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Rockyfield Newsletter
米国経済と住宅市場 

日銀の虚を衝いた量的緩和で円が急落、株

式市場が急騰しましたが、現在の日本の経済

構造から円安が景気回復に繋がるか疑問で

す。その第一の理由が車以外の一般消費者

向け商品（Consumer goods）ですでに日本企

業は世界市場で敗退しており、産業向け輸出

は為替だけですぐ動くものでなく、円安は輸

出企業の利益増となっても量的拡大にはすぐ

に繋がりません。また、米国をはじめ世界的に

消費が低迷しているため円安による量的輸出

の増加が難しい環境にあります。ゼロ金利の

上に資金量拡大をしても、金融市場でお金が

空回りするだけで、借金の少ない日本人の消

費が増えるとも思えません。むしろ輸入価格

上昇で消費の頭を抑える逆効果となります。 

  先日 WSJ の分析で米国企業の利益は非常

に安定しており、S&P500 利益マージンは直

近 10.1％と非常にハイレベル。ところが利益

増はコストカットや株式買戻しなどによるところ

が大きく、売上高販売増加率が落ちているた

め投資家は中長期の米国企業業績を心配し

始めています。欧州やアジアに比べ米国経

済が好調なためドル高傾向にあり、これも先

行き企業利益への懸念を増大しています。 

  雇用数増加は毎月 20 万人以上を維持し堅

調ですが、回復もこの段階では加速するのが

普通、雇用数増も市場期待を下回っていま

す。これも結局企業の売上げが増えていない

ため、コスト削減の必要から企業の雇用に対

する慎重な姿勢が変わりません。 

  企業の販売が増えないのは消費が増えない

から。消費が増えないのは消費者の所得、特

に将来の所得期待が低い事にあります。イン

フレ調整後の中間所得額はいまだ 2009 年よ

り$2100 ドル低く、2001 年比較では$3600 下

回っています。このように長期に亘る所得低

迷が続いているなか、大不況に襲われ、消費

者の将来への見通しが悲観的になり、消費が

増えないのは当然と言えます。長期的には所

得格差是正、教育改善など。短期的には所

得増を中心にした消費拡大政策が必要です

が、現在の政治環境では期待薄。連銀の量

的拡大策が GDP や株式市場を押し上げて

も、消費拡大に失敗したのは重要なレッスンと

なります。 

パロスバーデス住宅市場 
10 月中旬に一時 180 件を切った一戸建て

市場在庫は販売の一時的な落込みもあり 190
件を越しましたが、販売回復と新規リスティン

グ数が週 15 件以下に落着いてきた事もあり

180 件台になっています。販売数は週 15 件

程度で安定しており、11 月の市場としては例

年に比べて活発な市場といえましょう。 
価格面は 8 月初めから下落し 9 月後半から

回復を始めました。値上がりペースは強く殆ど

足踏みもせず上昇を続けていますが、まだ 8
月の下落開始前に近づいた状態で、5 月始

めのピークからまだ 5%くらい低い水準です。

これからさらに上昇を続けるかは季節的要因

からかなり疑問です。 近の金利急落(30 年

固定金利が一時 3.75%程度)によって価格回

復が支えられているのも理由です。景気が世

界的にパッとしないので金利が大きく上昇す

る可能性は少ないものの、現在の非現実的な

低金利は上昇する可能性のほうがはるかに高

いでしょう。市場規模の縮小と金利動向から

今年の住宅価格はこのレベルで頭打ちとなり

そうです。またこれ以上値上がりすると 9 月の

落ち込みで諦めていたセラーが規模縮小した

市場に出てくる事も考えられ、これも価格伸び

悩みの一因となります。但し 12 月後半は多く

のセラーが一時的に販売休止、バイヤーの数

も減るので、統計上の価格が大きく動く傾向と

なりますが、それは実勢価格とはいえません。

消費が増えると、企業売上げが増え、雇用

が増え、やがて賃金が回復します。世帯所得

の上昇が来年の住宅市場の動向を握る重要

な鍵となります。 
10 月クローズ(一戸建て)は 60 件、平均・中

間価格とも 9 月からかなり落ち込み中間価格

は$115.75 万ドルでした。 
タウンハウスは比較的よくなっていますが、

コンド市場は好ましい状態にありません。。 

 

市場規模 
ノーマル化でも

まだ活発 
心理的影響

「販売を成功させるためには」と言うような
記事や、リアルターの宣伝文はよく目にし
ます。長年不動産業をやっていると、売る
のに非常に苦労する物件に関して、物件
そのものの課題のほかに、説明のつかない
共通な要素が見えてきます。勿論、売り
たいから市場に出すのですが、看板やオ
ープンハウスはもとより知らない人に見せる
のもダメというセラーもいます。これは売れ
ない理由がはっきりしていますが、そこまで
行かなくても、売ることに躊躇いのあるセラ
ーも多いのです。必要から売る場合でも
「売りたくないけど売らなくてはいけない」と
いう心持のセラーがいます。また夫婦間で
家を売ることに温度差のある場合もありま
す。つまりセラーの心の整理ができていな
いと不思議となかなか良いオファーが入っ
てきません。販売とリースの両立てのリステ
ィングが難しいのもセラーの心が固まってい
ないからでしょう。よく｢最初のオファーがベ
ストオファー｣と言いますが、殆どのセラーは
市場に出した直後はオファーを見たいとい
う熱意があり、実際最初に良いオファーの
来るケースが多いのです。当初の熱気が
冷めると色々迷いが出ます。家の中の整
理などを始め、売ることに集中できるよう
になると、不思議な事に良いオファーが時
には複数で入ってきます。 
  逆にバイヤーでそれまで何ヶ月も売れ残
っている物件に｢値切れるのでは｣という期
待でオファーを入れると、他からオファーが
同時に入ってくるというケースが本当に多
いのです。 
  住宅売買はビジネスと異なり、個人個
人の様々な思いが交錯する中で行われ
るので、説明のつかない不思議な事がよく
起こるのでしょう。    (12 月は休刊します) 
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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 
 (c) Condo / (t) Townhome 

Prices in '000s. Source: MLS (as of 11/12/14) 

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:  properties14@rockyfield.com 
www.rockyfield.com 

 DRE broker license: 
01328577 

2015年不動産関連新法 （１） 
シニアと身障者の Property Tax の繰延措置 

2009 年に期限切れとなっていた低所得シニア、身障者の

Property Tax の支払い延期措置が 2016 年に修正のう

え復活します。シニアおよび身障者で所得が規定以下の

場合、Conｔroller に支払い延期の申請をすることができま

す。Controller は申請を許可すると County の tax 

collector に直接支払うか、州政府による税額支払い約

束の証書を発行します。Controller が支払った Property 

Tax 延期分の総額は加州政府による Lien が入ります。 

 Controller は固定資産税支払い延期措置申請の受け

入れを 2016 年 7 月から始めます。 

  新法によると世帯所得が$35,000 以下となっています。

なお、Mobilehomes と Houseboats は対象から外されて

います。 

ソーラー設備の Property Tax 免除期限延長 

新規ソーラーシステムの設置による免税を 2025 年まで延

長されます。ソーラーシステムを設置すると、不動産価値

が増えるので Property Tax も上方修正されます。現在の

免税措置はこの上昇を免除すると言うもので、2017 年で

期限切れとなるため、これを 2025 年まで延長する子 t に

なりました。 

  なお、ソーラーシステムには California Solar Initiative

（CSI）のリベートがあります。詳しくは 

http://www.gosolarcalifornia.ca.gov/ 

Notary Public (公証) 無料サービス 

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、屋根、

バスタブ修理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。 
 properties14@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。 


