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Rockyfield Newsletter
米国経済と住宅市場 

第一四半期 GDP が 2.2%増と前期の 3％か

ら減速、雇用者数も 3 月に続き 115,000 増と

低い水準に留まったため、景気回復が鈍るの

ではとの懸念が出ています。ここでは数字の

中身から明るい面を探して見ましょう。 
GDP は前期比だけで見ると悪くなったように

見えますが、前年同期比で、前期は 1.6%増、

第一四半期は 2.1％増と良くなっています。ま

た成長率の内容を見ると、在庫調整分が前期

は 1.81%押し上げ、第一四半期は 0.59%、そ

の分消費が増えているのが明るい点。 
雇用は 1・2 月が暖冬のせいで例年になく雇

用者数が非常に増えました。つまり 3・4 月分

を先取りした格好になりました。また 2・3 月分

は計 53,000 人上方修正がありました。企業が

人を増やすのはビジネスが増えて現状で対

応できなくなってから。多くの米企業が現時点

の利益増のためコスト削減、とくに従業員にか

なり無理をさせている状態です。逆に言うと売

り上げが急伸していないから、雇用をそれほ

ど増やさなくても対応できるのでしょう。それで

も民間雇用数は順調に増えています。 
1-3 月期の企業利益がかなり良いのに GDP

も雇用も伸び悩みという現状は、需要回復が

弱いことを示しています。この一番の原因は

政府、州、自治体の税収がガタ落ちのため支

出を大幅に削減、雇用も大幅に減らしている

ことです。政府支出はその削減額を数倍上回

る需要減となります。金融危機に端を発した

大不況下では州や自治体の借り入れ能力は

なくなっており仕方ないといえますが、連邦政

府は異なります。米国債は他の国際と異なり、

単なる投資債券でなく国際金融の血液の役

目を果たしており、とくに他の先進国の信用リ

スクが増大している現状では米国債発行額が

増えても買い手が減ることは考えられません。

米国だけが世界経済回復の望みの綱です。

財政赤字問題は経済成長による税収増無し

には不可能。米国が需要拡大で景気浮揚を

図り、他国からの輸入も増やすことが欧州他

の景気回復、金融危機回避へ繋がります。 
とくに公共投資は民間の土木・建設会社が

請け負いので、支出増であっても政府規模拡

大にはなりません。老朽化している社会資本

の効率化も競争力維持に不可欠です。。 
パロスバーデス住宅市場 

5 月第一週から一時的に値上がりの兆候が

出てはまた元に戻るという繰り返しをしていま

す。販売好調と新規リスティングラッシュの綱

引きのような状態が続いています。 
PV 一戸建て住宅の市場在庫は一時期 160

近くまで下がったものの、この 2 週間の異常

な新規分増加で 180 に増えています。エスク

ロー物件数も 120 を越えた水準を維持してお

り需給関係は悪化していませんが、価格上昇

がもう一つ明確にならない理由です。それで

もエスクロー中間価格はジリジリと僅かながら

着実に上げています。昨年の供給過剰状態

が 11 月以降落ち着いて今年はそれほど売り

に出てくるセラーは増えないのではと思って

いましたが間違いでした。このところ昨年をも

上回るペースになっています。 
しかし 90 万ドル以下の低価格帯の需給が

少し緩んできた一方、100 万ドル以上が活発

になってきている点も市場が回復基調にある

ことを示しています。さらに他のエージェントか

ら「市場が良くなっている」と聞くことが増えて

います。当然彼らのバイヤーにも同じことを言

っているでしょうから、価格が上昇に転じたと

考え始めるバイヤーが増えると期待できます。

ただし市場在庫がまだ多いためバイヤーの選

択肢も多く、セラー間の競合も厳しい状態が

暫く続きそうです。 
高額物件もよく売れています。最近 200 万ド

ル台が好転していますし、300 万ドル以上は

すでに非常に良く売れています。 
Rockyfield では 5 月中にかなり値上がりが

明確になると希望的予測を立てています。直

ぐに売れると思ったものが売れ残ったり、これ

がと思うような物件が売れたり、読みにくい市

場が今後も続きそうです。価格上昇が本格化

しても、景気全般が不安なこともあり、一本調

子で値上がりするとは考えにくい状態です。 
タウンハウスは売れすぎて極端な供給不足

状態です。値段はそれほど上っていません。 

 

Short Saleの落とし穴
Short Sale は価格低迷、超低金利の今の

うちに賃貸など住む目的以外で住宅を買う

には魅力のあるものです。勿論、貸し手銀

行の承認に半年以上かかるケースもあり、そ

の末に No の回答ということもあります。クロー

ズするまでに様々な問題の生じることが普

通であり、Short Sale のターゲットの絞り方か

らオファー戦術など、良いエージェントのアド

バイスを得ながら進めていくのが賢明です。 
最近、バイヤーが法律・税金の多大なリス

クに気づかず、Rockyfield のアドバイスで踏み

とどまったケースがあります。とくにセラーが

NOD（債務不履行）で Foreclosure 段階にあ

る Short Sale のセラーはお金がなく破産状

態。家が売れてもローン残高の方が大きい

のでセラーには一銭も残りません。稀に銀行

が販売金から引越し費用くらいを OK する

場合もあるようです。リスティング・エージェン

トが助けることもありますが、厳密には銀行

の承諾が必要です。絶望的になっているセ

ラーがバイヤーにエスクロー外でのお金を要

求するケースがありました。これが銀行に知

れた場合には大変なことになります。本来ロ

ーン返済不足分に充当されるお金を隠蔽し

て騙し取ることになるからです。銀行から告

訴されるだけでなく、犯罪行為にもなり、さら

に贈与税の対象になりかねません。銀行が

Short Sale を承認するとバイヤーとセラーは

Arm’s length agreement に署名し、セラーと

バイヤー間に銀行が OK していない取決め

や合意がないことを宣誓します。くれぐれもご

注意下さい。また、購入後セラーをテナント

として住まわせることも、銀行の承諾なしに

は禁じられています。 

新規リスティング 

異常な高水準 

価格上昇の足枷 



  Web 

           

 
130 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

サービスもしますが別途料金を頂きます。 

年金居住証明・署名証明も行います。 
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A: Active    B: Backup    P: Pending    S: Sold 
 (*) Condo/townhome 

Prices in '000s. Source: MLS (as of 05/08/12) 

Rockyfield contacts    
DRE broker license: 

01328577  
27520 Hawthorne Blvd. Suite 144 
Rolling Hills Estates, CA 90274 
 
Websiteでリアルタイムの物件検索ができます 
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:  properties11@rockyfield.com 
www.rockyfield.com 

危険物質 (2) －ホルムアルデヒド 
Formaldehydeは無色で刺激臭があり、水や溶剤に溶け

ます。ホルムアルデヒドは空気中にも存在しますが、健康

上問題となるのは、屋内の合板（キッチンキャビネットや本

棚、家具類）に使われているホルムアルデヒドを含む合成

樹脂（接着剤）です。これが室内の空気中に出てくるの

で、どの家にも必ずあるようですが、合板の使用が多い家

のほうが危険度が高くなります。また年月が経つとホルムア

ルデヒドの放出は少なくなります。 

ホルムアルデヒドはガンの原因になるとされていますが、目

が痛くなったり、肌が荒れたり、呼吸器関連に障害を起こ

す事も知られています。喘息やアレルギーなどが悪化する

事もあります。ホルムアルデヒドの計測は化学分析により24

時間から数日行わなければならず、特に心配の無い家庭

では現実的ではありません。一般に100ppbで目やのどの

痛みを感じますが、家庭内の安全基準は27ppb以下とい

われています。 

対策としては、窓を開けて風通しをよくすること、特に新し

い家具類で合板やチップボードを使用しているものを避け

る事です。Solid woodや木以外の材料は大丈夫です。ま

たホルムアルデヒドは高温・多湿で空気中への放出が増え

るので、温度と湿度を下げる事も対策となります。 

次のリンクは大変参考になると思いますのでご覧下さい。 
http://www.arb.ca.gov/research/indoor/formaldgl08-04.pdf 

(EメールでPDFをお送りする事も出来ます。) 

詳細は、ホルムアルデヒドを含む危険物質に関する冊子

（英語CD）を無料でお分けしていますのでご連絡ください。 

Notary Public (公証) 無料サービス 

一戸建てリース – Cedarbluff RPV  
リース家賃月$3,250 

 入居可能日： 6月中旬 

 3ベッドルーム、1460ｓｆ 

 Vista Grande, Ridgecreｓｔ 学校区  

 広い裏庭、View 無 

5 月末に現テナントが出たあと、修理・改装後に入居可能 

Hanyman などご紹介 
当お客様からお勧めいただいた、ハンディマン、ペンキ

や、掃除、その他をご紹介いたします。 
ご問い合わせはカタリーナまで 


