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ごあいさつ
寒さの深まりとともに、いよいよ年の瀬へと向かいます。今年をふりかえって、みなさまにとっ
てどんな年だったのでしょうか？マスコミ等でよく見かけた事件、事故、ことばを、思いつくまま
に並べてみました。
「北朝鮮問題」・「九州北部豪雨」・「忖度（そんたく）」・「もり・かけ問題」・「議員の不適切
な言動」
・
「排除」
・
「藤井フィーバー（将棋）」
・
「働き方改革」
・
「フェイクニュース」
・
「アウフヘー
ベン」
・
「宗像・沖ノ島の世界文化遺産登録」
・
「日本陸上 100 メートル 10 秒切り」
・
「プロ野球、
福岡ソフトバンク優勝」・「トランプ旋風」・「アメリカファースト」・「都民ファースト」・「自
動車・鉄鋼など大手メーカーの偽装問題」
・
「自爆テロ」
・
「自殺」
・
「大量バラバラ殺人事件」
・
「狂
暴運転」・「福岡金塊強奪事件」
などなど、幾多の出来事がありました。。残るはひと月足らずですが、一寸先に何が潜んでおり、
何が起こるか分からない世の中です。良いことは大いに歓迎ですが、これ以上悪いニュースが生ま
れないように願います。
社会では嫌な出来事が多かったように感じる2017年ですが、みなさまの周りではきっと良いこと
のあった1年ではなかったかと拝察いたします。何はともあれ、いま「生」あることを喜び、私たち
を守ってくれた今年に感謝の気持ちがいっぱいです。
来年、平成30（2018）年1月1日をもって富士火災海上保険とＡＩＵ損害保険が合併
し、新会社『ＡＩＧ損害保険』になります。

お知らせ

会社名の変更にともない販売商品も一部変更があります。
これまで当社は富士火災海上保険の代理店とＡＩＵ損害保険の代理店をしておりましたが、
これからは『ＡＩＧ損害保険』の代理店として皆さまのお役に立ちたいと思います。

不動産オーナー編

償却資産は・・・

事業に用いる土地・建物以外の
固定資産だよ。

償却資産税の申告について

不動産オーナーにとって、年が明けてすぐに申告しなけ
ればいけないものして「償却資産税の申告」があります。申
告期限は１月３１日です。
毎年申告されている方もおられると思いますが、改めて償
却資産税とはどういうもので、申告にあたってどこに注意
しなければならないか解説します。

【１】償却資産税とは
償却資産税とは償却資産に対して係る地方税です。
土地や家屋等については固定資産税が、それ以外の償却資産については償却資産税が課税されます。
償却資産とは、事業を営んでいる個人や法人が所有する、
「事業のために用いる」
ことができる固定資
産のうち、土地や家屋以外の構築物・機械・工具・器具・備品等の固定資産をいいます。
（※建物付属設備は形態により家屋と償却資産とに別れます。）

【2】税率・免税点等について
区分
納税義務者
課税標準
免税点

説明
1月1日現在における償却資産の所有者。
1月1日現在の価額で課税台帳に登録された価格（※）
同一市町村（福岡市や北九州市の場合は同一区内で、課税標準額の
合計額が150万円未満の場合は課税されません。

税率・税額

税率は1.4％（都市計画税はかかりません）
課税標準額（千円未満切捨）×税率＝税額（百円未満切捨）

納期
申告期限

福岡市の場合は年4回（4月、7月、12月、2月）に分納。
1月31日（今年は平成29年1月31日）

※課税標準額は各市区町村が取得価額を基に計算します。

【3】 主な対象資産と耐用年数
※カッコ内は年数ですが異なる場合もあります。

共通

共同住宅

貸駐車場

事務机・椅子（15）

ｺﾝｸﾘｰﾄ・ﾌﾞﾛｯｸ塀（15）

コンクリート舗装（15）

パソコン（4）

太陽光発電設備（17）

アスファルト舗装（10）

コピー機（5）

屋外受水槽（金属造15）

機械式駐車設備（15）

ファクシミリ（5）

側溝（ｺﾝｸﾘｰﾄ造15）

料金精算機（5）

電話機（6）

ルームエアコン（6）

フェンス（金属造10）

植込み（植栽20）
※償却済み資産（減価償却を終わり残存価額が１円の資産）も現存していれば申告の対象となります。

【4】対象とならない資産
①自動車税の対象となる自動車や軽自動車
②無形固定資産（商標権やソフトウェアなど）
③繰延資産（開業費や開発費など）
④棚卸資産（商品や貯蔵品など）
⑤取得価額が１０万円未満で、経費処理したもの
⑥取得価額が１０万円以上２０万円未満で、一括償却資産（３年償却）として計上したもの
※取得価額が３０万円未満で中小企業の特例の「少額減価償却資産」として経費処理したものは対象
となるので注意が必要です。

【5】申告書の提出先
納税者の住所地ではなく、課税対象の償却資産が所在する各市町村役場に提出します。
福岡市や北九州市の場合、区役所ごとに提出する必要があります。

【6】その他留意点
２年目以降で資産の増減がない場合でも、
「増減なし」の申告が必要です。また、所得税や法人税の確定
申告書の「減価償却資産リスト」で申告なされている固定資産のうち償却資産に該当するものが、償却
資産税の申告書に記載なされていない場合には、市区町村役場から実施調査を求められることがあり
ます。実施調査により、無申告や虚偽の申告があった場合には、数年間遡って課税されることがありま
すので十分気をつけて下さい。
償却資産税の申告についてご不明な点がございましたら、顧問の会計士さんや
税理士さん、または各市区町村役場の固定資産税課お尋ね下さい。
今回の記事の内容につきましては、セイワ地研までお問い合わせ下さい。

（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。

フ イネス 21 6 0 5 号

管理部管理課： 浦志 美之

20 年近くご入居を頂いていたお部屋で、新たに入居者様を
募集するにあたり、今回大規模なリノベーションを実施し
ました。

before

after

リノベーション前の間取りは２点ユニットバスの１ DK で
したが、リノベーション後は、バス・洗面別の使い勝手の良
い１ R に間取り変更を行いました。可愛い物が大好きな女
性が落ち着いて過ごせるような北欧モチーフを多用した可
愛いお部屋に仕上がりました。

玄関
ドアを開けると、まず可愛い柄の三和土が目に入ります。既存
の下足箱は収納力が高かったので、取り外さずに、白色の木目
調の化粧シートで張替えを行い、玄関全体が明るい印象にな
るようにしました。また、取手も室内に合うようアンティーク
調の物に取替えました。

室内
バス・トイレ・ウォークインクローゼットが集まる一角は黄
色ベースのデザインクロスを使用し、クローゼットの扉と天
井の梁部分は色を合わせ、統一感を出しています。
また、このクローゼットの扉には、デザインガラスが嵌め込
まれており、室内のアクセントにもなっています。

キッチン
室内が全体的に柔らかい色味で揃えている中で、真っ赤な
キッチンはインパクトがありますが、キッチン周りの壁紙に
も落ち着いた色味の赤色が入っているので、室内から浮くこ
となく収まっています。

トイレ
トイレスペース内は、洗濯機置き場・洗面スペースも兼ねて
いる為、清潔感のある青色をベースにしたデザインクロスを
使用しました。床のクッションフロアも壁面に合わせたタイ
ル柄を選び、居室内とはまた変わった印象のスペースになり
ました。トイレ本体も、節水型のウォシュレット付きトイレ
に変更しています。

その他の設備
カラーモニタ付インターホンや、室内用洗濯物干し竿等、室
内の大きな設備も充実していますが、クローゼット内の作り
付けハンガーラックや、トイレスペースの壁面棚など、細か
い設備も充実し、とても便利になりました。

新しく生まれ変わったこのお部屋は多くの反響を頂き、早速お申込み頂けました。室内リノベー
ションで終了！ではなく、安心して・楽しく・永くお住まい頂けるよう、ご入居後のサポートも努
めて参ります。
オーナー様、このような大規模なリノベーションの機会を頂き、有り難うございました。

旅ノート
a Day Off

平成 29 年 10 月 22 日（日）〜 10 月 24 日（火）22 名（1 班）
平成 29 年 10 月 26 日（木）〜 10 月 28 日（土）22 名（2 班）

社員旅
行
company trip

宇治「平等院」

社員旅行に行ってきました！
今年の社員旅行は日本随一のパワースポット「伊勢神宮」
古都奈良の世界遺産「法隆寺」・宇治の世界遺産「平等院」
を巡ってきました。

初日は、日本最初の世界文化遺産である法隆寺を見学

奈良「法隆寺」

し、昼食は奈良の郷土料理である柿の葉ずしをいただき
ました。
平等院では、1 班は大型台風 21 号の影響もあり、扉を閉
じた珍しい平等院鳳凰堂を拝見できました。

2 日目は、一生に一度は訪れたい伊勢神宮にて団体

伊勢神宮

祈祷をしてきました。
その後はすぐ傍の『おかげ横丁』という江戸時代末〜明
治時代初期の街並みを再現した観光地で自由時間とな
り、飲食店で食べ歩きをしたりお土産店をのんびり散策
したりと各々楽しみました。
伊勢内宮前『おかげ横丁』

2 泊目は、天然温泉も堪能できるリゾートホテルに
宿泊。
ディナーは近年流行のグランピング（グラマラスなキャ
ンピングの略）。大自然の中で星空を見ながら、フレンチ
に舌鼓を打ちました。
グランピングディナー

貴重な体験と思い出がたくさんでき、気持ちがリフレッシュできました。
また来年の社員旅行に向けて、社員一同日々の業務に専念して参ります。

健康
冬にも
水分補給を忘れずに！
寒い季節となりました。水分補給というと、汗をかいた時だけのような
イメージがありますが、寒い冬の季節にも、水分補給がとても大事です。
夏は暑さから汗をかいたり、喉の乾きに敏感になったりすることもあり、水分補給への意識は自然と
高まります。そんな夏に比べると冬は意識して水分を摂る必要性を感じないという方も多いのではな
いでしょうか？
冬の水分補給が大切なのは、身体に必要な水分量を満たすためだけでなく、風邪や冷えの予防にも役
立つと考えられているからです。乾いた風が吹く冬は、湿気が少なく、ウイルスや細菌が活発になる
シーズン。粘膜が乾燥するとウイルスや細菌が入り込みやすくなるので、粘膜のうるおいを保つため
にも、こまめな水分補給は欠かせません。また、水分不足が続くと血液の粘度が高くなり、血のめぐり
も悪くなってしまいます。血のめぐりが悪くなると代謝も低下し、むくみや冷えの原因に。また、気に
なる乾燥肌にも、体内の水分不足が影響します。そのほか、暖房の効きすぎで熱中症のような症状が出
たり、場合によっては脱水症状が起こったりすることもあるのだとか。知らないうちに水分不足に
なってしまう冬だからこそ、意識して水分を補うことが大切なのです。

正 し い 水分 の 摂 り 方
何を飲むべき？？
仕事や家にいる時などの通常時には、水が
一番。冬場は特に白湯がおすすめです。
水分を摂ることは人間の体の温度調整の
役割も果たしています。夏場や運動後など
は体温が上がっているため、冷水を摂取す
ることで体温を下げてくれる効果があり
ま す。し か し、冬 場 気 温 が 低 い と き な ど
で、体温が低くなっている時は、冷水を飲
むことでさらに体温が下がり、体に負担を
かけてしまいます。
体に負担をかけないように出来るだけ白
湯または常温の水を飲むことをおすすめ
します。

カフェイン飲料を
たくさん飲む人は工夫を
寒い冬の間は、冷えた体を温める為に、暖か
いコーヒーやお茶を飲む機会が増えると思
います。しかし、コーヒーやお茶に含まれる
カフェインは利尿作用がある為、水分を余計
に体外に排出して
しまいます。カフェ
イン飲料をたくさ
ん 飲 む 人 は、コ ー
ヒーやお茶を飲ん
だら、水を２杯飲む
といった工夫をす
ると良いでしょう。

冬の間もしっかり水分を補給して、寒い季節を健康的に過ごしましょう♪

情報 HEAD LINE
★
「博多の台所」
柳橋連合市場に新ビル

ジョイフルコーポレーション

「博多の台所」と呼ばれる柳橋連合市場（福岡市中央区）に複合ビルが建設されることになった。老朽化
したビルを、店舗とマンションの 13 階建てに建て替える計画で、2019 年春に完成する予定。1 階には
店舗、2 階から上は分譲マンションにする予定。永く昭和の風景を残してきた風景に別れを告げること
になる。建設するのは東京の不動産会社ジョイフルコーポレーション。同社はそのほかにも近隣で再開
発構想をもっている。
柳橋連合
市場

1918 年ごろ、鮮魚の商人が那珂川に架かる柳橋のたもとで魚を販売した「柳橋廉売市場」が
起源とされ、戦後に柳橋連合市場になった。現在、35 店舗が軒を連ねる。福岡のホテルや料亭、
飲食店の仕入れ先としての役割を担う。

★住宅宿泊事業法施行規則を公布、宿泊日数 2 カ月ごとに報告義務

国土交通省

来年 6 月 15 日施行の住宅宿泊事業法施行規則が 10 月 27 日に公布された。住宅宿泊事業者は届け
出住宅に非常用照明器具を設置し、避難経路を表示する。更に宿泊者名簿を備えて、作成の日から 3 年
間保存する。また、2 カ月ごとに届け出住宅に人を宿泊させた日数を都道府県に報告することとした。日
数の算定では、正午から翌日の正午までの期間を 1 日とする。1 泊せずに昼間、チェックインして、その
夜にチェックアウトした場合も、1 日と数えられる。

★住宅着工戸数 3 か月連続減

国土交通省

国土交通省が 10 月 31 日に発表した 9 月の新設住宅着工戸数は、対前年同月に比べ 2.9% 減の
83,128 戸だった。3 カ月連続の減少となる。このうち貸家は同 2.3% 減って 37,521 戸となり、4 カ
月連続の減少となった。国交省は、
「郊外では需要がピ−クアウトした可能性がある」としている。金融庁
の監視強化で地銀などの融資姿勢が慎重になっていることが減少の背景にある。今年前半までの貸家着
工は相続対策や低金利などを追い風に増勢が続いていた。

★温室効果ガス削減で国際評価機関から 2 年連続最高評価

住友林業

住友林業は世界の気候変動対策に特に優れた活動を行っているとして、ＣＤＰから最高評価の「気候
変動Ａリスト」に選定された。ＣＤＰとは、国際的な非営利団体で企業の温室効果ガス排出量に関するＳ
ＲＩ評価機関である。ＣＤＰから「気候変動Ａリスト」を受けた企業は世界で 112 社、日本企業は 13 社
で、国内の住宅・不動産関連企業では唯一となる。

年末年始休業のお知らせ
平成 29 年 12 月 29 日（金）〜平成 30 年 1 月 4 日（木）はお休みさせていただきます。
みなさまからお預かりしている不動産の管理は休業期間中でも 24 時間対応致します。

