
全米既存住宅販売戸数：2020年2月
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既存住宅全体：
National Homes

2月は年間577万戸ペースに
なり、前年の250,100ドル
から8.0%上昇しました。こ
れにより、96ヶ月連続で前
年対比を上回りました。                      
中間価格は$270,100。

既存戸建て住宅：
Single-Family Homes

既存戸建て住宅の販売は年
間で517万戸になり、前年2
月の482万戸から7.3%増加
し、前月比でも8.1%増加し
ました。　　　　　　　　　
中間価格は$272,400.。

コンド＆コープ：
Condos & Co-ops

季節調整済の販売戸数は60
万戸になり、1月と変わりま
せんが、前年2月から7.1%
増加しました。　　 　　    
中間価格は$249,900。

一次取得者層
(First-time buyers)

2月の一次取得者層のバイヤーは
32％で1月及び前年2月と変わり
ませんでした。2019年通年での
一次取得者層の割合は33％でし
た。

1
現金での取引
(All-Cash Sales)

現金取引が全体に占める割合は
20％でした。1月は21％、前年2
月は23％でした。現金購入の多
くは個人投資家やセカンドホーム
バイヤーで、全体の17％を占め
ています。

2
成約までの日数
(Days on Market)

物件が販売されてから成約される
までの日数 (DOM) は、2月は36
日間でした。これは1月の43日
間、前年の44日間よりも短くな
りました。全体の47％の物件が
1ヶ月以内に成約しています。
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　2月の全米の既存住宅販売数は前月より6.5%増加し、季節調整済の年間販売戸数は577万戸ペースになりまし
た。これにより、8ヶ月連続で前年同月比を上回りました。前年2月の538万戸と比べると、7.2%増加したこと
になります。全米リアルター協会(NAR)のチーフエコノミスト、Dr. ローレンス・ユン (Dr. Lawrence Yun) 氏
は、「これは2007年2月以来の力強い数字だ。直近の住宅ローン金利の低下と、購買意欲の高まりが市場に影響
を及ぼした結果では」と述べ、「この数字は喜ばしいことだが、この後発生した新型肺炎の影響による株式市場
の下落、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、州や地方自治体が実施した外出禁止令が米国経済に与えた影響
は反映されていない。不動産市場は、上下運動を繰り返しながらプラス成長を続けてきた。しかし、新型コロナ
ウイルスの感染拡大が市場に与えたインパクトは尋常ではなく、その影響が今後不動産市場にどれほど影響を及
ぼすかはわからない」と指摘しています。

Existing-Home Sales: February 2020
Existing-home sales climbed substantially in February after a slight decline in  January. 
Total  existing-home sales rose 6.5% from January to a seasonally-adjusted annual rate of 
5.77 million in February. Additionally, for the eighth straight month, overall  sales greatly 
increased year-over-year, up 7.2% from a year ago (5.38 million in February 2019).

米国西部:
販売戸数 1.26M
中間価格$410,100

米国中西部:
販売戸数 1,29M
中間価格$203,700

米国北東部:
販売戸数 0.70M
中間価格$295,400

米国南部:
販売戸数 2.52M
中間価格
$238,000
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在庫数：Inventory
　 2月の全米の販売可能な物件総数は147万戸に
なり、1月よりも5.0%増加していますが、前年
同月の163万戸からは9.8%減少しました。これ
により、9ヶ月連続で前年同月比を下回りまし
た。現在の販売ペースでは3.1ヶ月分の在庫数に
なります。物件が販売されてから成約されるまで
の日数は36日間になり、前年同月の44日間より
も短くなりました。

ペンディングホームセールス・イ
ンデックス：PHSI

　 この1年のPHSIの推移を表しています。
日本と違い米国の学校は5月末に終わり、夏
休みを経て9月から新学期です。販売も春か
ら夏にかけてピークになります。一般的に
は、クリスマス後から３月辺りまでは、一
年の中でも販売が低調な時期とみなされて
います。しかし今年は１月から、大変好調
な成約数を記録しています。

2月のペンディングホームセール
ス・インデックス：PHSI

　 ペンディングホームセールス・インデックス
（PHSI）とは、販売状況の先行指数を表す成約の数
値です。年間販売戸数500万戸を記録した2001年を
100として、その増減により今後1～2ヶ月の市場の
動向を予想することが出来ます。
2月のPHSIは111.5ポイントで、前年と比較すると4
地域全てで増加しました。全体でも前年比で9.4%の
増加、前月比でも2.4%増えている状況です。ユン氏
は、「この数字はあくまでも2月時点での全米の健康
的な住宅市場を反映しており、今全米で猛威を奮って
いる新型コロナウイルスの影響が出る前のものだ」と
述べています。
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