Success Road
令和2年度

不動産コンサルティング技能試験のご案内

このＱＲコードを読み取ると、
当センターホームページに
アクセスできます。

この度の新型コロナウイルスに罹患された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
不動産コンサルティング技能試験及び講習について、受験者及び受講者の皆さまの
安全確保を第一優先に、換気、座席間隔、消毒等、感染予防対策に十分に配慮して
実施いたします。

公益財団法人
公益財団法人

不動産流通推進センター

〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-30 サウスヒル永田町 8階

旧 不動産流通近代化センター

不動産流通推進センター

コンサルの道へ

はじめに

Chance & Challenge
不動産業界、建築業界のみなさまへ
家族のこと、相続のこと、これからの暮らしのことなどを考えて
お客さまは不動産に関する様々な相談事を持っています。
お客さまの声をしっかり受け止め
解決提案、改善提案ができるようにしていきませんか。
それは、お客さまとの信頼を深め、
新たなビジネスチャンスを広げるサクセスロード。

ー
不動産に関する業務に関して、
実務的にはハイレベルな資格です。
だから、幅広い知識・ノウハウが要求されます。
しかしその分、ステイタスや活躍のステージは大きく広がります。

ぜひ、これからの 社 会に必 要とされる
不 動産コンサルティングの道へチャレンジしてください。

多くのマスターが在籍し、マスター取得を奨励されている流通企業
小田急不動産株式会社
株式会社ケン・コーポレーション
株式会社コスモスイニシア
住友不動産販売株式会社
大栄不動産株式会社

株式会社大京穴吹不動産
大成有楽不動産販売株式会社
東急リバブル株式会社
東京建物不動産販売株式会社
ナイス株式会社

株式会社日税不動産情報センター
日本土地建物販売株式会社
野村不動産アーバンネット株式会社
株式会社長谷工リアルエステート
みずほ不動産販売株式会社

三井住友トラスト不動産株式会社
三井不動産リアルティ株式会社
三菱地所ハウスネット株式会社
三菱地所リアルエステートサービス株式会社
三菱UFJ不動産販売株式会社
（50音順）
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ステイタス

ステイタスが高まります。

公認 不動産コンサルティングマスターとは、
不動産業務に関する総合的な知識と提案力を有した者
として認定される、わが国唯一の不動産コンサルティングの資格です。
令和2年3月現在、
約15,000名の方が認定を受けています。

不動産コンサルティング技能試験・登録制度
技能試験・登録制度とは──
（公財）不動産流通推進センターが不動産特定共同事業法施行規則第21条第１項第３号に基づき、国土交通大臣の登録を受けて実施する
登録証明事業です。
不動産コンサルティングを行うために必要な知識及び能力に関する試験を行い、試験に合格し不動産等に関する５年以上の実務経験を有する
等の要件を満たして登録した方を「公認 不動産コンサルティングマスター」として当センターが認定し「
、公認 不 動産コンサルティングマスター
認定証」等を交付することにより、一定水準の知識及び能力を有していることを証明するものです。
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活躍領域

超高齢社会やお客さまニーズの多様化により、
活躍領域は、ますます広がっています。
お客さまは、不動産に関して
様々な相談事を持っています。

超高齢社会の進行で
コンサルティング領域が広がっています。

不動産を「売りたい・買いたい」
「貸したい・借りたい」といった要望に

超高齢社会は、相続や年金のみならず、サービス付き高齢 者向け

応える業務は、宅地建物取引業の範疇ですが、お客さまが不動産に

住宅や高齢者施設などの住まい方に対するコンサルティング需要

ついて求めるものはこれにとどまりません。

も生み出しています。

相続した土地に収益物件を建てたい、空室の多くなった賃貸住宅を

住宅の譲渡や相続対応などを含め、お客さまが所有する不動産や新

何とかしたい、所有地を隣地と合わせて活用したい……。このような

たな不動産・施設への移転に対する的確なリロケーション・アドバイ

不動産にまつわる様々な相談事に応え、その解決策・改善策を示す

スも重要となります。既存住宅をどのように改修して、よりよい居住

業務が、一般に不動産コンサルティングと呼ばれています。

性や価値を捻出するのか、耐震性や省エネ性能をどのように確保す
るか、不動産コンサルティングの領域は、ますます広がっており、広く
かつ専門性をもったアドバイザー育成の必要性が高まっています。

「 サ ー ビ ス付 き高 齢 者 向 け 住 宅 や
高齢者施設開発の相談に乗ってほしい 」
「 相続した土地に収益物件を建てたい 」
「 空室の多くなった賃貸住宅を何とかしてほしい 」
「 所有地を隣地と合わせて活用したい 」

不動産コンサルティング
「売りたい」
「買いたい」
「貸したい」
「借りたい」

宅建業務
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必要な
知識・能力

相談から企画提案の実施まで、
不動産に関わる
幅広い知識と実践的な能力を
身につけます。
不動産に関わる法律･税制･建築などの幅広い知識と
ノウハウを駆使し、お客さまが最善の選択や意思決定を
行えるように企画、調整し、提案します。

いま持っている
アパートが古くなり、
空室も目立ってきているのですが

資金
相続
建築
賃貸
■身につける知識・能力
【事業･実務】

【建築】

不動産を取り巻く環境分析能力、事業計画能力、さらには不動

都市計画法・建築基準法等の法的知識および設計・施工・建物

産投資や組み換え、不動産の証券化、相続対策等、幅広い知識

維持管理等に関する知識が必要となります。リフォームや省エ

が求められます。

ネ対応の促進なども押えておく必要があります。

【法律】

【経済】

不動産の公法的規制の側面（都市計画法、建築基準法など）と、 「経済動向が不動産市場にどのような影響を与えているのか」と
不動産の私法的側面（民法、商法、借地借家法、不動産登記法な

いう観点から、不動産を取り巻く経済情勢、マーケティングに関

ど）に関する知識が求められます。

する知識・分析能力が問われます。

【税制】
不動産の取得・保有・運用・売却に係る税制、有効活用事業等に

【金融】
金融市場の緩和や引締めが不動産市場にどう影響するのか。金

関連する税制、特例・租税特別措置等の概要、不動産証券化の

融政策の内容、金利水準や株価などの知識と、投資対象資産と

税務などの知識が必要です。

しての知識が求められます。
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アドバンテージ

ハイレベルな資格で、実力の証とともに
安心と信頼感をアピールできます。
受験できるのは、３つの国家資格登録者のみ。ハイレベルな資格です。

SUCCESS

専門知識のブラッシュアップ・職業倫理の遵守

START

STEP1

STEP2

下記のいずれかの
国家資格登録者の方

不動産コンサルティング

各資格登録後

技能試験

実務経験

●宅地建物取引士
●不動産鑑定士
●一級建築士

5年以上

合格

STEP3

STEP4

専門分野への
スキルアップ

公認 不動産コンサルティングマスター

公認
不動産コンサルティング
マスター
（5年毎更新）

●相続対策専門士
●不動産エバリュエーション
専門士

■資格アドバンテージ
❶宅建業務とは分離独立した業務として報酬受領が可能
不動産コンサルティング業務は「
、不動産に関する専門的な知識・能力を活用し、公正かつ客観的な立場から、不動産の利用、
取得、処分、管理、事業経営及び投資等について、不動産の物件・市場等の調査・分析等をもとに、依頼者が最善の選択や意
思決定を行えるように企画、調整し、提案する業務」であり、一定の要件のもと、宅地建物取引業務とは分離独立した業務と
して報酬の受領が可能となります。

❷法令上の制度に関する人的要件
「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定された方は、下記の資格を獲得。
(1「
) 不動産特定共同事業法」における「業務管理者」となる資格
(2「
) 不動産投 資 顧 問業 登 録 規 程」における「登 録申請 者」及び「重 要な使 用人」の知 識についての審 査基 準を満たす資格
(3「
) 金融商品取引法」における「不動産関連特定投資運用業」を行う場合の人的要件を満たす資格

❸業界トップランナーである専門士へ
「公認 不動産コンサルティングマスター」には、さらに専門分野に特化した「専門士コース」もご用意。
（１）コース

①相続対策専門士

②不動産エバリュエーション専門士

（２）3日間の研修を受け、修了試験に合格した方が各コースの「専門士」に認定されます
（②は更に１日研修受講が要件）。
認定後は１年毎の更新が必要です。

その他、不動産コンサルティングの専門力を、さらに最新情報でブラッシュアップするスペシャリティ講座を
優待料金で受講できるなど、マスター資格のアドバンテージがあります。
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Voice 1

資格を取得してどんな効果があったのか。

自分も仕事も、さらにレベルアップできます。

公認 不動産コンサルティングマスター

2,437人 に聞きました！
自分効果 ベスト4

仕事効果 ベスト4



自信を持って業務に取り組める
ようになった

％



既存クライアントの信頼がアップ、
％
仲介業務受注に役立った



学習の機会が増えた

％



サービスを付加することで、

％



既存クライアントの

％



相談が増え、新たな取引の



仕事の面白みが増し、



専門家等の

やりがいを感じる

ネットワークが広がった

別途報酬を得た

コンサル業務の受注につながった

チャンスを獲得できた

％

％

％

「公認 不動産コンサルティングマスター資格の活動実態等に関する調査報告書」
（平成26年7月）
より抜粋
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なぜ、公認 不動産コンサルティング
マスターを目指したのか。

Voice 2

        

マスター・インタビュー

川上に立たないと、ビジネスチャンスは広がらない。
仲介や建築などの専門業は、川下の仕事になりやすくコンペになりがちです。しか
◆東京都
スタイルオブ東京株式会社
代表取締役
藤木 賀子 氏

しお客さまは川上で「不動産をどうしようか」と悩んでいるので、ここから接点を
持った方がビジネスチャンスが広がります。
このとき自分の専門分野に誘導しようとすると信頼関係が崩れますから、お客
さまの立場で中立的なアドバイスをすることが大切です。

知識・見識をつけないと存 在意義がない。
資産家のお客さまに対しては、高い知識・見識が必要です。そこからコンサルティン
◆鹿児島県
オーワイ不動産株式会社
代表取締役
山口 隆徳 氏

グを意識し始めました。
とにかくお客さまの質問には、何でも答えられるようになろうと。あとで税理士さん
に聞いておきます、は通用しない。税理士でなければできないことには、考え方など
を即答する。これが、不動産コンサルティング業に絶対必要なことだと思います。

投 資・資産形成への企画提案力を身に付けたかった。
不動産業務に長年従事し、お客さまから「あなたにすべてお任せします！」と言わ
◆千葉県
株式会社K-コンサルティング
代表取締役
大澤 健司 氏

不動産を投資や資産形成の一手法とすると、コンサルタントとしての企画提案力
が必要です。そこで、不動産コンサルティングの提案方法を勉強しようと思い、
受験を決めました。

自分の仕事に付加価値を付けたかった。
地主さん、テナント等事業者さんから仲介の範疇では収まらない相談を受ける機
◆宮城県

会が多く、コンサルティング能力を向上させたいと思いました。

株式会社アイ・ケー・システム
代表取締役
木村 友憲 氏

また、これからは物件情報をやり取りするだけでは存在意義が薄れていくという
危機感もあり、自分の仕事に付加価値をつけなければいけないと感じたからです。
今後、相続ビジネスなど、活躍する場は広がっていくものと思われます。
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Voice 3

いま、どんなコンサルティングに
取り組んでいるのか。

        

マスター・インタビュー

福祉ビジネスと不動産ビジネス。両方の重なっているところに
「私のやりたいコンサルティング」が存 在する。
◆東京都

自分の仕事のテーマは「福祉と不動産の両方に重なっているところ」

株式会社ニューズ モール

です。そこには「空き家」
「シャッター商店街」
「認知症」
「生活保護」
「相

代表取締役 小畑 翔一 氏

続のもめごと」などさまざまな課題があります。また、そこには富裕層
のニーズと低所得者層のニーズが存在し、福祉と不動産がつながりま
す。その両方をするためには両方の専門性を持つ必要があり、資格を
取ろうと思いました。
不動産会社、会計事務所、介護会社で経 験を積み「
、介護 事 業の運営
コンサル会社」を設立し、実務を経験するため、訪問介護を行う別法
人も立ち上げました。
仕事を理解してもらうのに4年かかりましたが「
、小畑さんは、不動産と
福祉の真ん中を専門的にやろうとしているのね」と、両方の分野の方
から少しずつお仕事をもらえるようになりました。

人は、簡単には認めてくれない。
だから、地 域再生からコンサルティングに取り組んだ。

◆群馬県
株式会社 アンカー
代表取締役 川口 貴志 氏

不動産コンサルティングといってもなかなか理解していただけません。
地域の不動産業者として何ができるんだろうと真剣に考えました。以
前から空き家・空き地の話は出ていて、自分から地域再生に積極的に
出ていこうと思い「古民家カフェ」をつくりました。不動産会社としてで
はなくコンサルティング会社としてやりたいために『プラスアンカー』と
いう名称にして運営しています。
やはり形を見せることが大切と思います。形を見せて初めて「アンカー
さんはただの不動産屋さんじゃないみたいよ」と言っていただけるよう
になりました。
街は不動産でできています。所有権の塊だけど公共財であり、街並み
です。空き家の問題にしろ、不動産コンサルティングは地域から待望
される重要な仕事と思っています。
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試験概要

令和2年度
不動産コンサルティング技能試験 概要

■お申込み・試験日等
1.申込期間
2.試験日時

令和2年7月20日（月）〜令和2年9月17日（木）
令和2年11月8日（日）
【択一式試験】 午前10時30分〜12時30分
【記述式試験】 午後 2時00分〜 4時00分

3. 受験手数料

31,000円（税込）

4. 試験地（予定）

札幌･仙台･東京･横浜･静岡･金沢･名古屋･大阪･広島･高松･福岡･沖縄（申込時に選択）

5. 試験の内容

【択一式試験】 50問 四肢択一 事業、経済、金融、税制、建築、法律の6科目
【記述式試験】［必修科目］実務、事業、経済の3科目・4問
［選択科目］金融、税制、建築、法律の中から1科目・1問選択

6. 受験資格

受験申込時点で次のいずれかに該当する方
① 宅地建物取引士（旧・宅地建物取引主任者）資格登録者で、現に宅地建物取引業に従事
している方、または今後従事しようとする方
② 不動産鑑定士で、現に不動産鑑定業に従事している方、または今後従事しようとする方
③ 一級建築士で、現に建築設計業・工事監理業等に従事している方、または今後従事しようとする方

7. 試験合格基準
8. 合格発表

択一式及び記述式試験の合計200点満点中の一定以上の得点
（参考）120点（60％）以上を目処とする。
令和3年1月8日（金）

■試験形式・試験科目等
1. 試験の形式

（1）択一式試験 （50問、2時間）100点満点
不動産コンサルティングを的確に行うために必要な基礎知識、専門知識及び一般知識について、
四肢択一式試験を実施します。電卓は使用しません（必要ありません）
。
（2）記述式試験 必修科目4問・選択科目1問の計5問、2時間）100点満点
択一式試験の知識に加えて､総合能力及び応用能力について、記述式試験を実施します。
一部の科目には、計算問題もあり、電卓の使用ができます。また、語句・数値の記入の他、必須科目の一部では、
知識や考え方を30 〜 50字程度でまとめて簡潔な文章で記載する問題もあります。
選択科目の問題は試験会場で選択します。受験申込時の選択指定はありません。

2. 試験科目、
必修・選択の別

3.試験問題

試験科目

必修・選択の別
択一式試験

記述式試験

実務

―

必須

事業

必須

必須

経済

必須

必須

金融

必須

選択

税制

必須

選択

建築

必須

選択

法律

必須

選択

「令和2年度 不動産コンサルティング基本テキスト」の内容を中心に出題します。
ただし、テキスト以外からの出題も一部あります。

10

学習方法

通信講座、集中講座、自主学習など、
選べる学習方法で基礎から
試験合格へアプローチ

令和2年度 不動産コンサルティング技能試験 学習方法



試験に向けて通信講座で着実に基礎固め



集中講座で身につける

入門研修

コンサル能力の実践法を養う



基礎教育

ステップアップ・
スクーリング
（半日集合研修）

不動産
コンサルティング

技能試験

◎自主学習



不動産コンサルティング入門研修 インターネット通信講座

▶次ページに詳細解説

主催：
（公財）不動産流通推進センター

当センターがご用意したお勧め学習コースです。

◎受付期間 : 6月1日（月）〜9月25日（金）
◎受講料 : 27,000円（税 込）

不動産コンサルティング業務の基礎を学びたい方のための通信講座。

◎申込みはHPにて

演習問題100問と総合問題の解答を中心に、WEB学習で基礎をしっかり習得。

不動産コンサル入門研修

検 索

当センター編集によるテキストを使い、「事業・実務」など各分野
の基礎が学習できます。参考の「チャレンジ問題」もあり技能試験
受験にも役立ちます。



不動産コンサルティング・基礎教育
主催：不動産コンサルティング地方協議会

実施日は不動産コンサルティング中央協議会の
ホームページ（http://www.fu-consul.jp/）をご覧ください。

【事業・実務】
【建築・法律】
【税制・経済金融】の3コースを3日間で実施。
講師の解説によりポイントを集中的に学べます。
◎受講料 ： 各コース16,000円（税 込・教材費込）



東京都不動産コンサルティング協議会

不動産コンサルティング近畿ブロック協議会

神奈川県不動産コンサルティング協議会

岡山県不動産コンサルティング協議会

静岡県不動産コンサルティング協議会

福岡県不動産コンサルティング協議会
（予定）

ステップアップ・スクーリング
主催：
（公財）不動産流通推進センター
上記



の通信講座を9月30日までに修了した方、あるいは上記



の

基礎教育を3コースとも修了した方は、具体的なコンサルティングの考え方・

◎受講料 : 7,000円（税 込）
※仙台・東京・横浜・名古屋・大阪・福岡で9月下旬から10月下旬に開催予定。

進め方を学ぶ「ステップアップ・スクーリング（半日集合研修）
」の受講が
できます。
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不動産コンサルティング入門研修
インターネット通信講座

当センター
講座の特徴

不動産コンサルティングを行うために、何をどのくらい学べばよいのか迷っている方は、
「不動産コンサルティング入門研修 インターネット通信講座」からのスタートをお勧めします。

■スケジュール
6月
6/1

7月

8月

9月

10月

インターネット通信講座 受講申込受付期間
6/22

11月

9/25

インターネット通信講座 開講期間

10/31

直前対策で
合格率が
格段にアップ！

ステップアップ・
スクーリング
（半日集合研修）

不 動産コンサルティング技 能試 験 11/8

●受付期間：6月1日（月）
〜9月25日（金）
●開講期間：6月22日（月）
〜10月31日（土）

通信講座全課程を9月30日までに修了された方は、ステップアップ・スクーリング（半日集合
研修）の受講を申し込むことができます。受講をご希望の方は、インターネット通信講座の
学習期間を十分確保できるよう余裕を持ってお申込みください。

●技能試験日：11月8日（日）

■通信講座のポイント
当センター編著の書籍をベースに編集した

試験内容のベースとなる
テキストを使用します。



テキストを使用。不動産コンサルティングの
基礎となる「事業・実務」
「税制」
「建築・公法」
「私法」
「経済・金融」の各分野の知識につい
てまとめています。
表紙はイメージです




1st STEPと2nd STEP、
そして総合問題と
進めていきます。
当センターが進捗状況を
フォローしていきます。

不 動産コンサルティングの心 得に始まり「
、事 業・実務」
「税制」
「建 築・公法」
「私 法」
「経
済・金融」の各分野について基 本を学習します。学習フローは、取り組みやすい1st
STEPをクリア後に2nd STEPに進み、2つのSTEP合わせて各分野10問〜25問、計
100問の短答式問題が出題されます。全問クリアで「総合問題」にチャレンジできます。
受講開始後ある程度の期間が経過しても問題への解答が進んでいない場合などに、進
捗状況をお知らせする「進捗状況メール」をお送りしますので、忙しい方も安心して受
講いただけます。

無料登録で自主学習をサポートするコンテンツ

「Step to コンサル！」

無料

過去問をもとに、初級、中級、上級の3コースでエクササイズ
コンテンツをご用意しました。
当センターホームページの「フォローアッププログラム」の
「 Step to コンサル！」をクリックしてください。
不動産FUP
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検 索

https://www.retpc.jp/fup/

参考図書と
アドバイス

参考図書をご紹介します

令和2年度
不動産コンサルティング

3冊セット 定価 7,000円（税・送料込）
第1分冊（ 不動産コンサルティングとは・事業・実務編）
第2分冊（ 建築・公法編、私法編）

基本テキスト

第3分冊（ 税制編、経済・金融編）

3冊セット

▶購入は当センターのホームページより

※6月発行予定

表紙はイメージです

■不動産税制の手引 表紙

背景・趣旨が よくわかる

改
正
点
付

不動産税制 手引

不動産流通推進センター

令和2年度版

﹇２０２０﹈年度版

不動産税制の手引

令和２

令和2年（2020年）度版
背景・趣旨がよくわかる
改正点付き

き

2020

背景・趣旨が よくわかる
改 正 点 付 き

不動産税制
の 手引

過去問題集
「2020年版

不動産コンサル

過 去 問 題 集」
（3 年 間 分）

の

不動産流通推進センター

▶購入は当センターのホームページより

本書 の特長

定価 900円（税込）

住宅新報社
■
■不動産の税制が基本から応用までわかります
■
■主要な改正点はすべて網羅
■
■各税制ごとの適用要件や計算式・計算例・早見表などが付いています
■
■重要なポイントをゴシック体で表示

定価 4,300円+税

▶購入は、住宅新報社のホームページ

不動産流通推進センター

表紙はイメージです

DIC 160

■法令改正のポイント 表紙

産

の ポイント

関
連

ポイント

の

不動産流通推進センター

の特長
本書 のの

▶購入は当センターのホームページより

不 動 産 関 連

法令改正

不
動

法令改正

定価 900円（税込）

2020

背景・趣旨が よくわかる

背景・趣旨が よくわかる

不動産流通推進センター

令和2年度版

﹇２０２０﹈年度版

法令改正のポイント

令和２

令和2年（2020年）度版
背景・趣旨がよくわかる
不動産関連

■
■平成27年から令和元年までの主要な改正法令等を掲載
■
■重要法令については、その背景・政策目的・関係条文を分かりやすく解説
■
■重要ポイントは、ゴシック体表示のほか図表入りで解説
■
■国土交通省ガイドラインによる重要事項説明書様式例掲載（部分）

不動産流通推進センター

DIC 171

      

不動産コンサルティング
技能試験合格コース
「 分野別過去問題と解説 」
（5年間分）
アットホーム

定価8,250円（税込）

▶購入は、アットホームのホームページ
またはTEL.03-3580-7051

表紙はイメージです

マスター資格者から受験希望者へ、ワンポイントアドバイス

技能試験で、視野が広がった
受験をきっかけに、経済や金融をあらためて勉強

日常のニュースに関心を持つ
新聞やテレビのニュースソースを大事にして、知らな

しました。興味の範囲が広がり、収益不動産の事

い言葉から、どうしてそんな流れになっているのかま

藤木 賀子 氏

山口 隆徳 氏

業計画などの問題にも、とても役に立ちます。

で、その場で疑問を解決するようにしています。

研修受講・専門士コースをお勧め

過去問を繰り返し解く

マスター向けの研修は実践的なものが多く、専門

月刊「不動産フォーラム21」を定期購読して内容

士コースの仲間とは、今でも情報交換や一緒に仕

の理解に努めました。また、過去問を繰り返し解

事をすることもあります。実力アップとネットワーク

いて苦手分野を見つけ、集中的に勉強しました。

大澤 健司 氏

木村 友憲 氏

づくりにぜひ受験をお勧めします。

しっかり計画を立てて臨むこと
一般的に、試験に受かった人は志が高い。半年

前、1年前から計画を立てて1日どのくらい勉強

したらいいかを考え、行動しました。

小畑 翔一 氏

コンサルチャレンジは、志の裏付け
宅建士は多くの人が持っています。資格を活かす

かどうかは、その人次第です。コンサルチャレンジ

は自分自身の「志の裏付け」とも言えます。

川口 貴志 氏
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過去問題
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過去問チャレンジで出題内容をチェック!
設問は、
「 Step to コンサル！」の中級コースから抜粋。正解は本ページ末尾に記載。

設問1

設問2

【不動産コンサルティングとは】

【事業・実務 】

相談者から所有する不動産のコンサルティングを依頼され、

所要資金の調達および概算事業収支計画に関する次の記述のうち、

報酬を受領する場合に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

適切なものはどれか。

（１）コンサルティング報酬についての統一的な報酬基準はない

（１）資金計画において、事業開始初期の余剰金が依頼者の要望

が、不動産に関する業務報酬なので、宅地建物取引業法に

額に達していない場合、借入金の返済期間は変更せずに、

基づく報酬の限度額を超えてはならない。

返済方法を元利均等から元金均等に切り換えることで、事

（２）依頼者が問題解決のために最善の選択や意思決定ができる
判断材料として、納得できる付加価値のある優れた内容で

業開始初期の返済総額を減額して余剰金を増額させること
ができる。

あっても、不動産コンサルティング制度検討委員会報告書

（２）損益計算とは、減価償却費や借入金利息等を考慮し、主に

に基づけば、企画提案だけで業務報酬を得るには、成果物

税務申告上の所得を算出するために行うものであり、資金

の書面化など一定の要件を満たさなければならないとされ

計算とは、現金収入から現金支出を差し引いて、手元に残

ている。

るお金の計画を立てるものである。

（３）依頼者にコンサルティングをしていく過程で、媒介業務と
して処理すべき案件であることが判明した場合は、ただち
にコンサルティングを中止し、媒介契約を締結して案件処

（３）事 業 計 画 の 健 全 性 を 判 定 す る 指 標 の 一 つ で あ るＤＳＣＲ
（返済余裕率）は「純収益 ÷ 借入金返済額」で求められ、
この値が低いほど健全性のある計画と判断される。

理 に 当 た る べ き で、コ ン サ ル テ ィ ン グ 報 酬 は 受 領 で き な
い。

設問3

設問4

【経済・金融】

【税制】

産業構造の変化と、日本の経済に与える影響などに関する次の記述のうち、

個人における不動産の貸付に係る税務に関する次の記述のうち、

不適切なものはどれか。

適切なものはどれか。

（１）日本の産業構造は、重化学工業を中心とした経済高度成長期の「第

（１）土地を借入金により購入し貸付けている場合の不動産所得

二次産業型」から、サービス業を中心とした「第三次産業型」へと

の計算においては、土地購入のための借入金の金利で事業

重点が移行しているが、これらの変化は、新たな設備の取得などを

開始後に支払った部分は必要経費として不動産の収入金額

通じて土地の重要性を大幅に上昇させる方向に作用したといえる。

から控除できるが、元本返済部分は控除できない。

（２）近年の産業構造の変化に関係する動向としては、インターネットの
活用・接合による「ＩoＴ」、大量の情報を分析し活用する「ビッグ
データ」、人口知能「ＡＩ」やロボット等による技術革新が従来に
ないスピードと影響力で進展するなど「第４次産業革命」とも呼ぶ
べき状況が生じており、これらの動きに対応できるよう経済社会シ
ステムを変革することが重要な課題となっている。
（３）第４次産業革命の進展が日本の社会経済に及ぼす影響については、設
備稼働率の向上や業務の効率化などを要因とした労働生産性の向上と、
新たな需要の創出に伴う雇用の増大をもたらすものとして好意的な意

（２）賃貸借契約等において賃借人から賃貸人に交付される礼
金、および敷金のうちで契約終了時に返還を要しない部分
については、貸付物件の引渡を要するものであるか否かに
かかわらず、賃貸借の期間に対応して配分し、収入として
計上しなければならない。
（３）今年取得した建物について、法定償却方法は定額法となっ
ているが、確定申告期限までに届出書を提出すれば定率法
を選択することもできる。

見がある反面、雇用への影響については、ＡＩや機械により労働の代替
が促進され、労働需要の減少がもたらされると懸念する意見もある。

R1年度試験問題の一部は、当センターホームページの「不動産コンサルティング技能試験／学習方法／過去問に挑戦してみよう！」に掲載してあります。
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★設問の解答：1‐
（2）／ 2‐
（2）／ 3‐
（1）／4‐
（1）

おわりに

資格取得後のサポート＆スキルアップ

専門力のブラッシュアップをサポートします。
当センターでは、資格取得後も専門力のブラッシュアップに向けたサポート体制を充実させています。

■ 不動産コンサルティング実務講座
「公認 不動産コンサルティングマスター」を取得したばかりの方、また以前に取得したが事業実務からは離れ
ていた方など、不動産コンサルティングの実務をあらためて再確認したい方向けの講座です。

■ 不動産コンサルティング特別講座
「公認 不動産コンサルティングマスター」のブラッシュアップのための特別講座です。
※資格有効期間内に1回受講することで、登録更新要件のひとつを満たします。

■ スペシャリティ講座
不動産のプロである「公認 不動産コンサルティングマスター」のブラッシュアップやベテランの宅建業従業者
の専門力アップのための講座です。
「公認 不動産コンサルティングマスター」は優待料金で受講できます。
※資格有効期間に3回以上受講することにで、登録更新要件のひとつを満たします。

■ 不動産コンサルティング事例発表会
「公認 不動産コンサルティングマスター」が実際に取り組んだコンサルティング事例のプレゼンテーション
を見聞きすることができます。

不動産アセットプレイヤーの最高峰を目指す道があります。
「公認 不動産コンサルティングマスター」のなかでも、一定の分野についてさらに専門的な技能を有する方を認定する制度として
「専門士」制度を設けています。

■ 相続対策専門士
一般に相続資産には、自宅や投資用の不動産が含まれるケースが多いのですが、不動産や相続にまつわる法
令は多岐にわたるため、事前整理が重要とされています。依頼者の意向を第一に考え、資産内容を丁寧に
聞き取り、円滑な資産承継の提案をします。

■ 不動産エバリュエーション専門士
不動産コンサルティングの本流ともいえる不動産有効活用。これまでの不動産有効活用に求められてい
たスキルに加え、「土地」および「建物」のいわゆる

目利き

の能力を備えることで、依頼者の所有

する資産を、より多角的な視点から分析し、最も有効に活用する方策を導き出していきます。

継続学習こそ、
専門家であり続ける必須の要件です。
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Success Road
令和2年度

不動産コンサルティング技能試験のご案内

このＱＲコードを読み取ると、
当センターホームページに
アクセスできます。

この度の新型コロナウイルスに罹患された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
不動産コンサルティング技能試験及び講習について、受験者及び受講者の皆さまの
安全確保を第一優先に、換気、座席間隔、消毒等、感染予防対策に十分に配慮して
実施いたします。

公益財団法人
公益財団法人

不動産流通推進センター

〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-30 サウスヒル永田町 8階

旧 不動産流通近代化センター

不動産流通推進センター

