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年頭挨拶
ごあいさつ
八月、暑い夏はまだまだ続きます。先月もずっと真夏日、熱帯夜の繰り返しで、身体の安まる日は
ほとんどなかったように思います。昔はあまり聞かなかった「熱中症」という言葉も、今ではすっか
り日常会話に馴染んでいます。この夏、熱中症による救急車の出動も数を増し、健康を損なった人も
たくさんいます。一日も早く暑さの峠を越え、蝉もヒグラシ、とんぼも赤とんぼの季節へ移り、涼風
を感じたいものです。お盆を過ぎれば秋へと向かっていくことでしょう。
お盆といえば、ふるさとへの帰省、お墓参りといっ
た昔ながらの日本の慣習が各地で見られます。みな
さまのご家庭でも、子・孫・兄弟姉妹・友人・知人など、
普段会えない人と顔を合わせ、集う機会が増えるの
ではないでしょうか。インターネットや携帯電話な
ど便利な道具が増えても、表情や細かい心までは伝
えられません。やはり人と人、顔突き合わせて、その
存在と絆を確かめ合うのが何より大事なことだと思
います。平成 23 年 3 月 11 日の東日本大震災以来、
" 絆 " の大切さがメッセージとして広がりました。お
盆はそんな意味でも大事にしたいチャンスです。
去る 7 月 21 日に参議院議員選挙が行われました。
その結果、参院で与党の勢力が強まり、与党にとって
今後の政策実現は進めやすくなることでしょう。安
倍首相の経済政策（アベノミクス）が一定の信任を得
たものと判断されます。ただ、私たちは選挙が終わっ
たからといって、後は政治家任せといった態度では
いけません。常に政治への関心を失わず、
「見張番」と
して自分たち、自分たちの国の未来を良い方向へ動
かしていかなければなりません。
暑さはまだまだ残りますが、食事・睡眠・運動など、
健康に気をつけて夏バテしないようにしましょう。

休業の
お知らせ

8月11日（日）より8月15日（木）まで休業させていただきます。
管理受託物件につきましては、この休業期間中もみなさまにご安心いただけるよう、
緊急連絡体制を組み、迅速な対応ができるようにしております。

不動産を売ったときの税金
不動産を売ったときの税金は、誰が、どのように保有していた不動産で
あるか・・・で税金の種類や課税内容が変わります。

「個人」（サラリーマンなど一般人）が不動産を売った場合
譲渡所得に対する所得税と住民税が課税されます。保有期間によって税率が変
わります。長期は軽課、短期は重課となり、保有期間のめやすは5年です。

個人の不動産業者（会社組織でないもの）が商品である不動産を売った場合
事業所得に対する所得税と住民税が課税されます。
※短期保有土地の売却益にあっては短期所有土地譲渡益重課税制度が設けられ
ていますが、平成25年12月31日までの間、重課の適用が停止されておりま
す。従って、通常の事業所得と同様に総合課税により課税されます。

法人（有限会社、株式会社等で不動産会社に限らない一般法人）が
不動産を売った場合
法人税と住民税が課税されます。
※長期保有土地の売却益にあっては一般重課制度が、短期保有土地の売却益に
あっては短期所有土地譲渡益重課税制度がそれぞれ設けられていますが、平成
25年12月31日までの間、その特別課税による重課の適用が停止され、通常の
法人税や住民税だけが課税されます。

なお、これらの税金については、居住用財産を譲渡した場合や買い換えた場合、優良住宅地
の造成等のために土地を譲渡した場合など、一定の要件を満たした場合には特例が認められて
います。

その他、平成25年から平成49年まで、復興特別所得税として、
所得金額の2.1%が別途かかります。

◎ 詳 し く は 、 税 の 専 門 家 （ 公 認会計士・税理士・ＦＰ）や税務当局担当者にご相談ください。
〈 国 税 庁 Ｔ Ａ Ｘ ア ンサーh ttp ://w w w .n ta.g o .jp /taxan s w e r〉

自然でスマートな

「エレベーター会話術」
マンションのエレベーターでご近所さんと遭遇した際、気ま
ずい思いをされたことはありませんか？ 閉鎖的な空間での沈
黙は、誰でも居心地が悪いものです。
そこで、挨拶だけで終わってしまう気まずさを解消するには、
「雑談力」が役に立ちます。

挨拶をした後、
天気や気候など気軽に話せる話題から入るのが、
雑談上手の第一歩！
雑談というのは、とりとめのない話、気軽に話せるフリートークのことです。
会話のきっかけとなる最初の一言に、何を言っていいのか分からず、雑談する機会を逃
していませんか？そのような方は、日頃から話のネタを探しておくことが大切です。
例えば、天気予報を欠かさずチェックする習慣を身につけ、四季を感じるネタの情報を
収集するなどです。雑談を始めるきっかけになるネタは、日常の生活に溢れています。
しかし、あまり親しくないご近所さんとの雑談では、以下の話題は避けたほうがベター
のようです。「思想、政治、宗教、自慢話、学歴等々」

コミュニケーションの8割は非言語。
言葉だけでなくポーズも重要！
高層マンションで暮らす人のなかには、時事ネタだけでは話がもたない、人と話すこと
が苦痛という人も多いはずです。
そんなときは、相手の服装や持ち物に言及することも一つの方法のようです。
例えば、「そのネクタイの色、素敵ですね」等。あとは、相手の言葉をオウム返しにし
たり相づちを打ったりするだけでも、じゅうぶんなコミュニケーションになります。
言葉プラス心地よい態度が、よりよい人間関係を築いていきます。

縁があってご近所さんになった方々と、心地よいご近所付き合いができるよう雑談力を
磨いていきましょう。ただ、すべての人が会話を楽しみたいと思っているとは限らないので、
そのあたりの空気をしっかり読むことも大切です。
参考：スーモジャーナル

住まい・暮らしのニュース・コラムサイト

http://suumo.jp/journal/2013/07/07/47293/

New OPEN
セイワ通信6月号でご紹介させて頂いた箱崎3号線店
に続いて、レンタルボックス赤坂法務局前をオープン
致しました！
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福岡銀行
赤坂門支店

福岡中央
銀行本店

地下鉄 赤坂駅
赤坂

レンタルボックス
赤坂法務局前
福岡市中央区赤坂一丁目 14-27
地下鉄赤坂駅から徒歩3分・昭和通り沿い、福岡銀行の並びにあります。専用駐車場を設けて
おりますので、お車で来られても安心してご利用頂けます。ご自宅で場所を取るオフシーズンの
家財道具はもちろん、会社で長期保管しておかなければならない書類やお仕事道具の収納にいか
がでしょうか？
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こちらのトランクルームは1棟の建
物内にあり、雨風の心配は不要で
す。また建物内にはエアコン・除湿
機を設置しておりますので、夏場で

大切な家財・備品、
書類を保管

も快適にご利用頂けます。
重要な書類や大切なお荷物も安心し
て保管して頂けるように、警備シス
テムを導入しております。もちろん
24時間出し入れ可能です。

新登場

自転車通勤をしてる方、自転車保管場所が
なくて困っていたり、盗難の心配をされたり
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していませんか？そんなときサイクルボック
スがお役に立ちます。個別のサイクルロッカ
ーには警備システムも完備しておりますの
で、大切な自転車を安心して保管することが

都心で安心の
サイクルロッカー

できます。また突然の雨でも汚れる心配があ
りません。
さらに簡易ロッカーと更衣室が付いていま
す。コインロッカー程の大きさですが着替え
やちょっとした私物を入れることが出来、快
適なサイクリング通勤を楽しめます。

トランクルームの広さは約0.3帖から約2帖まで。料金設定は広さや場所によって異なりますが、
月額4,200円〜16,170円となっております。サイクルロッカーは月額4,200円です。
利用契約時には敷金・礼金・初月賃料が必要です。只今、キャンペーン中で礼金はサービスしており
ます。（H25.8.1現在）
とても綺麗な内装になっておりますので、ぜひ一度見学にお越しください。ご不明な点がございま
したらお気軽にお問い合わせくださいませ。

レンタル事業部

セイワボイス

092-715-0003

SEIWA VOICE
SEIWA VOICE

下駄を履くまで試合は分からない

レンタル事業課
両角 知之

私は10歳から野球を始めました。現在も続けておりますので、20年以上も続けていることになる
のですが、長く続けている割にはさほど上手になっていないのが現状です。
上手にはなっていないのですが、野球で習ってきたことが生活や仕事にどう活かされているのかを
改めて考えてみました。
『ボールは相手の胸に投げなさい、ボールを受け取る時は体の正面で受
けなさい』と口をすっぱくして教え込まれます。これは、会話は言葉のキ
ャッチボールであるとも言われるように、会話を投げかける際は相手の聞
き取りやすい言葉や内容で話しかけ、言葉を聞く際は相手が話しやすい体
勢で話を聞くようにしなければなりません。私はこれを日々の会話の中で
活かすようにしています。
次に、『下駄を履くまで試合は分からない』という言葉を教わりました。
これは、野球のルール特性から言えることですが、時間制限や何点取った
ら試合が決着するということがなく、相手よりも点数が上回っている状況
で、最終回の相手の攻撃を抑えたら勝ちになります。従って、野球のシュ
ーズを脱ぎ、下駄を履いて家に帰る準備をするまでは、試合はどうなるか
分からないので気を抜くな、最後まで諦めるな、という教えでした。
この「下駄を履くまで・・・」という教えを私は仕事の際によく思い起こします。営業職として
お客様と契約を進めていく際に、お客様の理解と満足を得ることができたと思っても、契約が完了
するまでは決して気を抜かないように心がけています。
そのほか野球を通じ、習ってきたことはまだたくさんあると思うのですが、下手ながらも続けてき
た趣味が、自分の仕事や日々の生活にどうつながっているかを考えることで、面白い発見もありま
した。皆様も趣味や習い事の中で新しい発見を探されてみてはいかがでしょうか。

SEIWA VOICE

夏は痩せにくい季節？！

column
コラム

基礎代謝を上げるためのひと工夫♪
基礎代謝とは？
何もせずじっとしていても、生命活動を維持するために生体で自
動的に（生理的に）行われている活動で必要なエネルギーのこと。１
日の消費エネルギーのうち、基礎代謝量が７割相当を占めています。
基礎代謝の４割ほどを筋肉が消費するといわれており、これが筋肉
量が多い人ほど代謝がよく、痩せやすいといわれるゆえんです。
ダイエットには運動！と思いがちですが、まず基礎代謝を上げることで消費エネルギーを増やし、
太りにくい体を作ることが大事なポイントであるといわれています。
夏はたくさん汗をかき、基礎代謝が上がるように思われがちですが、実は基礎代謝が上がるのは秋
から冬にかけての寒い季節。寒い季節は、体温を維持しようとして基礎代謝が上がります。その逆
で、暑い夏は体温を維持するためのエネルギー消費が少なくなるので、その分基礎代謝は低くなる
のです。

基礎代謝を上げるために
朝食を食べ体温を上げる

朝食には眠っている間に低下した体温を上昇させる効果があり
ます。体温が上がることで効率的にカロリーを消費し基礎代謝
も上がります。

夏場は部屋の温度を
下げすぎない

ついつい暑さに負けて低く設定してしまいがちですが、適温は
28 度といわれています。

半身浴をする

食事に「高タンパク」を
取り入れる

熱いお湯では、表面上だけ熱くなって、体の芯からは温まりま
せん。
38〜40℃のぬるま湯で、15 分程半身浴が効率的な入浴方法
です。
（途中で休憩をはさみ数回に分けて行うなど、無理のない範囲
で行います。）
半身浴は半身だけを温めることで、血液循環がよくなり、代謝
が活発になります。
筋肉はタンパク質を摂ることで生成・維持されています。
運動をしたあとに、卵・乳製品・大豆食品などの「高タンパク」
の食品をとると、筋肉を増やすための手助けになり基礎代謝が
上がります。

基礎代謝が上がると、体の中のあらゆる細胞に頻繁に酸素や栄養素が運ばれ、新陳代謝も活発にな
り、全身の細胞が若々しくなるというメリットもあります。
基礎代謝のメカニズムは個人差もありますが、日々の生活で基礎代謝を上げる工夫をし、季節に左
右されない体作りを目指しましょう！
参照サイト：http://www.moon-bow.com/010/0004.html
http://matome.naver.jp/odai/2134084484628244201

new employee

新入社員奮闘記
fr e s h w o m a n

レンタル事業課:中霜 香苗

新しい事へ の 挑 戦 ・ ・ ・
セイワ地研入社より、約 3 ヵ月が経過しました。レンタル事
業課で、寿退社された近江社員の後任をさせて頂いております。
レンタル事業課では電話応対、契約書の作成、その他レンタル事
業課の中の諸々の事務を行っております。また、住居や駐車場の
入金督促や、支払計画、水事業に関する業務なども行っておりま
す。業務は割と多岐にわたり幅広く、毎日があっという間に過
ぎ、まさに奮闘の毎日です。反省ばかりの日々ですが、今は日々
の業務をいかに効率的に、早くこなせるようになるかを自分な
りの目標とし、努めているところです。
不慣れにつき、ご迷惑をおかけし、度々申し訳ないと思うことが
多い一方で、先輩の皆様からは丁寧なアドバイスやご意見など
を、ご教示いただけることに、感謝しております。
これから、新しい事への挑戦だという前向きな意気込みで、学ぶ心を忘れず、誠意をもっ
て、業務に取り組んでいきたいと思います。
少しでも早く仕事を覚え、仕事に慣れ、周囲から信頼される人材になることができますよ
う、前向きに努めていきたいと思っておりますので、引き続きご指導いただきたく、宜しく
お願い致します。
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私のおすすめの

ダニエル・キイス著

「アルジャーノンに花束を」
経理課:吉岡 かおり

ダニエル・キイス著「アルジャーノンに花束を」は突然天才となった知的障害をもつ主人公
チャーリー・ゴードンの生涯がＳＦ小説として描かれています。
白ネズミのアルジャーノンは大学教授が研究していた知的能力を向上させる脳外科手術を受け驚
くべき知能を得て、実験の迷路テストではＩＱが70という知的障害をもつチャーリーを圧倒しま
す。ＩＱが上がれば今よりももっと友達が増えて楽しい生活が送れると考えたチャーリーは、ア
ルジャーノンと同じ手術を受けることにします。そして読み書きどころか、手術を担当した教授
を遙かに凌ぐ天才へと変貌を遂げていきます。
チャーリーは同じ手術を受けモルモット扱いされている白ネズミアルジャーノンに親近感を抱き
ますが、そのアルジャーノンの異変から今後自分に起こるべく問題に直面します。
この小説は「ついしん、どーかついでがあったら うらにわのア
ルジャーノンのおはかに花束をそなえてやってください」という
チャーリーの追伸で終わります。
ただ泣ける！！というストーリーではなくとても考えさせられる
内容ですが、チャーリーの優しさが心に残る1冊です。
みなさんも機会があれば、ぜひ読まれてみてはいかがでしょうか。
きっと心が温かくなるはずです。

★13年路線価、5年連続下落も回復基調、最高価は28年連続で銀座・鳩居堂前
国税庁は7月1日、相続税や贈与税の税額算定の際の基準となる路線価(2013年分)を公表
した。全国平均は前年比マイナス1.8%で、5年連続の下落となった。ただ、下落幅は前年よ
りも1ポイント改善しており、都道府県別に見ても08年以来5年ぶりに宮城県(前年比1.7%
上昇)と愛知県(同0.1%上昇)で上昇を示す県が出た。九州でも福岡市のＪＲ博多駅前を始
め、熊本、鹿児島、大分などの各駅周辺で上昇が顕著だった。なお、最も高い路線価は東京
都中央区銀座5丁目の鳩居堂前で、1平方メートル当たり2152万円(前年比横ばい)。28年連
続で最高となっている。九州では、福岡市中央区天神2丁目 渡辺通りが第1位で464万円、
次に博多駅前2丁目 駅前通りの230万円が続いた。

★カスタマイズできる賃貸

都市再生機構（UR）

都市再生機構(UR)は、新たな団地リノベーションの取り組みとして「カスタマイズUR」
プロジェクトを始める。都内の3つの賃貸住宅を対象に、入居者が好みに合わせて壁紙を
はったり、色を塗ったり、棚を取り付けたりできる壁をリビング・ダイニングに設ける。そ
の部分については、退去時の原状回復義務から除外する。今回のプロジェクトでは、無料相
談窓口やカスタマイズ商品の販売・工事サービス(有償)などを行うほか、建築設計やリノ
ベーションの実績のある業者との連携を予定しており、商品企画や顧客サポートの実施、
「東京R不動産」サイトを中心としたプロモーションを展開する。

★定期借家物件の成約状況発表

アットホーム

アットホーム（東京・大田区）は首都圏における賃貸住宅の定期借家物件について、その
登録・成約状況の調査結果を発表した（2012年度）。調査対象は、アットホーム全国不動
産情報ネットワークに登録された首都圏の居住用賃貸物件情報。調査結果では、主な傾向と
して物件登録数（内訳：マンション、アパート、一戸建て）は前年度比0・1％増の9万
5770件だった。成約数は、前年度比9・1％減の6850件だった。

★外出誘導で節電促進

北九州市400世帯で実証実験

凸版印刷

凸版印刷(東京都千代田区)は7月22日、福岡県北九州市八幡東区東田地区で、地域全体の
電力負荷を平準化する節電を促す実証実験を始めた。同地区は、再生可能エネルギーの普及
促進や家庭や地域で活用できるエネルギーマネジメントシステムの構築に向け、経済産業省
が推進する次世代エネルギー・社会システム実証地域の一つ。2010年4月から進められてい
る「北九州スマートコミュニティ創造事業」の一環でもある。夏と冬の電力需要が高まる時
間帯に近隣店舗で利用できるサービス情報を得て、外出による節電効果や経済効果などを検
証する。同社は、今後のエネルギーマネジメントシステムの開発や事業化に向け、今回の実
証実験の結果を活用する考えだ。夏季実験は7月22日〜9月13日の平日13〜17時に行う。
約400世帯のほか、近隣店舗として、イオンモール八幡東やスピナ帆柱店などが参加する。
冬季も同様の実験を予定している。

