
2013 増税
Fiscal Cliff の合意による増税は高額所得者

を対象に所得税だけでなく、様々な収入に

かかるようです。 

0.9% Medicare surtax on wages – 賃金 25

万ドル（夫婦）超分に上乗せされます。 

3.8% Medicare tax applied to net income – 
これはすでに当欄でお伝えしたように、投資

（賃貸含む）収入に適用。夫婦 modified 
adjusted gross income の 25 万ドル超分。 

Phase out of itemized deductions and 
personal exemptions – クリントン税制の復

活です。夫婦の場合 adjusted gross income 
(AGI) の 30 万ドル超分の 3% allowable 
itemized deductions が減額されます。（Peas

と呼ばれます） 

Personal exemption（個人控除）AGI が 30

万ドルを超すと$2500 毎に 2%ずつ徐々に最

大 20%減額されます。（PEP と呼ばれます） 

Increase in qualifying dividend and capital 
gains tax rate – Qualifying dividends and 
capital gains が夫婦で$450,000 超分に現

在の 15%から 20%になります。（州税も最大

限界税率が上昇しています） 昨年

1031Exchange をされた方にとっては非常に

不利な結果となっています。 

Increase in the federal income tax rate – こ
れは最も知られていることですが、夫婦で課

税所得が 45 万ドル超分の所得税率が

35％から 39.6%に上昇します。 

Estate Tax Increase – 相続税の最大限界

税率も 35%から 45%に引き上げられます。 

(Rockyfield 税の専門家でなく、内容について責任が持てません。

必ず CPA など専門家にご相談下さい。) 

PALOS VERDES RESIDENTIAL PROPERTIES 
パロスバーデスの不動産はお任せください 
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米国経済と住宅市場 

 Fiscal Cliff の大騒ぎの後、先送りされた

Sequester は今回時間切れで施行されてしま

いました。今年度の金額は小く GDP の数字

上は 0.5%程度の影響といわれますが、連邦・

地方政府関連の失業が心配されます。一方、

雇用統計その他に現れているように米国経済

回復が本格化してきています。Payroll tax カ

ットが無くなったにも拘らず消費は増加傾向。

住宅市場も著しく好転しています。増税の影

響は今のところなさそうです。 

 経済は消費、ビジネス投資、政府支出、輸

出入からなります。政府支出による経済政策

は景気サイクルの波動を大きくするので好ま

しくなく、政治は削減を目指しています。ビジ

ネス投資は先行き販売増が見込めない限り雇

用も含めて大きな投資はしません。企業は巨

額のキャッシュを持っているのに消費が伸び

ないため企業資金は金融市場で空回りを続

けていました。最近金価格が低下しているの

は良い兆しです。消費が伸びるためには一般

消費者が将来の雇用・収入に不安がなくなる

ことが最も重要です。ところが過去数年民間

雇用は堅実に増えてきている反面、政府関係

が大幅レイオフを続けてきているため、全体

の雇用情勢が足踏みを続けています。漸く政

府関係のカットが落ち着いてきたところに

Sequester ですから政府議会が景気回復を明

らかに妨害しています。下院は 6 ヶ月の予算

を通しました。まだ上院で修正が予測されま

すが、3 月 27 日の期限までに両党とも政府

のシャットダウンは避けたい意向のようです。 

 まずは Sequester を実害が出てくる前に解

決が望まれ、一番心配なのは 5 月の負債上

限枠の増加問題。昨年と同じように寸前まで

合意ができないと、欧州の再不況もあり国際

的な金融不安の生じる可能性があります。一

部に債務不履行しても負債削減をという恐ろ

しい意見が議会内にもあり心配です。 

 金利は景気回復に伴い多少上昇傾向にあ

りますが、連銀は当面低金利政策を変更する

様子がなく、住宅ローン金利も 4%を超えるに

はまだ大分時間がかかると希望観測していま

す。極端な供給不足で住宅価格は上昇圧力

が強いものの金利は上昇傾向、雇用回復から

所得増にはさらに時間がかかるので、一本調

子の急騰は無いと予測しています。 

パロスバーデス住宅市場 

2 月後半から PV の住宅市場は急変しまし

た。今まで売れ残っていたものが売れ出し、

複数のオファーの来るケースも多くなっていま

す。その上 Cash オファーが非常に多いので

す。企業は販売が止まるとキャッシュフローが

増えます。あるバイヤーが「不況時にお金を

使っていないから、個人もキャッシュがたまっ

ているんだ」と面白いことを云っていました。新

規リスティング数は週によって大量に出てきた

り翌週は殆ど無かったりで、平均するとごく普

通の数字となっています。しかし販売の方は

非常に活発で一週間で 20 件（一戸建て）近く

売れる週も良くあります。このところエスクロー

物件数が伸び悩みから少し減少してきていま

すが、これは買うモノが無いと理由が明らかな

ため心配ありません。販売物件が増えれば販

売も増えます。 
新規リスティング数の増減が激しいのは市

場好転で「そろそろ売ろうか」と市場動向を注

視するオーナーが増えているからと思われま

す。価格動向とリスティング数関係を見ると値

上がり傾向が現れるとどっと売りに出て、それ

が市場価格の頭を抑えます。そうするとちょっ

と様子見という動きのようです。この市場全体

の動きから、ホームオーナの方々はよく市場

を見て理解していらっしゃるなと感心します。 
5 月の米国負債上限をめぐる政争の心配を

除けば、今の供給不足がこの春の販売シー

ズン中続くことは間違いなく、値上がりも期待

できます。昨年平均から現在 4%弱の値上が

りですが、6 月末までに 10%以上の価格回復

を期待したいところです。 
タウンホームとコンド市場も活発で、一戸建

ての値上がりのあとを追って、これから少し価

格上昇も期待できるでしょう。 
リース市場は逆に需要が少し落ち着いてき

ています。それでもまだ悪くなっていないので

ご心配なく。 

 

バイヤー間に 
焦りも見える 

供給不足 
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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 03/08/13) 

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 

リモデル vs. コスト 2013リポート 
家を綺麗にリフォームして高く売りたいと云うオーナーさんに

「費やした金額だけ値上がりはしないので、その分安く売っ

たほうが得ですよ。」とアドバイスしますが、自分の愛する家

でもあり市場より安く売ることには抵抗があるようです。ただ

リフォームは売り易くする、つまりは早く売るという観点から

は非常に有効です。 

 2013 Remodeling Cost vs. Value Report によると

(costvsvalue.com)、外観を良くするものがやはりコスト対

効果から利点があります。玄関のドア、外壁、窓、ガレー

ジドアなどが 70%以上のリターンを期待できます。リフォーム

でなくとも家を売る際は、外のペンキやドライブウェーや前

庭のお化粧直し、芝を替えたり花を植えるだけでも外観は

かなり良くなります。 

 屋内のリフォームで効率の良いのはキッチンですが、

Major リフォームが 68.9%なのに対し Minor リフォームは

75.4%とお金をあまり使わないほうが良い結果が出ていま

す。（Minor リフォームの平均コストは$19,000） 私たちもよ

くアドバイスすることですが、Diminishing Return of 

Investment ということになります。家のサイズや場所にあっ

たリフォームが大切です。要はやりすぎないこと。 

もリターンの悪いのがサンルーム。バスルームのリフォーム

はまずまずですが、バスルーム追加は非常に低いリターンと

なります。ただし古く汚いバスルームは売る上での障害とな

ります。価値を上げるということと、売りやすくするということ

は別のことであることをご理解下さい。 

 リフォームのベストの情報源はリアルター協会が提供する

HouseLogic.com です。私たちリアルターにとっても、非常

に役に立つ Website です。 

Notary Public (公証) 無料サービス 


