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今年最後のニュースレターです。今年もあと１か月となりました。
今年の初めのニュースレターでは（1月・2月号）世界的なインフレが起こると
お伝えしました。不幸にもその予想通りの現在となってしまいました。

振り返ってみて、コロナによる職を失った方、売り上げが減った業種、あなたの
周りでも極化が表れていると思います。新しい時代の価値観や手法にいち早く順
応されている方々は時流に乗れていますがいまだにコロナの影響を受けている業

井口　浩司

This Month
Topics!

種、人などはこれからどのようになってしまうのでしょうか？
新しい時代、価値観によりその時代に即した企業が生き残
れると思います。
厳しい時代にはなりますが、情報、価値観を共有して厳し
い時代を乗り越えて行きましょう。

来年は、１月下旬に発送予定のニュースレター（１月・２月号）
となります。
今年１年お世話になりました。来年もご愛顧の程お願い致
します。

２０２２年を振り返り！

２０２２年を振り返り！
　２０２２年の反省を踏まえて
　　　２０２３年をどのように向かうか！
　◆ ２０２２年を振り返り
　◆ 長引く低金利、円建てだけではなく
　　 分散させることも大事です。
　◆ 不動産とテクノロジーの進化
　◆ 賃貸業界にも部材調達の苦戦が出てます
　◆ 計画的な節税対策で不動産の価値を維持する方法とは？
お知らせ
気になるニュース
　不動産経営をトータルでサポート！



◆ ２０２２年を振り返り

◆ 長引く低金利、円建てだけではなく分散させることも大事です。

今年 1年のニュースレターを振り返り、簡単にまとめさせていただきます。

2022年1月・2月号では世界銀行の2022年予想は？について書かせていただきました。

2022 年の世界全体の成長率が「著しく減速する」と予測しました。コロナ変異株の急速
な広がりと物価上昇の影響などを受け、新興・途上国を中心に急激な落下のリスクが高ま
る」とみているようです。
日本の現状は、オミクロン株の影響で都心含めてまんえん防止法案が全国的になりまし
た。飲食業にとっては、折角戻ってきつつあったお客さんがまた元通りになる不安を抱え
ていることでしょう。
旅行・観光業含めてしばらくこのような我慢の状況は続くと思います。
また、世界的な原油・原材料の高騰によりインフレが現実的な問題になっています。
例えば、建築業界では以前の単価では比較にならないほど高騰しています。
材料の調達も厳しく、アパート・マンション業界で言えばエアコン、給湯器、トイレの部材
などは 1カ月～ 2か月待ちは当たり前のような状況です。

先ほどもご説明しましたがインフレに伴い、部材も高騰しています。しかし、家賃を上げら
れるか？と言えば答えは NOです。
リフォームしたからといってその分を取り戻そうと家賃を上げることになれば入居率は
下がる可能性があります。
今後は、世界的なインフレを視野に入れながら戦力的に賃貸経営をしなくてはなりませ
ん。
この業界での 2 極化は、顕著に表れると思います。2022 年以降も稼働率を高く保つマ
ンションもあれば、常に空室が何部屋かあるマンションで修繕費用も捻出できず、古い部
材、壊れたエアコンなどを修理できずに放置するといった現象も起こりえます。
金利を含めてトータル的に戦略を見直し、計画的な修繕とサービスで今後の賃貸経営を乗
り切ることが望まれます。

4 月号では円建てだけではなくリスクヘッジする意味でドルにも分散しましょうとお伝
えしました。
ウクライナ情勢の問題もあり、世界中の為替相場が大きく変わっています。有事の時の円

２０２２年の反省を踏まえて
　　２０２３年をどのように向かうか！



別紙へ続く

と言われていましたが、有事にも拘らず円高どころか円安、ドル高になっています。（3月
25 日現在　1ドル 121 円）
コロナウイルスの影響で各国の中央銀行も財政出動を積極的にしてきた結果、お金余り状
態となり、インフレへの懸念が心配されています。
米国の中央銀行では、今年数回の利上げが予想されています。今後の為替相場の変動によ
りお金の価値も変わってきています。
そこで今回は、円だけで持たずドルや金などへ分散して保有する考え方についてお伝えし
ます。この考え方を持つことでリスクヘッジ出来ます。
ロシア・ウクライナ情勢により小麦や石油、天然ガスなどがものすごい勢いで高騰してい
ます。今後も資源に対しての考え方は一段と重要になり、自前での資源開発や分散して仕
入れるような対策が求められると思います。
このような世界的な情勢の動きから今後考えらえる対策としては、分散投資がとても重要
と思います。
分散投資と言っても投資を進めている訳ではありません。

◆ 不動産とテクノロジーの進化（2022 年７月号）

不動産のテクノロジー化が進んでいます。最近では不動産テックというような造語さえあ
ります。不動産テックとは、テクノロジーを用いて不動産業界の課題の解決や従来の商慣
習を変える取り組みの事を言います。
不動産テクノロジーの進化のメリットは、3つあります

１． 不動産会社を介さなくても情報を入手できる
２． VR 技術により、遠隔での動画確認や内見が可能となる
３． 不動産会社を介さなくてもよくなる

この点に関しては、弊社も取り組みを始めて
物件検索→内見→申込審査→契約といった一連の流れを可能な仕組みが可能となりまし
た。

◆ 賃貸業界にも部材調達の苦戦が出てます。（2022 年 9 月号）

以前のニュースレターで民法改正による設備トラブルによる家賃減額の義務化について
お伝えしまました。
入居中の部屋で設備のトラブルがあった場合、入居者から家賃の減額請求権が発生するこ
とが挙げられます。
また昨今では世界的な部材の高騰や調達が厳しくなっています。この状況から民法改正が



◆ 計画的な節税対策で不動産の価値を維持する方法とは？
　 （2022 年 10 月号）

されたことに伴う、賃貸業界の流れや今後のオーナーの心構えについてお伝えします。

設備トラブルは各部屋内の設備だけに関わらす、ポンプやエレベーター、オートロックな
ど共用部の設備も多々あります。
日頃からのメンテナンスや点検がとても大事ですが設置、製造してから 15 年を経過して
いる設備は早めの交換をお勧めします。
また各部屋の設備も同様で入居者が退室の際にその部屋ごとの設備の製造年月日を確認
して製造から 10 年以上経過しているものは積極的に交換することをお勧めします。
民法改正により家賃減額請求に臆することなく、計画的な修繕、交換をすることで部材調
達のトラブルにも巻き込まれず、減額請求とは無縁の賃貸経営が可能となります。

別紙より

節税対策は、大家さんにとって永遠のテーマです。計画的に節税が出来、不動産の価値を維
持することが重要だからです。
そこで、今回は減価償却についてお伝えいたします。
減価償却の活用法を知ることで、無駄な税金を支払うことがなくなります。

中古の収益アパート・マンション購入時の事例で考えてみましょう。

総額１億円の木造アパート（築１９年）を購入したとしましょう。
例）築１９年　　木造アパート　　価格　１億円
固定資産評価額　　土地　３７００万円（８１．５％）　建物　８４０万円（１８．５％）
固定資産税比率で按分していくと、土地・建物価格は下記のようになります。
土地　８１５０万円
建物　１８５０万円　（うち消費税８８万円）

売買契約を取り交わしますと、土地価格・建物価格は上記のように按分されています。
すると購入後の減価償却等は、建物価格から導き出されています。
建物価格は１８５０万円となります。
この場合の減価償却費は、
木造の法定耐用年数は、２２年。
償却可能価額を９５％（法律で決められたパーセンテージです）



不アパート・マンション経営には、売却、購入、建築だけでなく、売却後の納税対策や購入後の
サポート、購入するまでのファイナンスなど、取得できるまでのプロセスは非常に重要となり
ます。また、法人を設立しての節税対策やその後の対策として、保険を活用しての節税対策など
があります。
私共は、弁護士・税理士・司法書士・１級建築士・ＦＰ等、不動産を取り扱う専門家集団である、
よろず相談所を設けています。
少しでも、お悩み事があればお気軽にお問い合わせください。

ご相談は、今すぐＴＥＬ　０３－３６６５－１１６１

気になるニュース

不動産経営をトータルでサポート！

お知らせ

本年も本当にお世話になりました。

来年度も今年以上に頑張りたいと思いますので、何卒末永くご愛顧頂けますよ

うお願い致します。良いお年をお迎えくださいませ。

１２月号で今年最後のニュースレターとなります。来年は、１月末日に発行する

１月・２月合併号となります。

（法定耐用年数－経過年数）＋（経過年数×２０％）＝残存耐用年数
今回の購入物件に例えると
（２２年－１９年）＋（１９年×２０％）＝６．８年（１年未満切捨て）

売買契約（土地価格・建物価格を明記しない場合）の明示
１８５０万円―８８万円×９５％÷６年＝約２７８万円 （減価償却価格）

この不動産を購入した場合、減価償却費として約６年間、毎年約２７８万円を減価償却費
として計上することが出来ます。
アパート・マンション経営は一般的な法人と違い【家賃】という安定収入がある限り一定
額の安定収入が期の始めから計算がたちます。
同様に税金も建てた時点、購入した時点で支出が見込めることになります。



〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町３-５-３  日宝茅場町ビル９F
ＴＥＬ. ０３-３６６５-１１６１  ＦＡＸ. ０３-３６６５-１１６３
E-mail : info@1stopde.com
https://www.1stopde.com　 http://blog.1stopde.com
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アパマンオーナーの
お悩み解決 アパマン経営達人会

首都圏の賃貸は と ち ん

よろふど
不動産のお悩みは
ワンストップ解決
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神秘の島！世界遺産
    屋久島無農薬のお茶

「屋久島　愛子茶」 （８０ｇ）
世界遺産屋久島の自然だからこそ

栽培できた無農薬有機栽培のお茶です。
私の叔父の茶畑で栽培されたお茶です。
神秘の島、屋久島の自然を利用した
有機栽培無農薬のお茶です。 井口 浩司

1袋ご注文の場合、1,000円（税込） 送料 250円（税別）
2袋ご注文の場合、2,000円（税込） 送料 250円（税別）
3袋以上ご注文の場合、送料サービス
ご自宅用にまたは贈呈用にご利用ください。
（採れるお茶に数に限りがございます。お早目にご注文下さい。）

※ ご注文いただいた商品のお支払いは、佐川急便代金引換サービスにて集金させていただきます！
※ 商品の在庫により、多少発送にお時間を頂く場合がございます。予めご了承ください。
　 お預かりした、個人情報は商品の発送のみにより使用させていただきます。

製造者：愛子茶園　鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町３-５-３ 日宝茅場町ビル9Ｆ （毎週土･日祝定休）

Tel 03-５６４１-３７３３

ご注文は今スグ ⇒ Fax 03-3665-1163  24時間受付

（株）エージェント 担当 井口⇒
または直接お電話でお問い合わせ下さい。

販売代理：株式会社エージェント
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相続税対策は資産分析からです！
・将来の相続についてどうしたらいいのかわからない方
・ハウスメーカーや建築会社に相続対策の提案を受けている方
・あなたの相続税はいくらかかるかわからない方

資産分析は人間ドックと同じです。
建築会社･ハウスメーカーに煽られないためにまず、資産分析を！

「資産家のための法務と税務」
更に今なら先着５名様限定で

を差し上げます。

あなたの相続税について詳しく知りたい方！
今なら先着３０名様に限定で無料簡易資産分析致します。

資産分析表

借金をして賃貸経営をすれば
相続税は下がるはウソ？

東京都中央区日本橋茅場町３-５-３-9Ｆ
Tel 03-５６４１-３７３３（毎週土･日祝定休）

株式会社エージェント 担当 井口

まずはお電話でお問い合わせ下さい。

弊社提携会社　東京シテイ税理士事務所の税理士が簡易資産分析を作成致します！

５日以内にお申込みの方、

「資産家と経営者のための
 法務と税務」
をプレゼント！
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ご注文方法は簡単です。こちらの用紙をＦＡＸでお申込ください。 

ご住所

お名前 個数

電話 FAX

神秘の島！世界遺産 
  屋久島無農薬のお茶 
 

「屋久島 愛子茶」  （８０ｇ） 
                                   

ご注文は今スグ⇒ 

※ ご注文いただいた商品のお支払いは、佐川急便代金引換サービスにて集金させていただきます！
※ 商品の在庫により、多少発送にお時間を頂く場合がございます。予めご了承ください。
  お預かりした、個人情報は商品の発送のみにより使用させていただきます。

Tel 03-３６６５－１１６１ 

Fax 03-3665-1163 24時間受付 

（株）エージェント 担当 井口⇒ 
  

または直接お電話でお問い合わせ下さい。 

    

 
世界遺産屋久島の自然だからこそ 

栽培できた無農薬有機栽培のお茶です。 
 
 

１袋８０ｇ¥１０００円（税込）送料２５０円/別 

３袋以上ご注文の場合送料サービス致します！ 
現在、定期購入も受付中！代金引換での発送です。 

製造者：愛子茶園  鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田   販売代理：株式会社エージェント 

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町３-５-３  日宝茅場町ビル９F


