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空室対策の中でも募集を強化することは重要な施策に
なりますが、今月は、その募集方法について大家さん
から質問をいただきましたので、その回答を通してご
一緒に考えたいと思います。

不動産会社に管理を依頼しているときの
仲介は、宅建業法上の「専任媒介（特定
の不動産業者のみに仲介を依頼する契約
形態）」になっているのが一般的です。こ

のとき管理会社は「元付け業者」となって大家さん側
の仲介業者になります。管理会社が直接お客様から入
居申込みを受ければ一社で賃貸借契約が完了します。

「うちにも仲介させてください」と言った不動産会社
は、通常は「客付け業者」となって管理会社を通して
入居希望者を紹介するのですが、手数料収入などをよ
り多く得たいという目的があって、大家さんに直接取
引をもちかける訳です。しかし１棟管理を依頼してい
る場合は「専任媒介」を解除しないと他の会社に募集
依頼することはできません。もし大家さんが「管理会
社を通してほしい」と答えると、その不動産会社は望
んでいる手数料を得られないので、入居希望者を紹介
しないという結果になるかもしれませんね。早く部屋
を決めたいと願う大家さんにとっては悩ましいところ
です。
そこで、管理会社以外の不動産会社に募集依頼をした
場合に発生するリスクについて、管理会社の反対を押
し切って他の会社に一般媒介してもらった大家さんに

起こった実例で説明したいと思います。
その大家さんを仮に A さんとします。A さんは賃貸マ
ンションを 1 棟ごと地元不動産会社と管理契約してい
ます。複数の空室状態が長引いていたところ他の不動
産会社Ｃから「仲介させて欲しい。」と言われました。
管理会社からは反対されましたが一般媒介で仲介をお
願いしてしまいました。
Ｃ社の提案で家賃を値下げしたのが良かったのか入居
が決まりはじめ、最後の一部屋もＣ社の仲介で満室に
なりました。しかし喜んだのもつかの間、長く住んで
くれている入居者さんから管理会社に「新しく上の階
に入居した人の足音がうるさい」と苦情が入りました。
管理会社は苦情を大家さんに伝え、大家さん経由でＣ
社が注意しましたが、当の入居者さんは音を立ててい
る意識はなく平行線になってしまいました。この伝言
ゲームを続けているうちに下の階の入居者さんが業を
煮やして上の階に直接苦
情を言いに行って言い争
いになり、やがて退去し
てしまいました。結局ま
た一部屋が空室になって
しまったのです。
管理会社は自分たちの審査を経ずに他の不動産会社が
仲介した入居者さんまで責任を追いきれない、と言う
のが本音です。どんな人がどんな条項で契約したのか
分からないまま、入居者対応だけ簡単に引き受けるの
は難しいので反対したのでしょう。自主管理の場合は
最終的な入居審査や管理は大家さん自身が行うため、
複数の会社が一般媒介で仲介することは問題ありませ
んが、１棟管理を任せている場合は元付け業者を一社
に絞るのが、入居後のクレーム解決をスムーズにする
ための大原則になります。仲介はその時だけですが、
管理は退去するまでずっと続きますし、悪質な入居者
さんだった場合は簡単に出すことはできません。そう
いう事情を理解していただいて、空室問題は管理会社
と本音で協議する方が良いというのがご質問への答え
です。
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　　　 　　8 月になって相次いで退去があり空
　　　　　 室が多くなってしまいました。駅前
　　　　　に新しく出店した不動産会社から「仲
介させて欲しいが、管理会社を通さず直接取引
きしたい。」と言われました。管理会社に相談し
たら反対されたのですが、空室期間も長くなっ
てきたので迷っています。１棟管理を依頼して
いると他の業者さんに募集を任せるのはどうな
のでしょうか？
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お答えいたします。A さんが 1 億円の現金を持っ
ていたとします。A さんが亡くなった場合、その
相続財産は相続税評価額として 1 億円になり、こ
れが相続税の課税の対象になります。では同じ A
さんが、1 億円の現金を使って、次のような土地
を購入したとします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
このあと A さんが亡くなると時価 1 億円の土地が
相続財産となります。相続財産が土地の場合は相
続税評価額は 1 億円ではありません。土地の評価
額は、　　　　　　　　　　の計算式で求められま
すのでAさんの土地は、
という評価額になり、これが相続税の対象になり
ます。土地と現金のどちらも価値は 1 億円ですが、
相続税の評価額は
も違ってくるのです。
では、もう少し踏み込んでみたいと思います。同じ A
さんが、先ほどの1億円の土地を、他人のB さんに貸すこ
とになりました。B さんは自宅を建てて住むとともに、
A さんに毎月地代を払います。さて、この状況で A さ
んが亡くなった場合、この土地の相続税の評価額は先
ほどの計算の 8,000 万円ではなくなります！！土地を

貸している場合は、

という算式に変わるのです。借地権割合というの
は、B さん（借手側）から見れば「土地を借りて
自由に使える割合」であり、A さん（貸手側）か
ら見れば「土地を貸して自由に使えない割合」と
いうことになります。地域によって借地権割合は
様々ですが、一般的に多いのは 60％～ 70％です。
今回 A さんが 1 億円の現金で購入した土地が借地

なぜ賃貸不動産を取得すると節税対策になる？

権割合 60％（A さんが自由に使えない割合）の地
域にあるとした場合、先ほどの算式にあてはめる

と、

という評価額になり、これが相続税の対象になります。
土地を B さんに貸すことによって A さんはその土地
を自由に使えなくなるので、その分（60％）を減額し
て評価してもいいよ、という考え方です。時価 1 億
円の土地を貸すことによって現金で 1 億円を持って
いたときよりも、
も評価額が違ってきました。
このように相続税の評価額が下がり、それと同時に
相続税の対象になる金額も減るため、不動産の取得
は相続税対策になると言われているのです。今回は

「土地を購入して貸す」という事例で説明しました
が、ご質問のように A さんが自己所有の土地に賃
貸建物を建てたケースでも、同じように相続財産の
評価を減らすことができます。しかし、そのような
メリットがある反面、以下のデメリットがあること
をお伝えしておかなければなりません。

少なくともこの 3 つが不動産を取得する際に気を
付けておくべきところです。逆に言えば、相続財
産が現金のままであれば、①～③までのデメリット
は考えなくても大丈夫ということです。相続対策
というのは、きちんと遺産分割協議が整って、相
続税の申告期限ま
でに納税が出来る
こ と が 最 優 先 で
す。これを前提と
して不動産の取得
による節税対策を
行われることをお
勧めします。
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時価 1 億円（路線価20万円、土地面積 400㎡）

　20 万円 ×400 ㎡ ×（1－60％）＝3,200 万円

　1億円－3,200万円＝6,800万円

路線価（円）×地積（㎡）
20万円×400㎡＝8,000万円

　1億円－8,000万円＝2,000万円

路線価×地積×（1－借地権割合）

①換金しにくい
②遺産分割時に分割しにくい
③資産価値が下落する可能性あり

基本的なことで恐縮ですが
「なぜ賃貸不動産を取得す
ることで節税対策になる
のか」について教えてくだ
さい。

まず最初に思いつくのは「管理状態のよくない物件」
です。たとえば、エントランスや通路にゴミが目立っ
ていたり、入居者さんの玄関の横に私物が置かれて
いる。自転車が規則通りに置かれず乱れている、ゴ
ミ置き場が汚れていたり粗大ごみが放置されてい
る、などの状態です。アパートや賃貸マンションの
ような集合住宅は、そこにルールが存在し、住人が
ルールを守り「お互い様」の精神で暮らさないと、
自分勝手な生活態度がトラブルを頻発させます。も
ちろん、ルールを完璧に守れない人はドコにも存在
しますが、管理状態のよくない物件は、それを助長
して野放しにしてしまいます。有名な話で「割れ窓
理論」というのがあります。「建物の窓が壊れてい
るのを放置すると、誰も注意を払っていないという
象徴になり、周囲の窓も割られてしまう」という論
理です。たとえば東京ディズニーリゾートは徹底し
たゴミ掃除で園内が綺麗に保たれていますから、こ
こで「ゴミポイ」をする人は皆無です。普段はゴミ
を平気で捨てる人であっても、この環境の中では善
人になってしまうのです。賃貸住宅内の環境が乱れ
ていると、少しずつ、他人に迷惑がかかることを知
りつつも、ルールを破る人が増えてトラブルが多く
なります。「管理状態のよくない物件」は、「ルール
を守らなくてもいい」という誤ったメッセージを、
入居者さんに伝えてしまうのではないでしょうか。

家賃滞納を繰り返す人や犯罪者は、管理状態のよく

ない物件を好む、と言ったら驚かれるでしょうか。
たとえば犯罪目的で部屋を借りようとする人たち
は、住人に顔を見られたくないと考えるでしょう。
それなら、管理が行き届いている物件よりも放置物
件を選ぶはずです。これは極端な例かもしれません
が、確信犯として家賃滞納する人も犯罪者と共通面
があります。家賃滞納する人はルーズなタイプなの
で、こまめに催促されたり注意されるのが鬱陶しい
と感じます。そのため管理の行き届いているような
物件を彼らは積極的に借りようとしません。また家
賃滞納している人の大半は他に借金をしている可能
性が高いので、家賃以外の督促状もよく届くことに
なります。督促状など誰も見たくないので集合ポス
トを放置するために、ポストの中が一杯になってし
まいます。今の時代は必要なことはメールやチャッ
トで事足りますので、彼らにとってポストは不要な
ものという認識かもしれません。集合ポストは、
DM やチラシが投函されることで１週間も放置して
いると一杯になってしまいます。規則的にポスト内
を整理できないルーズな入居者さんや、見たくない
都合の悪い郵便物が送られてくるような入居者さん
のポストは必然的に汚いのです。なので、ご自分で
管理されている大家
さんから空室の相談
を 受 け た 時 は、定 期
的に物件に出向いて
ポストのチラシを撤
去するよう勧めてい
るくらいです。

いい管理状態を保ち、ルール破りが起こったら初期
段階で改めさせることで、トラブルの発生が少ない
物件に近づくのではないかと思います。そしてこれ
らは、空室対策にも共通する施策だということにも
気づかされます。

　　　　貸管理スタッフとして長い期間現場
で  　　トラブル対応をしていると「トラブル
の　多い物件には共通点があるのでは？」と
考えるようになりました。また、空室とトラ
ブル発生にも共通の理由があるように思いま
す。今月は、トラブルの多い物件の共通点に
ついて考えます。

賃


