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豪雨と高温多湿の印象が強かった今年の夏。9月になり、かすかに吹く風のひとつにも心身のやす
らぎを覚えます。鳴くセミもアブラゼミ、クマゼミなどのけたたましい声からツクツクボウシな
ど、哀感のある声に主役交代です。みなさまも夏に溜まった疲れを徐々に取り去り、秋に向かって
体調アップを目指しましょう。
わが国の8月は広島・長崎に原爆投下された日、終戦記念の日など、私たちにとって、忘れてはなら
ない72年前の辛い出来事がありました。このように戦争への思いが深まっている中、北朝鮮のミサ
イル発射予告がなされました。予告通り発射が実施されれば、わが国上空をミサイルが通過すると
いう非常に危険な事態です。一歩間違えば、戦争勃発もあり得ます。片や、国民の生活を踏み台に
し、人の話を聞かず、理解しがたいほど孤立化の道を突き進む北朝鮮の金正恩（ｷﾑｼﾞｮﾝｳﾝ）党委員
長。一方、受けて立つ超大国アメリカも自国の優位・優先の主張ばかりで、ツイッターにおける言
葉の落書き人トランプ大統領。ことあるたびに身内からもそっぽを向かれ、ここへきて脚部不安を
露呈している。双方に共通するのは、どちらも強がりで人の話を聞かず排他的なところか。何か、
「お山の大将」的な言動ばかりが目につきます。
今は口先の喧嘩で済んでいますが、本当に腕力をふるうようになったら大変です。できれば、ＳＮ
Ｓ上だけで相手とディベートをするとか、ネットゲーム上だけで戦争ごっこ、バトルゲームなどを
して遊ぶとかにして貰いたいものです。バーチャルの世界であれば人の生命が奪われることはあり
ません。何れの「お山の大将」もリアルな軽挙妄動に走らないよう祈るばかりです。

空き家をお持ちの方へ
空き家は個人の財産であり、所有者や管理者が適正に管理する責任が
あります。
瓦や外壁の一部が飛散するなどして、他人が怪我などをした場合、空き
家の所有者等の責任となり、損害賠償を問われることもあります。
そうなる前に、空き家の適切な管理・活用をしましょう。

空き家

減価償却費をコントロールする
去る 8 月 3 日（木）に第 9 回セイワ地研相続支援セミ
ナーを開催し、
「戦略的な減価償却のやり方」というテー
マでお話させていただきました。
不動産賃貸業のオーナー様が知っておくと役立つ、減価
償却の基礎知識から法人税や所得税の節税につながる
戦略的な活用法に関するものでした。
今月は、その一部を抜粋してご紹介します。

減価償却とはなんだろう？
不動産賃貸業の三大経費は、①固定資産税②借入金利息③減価償却費といわれています。
減価償却費が資金支出を伴わない経費であるということは既にご存知だとは思いますが、それでは何
故資金支出を伴わないかをきちんと説明できる方は少ないのではないでしょうか。
減価償却とは、固定資産の購入代金を支出した年度で一度に経費にしてしまうのではなく、固定資産
を利用できる期間（法定耐用年数）で分割して、各年、各期に費用化していくもので、損益計算を正しく
する上での架空の費用です。
別の言い方をすると、固定資産といった高額の資産を取得した年度で一度に経費にしてしまうと大赤
字となるため、国は税金を取れません。そこで法定耐用年数というものを定め、少しずつしか経費にな
らないようにすることで毎年黒字にして税金が取れるようにしていこうという仕組みです。

減価償却にはどんな方法があるのか？
減価償却のやり方はいくつかありますが、代表的なものは①定額法と②定率法の 2 種類です。
定額法とは名前のとおり、毎年「一定額」を経費にする償却方法で毎年同額を経費に計上していきま
す。一方、定率法は期首の未償却残高に「一定率」を乗じて償却費を求める方法で、初年度が一番多く計
上でき、徐々に減価償却費が右下がりに減っていく方法です。したがって、法定耐用年数の前半におい
ては、定率法が定額法よりも多く減価償却費を計上（早く経費におとす）ことができます。

個人と法人で償却方法は違うのか？
原則、個人は「定額法」、法人は「定率法」です。
しかし、適用を受けようとする年度の前日まで（個人なら前年の 12 月 31 日まで、3 月決算法人なら
前期の 3 月 31 日まで）に「減価償却資産の減価償却方法の変更の承認申請書」を所轄税務署に提出す
ることで、償却方法の変更が認められています。ただし、注意すべきは、個人も法人も平成 19 年 4 月
1 日以降取得する建物、平成 28 年 4 月 1 日以降に取得する建物附属設備、構築物は「定額法」しか認
められなくなりました。また、個人は「強制償却」、法人は「任意償却」となっています。
わかりやすくいうと、法人は赤字の年度は減価償却をしないことも認められますが、個人は赤字だろ
うと必ず減価償却をしなければいけません。

修繕費と資本的支出とは？
不動産賃貸業において、建物等の修繕・改良はつきものです。
修理・改良等の金額が20万円未満のもの、修理の周期が概ね3年以内の定期的なメンテナンスは何
も考えずに修繕費として経費にできますが、それ以上の金額の修繕（大規模修繕）は、支出した年
度の修繕費として経費になるのか、固定資産（建物、建物附属設備、構築物など）に計上して、法
定耐用年数で減価償却することになるのかは大きな問題です。
そこで、税務署は修繕費と資本的支出（固定資産に計上する方法）を税法（法人税法基本通達）に
明記しています。
修繕費とは、①その固定資産の通常の維持・管理のために支出したもの、②災害により毀損した固
定資産につきその現状を回復するために要したもの。
資本的支出とは、①その固定資産の価値を高めるもの、②その固定資産の耐久性を増すと認められ
るもの。
しかし、実際問題として修繕費か資本的支出かの判定は難しく、税理士など専門家とよく相談して
申告する方が賢明です。

減価償却費をコントロールするとはどういうことか？
固定資産は、
その保有期間の長短に関わらず、
最終的にその固定資産の購入代金が全額経費となります。
つまり、最後まで保有する場合は減価償却費として全額経費として計上でき、途中で売却した場合は未
償却残高
（減価償却しきれなかった額）
を取得原価として譲渡収入から差し引くことができるからです。
最終的に全部経費になるのであれば、なにがなんでも支出した年度に修繕費で落とそうとか、定率法を
選択して早く減価償却しなくてもよいではないかという考えもできますが、将来の経済環境はどうなる
かわかりません。
今から迎える人口減少社会に備え、空室率の増加や税制の見直しなども考えて準備し
ておくべきだと思います。
それならば、
不動産事業の稼ぎは、
早めに減価償却費を計上して節税を図り、
手元資金をストックしてお
くことが正しい経営判断ではないでしょうか。
是非、
これからは損益予測の精度を高め、
計画的な修繕計画に基づき、
戦略的に減価償却費をコントロー
ルされることをご提案いたします。
相続対策
◯◯

次回の相続対策セミナーは 10 月 5 日（木）10 時から開催予定です。
島田雄左司法書士をお招きして「家族信託」をテーマにお話していただきます。

今回の記事や今後のセイワ地研相続対策セミナーについてお尋
ねがございましたら、遠慮なくお問い合わせください。
（問い合わせ先）
ソリューション事業部

勝木 龍巳

TEL 092-713-5600

窓ガラスに求める機能は？

窓ガラス

１．衝撃に強いしっかりとした「強度」
２．音の出入りを遮断する
「防音」
３．犯罪を防ぐ
「防犯」
４．夏の「遮熱」、冬の「断熱」

実は、窓は屋内の中で最も熱が出入りしているところです。
夏の暑い時期には、屋外に漂う熱の 7 割が、
窓を経由して部屋の中へ入ってくるといわれています。
逆に、
冬の寒い時期には、
屋内でつくられた熱の
6 割が、
窓ガラスを経由して屋外に出ていってしまうそうです。
実際に住宅に使われている窓ガラスの素材は
「一般ガラス」
と
「機能ガラス」
があります。
それぞれの違い
を見てみましょう。

一般ガラス

機能ガラス

透明なガラスを平面に引き伸ばした最も一般的なガラスで建物の多くに使用さ
れています。
ほかにも、割れたときの飛散防止に金属の網が封入され凹凸がある
封入板ガラス、ガラスの表面に模様をつけて視線を遮る型板ガラス、乳白色で不
透明なためお風呂場などに使われるすり板ガラスなどがあります。
強度・防音・
防犯といった機能については、
あまり期待することはできません。
製造段階から特定の機能をもたせることを目的に造られたガラスです。たとえ
ば、強化ガラスは熱や風に強く、割れても粉々になるため飛び散りにくく、破片で
けがをするリスクが少なくなります。
また、合わせガラスは、一枚のガラスをフィ
ルムで挟んで造ることによりフィルムによってさまざまな機能を発揮すること
ができます。
振動を遮断するフィルムを封入すれば防音効果を、割れにくいフィ
ルムを封入すれば防犯効果等、
非常に使い勝手の良いガラスとなっております。

夏を涼しく、冬を暖かく過ごすことができる

「Low-E複層ガラス」
近年多くの住宅メーカーで用いられている
「Low-E 複層ガラス」
を
ご紹介しましょう。
Low-E 複層ガラスとは、
特殊な金属膜によって
コーティングされたガラスのことです。
断熱・遮熱効果に優れており、冷暖房効率を高めてくれるという
特徴があります。
たとえば、夏の暑い時期には遮熱の効果を発揮します。
太陽の暑い
日差しを和らげ、室内の冷房がつくり出した冷気を外に逃がしま
せん。
一方、冬の寒い時期には断熱の効果を発揮します。
窓からは
太陽の暖かい日差しを取り入れ、暖房器具が生み出す暖かい空気
を外に逃がさず室内に留めておくことができます。
このように、
窓ガラスにもさまざまな種類があります。
理想の住まいに合った窓ガラスを選ぶことで、
快適な暮らしを実現することができるでしょう。
http://www.jutakutenjijo.com/media/To̲firm̲your̲image/post1.html

健康

身近に潜む危険な生き物たち

暦上では秋なのに、まだまだ暑い 9 月。暑い間は害虫を目にす
ることが多く、ハチなどもまだまだ活発に活動を続けます。今年
の 7 月には日本中を騒がせたヒアリが福岡でも発見され、作業
員 1 名が刺されたということで福岡に住む多くの人がショッ
クを受けたことでしょう。
多くの生き物は無害ですが、中には毒性を持つヒアリなどのように注意の必要なものもたくさんい
ます。今回は少しですが気を付けておくべき害虫をご紹介いたしますので、ぜひ参考にしてみてくだ
さい。

1

ヒアリ

特徴

・色→体は赤褐色で腹部は黒っぽい赤色。
・体長→2.5ミリ〜6ミリ（腹部に針）。
★他の蟻との見分けは専門家でも難しい。
見つけたら触らずに、すぐに役所へ連絡

駆除に してください。
ついて

（参考：福岡市ホームページ

2

・体長でもわかるように、一つの集団で
様々な大きさのアリが混ざっている。
・ドーム状の蟻塚を作る。
・全体的に艶々している。

http://www.city.fukuoka.lg.jp/shicho/koho/life/hiari.html）

セアカゴケグモ（6月〜10月に被害が多い）

特徴

・色→全体的に黒く、背中に帯状の赤い
模様。
・体長→約１センチメートル。
・日当たりがよく、小昆虫などが多いと
ころに住んでいる。
（自動販売機、排水溝のふたの裏、プラ
ンターの縁など）
・不規則な巣を作る。

（参考：福岡市ホームページ

3

見分
け方

駆除に
ついて

発見した土地・建物の管理者が行うこと
になっています。
・市販の殺虫剤で駆除できます。
・卵の中の個体はスプレー等では駆除で
きないので、踏み潰す。
※素手で触らないよう注意。

http://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/seikatsueisei/life/kurashinoeisei/
seakagokegumo̲2̲2̲2̲2.html）

マダニ（5月から9月に活発に活動します）

・湿気の多い草むら全般に生息します。（山にはもちろん、公園や河川敷にも）
・マダニが生息していそうな場所では、肌の露出を控えましょう
・虫よけスプレーも万能ではありません、入浴の際は肌にダニがついていないか
チェック
（参考：国立感染研究所

https://www.niid.go.jp/niid/ja/sfts/2287-ent/3964-madanitaisaku.html）

旅ノート

日帰り旅行幹事一同

a Day Off

HUISTENBOSCH
ハウステンボス
毎年恒例の日帰りバス旅行に総勢 75 名で長崎の
ハウステンボスへ行って参りましたのでご紹介致し
ます。
当日は予報通り猛暑で熱中症等心配されました
が、各自充実した 1 日を過ごすことができました。
ハウステンボスに到着し、早速「変なレストラン」
でお昼ご飯。
「変なレストラン」とは、200 年後のレス
トランをテーマにしたロボット店長とロボットシェ
フが腕をふるう未来のレストランです。店内にはカ
クテルやソフトドリンクを作るロボットや炒め物等
を作るロボット、各テーブルには客とコミュニケー
ションの取れるロボットがいました。子供達はロ
ボットに話しかけ会話をしたり観察したりと大興奮
でした。
ハウステンボスは 1 年を通して様々な花を楽しむ
ことができます。当日はちょうど「ひまわり」のイベ
ント期間中でした。一面のひまわり畑は綺麗の一言。
ひまわりや様々な花とヨーロッパの町並みや風車の
美しい景色に癒されました。

毎年
恒例

日帰り

バ 旅
ス 行

夏一番の

第 55 回

西日本大濠花火大会

社内イベント

福岡の夏の風物詩『西日本大濠花火大会』が 8 月 1 日に開催されま
した。
第 55 回を迎える大濠花火大会は夜も汗ばむような暑さでしたが、約
41 万人が夜空に咲いた約 6 千発の大輪の花火に酔いしれ、花火が打
ち上がる度に「大きい」
「綺麗」などの歓声と拍手が上がっていました。
弊社でも社員とその家族などで花火鑑賞を楽しみました。
また、今年も協賛企業として会場内にゴミ置き場を設置致しました。
これからも地域貢献に携わって参ります。

Seasonal Topics

季節の話題

十五夜

early autumn

中秋の名月
2017.10.4
2017 年の十五夜は 10 月 4 日です。
もうすぐですね。
１年を通して最も澄み渡る夜空に浮か
ぶ、真ん丸おおきなお月さま。

すすきとお団子をお供えし、「美しく見える季節に月を鑑賞する」他に、
「穀物等の秋の収穫に感謝を表す」という意味合いもあるそうです。
月のように真ん丸団子を作ってお供えしたのが、月見団子の始まり。スス
キを飾るのは、ただ単に稲穂 ( お米 ) に似ているからで、本物の稲穂を供
えることもあるようです。※地域によっては風習の違いもあります。

情報 HEAD LINE
★働きやすいビルとは？・・・認証基準 100 項目

国土交通省

国土交通省はオフィスビルでの働きやすさを比べる上で、その基準要素の策定に乗り出し
た。オフィスの快適環境、健康環境を判断するために、換気や採光など約 100 項目によって評
価するとし、年内にも不動産業界や金融機関などと新基準策定について協議する。換気・採光・
快適さ・水・食事・運動・健康の 7 つの柱を設け、具体的な項目を策定していく。例えば、換
気では目に見えにくいバクテリア、ホルムアルデヒド、化学物質などの排出基準。室内の温度や
湿度、結露などの基準。採光は働きやすさに影響を与える自然光の取り込み量の基準。騒音や臭
気の基準。これらを総合的に点検し、オフィスにおける働きやすさを数値化する。この認証業務
は、ビルの性能評価を手掛けている建築環境・省エネルギー機構（東京・千代田区）が担当の予
定。昨今、国内外では環境、企業統治などを重視するＥＳＧ投資が広がっている。

★世界で住みやすい都市ランキング、福岡は？

モノクル

英国の情報誌
「モノクル」
は毎年、住みやすい都市ランキングを発表しているが、2017 年の
福岡は世界 14 位に後退した。
08 年のランク 17 位以来、
ほぼ右肩上がりで順位を上げてきて、
16 年に最高の 7 位までなった。
今回の順位下がりについて、福岡市としては理由も特にはっ
きり分からないので、これに対処した新たな情報発信などを積極的に行う予定はないとしてい
る。
世界の主要都市に伍して 14 位というのは十分誇れる内容だ。
ちなみに京都は 12 位だった。

★マンション管理業者に立入検査、64 社に是正指導

国土交通省

国土交通省はマンション管理業者への全国一斉立入検査の結果を取りまとめ発表した。昨年
10 月から 3 カ月かけて、全国 141 社 ( 昨年度 135 社 ) を対象に立入検査を行ったもので、
このうち 64 社 ( 同 51 社 ) に対して是正指導を行った。指導率は 45・4%( 同 37・8%)。管
理業務主任者の設置、重要事項説明、契約成立時の書面交付、財産の分別管理、管理事務の報告
の 5 つの重要項目を中心に検査したもの。

★貸家が 20 カ月ぶり減少

6 月・新設住宅着工戸数

国土交通省

国土交通省は 17 年 6 月の新設住宅着工戸数を 8 万 7456 戸と発表した。前年同月比 1・
7% 増で、先月の減少から再びの増加となった。持ち家と貸家が減少したが、分譲住宅が先月の
減少から、再び増加したもの。貸家は 20 カ月ぶりに減少した。

★不動産業者のイメージ？・・・女性から見て
「不動産業者は高収入」 スマイスター調べ
シースタイル ( 東京都中央区 ) は、同社の不動産比較査定サイト「スマイスター」を利用した
全国の 20 代以上の男女 228 人を対象に、
「不動産業者のイメージ」について調査した。それに
よると、不動産業者に対する男性利用者のイメージが「強引」
「しつこい」であるのに対し、女性
利用者は「高収入」
「地域に詳しい」という良いイメージを持っていることが分かった。また、不
動産業者とのやり取りの中では、男性利用者は「手数料の値引きや売却金額」などお金に直結し
たもの、女性利用者は「引越や不用品回収の手配」などプラスアルファのサービスに満足してい
ることが分かった。

