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情報定期便情報定期便
お住まいの建築等をご検討の職員の皆さまにお得な情報をお届け！

提携企業・団体職員の皆さまへ

住まいの

届け！

S U M I T O M O
F O R E S T R Y
I n format ion

2020
March Vol.12

住宅ローン減税は、金融機関からお金を借りて住宅を取得さ

れる方の金利負担を軽減する制度です。毎年末の住宅ロー

ン残高又は住宅取得対価のうち、いずれか少ない方の金額

の1%が所得税※から控除される仕組みになっています。

『2020年12月31日までのご入居』の場合、控除期間が3年

間延長されますので、住宅ローンを利用される方はお早め

にご検討ください。
※所得税から控除しきれない場合は翌年の住民税から控除となります。

■ 住宅ローン減税の期間延長は2020年12月末のご入居まで

住宅ローン減税の控除期間延長

今だけのお得な国の住宅購入支援策

2019年10月からの消費税10％への増税に伴い、マイホーム購入に伴う家計への負担を軽

減することを目的とした住宅購入支援策が用意されています。そのうち「住宅ローン減税」と

「住宅取得等資金贈与の非課税」については、期限が近づいてきています。

控除期間が3年間延長
住宅ローン年末残高の1%を控除

3年

10年（最大500万円控除）

10年（最大500万円控除）現状

延長期間
終了後

・建物価格の2%を3等分した額

毎年の控除額が少ない方を適用

・10年目の控除を延長した額

※住宅ローン年末残高の上限5,000万円、建物購入価格の上限5,000万円。

①2020年12月までにご入居した住宅が対象 ②自らが居住するための住宅である（引越しから6ヵ月以内）
③床面積が50㎡以上 ④年収が3,000万円以下 ⑤住宅ロ一ンの借入期間が10年以上など。 ●お問合せ先：国土交通省

要件

約63万円
その差

2020年12月31日までにご入居

控除期間 13年間 控除率1.0%

2021年1月以降のご入居

控除期間 10年間 控除率1.0%

ご入居時期で
大きな差！

※返済期間35年、金利1%、元利均等返済の場合。 ※試算の金額はあくまでも一例です。ローン金額等によって控除額は変わります。

控除期間が3年長いと控除額も大きく変わる！
（例／ローン額3,000万円※で長期優良住宅を建てた場合の比較）

最大控除額 3,217,500円 最大控除額 2,591,500円 控除額
ダウン

今なら間に合う！
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約366万円
その差

2020年3月31日までにご契約

非課税枠 3,000万円（質の高い住宅）
2020年4月～2021年3月にご契約

非課税枠 1,500万円（質の高い住宅）

ご入居時期で
大きな差！

※基礎控除額110万円、特例税率40%、控除額190万円として試算。 ※住宅取得資金贈与特例が使えるケースでの贈与税計算になります。

非課税枠が大きいと贈与税が大きく変わる！
（例／住宅資金3,000万円の贈与を受け質の高い住宅を建てた場合の比較）

贈与税 0円 贈与税 366万円贈与の金額が非課税に。

贈与額のうち1,500万円まで
非課税で、1,390万円が
贈与税の課税対象に。

贈与税
負担増

消費税率10％時の非課税枠（質の高い住宅）親や祖父母から住宅資金の贈与を受けた場合に、一定

の金額の贈与税が非課税になる制度があります。

2020年3月末までのご契約の場合、非課税枠（質の高い
住宅）が3,000万円に拡大されています。
※所得税から控除しきれない場合は翌年の住民税から控除となります。

■ 親や祖父母からの資金援助がある方は、今がベストタイミングです

住宅取得等資金贈与の非課税枠拡大

3,000万円

質の高い住宅

1,500万円

1,200万円

2019年4月～2020年3月

契約年

2020年4月～2021年3月

2021年4月～2021年12月

質の高い住宅の基準

❶断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4以上の住宅
❷耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）2以上又は免震建築物の住宅
❸高齢者等配慮対策等級（専用部分）3以上の住宅

※各等級は、住宅性能表示制度の性能等級（具体の基準は評価方法基準（平成13年国土交通省告示第1347号））と
同じものです。※中古住宅及び増改築等に係る住宅は、評価方法基準のうち、既存住宅に係る基準に適合しているか
否かにより判断します。※平成27年3月31日以前に住宅性能証明書若しくは設計住宅性能評価又は増改築等工事
証明書の申請があった場合には、省エネルギー対策等級4の住宅も対象となります。

要件

●お問合せ先：お近くの税務署

①父母や祖父母など直系尊属からの贈与 ②収入が2,000万円以下 ③日本国内に住む20歳以上 ④床面積が50㎡以
上240㎡以下 ⑤受贈者が「住宅用の家屋」を所有すること ⑥確定申告が必要 ⑦贈与を受けた翌年3月15日までに全額
を充てて住宅用の家屋の居住等をすることなど



お問合せ・カタログ請求はお客さまのご都合に合わせてお選びいただけます。

hjhome@sfc.co.jp
■電話受付時間／9：30～17:00（年中無休） ■土・日・祝日もお気軽に

お問合せの際は担当者に「企業名」をお伝えください。 備考欄に「企業名」を入力してください。

0120-667-683 「提携法人の森」へアクセス

https://sfc.jp/agent/?30000

フリーコール
またはメール

提携法人
専用サイトより2 3皆様の所属の

窓口担当者さ
まを通して住友林業
の担当者までご連
絡ください。

1
スマートフォンからも
お問合せいただけます。
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住宅ローン減税

すまい給付金

次世代住宅ポイント制度
（新築）

住宅取得等資金贈与の
非課税

2020年12月31日までの入居で、10年目まで最大500万円
11年目～13年目の3年間は建物購入価格の消費税2%分減税（最大）

2020年1月 2020年3月 9月 12月 2021年12月

2021年12月31日までの入居で、最大50万円

2020年3月31日までに契約・着工し、

2020年9月30日までの引渡しで、最大35万ポイント

2019年4月1日～2020年3月31日までの契約で、

非課税枠3,000万円（質の高い住宅）

各住宅購入支援策には期限があります。

※2020年2月1日時点での情報です。詳細な要件や例外・特例がございます。詳しくは当社営業担当者にお問合せください。※関係省庁のホームページでも情報をご覧いただけます。

ご
相
談

建
築
計
画
の
ご
提
案

ご
契
約

着
工

お
引
渡
し

・間取りの再確認
・仕様設備の再確認
・インテリアの打合わせ
・外構の打合わせ

※お引渡しまでにかかる期間はご計画内容により異なります。詳しくはご相談ください。

家づくりのステップ

・実施設計図の作成
・住宅ローンの手続き
・建築着工合意書の締結

2020年
12月末までのご入居※

（住宅ローン減税）

2020年
12月末までのご入居※

（住宅ローン減税）

2020年
3月末までのご契約
（資金贈与の非課税枠）

2020年
3月末までのご契約
（資金贈与の非課税枠）

ご契約から着工までに
これだけの手続きがございます。

2020年4月～2021年3月までの契約で非課税枠1,500万円（質の高い住宅）
2021年4月～2021年12月までの契約で非課税枠1,200万円（質の高い住宅）
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将来売却することになった場合でも安心な「スムストック」をご存知ですか？

さまざまな想いを胸に建てたマイホーム。しかし、将来的に生活環境の変化などによりマイ

ホームを売却しなければならない事情が出てくるかもしれません。そのような場合に役立つ

のが『スムストック』という制度です。

諸外国に比べて住宅の使用期間が約32年と短い日本では、優良な既存（中古）住宅を社会の共有資産として

住み継ぐための仕組みづくりが求められています。

そこで、住友林業を含む大手住宅メーカー10社が協力して「優良ストック住宅推進協議会」を設立しました。

参加メーカーがこれまで供給してきた建物のうち、3つの原則をクリアした優良な住宅のみに適用される安心と

信頼のブランドがスムストックです。

もしも家を売却する必要がでてきても、明確な査定制度に基づいて正しい評価で売却することができます。

■ スムストックとは

■ スムストック認定を受けるための3つの原則と適正評価するための3つの手法

耐震性 長期点検・補修制度 住宅履歴

新耐震基準を
満たしている

50年以上にわたって
「長期点検・補修制度」を
守り続けることができる

住宅履歴データが
保存・整備されている

「スムストック住宅販売士」の資格を
持った専門家が査定から販売まで実
施します。住友林業グループには「ス
ムストック住宅販売士」が630人以上
在籍しています。（2020年3月時点）

スムストックの査定では、構造躯体と
内装・設備の償却年数を区分して査定す
ることで、建物本来の価値を正しく評価。
これまでのメンテナンス履歴やリフォー
ム工事などもきちんと評価します。

スムストックは、一般的な総額表示で
はなく、建物と土地の価格を別々に
表示しますので、購入希望者に建物
自体の価値を適正に伝えられます。

スムストック
住宅販売士

構造躯体と内装設備を
分けて査定

建物価格と
土地価格を
分けて表記

トック住宅販売士」
専門家が査定から販
住友林業グル

老後の
生活のために

転　勤
ご両親と
同居

子世帯の
独立

スムストック認定のための3つの原則

適正評価するための3つの方法



お問合せ・カタログ請求はお客さまのご都合に合わせてお選びいただけます。

hjhome@sfc.co.jp
■電話受付時間／9：30～17:00（年中無休） ■土・日・祝日もお気軽に

お問合せの際は担当者に「企業名」をお伝えください。 備考欄に「企業名」を入力してください。

0120-667-683 「提携法人の森」へアクセス

https://sfc.jp/agent/?30000

フリーコール
またはメール

提携法人
専用サイトより2 3皆様の所属の

窓口担当者さ
まを通して住友林業
の担当者までご連
絡ください。

1
スマートフォンからも
お問合せいただけます。

https://sumstock.jp

スマートフォンか
らもお問合せい
ただけます。
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住友林業の家であれば、将来家を売却することになったとしても、
価値ある住まいを正しく評価する安心の査定制度をご利用いただけます。

「スムストック」は、
売主様・買主様に評価されており、

これからも広がります。

従来の査定方式では、20年も経てば住まいの価値が限りなく0円に近づくのに対し、スムストックの査定ではメン

テナンス次第で20年を過ぎた住まいでも正しい価値を評価します。

■ スムストック査定と一般査定では査定額が違います

■ スムストック成約数は11年連続増加し、累積「1万棟」を突破しました

大手住宅メーカーの中古住宅だけを掲載した
「スムストック専用サイト」はこちら

建物価格に
大きな差！

スムストックの場合 一般査定の場合

・ 上記スムストック査定は、住友林業を含む大手メーカー10社の成約事例に基
づいた「築20年超」の建物の平均成約価格です。（株式会社東京カンテイ集計
／2008年7月～2019年6月までの建物成約実績に基づく）

・ 上記価格は、建物価格の比較ですので、土地価格は含まれておりません。
・ 地域や物件の状況により査定価格は異なります。

スムストック築年毎の
建物成約価格（平均）

築21年～築25年 666万円
築26年～築30年 519万円
築31年以降 333万円

スムストック 累計成約数（大手10社合計）

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182008
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(年度)
0

283 614
1,090
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2,445

3,742

5,190

6,822

8,562

10,303

50

建物価格 546万円
（成約平均）

建物価格 0円



お問合せ・カタログ請求はお客さまのご都合に合わせてお選びいただけます。

hjhome@sfc.co.jp
■電話受付時間／9：30～17:00（年中無休） ■土・日・祝日もお気軽に

お問合せの際は担当者に「企業名」をお伝えください。 備考欄に「企業名」を入力してください。

0120-667-683 「提携法人の森」へアクセス

https://sfc.jp/agent/?30000

フリーコール
またはメール

提携法人
専用サイトより2 3皆様の所属の

窓口担当者さ
まを通して住友林業
の担当者までご連
絡ください。

1

住友林業の展示場「WEB来場予約キャンペーン」実施中！

国の住宅支援策や住友林業の期間限定企画を、お近くの展示場
で詳しくご紹介いたします。さらに、WEBでご来場予約された方に
はもれなく素敵なプレゼントをさしあげます。

せっかくの家づくり、少しの後悔もしたくない！今お手持ちの間取り図に、住友林業がひと味違
うアドバイスを加えます。同じ敷地でも、設計ひとつで心地よさは大きく変わってくるもの。そのプ
ラン、今よりきっと良くなります。

ご来場の際はご予約がオススメです！ご来場の際はご予約がオススメです！

2020年3月31日ご来場まで

木製モバイルバッテリープレゼント！

ご来場の方にもれなく
ご来場の方にもれなく
ご来場の方にもれなく

事前に
ご要望をうかがい、
当日、お答えします。

豊富な専門知識を
もったスタッフが
サポートします。

ご希望の時間に
見学できます。

WEB来場予約キャンペーン

※プレゼントは、1家族1つまでとなります。 ※プレゼントは、4月下旬以降にご自宅に郵送いたします。

住友林業の展示場にお越しください！住友林業の展示場にお越しください！

全国の住友林業展示場で

WEB来場予約の
メリット

展示場に行く前に、　　　　　　　　　　 の方には
住まいに関するカタログを無料でプレゼント！

The Forest BF 共働き家族の家「DUE CLASSO」 平屋の住まい「GRAND LIFE」 実例集「自家自讃」

まずはカタログでご検討

スマートフォンからも
お問合せいただけます。

カタログの
請求はコチラ▶

来場予約はコチラ▶

午前9時30分から午後5時まで（年中無休）受付時間

0120-66667-683683 住友林業株式会社  住宅・建築事業本部 営業推進部
法人営業グループ 本部
〒100-8270　東京都千代田区大手町1-3-2 経団連会館
TEL：03-3214-3600　FAX：03-3214-3601

全国約290の展示場でお待ちしています！
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