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販売好調 
新規リスティング
を上回る 

April 8, 2011 VOL. 89-JP

Rockyfield Newsletter
米国経済と住宅市場 

雇用回復が本格化したことで、消費者マイ

ンドがこれから大きく改善し、消費拡大による

企業売上増、雇用増大と景気回復が加速し

ていくと考えられます。ベストシナリオは個人

所得が伸び住宅価格が上昇。多くのオーナ

ーが水面下から浮き上がってくることです。政

府のリファイナンスプログラムはなかなか効果

が上がりませんが、ひとたび住宅価格が上昇

を始めれば多くの低価格住宅オーナーが救

われるでしょう。中・高額住宅は Short Sale で

ない通常売却によるローン地獄からの開放が

可能になりますし、軽度の場合はリファイナン

スにより解決が可能となります。 

しかし景気の加速的回復にはいくつかの大

きな不安要因があります。商品市況のバブル

で石油など経済資源が高騰しており、景気回

復本格化、特に賃金上昇が始まるとインフレ

が懸念から現実となり、財政赤字巨大化によ

り金利上昇は避けれません。政治の対立激化

による政府シャットダウンが長期化すると経済

は国際的に破綻をきたす恐れがあります。 

企業の経費に消費的なものと投資的なもの

（直接販売増に繋がる、業務効率を改善す

る）があるように、政府支出も消費的なものと、

投資的なものがあります。消費的財政出動は

直接・波及合わせて支出金額を上回る GDP

押し上げ効果がありますが、一時的でインフ

レ傾向を伴います。減税も本来民間投資の促

進を目的とします。株投資は企業資金手当て

の観点から良いとして、金や原油先物等、そ

の他金融商品では資金が空回り、また海外に

流れても経済効果は望めません。 

原油の電力転換効率は日本が 90%、ドイツ

は 85％、米国は僅かに 35％。また電力設備

の老朽化で送電中に失う電力が 25%近くある

といわれます。道路や橋などの老朽化事故が

あります。人的資源の問題では高校卒業レベ

ルでは足し算引き算がも余りできない。高額

の医療費が企業の資金繰りを苦しくしている

など、社会資本の観点から、米国の経済効率

は悪化を続けています。政府支出削減は消

費的なものに重きを置き、投資的なも（社会資

本と人的資源）はむしろ増やしてもらいたいと

ころです。支出削減は赤字削減の目的のた

めの手段ですが、歳入増がなければ支出削

減だけでは赤字は減らないでしょう。 

パロスバーデス住宅市場 

ニュース等で住宅市場が再び落ち込んでい

るなどと伝えられていますが、クローズした販

売統計で 12月後半から 1月下旬までの取引
です。確かにこの時期は値下がりしました。

PV の一戸建て市場の販売は好調ですが、新
規リスティングが多すぎ市場在庫が膨れ上が

っているものの、販売も非常に好調、2 月から
の価格回復が 3 月後半に一時息切れしたも
のの、4 月入りで上昇しています。とくに注目
すべきは昨年暮れからの販売が 90 万ドル以
下（とくに 80 万ドル以下）の物件が牽引車と
なっていたものが、最近 100 万ドル前後の物
件に販売の主流が移ってきていることです。

本格回復（数量、価格とも）に入ったようです。

また 300 万ドル以上の物件は昨年一年間で
23 件売れましたが、今年はすでに 16 件も売
れています。とくに 3月から増えています。 
地域的には長い間低迷していた PV Dr.

North 沿いの RHE が最近急に動き始め需給
環境が非常に良くなっています。あと良好な

のは、PVE の Malaga Cove、Valmonte、また
RPVでは Peninsula Centerの北、Los Verdes
の好調が目立っています。経済環境の好転、

こうした市場傾向から PV 一戸建て住宅市場
は 4-6月にかなり活況となり、価格面でも昨年
4月のピークを越す可能性もあると見通してい
ます。販売をお考えの方はできれば 4-5 月に
リスティングすることをお勧めします。 

3月の Closed Salesは 43件で数は大したこ
とはありませんでしたが、価格は 3月にたまた
ま高額物件が多くクローズしたため、平均・中

間価格とも急騰しました。中間価格は 2 月の
$990,000から$1,395,000となりました。 
タウンホーム市場は引き続き好調で、良いユ

ニットは良く売れていますが、RPV 東は Short
Sale や REO 多くまだ低迷。コンド市場は
Short Sale、フォアクロージャー物件多く、また
供給過多のため低迷しています。 

 

買得物件
住宅販売・価格とも上向きに転じたと
思えるだけに、投資でも子供のためでも
家を買いたい方にとって時機到来といえる
でしょう。買得物件を求めるのは当然です
が、ただ値段が安いだけで見るのは大変
危険で、市場価値よりどれだけ割安か、
また今後の値上がりの可能性を考慮する
必要があります。View やその他特徴の価
値も住宅不況で萎縮しており、ブームが
来れば不動産価値は加速されます。購
入目的に応じてもっとも適切な物件を選
ぶことも重要です。 
現金購入の方は、銀行保有、Auction
が考えられますが、Auction はかなり安く
買えるものの、その場で取引終了となり、
銀行保有のように成約後に調査結果で
やめることができません。銀行保有物件は
通常取引とほぼ同じようなバイヤー権利
がありますが、競合が厳しく価格が競り上
がる危険もあります。 
購入期限のない方は Short Sale が面
白いでしょう。経験上、１ Lender 1 ローン
を狙 うほ うが確率が高 くな り ます 。
2Lenders は第 1Lender がフォアクロージ
ャーを好む傾向があります。債務不履行
がある場合、少額は却っていいかもしれま
せんが、金額が大きいと、Lender はフォア
クロージャーを選ぶ可能性が高いでしょ
う。よく見かけるのは借入金で高額なリフ
ォームに走り、途中でお金がなくなるケー
ス。工事途中のため安く得です。買い方と
しては、銀行の承認は不確実、時間もか
かるので、複数にオファーを入れることで
す。いつでもご相談ください。 
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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
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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 04/07/11) 

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 

Property Tax 節税 
2月クローズの全国中間価格が大幅値下がりしたのは残

念なニュースですが、PV も販売数こそ悪くなかったものの、

価格は全米の傾向に沿って 2 月は非常に悪い結果でし

た。これは取引ベースで 12 月から始まり 1 月末まで続い

た値下がりの影響です。3 月は平均・中間価格とも大きく

上昇していますが、Property Tax 減免のための比較物件

は 1月と 2 月分で対応可能です。 

 一昨年住宅価格の値下がりを反映した Property Tax 

節税（評価額下方修正）を利用された当ニュースレター読

者がいらっしゃいました。このルールはその年の 1月 1 日現

在（実際には 1-3 月にクローズした物件との比較）の価値

が Assessed Value を下回る場合、見直し申請を提出

し、7 月からの Property tax を下げると云うものです。 

 今年は 1・2 月クローズの PV 全体の一戸建て中間価

格が 100 万ドルを下回り過去 2年間より低下、2002 年

レベルまで値下がりしています。PV でも地域差があるので

一概には言えませんが、評価額見直しの絶好機となりま

す。 

金儲けを目論むやからがホームオーナーにアプローチをかけ

ていますが、この申請受付は 6月 1 日からで、非常に簡

単で誰でもできます。Rockyfield ではニュースレターの読

者に無料でお手伝いします。まずは住所とお名前、現在

の Assessed Value（Property Tax の請求書にあります）

をメールにてご連絡くだされば、評価額削減が可能かどう

かをアドバイスいたします。もし可能であれば、申請書作

成をお手伝いします。 

Notary Public (公証) 無料サービス 

 東北大震災で被災された日本の皆様に心より

お見舞い申し上げます。また日本のご家族、ご

親類、お友達など東北大震災により被害を受け

た方がいらっしゃるパロスバーデスにお住まい

の方々のご心痛、ご心配が一日も早く軽減され

ることをお祈りいたします。 
 また近年世代間だけでなく、同世代でも日本

人の人間関係が途切れていたようにも思われ、

再び日本人間の絆が生まれ、協力と勤勉によ

り、戦後復興にも比する第二の奇跡的な復興を

実現することを願っています。 


