
不動産投資サポート 

相続にも効率的な事業用の買換を学ぶ。 

不動産法律レクチャー 
トラブルを未然に防ぐための遺言作成についてのQ&A。 

◎［外国人賃貸住宅編］。 

リアルプラン・マーケットレポート 
◎首都圏の基準地価動向を検証する。 
◎外国人向け住宅の賃料相場を探る。 

不動産事例研究 

不動産税務セミナー 

◎［収益性指数］について。 

不動産賃貸事業における土地建物の区分方法について。 



　去る平成１４年９月１９日、都道府県基準地価が発表されました。首都圏の基準地価はバブル崩壊の平成４年以降１２
年連続にわたり下落をしてきましたが、地価動向には最近少しずつ変化が起きています。今号では首都圏における最新
の基準地価動向ついてお伝えします。 

　外国人賃貸住宅といってもその対象者の所得により間貸し、木賃アパートから高級マンションや戸建までバラエティ
に富んでいます。しかしここでは一般に使われているように、主として欧米の高級ビジネスマン向けのものを意味するも
のとして解説することにいたします。 

首都圏の基準地価動向を検証する。 

外国人向け住宅の賃料相場を探る。 

　基準地価は、正確には都道府県基準地価と
いいます。毎年３月に発表される地価公示に準
じる地価調査として注目されています。 
　地価公示は、毎年１月１日時点の地価をベー
スとしていますが、基準地価はこれよりちょうど
半年後の７月１日時点での地価をベースとして
おり、両者の比較によりこの６ヶ月間にどのよう
な変化が起きているかを知ることができます。 

　首都圏１都３県（東京・千葉・埼玉・神奈川）
の基準地価は住宅地、商業地とも１２年連続で
下落しました。 

　区部都心部のデータと主要区部の変動率
は次表のようになっています。 

　昭和５８年を１００とすると、現在の地価水準
は住宅地で１１７.２、商業地で７０.６と商業地の
下落が大きいのが特徴です。商業地では新規
のオフィスビルが大量供給される２００３年問題
の影響が広がりつつあることを示しています。 

　全体の平均値でみると地価については悲観
的な感じを受けますが、いわゆる二極化の現
象に伴ない明暗が分かれているのが実状です。 
地価動向を上昇ポイントと横這いポイントから
分析すると次のように商業地でも上昇や横這
いの地点が存在していることが分かります。商
業地で地価が上がったのは、高級ブランド店
が進出攻勢に出ている銀座２丁目、今秋新装
オープンした「丸ビル」に近い大手町１丁目や
京橋３丁目など１３地点に限られています。 

　商業地は全ての区で下落を示していますが、
港区は△1.4％、渋谷区は△０.４％と下落率は
非常に小さくなっています。商業地の地価は
東京圏では３年連続して下落幅が縮小を示し
ています。特に下落幅が小さいのは区部南西
部（品川・目黒・大田・世田谷・中野・杉並・練馬）
で△2.6％となっています。基準地価を発表し
た国土交通省では今年の地価のキーワードは「ブ
ランド店」「鉄道の開通」「再開発」の３つと解
説していますが、都心部ではこのうちの「ブラン
ド店」「再開発」の２つのキーワードが特に強く
影響しているようです。 
　一方住宅地では千代田区、港区、渋谷区の
３区で０.０％と横這いのデータが示されています。
区部都心部の下落率は△1.4％と小さい値を
示しています。 

　外国人賃貸住宅としては、まず都心型・準都心型のマンションが主流で戸建形式のも
のは極めて限られています。家賃は最低でも２０万円以上が普通です。マンションは最初
から外国人向けに建築されたものであることは稀です。日本人向けのマンションでは７０㎡
位だと3DKや３ＬＤＫの間取りとすることが普通ですが、外国人向けでは１LDK～2LDK
と一室を広く使う傾向があります。本来は日本人向けに作られたマンションでもこのような
間取りや設備の改造をほどこしたマンションが外国人向けに供給されていることが多く、
その立地も需要の見込める地域に限定されることが多いといえます。 
　外国人住宅の場合、契約主は居住者であることもありますが、居住者の勤務先の法
人が社宅として借り上げることが多いのも一つの特徴です。トップマネジメント層を対象と
したものでは間取りは９０㎡を超えたものが選ばれることが多いと言われます。次表に人
気のある地域のマンションと戸建の賃料相場を掲載してみました。 
　先に外国人専用に当初から建築されたマンションは少ないと述べましたが、この市場
の将来性に着目し２０００年（平成１２年）頃から需要の見込める都心部を中心に高級外
国人専用賃貸住宅の供給が増えてきました。これらの平均家賃は一般相場の３倍弱の
坪28,000円前後と高額で、中には面積４００㎡のものもあります。また短期滞在の出張者
をターゲットに、月単位で賃貸するホテル並みのサービスを提供するマンションも近年登
場しています。 

●基準地価を見る視点 

●平成14年の基準地価動向 

東京圏の変動率 

平成 1 3 年 平 成 1 4 年 

住 宅 地 

商 業 地 

△5.8％ △6.1％ 

△6.9％ △7.6％ 

首都圏 

東京圏の地価動向 
（単位は２００２年の地点数、（　）内は２００１年） 

●首都圏の商業地と住宅地の累積変動率 

●マンションの賃料相場事例 

住 宅 地 

商 業 地 

0（13） 40（44） 

20（25） 13（12） 

用　途 上　昇 横這い 

●戸建の賃料相場事例 

住宅地 
平成１３年 平成１４年 平成１３年 平成１４年 

商業地 

区部都心部 

千 代 田 区 

中 央 区 

港 区 

品 川 区 

新 宿 区 
文 京 区 

台 東 区 

渋 谷 区 

豊 島 区 

△1.0

0.0

△2.4

△0.7

△2.6

△0.7

△1.3

△1.1

0.2

△4.7

△1.4

0.0

△2.5

0.0

△1.1

△2.6

△0.4

△0.6

0.0

△4.6

△5.2

△7.4

△8.7

△1.9

△3.6

△2.5

△5.8

△6.5

△1.5

△7.3

△4.9

△7.1

△6.7

△1.4

△1.3

△4.7

△4.8

△6.5

△0.4

△7.0
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※資料：インターネットによる調べ。 （注）家賃には管理費・共益費を含みます。 

住宅地 

地 域 最寄駅 専有面積 間取り 家賃/月額 

赤 坂 

北青山 

麻 布 

六本木 

松 濤 

神宮前 

銀 座 線 

銀 座 線 

大江戸線 

日比谷線 

山 手 線 

山 手 線 

青山一丁目 

外苑前 

麻布十番 

六本木 

渋谷 

原宿 

１０５.２４㎡ 

１３２.７８㎡

８７.７３㎡ 

１２３.５６㎡ 

８８.１２㎡ 

８３.１９㎡ 

730,000円 

680,000円 

395,000円 

600,000円 

400,000円 

380,000円 

2LDK 

3LDK 

3LDK 

3LDK 

3LDK 

3LDK

地 域 最寄駅 専有面積 間取り 家賃/月額 

駒 沢 

田園調布 

田園都市線

東急東横線 

駒澤大学 

田園調布 

１７７.１１㎡ 

１０４.１９㎡ 

700,000円 

420,000円 

4LDK 

3SLDK

平成１４年 １２月　リアルプラン・マーケットリポート 



【今回のご相談者】 

ご賛同頂けない世帯がいる場合の 
立体買換の対応策として…。 

事業用買換特例利用後の 
相続税を比較。 

相続を踏まえた買換の検討には、 
専門的な知識が必要です。 

底地を売却することで活用できる 
買換特例を検証。 

都内M区在住　Sさん（６７歳） 
◎窓口担当：リアルプラン・T氏 

　前回（本誌No.71号）では、都内Ｍ区にお住まいのＳさんよりご相談の借地人との権利関係が難
しい相続対策として、弊社では「立体買換」のご提案をさせて頂きました。その後、Ｓさんからご依頼
があり、立体買換の実現に向けた具体的な資料を作成し、借地人（９世帯）の方々に地主であられ
るＳさんのお考えを個別にご説明いたしました。しかし、結果的に９世帯中２世帯の方々が立体買換
計画にはご賛同頂けませんでした。この様な立体買換の場合、１世帯でもご賛同頂けない場合は実
現できません。今回は、この問題を回避すべく対策として、事業用の買換特例をご提案いたしました。 

Ｓさん　Ｔさん、今日はわざわざお越しいただきまして、ありがとうござ
います。先日お願いしました件、各地権者の方々はご理解いただけ
たのでしょうか？反対する方がいるようですと立体買換は実現不可能
ですよね…。 
Ｔ氏　はい…。実は、何度かお伺いしてご説明をさせていただきまし
たが、残念ながら９世帯中２世帯の方々から建替中の仮住まいの問
題や現状維持のご希望の他、等価交換であれば土地を買取りたい
とお考えの方等、結果的には７世帯がご了解をいただけましたが…。 
Ｓさん　そうですか…。予想はしておりましたがやはり…。それで、何
か他の対応策はありますか？それとも諦めるしかないのでしょうか？ 
Ｔ氏　いえ、大丈夫です。各世帯にご説明をしている中で、何世帯か
の方々は、現状の「底地」を買取りたいという意思表示がありました。
可能性として、事業用の買換特例を活用する方法があります。今日
はその詳しい資料をお持ちいたしましたので、ご安心ください。 

Ｔ氏　いかがですか？この買換特例を活用することで、Ｓさんのご希
望通り、ご自宅を長男様が相続でき、次男様には賃貸マンションを相続、
そして残った底地をご兄弟２人ずつで相続できるわけです。残り４世
帯の方 と々は、今後ゆっくり時間をかけて交渉し、借地買取、底地売却、
底地借地の交換等により権利関係をシンプルにすることをお勧めい
たします。また、底地は売買等の交渉が不調に終わっても、適格要
件が整えば相続税の物納が可能です。計算の示す通り、相続税が
約４,１００万円であれば２つの底地を物納することで対処することが
できます。 

Ｓさん　分かりました…。今日は本当にありがとうございました。Ｔさん
にご相談したお陰で家族との話し合いをする機会が増え、相続の大
切さと将来的な計画により確実性が出てきました。近日中に今回の
事業計画を実行して進めますので、末永くおつき合いお願いいたし
ます。後日改めてご連絡いたしますので、宜しくお願いいたします。 
Ｔ氏　いいえ、こちらこそありがとうございました。Ｓさんにとって良い
方向に事業計画のご提案ができて光栄です。また何かご不明な点
がございましたら、お気軽にご連絡ください。本日はお忙しいところお
時間を頂きありがとうございました。 

Ｔ氏　まず、Ｓさん所有の現状に合わせた事業用買換特例の資料と
してこちらの設例をご覧頂きながらご説明いたします。 

Ｔ氏　いかがでしょうか？ここでは仮に９世帯の内、買取りの意志が
あった５世帯の地権者の方々に底地を買取っていただくことが前提
ですが、事業用の買換特例を活用し売却資金と自己資金を合わせ
て賃貸マンションを購入します。特例を利用することで、譲渡税の流
出を抑えて買換資産を取得することができます。 
Ｓさん　なるほど、分かりました。しかし、借地人として残る４世帯はど
のような対策をとればよいのでしょうか？特に反対者との紛争は避け
たいですし…。それと、以前にお話ししました通り、実際の買換特例
後の子供２人に公平な遺産分割ができますでしょうか…。 

Ｔ氏　はい。それでは次に、先程の買換特例の計算を基に実際の
相続評価額の比較と、底地として残る４世帯についても合わせてご
説明いたします。 【 所 有 資 産 】 

 
 
 

【 年 間 所 得 】 

【その他資産】 

【 相 続 人 】 

東京都・Ｍ区 
◎自　宅／土地１００坪（更地価格 ： ２億円）、建物付
◎貸宅地／３０坪×９戸（更地価格 ： ６億７,５００万円） 
　　　　  （底地割合３０％） 

2,400万円 

金融資産／約1億円 

子息（自宅／長男・貸宅地／次男） 

●Ｓさんの資産及び年間所得 

監修 ： 板倉和明 
板倉和明税理士事務所　税理士 

第４回：事業用買換 

相続にも効率的な事業用の買換を学ぶ。 

●設　例［事業用買換特例］ 

借地人に売却／１戸２,２５０万円 
坪２５０万円×３０坪〔底地割合３０％〕 

事業用買換特例 

◎収入 
◎経費 
◎税金 

１億,１,２５０万円 
△５００万円 
△５３０万円 
１億２２０万円 

→※仲介料・測量等（折半） 

◎自己資金 １億円 

合計 ２億２２０万円 

１億１,２５０万円（全額買換） 

 5戸 × ＝ 

賃貸マンション 

◎土地・建物 
◎購入経費 

２億円 
７００万円 

合計 ２億７００万円 

●買換前の相続税 

 貸宅地 
〔６億７,５００万円×３０％底地割合〕 

→７２.６坪（２４０㎡）×１６０万円×８０％ 
〔特定居住用の小規模宅地の評価減適用〕 

※相続評価換算率は、あくまでも目安の数字です。 

自宅 ◎建物 
◎土地 

２,０００万円 
１億６,０００万円 
△９,２９２万円 
８,７０８万円 

現金 １億円 

相続税課税価格計 

①＋②＋③＝３億４,９０８万円 

 80％ 
〔土地の相続評価換算率〕 × 

買換前相続税 
8,100万円 

事業用買換後相続税 
4,100万円 － ＝ 

＝ 
① 

② 

③ 

●事業用買換特例後の相続税 

 賃貸マンション1棟 
〔２億円〕 

自宅 ◎建　物 
◎土　地（２億円×８０％）＝ 

２,０００万円 
１億６,０００万円 
△９,２９２万円 
６,７０８万円 

底地 （２,２５０万円×８０％）×４戸＝ ７,２００万円 

現金 ０円 

相続税課税価格計 

①＋②＋③＋④＝２億３,９０８万円 

40％ 賃貸中マンションの 
相続評価換算率 × ＝ 

①【弟】 

④【兄】 

③【兄】 

②【兄弟・各３,６００万円】 



　昨今の東京近郊では、朝夕の通勤電車の中で外国人を見かけるこ
とはごく普通となり、あまり珍しい光景ではなくなりました。それでは、こ
れらの外国人は首都東京のどのあたりに住んでいるのでしょうか？今回
は漠然としている外国人賃貸住宅市場の現状と主要地域について詳
しくご説明します。 

　外国人向けの専用賃貸住宅のその昔はと
言えば勿論ありませんでした。日本人・外国人
を区別せずに建てられた住宅の中で立地条件、
設備条件、間取り条件の良い物を外国人が選
択して住んでいました。１９６４年（昭和３９年）
東京オリンピックの頃から都心高級住宅地を
中心にマンションが建てられ始めると、これらへ
の需要も生まれました。１９８５年（昭和６０年）プ
ラザ合意により急速に円高が進み、東京が世
界の３大金融市場（ニューヨーク・ロンドン・東京）
の一つとして脚光をあびるようになると、外資系
企業の日本進出が加速されました。 
　外国人向け賃貸住宅のコンセプトが明確に
意識され、この不足が問題化したのはこの時
期以降です。 
　現在、東京都には表１のように約３３万人の
外国人が登録されていますが、国別では日本
の隣国である中国、韓国・朝鮮が１、２位を占め、
３位はフィリピンで４位が米国、５位が英国の順
です。賃貸住宅市場において、立地へのこだ
わりが強く、また家賃負担能力が高い欧米人
を主たる対象としたものが、自然と外国人賃貸
市場と呼ばれるようになりました。家賃は個人
が負担することもありますが、外資系企業のトッ
プマネジメント層では日本への赴任の見返りに
社宅として会社が借り上げる形式のものも多く、
このことが比較的高い賃料相場を形成する理
由となっているようです。 
　米国企業を例に挙げた賃料相場の目安は、
①シングルは６０万円以下、②カップルは100万
円以下、③ファミリーは１１０万円以上となってい
ます。 

　外国人賃貸住宅は、都心部ではマンション
や低層のタウンハウスが中心で郊外部では戸
建形態のものも出ています。とはいえ戸建形式
のものの供給は限られており、実物不動産投
資の対象としては都心型のマンションが中心と

なっています。投資として見た場合の外国人
に好まれるマンションとしては①一室の間取り
が広く、ゆとりのあるもの②居住者の質が高い
もの③交通の便もさることながら閑静な居住環
境下にあるもの④設備が外国人に好まれるも
ので、セキュリティ等のソフト面も完備したもの、
という特色があります。 
　同じマンション内の住戸でも以上の条件を
完全に満たしたものでは賃料がやや高目に設
定されてもそれなりの需要があるようです。マン
ションの管理状態が良ければ築年数が古くて
も大きなハンディにはなっていないようです。分
譲時には数億円もしたものが１億円前後、物に
よってはそれ以下で取得できる現在の状況は、
外国人住宅投資にプラスに作用しているよう
です。 
　ただし、２００１年９月のアメリカ同時多発テロ
以降、外国人賃貸マーケットの需要が激減し、
特にファミリー層ではその傾向が顕著に表れ
ています。渋谷区、港区の一等地を除いては、
人気に陰りが見えはじめ、世田谷区、大田区は
注意が必要な地区となっています。都心部に
おいても大規模プロジェクトの中で外国人専用
の賃貸マンションが続 と々供給されております。
また、賃貸管理運営面でも外国人向けの設備
を装備した場合には、故障・メンテナンスに注
意することや、外国人の賃借人に対応できる
専門のエージェントが必要となります。 
　外国人住宅投資は、高収入が見込める反面、
限られた需要で事業が成り立っているため、マ
ーケットの影響を受けやすく、「ハイリスク・ハイ
リターン型」の投資として位置付けられます。
そのため、立地・商品・管理運営のクオリティー
面に充分な配慮が必要となってきますので信
頼できる専門家に相談されることをお勧めいた
します。 

　欧米人の好む街といってもその家族構成に
より一様ではありません。単身者の場合は利便
性を考え勤務先に近い都心型マンションを好
む者もいます。また夫婦子供連れの者では緑
の多い住環境でかつ都市としての利便性も兼
ね備えた地域を好む傾向が強くなります。 
　首都東京で外国人に好まれる街として有名
な地域は表２のようなものです。国土交通省に
よる外国人居住者を対象に調査した結果では
好まれる街の要素として①都心の緑を感じる
場所②洗練された街、ファッショナブルな通りの
ある街③自然に富んだエリア④日本人以外も
集まり賑わう街⑤高級住宅街等が挙げられま
したが、表２の地域はこれらの要素のどれかが
該当しています。 
　外国人高級賃貸市場としてよく３Ａ（スリー・

エー）地区といわれますが、これは赤坂・青山・
麻布のことです。３Ａ地区には各国の大使館・
領事館も多く、トップマネジメントからの評価も高
いようです。青山、表参道地区は広大な面積を
もつ神宮外苑や明治神宮が徒歩圏で朝のジョ
ギングや散策を楽しみたい欧米人には特に人
気があります。山手線の外側としては目黒区、
世田谷区並びに渋谷区の一部が好まれてい
るようです。田園調布や上野毛、成城学園など
は多摩川やその支流河川等の水辺も近く良
好な住環境がその人気の一つとなっているよ
うです。 
　また、東京西郊には米軍基地に関連の深い
立川・厚木・府中・調布・相模原・福生といった
市があり、これらの市の中にも外国人賃貸住
宅市場は存在します。 

不動産投資サポート④ 

［外国人賃貸住宅編］ 

平成１４年 １２月　不動産投資サポート 

国・地域 

1
位
 
2
位
 
3
位
 
4
位
 
5
位
 

人口数（人） 

104,940 豊島区（８,３２５）、新宿区（８,３１１）、江戸川区（６,９９７） 
板橋区（６,７０７） 

新宿区（１０,２６４）、足立区（９,１２５）、荒川区（７,３０１） 
江戸川区（５,３３８） 

足立区（３,３８６）、江戸川区（２,５３４）、大田区（１,９１５） 
葛飾区（１,３７１） 

港区（４,１７３）、渋谷区（２,５０９）、世田谷区（１,９０１） 
目黒区（１,１３６） 

港区（１,５３２）、渋谷区（１,１５４）、世田谷区（７２８） 
目黒区（４８７） 

新宿区（２６,５８２）、足立区（２０,３７２）、江戸川区（１７,５５４） 
港区（１６,５６１）、豊島区（１５,８２０） 

102,887

29,409

18,448

7,911

331,277

主な居住地域 

【表・1】東京都の外国人登録人口（平成１４年４月１日現在） 

【表・2】東京都内の主要外国人賃貸地域 

中 国 

韓 国・朝 鮮 

フ ィリ ピ ン 

米 国 

英 国 

総 数 

六本木・赤坂・広尾・ 
乃木坂 

国際性のある街で、 
商業施設が充実。 

高台で比較的に緑が多い 
閑静な住宅地。 

神宮外苑や明治神宮等が 
人気のスポット。 

皇居のお堀が近く、 
閑静な住宅地。 

高級戸建住宅地で、 
郊外型高級マンション等が 
多く立ち並ぶ住宅地。 

新宿・渋谷の副都心への 
アクセスが非常に良く、 
自然環境も充実。 

麻布 

青山・表参道・原宿 

番町（１番町～６番町） 
・麹町 

松濤・成城学園・経堂 
・駒沢・桜新町 

自由ヶ丘・田園調布・ 
奥沢・等々力・上野毛 
・碑文谷・中目黒 

山
手
線
内
側
 

山
手
線
外
側
 

地域名 備　考 



　不動産投資をするには何らかの目安が必要 
となります。不動産を取得することで、どの位の
収益を得られるかが不動産投資の目的ですが、 
この計算公式を「収益性指数」又は「収益性
指標」といいます。土地からは地代、建物等の
構築物からは家賃という収益を得られますが、
これらの運用収益としてのインカムゲインにの
み着目したものを「インカムゲインのみの指標」
といいます。そしてキャピタルゲイン等の要素を
考慮したものを「総合収益指標」といいます。 

　キャップレートを前記の構成要素の①＋②の
みとして5％を採用した場合で純営業収益が
例えば６０万円とすると総投資額がいくらが妥
当かは、６０万円÷5％＝１,２００万円というように
計算します。キャップレートは不動産投資をイン
カムゲイン中心に見るようになった時代におい
て近年大きく注目されてきており、他の金融資
産との代替性・競合性の視点が重要視されます。 

　上式のキャッシュフローは「借入金の元利払
額を控除した後の自己資本にのみ帰属する利
益（現金収支差額）の割合」をいいます。 
　借入による資金調達を考慮しないで自己が投
資する額をベースに行なう利回り計算といえます。
自己資本投資額はエクイティとも呼ばれます。 

　インカムゲインのみの指標はその計算期間を 
単年度としたものと数年間としたものとの２つに 
分けられます。 
●キャップレート 
　単年度の指標としてよく利用されるのが「総
合還元利回り」又は「キャップレート」と呼ばれ
るものです。キャップレートは次の式によって求
めます。純営業収益（NOI）は営業初年度の
純営業収益で総投資額は取得経費を含めた
ものです。 

　キャップレートは結果的に求められると言うよ
りは、その時々の時代情勢を反映したキャップ
レートが先にありきで、このキャップレートに応じ
た利回りが上記公式の右側から得られるかど
うかが本指標活用のポイントとなります。 
　キャップレートの構成要素は次のようなものと
なります。 

　キャップレートはリスクの小さい不動産ほど
小さくなり、リスクの改善はバリューアップにつ
ながります。 

※注／NOI=Net Operating Incomeの略語です。 

※注）ｉ＝初年度を１とする期間。CFｉ＝初年度を１とする
　　  キャッシュフロー。ｎ＝期間末の復帰価値。 

　前号の１０月号では、PV／NPVという代表的な収益性指数について
詳しくお伝えしました。今号ではその他の収益性指数にどういうものが
あり、それぞれどう活用されるかについて解説いたします。また、不動産
投資における総合的な観点から、将来的に有効活用できる収益率をご
説明いたします。 

［収益性指数］について。 
不動産投資理論／No.4

純営業収益（NOI） 
総投資額 

キャップレート =

●キャッシュ・オン・キャッシュ 
　キャッシュ・オン・キャッシュはその名称にもあ
る通り、毎年積み重なるように生じるキャッシュ
フローを重視した指数で、次の式で求められます。 
投下資本収益率とも呼ばれます。 

●正味現在価値法 
　DCF法には正味現在価値法と内部収益率
法の２つがあります。前者は１０月号でお伝えし
たPV／NPVそのものの手法です。 
●内部収益率法 
　後者は税引後キャッシュフローと税引後投
下資本回収額の現在価値が投下資本コストと
同額になるような利率、つまりキャッシュ流入の
現在価値をキャッシュ流出の現在価値に等し
くする率として求めるもので次の式で求めます。 

　上式のyが「投下資本コストと同額になるよ
うな利率」すなわち自己資本収益率です。この
yはIRR（Internal Rate of Return）とも呼ば
れる内部収益率です。キャッシュ・オン・キャッシ
ュという指標では流入するキャッシュをベースと
していたのに対し、内部収益率では流出する
キャッシュをも含めて考える点が大きな違いです。 
内部収益率は欧米の不動産投資理論ではキ
ャップレート、キャッシュ・オン・キャッシュ同様非
常に重要視されます。なお内部収益率法の詳
細は別途解説の予定です。 

●損益計算書上の収益率 
　総投資額に対する営業初年度等単年度の
営業利益（償却後・利払前利益）の割合で、企
業会計上の各種利益率に属するものが、「損
益計算書上の収益率」です。賃貸アパートや
マンション、オフィスビルの収益性指標としてよく
利用されます。不動産投資は長期的に見るに
こしたことはありませんが、収益が比較的安定
した不動産投資では単年度だけでも投資判
断の是非を決定するのに十分な場合があります。
なお、わが国では、テナントから受領する保証
金を考慮し、その運用益を営業利益に加えて
利回りを計算するのが普通です。 

●DCF分析 
　総合収益指標の代表がDCF法といわれる
ものです。DCFとは、Discounted Cash Flow
の省略形です。 

キャッシュフロー 
自己資本投資額 =キャッシュ・オン 

キャッシュ 

償却後・利払前利益 
＋保証金運用益 
総投資額 

=損益計算書上の 
収益率 

①リスクフリーレート 
　　国債、長期プライムレート等から判断 
　　（概ね2％程度） 

　以上、解説しました各指標のどれが一番良
いというものではありません。複数の指標を用
いてより確実な投資判断をすることもありますが、
一般的には対象不動産に適した指標のどれ
かを採用することになります。 
　ともあれ現在の時代背景からはインカムゲイ
ンとキャッシュフローを重視し、総合的かつ長期
的な視点を取り入れた指標が重要視されるよ
うになってきています。「地価が低迷している時
代だから不動産投資は恐い」という考えではなく、
「確実なキャッシュフローを生む不動産は下が
りにくいはずだ。確実なキャッシュフローを生む
ものに対しては投資する価値はある。」と考え
るのが、これからの時代の発想の原点といえる
でしょう。この投資判断を客観的・論理的に裏
付けるものとして収益性指数が大きな意味をも
ってくるのです。 

キャップレートの構成要素 

②不動産市場に潜在する不確実性（リスク） 
　　現況の市況では、3％程度が一般的 

③対象不動産の個別リスク 
　Ⅰ. 地域　　　　　Ⅱ. 建物築年数 
　Ⅲ. 建物品等　　　Ⅳ. テナントの種類 
　Ⅴ. 敷地利用権　　etc.

キャップレートをリスクの積み上げにより求めた場合 
キャップレート＝①＋②＋③ 

＋ 

＋ 

単 年 度 

数 年 間 
収益性指標 

インカムゲイン 
のみの指標 

総　合 
収益指標 

将　来 

過　去 

キャップレート（Capitalization Rate） 
キャッシュ・オン・キャッシュ 
損益計算書上の収益率 

DCF法 

投資期間の平均利回り 

不動産指数 

収益性指標、財務管理収益率 

正味現在価値法 
内 部 収 益 率 法 

CFi 
（1＋y）i
n 
Σ 
i=1

Rn 
（1＋y）n

自己資本投資額 = ＋ 

平成１４年 １２月　不動産投資理論 



　まずは、土地建物等の区分の前提となる「取得価額」について
の考え方をご説明いたします。 
　取得価額とは、その購入価額及び購入諸費用の合計額となり
ますが、その購入諸費用には、次のように取得価額になるものと
必要経費になるもの（又はできるもの）に分けられることになります。 

　次に、上記による取得価額を土地建物等（建物と設備）に区分
することになりますが、その区分方法については、別段法律に規
定されていないことから、実務的には、通達による譲渡収入金額
の区分に準じて、下記のように行なうことになります。 

　この区分方法は、どれが正しいというものではなく、その価額が
“合理的”に算定されていればこれを認めるというものです。従っ
て、複数の方法から検討し、どれが合理的かを納税者自身が判
断することが必要となります。そのような場合の「建物相当額」と
「土地相当額」には、表中記載のようなものが考えられます。 
　なお、最近の審判所の裁決においては、ワンルームマンション一
室の区分について固定資産税評価額による按分が合理的であ
るとの見解が示され、区分の判断の１つになると思われます。 
　一方、建物に含まれる建物付属設備をどのように算出するか
の問題が残ります。そもそも、省令では、減価償却は資産の種類
の区分ごとに行うことになっているため、本来ならば建物付属設
備の取得価額を区分しなければならないことになります。 
　上記裁決においても、その区分方法として同業他社のデータを
基に新築時から償却分を補正する方法が合理的であると判断し
ています。実務的には、一般的にいわれている比率（耐火共同住
宅１０～２０％）を参考に区分し、申告することになるとは思われま
すが、現実的には、建物価額に含めて償却を行っているのが現
状となります。 
　以上、土地建物等の区分方法について説明してきましたが、
消費税額が購入契約書に明記されている場合においても、上記
の方法によることができるのか否かの問題が生じます。これにつ
いては、購入建物が新築の場合に、その消費税額から建物価額
を逆算しなければならないことになりますが、中古の場合では、そ
の消費税額の算定が安易に、例えば固定資産税評価額の按分
により行われたケースについて、買主が消費税逆算額と異なる建
物価額を合理的に算出し、税務当局から是認されております。 

　建物に対する消費税額は、免税事業者については、取得価額
に算入して減価償却、課税事業者については、賃料収入に係る
受取り消費税額から控除（仕入税額控除）して差額を還付又は
繰延消費税額として６年間にわたって経費として処理します。 
　この場合、賃貸物件が住宅用建物については、注意が必要と
なります。課税事業者においては、仕入課税控除により建物消費
税の還付を受けることが可能となりますが、これはあくまでも賃料
に消費税が課税される事務所等の貸付けに係るものであり、住
宅など賃料に消費税が課税されないものについては、還付を受
けることができないことになります。 
　なお、これは仕入税額控除の計算において、個別対応方式を
採用したケースです。 

　昨年３月に閣議決定された住宅建設五箇年計画（第八期）を
受け、国交省住宅市場整備行動計画が策定公表されました。こ
れによると、成熟社会を迎えた現在は、既存住宅の活用を目的と
したストックの時代であり、その環境整備がその課題とされていま
す。そのためにも中古住宅市場及びリフォーム市場のさらなる質
の向上が求められ、その個別施策の１つに中古住宅の質を考慮
した価格査定システムの構築が挙げられています。 
　戸建については既に本年３月に、マンションについては来年３月
までに、そのシステムが作成されることになっています。 
　従って、今後の中古建物の流通市場の環境整備における、建
物価値の再認識により、上記の土地建物の区分に関する認識も
変化していくことと思われます。 

　平成１４年分の確定申告に先立ち、１２月ともなれば税務署より「所得税青色申
告決算書（不動産所得用）」が送付されてきます。その準備に取り掛かる上でも、
取得した事業用資産の土地建物の区分を把握し、明確な算出データが必要に
なります。そこで今回は、不動産所得の申告に際しての、土地建物の合理的な区
分方法と、その他消費税の取扱いについて解説いたします。 

Ⅰ 

区　分 具 体 例 

取 得 価 格 

必 要 経 費 

板倉和明税理士事務所　税理士 板倉和明 

不動産賃貸事業における 
土地建物の区分方法について。 

Ⅱ Ⅲ 

◎消費税（※） ◎仲介手数料  ◎固定資産税の精算金 
◎修繕積立基金 

◎印紙税  ◎登記料  ◎不動産取得税  ◎ローン手数料 
◎保証料（期間按分） ◎火災保険料（期間按分） 

区分方法 相当価額 

控

除

法
 

按

分

法
 

全体の取得価額－建物相当価額 
＝土地取得価額 

◎建物相当価額 
•消費税逆算価額（新築） •建物対価証明書の価額 
•平均建築単価による価額  •その他 

•仲介業者の査定額 
•相続税評価額 
•固定資産税評価額 
•推定公示価額と再調達価額から減価償却 
 累計額を控除した価額 
•その他 

◎土地相当価額 
•推定公示価額 •その他 

全体の取得価額－土地相当価額 
＝建物取得価額 

 

（土地相当価額＋建物相当価額） 

※なお、消費税の取扱いについては、後記で改めてご説明いたします。 

区分 

＝建物取得価額 

全体の取得価額×建物相当価額 



　一言で『遺言』といってもさまざまな形式があります。昨今の日本社会は、年々
高齢化が進み、特にこの問題においては、他人ごとではなくなってきています。 
遺言書を作成する場合、トラブルになりやすい相続等の財産問題について
は後の紛争を避けるためにも充分な配慮が必要となってきます。今回は最近
多く寄せられている『遺言書作成』に対するご質問を基に、Q&A方式を用い
て分かりやすくご説明いたします。 

東京シティ法律税務事務所 弁護士 

民法に基づいた遺言方式 
遺言を自分で作成しようと思ってい

るのですが、私は字があまりうまくないので、
ワープロで遺言を作成し、最後に自署・押
印したいのですが、特に問題はありませんか？ 

まず、民法は、普通の方式の遺言として、
自筆証書遺言（第９６８条）、公正証書遺言（第
９６９条）及び秘密証書遺言（第９７０条）の３種
類の遺言を予定しています。　 
 遺言を自分で作成する場合、即ち、公証役場
を用いずに遺言を作成する場合は、自筆証書
遺言になりますが、自筆証書遺言に関する定
めを行っている民法第９６８条は「自筆証書によ
って遺言をするには、遺言者が、その全文、日
附及び氏名を自署し、これに印を押さなければ
ならない。」（第１項）と規定されていますので、
ご質問の「ワープロで遺言を作成し、最後に自署・
押印したい」という方式では、自筆証書遺言と
しての要件を満たさないことになり、無効な遺
言となってしまいます。もし、「ワープロで遺言を
作成し、最後に自署・押印したい」とお考えで
あれば、公正証書遺言を作成することをお考
えになった方がよろしいかと思います。 

2人以上の共同遺言は禁止 
妻と共有しているマンションがありま

すが、我々が死んだ場合、このマンション
をどのように処分するかについては、妻と
一緒に１枚の遺言を作成したいと考えて
いるのですが、どのようにすればよいので
しょうか？ 

残念ですが、民法では、「遺言は２人以
上の者が同一の証書でこれをすることができ
ない」と共同遺言の禁止を定めています。（民
法第９７５条）　 
 ですから、お問い合わせのような遺言を作成
することはできません。したがって、質問者と奥
様が別々に遺言を作成することになりますが、
その整合性が気になるようであれば、弁護士（あ
るいは公証役場にて公証人）にご相談される
とよいかと思います。 

財産の遺留分を踏まえた上で 
私には子供がいないので、相続人は

妻と２人の弟だけです。私が死んだ場合は、
妻に全財産を相続させたいのですが、友
人から遺留分というものがあるので、いく
ら遺言を書いても妻に全財産を相続させ
ることはできないと言われたのですが、そう
なのでしょうか？ 

遺言によっても奪うものができない相続
人の権利として民法は遺留分に関する規定
を置いています。 
　まず、相続人のうち兄弟姉妹には遺留分が
なく、兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、
①直系尊属のみが相続人である場合（例えば、
自分の親のみが相続人である場合）には被相
続人の財産の３分の１、②その他の場合には
被相続人の財産の２分の１が遺留分となり、個
別の相続人の遺留分は、この遺留分に対する
法定相続分となります。　　 
　ご質問のケースでは、相続人は奥様と弟様
お２人ということですので、遺言者が奥様に全
財産を相続させることをご希望の場合、その旨
の遺言を作成すれば、遺留分の問題を考慮す
ることなく、奥様に遺言者の全財産を相続させ
ることが可能です。 

　最後に、弁護士の立場から申し上げると、遺
留分を侵害する内容の遺言が作成されている
場合、被相続人の死亡後、相続人間でトラブ
ルが発生しているケースが少なくありません。
自分が死んだ後に無用のトラブルが生じないよ
うにと考えて遺言を作成したことが裏目に出る
場合もありますので、遺留分を侵害するような
遺言を作成する場合は、弁護士に相談するな
どして、できるだけ未然にトラブルの発生を回
避することをお勧めいたします。 

遺言の記載事項について 
友人のお父様が自筆証書遺言を作

成して亡くなられたのですが、その記載事
項に不備があり、せっかくお父様が友人
に対して土地・建物を相続させる旨の遺
言を明記していたのに、その遺言に基づ
いて登記手続ができなかったという話を
聞きました。実際に、このようなことがある
のでしょうか？ 

このご質問については、もう少し詳しい
事実関係をお伺いする必要がありますが、こ
こでは一般論でお答えいたします。 
 可能性としては、①例えば、遺言に日附の記
載がなかったというように、そもそもその遺言が
法定の方式を満たしていなかったような場合、
②遺言者が相続人に相続させようとしていた
土地・建物の特定が不十分であったような場
合（登記手続上、不動産の特定は登記簿の記
載による必要がありますが、それが住居表示で
行われていた等の理由で、不動産の特定が十

分にできない場合があります）、また、上記①、
②とは違いますが、③遺言それ自体は有効で
あったとしても、遺留分の問題でトラブルが生じ、
登記手続はできたものの、他の相続人からの
遺留分減殺請求がなされたという場合もあり
得ると思います。③のケースはともかくとして、
少なくとも①、②のケースは遺言の作成時点で
十分な注意を払えば、そのような事態の発生は
避けることができますので、遺言の作成にあた
っては細心の注意を払っていただきたいと思
います。 

証書遺言の検認手続 
父が死亡したので、遺品を整理して

いたところ、封筒に入った遺言が出てきま
した。その封筒は封緘されていなかったので、
中身を見たのですが、父は、同居していた
私に配慮してくれたようで、同居していた
土地・建物は、私に相続させ、その余の財
産については、私と２人の弟がそれぞれ３
分の１ずつ相続させる旨の遺言でした。と
ころが、このことを弟たちに話すと、封緘さ
れていなかった遺言は無効だと言われて
しまいました。本当にそうなのでしょうか？ 

民法は自筆証書遺言に関し、遺言を封
緘しなければならない旨の規定を置いていま
せんので、たとえ、その遺言が封緘されてい
なかったとしても、また、そもそも封筒に入っ
ていなかったとしても、遺言自体が無効にな
ることはありません。　 
　しかし、民法は、自筆証書遺言について「遺
言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅
滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検
認を請求しなければならない。遺言書の保管
者がない場合において、相続人が遺言書を発
見した後も、同様である。」と規定していますの

で（第１００４条１項）、ご質問のケースでは、そ
の遺言は家庭裁判所による検認手続を経る必
要があります。なお、もし遺言が封印されている
場合は、その「遺言書は、家庭裁判所において
相続人またはその代理人の立会を以てしなけ
れば、これを開封することができない」とされて
いますし（第１００４条３項）、これらの第１００４条
の規定に違反した者は５万円以下の過料に処
せられる旨の規定がありますので（第１００５条）、
ご注意下さい。 



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

㈱三井リハウス東京 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(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㈱ 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 

㈱三井リハウス東京 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〉 

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 

 
国土交通大臣（１１）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 

㈱三井リハウス東京 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㈱ 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㈱ 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 

㈱三井リハウス東京 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〉 

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㈱ 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 

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

 
国土交通大臣（１１）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」 

FAX.03(5429)3171�
〒１５７-００６６ 東京都世田谷区成城６-１５-１４ 緑蔭館1F 

㈱三井リハウス東京 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〉 

成城リアルプランセンター 

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

四季折々をなす有栖川宮記念公園の木々、六本木交差点付近の喧騒、 
空に伸びるスカイクレイパー、ライトアップされた美しい東京タワーの夜景… 
様々な表情を持つこの街に１９８５年のセンター開設以来、 
私どもは都心不動産のスペシャリストとして17年に渡り、都心不動産に携わってまいりました。 
おかげさまで数多くのお客様からご信頼をいただき、お喜びいただいてまいりました。 
今後も数多くのお客様とたくさんの信頼関係を築いてまいりたいと思います。 
平成１４年１２月１日私どもは、より多くのお客様のご相談を承るべく、 
お客さまとのコミュニケーションの場を増床、リニューアルオープンいたしました。 
不動産についてのご相談ばかりではなく、法律、税務、リフォーム…等、 
様々なニーズにお答えいたします。皆様のお越しを心よりお待ちしております。 

麻布リアルプランセンター外観 

接客フロア 

受付エントランス 

●日比谷線広尾駅より徒歩１分 
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