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Rockyfield Newsletter
米国経済と住宅市場 

Sequester の影響が航空管制官の削減による

飛行機の遅延に著しく出て議会は数日で強

制 削 減 か ら 航 空 管 制 を 除 外 し ま し た 。

Sequester による削減は政府機能の経費削減

であるため金額は小さくても政府によるサービ

スに大きな影響が出たり政府関係の雇用削

減、政府の取引先民間企業に痛手となりま

す。航空管制だけ除外してもあまり見えないと

ころで経済に与える悪影響はこれからじりじり

と出てくるでしょう。４月の雇用統計が予測を

上回り、３月、２月も大幅に上方修正（合計

114,000 増）され、株式市場が急騰しました。

しかし 近落ち着いてきた政府関係の雇用減

少が 4 月は 11,000 人減と増えています。 

 この数年緊縮財政（Austerity）支持が勢い

をつけています。この背景には Harvard 教授

による 2 つの研究論文があります。Albert

Alesina/Silvia Ardagna による Expansionary

Fiscal Consolidationｓは歳出削減と経済成長

の関係を歴史的資料から研究したもので、緊

縮財政が経済成長に繋がるという結論を出し

ています。Carmen Reinhart/Kenneth Rogoff

の本は政府負債が GDP の 90%を超すと経済

停滞するという内容です。前者は IMF が歳出

減と景気拡大の対象期間の取り方に重大な

疑問があると反論。つまり結論を正当化する

ためデータを集めた結果になっています。さ

らに因果関係において、金利（不況下の金利

低下）や為替など他要因の影響を無視してい

ます。また後者は分析のエクセル計算表に幼

稚なミスが見つかり、また対象国の選択にも疑

問が投げられました。財政赤字は長期的、特

に経済成長時は好ましくありませんが、不況

時の緊縮財政の結果は欧州で明らかです。 

 Austerity は南米諸国が 70 年代に先進国

から借りまくり 80 年代に破産状態、債務不履

行によりリスケジュール、IMF や世銀から緊急

融資に伴い、緊縮財政を余儀なくされたもの

で、債務不履行などの危険の無い先進国で

不況下の削減は景気回復を遅らせます。米

国の赤字拡大は歳入減によるもので歳出は

減少しており、景気回復は連銀の金融緩和政

策だけに頼っている状態ですが、今の金融市

場における過剰流動性は経済が急回復を始

めると歳出増よりも危険が大きいと思います。

パロスバーデス住宅市場 

一戸建てエスクロー物件の中間価格は前号

で予測したように３月の急上昇から４月は僅か

ながら反落後、横ばい状態にありました。需給

関係から見ると値上がりを契機に３月下旬か

ら大量の新規リスティングが続いています。４

月下旬には１週間で２５件という異常な数とな

りました。販売の方も好調ですがリスティング

数に追いつかず販売中物件数（市場在庫）が

エスクロー物件数を越し非常な需給タイト状

態が多少緩んだ状況です。それでもバイヤー

にすると競争が激しく直ぐにオファーを入れな

いと買いそびれるという心理状態。 近気が

ついたのは早い時期でのエスクローキャンセ

ルが増えている事、ローン問題であればもう

少し後になってからなので、裏づけは無いも

のの、一部のバイヤーは複数の物件に同時

にオファーを入れているのではないかという疑

問を持っています。セラーはオファー選択時

に値段だけでなく、資金状態に加え、バイヤ

ーがどれほど家を気に入っているのか、誠実

さや真剣度を見る必要があります。 
５月入りで新規リスティング数も異常な高水

準からただの高水準に落ち着くと、連銀の人

為的な低金利政策でまだ暫く金利は上昇しな

いでしょうし、価格は緩やかながら、5 月中旬

から上昇を再開するという予測を変えていま

せん。ただエスクロー中間価格はすでに 120
万ドル超水準にあり、ここからの急騰は難しく

値上がりは緩やかとなりそう。この２週間が５-６
月の価格動向を占うカギとなります。 

エリア別に見ると RPV の西側では極端な供

給不足に変わりなく 100 万ドル以下のリスティ

ングは一件しかありません。PV 全体でも 100
万ドル以下は 7 件だけです。価格帯では引き

続き 200 万ドル台の好調が目立ちます。 
タウンハウスは極端な供給不足が数年続い

ています。頭打ちだった価格がやっと一戸建

て上昇の後を追い、80 万ドル台が売れ始め

ています。コンド市場も順調です。 

 

1031 Exchangeの注意
 １０３１Exchange は、投資物件を通常の

販売ではなく、買替え物件と交換することに

よりキャピタルゲイン税を先延ばしにするもの

です。税金逃れとはなりません。実際には仲

介業者（Qualified Intermediary でなけれ

ばいけません）が間に立ち、次のようなルール

があります。 

 売却物件のクローズ日から 45 日以内に

交換物件を決め仲介業者に報告します。

ひとたび 45 日が過ぎると変更できません。ま

た 45 日以内に交換物件を指定できないと

1031Exchange が成立しません。交換物件

の購入期限は売却物件のクローズから 180

日。理由が何であれ不成立になるとキャピタ

ルゲイン税、タイミングによっては納税遅延で

金利とペナルティを払う結果も想定できま

す。仲介料は$700-$1000 です。 

 危険を避けるために販売と同時に交換物

件の購入も始めるのが得策で、何らかの理

由で購入がうまくいかなくても 45 日以内で

あれば他の物件に乗り換えも可能です。 

 2 月号でお知らせしたように投資物件の

売却には今年から幾つかの上乗せ税があり

ますので昨年投資物件を売却した方は得

しました。キャピタルゲイン税を減らすため賃

貸物件に 2 年以上住み 50 万ドル控除

（夫婦ジョイント）をとる場合も予め CPA とよ

く相談が必要です。また減価償却の分は控

除できません。減価償却分は 25%（連邦）

の税金がかかります。また 1031Exchange で

入手した家の場合、賃貸期間と自宅期間

が比例配分され控除額全額は取れませ

ん。不動産は税金を抜きに考えられず、とく

に投資物件では決定的要因です。 

PV 住宅価格 
上昇に 

一服気配？ 
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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 05/03/13) 

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 

家庭の危険廃棄物やリサイクル 
家庭で捨てるものには様々な危険物が含まれて居ます。

古いテレビ、モニター、コンピュータなど電気製品は様々な

危険物があり、水銀のある蛍光灯、省エネ電球や古い温

度計など、プリンターのトーナー、ペンキ、エンジンオイル、

掃除用の化学薬品、肥料や殺虫剤、など本当に様々で

す。面倒くさくてついゴミと一緒に出してしまう事もあるので

はないでしょうか？またリサイクルと誤解している方も多いよ

うです。 

エンジンオイルはガソリンスタンドや修理屋に持っていくと引

き取ってくれます。PV Estatesにお住まいの方は5ガロンま

でLunada Bay Automotiveで無料で引き取ります。 

他の家庭から出る危険物はRancho Palos Verdesが

時々市庁舎の隣で廃棄イベントを行って居ます。また

EDCO、UWSと市が協力して、いわゆるE-Wasteを無料で

持っていってくれますが、対象となるものはWebsiteなどで

確認下さい。 

一番簡単なのはLA Countyのコレクションセンターに持って

いくことでしょう。毎週土・日。サンペドロのDMVの向かいに

あり、車のトランクに入れて行くと数人で取り出してくれ、車

から降りず時間もかかりません。 

Gaffey SAFE Collection Center  
1400 N. Gaffey Street, San Pedro  
Open every Saturday and Sunday (closed on weekdays)  
From 9 a.m. to 3 p.m. 

PV は自然の美しいところですから、危険廃棄物で汚染し

ないよう、協力したいものです。 

Notary Public (公証) 無料サービス 


