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東和開発 練馬区

【東和開発の心得】

かけがえのない不動産に確かな価値を創造

コロナ禍で不動産投資の
エリア選びに大きな変化が・・・

お問い合わせ先：東和開発株式会社 担当:藤原（ふじわら）
TEL.03-3928-8881          FAX.03-6279-7455

弊社管理物件入居率

95.93%
(2019年4月~

2020年3月集計）



多き年となりますよう、お祈り申し上げます。

弊社の客付け力強化の取り組み

東和開発株式会社
代表取締役 岩﨑 孝治

お世話になります

すみはじめゼロのお問合せ・ご質問は下記まで！
℡ 03-3928-8881 担当：藤原（ふじわら）

平素はご愛顧を賜り、ありがたく厚く御礼申し上げます。
弊社は創業以来51年間、東京都練馬区・西東京市・武蔵野市
で不動産の賃貸仲介、賃貸管理、売買仲介を通し、「この地
域に少しでも役に立ちたい」・「恩返しがしたい」という思
いで、多くの不動産オーナー様に寄り添い、サポートさせて
いただきました。
私たちの役目は、目まぐるしく変化する不動産情勢の中で、

常にオーナー様より預かる資産の良好な運営を目指すことで
す。そのため、私たちは、常に地域の不動産を利用したい方
のニーズを把握しています。

例えば、入居率の悪化という問題を抱えてしまったオーナー様のご相談に対して
は、募集条件の適正化や、リノリース、買い替え、ゼロ賃貸といった選択肢の中よ
り的確な提案を行うことで、資産をより上手に活用することに努めてきました。地
元密着の企業として培ってきた「知識・経験・コンサルティング力」を活かし、コ
ストやリスクを考慮した情熱をもったスタッフと共に、より健康な地域と企業の発
展を目指し、これからも尽力してまいります。

弊社の賃貸仲介部門では「sumica」という自社ブラ

ンドを立ち上げ、ご依頼いただいたオーナー様の空室
を埋める、賃貸仲介業を行っております。

また練馬区では初の初期費用無料の「すみはじめゼ
ロ」という物件でお部屋探しのお客様の集客をしてい
ます。お客様の初期費用無料を実現するため、弊社で
も費用を一部負担をしております。

「家賃は下げたくない」「リフォ―ム・リノベーショ
ンなどの大きな出費はしたくない」「それでも早く決
めたい」というオーナー様のためにご用意したプラン
です。

すみはじめゼロをするためには、弊社へ一度お問合せ
ください。

練馬区初！初期費用0円の「すみはじめゼロ」とは？

弊社店舗

初期費用圧倒的
低額プランです！！
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業界ニュース

東和開発㈱

営業部 課長
岡田 大

空室募集、空室対策、設備交換、工事、売却・購入のご相談・お問い合わせ

℡ 03-6279-7731 担当：岡田（おかだ）

-2-

コロナ禍で増加する『クレーム対応』
に対するオーナー様の取り組み方

コロナ環境でのストレスや、居住時間が長くなり、入居者さんからのクレーム
（要望）が全国的に急増しています。様々なトラブルに発展する場合もありま
すが、オーナー様のあるべき取り組み方について整理します。

ご自分ですべての入居者管理をされているオーナー様で、何かしらのトラブルになっているケースがある場合は、
ぜひご相談ください。また賃貸管理会社に任せているオーナー様は、おおよそ賃貸管理会社でクレーム対応は
行うと思いますが、最終判断は所有者としてのオーナー様にゆだねるケースがあります。所有者責任も生じてき
ますので、常にご自分の物件の状態、また入居者さんの動向については、意識をして、賃貸管理会社と連携
して解決するという姿勢は重要かと思います。

賃貸経営においては、あらゆる場面でクレームが発生します。クレームとは苦情という意味ですが、場合によっ
ては損害賠償などに持ち込まれるケースもあります。実際には、利害関係の対立というより、ほんのスレ違いと
いったミスが多いのも事実のようです。

オーナー様は、賃貸仲介会社や管理会社と委任契約をされて対応する場合もありますが、基本的に、賃貸
借契約では、入居者さんとオーナー様が直接契約していると思います。
契約書による取り決めと、その履行、金銭の授受、生活上のルールの取り扱いを巡って、クレームが起きてい
ます。勘違い等が生じて、判断間違いがクレームに発展、時として感情的にこじれて複雑になってしまうケースも
あります。

賃貸管理会社に委任をして、すべてのクレーム対応を進めている場合は、基本的には対応は任せて結論だ
け決めればよいですが、直接入居者の管理をしている場合は、まずクレームが起こってしまったら、できるだけ早く
事情を確認し、また必要ならば謝罪する場面もあるかと思います。だだし、中には、一筋縄ではいかないところ
があるでしょう。

我々も賃貸管理会社の立場で、多くの現場にてクレーム対応を行ってきましたが、業法違反になってしまうほ
どの内容は、めったにありません。例えば入居者から行政に持ち込まれるクレームは、間に入る不動産会社、ま
たはオーナー様の判断ミスや知識不足といったミスが多いと感じています。めったにないとは言え、複雑な内容に
て、判断に迷った場合は、弁護士さんなど法的判断できる方々にも相談するべきかと思います。

【過去トラブルになった例】
■入居契約を終え、鍵を受け取り、いざ引っ越したがなぜか鍵が開かない（別の部屋の鍵渡し）
■募集広告にエアコン付と表示されていたが、実際エアコンが付いていない（取付発注ミス）
■部屋によく蟻が出る。建物の構造上だから駆除をしてほしいと要望。調査すると原因は、入居
中の食料品のこぼれかすのようで、結果建物には問題なく、掃除、片づけをすることで解決できた。

確認をしていれば起こらなかったこともあれば、入居者の主張が間違っている場合もあります。まずは事実確
認が重要であり、トラブルに発展させないためにも、やはり早めの対応、そして原因追求と、素早い事情の説明
が第一のように感じます。



業界ニュース

弁護士法人
一新総合法律事務所

弁護士 大橋 良二 氏
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私の所有するアパートの一室で、入居者の方から深夜に騒音がひどく、注
意をしたら入り口のドアをたたかれ、廊下ですれ違う際に罵声を浴びせられ
るようになった、という苦情がありました。入居直後から騒音がひどかったので、
私が騒音トラブルがあることを知りながら、教えなかったのではないか、とも言
われています。どのように対処したらよいでしょうか。

【事例】

避けて通れない
騒音トラブルへの対処方法

騒音トラブルは、オーナーにとって避けては通れない問題です。最近では、
生活音をはじめとした近隣との音の問題が大変に増えており、多くのご相談
を頂いているところです。特に、最近はテレワークや外出自粛で在宅の時間
が多く、例年以上に騒音の相談が多いという印象です。
このような騒音トラブルですが、法律的に整理すると、以下のように整理で
きると思います。

騒音について苦情をいう入居者との関係
こちらは、騒音の苦情の内容が「受忍限度」を超えるものかどうか、という問題になります。一
般的に、アパートやマンションなど複数の方が生活している場では、全く騒音が生じないというこ
とはありえません。ですので、その騒音が「受忍限度」つまり、通常、許容すべき範囲を超えてい
るかどうかが問題となります。受任すべき範囲を超えていれば、生活に使用することができない
物件を貸している、ということになりますので、賃貸人の責任が生じうることになりますし、受忍
限度の範囲内であれば、そのような問題ではなく、入居者の気にしすぎであり、貸主の責任で
はない、ということになります。

騒音を出している入居者との関係
騒音を出している入居者の関係では、その入居者の騒音の内容や程度が著しい場合には、
賃貸借契約書の義務違反（用法遵守義務違反等）として、契約解除して、明渡し（退
去）を求めることになります。
この場合、押さえておきたいポイントが２つあります。一つは、単なる騒音ではなく、受忍限度を
超えて信頼関係を破壊するようなものではなければなりません。たとえば、受忍限度を超える
騒音が続き、何度も注意しても、改善できるはずなのに改善されない、といったものである必要
があります。もう一つは、証拠の問題です。クレームを言っている側の入居者の証言だけでは足
りず、客観的な証拠が必要です。最近では、スマートホンなどでの測定などもありますが、裁判
に耐えるだけの証拠となると、専用の検査機器を利用を適切に設置して計測し、証拠化する
必要があります。苦情をいう一方当事者の言い分ではなく、客観的な証拠により受忍限度を
超えた騒音があるということを測定する必要があります。

このように、騒音問題については、法律的に多くの問題点があります。トラブルが顕在化した場合の
対処法については、早めに専門家へ相談すべき内容である点を押さえておきましょう。
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相続相談コーナー

各税制度の特例の利用には一定の条件があります。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。

【ご相談・お問い合わせ】オーナー様：相続＆不動産ご相談窓口

℡ 03-6279-7731 担当：藤原（ふじわら）

税理士法人タックスウェイズ

税理士 後藤 勇輝 氏

『資産に関わる税務の基本』
もう誰にも聞けない相続税の基本④

相続税の基本の4回目です。前回は相続税がかかる財産などをみてきまし
たが、今回は、相続財産から控除できる項目についてみていきます。相続税
では課税対象となる遺産が決められておりますが、その逆に課税財産からマイ
ナスできる債務もあります。それらについて把握してみましょう。

≪相続財産から引ける債務≫

（１）債務
相続税の計算で差し引くことができる債務は、被相続人が死亡した際に確実に存在していた
債務とされます。

（２）具体的な債務の種類
借入金（アパートローン、住宅ローンなど）、税金（所得税、住民税、固定資産税など）、
個人事業上の買掛金や未払費用などの負債、アパート経営での預り敷金などがあります。

（３）債務控除の適用を限定される相続人もいる
日本に住所がなかったり、日本国籍を有しない人などで一定の条件にある相続人は、控除
できる債務の範囲が限られたりすることがあります。

【参考】国税庁タックスアンサー
No. 4129 相続財産から控除できる葬式費用

なお、香典返しの費用は、お香典を相続税の課税対象としないため、葬
式費用からも除かれます。そのほか、初七日法要の費用も該当しません。
本葬といっしょに実施するケースなどは、明細から分けないといけませんね。
非常に細かいお話ですが、お役に立てれば幸いです。

≪葬式費用について≫

相続税の計算で差し引くことができる葬式費用は次のようなものがあります。

（１）葬式などに際し、火葬・埋葬・納骨などにかかった費用
（２）遺体の搬送費用
（３）お通夜などの費用
（４）お布施などのお寺などの費用



不動産ソリューションコーナー
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家族承継 “賃貸経営”を引き継ぐ３つの秘訣

コロナウイルスが賃貸経営に及ぼす影響は限定的になってきましたが、
まだ先が見えない状況は続いています。将来の賃貸経営の見通しは
オーナー様によって違うでしょうが、先を見通すことで経営も安定し、より
良い賃貸経営になることは言うまでもありません。それは、これから経営
を引き継ぐかもしれないご家族も一緒です。いざ、引き継ごう、というとき
に必要な判断材料がなければ、感覚で経営をしなければいけなくなって
しまいます。

賃貸経営を引き継ぐポイント

もう何年も、賃貸経営をしている、というオーナー様にとって、賃貸経営の感覚は、体に染みついています。
今まで良い面もあれば悪い面も経験していることでしょう。だからこそ、「これはやったほうが良い」、「これはや
らないほうが良い」、と今までの技術を伝えたいことも多くなるかと思います。そういったいろいろな対策を伝え
ることも大事ですが、その前に共有しておきたいのは「賃貸経営を将来的にどうするのか」、ということです。良
い、悪い、引き継ぎたい、引き継ぎたくない、の話をする前に、まず、下記の3つのポイントを共有できている
か、確認しましょう。

その他の法改正のポイント

③将来何ができるのか？
・あと何年貸せそうか？将来、建て替え等をした際に同じように賃貸で貸せるのか？
土地として売却できるのか？・・・など

実は事業引き継ぎの相談の多くは、『子供が引き継ぎたくないと言っている』『最近賃貸経営に興味を持ってきて
いるが、うちの子にできるか心配』などのケースが多くなっています。まずはご家族と、3つのポイントを確認していただ
き、共有できているか、確認をしてみてください。ご家族での経営の見通しが見えてくるはずです。

土地っぽい絵

経営の前提、3つの数字
より良い次世代への、資産引き継ぎの第一歩となる
ポイントを３つあげました。賃貸経営は立地や築年数、
土地・建物の価値等によっても大きく変わります。これ
からの経営がどうなっていく可能性があるか、ということ
をご家族で共有することが第一歩です。

①いくらで売れるのか？
・もし、今売却すると、どれくらいの
価値があるのか？

①いくらで売れるのか？

②いくら残るのか？

③将来何ができるのか？

②いくら残るのか？
・賃料収入から、借入・所得税を差し引く前の状態で、手元にいくらお金が残るのか？
※借入、所得税を差し引いて赤字の場合、あと何年赤字の状態が続くのか？



東和開発のサービス
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上記QRコードからも、
お申し込みいただけます

初期費用0円
で入居促進

高入居率

満室を実現する

賃貸リフォーム

初回家賃を除き、初期費用 0円で住める
「すみはじめゼロ」なら平均1~2か月で成約！
導入のための持ち出し金不要ですぐに始められ
ま す 。

練馬区の平均入居率が86.4%という状況下で、
ポータルサイト対策やYouTubeへの物件掲載、
すみはじめゼロの導入など、他社には真似でき
ないノウハウで入居率95.93%という稼働状況
と な っ て い ま す 。

Before After

入居者が好む設備やデザインを熟知したリ
フ ォ ー ム で 、
半年以上空室だった物件も工事期間中に成約！
収益を重視した物件づくりをサポートいたしま
す 。

空室レスキュー
無料でポータルサイトへ掲載！

私たち東和開発
(株)は、現在ネッ
ト掲載を強化中！
高入居率で嬉しい
反面、客付けでき
る部屋が少なく
困っております。
空室の物件がござ
いましたら、ぜひ
ご紹介させてくだ
さい！

TEL 03-3928-8881

賃貸経営についてのお問い合わせはこちらまで！

お申込みはQRコー
ドか
お電話から受付中！

創業50年以上の実績
地域密着の賃貸管理会社です



売買物件に関するお問い合わせはこちら

営業部 岡田（おかだ） TEL:03-3928-8881

お問い合わせ先：東和開発株式会社 担当:藤原（ふじわら）
TEL：03-3928-8881

売買物件紹介

営業時間 午前10時～午後６時30分 定休日 毎週水曜日

広告有効期限 2021年3月31日

価格 400万円

東所沢 区分マンション

●所在地：
●交通：
●土地権利：
●構造：
●土地面積：㎡（ 坪）
●専有面積：㎡
●築年月：年月
●取引態様：

オーナー
チェンジ物件

角部屋
バス・トイレ別 13.2％表面利回り

価格 3,480
狭山市一棟売りマンション

●所在地：
●交通：
●土地権利：
●構造：
●土地面積：㎡（ 坪）
●専有面積：㎡
●築年月：年月
●取引態様：

オーナー
チェンジ物件

全室角部屋
ロフト付

万円

9.13 ％満室時利回り

価格 3,500万円

西所沢一棟マンション

●所在地：
●交通：
●土地権利：
●構造：
●土地面積：㎡（ 坪）
●専有面積：㎡
●築年月：年月
●取引態様：

オーナー
チェンジ物件

RC造マンション
1DK×4、2DK×1

8.26％満室時利回り

価格15,000
東所沢 一棟売りアパート
●所在地：
●交通：
●土地権利：
●構造：
●土地面積：㎡（ 坪）
●専有面積：㎡
●築年月：年月
●取引態様：オーナー

チェンジ物件

土地値！
大和ハウス施工

万円

価格 4,880万円

松葉町土地

●所在地：
●交通：
●土地権利：
●地目：
●用途地域：
●土地面積：㎡（ 坪）
●建ぺい率：%
●容積率：%売地

駅徒歩4分
好立地

価格 7,100
小手指町土地

●所在地：
●交通：
●土地権利：
●地目：
●用途地域：
●土地面積：㎡（ 坪）
●建ぺい率：%
●容積率：%売地

分割相談可
人気の小手指駅北口

万円

6.28 ％満室時利回り

アパート用地にオススメ！ アパート用地にオススメ！


