不動産なんでも相談

今年はお花見はされま
したか？桜が満開にな
る前後には︑何故か雨
が続きますよね︒一体
なんなんでしょうね︒

ですからお互いに費用を
出すのであれば︑購入金
額に対して自分達が出す
金額の比率によって持分
も決めて下さい︒例えば
三千万円の物件で︑半分
づつであれば︑持分は当
然二分の一ですし︑二千
万円と一千万円であれば
三分の二と三分の一の割
合になります︒

なのでそんなことは全然
関係ない︑と思っていた
ようですが︑考え方とし
ては他人に現金をタダで
あげるのと同じことです︒

︻
不動産を購入する際に︑夫婦ともにお金を出すん
ですが︑夫一人の名義で問題あるのですか？また︑
共有名義にするメリット︑デメリットってどんなこと
があるのでしょうか？︼

さて︑今回のご相談は
私が売買に直接関わっ
たお客様からの質問で
すが︑直前で私が気付
いたのでアドバイスさ
せて頂きましたが︑危
うく贈与税がかかるとこ
ろでした︒まずは前半
のご相談内容の﹁夫婦
ともにお金をだすんで
すが︑夫一人の名義で
問題ありますか？﹂と
のことですが︑問題あ
ります！先ほどもお話
しましたが︑贈与税が
かかる可能性がありま
す︒この方は︑夫婦

顔晴ります！？

加来寛のちょっと一言！
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何人かの方からご指摘いただいたので、多分同じことを思っている方もいらっしゃるので
はないかと思い、この場を借りてお話します。私はこの新聞内でよく「顔晴ります」と書い
ていますが、本当は「頑張ります」ですよね。これは当て字です。意味は読んで字のごとく
「顔を晴らす」、つまり「笑顔で物事に取り組みます」ということです。同じ「頑張る」でも
こちらの場合、なんだか無理して歯を喰いしばって取り組むイメージがあるので、あえて
「顔晴る」と使っているんです。人の感情は伝染すると言われます。自分がイライラしたり、
ムカムカとしていると、周りもなんだかそんな雰囲気になったり、ちょっとしたことで言い
合いになったり、そんな経験ありませんか？その逆も当然あります。人は笑顔を見れば自然
と笑顔になるものです。私は仏教徒ではありませんが、笑顔でいることは「和顔施（わげん
せ）」といって、立派なお布施になるそうです。それは相手を安心させたり喜ばせたりする
ことができるから、ということではないでしょうか？気付かない内に自分の行動や口にする
言葉一つで相手の感情まで左右してしまっていることが往々にしてあると思います。そうな
らないためにも、普段から前向きな言動を心掛けるようにしています。マイナスの感情を引
きずると自分だけではなく、実は周りの人達にとっても得することはありませんからね。と
いうことで、まだまだ修行中ですがこれからも顔晴ります！！

では︑売却した場合に
はどうなるか？という
ご質問もあるかと思い
ます︒確かに自宅を共
有名義にしていると︑
お互いに三千万円の控
除があります︒ですが
中古物件として三千万
円を超えるものは︑
よっぽど都市部か︑そ
れ以外であれば︑敷地
も広くて自宅も豪華な
造りで︑という以外は
殆どないのが現状です︒

地域イベント情報
ありません︒多分これは
﹁住宅ローン控除﹂の
︻固定資産税評価替え︼ ことではないかと思い
ます︒つまり︑共有名
義で夫婦二人がローン
☆﹁
平成十八年の固定資 を負担すると︑共働き
産税評価替え﹂
と﹁
固定資 の場合は︑それぞれが
産税課税台帳の閲覧と土 住宅ローン控除が受け
地・
家屋価格等縦覧帳簿 られるのでは？という
ことでしょう︒確かに
の縦覧﹂・
・・
４月３日〜
そうですが︑あくまで
５月１日︵土曜・
日曜・
祝
日は除く︶
の午前八時半〜 も所得税を払っている方
午後五時まで︒土地・家屋 に意味があることで︑
の所在する区役所課税か 殆ど所得税を払ってい
ないのであれば︑あま
で縦覧できます︒
り意味はありません︒
対象者は︑納税者かその 逆にご主人のほうが所
代理人になります︵
委任状 得税を多く払っている
必要︶
可能性が高いので︑損
☆﹁固定資産税の路線価 することもあります︒
を公開﹂
・・
・
各区役所課税
課で︑各区の路線化を公
開しています︒

＊固定資産税に不服があ
れば審査の申し出ができ
ます︒納税通知書受領後
６０日以内です︒
﹁共有持分﹂後半

次に︑メリット・デメ
リットですが︑こんなこ
とを言う人が割りとい
らっしゃいます︒﹁不動
産は共有名義で購入した
ほうが税金が安いんです
よね？﹂と︒なんの税金
のことでしょうか？単純
に共有名義にしたからと
いって安くなる税金は

では一体︑共有名義に
する意味はなんなの
か？ということですが︑
単純に考えると︑夫婦
や親子であってもお互い
が支払った金額についての
持分をハッキリさせてお
くということではない
でしょうか？私は職業
柄よく相続などの相談
を受けたりしますが︑
やはりトラブルを良く
起こす原因の一つはこ
の﹁共有名義﹂です︒
相続が発生してそのま
まにしておくと知らず
知らず気付けば共有に
なっていた︑なんてこ
ともあります︒共有で
何事もなければ問題な
いのですが︑共有名義
と聞くとどうしても過
敏に反応してしまうと
ころがあります︵苦
笑︶︒人生何事もなく
無事に終えるのが一番
良いのでしょうが︑こ
ればかりは誰にも分か
りません︒

事務所を移転してから色んな方からのご相談を頂く機会が増えたような
気がしています。ただ、百人が百人とも満足して頂くことはまず不可能に
近いと思います。ですから最初から出来そうにないことに関してはなるべ
くお断りしたり、別の形でアドバイスさせて頂いたりするようにはしていま
す。ただ、そうは言ってもまだまだ荒削りな部分も多く、正直満足してもら
えていないのが現状。自分でも情けなくなる部分も多いのですが、「より
善くなる」ために今を受け入れつつ、小さくとも改善に改善を重ねていき
たいと思っています。「小さいことのように思えるが、小さなことをいい加
減にしておくと、それが怪獣のように急成長して、気付いたときには、どう
にも追っ払えない悪条件となっている」（本文より）ことのないようにフット
ワーク良く動きたいものです。
丸山 敏秋著 PHP研究所

また︑縁起でもない話を 住宅ローンの控除を二人
して申し訳ありませんが︑で受けられます﹂
という
万が一離婚などの問題が ことです︒
発生した場合は︑共有名 私は正直言うと︑不動
義にしていることがトラ 産を共有名義にするメ
ブルの一つになることも リットはそんなに感じ
あります︒例えば︑共有 ていません︒
名義にする際には妻
︵夫︶が連帯保証人もし
くは︑連帯債務者のいず
れかになるのですが︑離
婚後に不動産の所有を希
望する夫︵妻︶が︑代わ
りの債務引受人・保証人
を用意してローン申込み
先に承諾を得なくてはい
けません︒そして債務引
受人を外してもらわない
と︑万が一︑夫︵妻︶が
ローンを支払えなくなる
と夫婦間の合意とは関係
なく︑請求されますので
気をつけて下さい︒

ここまで共有名義のこと
についてお話をしました
が︑ここに挙げる限りあ
まりメリットがないよう
に感じたと思います︒
ハッキリとメリットをあ
げるのであれば︑それは
﹁
居住用財産の三千万円
の控除により二人分の六
千万円まで無税になる﹂
と
いうことと︑﹁
共働きの
夫婦であれば︑

『小さなことから会社は変わる』

「単純なプラス思考とかポジティブ・シンキングで、現実の苦難が容易に
解決できるのなら世話はない。そうはならないのだ。むしろプラス思考が
できなくて悩んでいる人のほうが多いだろう。そこには、無理があるからだ。
苦難が起こるのは「より善くなる」ためである。そこには〈生成発展〉の意味
しかない。すなわちマイナスの意味など元々ないのであるから、無理に
考えをプラスにする必要もない。ただあるがままに〈これがよい〉と喜んで
受け止めるだけだ。」（本文より）

グッときた本の紹介
先月

たくさんのお祝いを
感動日記
いただきました︒なぜ私
の誕生日を知ってるのだ
︻
加来ゆかりの感動体験︼ ろう？という方からもプ
レゼントをいただき︑と
ても感動しました！ここ
数年で一番感動した誕生
日になりました︒みなさ
実は先月末で︑産休のた んありがとうございま
め一時︑仕事をお休みい す！社長とゆかりさんか
たしました︒仕事最後の らは素敵なネクタイとネ
日に皆でご飯を食べに クタイピンをいただきま
行って︑美味しいものを した︒ありがとうござい
いっぱい食べて︑お花まで ました！
頂き感激しました︒この
加来新聞での感動体験も ︻
吉田初美の感動体験︼
落着くまでお休みさせて 早いもので︑入社してか
頂きます︒たまには事務 ら五ヶ月が過ぎました︒
所に顔を出してお手伝い 最近︑業務も何とか把握
できることはしようと 出来る様になり落ち着い
思っていますので︑これ てきたところです︒以前︑
からも宜しくお願いしま 設計業と事務をしていた
す︒また出産は私にとっ 頃には殆どお客さんと接
てなにせ初めてのことな する事はなかったのです
ので戸惑いもありますが︑
が︑不動産業はオーナー
スゴク楽しみにしていま 様や同業者の方や契約者
す♪元気に生まれてくれ の方など色んな方との繋
ばいいなぁ︒
がりがあって成り立つの
だなあと実感しています︒
︻
井料隆彦の感動体験︼ 入社したことによって新し
い刺激があったり︑また新
たに知り合えた人達も出
来ました︒入社してなけ
れば出会えていなかった
３月３１日は私の２９回 この出会いに感謝し︑大
目の誕生日でした︒加来 切にしていきたいなあと
不動産に入社してから知 思っています︒
り合った仕事関係の方々 四月からは一人で経理を
からお祝いのメッセージ 担当します︒まだ若干心
カードやメールやケーキ︑
配な面もありますが︑ま
お隣のお花屋さんからお た新しい気持で顔晴りた
花のプレゼントなど︑ いと思っています︒

