
資金は必要だけど
ご近所に
知られたくない !

オーナー様へ  新しい 住まいの ご提案

まとまった
資金を
調達したい

老後の
資金が必要住み慣れた

家から
離れたくない !

お客様の想いを大切に！
「楽賃リースバック」が解決します

こんなお悩みありませんか

リースバックとは ご自宅を売却した後に「賃貸」として借りることで引き続きご自宅に住み続けられる仕組みです。

リースバックのメリット

住み慣れた家に
住み続けられます !

❶
ご近所に知られず
売却できます !

❷
売却代金を
資金にできます !

❸
将来、再度購入も
可能です !

❹
YouTube
ご覧いただけます

お客さま ご自宅を売却

朝日総合売買代金を
一括支払い

持ち家 自宅を売却して現金化 賃貸 売却した自宅に住み続ける

契約と
同時に

朝日総合

売却した家を
そのまま借りるお客さま

毎月家賃を
お支払い

リースバックのしくみ
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第3回オーナーセミナー
「これだけは知っておくべきアパートオーナーの相続」
相続の大いなる誤解 アパートオーナー相続失敗事例など

講師　大澤  健司 氏（株式会社K-コンサルティング 代表取締役）
【略歴・経歴】
　平成８年分譲住宅専門の不動産会社に入社。1 年目からトップクラス
の営業成績を残すも不動産コンサルタントの夢を実現するため、平成
13 年茨城県の総合不動産会社に入社。不動産売買、開発、賃貸管理の
業務に従事し、平成 28年独立し、現在の株式会社K-コンサルティング
を設立。相続コンサルティング・資産有効活用、賃貸経営に関するアド
バイスなど不動産オーナーに特化した総合不動産コンサルティングを
行っている。全国で年間 100 回を超えるセミナー、講演、不動産・建設
業者向けの研修も行っている。

本会場①秋田：秋田市泉字登木227-2　ソルナビル３F
本会場②横手：横手市赤坂字舘ノ下80-1 ベッチモントyokote

リモートセミナー（web）での開催となりなす。
店舗でのリモート受講も可能です。ぜひご相談ください。

11月27日土
13：30-15：30

10月23日土
セミナーの様子

秋田会場 横手会場 本荘会場
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生命保険を効果的に活用する①生前対策

★非課税枠を利用して納税資金を準備する

　生命保険は残された遺族の生活保障にとどまら
ず、相続対策としても有効に活用することができ
ます。
　生命保険の大きな特徴は、被保険者の死亡時に
現金が支払われること。つまり、相続税の納税資
金対策にうってつけというわけです。
　さらに、生命保険金には【500万円×法定相
続人の数】の非課税枠があります。この非課税
枠を有効活用することにより、節税効果を得るこ
ともできます。
　非課税枠が適用されるのは、被相続人を契約者
および被保険者、相続人を受取人とする契約形
態の保険金です。この場合、受取保険金は相続
税の対象になりますが、非課税枠内であれば相
続財産に加算されません。したがって、払い込
んだ保険料の分だけ相続財産が減少することに
なるのです。

★保険料を贈与して子が成約する方法も

　このように相続税の非課税枠が適用される保険の加入はメリッ
トが大きいため、まずは非課税枠を最大限に利用することから検
討するのが基本です。しかし、非課税限度額を超える保証が必要
な場合、遺産が高額で相続税の適用が高いケースでは税負担が大
きくなってしまいます。
　そこで、非課税枠を超える保証については、相続税だけでなく所
得税の課税対象となる保険契約でカバーすることを検討してみま
す。
　たとえば、被相続人である父を被保険者、子を契約者および受
取人にすると、受取保険金は子の一時所得となり、所得税と住民
税が課税されます。一時所得の税負担は軽減されていて、受取保
険金から払い込み保険料と特別控除額50万円を差し引き、さらに2
分の1にした額が課税対象になります。
　相続税と所得税＋住民税のどちらが有利かは、遺産額やこの所
得金額などにより変わってきますので、それぞれに試算してみる
ことが必要です。
　なお、子を契約者として加入する場合には、保険料相当額を毎
年親が子に贈与すれば、相続財産の減少にもつながります。その
際の注意点は連年贈与を実行する場合と同じで、税務署に贈与を
否認されないよう、必ず実際に資金を子に移転させ、子が保険会
社に支払うようにします。また、所得税の生命保険料控除の適用
も子が受けるようにしましょう。

生
命
保
険
の
メ
リ
ッ
ト
と
効
果

ここが
大切！

★生命保険の利用法は多岐にわたるため、
加入目的と必要保証額を整理する

相続時に現金を受け取れる

納税資金対策 節税対策 遺産分割対策

○○

被相続人を被保険者とする契約に
すれば、相続時に保険金が支払わ
れる

受取保険金を納税資金にあてる
ことができる

受取保険金が非課税枠内であ
れば、実質的に払込保険料の
分だけ課税財産が減少するこ
とになる

子のひとりに自宅や事業用資産を
相続させる代わりに、その代償金
を保険金で用意するなど、遺産分
割のバランスをとることができる

相続税の非課税枠がある

被相続人を契約者および被保険
者、相続人を受取人とする保険金
は一定額まで非課税になる

受取人を指定できる

特定の相続人に現金を残すことが
できる。また、相続を放放棄した
人でも保険金は受け取れる

保険金の
受取人…

非課税

保険金

ピーエム倶楽部
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こんな心配はありませんか？

なんと！

月額

敷金、礼金、保証料等…入居時の契約金は思っていたより高い!
退去時のクリーニング代、どのくらいかかるのか不安。
入居中にトラブル発生！夜中だったらどうしたらいいの？

という心配を解決しました！

2,000円（消費税別）（消費税別）

で以下のサービスが!!

敷金・礼金０円で初期費用が安い！
賃貸保証委託会社の保証料が30％OFF
入居中、24時間駆付サービス付き
退去時のハウスクリーニング、原状回復費用が０円

※現状回復費用は故障・過失等による修繕は含まれません。※家財保険料、仲介手数料は別途必要になります。※2年未満の退去の場合は2年に満たない月数分の会費精算金が発生いたします。

楽楽賃サポート

楽 しく賃貸! 楽 に賃貸!
できるお得な新サービスですらくちんらくちん 『短期型サブリース』

アサヒネット

取り扱い開始
『短期型サブリース』とは

短期型サブリースは、リノベーションにかかる工事費用を３年の短期
間の家賃保証により回収し、その後はリノベーションにより上がった
家賃収入が見込めるという商品です。
通常のリフォームより広範囲に及ぶリノベーションにより建物の価値
を高め、かつ、空室リスクのない「サブリース」で、工事費用の回収も
保証※できる新商品が誕生しました！

※工事代そのものを保証するものではありません。工事内容によっては、毎月割賦
払いが発生する場合があります。
※リフォーム完成後、3カ月間の免責期間が発生いたします。
※サブリース契約には、家賃査定等の審査があります。サブリースの契約期間中
に保証賃料の見直し・解約になる場合があります。

リフォーム×サブリース
問題を解決！リフォーム費用、

回収できるか心配…
サブリースすれば収益が
下がる…

renovation safety

３年間 保証賃料 工事代
割賦払可

『割賦支払い』を利用すれば、
初期のリフォーム資金の心配もなし！

でリノベーションが可能に!!
元手資金 円０ Free

アサヒネットなら

空室が
増えて
きた…

ネット導入
したのに
高いな…

家賃交渉
増えてきたけど
下げたくない
けど…

そんなお悩み…

（戸当り）

円500 で解決!

他社比較例 ※8世帯で1回線時の事例です。別途工事費がかかります。
  月額（税抜） アサヒネット これだけお得！ 年間だと！
 某不動産会社 13,000  -3,000 -36,000
 大手通信N社 17,000 10,000 -7,000 -84,000
 通 信 T 社 18,000  -8,000 -96,000

比べてみてください！※同様サービス導入会社の2018年時点のデータです。
入居数総戸数 空室数 平均空室期間 入居率

ネット導入なし
ネット導入あり

10,313

13,441
9,245

12,743
1,030

698
90日

76日
89.6％

94.8％

商品の紹介

特別を選びたい！
そんな入居者様の為にオーナー様の個性を届けませんか？
その選択によって部屋の未来が決まる…
どんな入居者様になるのかもあなたの「ＳＥＬＥＣＴ」しだい…
デザイナーが創作した２０のプランの中の4タイプを紹介します。

素朴で温かい雰囲気漂うこのお部屋。ここは
まるでかわいい雑貨屋さんのよう。キュートな
柄のチェック柄のカーテンなど、女の子の『カ
ワイイ』をたくさん取り込みました。お気に入
りの小物を飾るのも一層楽しくなりそうです。

ＣＯＵＮＴＲＹ（カントリー）
かわいい雑貨屋さん

リフォームパックはいかがですか ?

白と黒のブロックチェックタイルに真っ赤な
壁。ネオンサインやレトロな看板などの雑貨を
取り入れると、古き良き時代のアメリカが蘇り
ます。POP で COOL なアメリカンスタイルが
好きな人は、このお部屋でないでしょうか。

Ｕ．Ｓ．Ａ（アメリカ）
アメリカンスタイル

とことん木の風合いが好きな人におすすめな
のがこのお部屋。山小屋風のこのお部屋は、
木目調のクロスを壁、天井に使用し、自然な木
目の色変化が美しい床材を使用して、とことん
『木』にこだわってみました。

ＷＯＯＤ（木）
木に包まれて

あえて、コンクリート打ちっ放しのような仕上げ
にし、これから自分でどんどんカスタマイズして
いくようなイメージのお部屋です。大好きなコレ
クションを集めて、カッコ良くディスプレイした
り、自分らしく、自分だけのお部屋を作っていき
ましょう。

ＨＯＢＢＹ ＲＯＯＭ（ホビールーム）
大好きなコレクションをディスプレイ
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