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市場在庫膨らみ
価格回復の 
頭抑える危険も

March 9, 2011 VOL. 88-JP

Rockyfield Newsletter
米国経済と住宅市場 

遅れている雇用が 2 月は 192,000 となり本

格回復への期待が出てきました。市場予測の

200,000 を下回ったものの、民間は逆に市場

予測 190,000 を大きく上回る 222,000 となりま

した。12・1 月統計も大幅上方修正されまし

た。地方政府の雇用減少が足を引張り続けて

います。多くの州が赤字状態の上、各州間で

ビジネス振興の競争から企業税を削減・ゼロ

化に走り財政危機を招いているため、今後も

地方政府の雇用は減少が続きそうですが、民

間雇用が急増しており雇用回復は本格化し

たと云えます。労働人口の増加もあり、継続的

に 150,000 を超えていくことが必要です。 

経済回復本格化での心配はインフレ。金を

始め商品市況がこの数年間上昇を続け特に

中東の政情不安から原油価格が急騰してい

ます。実際にはインフレは存在せず、金価格

が倍になるのはなぜでしょう。原油にしても需

給タイトを理由に過去 10 年間上昇してきまし

たが、専門家によると極端な供給不足は国際

経済回復でも当面ないといっています。一番

の原因は 2000 年の不況時に資金供給を増

やしたものの、金融と不動産市場の中でお金

が空回りし経済全体への効果は薄かったため

でしょう。それがモーゲージ債券破綻の原因

となり金融危機を招きました。2008 年からの

大不況で資金量は膨大化しましたが不況で

企業売上げが芳しくなく株式市場が魅力ない

ため、商品市況をバブル状態にしています。 

景気底打ちから余剰資金を吸い上げる必要

があっても雇用が遅れていたため政治的にで

きませんでしたが、雇用回復が明確となれば

可能となります。Bernanki 連銀議長も最近に

なってインフレに焦点を移していることを証言

しています。昨年議論となった米国債買いオ

ペは消えるでしょう。 

原油・金価格等が急騰にも拘らず金利がむ

しろ低下気味なのは余剰資金が金融市場だ

けで回転しているためと見られ、資金供給量

を減らしても、実質経済への影響は少ないと

思います。皮肉にも急激な商品価格の低下

は再び金融危機を招く恐れがあり、連銀の金

融政策は非常に難しいものがあります。利上

げは回復途上にある住宅市場の頭を抑えるこ

とになり心配です。 

パロスバーデス住宅市場 

PV の一戸建て住宅市場価格が急回復して

います。すでに 12 月から一月の値下がり分

を取り返し、昨年 10 月の値下がり分の半分ま

で戻しています。ただ昨年ピークの 4 月レベ

ルまではまだかなりあります。（以上取引ベー

ス）。雇用統計が良くなっているため、価格は

さらに上昇を続けると期待したいところです。

しかしこのまま一本調子で上昇するか、ちょっ

と心配があります。と言うのは販売が順調でも

新規に売り出している物件が余りに多く、市場

在庫とエスクロー物件数の差が２月中旬から

拡大を始め、このところさらに拡大のペースを

速めています。そのため市場価格は 3 月後

半に足踏み状態か多少の下落となる可能性

があります。それでも PV の住宅市場回復に

楽観の姿勢を変えていません。その理由は 2

つあります。価格帯別に需給関係を分析する

と、200 万ドル以上のリスティングが増えてお

り、一方 125 万ドル以下の需給関係は殆ど変

わりありません。第 2 に販売量が比較的高水

準を維持しています。売れ筋が高い価格帯に

移行を始めている兆候も見えます。 

クローズベースで 2 月の PV 一戸建て住宅
販売数は 32 と 2 月にしては高水準。中間価
格はさらに低下し、2 ヶ月連続で 100 万ドル
割れ。3 月は少し戻すでしょう。クローズベー
スで価格回復が明確となるのは 4 月からと予
測されます。 
タウンホームは依然活況ですが値段はまだ

回復が明確に見られません。とくに RPV東部
は Short Sale などが多く回復が遅れていま
す。コンドは Foreclosure 関係が多すぎ、また
需給状況も悪くパッとしません。 
価格回復が見えるとさらに売出しが増える可

能性もあり、4 月の需給に懸念はあっても、雇
用回復でバイヤーの買い意欲が強く、むしろ

値上り予測で購入を急げば、販売に関して心

配は余りないかもしれません。PV も地域によ
ってかなり違います。 

 

SBA Commercial RE 
Refinancing Program 

コマーシャル・モーゲージの満期あるいは

Balloon Payment が年末までにくる中小ビ
ジネスは SBA の新 504 ローンでリファイナ

ンスできるかもしれません。 

新リファイナンスプログラムは従来の 504

ローンと同じく最低 10%エクイティ、第 3 者

ローン機関と SBA 認定の Certified 

Development Companies（50/40）など

の要件がありますが、ビジネス拡張の条件

が外れたのが特徴です。SBA はすでに 2

月 28 日から申込みを受付けています。 

この数年の大不況によるコマーシャル不

動産の値下がりにでモーゲージローンが満

期となる中小ビジネスは危機を迎えていま

す。ビジネスそのものが順調でも値下がり

で普通のリファイナンスの道が閉ざされてい

るからです。 

リファイナンスは不動産価値の 90%かロ

ーン残高の 100%の小さい額まで可能。た

だしローンのお金は他のビジネス経費には

使えません。現行の 504 ローンや政府保

証ローンは今回の臨時 504 リファイナンス

の対象になりません。合計$33.8Billion が

用意されており、20,000 の中小ビジネス

の救済を予定しています。 

504 ローンは本来、長期固定金利によ
るファイナンスで拡張・近代化のための固
定資産の購入を可能とするものです。 
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修繕・リフォーム業者のご紹介 
腕もよく値段もいいコントラクター、ハンディマン、プランマー、ペン

キ屋、カーペットクリーナー、ガーデナー、プールサービスなど家

の修繕やリフォームに必要な人をご紹介できます。カタリーナまで

お問合わせ下さい。 
 
ご自宅地域の市場情報（週一回=無料） 
もっと詳しい市場情報を毎週（通常日曜日）にメールにてお

届けします。メールでお申し込みください。最近はリスティ

ング多いため下のリストはごく一部です。 
 Properties11@rockyfield.com 
 
ご自宅の市場価値推定（無料） 
リフォームした方、家が幾ら位かお知りになりたい方、市場

価値推定を無料で致します。お売りになる計画が無くても遠

慮は要りません。最初にそう仰って下さればそのように対応

いたします。 
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当ニュースレター定期読者（郵送）の

方に､Notary Public の無料サービス

（直接の場合、ローン書類は除く）を致して

います。また Rockyfield をエージェント

として家の売買をした方には Notary 

Public を 5 年間無料で提供します。オ

フィスに不在のこともありますので､電

話でアポをお願いします。カタリーナ

(Ext.２＃)まで日本語でどうぞ。出張サー

ビスの場合は別途料金を頂きます。 
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A: Active    B: Backup    P: Pending    S: Sold 
 (*) Condo/townhome 

Prices in '000s. Source: MLS (as of 03/10/11) 

Rockyfield contacts    
DRE broker license: 

01328577  
27520 Hawthorne Blvd. Suite 144 
Rolling Hills Estates, CA 90274 
 
RockyfieldのWebsiteでMLSの物件がご自分で検索できます 
www.rockyfield.com/propertymenu.html 
 
電話: (310) 544-0857（日本語でどうぞ） 
  アンソニー Ext. 1# カタリーナ Ext. 2# 
email:  properties8@rockyfield.com 
www.rockyfield.com 

加州エネルギー・アップグレード 
加州エネルギー委員会は新しく「Energy Upgrade 
California」を Public Utility委員会、Utility会社、地方
自治体、民間などの共同で州全域を対象に開始し

ました。 
 このプログラムのもと情報の統一化を図り、窓口と

なる www.EnergyUpgradeCA.org のウェブサイトを中
心に展開します。不動産オーナーやコントラクターはこ

のウェブサイト一箇所から省エネ、インセンティブ、リベ

ート、資金手当て源などの 情報を得ることができるよ
うになり、これらを利用、長期的エネルギー効率化、

再生可能エネルギーの改善に投資することで、お金

を受取ることも可能です。58 Countiesそれぞれのペー
ジもあります。 
住宅オーナーは Zipコードを打ち込んで様々な奨励
プログラムや、資金手当て選択肢、参加している

Contractorの情報などを見ることができます。近い将
来、数戸建て住宅にも広がり、秋には Commercial 
物件にも拡大されます。 
アップグレードは Basicと Advancedの 2つのプログラ
ムからなり、Basicは 7つの要件を満たし約 10%省エ
ネの達成を目標に、$1,000のリベートがあります。
Advancedはカスタムメイドのプログラムで 15-40%の省
エネ達成により$1,250-$4,000のリベートが貰えます。 

Notary Public (公証) 無料サービス 


