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『様々な問題』

プラスアルファコンシェルジュ
大成有楽不動産販売の

法律・税務 売買・運用 賃貸・管理 建築・リフォーム

例えば、こんなご相談にもお答えします。

弁護士／税理士／司法書士／一級建築士／宅建士／インテリアコーディネーターが、
不動産のご相談を無料でお受けします。（秘密厳守致します）

※具体的な事案となった場合、規定の報酬がかかります。

各分野の専門家が多様な問題に対する
解決のご提案をさせていただきます。

賃借人
トラブル

兄弟 4人で相続した土地。
私は長男ですが、

今後の事を考えて売却しようと
みんなに相談しました。

このままでは、
いつまでたっても平行線で

売却できません。
どのように解決すれば・・・

以前より有効活用したいと
考えていたのですが、
何か良い方法は
ないでしょうか？ 

親から相続した土地に
借地人が住んでいます。
築 50 年の古い家で

地代は 5万円頂いています。

①

①

①

②

③

③

③ ①

最近、借地人が家を
新築したいので、

土地を譲ってほしいと
相談に来ました。

督促方法や入居者との
話し合い等、

いろいろ管理について
アドバイスが

ほしいのですが・・・

6年前に
親から相続した
賃貸アパート。

数少ない入居者からのクレームも多く、
管理も手間なので、

売却したいと考えているのですが・・・

共有
不動産

借地権

ところが、古くからいる
入居者が家賃を滞納して

困っています。

相続した木造アパート
ですが、築年も古いため、

近年入居率が落ちてきています。
しかも修繕費もかさみ出し・・・

管理
運営

弟 2人は
同意してくれましたが、
末の弟が同意して
くれません。

②

絶
対
に
売
り

　
た
く
な
い
!!

②

エアコンの
ききが悪い!!

廊下のきしみが
うるさい!!

水漏れが

ひどい!

②

相続した不動産の

の解決をお手伝い致します。

◎まずは浦和センタースタッフまでお声掛けください!



『相続した実家は今、
 どうなってるんだろう??』 現況の

写真撮影サービス

今、実家がどのような状況になってるのか？
隣の方に迷惑がかかっていないだろうか？

と気になりますよね。

1

（当社社員によるデジタルカメラでの簡易撮影です。）

今の実家の状況を外からこっそりと
写真撮影してお送りいたします！

空家対策特別措置法によって固定資産税の
優遇措置が撤廃！ 又、隣の方に迷惑を

かける前に建物を解体した方が良いのでは？

当社の協力解体業者２社による
見積り書をご提示致します。

建物解体費用
見積りサービス

2

ご実家の一定量の草刈・庭木のカット・伐採を
当社指定業者が《無料》で実施致します。

ご実家の不用品の一定量を当社指定業者が
《無料》にて回収・搬出させて頂きます。

不用品回収
サービス

3 草刈り・庭木の
カット・伐採サービス
4

●4大サービスキャンペーンは弊社営業エリア内での適用となります。③・④は弊社と期間中に専任媒介契約を締結頂いた方限定のサービスです（どちらかひとつお選び頂き実施いたします）。また、③・④のサービス
については不動産の景品規約により媒介約定報酬額の1/10又は１００万円のいずれか低い価額の範囲内とさせていただきます。尚、範囲内を超えてしまう場合は、お客様負担で清算することも可能です。

一戸建の家まわりの草むしり・庭木のカット・伐採、
更地の草刈り（機械刈り）を致します。

※作業には範囲制限がございますので、お問い合わせください。※不用品の種類によっては、お引き取りできない場合がございますので、
　お問い合わせください。

面倒な不用品の回収・搬出を概ね
2tトラック1台分サービス致します。

相続して３年、
最近では仕事に追われ
なかなか実家に

　　　行く機会もありません。  

②

④

実家は母親が住んでたまま、
家財道具もそのままの手つかずのままの
状況です。片付けなければ・・・
とは思っているのですが、
なかなか時間がなくて・・・

　　大成有楽不動産販売ではこうした
　相続した不動産のお困りごとに対して
様々なサービスキャンペーンを
実施しています。

お客様のそれぞれのご事情や
ご希望も十分にお伺いして
  様々なご相談に応じます。
　　ご相談は無料ですので
　　お気軽にご相談下さい。

①

建物の老朽化・庭の雑草とかで
お隣さんに迷惑をかけている
のではと心配しています。

③

サービスキャンペーンに関して
詳しくは次のページで

『大成有楽』の
4大サービスキャンペーン

サービスキャンペーンの期間及び詳細については浦和センターまでご連絡ください。



空家対策特別措置法に関して
詳しくは次のページで

空家等対策の推進に関する特別措置法（平成26年法律第127号）の概要
公布日 ： 平成26年11月27日

適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしており、地域住民の生命・身体・財産の保護、
生活環境の保全、空家等の活用のため対応が必要（1条）  
参考：現在、空家は全国約820万戸（平成25年）、401の自治体が空家条例を制定（平成26年10月）

「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使
用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土
地に定着する物を含む。）をいう。ただし、国又は地方公共団
体が所有し、又は管理するものを除く。（2条1項）

「特定空家等」とは、
①　 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
②　 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③　 適切な管理が行われないことにより
　 　著しく景観を損なっている状態
④　 その他周辺の生活環境の保全を図るために
 　　放置することが不適切である状態
にある空家等をいう。（2条2項）

・ 市町村による空家等対策計画の策定
・ 空家等の所在や所有者の調査
・ 固定資産税情報の内部利用等
・ データベースの整備等
・ 適切な管理の促進、有効活用

空家等

・措置の実施のための立入調査
・指導→勧告→命令→代執行の措置

特定空家等

◎

◎

背
景

定
義

　老朽化した建物は倒壊や放火の危険性があるだけではなく、様々な犯罪の温床になる可能性まであります。所有する土
地建物を適切に管理しないということは、その地域にとって大きな損害を与えます。しかし、不動産を管理するにはお金が
かかるため、管理委託に消極的な方たちも残念ながら多くいます。
　その一方、管理者や所有者が明確でない空家や空地が社会的な問題となっており、日本各地で所有する不動産の適切
な管理を義務付ける、空家・空地条例が制定されました。条例が制定されている地域で管理状態が悪いまま物件を放置を
すると、氏名・住所の公表や管理改善の命令、強制的な取壊しの行政処分などの可能性があります。また、空き家に対して
は税制面での優遇措置がなくなり特例が適用されなくなるために、固定資産税は最大6倍に跳ね上る場合があります。

所有者としての責任

一時的なお留守の管理《大成有楽の空家管理サービス》

※その他オプションサービス等
　詳しくは、担当者までお問い
　合わせください。

月 ￥々7,000（消費税別）
からご利用いただけます。

月額費用（消費税別）

■基本メニュー（月1回）

■プランと費用

スタンダードプラン

転勤・相続・海外赴任・長期療養等、一時的に家を空ける理由はさまざまです。留守の時、気になること、心配なこと。いろいろな不安を
カバーするのが、「大成有楽の空家管理サービス」です。資産価値を守り、安心をお届けします。

戸　建 ¥9,000／月
¥7,000／月マンション

報告1 2

5 6

3

通気・換気
すべての部屋を開放して空気を入れ替えます。
押入や物入も開けます。

通水・水漏れ
60秒程度、蛇口を開けて通水し、サビの付着や臭気
の発生を防ぐとともに、水漏れのチェックもします。

雨漏りチェック
各部屋の内側をチェックし、
雨漏りのシミがないか目で確認します。

4

巡回確認
月に一度、建物内外を巡回し、
塗装のハガレや外壁の損傷などをチェックします。 庭木の剪定や消毒、除草が必要かどうかを確認します。

郵便物・近隣
情報の確認 庭木の

チェック溜まった郵便物の整理や巡回時に
近隣情報を入手します。

●空家・空地を売却し換金！　●建物をリフォームし、収益アップ！　●建物を建築し、賃貸収入を得る！

大成有楽不動産販売はオーナー様にとって最適な活用プランをご提案致します。

空 家・空 地 の 有 効 活 用 の ご 相 談 承 りま す !

固定資産税
最大

倍6
②

③

このような空家をお持ちではございませんか？

父から相続した、先祖代々の家。
年間 10 万円程度固定資産税を

支払っています !!

①

固定資産税が6倍に
なることで妻とも喧嘩が

たえません!

ガミ

ガミ

まずは、いくらで売れるか
調べるだけでも価値が

　あると思います。ご相談・
　査定は無料ですので、
　ぜひ、大成有楽不動産販売へ
　　　　　　ご一報ください。 ④

もう売って! 先祖代々の遺産だ!

　そんな事できるか！

しかし、空家対策
特別措置法によって

固定資産税の優遇措置が撤廃 !
年間の税金が6倍の60万円に

なってしまいます !

どうせ売るにしても
高く売りたいと思う
　　　のですが・・・

もう長い間、人が足を踏み入れて
いないので、雑草が高く伸び、
虫の発生等、近所から苦情となっている。

空き不動産に対するいたずらが
発生したり、粗大ゴミ等の不法投棄など
「景観破壊」となっている。

老朽化した家が、地震や台風で
倒壊・脱落・飛散の危険性がある。

放置された空き工場なので、
「治安悪化」の温床となり、近隣住民に
迷惑がかかっている。

『特定空家等』
 に対する措置!!

ご存知ですか？



相続のことなら
へ

相続不動産の売却には、遺産分割協議や相続登記などと段取りが多くなります。

相続人が集まれる機会も限られるため、なるべく早いうちに各種手続きを行うと良いでしょう。

特に相続人が複数いる場合には、一度タイミングを逃してしまうと、

後になってからでは「なぜ今さら」と他の相続人との交渉も

難しくなってしまうこともあります。

相続には親族間のトラブルへ発展するケースが多くみられます。

そんな問題解決にも経験豊富な

専門のエキスパートがサポート致します。

相続税改正（2015年から）
2つのポイント!!
《ポイント1》 税制改正前後の相続税率の比較

《ポイント2》
税制改正前後【平成27年1月1日前と以後に相続発生した場合】
の相続税額の比較
※前提条件：一次相続の相続人は配偶者および子2人（法定相続割合で相続）
　　　　　 二次相続の相続人は子2人

1,000万円以下

法定相続分に
適応する取得金額 税率 法定相続分に

適応する取得金額 税率

2014年まで

1,000万円超
3,000万円以下
3,000万円超
5,000万円以下

8,000万円
0円
0円
0円

100万円
0円

100万円
1億円

5,000万円超
1億円以下

1億円超
3億円以下

3億円超

基礎控除前の
課税価格

一次相続税額

二次相続税額

合計

一次相続税額

二次相続税額

合計

10%

20%

30%

40%

50%

15%

1,000万円以下

1,000万円超
3,000万円以下
3,000万円超
5,000万円以下
5,000万円超
1億円以下
1億円超
2億円以下
2億円超
3億円以下
3億円超
6億円以下

6億円超

10%

20%

30%

40%

45%

50%

55%

15%

2015年から

175万円
0円

175万円
315万円
80万円
395万円

一次相続税額

二次相続税額

合計

一次相続税額

二次相続税額

合計

改正前 改正後
ここからは、大成有楽不動産販売が対応させて
いただいた相続にまつわる事例をもとに、
解決策やポイントをまとめましたので
ご覧ください。

まず、
最初に!



お母様から相続を受けた
立派な日本家屋

事例01 事例02

七回忌を期に
都心にお住いの方から、八王子にあるご自身が生まれ
育ったご実家を売却したいというご相談をいただきました。
お母様から相続を受け、七回忌が終わったので整理
したいという事でした。
お母様は生前、八王子にある病院の院長を務められ、
地元のみなさんから慕われていたそうです。

建築業者との交渉の末
最寄駅から徒歩７０分という立地条件の為、積極的に
検討してくれる買主が少ない中、過去に近隣で分譲事業
を行った事のある業者を数社ピックアップし、提示金額
の最も高かった建売業者との契約が決まりました。

工夫と努力
更地での引渡しが条件となっていた為、解体業者３社で
相見積もりを取り、また、室内に残っていた骨董品や
美術品等は売主様の許可をいただいた上で古物商に
鑑定を依頼し買い取っていただく等、少しでも売主様の
お手取り額が多くなる様、工夫と努力を致しました。

大雪の影響で家屋は消耗
ご自宅は広い敷地の立派な日本家屋でしたが、大変古
く何年も空家になっていた事と、直前の大雪の影響で
瓦が落ち、屋根も抜けてしまいそうな状態でした。ご相
談者としては高く売れるに越したことは無いが、ご近所
に迷惑のかからない様にとにかく早い段階で成約させて
欲しいというお考えだったので、入札形式で条件の良い
買主を見つける事となりました。

その①　お困り事発生! その②　対応策を検討!

その③　そして弊社は! その④　問題解決!

相続した土地は古屋付き
再建築不可！

リフォーム会社への交渉
次に、リフォーム会社数社にリフォームプランと見積も
りを何パターンか作っていただきました。設計の凝った
ものや、極力コストを抑えた最低限の工事で済むもの、
賃貸物件として人気の出そうなもの等いくつか用意し、
お問い合わせのあったお客様のニーズにすぐに具体的
なご提案が出来る準備をしました。

一級建築士の手で
見違えるような家に

最終的にはご主人が一級建築士の新婚のご夫婦が購入し、
事前に作っていたデザイナーズ設計事務所のプランを
基にその担当者さんと時間をかけて打ち合わせを繰り
返した結果、見違えるようなカッコいいお家が完成しま
した。売主様はもちろん、買主様にも大変喜んでいただ
きました。

まずは意見を揃えることから
まずは相続人の残りの４名と何度も打ち合わせを行い、
売り出し価格等の意見を揃えていただきました。
再建築の出来ない不動産としてはかなり高めの金額設
定でしたが、需要が極端に低くなってしまう為、大幅な
価格交渉が入る可能性がある事をご理解いただいた上
で少しでも高く売る為の努力を惜しまない事を約束し、
売却活動を承諾していただきました。

その①　お困り事発生!

その③　そして弊社は!

様々なハードルがある
手強い物件

建築関係のお仕事をされているお客様からのご相談で、
この度相続した土地の売却をお願いしたいというもの
でした。
被相続人はお子様のいらっしゃらなかった方で、それぞ
れが遠い親戚にあたる５人での相続物件で、なかなか全
員の意向が合わず困っているという事でした。更にこの
土地は築年数が不明(恐らく
築５０年以上)の古家付きで
接道条件を満たしていない
再建築不可の物件であった
為、不動産の事には比較的
詳しいご相談者でも売却に
は相当な苦戦を強いられる
事を覚悟されていました。

その②　対応策を検討!

その④　問題解決!



相続人の母親が認知症！？
（母親・息子２名の相続不動産）

事例03 事例04

母と子が相続人
弊社過去取引のお客様からのご相談でした。お父様が
お亡くなりになり、お母様と息子様の２名様が相続人と
のことで、早速ご実家へお伺いさせていただきました。
昔ながらのお屋敷町で、土地建物ともかなりの広さが
あります。建物は古くてもしっかりしていましたが、お母
様お一人で住むには広すぎるといったことから、ご売却
のご依頼をいただきました。

売買契約の締結ができない？
私どもでは判断できないため、家庭裁判所所定の「診
断書（成年後見用）」を施設の先生に作成依頼したとこ
ろ、「アルツハイマー型認知症（保佐相当）」という診断
結果が出ました。お母様に関しては、成年後見制度を利
用しないと売買契約の締結ができません。急いで手続
きをしても、３～４ヶ月はかかります。すでに購入希望者
が見つかっており、早く売買契約を締結したいといった
状況でした。

無事にお取引完了

母親のアルツハイマーが発覚
その①　お困り事発生! その②　対応策を検討!

その③　そして弊社は! その④　問題解決!

相続にまつわる
不動産の売却と分配

司法書士や税理士との協力
遺言執行者の選任、相続登記、遺産分割協議を司法書
士、そして税金面では税理士の協力のもと、お客様の
ご要望通りになるようサポートすることにしました。
まず、代表者一人で処理が出来るようにするには家庭
裁判所での遺言執行者の選任手続きが必要になります。
司法書士と一緒に処理を行い物件の売却を進める運び
となりました。また税理士には売却金額も含めて全ての
財産の分配手続きを行っていただくため当初からこの
事案に関わっていただきました。

不動産の売却成功と
お客様の満足

不動産売却と相続手続き
法定相続人が地方に転在していて意見のすり合わせを
するため度々一同に合う事はその準備も含めて確かに
難しく、全員のそれぞれの意見を聞いていては中々先
に話が進まないことも事実です。遺言執行者を選任し
たことで意思疎通もよりスムーズになりました。

相続人の代表からの問合せ
お客様は相続対象となっている不動産について相談に
のってほしいということでした。不動産の価値について
も知識がないので事情がよくわからず、とにかく対象と
なっている不動産のままでは分配は難しいので、売却し
てその金額を法定相続人どうしで分配したいと言う事
でした。相続人はお客様の他にも複数おられるという
事ですが、それぞれ遠方に住んでいる為、話し合いの
度に会う事は難しく、今回は家庭裁判所の制度を利用し、
代表者一人に遺言執行者になっていただきました。

その①　お困り事発生! その②　対応策を検討!

その③　そして弊社は!

お母様は、息子様のお住まいに近い高齢者施設に入所
が決まり、先にお引越ししていただきました。ご入所後
も、たびたびご実家に戻られ非常にお元気なご様子で
いらっしゃいました。土地面積が大きいため、ご売却に
は時間がかかりご依頼をいただいてから半年以上経っ
て、具体的な購入者様が見つかりました。売買契約につ
きましては、お母様・息子様お二人の３名様が当事者様
です。具体的に売買契約の打ち合わせを行っている際
に、施設に入所してからお
母様のご様子が少し悪く
なってきたというお話を伺
いました。お会いしてお話
をさせていただくと、多少
忘れっぽい感じはお見受け
しますが特におかしなご様
子はありません。

売主様・買主様・弊社提携司法書士と充分な打ち合わせ
を行い、売買契約の締結を先に行い、その後息子さん
が成年後見人（保佐人）として、保佐申し立てを行うこと、
契約締結後３ヶ月以内に保佐人として選任され審判が
確定することを停止条件といたしました。ご契約締結
後、無事に息子様が保佐人となりその後のお手続きも
スムーズに進みお取引完了しております。成年後見制
度の利用を必要とされるお客様が増えております。弊
社では様々な形でお手伝いが出来ますので、まずは
お気軽にご相談ください。

その④　問題解決!

代表者一人での売却が成功しました。その後は手続き
を平行して行っていた司法書士や税理士とともに該当
財産全てを法定相続人全員へ分配する事も出来ました。
不動産売却に関しての確定申告までも当初からこの事
案に関わっていた税理士にお任せいただき、問題なく
確定申告の手続きも済ませる事ができました。お客様
にも当初の予定通りにうまくことが運んで喜んでいた
だけました。取引が全て順調に運んだのは、やはり法務
や税務のプロが
一緒にタッグを
組んでこの事案
に取り組んだか
らと実感してい
ます。

認知症他界

高齢者施設

買主様 売主様

成
年
後
見
制
度

司法書士 税理士

財産の分配手続き遺言執行者選任

売却
金額

相続
登記 税金遺産分割

協議



上物付土地の
不動産相続

事例05 事例06

相続によるご実家の売却
今回のご相談者様は、ご実家の土地の売却についてです。
親御さんが亡くなられたことで、実家の土地を相続する
事になったというお話しでした。ただ、問題としては兄弟
が３人いるということで今回はご長男様からのご依頼で
した。土地を分配して相続する形ではなく売却して得た
金額を分配する形をお望みでした。問題は、ご相談者様
のご実家は上物付土地相続でした。この状態では、不動
産として売却が難しくなります。その辺り
の相談もされたいと言う事で、不動産を
扱う業者へ依頼しようということになった
そうです。

無事に土地の売却成功

お客様の悩みについて
その①　お困り事発生! その②　対応策を検討!

その③　そして弊社は! その④　問題解決!

共有者５人の
相続不動産の戸建売却

奥様のためにご主人様が行動
その①　お困り事発生! その②　対応策を検討!

その③　そして弊社は!

ご相談者様の一番の心配事は兄弟で揉めたくない、
売却をスムーズに進めたいと、ただそれだけでした。
しかしながら、上物付土地という条件から相続に不利で
あることは既にご存じとの事でした。ほとんどの場合、
相続が関係してくる物件に関しては、土地の不動産価値
があっても上物の不動産価値が無い場合が多いのです。
築年数の高い上物が乗っている状態では、買い手が付
かないというのが厳しい現状ではあります。そういった
場合、ほとんどは土地だけの状態にしてからの売却を
お勧めする形になりますが、まずその辺りからご相談を
始めることにしました。

その④　問題解決!

悩みを解決する
具体的な方法の提案

上物付土地の不動産では、売却が難しいと言う旨をまず
はスタッフからご説明させていただく事になりました。
その後、建物の解体費用、解体後の残置物処理費用、
土地を販売する場合に必要な測量費用などを見積もり
させていただく事になりました。その他、売却時にかか
る必要な法的な書類作成費用等の諸費用も説明させ
ていただきました。お客様としては、売却に必要な解体な
どの諸費用と、売却価格と
の差を心配されるものです。
全ての見積もりを出してか
ら、実際に手元に残る金額
を説明させていただく事
でご納得いただき次ぎの
ステップに進みます。

ある日６０代の男性Ｋ様がご来店されました。奥様の実家
の戸建売却について相談したいというご依頼です。
相続不動産の共有者が5人もおり、このままでは相続
が難しいので売却に向けて話をまとめたいというのが
Ｋ様のご希望でした。奥様は不動産や相続の知識は全
くなく、兄弟の人間関係の今後を不安視しておりとても
お困りになっているということで、奥様の代わりにＫ様
が色々調べて問題解決のために行動をしていらっしゃ
るそうです。奥様のことを思うご主人様のお力になりた
いと、不動産に関する詳しい話をお聞きすることになり
ました。

5人の共有者、しかも
１人が居住中の戸建売却
Ｋ様の奥様のご実家で不動産の相続が発生したとの
ことで、奥様も実家の共有者の１人となったそうです。
共有者である奥様のご兄弟は5人いらっしゃいました。
しかも相続財産である実家には、奥様の兄上様（長男家
族）も居住中とのこと。状況的にも色々クリアしなけれ
ばならない問題が多いのですが、なにせ奥様の実家の
相続ということで、Ｋ様ご本人が前面に立って動くこと
はできません。当社に間
に入り、実家の戸建売却
をしても奥様の兄弟間で
しこりが残らないように
円満に解決してほしいと
いうのがＫ様からのご依
頼内容でした。

ご兄弟の同意を得て
売却活動開始

我々はさっそく共有者であるご兄弟全員に直接お会い
して話し合いをすることにしました。不動産の売却の手
順と物件の査定価格、そして販売戦略を皆様にご提案
いたしました。幸いなことにご兄弟は皆さま前向きに話
を聞いてくださり、売却に向けて話が進んで行きました。
現在不動産に居住中のご長男様ご家族のお引越しに
ついてもお話を聞き、お手伝いさせていただくこととな
りました。スタッフはタイミングを見ながらご兄弟皆様
のご理解を得ながら、価格の改定を行いつつ、購入希望

のお客様が現れるの
を待ちました。

波風立たない円満解決
ご依頼者様へのご提案内容と、上物の解体にかかる費
用などにもご納得いただいた事からご成約という事に
なりました。結果的にご兄弟で揉める事無くスムーズに
売却でき、手元に幾らか残る事がわかり安心されたとの
ことでした。売却した金額はご兄弟で分配されると言う
事で、最初から細かく費用面と収入を算出させて貰った
事で、不満も感じること無く、トラブルも起きずに無事売
却となりました。全て手続が終了した後に、満足できたと
いうご感想もいただきスタッフも安堵し
ました。上物付土地の売却は難しいと言
われますが、ご相談いただければ納得で
きる売却は可能
なのです。

じきに購入希望のお客様からお問い合わせが入り、無事
に２億円台でご成約となりました。売却物件にお住まい
のご長男ご家族も無事にお引越しが完了いたしました。
Ｋ様の奥様は持分の現金化に成功、他のご兄弟からの
異議もなく、無事に波風を立てず円満な解決にいたりま
した。奥様の黒子となって行動されたＫ様もとてもお喜
びになり、何よりも奥様の兄弟間でなんのしこりも残ら
ないで解決に至ったことについて、我々スタッフに感謝
の言葉をくださいました。我々も含めて関係者全員が
幸せなお取引と
なりました。

売却

分
配

上物の
不動産価値は

円です !
ゼロ

0



初めての相続

事例07 事例08

お取引先様からのご紹介

スムーズな売買契約の成立

初めての相続への戸惑い
その①　お困り事発生! その②　対応策を検討!

その③　そして弊社は! その④　問題解決!

相続不動産に関してご相談が
あり戸建売却をお手伝い

その①　お困り事発生! その②　対応策を検討!

その③　そして弊社は!

お客様の親御様がご逝去され、土地などの資産を相続
することになったものの、どう対応すれば良いのかわか
らないということでした。お客様は、財産が大きくなると、
税金の支払いが大変だという話を聞いたこともありま
したが、不動産は金融資産と異なり、どのように評価さ
れるかもわからず、自分で調べるのも限界でした。しか
しながら、お客様には、懇意にしている税理士や司法書

士等相談に乗ってもらえ
る専門家の知り合いもな
く、途方に暮れていました。
そんな時、知り合いの地
主様を通じて弊社がご相
談に乗れることを知った
ということでした。

弊社は、地域に根差した不動産会社として、長きにわたり
当地区の不動産取引に携わってまいりました。
また、単なる不動産売買の仲介のみならず、任意売却や
相続などお客様のお悩みに対して適切な対応をさせて
いただいております。様々な案件を取り扱ってまいりま
したが、その中で、多くの土地所有者の方々とのネット
ワークも構築されております。今回、弊社とお付き合い

いただいております土
地所有者のお知り合い
で、相続に関するお悩み
を抱えていらっしゃる方
がおられるということで、
弊社にお声かけがあり、
ご相談に応じさせてい
ただくことになりました。

その④　問題解決!

相続に関する税金や登記
手続きのご相談対応

相続人がお客様だけであり、トラブルの可能性もないこ
とから、登記手続きは弊社にて行いました。また、路線価
を確認し、大雑把な相続税額の試算も行い、納付税額と
金融資産のバランスのアドバイスも行いました。税額試
算によれば、不動産を売却しなくても納税資金は賄える
ようでしたので、弊社としては賃貸収入が得られるよう、
不動産の有効活用をご提案しました。しかしながら、
お客様としましては、
残す財産があっても
しようがないとのこと
でしたので、売却する
方向でお手伝いをさ
せていただくことにな
りました。

納税の心配もないことから、不動産の売却はじっくり腰
を据え、できるだけ好条件での売却を目指すことにして、
査定額を決定しました。ただし、購入希望者をできるだ
け多く募集することができるよう、お客様とは連日お打
合せさせていただくとともに、環境整備や清掃など、物
件の魅力を前面に押し出す努力をいたしました。お客
様との媒介契約から4か月後に、購入希望者が現れ、売
買契約を成立させることができました。また、売却に向
け、境界の立ち合いも済まされていましたので、引き
渡しもスムーズに行うことができ、購入者様にも感謝さ
れました。

相続した不動産に関する、
お客様の御意向

亡くなったお父様は、かなり厳格な方だったらしく、お客
様との関係はあまりうまくいっていなかったそうです。
そのためお父様との交流はほとんどなく、常に大嫌いと
いう感情を持っていたため、そのお父様の財産を相続
することに、あまり良い気持ちはしていませんでした。
お客様が相続された不動産は、三重県鈴鹿にある借家
と茶畑でした。このままそれらの不動産を保有し続ける
ということは、到底考えら
れないという心境でした。
そのため相続した不動産
は、今すぐに売却してしま
いたいという、強い御意
向を持っていらっしゃいま
した。

不動産売却に際しては、解決
しなければならない問題が…
お客様が亡くなったお父様から受け継いだ鈴鹿にある
不動産は、以前から賃貸借契約がなされていたものの、
2年前から賃借人様が住んでいない状態でした。また
借家の賃料を振り込んでもらうはずのお父様の口座も
すでにクローズしてしまったため、賃料も未入金の状態
になっていました。そこでこうした状況を打破するため
に弁護士へ相談し、ようやく賃借人様に会うことができ

ました。けれども借家の実
際の住居者は、賃借人様の
離婚した奥様とお子様でし
た。借家の賃借款契約を解
除するためには、賃借人様
の奥様とお子様に会うこと
が必要な状況でした。

お父様から相続した、戸建売却
などに関するお問合せ

三重県鈴鹿にある戸建売却と茶畑売却のお手伝いを
させていただいたお客様との出会いは、当社からお送
りしたDMがきっかけでした。お父様から相続された
不動産を一刻も早く売却したいとお考えになっていた
ところだったため、DMをご覧になってすぐに、当社へ
お問合せをいただきました。お父様から相続された
不動産をすぐに売却したいという御意向であることは

わかりましたが、売却を急
いでいらっしゃるのには、
きっと何かご事情がある
のだと思いました。そのた
め詳しいことは実際にお
会いした上で、お伺いする
ことにしました。

何とか問題を解決し、
不動産の売却へ

いろいろと苦労はありましたが、賃借人様の奥様とお子
様に会うことができました。実際に面会し、賃借款契約を
解決することができ、戸建売却が可能な状況になりまし
た。また茶畑についても、畑に隣接する土地所有者の方
に対してプレゼンテーションを行い、無事に売却するこ
とができました。売却のためには、問題がいくつもありま
したが、無事に解決することができ、また早期に売却先
が決まったため、売主様にも大変喜んでいただきました。



事例09 事例10

その①　お困り事発生! その②　対応策を検討!

その③　そして弊社は! その④　問題解決!

相続した借地権付
土地建物の売却

その①　お困り事発生! その②　対応策を検討!

その③　そして弊社は! その④　問題解決!

紹介活動のターゲットを
絞り込み、活動をスタート
ご依頼いただいた都市計画道路内土地建物売却は、
他社含めて２社で、一般媒介契約という形で売却活動
をスタートしました。長年にわたって使用し続けること
ができるのではなく、数年以内には道路として提供する
ことが決まっている土地でした。そのため不動産を購入
してから、道路として提供するまでの間に、収益物件と
して投資を行うことが可能な投資家をターゲットとする
ことにしました。そして
できるだけ早期に売却
を成立させるために、
ターゲットとして絞り込
んだ投資家を中心とし
て、積極的に不動産の紹
介活動を実施しました。

売り先が限定される
物件でも無事成約

売主様が不動産の現金化を急がれていたこともあって、
このような売り先が限定されるケースの場合、できるだ
け早期に売却を成立させるためには様々なネットワーク
を使う必要がありました。その甲斐もあり、不動産を売
り出してから2ヶ月後、つながりのある不動産業者の紹
介により、無事に成約することができました。そもそも
相談をいただいた時点では、売却することが可能なの

かと不安を感じてい
た売主様でしたが、
売り出してから2ヶ
月で成約できたこと
に、大変喜んでいた
だきました。

相続した不動産について
お問合せ

ご両親から相続された不動産を売却したいということ
でお電話でお問合せをいただきました。当社は不動産
売買について地元に密着しており、タウン誌などにも広
告を出していますからそれを見てお問合せをいただい
たということでした。具体的には借地権付土地建物の売
却をしたいということでした。一般的な不動産よりも、
借地権がついていることで底地権者との交渉が必要に
なるため複雑な手続きをする
必要があり、直に説明したほう
がわかりやすいことを話すと、
是非お願いしたいということ
で、後日、来店いただくことに
なりました。

別々に売却するのは
やめてほしい

底地権者との交渉、そして買い手が見つかるかの心配。
面倒な手続きを全て当社が行うために、専任媒介契
約を結ぶことにしました。専任媒介契約を結ぶことで、
当社とこれまでの実績で深いつながりがある投資家や
法人へ不動産情報を告知することができました。また、
底地権者と交渉したところ、土地に建っている一戸建
と賃貸アパート、一戸建は別々に売却するのはやめてほ
しいと言われたので、全て同時に買い取ってもらえるよ

うに手続きをする必要
がありました。幸い、他
のスタッフの協力も仰
ぎ、興味を持ってくれる
方が複数現れました。

借地権付土地建物の
売却に成功

スタッフのツテやこれまでのつながりを駆使した甲斐
もあって、２ヶ月後に購入したいという方が現れました。
底地権者とも綿密に連絡を取っていたことで、信頼して
いただき、また全て一括で売却してほしいという希望を
叶えることが出来ました。土地と不動産を相続されたご
夫婦は、無事に買い手が見つかったことでとても喜んで
いただけました。引っ越し先で新しい生活を始めると目
を輝かせてくれました。買主の方は賃貸収入があれば
いいと考えておられた方
で、物件を建てなくてもす
ぐにオーナーになれたと
喜んでいらっしゃいました。
全てが丸く収まって私も
ホッとしました。

少しでも早く、売却を希望
されていたお客様

当社に相続した不動産の査定依頼をしてくださった
お客様は、売却を大変お急ぎになっていたこともあり、
複数社に対して一括査定を依頼されていました。査定
をご依頼いただく際に、お客様が相続された物件の詳
細についてお伺いしました。そうしたところ、相続され
た不動産は都市計画道路内にあるということがわかり
ました。都市計画道路内にある不動産という時点で、永
久に利用し続けることができ
る訳ではないため、購入対象
が非常に限定されてしまうこ
とに加えて、査定金額につい
ても特別な考慮を加えること
が必要な物件でした。

売り先が限定されてしまう、
都市計画道路内土地建物売却
お客様は相続した不動産を売却し、少しでも早く現金化
したいという希望を持っていらっしゃいました。けれども
現在所有されているのは、優先整備路線都市計画道路
内にある不動産のため、そもそも売却することができ
るのか？と相談いただきました。土地を相続した際には
とても喜ばれたそうですが、その土地がいずれは道路
として提供しなければならない場所であるということが
わかり、とても驚いたそうです。
ずっと使い続けることができ
るのではなく、あらかじめ道路
として提供しなければならな
いことがわかっている土地が
売れるのかという疑問は、もっ
ともなことだと思いました。

買い手を探すのが難しい？
ご両親から相続された借地権付の土地には、お客様が
居住されている一戸建、そして賃貸人がいるマンション
と一戸建が建っています。これから先のことを考えて、
土地が広すぎるので管理が大変であることから、売却し
たいと考えるようになりましたが、借地権がついている
物件であることや、底地権者と売却価格について交渉
するのが難しいというご相談でした。賃貸物件も一緒
に全て売却したい
ので、一緒にまとめ
て購入してくれる買
い手を探すのが難
しいのではないか
ということで困って
いらっしゃるという
ことでした。

相続された不動産は、都市計画
道路内の土地建物に該当

売却できる?
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メールだけでも信頼獲得は可能

海外で不安なお客様のために
その①　お困り事発生! その②　対応策を検討!

その③　そして弊社は! その④　問題解決!

相続・実家の売却
４人兄弟の場合

その①　お困り事発生! その②　対応策を検討!

その③　そして弊社は!

Ｈさんは今まで不動産売却のご経験がなく、知識も
まったくないとのことでした。さらに数年前から海外に
移住しており、現在の日本の不動産の状況や動向など
は全然わからずに困っているとおっしゃっていました全
てお任せしたいが、ほとんどがメールでのやりとりにな
るため、信頼できる会社に一任したかったとのことです。
当社をお選びいただいたことを嬉しく思うとともに、Ｈ
さんのご期待に応えるためにも必ずマンションを売却
して、Ｈさんに安心していただきたいとスタッフ一同、
気合いをいれて動き始めました。

その④　問題解決!

売却活動を開始して約３週間後にマンション購入を希
望するお客様からお問合わせをいただきました。近隣
に住むお客様よりお嬢様夫婦の為に購入したいとのこ
とで、とんとん拍子に契約が成立いたしました。すべて
の契約が終わった時、「海外にいた１年間、メールでの
やりとしか出来ない状況でしたが、丁寧にわかりやすい
説明・アドバイスを受けたので信頼して任せることがで
きた」とＨさんからの嬉しいお言葉を頂戴し、私どもも
大変達成感を感じることができた印象的な事例となり
ました。

連絡手段はメールだけの状況で
その時点ではお客様のご帰国される日程が未定だった
ため、しばらくはメールにてマンション売却の手順など
の基礎知識、現在のマンション周辺の売却事例や売り
出し情報をお伝えいたしました。その他、主に相続に関
する知識などたくさんご質問をいただきましたが、その
都度相続不動産取引を初めて行う方にもわかりやすい
ようにご説明をいたしました。海外に住んでいても距離
を感じさせないよう、とにかく連絡をこまめにとり、ご安
心いただくよう努めました。問い合わせをいただいてか
ら約１年後、Ｈさんの帰国が決定。専任媒介契約を結ん
で売却活動をスタートすることになりました。

実家の相続
登記名義人は４人

お母様を亡くされた４人兄弟のお客様がご相談にい
らっしゃいました。相続した不動産の売却に関するご相
談です。現預金や株はすぐご兄弟で分けられましたが、
最後に残ったのが不動産でした。古屋付土地なんて本
当に売却できるか、色々な不安を抱えていらっしゃるよ
うでした。当社はインターネットで検索して、ここならな
んとかしてくれるのではないかと感じてご来店されたと
おっしゃっていました。相続不動産売買は家族関係にも

影響するので、慎重
にかつ素早く対応し
なければいけないと
気を引き締めました。

線路際の整形地ではない
土地だが・・・

売却活動中にきちんと測量も行い、無事に買主様との
契約を済ませることが出来ました。不動産売買契約時
には古屋が存在していましたが、引越し時までに売主様
が解体を行う特約を不動産売買契約書に付しました。
線路際の整形地ではない土地でしたが、買主様にも満
足頂ける不動産取引が出来ました。売主様・買主様双方
にご納得のいただける取引となり、無事に遺産分割も
終了しました。

古屋付土地の
不動産でも大丈夫

スタッフはすぐに敷地内の古屋の解体工事の見積もり
を業者に依頼しました。更に建物の内と外にあるさまざ
まな残置物処理の見積もりも手配しました。更に測量
の見積りも手配し、売却にかかる費用の透明化を図りま
した。

お金の話は
兄弟間でもしづらい

ご兄弟４人の仲はたいへん良好のようでしたが、それで
もお金の話は兄弟間でも、とてもしづらいとのことで、
なかなか相続に関する話が進んでいないようでした。４
人全員が何度も集まるのは仕事などで厳しいので、４人
の中から代表者を立てて、当社や購入希望者と交渉す
ることにしたいとのご要望で、お母様の介護を一番良く
見たご長女様が代表者となりました。

相続したマンションを海外に
いながら売却したい

海外在住のお客様からの
お問い合わせ

インターネットの不動産一括査定サイトより、不動産売
却に関するお問い合わせがありました。詳しくお伺いを
したところ、お客様は３０代の女性Ｈさん。お母様がお亡
くなりになり、遺産としてマンションを相続されることと
なりました。しかし、お客様ご自身はご主人様のお仕事の
関係で現在は海外にお住まいになっていらっしゃいます。
帰国しても相続した不動産に住む予定はないため売却
したいとのご相談でした。お話を伺うにもご帰国は難し
いとのことですので、当社とのやりとりはほとんどメー
ルで行うこととなりました。

解体工事

残置物処理
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その①　お困り事発生! その②　対応策を検討!

その③　そして弊社は! その④　問題解決!

兄弟による相続争い！
弟が弁護士を立てて兄と対立

その①　お困り事発生! その②　対応策を検討!

その③　そして弊社は! その④　問題解決!

不動産に対する希望は十人十色です。対象の物件に対
して購入の申し込みをいただいたご家族には、まさに
うってつけの物件だったようで、今回のような双方とも
に満足のいく契約で終わりを迎えました。今回の買い
主様に巡り会えたことは偶然だったのかもしれないで
すが、不動産の販売は買取、売却共に境遇や時代、年齢
や立場等によって作られる背景で、1つの物件に対して
何通りもの見方があります。
不動産という大きな買い
物を通じてお客様の人生
の節目のお手伝いをする、
不動産会社の社員だから
こそ味わえる醍醐味と言
えるのではないでしょうか。

各分野の方との連携
土地の測量業務・建物の滅失登記は土地家屋調査士、
建物解体は専門の解体業者、残置物撤去は専門の業者、
相続手続きは司法書士、税金面の相談は税理士と各
分野の方と連携しました。その甲斐もあってスムーズ
に不動産をマーケットに流通することが出来ました。

30年前の相続手続き
から始めました

そもそもご相談の不動産は30年前にお母様がお亡
くなりになってから不動産の相続登記が未了でした。
また法定相続人の御兄弟様のなかには、既にお亡くな
りになっている方もおられました。そのような場合は代
襲相続となります。30年前の相続手続きからスタート
しました。

1つの物件から生まれる
終わりと始まり

相続・実家の売却
７０代の場合

実家に住んでいた
お姉様が亡くなる・・・
残された兄弟で実家を
売却し現金化

ご実家は築60年を超えた木造住宅でした。相談者の
お客様はもちろん、他の御兄弟様もこの実家で育った
とのことです。思い入れのある不動産…ご両親様が
他界後、お姉様が30年間、ご実家を守る意味でお一人
で暮らしておられました。

今回のお客様は、御兄弟のお兄様です。弟様と相続した
お母様の古アパート付土地について相談したいとのこ
とでした。御兄弟で不動産を相続されましたが、弟様と
は以前の贈与問題で揉めてから折り合いが悪く、今回
の件についても非常にこちらを疑っており弁護士を立
てて争ってきている状況で、出来るだけ早く売却して
すっきりしたいとのことでした。なお、弟様もお兄様を信
用せずに不動産の処分法を独自に探していることと、何
かあれば弁護士を立
てて争う準備をされ
ているとのことで、非
常に緊張感の高い状
態でのご相談でした。

相続による兄弟喧嘩

相続した兄弟でその相続に関して揉めている土地を取
り扱うことは避けたいものです。最終的な所有権がどち
らにあるのかは当事者でないと分からず、そのような土
地を買い取ると万が一の場合揉めることになってしまう
からです。今回は相手方の弁護士とも折衝し、弟様の意
見を聞いた上で、最終的にはM不動産株式会社と当社
とで一般媒介契約を交わし、当社は一般媒介としてこの
古アパート付土地の売却を仲介するという形にしました。
またお兄様は買取を希望されていたのですが、当社と
しての立場も説明
し2社競合という
形で進めることと
しました。

兄対弟、２社で競合
今回の件で非常に特殊だと思えたのが、一般的に不動
産による財産の争いは取り分で争うものですが、今回
は単純な財産の奪い合いではなく、どの様にして高値
で売ることができるかということが重要でした。しかし、
そのなかには売却した後の費用の取り分の問題、およ
び売却時の諸手続きなど様々な部分での交渉が多く、
数回にわたって相手方の弁護士と会いました。最終的
には自社提携業者による買取価格が圧倒的に高値で

あったため高値で売
却することができ、
また迅速に売却でき
たことで兄弟顔合わ
せをせずに円満に解
決することができま
した。

何回にも及ぶ弁護士との交渉

今回のお客様のご要望は、買取ということでした。その
理由は、古アパート付土地を一刻も早く売却してすっき
りしたいというものです。以前にも贈与問題で揉めてい
るので、これ以上弟様と揉めるのは避けたいということ
と、早く売却して争いごとを出来るだけ少なくしたいと
いうことでした。また、弟様が既に弁護士を立てており、
兄弟で揉めると弁護士が争いに参加してきて法律的な
解釈を行うので益々揉めるタネが増えてしまうという
懸念をお持ちでした。
その為多少お時間を
いただき、兄弟が必
要以上に会わない状
態で不動産問題を解
決できるかを考えま
した。

関わりたくない兄弟同士
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その①　お困り事発生! その②　対応策を検討!

その③　そして弊社は! その④　問題解決!

地方在住の三人姉妹。相続した
東京の土地を高く売りたい！

その①　お困り事発生! その②　対応策を検討!

その③　そして弊社は! その④　問題解決!

御子様方を集めた
打ち合わせ当日

検討を重ねた後、関係者を集めた話し合いへ。集まった御
子様方たちに対し我々が提案したのは御子様方それぞれ
が均等に売却益を得ることのできる不動産売却案です。そ
して税理士はそれぞれの贈与に相続時精算課税制度を適
用させるという提案を行いました。相続時精算課税制度は、
2,500万円までの贈与について贈与税がかからないよう
にする制度（通常は110万円までが贈与税無税となる）で
あり、この贈与でかかる
贈与税が通常の贈与に
比べ格段に抑えられる
というものです。御子様
方は、少ない贈与税でさ
らに売却益が得られる
ことに満足し、納得の上、
両案を了承されました。

土地買取業者・
建売業者様へのご紹介

希望売却価格も決まり、出来るだけ多くの土地買取業者
様と建売業者様に興味を持ってもらうため、相続された
不動産のアピールポイントをわかりやすく明記した書類
を配布しました。さらに他のスタッフにも協力を仰ぎ可能
な限り好意にしている不動産会社へこの土地をアピール
してくれるよう頼みました。その甲斐あってか、結果的に
５０社ほどの業者に土地を紹介することができ、幸先の良
いスタートを切ることが出来ました。売却活動の進捗状

況については原則毎日、
お客様に電話をかけて
ご報告することにし、お
客様にも毎日報告して
もらえるので安心だと
喜んでいただけました。

他社を圧倒する情報量・
スピードでご成約

結果的に多くの業者に土地を紹介したことで、興味を
持ってくれる業者が複数現れ、お客様から売却をしたい
という依頼を受けてから三週間でご成約することが出
来ました。さらにお客様の希望売却額よりも高い額でご
成約になったことで、大変喜んでいただけました。お客
様には素早く、しかも高値で売却できたことを大変喜ん
でいただきました。チーム全体で目標に向かったおかげ
で出せた結果だと思っています。

ご要望としては、頻繁に東京に出てくることが出来ない
ので、小まめに土地売却の進捗状況を知らせて欲しい
という点と、せっかくお父様から譲り受けた不動産なの
だからできるだけ高い値段で売却したいという点でし
た。私は土地の希望売却価格をお聞きし、周辺の不動
産相場も考慮しつつ、出来るだけお客様の希望価格に
近い設定で売り出しましょうと伝えました。

相続・贈与に関する不安を
抱えたKさんとの出会い

「旧来の友人が不動産の贈与や相続のことで悩んでお
り、話を聞いてやってはくれないか」。日頃お付き合い
のある地主様からのご紹介で、面談に来社された80代
女性のKさん。お話を伺うと、御自身名義の土地を生き
ているうちに子供たちへ譲りたいという内容でした。生
前に贈与をすることで発生する贈与税のことや、いずれ
来る相続に向けて顧問税理士と相談しつつ、不動産業
者である我々にも話を聞きた
いとのこと。税制面では顧問税
理士によるサポート、そして贈
与により御子様方が取得した土
地の活用を当社がサポートさせ
ていただくということで話を進
めて参りました。

なんとか揉めずに
贈与できないものか

Kさんのお話を伺っていくと、税金のこと以上にKさん
が気にかけておられることが分かりました。それは、御
子様同士の関係があまりうまくいっていないということ。
Kさんには5人の御子様がおられますが、兄弟姉妹の仲
は決して良いとは言えません。このような状況でこの不
動産の贈与を行えば、場合によってはトラブルに発展す
ることも考えられます。「相続」は「争族」と揶揄されるこ
ともあるほど親族間での揉め事
が多いもの。我々と致しまして
も、慎重に事を進めていかねば
なりません。調べを進めていく
と、この土地は近隣の需要が高
く、早期の売却が見込めること
が判明しました。

お父様のためにも
相続が発生されたお客様へ発送しているダイレクト
メールを見て土地の売却のご相談をいただきました。
売却の手順や必要な書類についてお話しをさせていた
だきましたところ、もっと詳しく聞かせて欲しいというこ
とでご来店いただけることになりました。お会いしてお
話を伺ったところ、住む予定もないので売却して三姉妹
で売却代金を分けたいとの事でした。一番の心配事は
相続された三姉妹が地方在住ということもあり、どう対
応したら良いかということでした。私は全てお任せくだ
さいと答え、さらに
詳しくお話を伺う
ことにしました。

きっかけはダイレクトメール

無事、Kさんの土地は御子様方へ名義変更することが
できました。敷地面積の広い、評価額の高い土地でした
が、各人へ分割しそれぞれが相続時精算課税制度を適
用できたおかげで結果、贈与税は0円となりました。そ
してその贈与から2カ月後、それらの土地は我々の提案
通りの提示価格で無事売却成立したというKさんの報
告を受けました。Kさんの御子様5名皆トラブルになる
ことなく、不動産に係る相続対策が円満に進められてK
さんから感謝のお言葉をいただくことができ、我々とし
てもとても良い仕事が
出来たという喜びを感
じられる一件でした。

土地の贈与完了、その後

相続時精算課税制度


