
2023年1月完成
地域最高レベル鉄筋（PC）構造

環境・南向・管理 ＜グループ社員・パート募集＞

耐震・耐火・防音 時給平均1100円超

素晴らしい住環境で

越谷市宮本町　新築マンション

マンション　エスペランサ

越谷駅まで270ｍ

子供同伴可

宅地建物取引業　埼玉県知事(4)第21266号　　賃貸住宅管理業　国土交通大臣(01)第000607号

入居者・貸主の

草加・越谷・東川口・八潮地域

《賃貸マンション情報》

欧米の主流は賃貸（90％）住宅で良質物件

快適生活と黒字経営の道



[東京圏]2015年より80万人口増加。

（埼玉県への企業転入全国1位）　東京から1741社

◆ 社員・パート募集！ P19 ・・・ 宅建取引士・管理者募集

◆ 協力会社さん募集！ P18 ・・・ 塗装・防水他他業種募集

◆ Ｇ‐ファイル設置店　信頼のお店 P16 ・・・ 協力店募集一覧（6㎞内）

◆ Ｇ‐ファイル設置店　特集 P15 ・・・ 是非ご来店ください

◆ 良質専任物件一覧（6㎞内） P5-6 ・・・ 物件諸条件が分かる

◆ 新築物件情報　 P4 ・・・ お問合せください

◆ 石上グループ情報 P3 ・・・ 大事は誰に頼むか！

◆ 石上グループ　会社案内 Ｐ2 ・・・ 鶏口牛後

～賃貸マンション情報　目次～

◆ 賃貸経営成功への道 P17 ・・・

◆ いしがみ税経通信 P11-12 ・・・ 土地利用と相続中心

◆ 「コロナ危機」 P9-10 ・・・ 業者への警告

◆ 日本の現状と将来（人口・不動産・経済） P13-14

オーナー用

◆ 特選物件情報　ペット可多数 P7-8 ・・・ オススメ物件　多数有

・・・ 都市部も人口減少

良質MC

1



NY　弊社物件
　グラマシー23

北海道山林（樹齢50年）所有（東京ドーム2個分）

㈱良質マンションセンター営業日カレンダー

人生で大事な事は楽しく自由に生きることです。

ここ20年大企業も衰退し将来が見通せなく、今後は更に加速するでしょう。

昨今のメガバンクの人員整理は、既に数年前から始まっていたのです。

また大企業からの転職は、実社会ではほどんど評価されません。それに比べ

小企業でのキャリアは、細かい技術と専門知識が高く評価されます。

１０月　OCTOBER 7 １１月　NOVEMBER 9 １２月　DECEMBER 9

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 1 2 3 4 5 1 2 3

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24

23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31

30 31
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申告・相続・土地活用をグループ内で対応（費用・時間・税額・業者・経験に差）

〈100人中5人以下の専門税理士しか相続税を（30％～50％）低く出来ません!!）

①石上税理士事務所　相続・賃貸経営専門税理士４０年超

　相続税申告：165件以上（5～20億の土地）の広大地（現：大きな土地）70％超・修正0％

　税理士の実力評価・・・難解物件・広大地件数・低納税額・低修正率・低費用

　平均税理士・・・一生に２件以下、広大地0.5％以下、修正率50％超・２倍超の税金・費用

　≪税理士選択の基準≫「専門家の力量」は難解・不動産案件程、差が大きくなる！

　・無駄な税金（相続・売買）・費用2～5倍発生は業界の常識。95％は問題ありの仕事！

②（株）良質マンションセンター　宅地建物取引業 埼玉県知事（4）第21266号

　　　　　　　　　　　　　　　　賃貸住宅管理業 国土交通大臣（01）第000607号

　賃貸物件の企画・管理・仲介・リフォーム　6㎞圏内管理

　95％コンクリートマンション！耐震・耐火・防音・南向・分譲マンションレベル

　専任物件100％　直客時手数料20％OFF！適正資料で入居率と滞納防止

③（株）スペースビルド　※賃貸マンション企画、生産緑地、低・未利用の活用

　≪実績≫大手ゼネコンが出来ない困難な物件を99％クリアで、トラブル０！追加請求無。

　マンション企画・建築・融資等の実績・・半径6㎞内　RC造（10％）PC造（80％）46棟完成

近１０年1,500世帯超完成　（支払方法）手付5～10％、残金90～95％OK。当社関与時

資金：土地整理（開発～売却）の残金利用、利回り：9～11％、入居率：99％以上

ゼネコンと地元業者との協力で３分の1の工期で完成。予算オーバー・トラブルなし！

石上グループ情報＝大事は誰に頼むか!!

〈

鍵＝管理会社50％、 オーナー25％、 税理士25％

●収入確保・長期安定経営・節税・相続事前準備

グループ HP スマホからも情報を確認できます 良質MC HP

 〈ウェブでチェック！〉
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円
最
寄
駅

新築 部屋
番号

101
102

号室
2023年1月

完成

越谷駅

25,000円
スカイツリーライン・中目黒行

きにて上野駅迄38分

270,000
280,000

坪

8956円

坪

9278円

開発行為 事前協議済証　令和4年3月31日　鉄筋コンクリート造（PC）　新築マンション
5階建22戸共同住宅・診療所　（耐震・耐火・防音・南向）光インターネット　2F以上ＷＩＦＩ完備

所在地 越谷市宮本町1丁目151番、152-4 種類 管理費診療所・店

敷地面積　  920.87ｍ²

延べ面積　1283.94ｍ²

ＴＥＬ ０４８－９５３－９０００ 仲介業社

配分割合

客
付

100%

お客様

負担割合

借

主
100%

※解約通知（店）6ケ月前

FAX ０４８－９３０－６２２２

　アットホーム掲載不可
情報公開日 令和4年10月1日

HP http://ryousitsu.com

エスペランサ・店舗
マンション

担当　石上・田邉

270ｍ

建築確認済書　令和4年4月13日

支持層32ｍ　　第22asco-0046号

定休日：水曜日　営業時間９：００～１8：00

埼玉県草加市松江１－２５－１３（東京電力の隣）Ⓟ 有

（獨協大学前駅より徒歩6分） メール info@ryousitsu.com

宅地建物取引業　埼玉県知事（4）第２１２６６号 賃貸住宅管理業　国土交通大臣（01）第000607号 【当社の物件は全て専任のため　確実にご紹介できます】 ◆取引形態：専任媒介

㈱良質マンションセンター IP電話 ０５０－３５３８－１７８１

延べ面積　1283.94ｍ²

(直客)・ネット 申込可

ツインシティA ツインシティB

スーパーカスミ パスポートセンター

ドラックストア 中央図書館

服飾雑貨店 市民活動支援センター

飲食店（多数） 観光物産センター

写真ショップ 駅駐車場

駅前複合施設内

保証会社・保証料 別途規定による

日本賃貸保証 月額50％ 計月1％別途送金料

保証会社名 初回 更新時

エポス 月額100％ 年10,000円

W E

S

N

募集 住居

礼金 1.0

敷金 1.0

1.0

1.0

2年更新期間 3年 5年

事務所 店舗

1.0 2.0

2.0 4.0

更新料 1.5 2.0

更新手数料 1.5 2.0

エスペランサ

看板（五）
2 11,000

2 11,000

店舗

事務所

101 102

P（三） 総数 契約数 賃料
P  5台 駐車場 6 12,000

350ｍ先 4 4,000

7,700円

＜参考＞ 店舗側 2 2 15,000

一般P 店舗側 2 2 15,000

12000円 計 14

（四） 裏・住 20 20 0

自転車 裏・住2台目 12 12 1,000

表 店舗　6 6 2,000

表 店舗　6 6 2,000

計 24

車
バイク

裏側
6台

近隣

店番号 101 102

広さ　M2（坪） 99.69（30.15） 99.80（30.18）

賃料
（坪＠8956～9278）

270,000 280,000

共益費 25,000 25,000

店

舗
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2022年10月1日発行
〒３４０－００４３　草加市草加４－１－３２
Ｉ Ｐ：０５０－３５３３－４１８５ ＦＡＸ：０４８－９４４－４２５１

一、法定相続情報証明制度  5年間法務局保管

これは被相続人の預貯金・有価証券の名義書換及び、不動産登記の時
除籍・戸籍謄本等の相続関係書類一式を何度も提出する必要がなくなった。

二、非嫡出子の相続分が嫡出子の相続分と同等になった。　（民900条）

三、配偶者の居住権

配偶者居住権とは、相続開始時に配偶者が居住していた被相続人の建物全部について

無償で使用収益を認める権利で設定の登記業務を行う。　（民1028①条）

四、自筆証書遺言方式

遺言者がその全文・日付・氏名を自筆し、これに押印することが認められた。（民968①条）
添付財産目録は、自筆でなくても謄本等のコピーに署名押印も可能となった。

五、法務局の保管制度

法務局において自筆遺言を保管する制度を設けた。　

六、遺留分侵害請求権

遺留分権利者が侵害額に相当する金銭の支払い請求することが出来る。（民1046①条）
又、改正前と同じく目的財産による返還を求めることも可能である。　

七、特別寄与者

無償で被相続人の療養看護等の特別の寄与をした相続人以外の親族（特別寄与者）は、
相続人に寄与に応じた金銭を請求する事が可能となった　（民1050①条）

八、預金の仮払い制度

家裁の遺言分割の申立の場合、一定の条件の下で払い下げが認められる。
九、所有者不明土地等の固定資産税

所有者死亡の場合、相続人等に申告させる。

また、所有者不明の場合その使用者を所有者とみなす。（令和３年以降）

十、減価償却資産の特例措置の延長

所得価額 償却方法

中小企業者等のみ 30万円未満 全額損金算入

（即時償却）

全ての企業 20万円未満 ３年間で均等償却*1

(残存価額なし)

10万円未満 全額損金算入

（即時償却）

十一、国外中古建物取得の損益通算の特例

個人が国外中古建物を賃貸して生じた不動産所得の損失の内、その償却費相当は生じなかった

ものとする。但し譲渡では特別取り扱いあり。

十二、財産財務調書の改正 （注）  令和５年分以降の財産債務調書又は国外財産調書について適用されます。

① 財産債務調書の提出義務者の見直し
これまでの財産債務調書の提出義務者のほか、その年の12月31日において有する財産の

価額の合計額が10億円以上である居住者が新たに提出義務者とされます。

② 財産債務調書等の提出期限の見直し

財産債務調書の提出期限について、その年の翌年の6月30日（改正前：翌年の3月15日）

に後倒しされます（国外財産調書についても同様）

本則

石上　忠男相続・賃貸専門税理士

合計300万円まで

いしがみ税務通信

（相続・民法改正情報）
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十三、消費税

（1）簡易課税制度改正(Ｈ２７．４/１以後）

※ 居住賃貸建物取得時、消費税仕入れ控除の改正

原則＝仕入れ控除禁止。例外あり、建築時は要相談

十四、相続税

① 基礎控除： 3,000万円＋（６００万×法定相続人数）

②

★ ③ 大きな宅地評価（相続時）面積形状評価改正。税理士により相続税２倍の差！

十五、贈与税（孫への特例）　　＜令和５年12月31日まで２年延長＞

① 尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について
耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋 1,000万円

上記以外の住宅用家屋 500万円

② 既存住宅用家屋の要件は、登記簿上の建築日付が昭和57年１月１日以降の家屋について、

新耐震基準に適合している住宅用家屋とみなされます。
③ 受贈者の年齢要件が18歳以上（改正前：20歳以上）に引き下げられます。
④ 住宅取得資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例措置及び震災特例法の贈与税の

非課税措置についても、現行制度と同額とされます。
⑤ 令和４年１月１日以降に贈与で取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用されます。

適用要件： 住宅面積： 床面積40㎡以上240㎡以下の住宅用家屋（合計所得が1,000万円以下の者)

受贈者：　 直系卑属 （合計所得が2,000万円以下など）

⑥ 教育資金の一括贈与（Ｈ25.4/1～R5.3/31までの時限立法）１５００万円まで非課税
⑦ 結婚・子育て資金一括贈与非課税制度・最大１０００万円（R5.3/31までの贈与）
※ 今後の改正で歴年贈与・精算課税等全て相続財産に長く含ませる制度を国は準備している。

相続時（贈与加算案３年→５年→７年→１0年）計画に関心をもってください。

十六、国外財産にかかる納税義務範囲の見直し、国内外の全財産合計が所得・法人・相続等にかかる。

十七、成功者の＜相続・贈与対策＞

① 自宅土地建物の配偶者贈与(無税）・・・１億円以上の土地保有者に有利
② 税金が一番高い空地・生産緑地をなくすこと、相続前後一番不利な財産
③ 生産緑地2022年問題により地価下がり、更新・新設定には制限条項あり
④ （買換）譲渡金額の８０％の対象外を利用して未使用・低利用地に安定収益物件

取得が最良の策
⑤ 当方は納めた相続税を20％～50％戻せます。費用は戻り分の10％程度
⑥ 銀行・証券会社の投資計画には御注意を‼
⑦ 土地等は素人判断せず、地元の良心的管理会社と専門税理士に相談下さい‼

合計730㎡まで適用可能

Ｂ特定居住用宅地等 240㎡まで80％減額 330㎡まで80％減額

Ｃ貸付事業用宅地等

第４種60％

第５種50％

第６種40％

Ａ，Ｂ両方ある場合 合計400㎡まで

その他事業

サービス業等

住宅用家屋の区分に応じ

飲食業、その他事業
金融業及び保険業

運輸通信業、飲食以外
不動産業

Ａ，Ｂがある場合など計算が複雑

小規模宅地等特例 旧規定 2015年以後相続より

Ａ特定事業用宅地等 400㎡まで80％減額

200㎡まで50％減額
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No7 ゼンエー草加店
草加市清門2-42-14

TEL:048-942-5009

営業時間：9：30～19：30

定休日：無

No8 ベルクス草加青柳店
草加市青柳5-22-22

TEL:048-933-8419

営業時間：10：00～21：00

定休日：無

No9 焼肉ぎゅうぎゅう
草加市草加4-1-32

TEL:048-944-4560

営業時間：17：00～翌5：00

定休日：第1・3火曜日

No15 ABS卸売センター草加店
草加市八幡町364

TEL:048-959-9515

営業時間：10：00～20：00

定休日：無

No16 ソフトバンク松原団地
草加市栄町2-8-21

TEL:048-930-4600

営業時間：10：00～20：00

定休日：無

No24 業務スーパー花栗店
草加市花栗1-18-2

TEL:048-946-6305

営業時間：9：00～20：00

定休日：無

15



（G-ファイル）設　置　店（信頼の店）

※

※

※
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・・・・・・・などのお仕事がたくさんあります！

(地元地主様の土地にPC鉄筋コンクリート、重量鉄骨造の賃貸住宅を建築し管理しております）

〇 賃貸マンション（90％コンクリート系）の大・中規模修繕、修理、リフォーム・設置の仕事が中心

〇 当社より5～6Kｍ圏内で、5年以上の経験があり、緊急対応可能で誠実な業者さん

〇 協力業者さんとは永いおつきあい。常時１０数社にお仕事していただいております。

〇 業績ＵＰ中のため増員急募！！コロナ下でも２１％成長しております。

〇 締め後、２０～３０日でお支払い。安定してお仕事を提供致します。

コロナ下でも21％成長　　40年間赤字なし！　業績安定　高成長率の　石上グループ

コロナ感染対策実施中　　宅地建物取引業　埼玉県知事（4）第２１２６６号　　賃貸住宅管理業　国土交通大臣（01）第000607号　　

協力会社さん大募集!!
水回り 内装 電気 防水 塗装 設備 宅造 測量

1
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※

月給

＊９：００～１７：４５の間の４ｈ以上・週３回以上 月給
＊一定期間・日数の方は50～150円加算有 ＊①～④成果・歩合給有/年収300万～500万以上可（賞与有）

【時間】9：00～17：45＊3ヶ月間試用期間【資格】普通免許（ＡＴ限定可）

【休日】土・日・祝（①②のみ月1～2日特定月の土曜出勤あり9:00～15：00 時給 1,000円～1,200円
＊年間休日１０４日 （幼児同伴可）

【待遇】税理士国保、雇用保険、企業年金、交通費、マイカー通勤可、スポーツジム手当 ※土日祝、15日、６時間以上勤務の方は時給50円～150円加算

　　　　学生さん授業の前後バイト可能（過去３０名実績有） 【時間】9：00～18：00　土日9：00～17：00 ＊3ヶ月間試用期間
【資格】普通免許（ＡＴ限定可）　※PC詳しい方優遇特別手当

【休日】定休水曜日（前後一部）、年末年始、ＧＷ、お盆＊年間休日９８日

【待遇】社保、雇用保険、交通費、マイカー通勤可、スポーツジム手当

＊残業約10時間

20万円～25万

賞与
年4.5月分

～

寸志有
（社員に
準じる）

＊残業約10時間

月給 17万円～22万円

25万円～30万円

③事務・ＰＣ業務
19万円～25万円

（宅建所有者優遇）

＊残業約10時間

①正社員
（３名～）

③一般パート
（3名～）

②準社員
（２名～）

残業無し

■会計と事務補助

残業約１０時間

※平均時給1,100円～

週３日 １日４時間以上

④建物管理・巡回

21％成長
社員・パート・学生募集！

【正社員】（２名） 18万円～25万円

月給

①店長候補【正社員】

②営業【正社員】（２名）

【正社員】（３名）

コロナ時も

若手税理士＋α

（ノルマなし） 月給

税務と不動産の習得は将来貧乏なし

　　【宅地建物取引業】　埼玉県知事（4）第２１２６６号　　【賃貸住宅管理業】　国土交通大臣（01）第000607号　　

時給

能力主義

業績安定

技術習得

学歴無用

　★当事務所で30年間７名合格（税理士）

月給 18万円～25万円

⑤補助業務・ポスティング

1,000円～1,200円

平均時給
1,100円

★完全マニュアル化★　★１ヶ月内業務習得可★　★未経験者歓迎★　★AT軽自動車★

【パート】(4名）

石上事務所 （相続・賃貸専門税理士） ㈱良質マンションセンター （専任物件賃貸管理）
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