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本物の企画・設計・運用 

賃貸マンションを建てる 
株式会社 構造主義 
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構造主義のメンバーには一級建築士・税理士・宅建士が揃っており、すべてのサポート体制
を整えております。建築・大家業の経験も豊富に持ち合わせています。  
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０．まえがき 
 

収益物件を計画するからには、そこにどれだけの建物が建てられるのか、 
どれだけのお金が掛かるのか、何をしなければならないのかを知らなければなりません。 
 
多くの方が「どれだけの売上があるのか」の予想は出来ていても、掛かるお金のことをほと
んどご存知ないまま、計画を進めているのが実態です。アパートデベロッパに任せれば融資
の手続きなどは全部やってくれることでしょう。何も知らなくてもアパート事業はスタート
することができます。 
しかし、業者任せにした計画では、本来得られる利益のほとんどを業者に持って行かれてし
まいます。 
 
本当に価値のある計画は、自分自身で理解しなければ成立しません。 
業者任せではなく、自分で全てを理解した上で、企画・設計・運用していきましょう。 
 
 
概要としては以下のことを考える必要があります。 
 
土地検討時・購入時にやるべきこと 
設計事務所と打ち合わせすべきこと 
建設会社（工務店）に依頼すべきこと 
完成時にやるべきこと 
運用開始後に必要となること 
 
 
 
利回りの検討においては以下のことも考慮しましょう。 
 
利息・空室率・税金・減価償却の終了時、などを考えた上で、利回り何%を目指すべきか。 
新築時から経年するごとに賃料は減額し、経費は上昇します。年数経過により収支が変化す
ることを予測しましょう。 
どの程度、手元に資金が残り、節税効果はどの程度あるのか。 
今後、契約時の礼金・更新料などの慣習がなくなる可能性も念頭に置きます。 
 
 
当然ながら、それらの運命をただ受け入れるのでは他者との違いを出せません。 
将来掛かる維持費用を抑える。建築時に掛ける費用を抑える。しかし空室率を抑えるための
魅力は確保する。 
この為に、企画設計の工夫が重要であり、設計打ち合わせに時間をかける必要があります。 
 
 
 
建物完成時から１０年目まで、市場で圧倒的に有利な位置に立てる計画をして、 
ブルーオーシャンで戦いましょう。 
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１．土地購入時に必要となる検討作業と費用 
 

 

 
1-2 土地の真の価値（地盤） 

 

  

 費用 内容 

スウェーデン式 
サウンディング試験 

4 万円／10m 主に木造用の簡易調査です。SS 試験と呼ばれます。 

電波式地盤調査 6 万円／10m SS 試験では不利な種類の地盤において採用されます。 

ボーリング試験 2 万円／m ビル用の正式な試験です。深い地盤も調査できます。 

市場に出ている売り土地には、実際に、どの
様な建物が建てられるのか分かりません。 
参考プランが付いている物件もありますが、
その参考プランは、不動産屋の下請設計屋が
無料で簡単に書いたもの。 
そのプランには間違いもありますし、役所と
協議をして煮詰めたものでもありません。 
土地購入後、参考プラン通りに建てることが
出来ず契約トラブルになるケースも多々あり
ます。 
土地の能力は売主側の情報に頼るのではなく
必ず自分の側で判断する様にしましょう。 

マンションを建築する場合、杭代金が
2000 万円を超えることもありますが、土
地の売主様は地盤調査をしていません。 
多くの人が、地盤の良し悪しまで考えずに
土地を購入しています。 
しかし、杭が必要な土地と、必要のない土
地。似た様な立地条件に見えても、その価
値が数千万円違って来る場合もあります。 
ここをきちんと見極めましょう。 
最低でも近隣データで見込みを付ける、慎
重を期するならば、買い手側で地盤調査を
することも考えましょう。 

地盤調査費用と種類について 
 

 

1-1 土地探し 
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1-3 土地の真の価値（用途地域） 

商業地域と住居地域で建てられる建物が異なるのは多くの方が知っていることと思います。 
しかし、重要事項として説明されること以外にも、見落としてはならない要素はたくさんあります。 
また、その規制の意味を知らなくては土地の本当の価値が見えてきません。 
 
南向きで大通りに面する敷地。その土地が収益物件にとっての適地でしょうか？ 
高度地区（北側斜線）は、道路側からかかる場合には、斜線のスタート位置は道路の反対側からになり
ます。厳しい斜線規制があっても道路の反対側から掛かるだけであれば、大きな建物が建つ土地かもし
ません。そんな「北道路」の土地。一般的には不人気で安価な土地です。 
 

 
高さ１０ｍを超える建物を計画する場合には、
自分の敷地だけでなく、その北側にあるエリア
の用途地域を調べる必要があります。日影規制
は「日影が落ちる場所」の規制を受けます。
「日影規制のない容積率５００％の商業地域」
を購入したものの、すぐ北側にある1種低層
住居専用地域の規制を受けて3階建しか建築
できない。そんなケースも実際にあるのです。 

 

 

 

1-4 土地の真の価値（天空率） 

道路斜線や隣地斜線は設計の工夫で一部、規制を無効化できます。 
それが「天空率計算」です。 
法律で定められた各種の規制を守った時に建築可能な「法適合建築物」と、実際に建てる予定の「計画
建築物」の３Ｄモデルを作成し、それぞれの建築物の影響で、どれだけ空が塞がれるかの計算を行いま
す。その結果、もし「計画建築物」の方が空が多く見えると証明されれば、道路斜線や隣地斜線を無視
することができます。 

 
道路の反対側境界線上の
道路面の各点。そこから
敷地を見上げた図が「天
空図」となります。 
 

左の図は実際の天空図の
一部 
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1-5 土地の購入において必要となる費用 

土地の購入時にはおおよそ、次の様な費用が掛かります。特記なき場合消費税は別途かかります。 
土地代金（消費税非課税）＋仲介手数料（売買価格の３％＋６万円）・登録免許税（固定資産税評価額
の2.0％）(条件によって特例あり)・司法書士手数料 
融資手数料・融資保証料（金融機関により異なります。金利に含む場合もあります。） 
土地の不動産取得税（固定資産税評価額の3％） (条件によっては特例あり) 
解体費（既存家屋がある場合。地中埋設物撤去は別途。木造で４～６万円／坪程度が目安。） 
 
1-6 土地の購入と並行してするべきこと 
  ※融資申込について付録（４）もご参照ください。 
一般的に土地の申込を行ってから契約までに1週間～１０日、決済までには契約してから１～３ヶ月
程度の期間があります。この期間でリスクを限りなくゼロにまで近付ける必要があります。「大体どの
ような建物が建築できるか」の目処は当然付いているはずですが、それに間違いがないことの確認をし
ましょう。決済締結後、買主による地盤調査も可能になります。 
設計仮契約を結ぶと建築士は詳細の検討を始めます。役所や確認会社に行き、突っ込んだ事前相談を行
います。そのフィードバックにより、さらに良いプランになる可能性が見つかれば、大幅にプランを変
更して、計画の上振れを狙います。 

建築士から出て来るプランは、市況とこれまでの経験から一番良いと思われる最大公約数的な提案で
す。この提案（図面）を受け取り、「自分なら、ここに住んでどう感じるか？」を考え、意見や希望を
伝えましょう。 
それを受けた建築士は、自らの案の設計意図を説明。建築コストと物件の魅力のバランスを取りなが
ら、より良い建物を作るためのご提案をします。それを受けて、また、打ち合わせを重ねましょう。 
この時点で、全体コストを大きく左右する要素である「地盤」がどの様なものかも検討する必要があり
ます。土地が更地であれば、地盤調査をまずは手配しましょう。 
 
地盤の軟弱度合いと、必要になる地盤改良については以下の通りです。 

※費用はざっくりとした目安です。土の性状、市況により変わります。 
鉄骨造・ＲＣ造の計画の場合には基本的にボーリング試験が必要になります。 
解体工事の有無に関わらず、土地を購入した後には、近隣建物の状況調査を行いましょう。 
こちらの建築工事が始まる直前の状態の、隣家の外壁、門塀、土間ポーチなどの撮影を行います。「建
築工事によりヒビが入った」などのクレームを受けた時、それが正当なものかどうかの判断ができる様
にきちんと準備しておく必要があります。 
「家屋調査」の専門業者に発注する事も可能です。 

地盤 対策費用 対策内容 

表層のみ軟弱 数十万円 砂利を三層程度重ねて敷くことで地盤を作ります。 

数 mの深さまで軟弱 50 万円程度 地盤改良材を土と混ぜ合わせて強度を出します。 

10m 程度の深さまで軟弱 100～300 万円 土中に柱状の地盤改良体を作って支持します。 
金属杭利用とコスト有利な方を選択します。 

10m を大きく超えて軟弱 500 万円～ 建物の重量を支える事のできる地盤まで数十メートルを 
円形に掘削し、コンクリートの柱を地下に構築します。 
アースドリル工法。 
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２． 建物の設計  
２－１ プランニング 

魅力的な間取りを作る。それだけでなく、限られた 
容積率の中で無駄なく床面積を使って家賃を最大化 
しなくてはなりません。 
壁や床の遮音性能は材料を何枚も重ねることで向上 
させることが出来ます。しかし、それではコストが 
掛かり、収益性が低下します。 
壁であれば、もし、隣戸との境に収納を配置したら 
どうでしょう。収納を隔てただけで高性能な壁と 
同様の、いやそれ以上の遮音効果をもたらすことが 
出来ます。そこに掛かる特別なコストはゼロです。 

 

木造の場合には床がどうしても遮音の弱点になります。ここにはお金を少し掛けて 
厚みをある程度、確保しましょう。それは物件の魅力を上げる為に必要なものです。 

鉄骨造の場合にも一定の遮音措置が必要になります。鉄筋コンクリート造の場合には、躯体
の能力で解決できる為、遮音性についての追加コストはほとんど掛かりません。 

 

２－２ 法律テクニック 

同じ敷地であっても、計画する建築士によって建てられる建物は大きく違ってきます。 
他者が 4 階建しか建てられないと判断する土地に 5 階建を建築できる建築士がいます。 
 
建築士の能力が違う？ 
そうではありません。能力ではなく掛ける時間が違うのです。 
アパートデベロッパや建設会社と「設計施工一体契約」を結んだ場合には、 
「工事請負受注のための設計」が行われます。オーナー様のためではなく、 
業者のための設計が行われます。設計については「建築コストの一部」とみなされて、 
「安い設計費」と「短期間での設計」を要求されます。 

だからデベロッパの作る物件は、どれも判で押したような同じ間取りばかりになります。 
間取りの工夫がない、コストを下げることを最優先とした建物。それらが完成した時、周り
にあるのはレッドオーシャンです。 
 
収益物件にはタイミングも大事です。時は金なり。でも、掛けなければならない時間もある
のです。それが設計期間です。様々なテクニックを用いて土地の能力を最大化します。 
土地の決済までの時間を有効に活用して、設計期間をきちんと確保しましょう。 
主な法律テクニックを表にまとめます。 
これらのテクニックは土地探しの時点で意識する事で更に効果を上げることが出来ます。 
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他のどことも違うプラン。それが勝利への近道です。 

 

法律テク 内容 

 
敷地の向き 

と 
建物の配置 

北側（高度）斜線制限が存在する場合、敷地の一辺が南北に水平で
あれば北側斜線の影響を最小に抑えることが出来ます。その場合、
建物は道路と水平ではなく、南北軸に並行に配置することで、敷地
をより有効に使えるようになります。 

 
天空率 

敷地の形状と道路の関係により、天空率の効果が出やすい土地と 
そうでない土地があります。天空率計算の方法も２種類あり、 
どちらを使うかは設計者の判断に任せられています。有利な方式を
用いて、何度も再計算する事で建物は大きくなっていきます。 

 
 
 

日影計算 

敷地の北側に日影規制の厳しい地域がある場合でも、建物の形状を 
工夫する事で高層マンションが建築できる場合があります。道路や 
線路に面する敷地では緩和規定もあり、それら全てを利用して 
日影規制のある土地においても最大限、敷地の有効活用を行い 
ます。「東西幅の広い中層建築物」が日影は最も大きくなり、 
「タワー状の高層建築物」の日影は比較的小さなものになります。 
日影規制をクリアするため、高層化は１つの回答です。 

 
 

 
階段や廊下の大きさ 

設計者の多くは「いつものサイズ」で設計しています。しかし 
ながら、階段や廊下のサイズは各階の床面積に応じて法律で 
必要寸法が決められています。エレベーターがあれば階段は 
それほど大きくなくても良い場合もあるでしょう。法改正により 
今ではエレベーターも廊下も容積率には参入されませんが、 
使われない空間があればそれをなくす事で建築費を下げることが 
出来ます。 

 
 
 
 
 

法律上の地階 

住宅用途の地階部分は建物全体の１／３まで容積率から除外する 
ことが可能です。容積率200％の敷地であれば300％まで 
建物を建築することが出来るようになります。 
しかし、地階を作るのには地盤を掘削し、山留工事を行い、 
地上階を作るのと比べて１．５倍程度の費用が掛かります。 
でも実は、地階は天井まで全部地盤面下にある必要はありません。 
天井高の１／3の高さが地盤面下になれば、その階は地下とみなさ
れて、更に、天井が地盤面から１ｍ以上地上に出ていなければ 
容積率に参入されません。 
傾斜地の場合には低い地盤に合わせて建築するだけで、最下階が 
「勝手に地下になっている」こともあります。 
地下の構築は想像しているより安価にできる場合がありますので 
常に念頭に置いておきましょう。 
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３． 工事会社との契約 
３－１ 工事会社の選定 
 
設計施工一体での契約（住宅メーカーなどとの契約）ではない場合、 
土地の購入申込時に建設会社の「概算見積」を取っている筈です。その費用を目安として事
業計画を立て、融資を受ける事になります。その見積を作成した建設会社に恩義を感じなが
らも、適正価格での建築をしなければ「他者よりも有利な計画」には出来ません。このた
め、設計図完成後の相見積取得は必須です。 
 
マンション（アパート）建築において、金額的に一番大きなウェイトを占めるのが建築費
す。設計施工一体契約では、最初から工事費が決まっているので面倒はありません。しかし
なぜ、本格的な設計をする前に工事費用が確定しているのでしょう。工事契約までできるの
でしょうか。 
その理由は、「余裕に余裕を重ねた価格設定としているから」です。設計と施工を分けて契
約する最大のメリットは、この無駄を排除できる事にあります。 
相見積を取得した結果、もし、各社の見積金額に大差がない様であれば、最初に概算見積を
出してくれた業者（そのおかげで銀行融資が受けられて、土地の契約に進めた筈です）を選
んであげましょう。 
 
ここで１つ注意事項があります。 
建築業界では、建設会社が客紹介を受けた場合に、紹介者にバックマージンを支払う習慣が
あります。この金額は通常3％程度ですが、過去見聞きした範囲では一律40％もの要求をし
ている業者もありました。これらの費用を見えないところで取られてしまっては住宅メーカ
ー任せで建築をするのと出費が変わりません。 
この不正を防ぐためにも相見積は有効です。数社に見積を依頼し、完成した見積書は設計事
務所や不動産業者の手元に集めるのではなく、自分自身宛てに提出して貰いましょう。 
誰も価格操作できない生の一次情報を入手する事で無駄な出費を抑えます。 

（2部ずつ見積書の提出を受けた後は、１部を建築士に渡して内容の査定を受け、打ち合わせ
を経て依頼する建設会社を決定しましょう。） 
 
 
３－２ 工事会社との契約 
 
相見積の結果を受け、その内容の確認をした上で、一番安価で、きちんと施工のできる業者
を選び工事請負契約を結びます。この際、「毎月の出来高払い」の条件とする事で建設会社
の倒産リスクを軽減することが可能です。上場企業が突然倒産する時代です。保証は何もあ
りませんので、前払いする金額はなるべく少なくなる様にしましょう。 
出来高払いとする場合には、建築士が毎月の請求額と現場の進行状況を照合。問題ないと判
断してからお支払いをして頂く事になります。 
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４． 登記の手続き 
登記について 
 
建物が完成に近付いてくると登記の作業が必要になります。 
一般的には司法書士、土地家屋調査士に依頼する事でしょう。結構な金額が掛かります。そ
して、ここでも多くの方はアパートデベロッパ紹介、金融機関指定紹介の業者にお任せで、
適正価格を調べる様な事はしていません。 
「本人登記」が流行っています。マンションやアパートでは難しいのでしょうか？ 
 
実はそんな事はありません。分譲マンションの様に1室ずつ「区分所有」の登記をするのは
大変ですが、賃貸マンションの場合、「1棟」として１つの登記を行うだけです。一戸建ての
登記と何も変わりません。 
少し難しいのは「建物図面」の作図ですが、この図面は確認申請の際に建築士が作成した
「面積表」の外枠をなぞるだけで出来上がります。そのなぞった図を建築士から提供して貰
いましょう。必要な文字を少し書き足して、素人でも十分作成可能です。 
法務局の相談コーナーで一度見て貰い提出。プロに依頼するのと比べれば、一度訂正に呼び
出されたりもしますが、提出―訂正―受取まで全て合わせても実働数時間の作業です。 
それで数十万円の金額が浮くのですから、収益事業においては見逃せないところです。 
これまでに多くの方がマンションやアパートの本人登記を自身でなさっています。 
 
賃貸マンション（アパート）建築事業において必要になる登記は以下の通りです（概略） 

 

 内容 

滅失登記 建物が残存している場合に、最初に必要となる登記です。 
A4書式 1枚に必要事項を記入し、添付書類を用意。 

 
表示登記 

建物がほぼ完成した段階（内装仕上直前）で提出します。 
建物図面の他、A4書式 1枚と添付書類を用意します。 
建設会社発行の「引渡証明書」が必要になります。 
この登記で、「建物がどの様なものか」を届け出ます。 
プロに任せる場合には土地家屋調査士に依頼します。 

保存登記 表示登記完了後すぐに提出します。 A4書式 1枚に必要事項を記入
し、添付書類を用意。この登記では建物の所有者が誰かを届け出ま
す。プロに任せる場合は司法書士に依頼します。 

 
 抵当権設定登記 

融資した金融機関の抵当権を設定する登記です。この登記は 
本人登記の了解を得られる事はなく、金融機関側の司法書士により 
届出が行われます。費用は司法書士報酬＋印紙代金で、融資金額が 
大きいほど高額になります。居住用かどうかでも額は変わります。 
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５． 完成後建物の管理 
 
５－１ 管理会社の選定 
 
自主管理をされる方もいらっしゃいますが、多くの方は建物が完成したら管理会社に物件の
管理を任せるものと思います。 
ここでも多くの方が誤解しているのですが、「物件の管理業務」とは掃除や電球の交換をす
ることではありません。「入居者からの連絡先」となるだけです。掃除業者や工事業者の手
配はしてくれますが、清掃費も手間賃も別途請求されることになります。 
実際には新築建物の場合、壊れる設備も少なく、入居者の方々が紳士な方ばかりであれば、
管理会社の仕事は、ほぼ何もないのです。 
 
また、管理会社は「入居者募集」も行いますが、その際には入居者が決まる度に大家から家
賃の1ヶ月分を報酬（手数料ではありません）として受け取ります。つまり入居者募集は管
理業務とは違うものです。 
このことから「月額管理料金」を無料としている管理会社もあります。「独占して入居者を
募集させて貰えるのなら、それ以外の費用は不要」と考える業者さんも存在します。（※） 
 
言いなりに応じていると管理費は家賃の５％を提示されるでしょう。 
その金額を１０年間支払い続けたらいくらになるでしょうか。それに対し、受けるサービス
の内容はどうか。実は、ここの金額が「費用対効果」の点で、収益物件の計画において一番
に考えるべき数字です。 
（※）鍵交換代、保険料などの別名目で入居者に過大な管理料を請求する業者もありますので注意が必要です。 

 
５－２ 家賃保証について 
 
管理業務のスタイルによっては家賃保証サービスが含まれる場合があります。いわゆるサブ
リースです。一般的に、これほど無駄な出費はありませんので、提示された場合には契約書
を精査しましょう。その内容をみれば、事業として採用はあり得ない事と分かるはずです。 
大手の家賃保証契約書には大体、以下のことが書いてあります。（小さな文字で） 

○当初 3ヶ月は家賃の支払いなし（大家は3ヶ月間無収入。家賃収入は丸々業者に。） 
○家賃は２年おきに業者が変更できる（大家の承諾不要） 
○家賃の１割程度を家賃保証サービスの報酬とする。 
○建物の修繕は業者が指定した下請業者により行う。 
○業者は事前通知により解約できる。（大家からの解約は不可もしくは高額な違約金規定） 
その上で、 
○借地借家法により、業者の権利は「借家人」として過剰に保護される。 
○裁判所において大家は「地主」であり「事業者」とみなされるので消費者保護を受けるこ
とができない。 
 
利益のほとんどを吸い上げられて、裁判をしようにも極めて不利な立場に立たされる。 
それが昨今話題になっているサブリース問題の原因なのです。 
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５－３ 建物のランニングコスト 
 
建物が完成した後にかかる費用は、大体、以下の様なものです。 

 
 

  

 内容 

 
鉄部塗装 

外階段や外廊下がある物件で必要になります。３年おきに必要となる
物件が多く、その負担は馬鹿になりません。内廊下・内階段とするこ
とでこの費用を激減させる事ができますので、法律上可能であれば内
廊下内階段化する事が望ましいです。 

 
設備更新 

エアコン、給湯器、浴室乾燥機、洗浄便座は平均すると10年程度で
買い替えが必要になります。その他にもオートロック集合玄関機の鍵
穴など、細かい部品交換も発生します。 

入居者入換時 入居者入換時にクロスの張替えなどが発生します。 

 
保守費用 

エレベーターは法定のメンテナンスが必須です。その他の設備におい
ても年間保守サービスがありますが、一般的には費用対効果を考える
と加入する必要性の低いものが多い様です。 

水道光熱費 ＬＥＤの普及で電気代についてはさほど気にしなくて済む程度の金額
になりました。掃除用の水道料金も大きな金額ではありません。 

 
 
保険 

建物の火災保険に入る必要があります。この保険には、色々な特約も
ありますのでそれらの内容も必要なものが何か、よく検討しましょ
う。特約の中で一番高額なものは地震保険ですが、これについては建
物構造の丈夫さによって加入すべきかどうかを決定します。 
施設賠償責任特約を付けると建物に起因する偶発的な事故で他者が怪
我をした時の保証が得られます。 

管理費用 管理会社に支払う費用です。 

租税公課 利益に対しての課税と、毎年の固定資産税があります。 
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６． 建築による節税効果と運用時にかかる税金 
６－１ 建築による相続税の軽減効果（架空の説明モデル） 

 
例えば、18,000 万円の現金を持っている方が、その現金で土地を購入。相続対策としてマン
ションを建てるとします。相続税評価の際にはその土地の価値は時価ではなく「税務署の評
価額」となります。一般的に時価と比べれば大幅に評価減となります。 
それだけでなく、借家となる建物は大家にとっては自由度が減りますのでここでも評価減と
なります。更に、保有している土地がこの物件のみであれば、敷地面積200平米までの範囲
内でその土地の評価額は半額となります。 
18,000 万円の現金は、現金のままであれば18,000 万円の価値として相続税を課されるとこ
ろですが、土地に変える事で4,920万円の評価になり、相続財産は13,080 万円減ることに
なります。 
 
同様に 1億円かけて建てる建物も税務署の評価は3,850万円となります。土地と合わせれば
相続財産は19,230 万円減ります。「18,000 万円の現金」が金融機関への「負債10,000 万
円」と「マイナス1,230 万円の財産」に変わるのです。 
現実世界にはマンションの土地建物が存在しますが、帳簿上の財産はマイナスになります。
相続財産がこのマンション一棟であれば相続税はゼロになります。 
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６－２ 事業開始時にかかる税金 

土地取得時、建物完成時に不動産取得税が掛かります。 
建物は「床面積40平米以上」の住戸については一定の免税措置が受けられます。 
この他、土地を取得した年の固定資産税の請求は、１月１日時点での持ち主であった売主様
の元に請求が行きますので、土地購入決済時に日数で按分した金額を支払います。 
 
また、市区町村によってはマンション・アパートに対し、独自の課税をしている場合があり
ます。この税は「協力金」という名の要請である場合と、義務になっている場合があります
ので、そのいずれかはよく確認しましょう。 
また、税金ではありませんが、地方都市においては水道メーター貸与費用、浄水場新設負担
金などの費用を新築時に請求されることがあります。 
１戸あたり20万円程度の負担でも戸数が増えてくると莫大な金額になります。 
マンション・アパート計画の際には、この費用も見落とさないようにしましょう。 
 
返って来る税金もあります。 
もし、建築主が法人で、その事業が「不動産賃貸業」ではなく消費税課税業者の場合、建築
工事に伴い支払った消費税は通常業務の消費税支払に加算する事ができます。 
預かった消費税より支払い消費税が上回ったときには、消費税還付を受ける事ができます。 
この還付も忘れずに請求する様にしましょう。 
 

６－３ 運用時にかかる税金 

毎年、建物と土地に固定資産税が掛かります。 
建物の耐火性能によっては当初5年間の減額を受ける事ができます。詳しくは会計を任せる
税理士に相談しましょう。 

 
家賃収入のうち、「ローンの利息」「水道光熱費」「修理費用」「管理費」「火災保険」な
どは必要経費（損金）として認められます。ローンの元金返済分は利益の中から返済しなけ
ればなりませんが、「建物の償却費」は損金として参入できます。 
「修繕積立金」などは純粋に利益とみなされて課税対象です。実際に蓄えておきたい費用で
すが税金を支払った後にそのお金を貯めるのは大変です。生命保険の活用などで利益を先延
ばしにする手法などを利用している大家さんも多いですので、この点についても節税対策は
真剣に考えてみましょう。（年々、基準が厳格化されつつあります。最新情報の入手を。） 
 
 
せっかく収益性の高い物件を計画しても、無防備に税金を支払っていては手元に全然お金が
残りません。不動産事業は節税対策とセットで行わなければ意味がありません。建物を完成
させて満室にした後は、それだけで満足することなく、その次は節税対策について真剣に考
えましょう。 
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７． 各段階で必要になる費用の目安(土地代金以外には別途消費税が掛かります) 
７－１ 土地契約時・決済時・融資契約時 
土地取得費 ：土地代金・仲介手数料（土地価格の３％＋６万円） 
  ：印紙代・登録免許税・司法書士手数料・固定資産税日数割分 
       ：融資手数料・融資保証料（金融機関に支払 or 金利に組み込み） 

７－２ 建物解体時 
解体費  ：目安として木造の場合、機械壊し坪４万円－手壊し６万円程度 

（地中埋設物や建物に残置物がある場合は別途廃棄費用発生） 
滅失登記 ：プロに依頼する場合、５～８万円前後。本人登記の場合無料。 
 
７－３ 設計契約時（設計開始時） 
設計契約金 ：設計監理費の１０％（構造主義の場合・以下同） 
地盤調査費用 ：木造ではSS試験or電波調査、鉄骨造・RC造はボーリング調査 
 
７－４ 確認申請時 
設計中間金 ：設計監理費の２０％ 
確認申請費用 ：建物規模により、７万円―５０万円を確認検査機関に支払い 
条例対応費用 ：条例で定める電波調査（５万円～）などの費用が必要になる事があります 
 
７－５ 確認取得時・工事請負契約締結時 
設計中間金 ：設計監理費の３０％ 
建築契約金 ：建築費の１０％もしくは１００万円（出来高払いの場合・以下同） 
地鎮祭費用 ：５万円程度～（建築主様の希望によります） 
 
７－６ 工事中 
出来高払い ：毎月の出来高に応じた建築費用 
中間検査費用 ：建物規模により、７万円―３０万円を確認検査機関に支払い 
変更申請費用 ：計画変更が発生した場合、確認申請費用の半額程度の申請費用が発生します 
設計中間金 ：中間検査合格時に設計監理費の２０％ 
 
７－７ 建物完成直前 
表示登記 ：プロに依頼する場合、数十万円。本人登記の場合無料 
保存登記 ：登録免許税（建物評価額の０．４％） 
抵当権設定 ：司法書士報酬（５万円～）・登録免許税（融資金額の０．4%） 
施主支給分 ：監視カメラ・エアコンなど建築費のうち、施主支給とした製品の購入費 
 
７－８ 建物完成時 
完了検査費用 ：建物規模により、７万円―３０万円を確認検査機関に支払い 
設計完了金 ：完了検査合格時に設計監理費の２０％ 
火災保険料 ：建物引渡時からの保険費用（年払い・複数年払選択） 
不動産取得税 ：建物に対する取得税（数ヶ月後に請求が来ます） 
入居者募集 ：入居者決定時に不動産会社に報酬支払 
 
７－９ 運用開始後 
共用部光熱費 ：電気代・水道料金 
清掃費  ：週１～２回程度の清掃（役所による指導あり） 
管理費  ：０円～５％程度（経年数により１０％程度要求する会社もあり） 
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８． あとがき 
 
構造主義は有限会社向井建築設計事務所に設計を依頼した顧客と、設計者である向井が集ま
って作られた会社です。 
 
建築知識をきちんと理解した上で建築をしたい。 
お客様には、全てを知った上で事業を進めて欲しい。 
元々は、そこで意気投合した「客と設計者」の関係でした。 
 
それぞれが自身の物件建築を通して、「関係者全員で作り上げて行く建築」の楽しさを知
り、それを世間に広めたくて、会社を作りました。 
メンバーそれぞれの専門知識を活かして、お客様のコンサルティングをリーズナブルに行い
ます。不動産・建築だけでなく会計まで含めて、頼りにしてください。 
 
構造主義は自社物件の建築も行っています。 
「儲かるんだったら自分でやれば良いじゃない！」というセリフがありますが、 
私達は、その言葉通り「こんな楽しい仕事、他にはない！」と言いながら、収益物件に適し
た土地を探し、建物を建てています。まだまだ小さな店舗2棟を建築したところですが、
今後、どんどん自社物件も建築して行きます。 
この楽しい世界。ぜひ、皆さんにもご案内したいのです。お気軽にご相談ください。 
 
    世田谷区内にある自社物件の２店舗 

  

 

 

 

 
 
     

 

 

 

 

 

世田谷駅前店舗     淡島交番前店舗 

有限会社向井建築設計事務所・井村充男税理士事務所・株式会社太子堂不動産 
の三社が連携して業務にあたります。 
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付録（１）建築基準法の要点（共同住宅） 
※都道府県条例で強化されている場合があります。改正もありますので都度ご確認ください。 

廊下の幅 

 
階段のサイズ 

 
外階段の規定（階の床面積200平米以下） 

 
前面道路の規定（条例） 

 
建物主要な出入口からの道路までの通路幅員（条例） 

 

  階の床面積 片廊下 中廊下 

 200 平米以下 0.75m 0.75m 

 200 平米超 1.2m 1.6m 

階の床面積 幅 踏面 蹴上 

  200 平米以下 75cm 21cm 22cm 

 200 平米超 120cm 24cm 20cm 

階の床面積 内階段 外階段 

 地上 5 階建以下 小規模建築物除き縦穴区画必要 ○ 

 地上６階建以上 2箇所以上必要・縦穴区画必要 ○ 

 延床面積500平米以下 1000平米以下 2000平米以下 

東京都 4m 6m 8m 

大阪府 4m 4m 4m 

 住戸床面積100平米以下 300平米以下 300平米超 

東京都 1.5m 2m 3m 
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採光の規定 
 

 
 

窓先空地の規定（東京都条例・耐火建築物は面積倍読み） 

各住戸に 1室以上の居室のバルコニー先端の前面に必要。窓先空地から道路までの通路も必要。道路面に面する場合は不要。 
 

 延床面積100平米以下 300平米以下 500平米以下 500平米超 

東京都 1.5m 2m 3m 4m 
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住戸に関する規定（条例） 

 
防火地域の規制（2019年法改正に基づく準耐火構造は別途検討） 

※長屋の場合には60分準耐火建築物は45分準耐火建築物で建築可。 
 
容積率緩和の規定 

 
建ぺい率の規定（2019年より準防火地域内の準耐火建築物も10％アップ） 

 床面積 天井高 窓先空地 避難器具 

 東京都 7平米以上 
（1室以上） 

2.1m(基準法) 必要 必要 

大阪市 
ワンルーム条指導要綱 

18平米以上 
（住戸床面積） 

2.3m  
大阪市ワンルーム条例 

不要 特殊規定あり 
（大阪府条例） 

 100平米以下 1500平米以下 

防火地域 45分準耐火建築物(2階建まで) 耐火建築物 

準防火地域 60分準耐火建築物 60分準耐火建築物 

防火指定なし 2階建 300平米以上で60分準耐火 2階建 300平米以上で60分準耐火 

 緩和条件 

駐車場 延床面積の１／５まで算定除外 

地階 住戸用途部分の延床面積の１／３まで算定除外 

 共用廊下など エレベータ・階段・廊下・宅配ボックスは算定除外 

 緩和条件 

 角地 道路の交差角120度、周長の1／3以上接道で１０％アップ 

 防火地域 耐火建築物の場合１０％アップ／８０％指定の場合は100％に。 

 廊下・バルコニー 建物の壁芯から１ｍまでは突出部の面積除外。 
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斜線規定 
 

 
高度地区は東京都内の2種高度、住居地域で道路幅は４ｍを想定したイメージです。 
高度斜線は真北方向から掛かり、道路斜線は道路の反対側境界線から立ち上がります。 
 
この他、低層住居専用地域では高度斜線よりも厳しい「北側斜線」規定があり、建物の高さ
が２０ｍを超えると隣地斜線の規制も入ります。高度地区（条例で制定）以外の斜線につい
ては天空率計算により、緩和を検討することができます。 
 
 

 
斜線規定における基準の高さ 

平均地盤面は建物の外周が接する地盤の平均高さです。各行政により異なる解釈あり。 

  

 基準の高さ 

 道路斜線 道路中心面からの高さ／傾斜がある場合はその部分ごと 

隣地・北側斜線 平均地盤面からの高さ（高度地区も同様） 

 日影規制 平均地盤面からの高さ／設定高さ (1.5m/4m/6.5m)に落とす日影を計算 
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付録（２）価値ある敷地の形 
 
建築計画上、有利になる敷地の形状とはどんなものでしょう。 

南東角地。道路斜線、北側斜線
ありのモデルケース。 
 
一戸建用地としては最高の条件
のため、市場に出る時、この様
な形状の土地は地価が高くなり
ます。 
 
共同住宅を建築する場合、バル
コニーを向けるために道路がた
くさんあることは有利ですが、
青い線の部分には道路斜線、赤
い線の部分には北側斜線がかか
り、敷地境界線の全てから斜線
を受ける厳しい条件です。 
 
高さを確保することができず、
まともな計画ができない可能性
が高い土地です。 

 

 

変形地のモデルケース。 
南東角地よりは遥かに地価は安
そうです。 
もし、この様な形状の土地の一
辺が真北とほぼ同じ角度だった
らどうなるでしょう。 
北側斜線は一方からしか掛かり
ません。道路斜線と合わせても
二方からの規制で済みます。 
 
住居系地域で前面道路が４ｍで
あれば容積率は160％。3階建
を計画するならば各階53％し
か計画できません。 
 
建物配置を工夫すれば53％く
らいは変形地でも十分計画でき
そうです。 

一般常識としての「良い土地」と「収益物件建築の適地」は別物です！ 
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敷地にあわせたプランニングの仕方について。 

東道路のこんな土地を見付けたとします。 
道路間口は広いし、整形だし、「容積率一杯に使えそうだな！」と皮算用するものの、 
北側斜線（高度斜線）や道路斜線を避けて、全ての居室には「採光上有効な窓」を設けない
といけません。北側も南側も敷地を大きく空けて建物を計画しないといけないのです。 
建ぺい率６０％なんて、とても取れません。 
 
 
 
理想的なのは 
右図の 2パターン。
こんな形の土地が見付
かったら最高です。 
 
不動産屋さんはこの価
値を知らないので、市
場に出てくる時、 
他の土地と同じ様な坪
単価で設定されている
ことが多いです。 



 

21 

採光規定をクリアするためにザックリ判断する方法 
 

 
 
 
細かく計算をすると色々な逃げ道もあります。また、避難規定なども考えないといけません
が、売り広告を見て一目で、 
 
  この土地は「使える！」「使えない！」と判断 
 
するときには、こんな方法が有効です。 
 
建ぺい率・容積率に加えて、道路斜線、北側斜線、採光規定まで頭に入れておくと、 
それだけで 
街の不動産屋さん達よりも、「土地の目利き」になれるのです。 
 

 
競合する他者を圧倒する情報格差。これからは私達が誰よりも上流に立ちましょう。 
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付録（３）必要となる消防設備 
 
建物の規模により必要となる消防設備（延床面積2100平米未満の建物に必要となる主なもの） 

＜ポイント＞ 延床面積500㎡、7階建、１１階建を超えると、コストに大きな差が出ます。 
条件により上記以外の設備が必要になる場合があります。必ず消防署での事前確認をしましょう。 

無窓判定について 

建築基準法では「無窓居室」、消防法では「無窓階」という言葉が使われます。 
前者では主に「機械排煙設備」を要求され、後者では「消防設備」の強化が要求されます。 
以下の条件をクリアする窓面積の合計が「その階の床面積の 1／30」に満たない「階」は、消
防法の「無窓階」と判定され、消防設備の設置基準が強化されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 階建以上 延床面積500㎡ 
 (複合建物は 300 ㎡) 

7 階建以上 １１階建以上 

消火器 ○ ○ ○ ○ 

避難器具 収容人員30人／階 
条例規定にも注意 

収容人員30人／階 
条例規定にも注意 

収容人員30人／階 
条例規定にも注意 

○ 

 自動火災報知設備 － ○ ○ ○ 

連結送水管 － － ○ ○ 

スプリンクラー － － － ○ 

非常用放送 － － － ○ 

その他 － － － ○ 
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付録（４）融資申込のための資料 
 
事業者に作成を依頼するものとしては以下のものがあります。 
（これ以外に、ご自身の保有資産や土地謄本など、金融機関から指示をされる資料について
はご自身で収集ください。） 
 
１．計画プラン（平面図・面積表・建築概要） 

 

 
２．収支計画表 

 
 

事業者の方によってはご自身で収支計画表を作成されています。事業として、色々と数字を
検討するためにも、この作成をなさることは有益と思います。 
計画プランについては、一般の方には用意することが難しいものです。 
これは、業者（設計事務所・メーカーなど）に依頼するしかありません。 
融資申込用の計画プランは簡単な平面図と面積概要程度で足りますので、金融機関には「初
期計画図」を提出し、まずは融資を確定させましょう。メーカーなどに提案を受けると、こ
の時点で図面を全て仕上げられてしまい、本契約後はそのまま進んでしまいますが、本格的
な設計作業は、融資が確定してから時間をかけて行うべきです。 
じっくりと、より有効利用、より快適な物件になる様な設計をしましょう。 
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付録（５）収益物件計画ＭＥＭＯ                   構造主義 
※計画の初期段階で超概算検討をするためのメモです。検討される物件ごとにコピーしてご利用ください。 

※容積率は住居系地域では道路幅の 40倍、それ以外の地域では 60倍が上限です。 

※延床面積にはエントランスホールや内階段内廊下面積を含みます。 

 
建築費の目安（超概算値・初期検討用） 

 
各年の収支（キャッシュフロー） 

 

物件名  道路幅 ｍ 
住所  敷地面積 ㎡ 
用途地域  容積率 ％ 
防火指定  建築可能延床面積 平米 

建築可能延床面積 平米＝   坪 想定家賃坪単価 円 
建築坪単価 万円 家賃合計月額 円 
延床面積 平米＝   坪 家賃合計年額(A) 円 
工事予定額 万円   
建築諸費用 (B の 15%)            万円   
土地取得費用    
総事業費(C)  概算表面利回り Ｃ／Ｂ＝    ％ 

 坪単価 注意事項 

RC 造 坪１１０万円（500平米～） 共用部面積が大きくなる場合は坪単価低減 

鉄骨造 坪１００万円（300平米～） 共用部面積が大きくなる場合は坪単価低減 

木造 坪７５万円（200平米～） 鉄骨外階段採用はコスト増 

 木造（長屋） 坪６０万円（200平米～）  

 金額 注意事項 

家賃収入 万円 空室率5％程度を見込む 

返済額 万円 ローン返済の元利合計額 

経費 万円 水道光熱費・管理費など 

翌期への繰越 万円  
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プロジェクトスケジュール 
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ＭＥＭＯ 
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