
不動産投資サポート 

不動産税務セミナー 

事業用資産の買換特例を学ぶ。 

不動産法律レクチャー 
既存の借家契約を定期借家契約に切り換えるためのQ&A。 

◎不動産の実物投資とは…。 

リアルプラン・マーケットレポート 
公示価格による売買マーケットの動向とオフィス賃貸マーケットの動向。 

不動産事例研究 

不動産投資法人“J-REIT”の運用法と現物不動産における投資効果を検証。 

◎割引率［資本コスト］について。 



　国土交通省は平成１４年３月２５日、今年１月１日時点の公示地価を発表しました。バブル崩壊以降１１年連続
の下落となりましたが、その内容をよく分析すると一様ではありません。実際の売買マーケットでもこの現象が見
られます。またオフィス賃貸マーケットではいくつかの変化の兆しが見られます。今回はこの２つのマーケットの近
況についてご報告いたします。 

平成１４年 ６月現在　リアルプラン・マーケットレポート 

公示価格による売買マーケットの動向と、 
オフィス賃貸マーケットの動向。 

　全国平均の下落幅は住宅地で△５.２％、商
業地で△８.３％とそれぞれ前年の△４.２％、△７
.５％と比較してやや拡大しましたが、これにより
下落が続いたのはバブル崩壊後の平成４年
以来１１年連続となります。 
　東京圏はどうかというと住宅地で△５.９％、
商業地で△７.４％と、それぞれ昨年の△５.８％、
△８.０％と比較して下落幅は縮小しています。 

　オフィス需要は長引く景気低迷の影響で伸
び悩み、供給過剰になる懸念が高まっています。
このような中、オフィス市場には「２００３年問題」
があります。最新鋭の設備を持つ大型ビルが
汐留、品川他で続 と々２００３年に完成し供給の
ピークを迎えるとの問題です。 
　オフィス市場では空室率が５％近辺に達す
ると需給緩和局面に入った目安とされ、平均賃
料も下落傾向を示すといわれますが、東京都
心５区（千代田・港・中央・新宿・渋谷）の平均
空室率は平成１４年３月に５％台に突入し、４月
には５.２５％と更に上昇を示しました。 

　平成１２年頃までは新築ビルの空室率の方
が既存ビルよりのそれよりも低かったのが平成
１３年頃から逆転し、平成１４年４月の時点では
新築ビルの空室率は１４.２９％と前年同月の倍
以上に拡大しています。 
　空室率の上昇を反映して、平均賃料は都心５区
の平均で平成１４年４月現在１坪当たり１９,８３０円で、
この平均は新築ビルの平均２８,７１１円と既存ビ
ルの平均１９,５８９円を反映したものです。既存
ビルの賃料を１００とすると新築ビルは１４７の水
準と大きな賃料格差があります。 

　上記の表が示すように、都心５区の平均は、 
１９,８３０円ですが、区ごとでは新宿区が一番低
く１７,８３７円、千代田区が一番高く２１,１１３円と
なっています。 
　新築ビルの平均賃料はハイグレードな大規
模ビルに対応して、それ以前よりも上昇してい
ます。不況下でも新築大型ビルへの需要は根
強いものがあるようです。 

　 東京圏の東京都の平均はというと住宅地
で昨年の△４.７％が今年は△４.６％、商業地で
昨年の△６.２％が今年は△５.３％と下落幅は
更に小さくなっています。 
［東京圏の住宅地］ 
　更に分析地域を絞り、区部都心部で見ると
住宅地では下落幅は△１.５％、区部南西部で
は△２.２％と更に縮小しています。このように東
京都区部では３年連続で下落幅が縮小し、特
に区部都心部の地価はほぼ横ばいに近づき
つつあります。 
　渋谷区ではすべての地点で、港区ではほぼ
すべての地点で上昇や横ばいとなっています。
区全体としても、港区は２年連続上昇し、渋谷
区は１４年ぶりに横ばいに転じました。さらに目
黒区、大田区、江東区等１０区で上昇や横ばい
の地点があり、地域的な広がりを見せています。
ちなみに全国住宅地の上昇率２位は大田区田
園調布３丁目で１㎡当たりの価格は７７.４万円
で上昇率は２.５％でした。また住宅地の高額
地点の１位は千代田区五番町で１㎡当たりの
価格は２１４万円、対前年変動率は０％でした。 
　このような地価動向を受け区部の不動産取
引はかつてよりは活発になる兆しが見られます。
この背景としては需要側の値頃感や再開発の
実施等により、住宅需要の都心回帰の動きが
続き、マンション需要が引き続き堅調であったこ
とがあげらます。東京都区部以外でも鉄道新
線の開通した地域や利便性に優れた地域で
は横ばいに転じた地点が現われています。 

この逆に東京都の郊外部の通勤遠隔地では
交通利便性に劣る地域を中心に依然として大
きな下落が見られます。 
［東京圏の商業地］ 
　平成１４年３月期の企業業績が最悪となった
ことも影響しているのか、商業地の下落幅が縮
小したとはいえ、住宅地と比べると商業地の下
落率は大きくなっています。２００１年度に東証
上場企業の売却土地面積は東京ドーム１００
個分の約４８０万㎡に達したことが報じられまし
た（東京商工リサーチ調べ）が、このようなこと
が大きく影響していると思われます。 
　区部都心部の商業地は以上のような企業
動向の影響を受けやすいためか△５.６％と東
京都平均よりはやや高くなっています。とはい
え大半の地域で下落幅が縮小し、東京都区
部都心部の港区、中央区、渋谷区において上
昇や横ばいとなった地点が増加しました。区部
都心部で高度商業地や、海外ブランド店舗の
立地が進んだ地区、再開発や交通基盤整備
が行われた地区では、上昇や横ばいの地点が
増加しました。また区部都心部以外でも、駅周
辺で大規模な再開発が展開されている地区
においては上昇や横ばいに転じた地点が現れ
ています。 
　最高額の地点は東京丸の内の「丸の内ビ
ルヂング」で１㎡当たり１.８７０万円でした。丸ビ
ルは現在建て替え工事中で、９月に３７階建の
超高層ビルが完成する予定です。 

　以上のように土地市場は二極化・個別化が
鮮明となってきたのが、地価公示や売買マーケ
ットにおける大きな特徴です。同一地域内でも
上昇する地点と下落する地点が混在する傾
向が出てきています。 

区部都心部とは千代田・中央・港・新宿・文京・
台東・渋谷・豊島の各区をいいます。 
区部南西部とは品川・目黒・大田・世田谷・中野・
杉並・練馬の各区をいいます。 

【注】 

調査対象ビルは基準階面積１００坪以上の主
要貸事務所ビル 

【注】 

（資料）三鬼商事調べ 

●東京圏の対前年変動率 

●都心５区の平均空室率 

●地価公示対前年変動率 

（資料）三鬼商事調べ ●都心５区の平均賃料 
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事業用資産の買換特例を学ぶ。 

【今回のご相談者】 

有効活用は相続対策を含めた長期資産形成が大切。 

第1回：事業用資産 

都内Ｓ区在住　Ｋさん（６５歳） 
◎窓口担当：リアルプラン・R氏 

都内にお勤めの会社役員のＫさんは、将来的なご資産の有効活用を考えたいとのこ
とでした。Ｋさんがご所有の現在の資産は下記の表にあるように、Ｆ市にご所有の駐車
場の収益性が低いことや、ご自宅から距離があるために維持していくことが気になり
始め、もっと自分に合った資産活用はないものかとコンサルティングシートをお送りい
ただきました。今回のご相談内容に基づき「買換特例」を適用した有効活用をご説明
をさせていただきました。 

R氏　Ｋさん、今日は遠いところお越しいただきましてありがとうござい
ます。さて、先日ご連絡いただいた件ですが、私共で資料を拝見させ
ていただきました。 
Ｋさん　どうでしょうか？何かよい有効活用はありましたか？ 
R氏　はい、まず個別の有効活用を検討する前に、相続税額と担税
力について考えてみました。お子様お２人のＫさんの相続税額は、約
１億円です。幸い、現金でほぼ同額をご所有されていますので、担税
力も充分だと思います。今後の方針としましては、金融資産以外の
資産をいかに効率良く活用していくかが重要です。 
Ｋさん　そうしますと、Ｆ市の駐車場の活用がポイントですね。 
R氏　はい、ただし今回私共がマーケット調査をした限りでは、Ｆ市
の駐車場の活用を図るよりは、都心への買換えをお勧めいたします。 

事業用資産の買換特例とは…。 

運用収支と税金対策に大いに役立つ買換特例。 

R氏　個人が事業用資産を譲渡して、一定期間内に事業用資産を
取得した場合、譲渡所得に対する特例制度があります。これがＫさ
んに適用できる買換特例です。 
Kさん　なるほど、駐車場を譲渡する際、譲渡税の軽減が図れるわ
けですね。では、それに適用される条件はどのような項目ですか？ 
R氏　はい、土地政策上の観点からも２３種類もの特例がありますが、
一般的によく利用されるものは【長期所有資産から国内資産への買
換特例】です。これは平成１５年１２月３１日までの譲渡に限り適用が
可能となっております。実際に適用される要件は次の表の通りです。 

R氏　要するに、国内にある所有期間１０年を超える事業用の【土地・
建物・構築物】を譲渡し、一定期間内に国内にある【土地等・建物等・
構築物等・機械装置】を取得すること。これを事業の用に供しなけれ
ばならないということが主な適用要件です。 
Ｋさん　なるほど…。では、この適用要件に基づいて私の資産は具
体的にどのようになるのでしょうか？ 
R氏　はい、この適用要件に基づいて、Ｋさんがご所有の事業用で
ある駐車場用地を譲渡した場合の具体的な算定をしてみました。 

R氏　いかがですか…？あくまでも前提条件ではありますが、この譲
渡によって、本来ならば４,９２０万円の税金がかかるところが、買換特
例を適用することでご覧のように税額を３,３４０万円も減少し、１,５８０万
円となります。 
Ｋさん　よく解りました。いわゆる投資効率が向上し、買換特例によ
って有効的に土地を運用できるわけですね…。しかし、相続の問題
はどのようになるのでしょうか？ 
R氏　では、次に現実的な買換特例を適用した場合の相続税額を
ご説明いたしましょう。 

R氏　今回の買換特例の意味するところは、土地政策としての有効
活用にありますが、現実的な効果として、投資効率が向上するだけ
ではなく、相続における税金対策にも役立ちます。 
具体的にＫさんの駐車場用地を譲渡し、買換特例を適用した場合の
相続税額は次の通りとなります。 

R氏　買換特例後の「資産価値」は、全額買換えが認められていな
い現行法において、必ず減少することになりますが、その反面、買換
資産の有効活用によって「運用収入」がアップし、さらには、相続が
発生した場合にも税金対策として大いに役立ちます。 
Ｋさん　非常に解りやすく、理解ができました。買換特例の適用要
件を踏まえた上で早急に検討して、後日ご連絡いたします。 
今日は、ありがとうございました。 

用 途 
所有期間 
取得価格 
時 価 

： 駐車場（収入：年540万円／経費：年190万円） 
： 10年超 
： 不明 
： 2億円 

譲渡資産 

所 有 資 産 
 
 
 
 
 

所 有 期 間 

本人課税所得 

総 資 産 

そ の他資産 

： 東京都下・F市 
◎駐車場用地／約580㎡（時価2億円） 
　収入 ： 年間540万円／年間経費 ： 190万円 
： 東京都内・S区 
◎自宅兼賃貸アパート／土地約550㎡（時価3億円） 
　家賃収入：年間1,100万円／年間経費400万円 

： 10年超 

： 3,000万円 

： 4億円 

： 金融資産 ／ 約1億5,000万円 
 　　　　　（現金1億円・同族会社株式5,000万円） 
  アパート建築資金借入金 ： 約4,000万円 

収 入 
取得費用 
利 益 

課税利益 

税 金 

： 2億円（Ａ） 
： △1,000万円 
： 1億9,000万円（B） 

： 

： 6,080万円×26％＝1,580万円 

譲渡収入 

地 区 
土地面積 
建物面積 
種 類 
取得価格 
収 入 

： Ｓ区内 
： 約120㎡（価格：8,500万円） 
： 約350㎡（価格：8,500万円） 
： 共同住宅 
： 1億7,000万円（C） 
： 年1,700万円／経費：年255万円 

買換資産 

●設　例［前提条件］ 

●Ｋさんの資産及び年間所得 

●長期所有資産から国内資産への買換特例 

所 在 
 
用 途 

資 産 価 値 

日本国内にある所有期間１０年超の 
土地等・建物等・構築物 
個人の場合事業用途。法人の場合は要件なし。 

項　　目 

税引後運用収支（年） 

相 続 税 評 価 額 

相 続 税 額 
※流出額のためマイナス表示 

項　　目 買　換　前 買　換　後 差　　　額 

譲　渡　期　間 

譲
渡
資
産 

譲

渡

関

係

 

内　　容 

平成１０年１月１日～平成１５年１２月３１日の譲渡 

所 在 
用 途 
面 積 
価 額 

日本国内にある土地等・建物等・構築物・機械装置 
取得日から１年以内に事業の用 
譲渡土地面積×５倍（上限） 
取得価額×８０％ 

取　得　期　間 

取　得　方　法 

買
換
資
産 

取

得

関

係

 贈与・交換等によるものを除く 

※簡便化のため、譲渡経費・購入経費は省略しております。 

2億円 1億7,000万円 △3,000万円 

175万円 750万円 

1億6,000万円 8,000万円 △8,000万円 

△6,400万円 △3,200万円 

監修 ： 板倉和明 
板倉和明税理士事務所　税理士 

譲　渡　方　法 交換・出資等によるものを除く 

原則 ： 譲渡の年／特例 ： 譲渡の前年または翌年 

（B）× ＝6,080万円 
（Ａ）－（C）×80％ 

（A） 

575万円 

＋3,200万円 



 「不動産の実物投資」とはよく使われる用語ですが、各種の辞書・事
典を見てもその定義を明確にしたものはないようです。一般的に不動
産の実物投資とは何なのか、又その実物投資の考え方や理論はどうな
っているのかについて今回は第１回目として総論について解説し、以下
次号以降にて各論を解説させて頂きます。 

不動産の実物投資とは…。 

　実物投資の「実物」とは辞書によると「実際
のもの、本当のもの」とあります。不動産とは法
律的には土地と建物から構成されますから、不
動産の実物投資とは「土地又は建物又は土地・
建物の双方という実際目に見え、手で触れるこ
とのできる実物への投資」ということになります。 
　この意味で実物投資は直接投資という言葉
に近い意味で使われます。 

　それでは実物投資の反対概念は何と呼ば
れるかです。これも厳密な反対概念の定義は
ないようですが、一番簡単な表現は「非実物投資」
でしょう。非実物の代表は証券化された証券
そのものであり「証券化投資」とも呼ばれます。
不動産証券化の代表は昨年上場したJ－
REITです。先の直接投資の反対の間接投資
といえるものが非実物投資です。 

　実物は土地と建物の効用があいまってその
投資効率を決定します。居住用不動産ではそ
の環境・交通便等を、商業用不動産ではその
地域の将来性や建物の設備等を考慮するこ
とが大切です。 

　さて先に記載の「実物投資ができるための
条件」とは何かを考えてみましょう。 

① 資金力とキャッシュフロー 
　かつてのバブル期には自分の持てる資力以
上に実物投資をして失敗した例も見られました。
一番代表的なのが、サラリーマンがワンルーム
マンションを１０件以上も購入した例です。この
場合殆どが自己資金は１０％で残額はローンで
した。賃料の下落リスクや空室率リスクを十分
に見込んでいなかったために失敗してしまいま
した。 
　今や金融機関は自己居住用の購入は別と
して貸し渋りが厳しくなっています。投資物件
の空室率リスクを一定率見込んだ上でキャッシ
ュフローベースで資金ショートしないように事業
計画をきちんと組むことが何よりも大切です。逆
に言えばキャッシュフローを確実に押さえた上
でこのキャッシュフローを現在価値に置き換え
た価格を求めることで、実物投資の価格が妥
当かどうかを検証すべきなのです。 

② プロパティー・マネジメント 
　マンションなら管理組合が共用部分の管理
の面倒を見てくれますが、一棟マンションや一
棟オフィスビル等では物件の運営・管理がきち
んとされていることが資産価値に大きく影響し
ます。建物等の管理はプロパティー・マネジメン
トといって大事な分野です。物件購入後にこの
手当ができるかどうかを見極めて投資をするこ
とが必要です。不動産仲介会社でも大手では
このプロパティー・マネジメントを含めてサービ
ス態勢を整えています。一棟マンションや一棟
オフィスビルではリースバックシステムといって、
この専門会社や部門が一括借り上げをしてく
れる場合もあり、テナント付けの心配をしなくて
も済みます。 

③ コンサルタント先の確保 
　不動産分野も専門分化が進み、一人の力
だけで事業を遂行することはできません。税務・
法律等、幅広い分野にわたり、いつでも相談で
きる相手を確保しておくことが大切です。 

　かって不動産の実物投資といえば、ワンルー
ムマンション投資が主流でしたが、実物投資の
対象は今や多様化しています。 

　ワンルームマンションはその投資額では１,０００万
円以下でも可能ですが、その他の物について
は投資額が大きくなり、場合によっては借入金
を起こして投資をすることも必要によります。 
　資産運用理論としてポートフォリオ理論とい
うものがあります。一番単純なものは、資産は「現
金・預金」「有価証券」「不動産」の３つに分け
運用するのが賢明というもので資産３分法とも
いわれます。これと同じように不動産の実物投
資でも投資対象を分散させた方が良いとの考
えがあり、これを投資分散理論といいます。 

不動産投資サポート① 

　J－REITに代表される証券化投資はその投
資単位が小さく購入しやすいことや、投資物
件の運営・管理の煩わしさがないこと等から人
気があることは事実です。それでは今後不動
産投資として実物投資にうまみがなくなるかと
いうと、そうではありません。実物投資ができる
ための条件が備わっていれば実物投資の方
がより大きなメリットを享受できることができます。 

① より大きな収益の享受 
 メリットの１番は何といっても収益性がより大き
いことです。証券化した不動産商品は販売単
位が小さくなる分、そのための経費や販売コス
トがかかるため、利回りは証券化に組み込まれ
ている不動産を直接購入するよりは小さくなり
ます。超低金利時代に入った現在、不動産の
実物投資にはリスクも伴ないますが、リスクを最
小限に抑える努力をすれば大きな収益を生み
出せる可能性が大なのが実物投資の魅力です。
個人や企業の一部では金融機関の貸し渋り
に対し不要不急の不動産を手放す動きが見ら
れます。優良な物件はこのような時だけに多く
存在します。資金的に恵まれた方にとっては又
とないチャンスの時期であることはいうまでもあ
りません。 

② 権利の確実さ 
　一つの不動産を排他的に支配できるのが
実物投資のメリットです。将来投資物件を自用
に供することや売却のタイミングをとらえて売却
すること等が自由にできます。 

③ 税制の特典 
　個人が実物投資をした物件から得られる収
入は原則として不動産所得となります。この所
得を得るために必要と認められた経費は税法
上費用として計上できます。万が一マイナスの
所得となった場合は、その他の所得から控除
できる損益通算という特典も受けられます。こ
のような効果を所得税効果といいます。これ以
外に借入金がある場合、債務控除を受けられ
たり、相続税評価額を圧縮できる効果があり、
これを相続税効果といいます。また事業用資
産の買換え特例が受けられる場合もあります。 
 証券化投資ではその証券から得られる配当
や証券そのものの価格上昇メリットを受けられ
ます（もちろん下落の可能性もあります）が、実
物投資ほどの税制の特典はありません。 
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実物投資 

実物投資 
の 

対　　象 

土地の投資 

建物の投資 

土地・建物の投資 

証券化投資 非実物投資 

ワンルーム・マンション 
ファミリー・マンション 
一棟・マンション 
外人賃貸住宅 
アパート 
一棟オフィスビル 
複合ビル 
店舗 
倉庫・工場 
その他 



　利子率は皆さまが預金をするときに使い慣
れている用語で、預金額にいくらの利子がつく
かを計算する時に使います。１００万円を預け
利子率が１％ならば１年後には１０１万円となり、
利子を元本に組み入れる計算を採用すると、２
年目には１０１万円×１.０１＝で１０２万１００円とな
るように、足し算・掛け算発想で考えます。利子
率は金融機関から自動的に与えられますので
受身的な発想による投資ということができるか
もしれません。 
　これに対し割引率は利子率の考えも関係し
ますが、全く逆の世界です。割引率は割り戻し
率とも呼ばれます。英語では割引率のことをデ
ィスカウント・レート（Discounted Rate）といいます。
割引金融債や割引国債という商品で割引率も
一部皆さまに知られていると思いますが、例え
ば１年後に１００万円となる割引債に利子率１％
を付けて販売するとした場合、この販売価格を
いくらにすればよいかというような時に使われます。
この時の割引率（Ｒ）は利子率を〈ｉ〉とすると
次の式によって求められます。 
  
  
　つまり１００万円×割引率（０.９９）＝９９万円と
なり９９万円で販売すればいいことになります。
１＋〈ｉ〉を割引率と考え、１００万円÷1.01＝９９万
円として求めることもできます。 
　ことわざに「明日の１００より今日の５０」という
ものがありますが、この考えがまさに割引率の
世界です。 
　先の例では現在の９９万円と１年後の１００万
円は同じ価値を持つと考えていることになります。
概念を明確にするため先の例の９９万円を「現
在価値」（略称でPV＝Present Value）と、同
じく１００万円を「将来価値」（略称FV＝
Future Value）と呼ぶことがあります。 
　このように割引率は将来の時点を起点として、
現在を考える時に使われます。不動産投資は
利回りが確定している金融商品の世界よりは
不確実な要因が多いこと並びに投資資金の
回収が長期にわたること等から割引率というも
のを中心に考えます。 

　さて不動産投資においても利子率と割引率
は皆様も日頃無意識に利用していることがあり
ます。 
　不動産投資においては金融商品の利子に
相当する地代とか家賃といった収益の目安は
つきます。例えばあるマンションを１億円で購入
したとして毎月６０万円の家賃が得られるとした
ら年間収益は６０万円×１２ヶ月＝７２０万円となり
ます。 
　単年度の粗利回りは　　　　　＝７.２％と
なります。 
　この７.２％は自分が期待していた、例えば７
％以上の目標を超えている場合、これを基に（そ
の他の条件も満足できるとの判断を加えた上で）
購入するかどうかを決めることができます。 
これが利子率的発想の例です。 
　また逆に７％の粗利回りを最低確保したいと
考えている人は７２０万円÷７％＝１億２８６万円と
計算し、もし不動産の売値が１億２８６万円以下
なら購入してもいいだろうと考えることもできます。
売値が１億１,０００万円なら「１億２８６万円まで
値引きしてくれるなら買いたい」と申し出ること
ができます。 
　上記の例が割引率計算による一番簡単な
方法です。ここで一番簡単といったのは単年
度だけの年間収益だけで計算しているからです。 

　以上のシミュレーションはモデルを単純化し
毎年の収益を１００として２０年変動しないものと
仮定しましたが、現実にはこの収益は例えば２
年に１回の家賃改訂等で変動する可能性が
あります。また割引率も２０年間同一と仮定しま
したが、変動予測を入れシミュレーションするこ
ともできます。さらに現在価値は株価もそうですが、
将来の資産価値に対する期待が大きければ
この期待値分、高い値となることがあります。 
　さて、以上のような割引率を用いた計算を専
門用語では収益還元法（DCF法）による不動
産の評価といいます。かつて不動産の評価に
おいては取引事例比較法が主流でした。物件
の周辺の取引事例を参考に不動産を評価し
ていました。しかし不動産流通市場は、今やよ
り科学的な手法で投資を皆様にすすめるよう
に変わってきています。不動産はどれだけの収
益を生み出すかでその価値が決まるとする考
え方です。 
　キャピタルゲインへの期待はあるにせよ安定
したインカムゲインを中心に評価をしていこうと
の考えです。 

　以上の説明に出てきた利子率は市場利子
率とも呼ばれます。現金・預金という商品を一
時的に手放すことによる報酬又は資本のコスト
と考えることができます。利子率は割引率も含
めて固定的な数字ではありません。市場の動
向に応じ変わる性格を持っています。低金利
時代と高金利時代で変わります。さらに金融商
品と不動産投資では同じではありません。現金・
預金は保管コストがほとんどかかりませんが、
不動産は取得・保有・譲渡のすべての段階で
かなりのコストを要するからです。この分利子
率と割引率は金融商品の市場利子率よりは高
くなければ引き合いません。金利を２０年とか３０
年間の超長期で考えた場合、長期金利の平
均は一般的に６％～７％の間といわれます。不
動産投資においては割引率でよく６％又は７％
の数字を使いますが、これらの数字は長期金
利の平均的な数字とも一致します。 

　さて、今までは投資期間を１年で考えてきまし

たが、いよいよここから長期で考えることにします。 
　年間１００の収益を生み出す不動産があっ
たとするとこの１００の収入の１年目の価値は割
引率を６％（１.０６）とすると 
　　１００÷１.０６＝９４で、２年目は 
　　１００÷（１＋０.６）2＝１００÷1.12＝８９ 
となります。 
　つまり表面的に１００と見える収益は初年度
は本当は９４で２年目は８９ということです。９４と８９
はいずれも現在価値の数字です。１００との差
額である６と１１は割引された価値です。 
　不動産投資が２０年間運用されると下表と
下図に示した現在価値の合計は１,１４７となり、
割引分の合計は８５３となります。つまりここに示
した毎年１００の収益を生み出す不動産を現在
購入するとしたら1,１４７の価格が妥当というこ
とを意味します。 

　不動産投資をするにあたって必ず理解しなければならない用語に割
引率というものがあります。割引率とは利子率の反対概念です。今回は
第１回目としてこの「割引率」について詳細に解説いたします。 
次号より順次不動産投資理論の詳細について解説の予定です。 

割引率［資本コスト］について。 
不動産投資理論／No.1
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●毎年の収益が１００としたモデル 

●投資収益と現在価値 

割引分 

収益の現在価値 

×  ＋の世界 

受動的な世界 

－  ÷の世界 

能動的な世界 

割引率（R）＝ ＝0.99＝ 
1 

1＋〈 i 〉 
1 

1＋0.01

利子率 

割引率 

現在からスタートして将
来を足し算的・掛け算的
に考える 

現在からスタートして現
在の投資価値・資産価値
を引き算的・割り算的に
考える 

７２０万円 
１０,０００万円 
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94 89 84 56 42 31

6 11 16 44 58 69

1.06 1.12 1.19 1.79 2.40 3.21

収益現在価値 

割引分 

割引率 



　J-REITに対する投資は、株式市場同様の価格変動はあるにしても、
安定収入の確保＝［安定性］、事業リスクの回避＝［安全性］、ポートフォ
リオの構築＝［分散性］、市場での取引＝［換金性］等を可能にする優位
な投資といえます。 

　現物不動産に対する投資は事業リスクはあるにしても、不動産特有の
地域性や個別性によりその投資効率も異なることから、物件選択の多様
性の高さが最大のメリットとして挙げられます。また、土地は減耗せず、現
物であれば自己や親族の居住の用に供する等その利用の多様性も魅
力です。その反面、分散性・換金性の低さがデメリットといえるでしょう。 

●運用時（配当所得） 
配当収入に対して２０％の源泉徴収された後、その他の所得と合算して
総合課税となります。この場合、配当控除の適用はありません。 
●譲渡時（譲渡所得） 
証券会社等への売委託等の場合においては、現在、源泉分離課税と申
告分離課税の選択適用ですが、 平成１５年１月１日からは申告分離課税
（利益×２０％）に一本化されます。 
　上記を踏まえてＪ-ＲＥＩＴに対する投資効果を運用時と譲渡時に分け
て検証してみると次のようになります。 

不動産投資法人（J-REIT）の運用法と、 
現物不動産における投資効果を検証。 
　平成１４年４月１日のペイオフ解禁により、行き場を失った個人マネーが新たな運用先
を求めて今もなお「普通預金」に保留されています。投資家の大勢は投資リスクを負う
ことに対して非常に慎重ですが、これからは“自己責任を原則とした資金運用”が求め
られる時代…。投資に対する税制上のインフラ整備についても、既に昨年１１月の証券税
制の改正が行われ、今後は「二元的所得税」の導入に期待が寄せられております。そこ
で今回は、その資金運用の手法として不動産投資法人（J-REIT）及び現物不動産を対
象とした投資効果について、様々な事例を基に検証したいと思います。 

板倉和明税理士事務所　税理士 板倉和明 

Ⅰ Ⅱ 

購 入 価 格 
購入手数料 
予想分配金 
その他所得 

５.３００万円（５３万円／一口×１００口） 
３０万円 
３００万円（３万円／一口×１００口） 
給料収入３,０００万円（所得税・住民税の表面税率５０％） 

●運用時／【前提条件】 
 

［手取額］ 

分配金収入 
税 金 
手 取 額 

　３００万円（３００万円÷５,３３０万円＝５.６％） 
△１５０万円 
　１５０万円（１５０万円÷５,３３０万円＝２.８％） 

［手取額］ 

家 賃 収 入 
必 要 経 費 
運 用 利 益 
税 金 
手 取 額 

　３００万円（３００万円÷５,３３０万円＝５.６％） 
△１００万円 
　２００万円 
△７０万円（＊） 
　１３０万円（１３０÷５,３３０万円＝２.４％） 

種 類 
面 積 
購 入 価 額 
 
購入諸費用 
その他所得 

マンション（Ｓ６３年築）／（所在：Ｓ区） 
専有面積：２８坪 
５,０４０万円（坪１８０万円×２８坪） 
相続税評価額：２,８００万円（賃貸中を想定） 
２９０万円 
給料収入３,０００万円（所得税・住民税の表面税率５０％） 

●運用時／【前提条件】 
 

所 有 期 間 
譲 渡 価 額 
課 税 特 例 

６年間 
６０万円／一口と４０万円／一口で検証 
適用なし（仮定） 

●譲渡時／【前提条件】 
 

［手取額］ 

譲 渡 価 額  6,000万円 4,000万円 

譲 渡 費 用  
税 金  
手 取 額  
投 資 額  
純 手 取 額  

△３０万円 
△１３０万円 
　５,８４０万円 
　５,３３０万円 
　５１０万円 

△２０万円　　 
△０万円　　 

　３,９８０万円　　 
　５,３３０万円　　 
△１,３５０万円（＊） 

所 有 期 間 
譲 渡 価 額 

６年間 
６,０００万円と４,０００万円で検証 

●譲渡時／【前提条件】 
 

［手取額］ 

譲 渡 費 用  
税 金  
手 取 額  
投 資 額  
純 手 取 額  

△２００万円 
△１９０万円 
　５,６１０万円 
△５,３３０万円 
　２８０万円 

△１４０万円　　 
５４０万円（＊） 

　４,４００万円　　 
△５,３３０万円　　 
△９３０万円　　 

譲 渡 価 額  6,000万円 4,000万円 

　運用時の利益（収入－経費）を他の所得と合算して総合課税となりま
す。譲渡時においては、譲渡利益に対して所有期間５年超で２６％の税
率が適用されますが、 譲渡損失が発生した場合には、Ｊ-ＲＥＩＴと異なり
「他の所得」との損益通算が可能となります。 
　上記を踏まえて現物不動産に対する投資効果を運用時と譲渡時に
分けて検証してみると次のようになります。 

　Ｊ-ＲＥＩＴ又は現物不動産を６年間所有の後、売却した場合の資金
効果は次のようになります。 

　従って、資金運用に当たっては、将来の相続も考慮した上で、収入
状況・運用スタンスに応じた投資対象の選定が重要です。 

　Ｊ-ＲＥＩＴは、現物不動産よりも時価の上昇局面では、運用手取り利
回りが優れている反面、下降局面においては不利に働くケースもありま
す。また、投資効果だけでなく、相続効果についても検証してみる必要

があります。Ｊ-ＲＥＩＴと現物不動産とでは評価方法が異なるため、次の
ような評価及び税額の違いが出てくるということです。 

（＊）は税金の計算上、建物の償却費年６０万円を考慮した場合。 

（＊）は譲渡損失（△１,１１０万円）と給与所得を通算した後の還付税額です。 

（　）内は投資額５,３３０万円に対しての割合です。 

（＊）譲渡損失（△１,３５０万円）は給与所得と通算不可。ただし、株式等の譲渡利益と単年通算、３年間繰越 
　   控除は可能です。 

J - R E I T 現 物 不 動 産  

６年後の時価６,０００万円のケース 

６年後の時価４,０００万円のケース 

１,４１０万円（２６％） １,０６０万円（２０％） 

△４５０万円（△８％） △１５０万円（△３％） 

J - R E I T 現 物 不 動 産  

５,３００万円 ２,８００万円 

２,１２０万円 １,１２０万円 相続税額（表面税率４０％と仮定） 

相続税評価額 

1,000万円 差 額  



　賃借人との立退交渉に苦労された経験のあるオーナー様の中には、既存
の借家契約を定期借家契約に切り換えたいとお考えの方が多くいらっしゃる
ようで、私共にもそのようなご質問・ご相談が寄せられています。そこで今回は、
既存の借家契約を定期借家契約に切り換える場合の問題点をお客様から
寄せられたご質問に基づきQ&A方式で解説していきたいと思います。 

東京シティ法律税務事務所 弁護士 

既存の借家契約を定期借家契約に 
切り換えるためのQ&A。 

賃貸契約更新時の切り換え 

既存の居住用建物の借家契約を契
約期間満了に伴う更新の際に、定期借家
契約に切り換えることはできますか？ 

居住用建物の定期借家契約への切
り換えはできないのが原則となっています。 
　既にご承知の通り、借地借家法は借家
人の権利を保護するために一定の規定
に強行法規性を持たせ、その規定の内容
により借家人に不利益な当事者間の約定
を無効としています。その限度で私法に
おける契約自由の原則は一定の制限を
受けることになります。従来の借家契約と
定期借家契約を比較した場合、定期借家
契約は契約の更新がなく、契約期間の満
了によって借家契約が当然に終了する契
約ですので、賃貸人からの更新拒絶につ
いて大きな制限がある従来の借家契約と
比べると、借家人の権利保護は薄いとい
わざるを得ません。そのため、定期借家契
約を結ぶ場合、賃貸人は借家人に対して、
定期借家契約の内容について十分な説
明を行なうことが義務付けられています。
また、それだけではなく、法律としては、借
地借家法の定期借家制度に関する改正
法（以下、「新法」といいます。）の施行前
に締結された「居住用建物」に関する借
家契約を終了させて定期借家契約に切り
換えることは「当分の間」できない旨を定
めています（良質な賃貸住宅等の供給の
促進に関する特別措置法附則３条、以下、
「附則」といいます。）。 
　従って、新法施行前に締結された「居
住用建物」の借家契約については、賃貸
人が既存の借家契約が満了した時、既
存の借家契約の更新を拒絶して新規に
定期借家契約締結することはできません。 

期限付き借家契約の切り換え 

転勤等の事情から一時的に貸して
いた家の借家契約を定期借家契約に切
り換えることは可能ですか？ 

新法施行前から借地借家法に存在
していた賃貸人の不在期間の期限付き
借家契約は切り換えが認められています。 
　期限付き借家契約（旧借地借家法３８
条１項）は、そもそも新法施行前から更新
が予定されていない借家契約だったわけ
ですから、これを定期借家契約に切り換
えることは借家人にとって特段の不利益
が生じないため、このような借家契約は「居
住用建物」の借家契約であっても、定期
借家契約に切り換えることが認められて
います。 

任意の合意に基づいた切り換え 

賃借人が定期借家契約の内容を十
分理解し、賃貸人・賃借人がお互い合意
の上で、既存の借家契約から定期借家契
約に切り換えはできますか？ 

当事者間の任意の合意に基づいて
いても、既存の借家契約を定期借家契約
に切り換えることは『当分の間』できません。 

　この「当分の間」とは、いつまでであるのか。
これについては、新法も附則も明確に定めて
おりませんが、附則４条では新法の施行後４
年を目途として（即ち、平成１６年３月１日を目
途としています。）「居住の用に供する建物
の賃貸借の在り方について見直しを行なう」
旨を規定していますので、その際に「当分の間」
についての議論も行なわれるものと思われます。 

ビル建替えに伴う定期借家契約 

現在、商業ビルをテナントに賃貸し
ていますが、建物の老朽化に伴い建替え
を検討しています。定期借家契約を利用
することは可能ですか？ 

既存の借家契約を一旦合意解約し、
改めて定期借家契約を締結することで
切り換えが可能になります。 
　賃貸人と借家人の合意が整えば、既存
の借家契約の期間満了時でなくても、既
存の借家契約を一旦合意の上で解約す
ることで改めて定期借家契約を締結する
ことも可能です。近い将来、建替えを予定
している「事業用建物」の賃貸人にとって
は有効な選択肢が１つ増えたことになります。 
　従って、「事業用建物」の借家契約に
ついては、賃貸条件の変更、確実な明渡
しを確保するための訴え提訴前における
和解の制度の利用等を含めて、一度専門
的な方にご相談のうえ、ご検討される価値
があると思います。 

事業用建物の切り換え 

既存の商業用・事業用借家契約か
ら定期借家契約に切り換えできますか？ 

事業用建物は定期借家契約への
切り換えが可能です。 
　新法施行前に締結された「事業用建物」
の借家契約については、定期借家契約
への切り換えについて何ら制限はありま
せん。法的には「居住用建物」の借家契
約と「事業用建物」の借家契約に差異を
設けております。上述の通り、定期借家契
約の場合、従来型の借家契約に比べて、
期間の面で借家人の保護が薄くなること
から、一般的に賃料・権利金・保証金等を
従来型の賃貸借契約の条件よりも安価に
設定する等の手法が用いられています。
専ら経済活動を合理的に行なうために、
借家人がどのような判断を行なうかについ
ては、弱者＝借家人保護の観点よりも、私
法における契約自由の原則に委ねること

に合理性が認められておりますので、「居
住用建物」の借家契約と「事業用建物」
の借家契約にこのような差異が設けられ
たことになります。 
　無論、当然のことながら、新法施行前に
締結された「事業用建物」の借家契約を
定期借家契約に切り換えるためには、賃
貸人と借家人との合意が必要になります
から、賃貸人の一方的な意思によって既
存の借家契約を定期借家契約に切り換
えることはできません。 



FAX.03(3722)4850
〒１４５-００７１ 東京都大田区田園調布３-１-１ 

山手リハウス（株）国土交通大臣（１）第６０７６号 
（社）不動産流通経営協会会員（社）首都圏不動産公正取引協議会加盟 

午前９時３０分～午後５時３０分〈第一・第三火曜・毎水曜定休〉 

田園調布リアルプランセンター 

E-mail / rpc-denen@rehouse.co.jp

FAX.03(3417)3188
〒１５７-００６６ 東京都世田谷区成城２-３９-７ 成城リハウスビル3F 

成城相模リハウス（株） 建設大臣（７）第２８１６号 
（社）不動産流通経営協会会員（社）首都圏不動産公正取引協議会加盟 

午前９時３０分～午後５時３０分〈第一・第三火曜・毎水曜定休〉 

成城リアルプランセンター 

E-mail / rpc-seijyo@rehouse.co.jp

FAX.03(3392)3901
〒１６７-００５１ 東京都杉並区荻窪５-２７-８ 第一荻窪ビル２F 

杉並リハウス（株） 東京都知事（７）第４０６７４号 
（社）東京都宅地建物取引業協会会員（社）首都圏不動産公正取引協議会加盟 

午前９時００分～午後８時００分〈第一火曜・毎水曜定休〉 

荻窪リアルプランセンター 

E-mail / rpc-ogikubo@rehouse.co.jp

FAX.03(5548)4432
〒１０４-００５２ 東京都中央区月島１-８-３ BR月島1,１F 

中央リハウス（株）   建設大臣（４）第３９２９号 
（社）不動産流通経営協会会員（社）首都圏不動産公正取引協議会加盟 

午前９時３０分～午後５時３０分〈第一・第三火曜・毎水曜定休〉 

月島リアルプランセンター 

E-mail / rpc-tsukishima@rehouse.co.jp

FAX.03(5466)7265
〒１５０-０００２ 東京都渋谷区渋谷１-１-４ 青山フラワービル６F 

　　　　　　　　　　　　　　建設大臣（１０）第７７７号 
（社）不動産協会・不動産流通経営協会会員（社）首都圏不動産公正取引協議会加盟 

午前９時３０分～午後５時３０分〈第一火曜・毎水曜定休〉 

青山リアルプランセンター 

E-mail / rpc-aoyama@rehouse.co.jp

FAX.03(3237)1132
〒１０２-００８３ 東京都千代田区麹町６-４-３ 麹町三幸ビル１F 

山手リハウス（株） 国土交通大臣（１）第６０７６号 
（社）不動産流通経営協会会員（社）首都圏不動産公正取引協議会加盟 

午前９時３０分～午後５時３０分〈第一・第三火曜・毎水曜定休〉 

四谷麹町リアルプランセンター 

E-mail / rpc-yotsuya@rehouse.co.jp

FAX.03(5478)7022
〒１５３-００４１ 東京都目黒区駒場４-７-６ パークビル２F 

南東京リハウス（株）東京都知事（７）第４０４１６号 
（社）東京都宅地建物取引業協会会員（社）首都圏不動産公正取引協議会加盟 

午前９時３０分～午後６時１５分〈第一火曜・毎水曜定休〉 

代々木上原リアルプランセンター 

E-mail / rpc-yoyogiuehara@rehouse.co.jp

FAX.03(5496)5618
〒１５３-００６４ 東京都目黒区下目黒１-３-２７ アセンド目黒２F 

城南リハウス（株） 東京都知事（７）第４０４４５号 
（社）東京都宅地建物取引業協会会員（社）首都圏不動産公正取引協議会加盟 

午前９時００分～午後６時００分〈毎水曜定休〉 

目黒リアルプランセンター 

E-mail / rpc-meguro@rehouse.co.jp

FAX.03(3818)3765
〒１１２-０００２ 東京都文京区小石川５-１-１ パーク・ノヴァ小石川１F 

中央リハウス（株）   建設大臣（４）第３９２９号 
（社）不動産流通経営協会会員（社）首都圏不動産公正取引協議会加盟

午前９時３０分～午後５時３０分〈第一・第三火曜・毎水曜定休〉 

小石川リアルプランセンター 

E-mail / rpc-koishikawa@rehouse.co.jp

FAX.03(5449)4650
〒１５３-００６２ 東京都目黒区三田１-１３-４ 恵比寿ガーデンプレイス内 

城南リハウス（株） 東京都知事（７）第４０４４５号 
（社）東京都宅地建物取引業協会会員（社）首都圏不動産公正取引協議会加盟 

午前９時００分～午後６時００分〈毎水曜定休〉 

恵比寿リアルプランセンター 

E-mail / rpc-ebisu@rehouse.co.jp

リアルプランセンターのご案内 

三井不動産販売から 
 『インターナショナル・サービスグループ』が発足しました。 

FAX.03(5789)4449
〒１５０-００１２ 東京都渋谷区広尾５-４-１２ 大成ビル１F 

　　　　　　　　　　　　　　　建設大臣（１０）第７７７号 
（社）不動産協会・不動産流通経営協会会員（社）首都圏不動産公正取引協議会加盟

午前９時３０分～午後５時３０分〈第一・第三火曜・毎水曜定休〉 

麻布リアルプランセンター 

E-mail / azabu@rehouse.co.jp

三井のリアルプランセンターでは、資産価値が高い都心部中心の不動産の売買・有効活用等、 
様々な角度からお客様のニーズに合わせた総合的なプランニングをご提案いたします。 
また、不動産の売却・購入だけでなく、建築・リフォーム・賃貸運営等に至るまで、 
三井グループ各社の情報とノウハウを集結して、お客様のプランを確実にサポートいたします。 
お問い合わせ・ご相談は最寄りのリアルプランセンターへお気軽にお越しください。 

都心部を中心とした 
不動産情報のネットワーク 
「三井のリアルプラン」 

【 インターナショナル・サービスグループ業務に関するご質問・お問い合わせは、TEL.03-3409-6148までご連絡ください。】 

　この度、三井不動産販売では、今春４月より日本における不動産取引のグローバル化・金融融合化に対応するセクシ
ョンとして、『インターナショナル・サービスグループ』を発足いたしました。当グループでは、日本国内不動産の投資業務
に経験豊富であると共に、ニューヨーク、ロサンゼルス等での駐在経験があり、米国不動産投資スタンダードに詳しい営業・
金融メンバーを取り揃えた不動産総合アドバイザーとして、２１世紀型ともいえる提案型の不動産投資顧問業務を投資
家の皆様へご提供させていただく所存です。下記の主な業務をご参照の上、ぜひご活用ください。 

不動産投資案件につき、物件取得から管理、そして、将来の売却に至るまで投資運営業務をサポートいたします。取得時には、デューデリジ
ェンス（詳細精査業務）により、対象不動産の収益性、土地建物現況、法的制限等を精査、投資リスクと事業収益性を把握した上で、投資
に効果的な資金調達のストラクチャーを組み立てます。保有期間においては、家賃設定・改訂、テナントの募集・組合せ、建物保守・修繕等
の計画・実施を監理、収益性を改善、投資不動産の物件力を高めます。そして、市場動向の適格な判断から、物件処分の適切な時期を決
定し、投資不動産のディスポジションを進めます。 

投資不動産の取得、及び処分時に投資顧問業務をご提供いたします。売主様と買主様に対して、単に仲介のマッチング業務だけでなく、投
資計画に基づいた投資収益分析や売却プロジェクトを構築し、投資効果の最大化を図ります。 

投資家の皆様が、アメリカ等海外に保有される不動産のご処分に関するコンサルティング業務をご提供いたします。ニューヨーク、ロサンゼ
ルス、香港等での駐在経験豊かなサービススタッフが、海外不動産投資の処分案件を効率的に進めるアセットソリューション業務に務め、確
実にサポートいたします。 

投資アドバイザリー 

アセット・マネージメント 

海外アセット・ソリューション 

三井不動産販売㈱／インターナショナル・サービスグループ　〒１５０-０００２ 東京都渋谷区渋谷１-１-４ 青山フラワービル６F
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