2013年10月18日

25年9月分

木材製品の荷動き･価格先行き動向調査

１.調査実施期間

平成25年 8月20日～ 9月10日

２.調査実施方法
全国の木材問屋、仲買、小売業者に対し､アンケート調査票を送受することにより実施した。
9月分の回答企業数は51社である。
３.判断指数の算出方法
各調査項目について以下の方法でウェイト･ディフュージョン･インデックスを算出した。
Weight.Ｄ.Ｉ.(ウェイト･ディフュージョン･インデックス)＝{(｢増加｣の評価を行った回答の割合)×2＋(｢やや増加｣の評価を行った回
答の割合)－(｢減少｣の評価を行った回答の割合)×2－(｢やや減少｣の評価を行った回答の割合)}÷２
したがって､この割合がゼロの場合はその増加と減少が等しいことを示し､プラスになるほど増加が多く､逆にマイナスになるほど
減少が多いことを示す。

４.調査結果の概要
(1) 荷動き動向
品目

Weight.Ｄ.Ｉ.
25/9月
10月
11月
△ 3.5
2.4
3.6
国産材
仕入動向
△ 9.0 △ 3.1 △ 3.1
外材
0.0
6.1
3.8
販売動向 国産材
△ 5.2 △ 3.1
0.0
外材
△ 5.7 △ 6.0 △ 13.4
国産材
在庫動向
△ 11.0 △ 11.2 △ 11.5
外材

(2) 価格動向
Weight.Ｄ.Ｉ.
品目
25/9月
2.9
スギ正角(グリーン)
6.9
スギ正角(ＫＤ)
7.1
ヒノキ正角
8.8
ヒノキ土台角
14.3
米ツガ正角(現地挽)
8.6
米ツガ防腐土台角
12.1
米ツガ割物(現地挽)
12.1
米マツ平角
北洋アカマツタルキ(現地挽)
12.2
△ 9.5
ホワイトウッド集成管柱
3.0
レッドウッド集成平角
22.6
型枠合板(輸入)
26.6
針葉樹構造用合板
25.8
針葉樹構造用合板(厚物)

10月
2.9
6.9
7.1
7.4
5.9
1.4
3.1
4.7
2.8
△ 9.5
△ 3.1
14.5
14.1
16.1

11月
0.0
4.5
4.5
4.7
1.5
0.0
0.0
1.6
△ 1.4
△ 5.6
△ 4.7
6.9
8.6
10.3

モニターからのコメント
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仕入れは、国産材は9月のマイナスが11月に
は小さなプラスに、外材は小さなマイナス
基調で推移。
販売は国産材及び外材ともに9月のマイナス
が11月に向け小さなプラスまたはゼロに。
在庫は、国産材及び外材ともにマイナス基
調で推移。

スギ正角（グリーン）、スギ正角（KD）、
ヒノキ正角及びヒノキ土台角とも保合で推
移。
米ツガ正角、防腐土台角及び割物は9月は保
合だが11月に向けゼロないし小さなプラス
に。
米マツ平角も、高止まりだが11月に向けプ
ラス幅大幅縮小。
北洋アカマツタルキも高値横ばいだが11月
に向け弱保合に。
ＷＷ集成管柱は、11月に向けやや弱弱含
み、ないし弱保合に、ＲＷ集成平角も11月
に向け弱保合ないしやや弱含みに。
合板は、輸入合板、構造用合板及び構造用
（厚物）ともに品薄などで強保合いで推移
するが11月に向けプラス幅縮小。

仕入れ動向

〈モニターからのコメント〉
1.荷動き
米マツ一般材丸太米国材 8 月積み価格は前月に続き若干下げの様子。カナダ材はオールドは無いもの高、セコグロは
保合と変化なし。北米スプルース丸太は 9 月以降も出材増えず良材確保は益々困難。
（東京：米材問屋）産地高に内
地価格について行けず膠着状態、再度円高に戻れば大暴落の危険。
（東京：米材問屋）仕入れは完全に調整段階に。
（東京：外材問屋）春先に比べ材が多く買いやすい。
（東京：外材問屋）国産材、米加材は入荷少なめ、北欧材は港
頭在庫ピークで依然入荷多い。
（東海：外材問屋）9 月は仕事出てくると思い仕入れ増やす予定。
（東京：集成材問屋）
予定より入荷減。
（東京：南中材問屋）産地の天候回復するも、良材少なく価格高止まり。
（東京：南中材問屋）イン
ドネシアはイスラム正月が明け 9 月から本格的に動き出す、9 月以降入荷増と予想。
（東京：南中材問屋）造作材等
の良材製品はスギ、ヒノキとも少なく仕入れに苦労。
（東京：国産材問屋）産地は原木高で製品価格上げたいようだ
が売れないので呑めない。
（東京：国産材問屋）
プレカット職人不足のため在庫として加工したものが残っている。
（東京：仲買･小売）見積件数少なくやや減少。
（東
京：仲買・小売）国産材、外材とも当分の間必要買い。
（東京：仲買･小売）アカマツ 3m 良材少なく価格もまだ上昇
中。
（東京：仲買･小売）柱、間柱はほぼスギを使用する状態になってきた。アカマツタルキ 3m が入荷少ない。
（東京：
仲買･小売）荷動き悪い。
（大阪：仲買･小売）梱包材は中間期だが低調。（東京：仲買・小売）ハウスメーカーの 9
月決算物件がかなりあり荷動き増加。
（東京：仲買・小売）国産材は先月仕入れ分で当月は賄う、外材はタルキ等仕
入れ予定のため増加予定。
（東京：仲買・小売）国産材は夏場の原木出材少なく製品入荷も少ない。外材は米ツガ、
米マツの一部割物の入荷減。
（東京：仲買・小売）出荷鈍く仕入れ減少、10 月以降改善を期待。
（東京：仲買・小売）
国産材仕様が一時より増、集成材は納期短くなっており在庫減らしたい。
（大阪：仲買・小売）国産材出荷は少しづ
つ 増、外材は横ばい。
（東海：仲買・小売）9 月決算で必要分だけの仕入れで抑え気味、消費増税関係で 9 月一番忙
しい、仕事遅れ等で今年一杯仕事あると思うので強気で仕入れ。
（東海：仲買・小売）
米マツ一般材丸太京浜マーケットではメーカー間に仕事のバラツキあるものの、注文材中心に堅調。マーケット
に安定感があるため丸太価格も保合で推移。
（東京：米材問屋）徹底した当用買いで売り上げ延びず、客も仕入れ高
理解しているので安値も言ってこず、売り上げ低空飛行。
（東京：米材問屋）荷動き悪く全ての材で様子見に。
（東
京：外材問屋）普通に売れている。
（東京：米材問屋）荷動き悪くコスト割れも仕方ない。
（東海：外材問屋）国産
材の入荷まずまず、スギ柱やや少ない、外材荷動きまずまずだが入荷過多。
（東海：外材問屋）8 月は販売今ひとつ
だったが 9 月は仕事出てくると予想。
（東京：集成材問屋）盆明け以降見積増加するも価格厳しく、産地価格上昇分
の転嫁進まず。
（東京：南中材問屋）造作材の荷動き低調、品物動かないため全体的に価格弱くなってきている。
（東
京：南中材問屋）夏休みの学校需要が少なかった。
（東京：南中材問屋）8 月は荷動き悪く、9 月以降に期待。
（東京：
広葉樹等問屋）細かい注文材は相変わらず多い。
（東京：国産材問屋）枠材関係は価格安い。スギ材の動きは良い。
（東京：国産材問屋）東京オリンピックにかけて 2020 円セールを考えたい。
（東京：国産材問屋）
少し仕事出てきたが長続きしそうにない。
（東京：仲買・小売）見積件数少なくやや減少。
（東京：仲買・小売）リ
フォーム材料の柱関係が少し出ている。
（東京：仲買･小売）荷動きたいして良くない。消費増税駆け込みが地場工
務店には感じられない。
（東京：仲買･小売）ヌキ、胴縁は通常月の半分の売り上げ、アカマツタルキは売上げ順調。
（東京：仲買･小売）スプルース造作材の値上げは材不足からか、その高騰ぶりに驚く。
（東京：仲買･小売）店舗改
装の話が増えている、一方、町場は減少気味。
（東京：仲買･小売）梱包材は中間期だが低調。
（東京：仲買・小売）
ハウスメーカーがかなり棟数をこなしたことで上向。
（東京：仲買・小売）8 月は夏休みに作業する工務店多く荷動
きあった、9 月は通常通りも前月に比べ減。
（東京：仲買・小売）全般に荷動低迷し、販売は横ばい。
（東京：仲買・
小売）やや減少の様子。
（東京：仲買・小売）8 月は静かだったが 9 月に入り動き出てきた。オリンピックも決まり
景気に良い影響を期待。
（東京：仲買・小売）
（東京：仲買・小売）8 月は普通だったが 9 月に入り止まった、周りは
忙しいようなので、当社に限ってか。
（東京：仲買・小売）アベノミクス、東京オリンピックと関東は良くなりそう、
関西では大手ハウスメーカー好調のようだが地場工務店は未だ音無、益々地域差が開きそう。
（大阪：仲買・小売）
国産材の競合する商品はホームセンターに流れるようだ。
（大阪：仲買･小売）大手分譲会社ばかり忙しく町の材木
屋は全くひま。
（大阪：仲買・小売）今月より荷動きが活発になりそう。
（東海：仲買・小売）国産材は少しづつ増、
外材は横ばい。
（東海：仲買・小売）材木店の販売弱いがハウスメーカー、オウレカット、パワービルダーは昨年比
二桁増でこの部門に傾注し二桁増の販売目指す。
（東海：仲買・小売）
アラスカスプルース丸太国内新材第一船が入港したものの、即完売状態でメーカー必要在庫量は確保できていな
い。
（東京：米材問屋）高値つかみの材を多少下げてでも売りたいとの声も先月下旬から出始め、危険な兆候。
（東
京：米材問屋）輸入材の在庫は今月、来月がピークと思われる。
（東京：外材問屋）平常在庫。
（東京：外材問屋）
国産材は横ばい、外材は入荷多く在庫増加。
（東海：外材問屋）現状維持。
（東京：集成材問屋）適正水準。
（東京：
南中材問屋）欠品アイテムも目立つが不足感までには至らず。
（東京：南中材問屋）荷動き悪く在庫増。
（東京：南
中材問屋）
在庫は極力少なめに。
（東京：仲買・小売）マンションは良いが戸建は良くない。
（東京：仲買･小売）色あせするので
在庫調整している。
（東京：仲買･小売）通常通りの材種のみ在庫。
（東京：仲買･小売）スギ KD 材に変更している。
アカマツタルキ 3m 少ない。
（東京：仲買･小売）前月同様仕入れ意欲なし。
（東京：仲買・小売）8 月出た分を仕入れ
るので 9 月在庫は増加傾向。
（東京：仲買・小売）米ツガ、米マツ割物が不足気味。
（東京：仲買・小売）10 月は昨
年並み、9 月より増を期待。
（東京：仲買・小売）出荷鈍く仕入れ絞っているが、産地、仕入れ業者との関係維持も
あり、在庫は増。
（東京：仲買・小売）10,11 月に新築を 1 棟控えておりそれに期待してやや増。
（東京：仲買・小売）
土木工事用バタ角、足場板の需要増加。
（大阪：仲買・小売）外材の一部は在庫調整し減らしている、その他はほぼ
変わらず。
（東海：仲買・小売）3 カ月間は売り上げ見込め、国産材相場下がる可能性低いので在庫増やす。
（東海：
仲買・小売）
販売動向
在庫動向
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<価格動向>

スギ正
角

ヒノキ
正角土
台角

米ツガ

米マツ
平角

北洋ア
カマツ
タルキ

WW･RW 集
成材

合板

価格横ばいもやや品薄。
（東海：外材問屋）久し振りにプレカット構造材に動きがあった。
（東京：国産材問屋）
丸太価格を見ると製品への波及必至と思えるが今のところ荷動きに変化なく価格転嫁できるか微妙。
（東京：国
産材問屋）現状をキープしたい。
（東京：仲買･小売）価格に変化無いが、一部問屋では上昇するかもとの声。
（東
京：仲買･小売）原木少なく KD 材値上がり。
（大阪：仲買・小売）動きなし。
（東京：仲買・小売）ほぼ保合。
（東
京：仲買・小売）グリーンは扱わず、KD は変わらず。
（東京：仲買・小売）8 月は動き少ない。
（東京：仲買・
小売）グリーン材はない、KD は変動無いが需要次第で下がることも。
（東京：仲買・小売）少々上がっている。
（東京：仲買・小売）KD 需要堅調。
（大阪：仲買・小売）8 月より値動きなし。
（大阪：仲買・小売）木材利用
ポイントで価格の動きに期待したが今月もほぼ横ばい。
（東海：仲買・小売）KD 材は既に 20％程度上昇してい
るので上昇見込めず、外材の影響で下がることもなく横ばいと予想。
（東海：仲買・小売）夏場の原木不足と木
材利用ポイント等施策が国産材使用に向いているので強含みと予想。
（東海：仲買・小売）
変わらず。
（東海：外材問屋）
現状をキープしたい。
（東京：仲買･小売）少し値上がりの気配。
（東京：仲買･小売）市場性乏しい。
（東京：仲
買・小売）土台は在庫あるが出ない。
（東京：仲買･小売）プレカット用は動きあるが価格は動きなし。
（東京：
仲買・小売）需要少なく変化なし。
（東京：仲買・小売）良材は強くなる。
（大阪：仲買・小売）今月に入り丸
太出材も順調で柱材は横ばい、土台は少し高くなってきたがその後は横ばいと予想。
（東海：仲買・小売）外材
との比較で安かったので使用量増え、やや不足気味で相場上昇気味と予想。
（東海：仲買・小売）
入荷量増えなければ現状維持。
（東京：外材問屋）正角、土台角は横ばい、割物は少なく高値横ばい。
（東海：
外材問屋）先行き不透明。
（東京：仲買・小売）現状をキープしたい。
（東京：仲買･小売）入荷量少ないようだ
が上げは止まっている気がする。
（東京：仲買･小売）問屋強気配も動き悪し保合。
（東京：仲買・小売）強いが
この先横ばい。
（東京：仲買・小売）4,5 月上がったため変化なし。
（東京：仲買・小売）角材、割物とも不足気
味で強気配。
（東京：仲買・小売）全般的に横ばいと予想。
（東京：仲買・小売）仕入れ上昇とのことだが需要
少なく価格に転嫁できない。販売価格上限でこれ以上の上昇は既に少なくなっている顧客を失うことになる。
（東京：仲買・小売）割物少なく強い。
（東京：仲買・小売）もの少ないようでやや上がり調子。
（東京：仲買・
小売）土台以外ほとんど流通していない。
（大阪：仲買・小売）土台角はほぼ天井。
（東海：仲買・小売）
大手工場次第。
（東京：外材問屋）安定。
（東京：外材問屋）高値横ばい、RW 平角価格との比較で先先やや下落
も。
（東海：外材問屋）まだ下がらない。
（東京：仲買・小売）少し強い。
（東京：仲買･小売）今月初めに 4,000
円/m3 アップ。
（東京：仲買･小売）保合。
（東京：仲買･小売）変化なし。
（東京：仲買･小売）角材、割物とも不
足気味で強気配。
（東京：仲買・小売）取り扱いを止めた。
（東京：仲買・小売）上昇要因なし。
（東海：仲買・
小売）
高値修正局面になると予想。
（東京：外材問屋）品薄、高値横ばい。
（東海：外材問屋）良材タルキ入荷少なく
良材タルキだけ値上がりの様子。
（東京：仲買･小売）これ以上は上げられない。
（東京：仲買･小売）前月より
3,000 円/m3 アップ。
（東京：仲買･小売）良材及び 3m の入荷少なく高値続く模様。
（東京：仲買･小売）これ以
上強くならない。
（東京：仲買・小売）今回の仕入れで値が上がれば少々値上げも。
（東京：仲買・小売）数カ
月上昇してきたが高値安定。
（東京：仲買・小売）やや落ち着くと予想。
（東京：仲買・小売）仕入れ上昇との
ことだが需要少なく価格に転嫁できない。販売価格上限でこれ以上の上昇は既に少なくなっている顧客を失う
ことになる。
（東京：仲買・小売）上がりきったか。
（東京：仲買・小売）上がりすぎた分少し戻るのではない
か。
（大阪：仲買・小売）円安のためか輸入材値上がり中。
（大阪：仲買・小売）価格上昇早すぎ、市場が対応
し切れていない。
（東海：仲買・小売）
価格維持はかなり難しい。
（東京：外材問屋）RW は安定。
（東京：外材問屋）ややだぶつき状態。
（東海：外材問
屋）WW は荷動きやや悪く工場在庫増、一部安売りも、RW は在庫増、ピーク時よりもやや下落傾向。
（東海：外
材問屋）価格は現状維持か、仕事出てくれば上昇の可能性。
（東京：集成材問屋）港に余っている、横浜に少し
回すようになるだろう。
（東京：仲買･小売）最近買った物の製造年月日は 5 月だった、下げに入る前触れか。
（東
京：仲買･小売）保合。
（東京：仲買･小売）WW 集成材管柱は先も下落。
（東京：仲買・小売）横ばい。
（東京：仲
買・小売）在庫多くなり下落気味。
（東京：仲買・小売）WW は時期は読めないが価格下落と予想。RW は販売価
格上限でこれ以上の上昇は既に少なくなっている顧客を失うことになる。
（東京：仲買・小売）割物で余ってい
るものは一気に値を下げているが、少ない寸法のものは以前高い。
（東京：仲買・小売）関東ほどではないが安
値も聞こえてくる。
（大阪：仲買・小売）円安の影響余りない。
（大阪：仲買・小売）WW は一部安く出回ってい
る、RW はラミナ価格を製品に転嫁できず横ばい続くと予想。
（東海：仲買・小売）
輸入はほぼ横ばい、針葉樹は値上がり幅少なくなってきた。12mm950～960 円/枚、28mm2,150～2,170 円/枚。
（東
海：外材問屋）ここに来て再び上がった。
（東京：仲買・小売）マンションがあるので型枠はいいだろう、針葉
樹は戸建てが良くないのでこのまま。
（東京：仲買･小売）合板類は品薄感あるが、WW ではないが本当に品薄な
のか。
（東京：仲買･小売）型枠用は上昇してきたがその他の輸入 12mm は保合気味で不透明感。針葉樹は小幅に
上昇。
（東京：仲買･小売）9 月を境に下落かも。
（東京：仲買・小売）ラーチコンパネは上げたくないが、値上
げされれば上げざるを得ない。
（東京：仲買・小売）全般に横ばい。
（東京：仲買・小売）全般的に横ばいと予
想。
（東京：仲買・小売）針葉樹はじわじわ上がっているが、暫くこの状況続くと予想。
（東京：仲買・小売）
値上げ情報あるが、実質横ばいに近い。
（大阪：仲買・小売）厚物から品薄傾向に。
（大阪：仲買・小売）商品
が少し品薄模様、単価は安定。
（大阪：仲買・小売）全体的に量は微増、今後の市況予想は難しい。
（東海：仲
買・小売）
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