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１１月の花
ツツジ科

花言葉

エリカ

「博愛」「幸運」「希望」「裏切り」

風の吹きすさぶ荒野に生い茂るエリカとその荒涼とした風景はスコットランドやイングランド
を代表する景色のひとつで、
『嵐が丘』や『秘密の花園』などの文学作品にも登場しています。
南アフリカ原産の植物で 700 程度の種類があります。日本では「ジャノメエリカ」などをはじ
めとした 40～50 種類ほどが真夏時期以外の季節で流通しています。イギリスやアイルランド
の荒れ地のことを英語で「heath（ヒース）」と呼ぶため、heath という英名になりました。同
じくドイツではハイデ（ Heide）と呼ばれています。学名「 Erica（エリカ）」は、ホウキを意
味するラテン語のエリック（eric）が語源で、そのまま日本語読みしたものがエリカの和名に
なりました。ちなみにエリカを学名で呼ぶのは日本だけです。

空室対策の中でも募集を強化することは
重要ですが、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、
その回答を通して考えたいと思います。
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？
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
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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ことをお
勧めする、というのがご質問への答えです。

あるオーナーが築１２年の木造アパートを
所有していて、初めての外壁塗装を検討して
います。年内に実施して来年の確定申告で節
税できればと考えています。工事の見積金額
は５００万円です。青色申告をしているので
すが、支出した金額は一括経費として計上で
きるのでしょうか。
「修繕費」と「資本的支出」の違いとは
３０年４０年の賃貸経営の間には多額の工
事代の支出が必要になります。そのときに「修
繕費」か「資本的支出」と見なされるかの違
いで税額が違うので大きな問題です。
修繕費とは、その年度に一括で必要経費と
して計上できる支出です。資本的支出とは、
かかった金額は資産として計上されて、数年
に分けて減価償却という経費として処理され
ます。どちらも、最後に所得から差し引かれ
る額は同じですが、早く必要経費とした方が
キャッシュが手元に残るので選択肢が広がり
ます。できるだけ単年度で経費計上が可能な
費用は計上するのが原則です。
では、どんな工事なら「修繕費」として計
上できるのでしょうか？修繕費とは「汚損・
破損した部分を元に戻す修繕や、維持するた
めの定期的な修繕のための支出」です。資本
的支出とは「資産価値を増やしたり耐久性を
増すための支出」です。この定義によれば、
アパートの外壁塗装のための支出は新築時の
状態に戻すための工事ですから「修繕費」と
見なされます。ただし、塗装の質を上げる（建
築時はアクリル塗装だったが耐用年数の長い
フッ素塗装にする）とか、一部にタイルを貼
るなどのグレードアップが伴うと、資産価値
や耐久性を増すことになるので「資本的支出」
と見なされます。気を付けてください。
２０万円未満で３年周期は修繕費
でも実際には、どちらか判断が難しいとき
がありますね。
「修繕費」か「資本的支出」か
の判断には、まず「少額又は周期の短い費用」
は、その全額を修繕費とすることができる、
という規定があります。少額とは「２０万未
満」で、周期の短いとは「だいたい３年以内」
です。つまり、たとえ資本的支出に該当する

ものでも２０万未満か、あるいは、だいたい
３年以内の周期で行われている支出なら修繕
費とすることができます。この２つに該当し
ない場合は、前述の定義に照らして「修繕費」
か「資本的支出」かを判断します。
「破損・汚
損箇所を元に戻す修繕」なら修繕費、
「資産価
値の増加や用途変更を伴う修繕」なら資本的
支出です。しかし工事内容によっては、どち
らか判断が出来ないときがありますので、そ
のときは「６０万円基準」と「前期末の取得
価額のおおむね１０％相当額以下」という便
法がありますが、今回のケースでは該当しま
せんので説明は控えます。

具体的な事例で考えてみよう
最後に、具体的な事例で説明しておきまし
ょう。たとえば、バランス釜が壊れて全室を
交換するのに５００万円かかった場合でも、
元に戻すことになるので「修繕費」です。
これを給湯器にグレードアップする場合は、
一室当たり２０万円を超えるなら「資本的支
出」となります。２０室に４万円のテレビ付
きドアホンを設置すれば資産価値が上がりま
すが、合計８０万円かかっても一部屋当たり
２０万未満なので修繕費（あるいは消耗品費）
です。間取を２ＤＫから１ＬＤＫに変える場
合は用途変更なので「資本的支出」です。退
室の後、あまりに部屋の状態がひどくて、壁
や床を元に戻すための工事に１００万円かか
ったとしても「修繕費」です。このように、
「元に戻す修繕」か「資産価値が増加する」
かで判断することになります。
築１０年を超えてくると費用のかかる工事
が必要になってきます。支出をなるべく抑え
ながら効果の高いリフォームを心掛けてくだ
さい。その際に「修繕費」か「資本的支出」
かの判断は、手元に残るキャッシュに差が出
るので重要です。ただし具体的な判定は事前
に税理士さんに確認してください。
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私は司法書士には珍しく立ち退き交渉を累計で 100 棟ほど処理してきました。
いまも年に 7～8 棟程度のご依頼を主にハウスメーカーさんから受けています。
自慢話になってしまいますが、私 の立ち退き交渉は期間も早く立ち退き料も基本
最低限で終えていますので、結構な人気なのです（笑）。そんな私の実体験から、
立ち退き交渉についてのイロハを 2 回に分けてお届けいたします。

どんな素晴らしい物件でも必ず寿命がや
ってきます。そのときの家主さんの選択肢
は、自分の代で取り壊すのか、次世代が取
り壊すのか、それとも売るか、出口は３つ
しかありません。そして「取り壊す」とき
には「立ち退き交渉」という厄介な道を通
り抜ける必要があります。このときに交渉
を管理会社に任せる、という考えもありま
すが、これは「非弁行為」となる可能性が
大きいのです。弁護士か、資格のある司法
書士か、家主さん（家族も含めて）自らが
行うべき、というのが私の見解です。
交渉する時に多くの家主さんは、入居者
とのコミュニケーションが取れていたら、
文句も言わず退去してくれるだろうと思い
がちです。しかし考え方をガラッと変えな
くてはいけません。立ち退き交渉は「うま
くいかない！」と認識してください。
まず交渉がいちばん難しいパターンは、

① 相 続 を 受 け た 人 が立 ち 退 き 交 渉 を す る 、
② 収 益 物 件 を 購 入 して 立 ち 退 き 交 渉 す る 、
この２つです。これは両方とも元々の家主
さんではないからです。相手方は何か文句
を言いたいのですが、その際に「前の家主
さんだったら言わなかった」とか「相続し
た途端に出て行けってどういうこと？」と
言いやすいのです。人間関係があれば遠慮
するけど、物件を譲り受けた人なので賃借
人側からすると文句が言いやすい存在です。
そのため①②のタイミングで交渉するのは、
できれば避けるのがお勧めです。
立ち退き交渉は、まず相手を知ることで
す。どれだけ賃借人の情報があるかどうか
が重要です。まず滞納している人は、滞納
を理由に立ち退き交渉の前に出しましょう。
そしてちゃんと家賃を払っている良い入居
者だけ残ってから、対応を始めましょう。
入居者が生活保護等を受給している場合に
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は、福祉課の担当者の方と連携して交渉し
ていきます。公立の学校に通っているお子
さんがいらっしゃるファミリーは、春か夏
休みに引っ越ししてもらえるようなタイミ
ングで交渉するのが得策です。連帯保証人
やお身内の協力が得られる場合には、うま
く連携をとっていきましょう。

最初のアプローチの際は必ず書面を持っ
て行きます。そこには家主として色々と模
索したが、建物をどうしても取り壊さざる
を得なくなった理由を書きます。また、管
理会社の連絡先と担当者名も明記しておき
ます。そこに連絡すれば事情を説明しなく
ても転居先を紹介するように打ち合わせを
しておきます。これらを記載した書面を持
って、実際に入居者のところに丁重な姿勢
で伺いましょう。在宅の場合には口頭で説
明して書面も渡します。その時に「こちら
でも物件探しのご協力をしますので、希望
をお聞かせください」と転居先の条件等も
聞きだします。もし不在の時には、書面を
投函しておきます。
中には怒ったり怒鳴りだす入居者もいな
い訳ではありません。その場合でも絶対に
感情的にならないことです。
「 そうですよね」
と入居者の思いを受け止めることが重要で
す。人はいつか怒鳴り疲れるので、そ のタ
イミングまでこちらは我慢比べしましょう。
ここで何か言い返してしまうと立ち退き交
渉は絶対にうまくいきません。受け止めて、
耐えて、そこからのスタートだと思ってく
ださい。つづきは次回です。
章（あや）司法書士事務所 代表 太田垣章子

