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いろいろあった 2013 年も、いよいよ年の瀬となりました。片付けるべきものは年内に終わらせ、
すっきりした気持ちで新しい年を迎えたいものです。今年をふりかえると、わが国はもとより海外
でも自然災害の多い年でした。記憶に新しいところでは 11 月初旬の台風 30 号の惨禍です。フィリ
ピンのあちこちの町や村は風と高波で破壊されました。報道によると、4 千人近い死者、数十万のケ
ガ人、避難を余儀なくされた人は数百万人に上っているとのことです。援助の手が求められており、
私たちもできるだけ手助けし、復興の日が早く訪れるよう切に願います。
話は変わりますが、年の瀬のことです。
・・・毎年、
師走はせわしないのが常ですが、せめて大晦日くら
いはゆっくりした時間を持ちたいもの。早めの準
備、早めの手じまいが肝要です。そして、自分の 1
年、家族の 1 年、世の中や世界の 1 年を振り返り、
それぞれへの感謝や反省、今後の動向や対策など、
静かにじっくり考えたいものです。
最後になりましたが、今年もセイワ地研ならびにセイワ通信をご愛顧たまわり本当にありがとう
ございました。来年も一層のご支援、ご指導をよろしくお願い申し上げます。
来るべき年がみなさまにとって良い年となりますように・・・・。

不動産の譲渡所得
今回は「特定事業用財産の買換え特例」についてです。
【特定事業用財産の買換え特例とは】
個人が平成26年12月31日までの間に、次表左欄に掲げる事業用の土地や建物を譲渡して、原則、譲渡した
年またはその前年もしくは翌年に、右欄に掲げる事業用の資産を取得し、その取得の日から1年以内に事業の
用に供した場合または供する見込みである場合に適用される特例です。
【特定事業用財産の買換え特例が適用される主な組み合わせ】
譲渡資産

買換資産

① 既存市街地等内にある事務所、事業所等として使用
されている建物（貸付の用に供されているものを含
む）またはその敷地の用に供されている土地で所有
期間 10 年超のもの

既成市街地等以外の地域内（国内に限る）にある土地、
建物

② 誘致区域（首都圏の近郊整備地帯内や都市開発区域
内の計画工業団地等、およびこれに類する 一定の
区域）外の土地または建物

誘致区域内にある土地または建物

③ 既存市街地等内にある土地、建物

既存市街地等内にある土地または建物で、土地の計画
的かつ効率的な利用に資するものとして所定の施策の
実施に伴い、その施策に従って取得されるもの

④ 所有期間が10年を超える土地、建物

国内にある面積 300 ㎡以上の土地等で、特定施設（事
務所、事業所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、住宅
等（福利厚生施設は除く）の敷地の用に供されるものお
よび建物

※買換資産の中に土地があり、買換えによって取得した土地の面積が、譲渡した土地の面積の原則として5倍
を超える場合には、その超える部分の面積に対応する買換土地部分は買換資産には該当しないこととされま
す。例えば、これにより所有期間10年超の事業用の建物を売却し、その代金で国内の事業用の土地を購入した
場合には、売却土地の面積はゼロで、その5倍に相当する面積もゼロにしかなりませんから、取得した土地の
すべてが買換資産にならないといった問題が出てきます。注意が必要です。
※東日本大震災により事業用建物を事業の用に供することができなくなったケースでは、要件を満た
せば、事業に従事していた相続人がこの特定事業用資産の買換えの特例を受けることができます。

税金の計算

この事業資産の買換え特例では、居住用財産の場合と異なり、資産の譲渡価額と買換資産
の取得価額の大小に関わりなく、必ず課税が生じます。

①譲渡した資産の譲渡価額が
買換資産の取得価額以下である場合
イ

譲渡した資産の譲渡価額 ×２０％＝課税される収入金額

ロ （譲渡した資産の取得費＋譲渡費用）×２０％
＝課税される収入金額に対応する取得費と譲渡費用
ハ

イーロ＝課税譲渡所得金額

②譲渡した資産の譲渡価額が
買換資産の取得価額を超える場合
イ （譲渡した資産の譲渡価額―買換資産の取得価額）
＋買換資産の取得価額 ×20％＝課税される収入金額
ロ （譲渡した資産の取得費＋譲渡費用）× 上記イの収入金額
÷ 譲渡した資産の譲渡価額
＝課税される収入金額に対応する取得費と譲渡費用
ハ イーロ＝課税譲渡所得金額

買替え特例 ・・・・《課税の繰り延べとは》
買替え特例というのは、税金がかからないということではなくて、その譲渡があった時点では課税がない（譲渡
がなかったものとみなされる）ものの、その後買換えた資産を売却したときにはもとの分までさかのぼって課税
されるということです。
※買換えの特例を受けるには、一定の書類を添えて確定申告をすることが必要です。
◎ 詳 し くは税務署、公認会計士、税理士など税の専門家にご相談ください。
国税庁ホームページ h ttp //w w w .taxan s w e r.n ta go.jp/〉

隣人 との 適度 な 距離感 とは
集合住宅だと心配なご近所トラブル、未然に防ぐための
秘策は？
来年引越しをして、新天地で新たな生活をはじめる人
も多いのではないでしょうか。その時気になるのがご近
所付き合いです。育った環境や文化の違いからマンショ
ンやアパートでは、ちょっとしたことが問題になること
も少なくありません。
そこで今回は、ご近所トラブルを未然に防ぎ、ご近所さん
とうまく付き合っていくコツをご紹介します。
マンションやアパートなどの規約違反はしない。
ゴミ捨てのルールを守る。
すれ違い時には必ずあいさつをする。

基本的なマナーを守るだけでもトラブルは大分減ります。また、隣の人と顔見知りになること
で、万が一のときに助けを求めることもできます。

顔も知らない人だと無関心になりがちですが、顔見知りの場合は「困ってるなら、ちょっと助け
てあげようかな」という気持ちにもなるのが人情というものです。ご近所さんとうまく付き合うこと
自体が、トラブルを未然に防ぐことにつながります。

ゴミ捨てや騒音のトラブルなどは、「隣は知らない人だからい
いや」という考えから生まれることもあります。そういった問題を
起こす方でも、会社や学校ではきちんとルールを守っているはずで
す。お互いに顔見知りになると、相手に迷惑をかけてはいけないと
いう意識が働くため、トラブルが起こりにくくなります。
特に都心などでは「知らない人だからなんとなく怖い」という理由で、ご近所づきあいを敢えて避
けている人も多いのでは。しかし、それは逆効果の場合もありますので、臨機応変に対応することが
ベストです。
ただ過度に仲良くなるのもお勧めはできません。良好な人間関係を築ける場合もありますが、反対に
ストーカー被害にあったり、昼夜問わず訪ねられたりといった問題に発展することがあります。あい
さつ程度の適度な距離を保つのが秘訣です。
面倒だと敬遠しがちなご近所付き合いですが、適度な信頼関係が築ければメリットは
大きいはずです。快適な新生活をスタートするために、すれ違ったら会釈をすることか
ら始めてみてはいかがでしょうか。

参考：スーモ
suumo.jp/journal/2013/05/09/43027/
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第16回 シティウォーク in ふくおか

歩くことは健康づくりの出発点

福岡ヤフオク！ドーム
平成 25 年 11 月 10 日（日曜日）

毎年恒例のシティウォークinふくおかに今年も協賛させていただきました。あいにくのお天気で
したが当社からは大人40名、子供13名、計53名が参加しました。
5 ㎞、10 ㎞は景色や会話を楽しみつつ日頃の運動不足を解消。15 ㎞は前年よりタイムを縮める！
などの目標を持って、本気のウォーキング。
それぞれ自分の体調と相談しながら、目標とするコースを制覇しました。
福岡に住んでいてもこのように海岸線や公園の景色を楽しみながら歩くこともなかなか無いの
で、いい機会になったのではないかと思います。

ボランティアスタッフとしても参加しています。
来年のご参加お待ちしております。

娘二人と一緒に参加した奥村親子！
子どもの成長も楽しみのひとつ！

(向かって右：いくちゃん・向かって左：あやかちゃん)
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イクメンパパこと
小西親子！
なるちゃん、パパと
一緒で嬉しいね。

冷たい風の中、参加者のみな
さんを誘導しました！
参加者の元気いっぱいのあい
さ つ に、励 ま さ れ た ボ ラ ン
ティアスタッフです。
たくさんの方々との出会いに
感謝！

今日は、「粋透水」
の親善大使になっ
たつもりで、10 ㎞
完歩成功！来年は
15 ㎞に挑戦ね！

毎年家族で参加し
ている長尾親子！
ウォーキングを通
じてあきひこ君と
の絆もより深まっ
たかな。

キュートな笑顔で
戻ってきたゆい
ちゃんとあやか
ち ゃ ん。10 ㎞ 完
歩！ピンクのポロ
シャツがとても似
合っている仲良し
二人組です。

( 向かって右：ゆい
ちゃん・向かって左：
あやかちゃん )

セイワボイス

SEIWA VOICE
SEIWA VOICE
営業１課：香月 洋子

10年を振り返って
私は、今月7月1日でセイワ地研に入社して丸10年が経ち、11年目に入りました。
これまで長く勤めてこれたのも、ひとえに次田会長のおかげ、セイワ地研の皆様のおかげだと深く
感謝しております。
振り返ると入社して半年位で、私は病気し、初めての繁忙期に入院・手術する事となり、大事な繁
忙期に穴をあけてしまうと大変申し訳なく思っておりましたが、そんな折りに次田会長から、
「あなたは欠員状態で入社したわけでは無いので、仕事の事はまわり
の人に任せて、まずは病気を治す事が最優先なので仕事のことは気にせ
ずゆっくり休んでいいから、早く健康になることが家族の為にも・会社
の為にも大事な事だから」
と温かいお言葉を頂き、さらには病院や病院の先生の事など親身になってアドバイスを頂き、そ
れまでいくつかの会社を経験していましたがこんなに社員思いの会社は無いとつくづく思い、セイ
ワ地研に入社して良かったと改めて思いました。
それからしばらくは、セイワ地研の香月です。というと、香月さんてもと大央のあの香月さんで
すか？と良く言われ・・・最初の1、2年はそんなものかなと思っておりましたが、4、5年経って
もずっと言われ続け、これは私がセイワ地研でまだ実績が作れていないからかなと思い・・はやく
まわりからもセイワ地研の香月と認められるようにという思いでこの10年突っ走しってきたよう
な気がします。
10年が経ち、それなりに年をかさね、この賃貸の
営業は体力勝負的なところがありますのでだんだん厳
しくなり、数年前から次田社長には内勤にシフト変え
して欲しいとお願いしており、了承を頂きました。今
後は、内勤として内面的な所からセイワ地研を支える
事が出来ればと思っております。
とはいえ、社会人となって最初こそ経理事務を4〜
5年やっておりましたが、この20年位は営業をずっと
やっていましたので、はたして自分に何が出来るのだ
ろうかと不安や心配も多々ありますが、まわりの皆さ
んに色々教えて頂きながら・ご指導頂きながら自分で
出来ることを少しづつ広げていきたいと思います。
10年経った今が大事な通過地点だと思いこれからも頑張っていきたいと思います。

SEIWA VOICE

健康
♪朝ごはんを
食べよう♪
めっきり寒くなり、風邪予防など体調管理に特に気をつ
けなければならない季節となりました。毎日を元気に過ご
すためには、「規則正しい生活をする」
「朝・昼・夜の三食
をしっかり食べる」といったことが基本。しかし、最近では
朝ごはんを食べない人もたくさんいるようです。
そこで今回は、朝ごはんの素晴らしい効果についてご紹介
します♪

脳の動きを活発にし、集中力や記憶力が高まる
朝ごはんを抜くと、脳の活動に必要なエネルギー源の糖質が不足するため、集中力や記憶力
が低下してしまうことがあります。また、ビタミンやミネラルの不足は免疫力の低下にもつ
ながります。朝ごはんでしっかりと体に必要な栄養を摂ることが大切です。

体温が上昇し、代謝が高まる
朝ごはんには、寝ている間に低下した体温を上げる作用があり、活動するためのウォーミン
グアップの役割があります。朝ごはんでしっかり体温を上げておかないと、低体温にもつな
がります。また、食べることで血流が活発になり、肌のくすみ防止にも効果的です。

太りにくいカラダをつくる
肥満の原因は「食べ過ぎ」であることが多いのですが、朝ごはんを抜くのは逆効果につなが
ります。
朝ごはんを抜くと、夕食から１０時間以上も食事の時間が空くことになります。飢餓状態か
ら突然食べ出すと、血糖値が急激に上がり、栄養分を吸収しすぎてしまいます。
また基礎代謝も悪くなることで、貯めた脂肪を分解する力も落ちていき、
「太りやすい体質」
になってしまうのです。
＊朝ごはんを食べる習慣がない方は、まずは手軽に食べられる果物や乳製品を食べることから始める
ことがおすすめです！
特にバナナは糖質を含んでおり、脳や体にエネルギーが必要な朝食に適しています。
朝ごはんをしっかり食べて気持ちよくシャキッと一日を始めましょう♪♪
<参考サイト＞
http://www.genkiplaza.or.jp/005information/18eiyo/005̲00̲00̲18̲05.html
http://eonet.jp/health/special/special31̲1.html

Just Married!!

営業１課：川上 由布子

私事ですが、平成 25 年 10 月 19 日に
結婚致しました。
挙式は、中央区六本松にある福岡縣護
国神社にて執り行いました。
当日は天気にも恵まれ、杜に囲まれた
神聖な雰囲気の中での参進は、とても
身の引き締まる思いでした。

披露宴は、博多区博多駅南にある WITH THE STYLE FUKUOKA にて親族と親
しい友人を招いて行いました。当日までの数ヶ月間は、ほぼ毎日準備に追われ、
決め事の多さに目がまわる思いでしたが、いざ終ってみるとあっという間で、
最後は寂しさが込み上げてきました。担当してくださった会場スタッフの方々
のおかげで思い出に残る 1 日になりました。
新婚旅行はまだこれからですが、世界遺産のマチュピ
チュへ行こうと計画中です。
マチュピチュへ行くには長時間の飛行機とバス移動、
列車移動、そして高山病と体力勝負な旅になりそうで
す。しっかりと体力をつけて、壮大な古代文明に触れて
きたいと思います。
結婚後も変わらず業務に励んで参ります。今後ともどうぞよろしくお願い致します。
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通りの由来

博多バスターミナル
博多駅

祇園

今回は、大博通り（たいはくどおり）の
由来をご紹介します。

大博通り（たいはくどおり）

trivia

呉服町

全長1.8㎞

博多区博多駅前（福岡交通センター）交差点
〜博多区福岡サンパレス前

由来

蔵本

国体道路

明治通り

昭和通り

神屋町

1587 年に豊臣秀吉が行った太閤町割の基本
路線という古い歴史を持ち、博多の大通りと
もいうべき道路であることから。
参考資料：ふくおか経済ＥＸ2012

築港本町

福岡サンパレス

国際センター

国土交通省

★機械式立体駐車場の技術基準見直しへ

国土交通省は、マンション敷地内などの機械式立体駐車場施設で、子供や一般利用者が機械
に体を挟まれ死亡する事故が発生していることから、安全に対する技術水準の見直しを図るこ
ととした。そのための「機械式立体駐車場の安全対策検討委員会」第 1 回会合は 11 月 7 日に
開かれた。

★マンション総発売額、40年で3.5倍に

不動産経済研究所

不動産経済研究所（東京・新宿区）は、同社が集積している過去 40 年間 (1973 年〜 2012 年 )
のマンションデータを「全国マンション市場 40 年史」としてまとめた。それによると、1973
年に 1 兆 184 億円だった全国のマンション総発売額が 2012 年には 3 兆 5890 億円に増加
し、約 3.5 倍に増えた。40 年間の最高発売額は、2000 年の 6 兆 4452 億円だった。また 1 戸
当たりの平均価格も、40 年間で約 3.5 倍 ( 全国平均 ) に上昇した。

★長く住むための新企画戸建て住宅、バリアフリーや収納部に工夫

トーセイ

トーセイ ( 東京・港区 ) は、長く住み続けられる戸建て住宅の新企画商品を発表した。この
住宅は、最初の購入時から高齢化や要介護状態になるまでなど、生活スタイルの変化をあらか
じめ見込んで設計しておくもの。手摺下地の仕様や可変間仕切壁、エレベーター設置スペース
の確保などがある。導入を予定しているのは、横浜市神奈川区に販売を予定している全 16 棟
の戸建て住宅の内の 1 棟。エレベーター設置スペースは、1365 ミリ四方の正方形の大きさだ。
購入時などは、マルチクローゼットとして機能する。将来は車いす利用が可能なエレベーター
の設置スペースに転用できる。

★福岡の高齢者施設が国交省の木造建築技術先導事業に

住友林業

住友林業が設計施工するプロジェクト「スパビレッジ・ホリカワ〜ほりかわ癒しの湯」( 福岡
県久留米市、事業主 = 医療法人社団堀川会 ) が、国土交通省の推進する平成 25 年度木造建築
技術先導事業に採択された。延べ床面積 5225 平方メートルとなる同施設は住宅型有料老人
ホーム 94 室とデイサービスセンターを用途とする、木造軸組構法による東棟・西棟と、鉄筋
コンクリート造の中央棟で構成される。戸境壁平行弦トラスによる 14 メートルの大スパン架
構、耐火構造外壁の軽量化・簡素化の実現、難燃薬剤注入スギ耐火集成材の採用などが同プロ
ジェクトの特徴。先導事業は、再生産可能な循環資源である木材を大量に使用する建築物の整
備によって、低炭素社会の実現に貢献するのが目的。先導的な設計施工技術が導入される大規
模木造建築物の建設に対し、その費用の一部を助成する。

年末年始休業のお知らせ
平成25年12月28日（土）〜 平成26年1月5日（日）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、期間中でも24時間対応致します。

