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Rockyfield Newsletter
米国経済と住宅市場 

6 月の非農業部門雇用数が 222,000 と市場

予測を 5 万人上回り、さらに 5 月統計も

14,000 上方修正されました。失業率は前月か

ら 0.1%上昇しましたが、4.4%ですから完全雇

用状態といえるでしょう。経済成長も緩やかな

がら順調で、金利が上昇してもおかしくありま

せん。多くのエコノミストが金利が上昇に転じ

たと何度も予測しましたが、現在の米国 10 年

債利回りは年初よりも低く、住宅ローン 30 年

固定金利も全国平均で 4%を少し上回る低水

準を維持しています。連銀が利上げをしても

却って長期金利は下落しました。 
FF レートが異常に低いため、連銀としては

早くノーマルにしたい意向ですが、景気と雇

用がよくても長期金利が低水準から上昇しな

いため、さらなる利上げが難しくなります。FF
レートは連銀が誘導するターゲットであり、固

定できません。また利回り曲線がこれ以上平

坦化するのは金融政策上好ましくありません。

その観点から、メルトダウン以降連銀が買い

捲った保有債券の売却に動くのは長期金利

をてこ入れする効果と、金融市場のバブル感

を鎮静化する効果があります。むしろもっと早

く始めるべきであったかもしれません。 
景気回復、完全雇用にも拘らず、金利が上

昇しない理由は、この 2 年間、賃金上昇が前

年同月比 2.5%前後から抜け出せないため消

費、投資などに過熱感が無いこと。また労働

参加率も 62.7%で過去 40 年の最低レベルが

続いています。国際的に経済が健全なのは

米国だけ。中国の成長率はまだ高くても減速

が歪めず。そのため原油在庫が非常に高水

準にあり産油国の原産も効果なし。米国では

余剰資金の投資よる増産も伝えられていま

す。原油価格の低迷は天然ガス供給の急増

も大きな原因です。これらがインフレ圧力を低

減し、金融市場での将来のインフレ危惧を沈

静化しています。 
賃金、消費、石油価格の動きが今後の金利

動向を見通すカギとなります。9 月には予算

切れによる政府業務閉鎖、政府借り入れ枠増

加とハードルがあり、トランプ政権の健康保

険、税制改革、インフラ投資が不透明な中、

保護貿易の動き、国際情勢の不安と相俟って

今年後半の景気息切れが心配されます。 
パロスバーデス住宅市場 

パロスバーデスの一戸建て市場在庫の増加

が止まりません。販売も決して悪くありません

が、新規リスティングが 4 月以降コンスタント

に毎週 20 件以上（時には 30 件以上）出てき

ています。6 月後半から少し落ち着いてきまし

たが、まだ非常に多い状態で、とても販売が

追いつきません。さらに最近エスクローがうま

く行かず市場に戻る物件数が多いように感じ

ます。現在在庫数は 220 件を超しています。

ただ 7 月入りでかなり落ち着いてくると見ら

れ、低金利もあり販売はまだしばらく続きそう

なので、これ以上在庫が大きく増えることは無

いと期待、ただ販売も減るため需給関係は少

し良くなるていど。在庫が実際に減少を始め

るのは 9 月にズレ込むかもしれません。9 月は

販売量も急減しますので、需給バランスという

点からは余り好転を期待できないでしょう。 
需給バランスの悪化を反映して、エスクロー

中間価格もダレて来ています。2 月末からず

っと$1.5M を少し上回るところで推移していた

のが、6 月中旬に$1.5M を割り、緩やかながら

下降線となっています。 
需給バランスが好転するまで値上がりは期

待できませんが、個々の物件を見ていると市

場価格が上昇中と勘違いして高くしすぎるセ

ラー多すぎるのも問題で、市場価値に沿った

値付けの物件は順調に売れていると思いま

す。価格帯では 150 万ドル以下の物件は問

題なく、特に 100 万ドル前後は非常に良く売

れます。これが地域的にも繁栄され、Silver
Spur エリアは何時に無く好調が続いていま

す。勿論、View の良い家は複数のオファー

が寄せられる状態が続いています。 
昨年来、タウンハウスの好調が目立ちます。

一戸建て市場の浮沈に関係なく良く売れてい

ます。ただ値段的には余り上昇していませ

ん。リース市場は凍りついたような状況です。 

 

市場在庫 
増加止まらず 

価格は弱含みに
1031 Exchange消える？

投資物件のキャピタルゲインを買い替え

によって税金の先送りを可能とするのが

1031Exchange と呼ばれる制度です。 

現在議会では税制改革案の作成議論

が進んでいますが、Wall Street Journal

によると議会の一部に「経済的利点の少

ない税金の抜け道」として、103Exchange

を 削 除 す る 意 見 が 出 て き て い ま す 。

1031Exchange は幅広い資産に適応さ

れますが、不動産は 大で 36％を占め

ています。商業物件が大勢ながら賃貸住

宅でキャピタルゲイン税の先延ばしをして

いる読者もかなり多いと想像します。 

1031 の削除により今後 10 年間で 406

億ドルの税収増が見込まれるそうですが、

トランプ大統領が 1031 の無くなる事を承

諾するとは思えず、また全国不動産協会

も猛反対をしているので、税制改革の

終案に 1031Exchange 削除が盛り込ま

れるとは考えにくいところです。 

賃貸物件をお持ちの方の中には先送り

と分かっていても 1031 を税免除のように

感じている方もいるようです。将来売却す

るときに過去に遡って税金が掛かるので、

賃貸の場合ゲイン控除が無くローンが大

きいと手取りよりも税金の方が大きくなる

恐れもあります。それより怖いのはキャピタ

ルゲイン税率の引上げ。共和党政権下

では有り得ないでしょうが、将来民主党

政権となれば可能性があります。 
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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。 

SELECTED LISTING SAMPLES 
 
 
 
 
 
 

Please Contact Rockyfield 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A: Active   U: Contracted   P: Pending   S: Sold 
 (*) Condo/Townhome 

Prices in '000s. Source: MLS (as of 07/07/17) 

Rockyfield contact     
BRE License #01328577 
27520 Hawthorne Blvd. Suite 144 
Rolling Hills Estates, CA 90274 
 
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 

期限切れPermitの注意 
どの市も資金繰りの苦しいためもあり、家に関する Permit

はかなり小さい修繕にも要求されていますが、実際にはデ

ィスポーザーの交換や室内ペンキなどで Permit をとる方は

まずい無いでしょうし、 家の売買で問題になることもありま

せん。大がかりなリフォーム、特に増築、間取り変更など

は Permit をとる必要があります。通常 Permit は業者（ラ

イセンスのある）が取得します。意外に知られていないの

が、簡単なものであればオーナーが市庁舎に行って

（Estates の場合 Art Jury も必要な場合があります）

Permit を申し込めますし、職員の対応もオーナー対して

は懇切丁寧なようです。大きな仕事の場合、作業過程

で市の検査官の査察が必要で、終了後もContractorが

きちんと市の終了検査をうけ承認の署名を貰いますが、

小さな仕事の場合、Permit をとって安心し作業終了後

もそのままにしてしまうことが多いのです。Permit の有効期

限が切れると、市から通知が来ます。「うちは Permit をっ

て居るから大丈夫」と勘違いして捨ててしまうケースも多い

ようです。通常少額で期限延長し、市の検査を受けるこ

とができます。そのまま期限切れとなった場合、市の住宅

ファイルに記録が残り、該当作業は Unpermitted の扱い

となります。それより深刻なのは期限切れ問題を解決しな

いと将来他のリフォームなどの Permit が貰えなくなります。

つまり家を売れなくなるということになります。とくに水周り

関係でこの問題が多いようでうす。契約書の下に小さく

Final Inspection is owner’s responsibility と書かれてい

るケースもあります。特に多いのは Water Heater です。心

配な方はご相談にのります。 (勿論無料) 

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。 
 
ご自宅地域の市場情報（週一回=無料） 
市場情報(統計グラフも含む)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。下のリス

トはごく一部です。 
properties14@rockyfield.com   


