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Rockyfield Newsletter
米国経済と住宅市場 

米国経済は回復から成長過程に入ったようで

す。財政による景気対策（ケインズ経済理論）

を徐々に止める時期に入っています。巨大な

過剰流動性が金融市場に残っている現状下

で今後経済成長とともにインフレの脅威が現

実化します。サプライサイド経済理論の時期と

なりそうです。過去 20 年、政治的にサプライ

サイド経済理論は歪曲され「サプライサイド＝

減税」となってしまっていますが、本来サプラ

イサイド経済理論はケインズ経済政策（需要

サイド操作）がインフレを伴う副作用の解決策

としての供給サイドを対象にした経済政策で、

その根本は生産性向上です。つまり同じ品質

の商品を少ないコストで生産供給すれば消費

者はもっと買うことが可能となりインフレなき経

済成長が可能となるというものです。そのため

には経済と社会構造上の効率性の改善が重

要となります。 

  税制（種類数も含む）の簡素化、効率的か

つ効果的な規制（実質規制緩和）、射幸心で

動く弁護士の規制、オバマケアの健康保険提

供の強制の除外（米国企業の健康保険コスト

負担は大きすぎる）、運輸、通信、インターネ

ット、電力などインフラの整備、改善。インフラ

整備は政府支出が必要となります。現在の経

済サイクルの過程を考えると財政支出増は好

ましくありませんが、他の先進国と比べ米国の

インフラの老朽化は明らかです。道路、橋梁、

その他運輸施設、港湾設備、送電線・変電所

など電力設備、防災設備などの改善は経済

効率性を著しく向上させ、国際市場における

米国企業の競争力を強化します。 

  米国の健康保険は大多数が企業が供与す

る格好となっていますが、その昔政府が給与

上限を設定した事に対応し、企業が健康保険

を給与の上乗せとして給付する事から始まっ

たと言われます。オバマケアで企業の健康保

険給付が強制されましたが、これを反故にし

企業自身のオプションとすべきでしょう。個人

の健康保険料を所得控除できる経費とすれ

ば Exchange ができたので、十分可能です。 

  インフレが近い将来、米国だけでなく世界各

国で現実化してくることが考えられ、Yellen 連

銀が先手を打ったインフレ対策を進め、財政

は支出カットではなく経済効率向上に焦点を

置いた政策が望まれます。 

パロスバーデス住宅市場 
販売好調が続いていた PV 一戸建て住宅

市場が直近 2 週間平均的な数字になりまし

た。一年中で最も活況な時期なのでそれから

すると少ない数字。一方 PV 周辺のサウスベ

イは「何でもすぐ売れる」に近い状況で物件不

足が顕著です。PV の場合、高額物件のリス

ティングが非常に多く、全体の市場在庫を増

大させています。100 万ドル以下の物件は優

良物件が少なく、出てくるとすぐ売れる状況で

150 万ドルまでの市場環境は全く悪くありませ

ん。市場在庫は一月以来増大傾向が止まら

ず、140 件を越してきています。新規リスティン

グ数が少し落ち着いてきたら販売も減少しま

した。かなりホットな市場を期待していただけ

に残念ですが、まだ 4 月。今後販売数が増え

る可能性はかなりあると思います。 
価格面では 2 月 3 月に上昇したものの、や

はり現在の需給環境下でエスクロー中間価格

は$1,300,000 前後がよいところでしょう。超高

額物件は過去の例からするとかなりよく売れ

ていますが絶対数が少ないので、全体の市

場価格が上昇するには 150 万ドルから 300
万ドルまでの販売が増える必要があります。

経済成長が継続して 3.5%を超し長期失業者

が減少し世帯所得が伸びることが前提となる

でしょう。ただ 150 万ド ル 以下の物件 は

Torrance など周辺市場の上昇で、押し上げ傾

向が出てくると予測しています。価格上昇をを

待っているセラーにとってはこの先暫くはいら

いら状態となるかも知れません。 
3 月クローズ（一戸建て）は 48 件と昨年同月

の 68 件に比べ大幅減、この 3 ヶ月継続して

前年同月を下回り、今春の販売伸び悩みを

裏付けています。 
タウンハウスとコンド市場とも堅調が続いて

いますが、供給不足感はありません。 
 

 

PV だけ 
ブーム 

乗り遅れ？

2013 年税申告
今回の税申告で新たに税負担の増えた方
もいるでしょう。 
0.9% Medicare surtax – 25 万ドル（夫婦）超
分に上乗せされました。 
3.8% Medicare tax applied to net income – 
これは投資（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 が減額されました。 
（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%減額されました（PEP と呼ばれます） 

Increase in qualifying dividend and capital 
gains tax rate – Qualifying dividends and 
capital gains 税率が夫婦で$450,000 超分に
現在の 15%から 20%になりました。（州税も
最大限界税率が上昇しています） 
1031Exchange を何度もされた方にとっては
不利な結果となっています。 
Increase in the federal income tax rate – 
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%に上昇しました。 

Estate Tax Increase – 相続税の最大限界

税率も 35%から 45%に引き上げられした。 

California State Income Tax-最大限界税

率が 13.3%となりました。 

(これは 2013 年 3 月号に掲載されものの引用です。
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。) 



  Web 

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） 
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。 
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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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Please contact  
 

Rockyfield 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A: Active   B: Backup   P: Pending   S: Sold 
 (*) Condo/townhome 

Prices in '000s. Source: MLS (as of 04/07/14) 

Rockyfield contacts    
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 

 DRE broker license: 
01328577 

Loan Contingency Removal
Loan Contingencyとは、バイヤーがローンを取れない場合、ペナ

ルティ無しに売買契約をキャンセルできるという条件です。CAR 

(California Association of Realtors) の契約書では

Contingencyの期間に関し17日を標準としています。勿論バイヤ

ーは自由に日数を指定するか、ローンがFundingされるまでを選

ぶ事ができますが、17日と印刷されているため多くのエージェント

はそのままにしています。また多くのリスティングエージェントは17日

でなければいけないような意識を持っています。しかし、なぜ17日

なのか根拠がよく分かりません。この「17日」は2008年のメルトダウ

ンの数年前にCARの契約書が21日から17日に短縮されたもの

で、ローン環境が大きく変わった今でもそのままとなっています。 

 バイヤーはLoan Approval（幾つかの条件付で）が出れば、ロー

ンが確実となりContingencyを外す事になります。外した後でロー

ンがうまくいかず契約を破棄するとセラーは証拠金を没収する権

利ができます。バイヤーが合意した期間までに外さない場合、セ

ラーはNotice of Performance によって外すか契約キャンセルを

迫り、返事がない場合、セラーは契約を破棄できます。 

実際には、17日でApprovalを出すLenderはないでしょう。私たち

の知っている限りで、一番早いLenderでも20日前後それもバイヤ

ーは全ての必要書類を数日中に出さなければなりません。そのた

め最近Contingencyを外さないバイヤーが増えています。セラー

側は契約破棄は困るのでローンの見通しが付いていれば、我慢

してしまう事が多くなっています。 

 また、契約時にバイヤーが現実的に例えば25日のContingency

期間を要求しても、多くのリスティングエージェントは17日を強要

すします。しかし17日の根拠を問い質しても、標準として契約書

にあるという以外に説明できるエージェントは出会った事がありま

せん。Contingencyの除外拒否でだらだら行くより、現実的な期

間を設定して、合意どおりに外してもらうほうがセラーにとっても良

いと私たちは考えています。 

Notary Public (公証) 無料サービス 


