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P,1 お世話になります
P,1 ⼊居率地域1番を目指して
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P,3 賃貸管理コーナー

P,4 業界ニュース
P,5 相続相談コーナー
P,6 ソリューションコーナー
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2016年3月11日現在

管理運営物件⼊居率
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現在管理戸数現在管理戸数現在管理戸数現在管理戸数1350135013501350戸超戸超戸超戸超



皆様にはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り深く感謝しております。

今回は、今年で16年目を迎える弊社の歩みについて、書かせてください。
創業時、まだ私が入社していなかったころですが、約750⼾のアパー

ト・団地を管理する賃貸管理兼賃貸仲介を基盤としてｅｐｍ不動産が産声
をあげました。ｅｐｍという社名は「いい、資産管理（PM）ができるよう
に」という社⻑の願い詰まっており、その時から“まず⼤家さんの賃貸経営
のことを考える”という会社の骨格があったそうです。そして、当時でも珍
しかったのは、不動産業で修理・清掃部門が社内にあったことと、24時間
緊急修理対応が可能なメンテナンス事業部があることでした。
その後、私の⼊社と同時に売買部門が⽴ち上がり、資産の売却を通じて、

地主さんや新しいアパートオーナーと知り合うことができました。その動
きの中で、総合的にオーナー様の資産を活⽤する「資産管理」というア
パート管理だけにとらわれず広く資産を考える形態に移⾏してきました。
現在では、安定した資産を次世代に残すお手伝いとして、「相続・事業

承継」のお⼿伝いをしております。千葉相続サポートセンターｅｐｍは、
地域初の＜⽉⼀回の無料相続セミナー＞を開催する敷居の低い相続相談窓
口です。この機会に、ぜひ受講してみてください。
これからもｅｐｍ不動産は、不動産の総合提案業を目指し、オーナー様

の資産をいろいろな角度からお守りしていきます。

賃貸・売買・リフォーム・資産管理・相続はお任せください。
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資産管理担当：鎌田

資産管理の究極は、次世代

の方にも不安の少ない安定

感を提供することです。

管理物件 入居率94.81％
（平成28年2月29日現在）

優先順位1 自社管理物件

満室満室満室満室で稼働中！満室の秘訣は建物管理と募集力にあり！！で稼働中！満室の秘訣は建物管理と募集力にあり！！で稼働中！満室の秘訣は建物管理と募集力にあり！！で稼働中！満室の秘訣は建物管理と募集力にあり！！

[満室事例 紹介]

[満室稼働の満室稼働の満室稼働の満室稼働の為為為為のののの秘訣秘訣秘訣秘訣]
①ｅゼロの導⼊︕（敷⾦礼⾦ゼロ）
②流⾏のリフォームで入居者をキャッチ

③外壁塗装で美観良く建物も⻑持ち
④共用部分は常にきれいに保つ

当社では、管理物件を最重要物件として、優先順位は1位でご紹介しています。
⼊居募集から退去までの管理はもちろん、⻑期の安定経営のサポートを目指します。

オーナー Ｔ様 築年数 26年 間取り 2ＬDK 構造 木造

賃料
53,000円
〜55,000円

世帯数 8世帯 ⼊居率 100％ 対策
外壁塗装

リノベーション

工事

管理物件入居率地域1番を目指して

before

after
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スタッフ紹介

皆様のお悩み解決に

全力を尽くします！
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今月のメンテナンストピックス

最近、アパートやご⾃宅をお持ちのオーナー様より、

『この物件はあとどのくらいもつの︖』『ウチの屋根
から⾬漏りするんだけど・・』等というご相談が多く、

物件にお伺いさせて頂き、調査をさせて頂いております。
毎日、日光や風雨にさらされている建物なので、定期的な点検や補修が必
要となり、頻度や内容次第でその建物の寿命が決まってしまいます。

弊社では、オーナー様の資産を最大限 有効活用するためにご提案をさせて
頂いております。

壁クラック

壁内腐食

屋上防水剥がれ

作業報告書

⻑期修繕提案

氏名氏名氏名氏名 高橋高橋高橋高橋 正浩正浩正浩正浩 （タカハシ（タカハシ（タカハシ（タカハシ マサヒロ）マサヒロ）マサヒロ）マサヒロ）

出身地出身地出身地出身地 秋田県横手市秋田県横手市秋田県横手市秋田県横手市

勤務勤務勤務勤務部署／役職部署／役職部署／役職部署／役職 有限会社袖ケ浦開発有限会社袖ケ浦開発有限会社袖ケ浦開発有限会社袖ケ浦開発////店長店長店長店長

入社年月入社年月入社年月入社年月 平成２５年平成２５年平成２５年平成２５年 ３月３月３月３月

休日の過ごし方休日の過ごし方休日の過ごし方休日の過ごし方 昼寝昼寝昼寝昼寝

最近嬉しかったこと最近嬉しかったこと最近嬉しかったこと最近嬉しかったこと
少し痩せました。少し痩せました。少し痩せました。少し痩せました。

リバウンドに気を付けます。リバウンドに気を付けます。リバウンドに気を付けます。リバウンドに気を付けます。

座右の銘座右の銘座右の銘座右の銘 日々是精進日々是精進日々是精進日々是精進

ひとことひとことひとことひとこと

有限会社袖ケ浦開発の店長の高橋です。有限会社袖ケ浦開発の店長の高橋です。有限会社袖ケ浦開発の店長の高橋です。有限会社袖ケ浦開発の店長の高橋です。

不動産の売買のほか、セミナーや相続、資産管理などについても不動産の売買のほか、セミナーや相続、資産管理などについても不動産の売買のほか、セミナーや相続、資産管理などについても不動産の売買のほか、セミナーや相続、資産管理などについても

担当しております。担当しております。担当しております。担当しております。

今後も様々なことを学習していって、お会いした皆様を幸せにできる今後も様々なことを学習していって、お会いした皆様を幸せにできる今後も様々なことを学習していって、お会いした皆様を幸せにできる今後も様々なことを学習していって、お会いした皆様を幸せにできる

よう、精いっぱい頑張ります。よう、精いっぱい頑張ります。よう、精いっぱい頑張ります。よう、精いっぱい頑張ります。

�困ったら、是非、ご相談ください！

ポイントはこちら⇒ いつ工事するか？ あと何年保たせるか？ いくらでやるか？



賃貸管理コーナー

epm不動産
資産管理担当 鎌田
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空室対策、収益向上、資金繰り改善、リフォーム工事のご相談・お問い合わせは

℡ 0438-98-6300 担当：鎌田（かまだ）

長期修繕計画を考える長期修繕計画を考える長期修繕計画を考える長期修繕計画を考える
今⽉は「⻑期修繕計画」についてお伝えいたします。

⻑期修繕計画とは、物件の資産価値を維持するために作成する建築・設

備の２０〜３０年後を⾒据えた修繕計画です。

以下のグラフは過去に⾏った個⼈オーナーと法⼈オーナーの⻑期修繕計

画の作成状況です。先⾏きが⾒通しにくい今の時代だからこそ、借⼊⾦の

完済は勿論、賃貸物件の資産価値向上と⼊居者の快適な住環境を提供する

うえで、今後⻑期修繕計画は不可⽋になっていくことが予想されます。

12%

88%

個人オーナー個人オーナー個人オーナー個人オーナー

29%

71%

法人オーナー法人オーナー法人オーナー法人オーナー

作成している

作成していない

出典︓賃貸住宅の修繕に関する調査

[平成21年(財)⽇本賃貸住宅管理協会]

⻑期修繕計画が未作成の場合、適切な時期に修繕が⾏われないリスクが⾼くなります。適

切な時期に修繕が⾏われないと、専有部(室内)ではクレームの原因になったり、共用部(室
外)では漏⽔や⽋損事故等に繋がる恐れがあります。特に共⽤部の場合、修繕の時期を逃す
と修理では対応できず修繕費が⾼くなることもあります。計画的に物件価値を維持向上して

いくことを視野に⼊れ、収⼊と⽀出をしっかりと管理することが重要です。

物件が溢れ、消費低迷の中、現実に暮らす顧客は魅⼒的な物件でなければ⼊居し続けませ

ん。物理的以外でも物件は時代のニーズによって以下のとおり劣化いたします。

機能的劣化…技術革新により従来のものの品質が低下していなくても相対的に性能が劣化す
ること。

社会的劣化…消費者・使用者の要求水準が向上し、従来のものでは要求に対応しきれなくな
ること。

今後、築年数が経過した物件がますます増加していきますが、新築も多く供給されていま

す。⻑期修繕計画を活⽤して物理的な劣化を低減し、時代のニーズに応えていくことも必要

な時代になっています。

長期修繕計画（例）長期修繕計画（例）長期修繕計画（例）長期修繕計画（例）

物
件

価
値

経年数

計画的な選ばれる物件

（価値向上策）が必要



業界ニュース
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㈱船井総合研究所
賃貸管理ビジネスチーム

グループマネージャー
松井哲也

「民泊問題」規制緩和からみる「民泊問題」規制緩和からみる「民泊問題」規制緩和からみる「民泊問題」規制緩和からみる

シェアリングエコノミーの拡大シェアリングエコノミーの拡大シェアリングエコノミーの拡大シェアリングエコノミーの拡大
2016年 業界の⼤きなテーマとして「⺠泊」が挙げられます。

「⺠泊」とは、主に外国⼈観光客を対象に、個⼈が住宅の空室やマ

ンションの部屋などに「有料」で泊める⾏為のことを指します。こ

れは日本を訪問する外国人観光客が増加し、宿泊施設が足りないと

いう背景があります。

（写真︓⼟地カツｎｅｔより抜粋・編集）

「宿泊施設が足りない一方で、空き家や空室が問題になっている」、大きな需要

があることは確かですが課題もあります。上手く稼働すれば通常家賃以上の収入を得

ることができますが、周辺トラブルや万一のリスクも想定されます。また、旅館業法

では、「有料で宿泊させる場合にはフロントの設置や寝室の面積など必要な施設が一

定の基準に満たさなければならない」と定められており、⺠泊という⾏為⾃体が法律

に反しているという問題があります。

これまで⺠泊に対しては、新たな枠組みを作る等、⾊々な許認可⽅法が検討さ

れてきましたが、それぞれ現実的に許可の取得には高いハードルがありました。
そこで「簡易宿所」の規制緩和という形で、無断転貸、緊急時の対応体制など⼀

定の確保を前提に規模に応じて認めて⾏こうとする案が出ました。これにより、

「簡易宿所」の許可があれば、⺠泊が可能となります。「簡易宿所」では現在、

延床面積が33平方メートルないと許可がおりません。これでは、ワンルームは許
可が下りません。そのため、厚労省は現在、⾯積要件を⼀⼈当たり3.3平方メート
ルに改正する手続きを進めてます。この改正で、面積要件は足りるでしょう。ま
た、⽤途地域は、「簡易宿所」の枠組みを利⽤する場合、「簡易宿所」は住居専

用地域（第1種低層住居専⽤地域等）には建設が認められない為、この地域の⺠泊
は許可が下りません。こちらも今後改正がなされる可能性があります。
いずれにしてもシェアリングエコノミー（個人が保有する遊休資産）の貸出しを

仲介するサービスといった、ソーシャルメディアの特性を使ったコミュニティの機
能が高まる方向に進むことは間違いなさそうです。

民泊紹介サイトに

は、こんな物件の

掲載も！



相続相談コーナー

-5-

相続財産の評価方法や特例適用については一定の条件があります。相続財産の評価方法や特例適用については一定の条件があります。相続財産の評価方法や特例適用については一定の条件があります。相続財産の評価方法や特例適用については一定の条件があります。
相続に関するお悩みもお気軽にご相談ください！資産税に詳しい相続に関するお悩みもお気軽にご相談ください！資産税に詳しい相続に関するお悩みもお気軽にご相談ください！資産税に詳しい相続に関するお悩みもお気軽にご相談ください！資産税に詳しい各専門家各専門家各専門家各専門家
（（（（税理士・弁護士・鑑定士等）と連携してサポートしています。税理士・弁護士・鑑定士等）と連携してサポートしています。税理士・弁護士・鑑定士等）と連携してサポートしています。税理士・弁護士・鑑定士等）と連携してサポートしています。

【【【【ご相談・お問い合わせご相談・お問い合わせご相談・お問い合わせご相談・お問い合わせ】】】】オーナー様：相続＆不動産ご相談窓口オーナー様：相続＆不動産ご相談窓口オーナー様：相続＆不動産ご相談窓口オーナー様：相続＆不動産ご相談窓口

℡ 0438-98-6300 担当：鎌田（かまだ）

Ｑ．私名義の不動産ですが、子どもたちから今のうちに贈与Ｑ．私名義の不動産ですが、子どもたちから今のうちに贈与Ｑ．私名義の不動産ですが、子どもたちから今のうちに贈与Ｑ．私名義の不動産ですが、子どもたちから今のうちに贈与

して欲しいと言われました。私はいずれ相続で子どもたちして欲しいと言われました。私はいずれ相続で子どもたちして欲しいと言われました。私はいずれ相続で子どもたちして欲しいと言われました。私はいずれ相続で子どもたち

に受け継がせるのだから、急がなくてよいと思っています。に受け継がせるのだから、急がなくてよいと思っています。に受け継がせるのだから、急がなくてよいと思っています。に受け継がせるのだから、急がなくてよいと思っています。

贈与と相続とでは、どちらを選ぶのが良いのでしょうか？贈与と相続とでは、どちらを選ぶのが良いのでしょうか？贈与と相続とでは、どちらを選ぶのが良いのでしょうか？贈与と相続とでは、どちらを選ぶのが良いのでしょうか？

生前贈与とは、生存する個人から財産を無償で渡すことです。生前贈与をした分、被

相続人財産は減り、相続税の対象になる財産の額は少なくなります。その分、一定額を

超える贈与には贈与税が課せられます。贈与税と相続税は表裏一体の関係にあるとも

言えます。

贈与が得策か否かを検討するには、まずご自身の財産を把握することが第一歩です。

資産全体の評価額を算出し、法定相続人等を想定して相続税額を計算すると、何％

の相続税率が適用されるかがわかります。相続税を支払う必要のある人は、必ず１０％

～５５％の相続税が課税されるため、相続税と比較してより低い贈与税の範囲で贈与を

行えば節税になるというわけです。但し不動産の贈与には、相続に比べ不動産の所有権

移転に伴う諸費用が多くかかります。

【生前贈与と相続の費用比較（不動産）】

生前贈与生前贈与生前贈与生前贈与 相続（遺言）相続（遺言）相続（遺言）相続（遺言）

不動産取得税不動産取得税不動産取得税不動産取得税 △　　費用がかかります△　　費用がかかります△　　費用がかかります△　　費用がかかります ○　費用がかかりません○　費用がかかりません○　費用がかかりません○　費用がかかりません

贈与税贈与税贈与税贈与税 △　対象物の評価額によります△　対象物の評価額によります△　対象物の評価額によります△　対象物の評価額によります －－－－

相続税相続税相続税相続税 －－－－ △　対象物の評価額によります△　対象物の評価額によります△　対象物の評価額によります△　対象物の評価額によります

登録免許税登録免許税登録免許税登録免許税 △　固定資産評価額×２％△　固定資産評価額×２％△　固定資産評価額×２％△　固定資産評価額×２％ ○　固定資産評価額×０．４％○　固定資産評価額×０．４％○　固定資産評価額×０．４％○　固定資産評価額×０．４％

とはいえ、税金面等の負担などの費用面だけからは、両者の是非は判断できません。

親の目線から「我が家の子ども達は争うような関係ではない」と思っていても、親が亡く

なると子ども同士の関係が一転しまう事例は多々あります。また、贈与するにはあげる

側、貰う側の合意が必要ですから、お互いが納得しないとうまくいきません。そして、自分

の資産が減ることや、子どもの名義になった途端に感謝されなくなるのではないかと不安

になり、躊躇する理由にもなっています。

子どもの「今、欲しい」気持ち、親の「まだ自分の名義にしておいたほうが

良い」という気持ち、それぞれ背景にある事情を汲みとることが大切です。

いずれにしても相続対策は長期的な視点で、早め、早めの準備が大切です。



相続財産の評価方法や特例適用については一定の条件があります。相続財産の評価方法や特例適用については一定の条件があります。相続財産の評価方法や特例適用については一定の条件があります。相続財産の評価方法や特例適用については一定の条件があります。
相続に関するお悩みもお気軽にご相談ください！資産税に詳しい各専門家（税理相続に関するお悩みもお気軽にご相談ください！資産税に詳しい各専門家（税理相続に関するお悩みもお気軽にご相談ください！資産税に詳しい各専門家（税理相続に関するお悩みもお気軽にご相談ください！資産税に詳しい各専門家（税理
士・弁護士・鑑定士等）と連携してサポートしています。士・弁護士・鑑定士等）と連携してサポートしています。士・弁護士・鑑定士等）と連携してサポートしています。士・弁護士・鑑定士等）と連携してサポートしています。

【【【【ご相談・お問い合わせご相談・お問い合わせご相談・お問い合わせご相談・お問い合わせ】】】】オーナー様：相続＆不動産ご相談窓口オーナー様：相続＆不動産ご相談窓口オーナー様：相続＆不動産ご相談窓口オーナー様：相続＆不動産ご相談窓口

℡ 0438-98-6300 担当：鎌田（かまだ）

・賃貸経営の会社をつくる

不動産ソリューションコーナー

-6-

Ｑ．低金利で収益不動産の購入ニーズが高く、Ｑ．低金利で収益不動産の購入ニーズが高く、Ｑ．低金利で収益不動産の購入ニーズが高く、Ｑ．低金利で収益不動産の購入ニーズが高く、1111年前に購入年前に購入年前に購入年前に購入

した物件（した物件（した物件（した物件（6,0006,0006,0006,000万万万万1111棟アパート）が棟アパート）が棟アパート）が棟アパート）が6,5006,5006,5006,500万円ほどで売却万円ほどで売却万円ほどで売却万円ほどで売却

できそうなのですが、税務上で注意することはありますか？できそうなのですが、税務上で注意することはありますか？できそうなのですが、税務上で注意することはありますか？できそうなのですが、税務上で注意することはありますか？

Ａ．アパート等の不動産を売却した際には、譲渡所得として所Ａ．アパート等の不動産を売却した際には、譲渡所得として所Ａ．アパート等の不動産を売却した際には、譲渡所得として所Ａ．アパート等の不動産を売却した際には、譲渡所得として所

得税等が課税されます。給与所得などの所得とは分離し得税等が課税されます。給与所得などの所得とは分離し得税等が課税されます。給与所得などの所得とは分離し得税等が課税されます。給与所得などの所得とは分離し

て計算し、以下のような式で譲渡所得による課税金額をて計算し、以下のような式で譲渡所得による課税金額をて計算し、以下のような式で譲渡所得による課税金額をて計算し、以下のような式で譲渡所得による課税金額を

算出します。算出します。算出します。算出します。
【【【【所得金額所得金額所得金額所得金額】】】】
＝収入金額－（取得費＋譲渡費用＋特別控除）

【【【【所得税額所得税額所得税額所得税額】】】】
＝所得金額×税率

（→イメージ図） 取得費 譲渡費用 特別控除 課税譲渡所得

収⼊⾦額

譲渡による利益

【所得税率の内訳】

所得期間 所得税 復興特別所得税 住⺠税 合計

⻑期譲渡所得 5年超え 15% 0.315% 5% 20.315%

短期譲渡所得 5年以下 30% 0.63% 9% 39.63%

※所得⾦額がマイナスの場合には課税されません。

所有期間により税率が異なります。ちなみに、今回の場合は短期譲渡所得に該当します。⻑期譲渡所得
は、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える場合となります。

①収入金額①収入金額①収入金額①収入金額

不動産の売却時に買主から受け取る金銭です。

固定資産税等の精算金も含まれています。

②取得費②取得費②取得費②取得費

土地の場合は、購入代金や購入手数料等の合計

額です。

建物の場合は、購入代金・手数料等の合計額か

ら減価償却費相当額を差し引いて計算します。

③譲渡費用③譲渡費用③譲渡費用③譲渡費用

アパートを売るためにかかった費用です。

例：仲介手数料、印紙税

④特別控除④特別控除④特別控除④特別控除

(1)収用等により譲渡した場合(2)居住の用に供

している家屋やその家屋とともにその敷地を譲渡

した場合(3)特定土地区画整理事業等のために

土地を譲渡した場合(4)特定住宅地造成事業等

のために土地を譲渡した場合(5)平成21年及び

平成22年に取得した国内にある土地を譲渡した

場合(6)農地保有の合理化等のために農地等を

譲渡した場合

⑤課税譲渡取得⑤課税譲渡取得⑤課税譲渡取得⑤課税譲渡取得

課税の対象となる所得金額です。

譲渡所得にかかる確定申告は、資産を譲渡した日の年の翌年2月16日～3月15日までに行う必要

があります。ちなみに、資産を譲渡した日の定義は、原則としてアパートを買主に引き渡した日となりま

すが、売買契約締結日に譲渡があったものとして確定申告することも可能です。



●より良い賃貸経営へのご相談はこちら●

お問合せ先：「epm不動産賃貸経営通信」事務局 担当：鎌田

TEL:0438-98-6300

□空室について

□リフォームについて

□家賃滞納について

□賃貸管理について

□不動産購⼊について

□売却について

□土地活用について

□相続対策について

□生命保険について

□その他、資産管理など
お気軽にご相談ください︕

店舗紹介

千葉県⽊更津市東太⽥4-3-7

TEL︓0438-98-6300

営業時間 定休日
朝 9時00分〜午後6時00分（本店）
朝10時00分〜午後7時00分（袖ケ浦店）

定休なし（本店）
毎週水曜日
第2・4火曜日（袖ケ浦店）

木更津本店木更津本店木更津本店木更津本店 袖ヶ浦店袖ヶ浦店袖ヶ浦店袖ヶ浦店 袖ヶ浦開発袖ヶ浦開発袖ヶ浦開発袖ヶ浦開発

千葉県袖ケ浦市福王台2-1-7

TEL︓0438-63-9900

千葉県袖ケ浦市福王台2-1-3

TEL︓0438-63-5808

ｅｐｍｅｐｍｅｐｍｅｐｍ
グループグループグループグループ

epm不動産

賃貸・売買・管理 賃貸・売買・管理 売買専門店

発⾏︓epm不動産㈱


