
『2021年版 史上最強の宅建士テキスト』お詫びと訂正 

  

本書で記載されている内容に誤りがございました。読者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し

上げますとともに、下記の通り訂正させていただきます。 

 

●160ページ 「1民法上の能力」の 9行目 

誤）…となります（民法上の明文はない。判例による原則）。 

正）…となります。 

 

●420ページ 下から 2行目  

誤）原則としてさいの昇降機の設置が必要。  

正）原則として非常用の昇降機の設置が必要。 

 

●427ページ 側注の緑の囲み  

誤）の場合、… 

正）（1）の場合、… 

 

 

 

2021年宅建試験の法改正情報（法令基準日 2021年４月１日） 

 

本書該当箇所 項目 内容 

1 宅建業法 

[11]重要事項の説明１ 

80ページ 

「IT を活用した重要事項説

明」の対象となる契約の拡

大 

貸借契約だけでなく、売買契約についても、IT を活用し

た重要事項説明が可能になりました（2021 年３月 30 日

施行）。 

4 税・その他 

[05]所得税７ 

559ページ 

「住宅ローン控除」が適用

される「住宅」の範囲の拡

大 

合計所得金額が 1,000 万円以下の者については、住宅の

床面積が 40㎡以上であれば、控除の適用を受けることが

できます。 

4 税・その他 

[06]贈与税２ 

562ページ 

「住宅取得等資金の贈与税

の非課税」が適用される「家

屋」の範囲の拡大 

合計所得金額が 1,000 万円以下の者については、家屋の

床面積が 40㎡以上であれば、非課税の適用を受けること

ができます。 

4 税・その他 

[06]贈与税３② 

563ページ 

「相続時精算課税選択の特

例」が適用される「家屋」

の範囲の拡大 

合計所得金額が 1,000 万円以下の者については、家屋の

床面積が 40㎡以上であれば、特例の適用を受けることが

できます。 

 

  



統計問題に出題されるデータ 

１ 地価公示 

資 料 令和３年地価公示 

発表主体 国土交通省土地鑑定委員会 

発表時期 令和３年３月 23日 

基 準 日 令和３年１月１日 

 

基準日（令和３年１月１日）時点の地価が前年と比べてどれくらい変動したか、変動のトレンドがどうなって

いるか、が問われます。用途別・圏域別に分けて見ておきましょう。 

用途別 

圏域別 

全用途平均 住宅地 商業地 工業地 

変動 トレンド 変動 トレンド 変動 トレンド 変動 トレンド 

全国 
-0.5

% 

６年ぶり 

下落 

-0.4

% 

５年ぶり 

下落 
-0.8% 

７年ぶり 

下落 

+0.8

% 

５年連続 

上昇 

三大都市圏 
-0.7

% 

８年ぶり 

下落 

-0.6

% 

８年ぶり 

下落 
-1.3% 

８年ぶり 

下落 

+1.0

% 

７年連続 

上昇 

地方圏 
-0.3

% 

４年ぶり 

下落 

-0.3

% 

３年ぶり 

下落 
-0.5% 

４年ぶり 

下落 

+0.5

% 

４年連続 

上昇 

２ 建築着工統計・住宅着工統計 

資 料 建築着工統計・住宅着工統計 

発表主体 国土交通省 

発表時期 令和３年１月 29日 

期 間 令和２年（年計） 

 

令和２年の１年間に着工された住宅の数が前年と比べてどれくらい変動したか、変動のトレンドがどうなって

いるか、が問われます。「全体」の戸数は、利用関係別に「持家」「貸家」「分譲住宅」に分類されます。「分譲住

宅」は、さらに「マンション」と「一戸建住宅」に分けられます。 

利用関係 戸数 前年比 トレンド 

全体 815,340戸 -9.9％ ４年連続の減少 

 持家 261,088戸 -9.6％ 昨年の増加から再びの減少 

 貸家 306,753戸 -10.4％ ３年連続の減少 

 分譲住宅 240,268戸 -10.2％ ６年ぶりの減少 

  マンション 107,884戸 -8.4％ 昨年の増加から再びの減少 

  一戸建住宅 130,753戸 -11.4％ ５年ぶりの減少 

  

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_fr4_000432.html
http://www.mlit.go.jp/statistics/details/jutaku_list.html


３ 法人企業統計年報 

資 料 令和元年度法人企業統計年報 

発表主体 財務省 

発表時期 令和２年 10月 30日 

期 間 令和元年度 

不動産業の売上高や経常利益について、前年と比べてどれくらい変動したか、変動のトレンドがどうなってい

るか、が問われます。また、売上高経常利益率（経常利益／売上高）についてもきかれる場合があります。さら

に、不動産業の数字が全産業と比較されることもあるので、全産業に関するデータも見ておきましょう。 

 

 不動産業 全産業 

数値 前年度比 トレンド 数値 前年度比 

売上高 45兆 3,835億円 -2.5％ ５年ぶりの減少 約 1,481兆 8,986億円 -3.5％ 

経常利益 ４兆 6,117億円 -10.6％ ２年連続の減少 71兆 4,385億円 -14.9％ 

売上高経常利益率 10.2% 低下 ２年連続の低下 4.8% 低下 

４ 土地白書 

資 料 令和３年版土地白書 

発表主体 国土交通省 

発表時期 令和３年６月 15日 

期 間 令和元年（年計） 

土地白書からは、土地取引の動向について出題されます。具体的にいうと、令和２年の１年間に全国で売買に

よる所有権の移転登記が何件されたか、がテーマです。登記件数が前年と比べてどれくらい変動したか、変動の

トレンドがどうなっているか、が問われます。 

 

 件数 前年比 トレンド 

令和２年 約 128万件 -2.7% ほぼ横ばい/２年ぶりの減少※ 

※数値的にいえば「２年ぶりの減少」ですが、『土地白書』では「ほぼ横ばいで推移」と表現されています。どちらの表現

で出題されても対応できるようにしましょう。 

５ 国土交通白書 

資 料 令和３年版国土交通白書 

発表主体 国土交通省 

発表時期 令和３年６月 25日 

基 準 日 令和２年３月末（令和元年度末） 

令和２年３月末（令和元年度末）の宅建業者数について問われます。具体的には、宅建業者数が前年と比べて

どれくらい変動したか、変動のトレンドがどうなっているか、が出題のテーマです。 

 

 業者数 前年比 トレンド 

令和元年度末 125,638業者 +1.0% ６年連続の増加 

 

以上 

https://www.mof.go.jp/pri/reference/ssc/results/data.htm
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo02_hh_000001_00014.html
https://www.mlit.go.jp/statistics/file000004.html

