。最終的には使う人の
技量、判断が求められることになります。皆様も新しい通信情報技術の時代、上手な利用を心がけて
下さい。
不動産業でも、ホームページの活用、電子メールでの文
書交信、インターネットによる重要事項説明、VR によ
る物件見学など、確実に IT 化は進んでいます。不動産
ユーザーにとっては、売買にしても、賃貸にしても、多く
の物件情報の取得が楽になり、それぞれの物件の比較検
討、価格チェックがしやすくなります。これにより物件
間の競争が激化することもあるでしょうが、最終的には
需要と供給のバランスで価格形成はなされていくもの
と思われます。

平成 21 年と平成 22 年取得土地等の
1,000 万円の特別控除
平成 21 年や平成 22 年に購入した土地やマンションはあり
ませんか？
場所にもよりますが、福岡市の中心部などは購入した時より
も値上がりしているかもしれません。
「値上がりしているのなら売ってもいいけど、税金がかかるから
な。」「長 期 譲 渡（所 有 期 間 5 年 超）で も、譲 渡 益 に 対 し て
20.315％の税金がかかるし・・・。」と二の足を踏んでいる方
も多いことでしょう。
ところで、こんな特例があったことを覚えていらっしゃるで
しょうか？
平成 21 年度の税制改正で新設された「平成 21 年及び平成 22 年に取得した国内の土地等を譲渡し
たときの 1,000 万円の特別控除」という特例です。
当時、日本の景気はリーマンショックの影響で景気も悪くて、地価もずっと右下がりでした。そこで土
1
地等の取引を活発化させ、景気回復をしようという意図で創設された制度です。
この特例は、適用要件が「譲渡した日の属する年の 1 月 1 日時点で所有期間が 5 年を超えているこ
と」となっているため、平成 21 年取得なら平成 27 年から適用、平成 22 年取得なら平成 28 年から
の譲渡について、譲渡益から 1,000 万円を控除することができます。
つまり、譲渡益が 1,000 万円以下なら非課税です。
この制度がどのような制度であったのかを、もう少し詳しくご紹介したいと思います。

特例のあらまし
個人または法人が、平成 21 年 1 月 1 日から平成 22 年 12 月 31 日までの期間内に取得した国内に
ある土地または土地の上に存する権利（借地権など）を、譲渡した日の属する年の 1 月 1 日までの期
間が 5 年を超えて譲渡した場合は、譲渡益から 1,000 万円（譲渡益が 1,000 万円に満たない場合は
譲渡益まで）を控除できるという制度です。

適用要件
1 平成 21 年 1 月１日から平成 22 年 12 月 31 日までの期間に取得していること
2 対象は土地
（借地権を含む）です。
3 平成 21 年中に取得なら平成 27 年 1 月 1 日以降に譲渡すること。

平成 22 年中に取得なら平成 28 年 1 月 1 日以降に譲渡すること。
4 確定申告が必要です。

注意点
1 その土地の上の建物や構築物は対象外です。
2 親子や夫婦など特別な間柄にある者から取得した土地ではないこと。
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特別な間柄には、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれ
ます。
個人なら相続、遺贈、贈与、交換、代物弁済など以外により取得していること。
法人なら合併、分割、贈与、交換、出資など以外により取得していること。
譲渡した土地等について、「収用等の場合の 5,000 万円の特別控除」や「事業用資産の買い換え
た場合の課税の繰延」などの他の譲渡所得の特例を受けないこと。
申告では登記事項証明書や売買契約書など取得を証明する書類が必要です。

ポイント
1 個人でも法人でも適用可能です。
2 投資用マンションやセカンドハウス、
別荘など取得後の用途は問いません。

3 7売却する土地や借地権は、更地である必要はなく、建物付きの土地を取得していた場合や土地を

取得後に建物を建てていた場合も有効です。
4 土地にしか適用できないため、建物がある場合は売却金額を土地部分と建物部分に区分して税

額計算をします。
5 長期譲渡所得となります。
譲渡益が 1,000 万円を超える場合は、1,000 万円控除後の譲渡益に対して所得税と住民税合
算で 20.315％の税率で課税されます。

この制度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ください。当社にお問合
せいただいても結構です。なお、売却したい土地がご
ざいましたら、価格をはじめ何でもご相談に応じます
ので、お気軽に当社までご連絡ください。
（問い合わせ先）
ソリューション事業部

勝木 龍巳

TEL 092-713-5600

※ぜひセイワ地研のHPで
カラー版もご覧下さい。

入居者が引越しの時にチェックする項目の上位として定番の水廻り。
トイレが綺麗なのは絶対条件！と思っている女性は多いはず。
今回は今までに当社がリノベーションした同じマンションのトイレを
ご紹介します。

トイレ

編

壁紙で好印象に
空間全体の大部分を占める壁紙を変えるのは一番効果的。
清潔感のあるホワイトも良いですが、どうしてもトイレは何となく暗
くなりがち。柄物や明るめの色に挑戦してみると意外にお客様には好
評だったりします。
実際、当社のリノベーション
ではお部屋と同じテイストの
壁 紙 を 取 り 入 れ た り、柄 の
入った壁紙を使ってみたり。
もちろんお客様から好評の声
を頂いています

ペーパーホルダー・タオル掛け
ペーパーホルダー・タオル掛けは狭い空間の中で唯一の小物。こち
らに少しだけアクセントを加えてみれば、他の物件より何だかオ
シャレに感じます。
細かい所にこだわりを見せてみれば、間違いなくお客様の心に響く
はず。

同じ物件でも壁紙や小物を変えることで、全く違った印象になります。
リノベーションする機会があれば、ぜひ参考にしてみてください。

健康
たけのこ

食材

旬の

春の旬の食材といえば、
「たけのこ」ですね。
煮物、焼き、炊き込みご飯等、多様な調理法で
楽しむことができます。

チロシン…アミノ酸の一種であるチロシンは神経伝達物質の原料となり、脳や神
経の働きを活発にして、記憶力や集中力を高めるといわれています。うつ病等の
病気の予防と回復やその他細胞の老化抑制、高コレステロール改善に効果がある
そうです。

成分

食物繊維…便秘の予防・改善だけでなく、大腸ガンの予防やコレステロールの吸
収を抑え、体外に排出してくれます。
食物繊維や水分をたくさん含んだ食材であるため、体内で水分を吸収し満腹感を与え
る作用があり、ダイエットにも効果的です。

食べ頃は
いつ？

土から頭を出すか出さないかの時が一番の食べ頃です。実は日本地図上でさくらの開
花時期を表すさくら前線が、たけのこの食べ頃の目安になっているそうで、さくら前
線が通りすぎて 7 〜 10 日後に、たけのこが生えてくるといわれています。この「たけ
のこ前線」は、春先に南の鹿児島から始まり、関東、東北と日本を南から北に上がって
いき、全国各地に「春の到来」を教えてくれる野菜なのです。

成長の
ひみつ

1 日に 1 〜 2 メートルも伸びたという記録があるくらい成長が早い野菜です。
他の植物では、伸びるために必要な部分が茎の先にあるだけですが、たけのこは、茎の
先はもちろん無数にある節に多く集まっているそうです。一部分だけでなく全身に成
長に必要な部分があるために、短期間で大きく成長するのです。

生産量
日本一は
福岡県！

農林水産業の特用林産基礎資料によると、生産量が一番多いところはなんと、福岡県
だそうです。次いで 2 位鹿児島県・3 位熊本県・4 位京都府、となっております。
福岡県では北九州市小倉南区合馬（おうま）や八女市等が産地として有名です。

参照

http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001172683
http://www.meiji.co.jp/meiji-shokuiku/know/hatena/04/
http://www.lifescape-m.co.jp/column/jiki/articles/000055.shtml

結婚報告

Just Married on January 28, 2017
レンタル事業部 : 下地

We got married!

結婚しました！

私ごとですが、平成 28 年 6 月 5 日に入籍致し
ましたのでご報告させていただきます。また、平
成 29 年 1 月 28 日に沖縄県糸満市の結婚式場に
て挙式・披露宴を行いました。当日は天候に恵ま
れ暖かく、県外からも多くの親戚や友人が集まっ
てくれて、賑やかで楽しい披露宴でした。セイワ
地研からもお祝いのお言葉をいただき、感謝で胸
いっぱいの幸せな一日でした。

Honeymoon
新婚旅行

2 月に特別休暇をいただき、バリ島へ新婚旅行
に行ってきました。まずはマリンスポーツを楽し
み、ショッピング、バリ舞踊鑑賞、世界遺産のタユ
ンアマン寺院や絶壁にあるウルワツ寺院を巡り
ました。さすがリゾート地、どこへいっても旅行
客で賑わっていました。また、日本ではなかなか
経験できないようなラグジュアリーなヴィラに
宿泊し、世界各国のディナー、ロングスパなどバ
リ島ならではの素敵な旅を経験することができ
ました。
結婚後も変わらず業務に励んで参ります。今後と
も宜しくお願い致します。
ウルワツ寺院入り口

ウルワツ寺院

タユンアマン寺院
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私のおすすめ
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雑談力

一冊

ストーリーで人を楽しませる
百田 尚樹著
レンタル事業部：林

弘道

最近、百田尚樹著「雑談力」という本を読みました。
私は年に一度友人数人と一泊旅行をしているのですが、毎年旅行が近づくとその場を楽しく盛り上
げたいと考えていたことがきっかけとなり、紀伊国屋書店でこの本を目にして読んでみることにし
ました。
さて、この本で取り上げられている 面白い話で人を楽しくさせるコツ を少しだけご紹介します。

① 面白いと思った話をより多くストックする。
本や新聞を読むとき、テレビを見るとき、人の話を聞くと
きなど面白いと思えばそれをネタとして覚える事。ス
トックした知識が面白い話をする必要条件。
② 面白い話（雑談力）の７０％は聞く人を引き付ける巧みな
話術。
これは、実践あるのみ。聞く人の反応を見ながら同じ話を
何度もする等、慣れることが面白い話をする一番の方法。
聞く人を惹きつける巧みな話し方を身につける事が面白
い話をする十分条件。

この本の面白さは多くのネタを巧みな構成力と話し方でまとめてあると共に、面白くない話し方を交
えて指摘してあることで、より一層話し方に引き込まれることです。
今後、この本を実践（ネタを覚える、とりあえずネタを話す）して、今までより少しでも多く楽しい時
間、日々を過ごせるよう努力したいと思います。

株式会社PHP研究所ホームページより
https://www.php.co.jp/books/detail.php?isbn=978-4-569-83179-4

情報 HEAD LINE
★16 年九州の訪日客、最高の 372 万人

九州運輸局

九州運輸局が 3 月 7 日発表した 2016 年の九州 7 県への外国人入国者数は 5 年連続で最
高記録を更新し、372 万 1122 人（対前年比 31.4% 増）に達した。熊本地震の影響で、4 月と
5 月はクルーズ船を除き前年割れとなった。入国者のトップは中国で 161 万人（対前年比
64% 増）、これはクルーズ船による大量上陸の効果だ。以下、韓国 138 万人、台湾 29 万人と続
く。九州への経済効果も大きい。

★賃貸物件で自由にリノベ

ＵＲ都市機構九州支社

ＵＲ都市機構九州支社は、入居者が自分好みに室内の壁や天井などに手を加えることのでき
る「創作リノベ」の賃貸物件をつくった。場所は福岡市博多区堅粕三丁目団地内。多様な暮らし
方を求める若い世代の入居を促す。同団地は 1977 年に建築、築年の古さと当時の画一的な間
取りが、若い世代のスムーズな入居を阻んでいた。同支社では若手職員７人からなるチームを
立ち上げ、もともと２ＤＫ（49.2 ㎡）だった部屋の押入れと仕切りを取り払いワンルームにし、
壁や天井、柱には釘やピンが自由に打てるようにした。棚を設置することも可能だ。担当者の話
によると「自分で作り替える部屋」の需要は高いという。

★福岡市天神の「エルガーラ」、開業２０年

西日本新聞ほか

福岡市中央区天神の市街地再開発ビル「エルガーラ」が３月１日で開業 20 周年となった。
地上 13 階、地下 5 階に商業・文化・業務の機能を備えた複合ビルとして、福岡三越、岩田屋な
どとともに、福岡都心部の機能強化に大きく寄与してきた。核テナントは博多大丸の東館で、
ホールやオフィスも入居し、パサージュ広場には今も多くの人が集まる。天神地区では、明治通
り沿いを中心に、老朽ビルの建替を軸に「天神ビッグバン」計画が進んでいる。明治通りとは
300 メートルほど離れているが、相乗効果も期待される。

★新築マンション供給、16 年も住友不動産がトップ、3 年連続

不動産経済研究所

不動産経済研究所の発表によると、2016 年の全国新築分譲マンションの事業主別供給ラン
キングは以下の通りだった。トップは 3 年連続で住友不動産で、供給戸数は 6034 戸だった。
第 2 位は三井不動産レジデンシャル（4320 戸）、第 3 位野村不動産（4056 戸）、第 4 位プレサ
ンスコーポレーション（3225 戸）、第 5 位三菱地所レジデンス（3215 戸）と続く。

★不動産相続に半数以上が不安抱える

シースタイル調査

不動産に特化し、ＷＥＢメディア事業を運営するシースタイル（東京・中央区）が、今後の不
動産相続への不安や相続事情について、インターネット調査を実施した。それによると、不動産
相続に「不安がある」と答えた人が 54.3% おり、また、相続について「誰にも相談したことがな
い」と答えた人が 74.7% にも上っていた。不安に思う要因には、相続手続きや相続税の支払い、
親族間の争いなどを挙げている。調査対象者は、将来的に不動産を相続する可能性のある 30
歳以上の全国 300 人の男女。この中で、60 歳以上になると、相続に対する不安を持つ人が減
り、配偶者や専門家に相談する人の割合が増加している。相続について考えるのは 60 歳になっ
てからというのが一つの目安のようだ。

