2014年1月24日

26年1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 12月20日～ 26年1月10日

２.調査実施方法
東京､大阪､名古屋の問屋､仲買･小売商に対し､アンケート調査票を送受することにより実施した。
1月分の回答企業数は39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.
26/1月
2月
△ 18.2 △ 9.4
国産材
仕入動向
2.6
6.8
外材
△ 9.1 △ 3.1
国産材
販売動向
0.0
13.5
外材
△ 20.3 △ 12.9
国産材
在庫動向
△ 1.4 △ 1.4
外材

3月
3.3
17.1
10.0
14.3
△ 3.4
2.9

(2) 価格動向
Weight.Ｄ.Ｉ.
品目
26/1月
42.0
スギ正角(グリーン)
51.8
スギ正角(ＫＤ)
59.3
ヒノキ正角
63.0
ヒノキ土台角
25.0
米ツガ正角(現地挽)
27.8
米ツガ防腐土台角
48.0
米ツガ割物(現地挽)
29.6
米マツ平角
北洋アカマツタルキ(現地挽)
16.1
20.7
ホワイトウッド集成管柱
25.0
レッドウッド集成平角
37.5
型枠合板(輸入)
50.0
針葉樹構造用合板
50.0
針葉樹構造用合板(厚物)

3月
15.9
10.0
22.0
20.8
14.6
14.6
15.2
16.7
10.0
11.5
11.4
36.4
13.0
22.7

2月
35.4
46.3
53.7
53.8
26.9
25.0
24.0
30.8
21.2
26.8
25.0
37.0
41.7
43.5

モニターからのコメント
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国産材の仕入は1月の減少が3月に向けやや
増に、外材は徐々に増加傾向で推移。
国産材の販売動向は正月休み等稼働日数少
なく1,2月のやや減少から3月にはやや増
に、外材は1月の横ばいから3月に向け増加
に。
国産材の在庫は減少傾向で推移するが3月に
向けやや改善、外材は1,2月のわずかな減少
が3月にはわずかな増加に。
スギ正角（グリーン、KD）、ヒノキ正角及
びヒノキ土台角は共に強含みないし強保合
で推移。
米ツガ正角、土台角及び割物とも強含みな
いし強保合で推移。
米マツ平角も強含みないし強保合で推移。
北洋アカマツタルキはやや強保合で推移。
WW集成管柱、RW集成平角も強保合ないしや
や強保合で推移。
合板は、型枠用、構造用ともに強含みない
し強保合で推移。

仕入れ動向

〈モニターからのコメント〉
1.荷動き
米材は、昨年第 4 四半期に若干出材増えてきたが、入札価格及び市場価格は高止まりで、大幅な円安も相まって、
採算は急激に悪化。
（東京：米材問屋）米材、欧州材とも現物玉が非常に少なく買いづらい状況。
（東京：外材問屋）
内地材の方が仕入れにくくなった。
（東京：外材問屋）先月に引き続き国産材は入荷激減、仕入れ困難。外材は一部
品薄もほぼ仕入れ可能。
（東海：外材問屋）内地材の数量集まらず仕入れは難しい。外材も値上がりし、納期掛かる
ようになってきた。
（東京：集成材問屋）
月末から来月にかけて入荷増の予定。
（東京：中国・南洋材問屋）円安分を現地に下げてぶつけているが、原料不足
を背景に価格は強い。中国材は旧正月の関係で本格的な入荷は 2 月以降。
（東京：中国・南洋材問屋）産地の天候は
雨で出材低調、原木価格は上昇、製品価格も上昇。
（東京：中国・南洋材問屋）
原木不足から材集めに苦労。
（東京：国産材問屋）メーカーは原木の手持ち少なく受注残を抱え、納期が掛かるよう
になってきた。
（東京：国産材等問屋）
リフォーム工事による間仕切材、床下地等あまり需要が無く、仕入れ、販売ともやや減少ないし横ばい。
（東京：仲
買・小売）国産材は 12 月のアナウンス通り新たに入荷した物より値上げとなった。現地挽きのアカマツタルキは値
下がりした。
（東京:仲買・小売）年明け早々で何とも言えないが動きだしの早さは感じるが持続する感じはない。
（東
京：仲買・小売）2 月以降はやや増加の様子が伺える。
（東京：仲買・小売）動き悪い。
（東京：仲買・小売）全般的
に品薄状況で早めの仕入れに心がけている。
（東京：仲買・小売）エゾタルキを中心に仕入れ増も、他は減少。
（東
京：仲買・小売）全てにおいて物がない、特に土台、柱。
（東京：仲買・小売）国産スギ・ヒノキは品薄、2 月中は
集荷苦労しそう。
（東京：仲買・小売）スギ、ヒノキ材の入荷、特に KD 材が遅れて困っている。
（大阪：仲買・小売）
ヒノキ土台、大引、柱の KD 材は入荷できず。
（大阪：仲買・小売）ヒノキは柱、土台、大引用 KD 製品間に合わず。
乾燥している時間がない様子。
（東海：仲買・小売）
米材は出材減に伴う材質悪化から販売価格が思うように通らず、為替安及び販売の低迷と二重苦にあえぐ。特に上
級グレード（CLR）は極度の販売不振。
（東京：米材問屋）特に WW の引き合い増えている。米材も 12 月から大手の
値上げにより強含み。
（東京：外材問屋）3 月までは強気で販売。
（東京：外材問屋）国産材は入荷少なく販売も減少、
外材の売れ行きはよい。
（東海：外材問屋）例年 1 月は売り上げ落ちるが、今年は駆け込み需要で例年よりは落ちな
いと予想。
（東京：集成材問屋）
休みが多く本格化していない。
（東京：中国・南洋材問屋）12 月末の駆け込みの仕事は少なかった。年度末の仕事に
期待。
（東京：中国・南洋材問屋）手持ちの仕事量で顧客の優劣が出てきた。仕入れコスト上昇分の転嫁は完全では
ないが進んできた。
（東京：中国・南洋材問屋）
まずまずの動き。
（東京：国産材問屋）スギ、ヒノキとも枠材関係は非常に動きが良い。
（東京：国産材問屋）店舗
関係の仕事は 3 月までは良さそう。
（東京：国産材問屋）
稼動日数が少なく、売れ行き不振、来月まで動きそうにない。（東京:仲買・小売）大手の下請けは好調で現場も多
くあるが、大工不足で遅れが出ている。町場は動きが悪い。
（東京:仲買・小売）2,3 月以降の受注は少し明るさが見
える。
（東京：仲買・小売）動き悪い。
（東京：仲買・小売）1 月は稼働日少ないが年明けから動いている。3 月まで
この状態でいけるのではないか。
（東京：仲買・小売）決算も終わり在庫を増やしている。
（東京：仲買・小売）ハ
ウスメーカーの 3 月決算物件に伴い上下なく安定。
（東京：仲買・小売）12 月の売上高は例年と違い伸びた。
（東京：
仲買・小売）リフォーム業者が忙しい。
（東京：仲買・小売）品薄のため販売量を確保できず、外材は回復すると予
測。
（東京：仲買・小売）市内（町中）の建売住宅はマンションに押されて販売に苦労、そのため木材販売も苦労し
ている。
（大阪：仲買・小売）
販売動向
在庫動向

米材は、入荷の大半を占める中下級グレードは完売状態であるが厚盤の CLR は食い付きが今イチ悪い。
（東京：米材
問屋）全般的に港頭在庫も少なくなっている。
（東京：外材問屋）国産材は仕入れ少なく在庫減、外材は、ほぼ横ば
い。
（東海：外材問屋）在庫を積み増している。
（東京：外材問屋）12 月は意識的に在庫を増やしたが、内地材は買
えず余り増えていない。
（東京：集成材問屋）
南洋材は月末に次の船が入港すると適正在庫に戻るでしょう。
（東京：中国・南洋材問屋）入荷と出荷のバランスほ
ぼとれており、若干の在庫不足。
（東京：中国・南洋材問屋）入出荷のバランスが取れており差はないが、欠品アイ
テム相変わらず欠品のまま。
（東京：中国・南洋材問屋）
在庫は減る一方で補充に苦労。
（東京：国産材問屋）
断熱材はロックウール、グラスウールともなかなか入ってこない。針葉樹も確保するのが厳しくなっている。
（東京:
仲買・小売）多少増加する。
（東京：仲買・小売）動き悪い。
（東京：仲買・小売）変化なし。
（東京：仲買・小売）
3 月まで少なくなり、3 月下旬には通常在庫となると予測、大きな動きはないのでは？。
（東京：仲買・小売）材不
足と言われるが戸建てはプレカット主流なので進んで在庫はしない。
（東京：仲買・小売）
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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

国産材は全て上昇。
（東海：外材問屋）突飛高の値段を提示してくる産地がある。
（東京：国産材問屋）国産の
角材は全てのアイテムで品不足、値段高騰だが、荷動きそのものは今ひとつで、居所を掴みにくい。
（東京：国
産材問屋）KD 材が不足気味。
（東京：仲買・小売）先月の値上げ以降変化なし。
（東京:仲買・小売）国産材の品
不足、それに伴う価格上昇、針葉樹合板も品薄、消費税駆け込みとも言われるが木材利用ポイントの影響で国
産材が買い占められ品薄、価格上昇とも言われる。仮にそうであればありがた迷惑。
（東京：仲買・小売）少し
上昇してゆくと予想。
（東京：仲買・小売）利用ポイントのからみで不足感強い。
（東京：仲買・小売）販売少
ない。
（東京：仲買・小売）3 月以降下落する。
（東京：仲買・小売）品不足で入手困難。
（大阪：仲買・小売）
国産材は全て上昇。ヒノキ KD 柱角、土台角は 100,000 円/m3。
（東海：外材問屋）在庫なし。
（東京：仲買・小
売）為替変動による値上げ。
（東京：仲買・小売）正角は先月の値上げ以降変化なし、土台は品薄感強い。
（東
京:仲買・小売）少し上昇してゆくと予想。
（東京：仲買・小売）利用ポイントのからみで不足感強い 。
（東京：
仲買・小売）流通がかなり少なく物がない。
（東京：仲買・小売）3 月までは上昇（玉がありませんが）。
（東京：
仲買・小売）前月に続き価格高騰、品薄状態続く。
（大阪：仲買・小売）品不足で単価に係わらず入手困難。
（大
阪：仲買・小売）
今月分については前月据え置きで販売しているが締め切り以降は値上げの考え。
（東京：外材問屋）入荷少なく
価格上昇。
（東海：外材問屋）国産材の品薄による影響が出ている。
（東京：仲買・小売）為替変動による値上
げ。
（東京：仲買・小売）やや強い気がする、円安傾向も気がかり。
（東京：仲買・小売）落ち着いている。
（東
京：仲買・小売）少し上昇してゆくと予想。（東京：仲買・小売）強い、割物少ない。
（東京：仲買・小売）安
定している。
（東京：仲買・小売）土台は 2 月に上昇、その他現地挽きは上げ圧力がかかっています、3 月には
落着くのでは？。
（東京：仲買・小売）ヒノキ土台が少ないため、代替品としてやや上昇気味。
（大阪：仲買・
小売）
円安進行で価格上昇。
（東京：外材問屋）国内産は 2,000～3,000 円/m3 値上げ。
（東海：外材問屋）リフォーム
ではほとんど使用されない。
（東京：仲買・小売）動きなし。
（東京：仲買・小売）為替変動による値上げ。
（東
京：仲買・小売）少し上昇してゆくと予想。
（東京：仲買・小売）落ち着いている。
（東京：仲買・小売）ドラ
イビーム上げに伴い全体的に強い。
（東京：仲買・小売）
横ばい。
（東海：外材問屋）落ち着いた感がある。
（東京：仲買・小売）為替変動による値上げ。
（東京：仲買・
小売）少々値下がりしている。
（東京：仲買・小売）少し上昇してゆくと予想。
（東京：仲買・小売）落ち着い
ている。
（東京：仲買・小売）質がどんどん落ちてゆく。
（東京：仲買・小売）上昇後、横ばい続く。
（東京：仲
買・小売）変化なし。
（東京：仲買・小売）
国内メーカーから値上げの連絡あり。
（東京：外材問屋）集成平角は、まだ不足するほどではないが強くなって
くると予想。
（東京：外材問屋）WW 集成管柱の国内産は 1 本当たり 100 円値上げで 2,000 円に、RW 集成平角は
2,000～3,000 円/m3 値上げで 62,000 円～63,000 円に!!。
（東海：外材問屋）年明けに欧州材は値上がり、来月
もう一段の値上がりありそう。
（東京：集成材問屋）仕入れは上がったが、売値への転嫁なかなか難しい。
（東
京：国産材問屋）WW の需要が多くなっている。
（東京：仲買・小売）為替変動による値上げ。
（東京：仲買・小
売）動きなし。
（東京：仲買・小売）少し上昇してゆくと予想。
（東京：仲買・小売）落ち着いている。（東京：
仲買・小売）反発が始まった。特に WW 間柱は強い。
（東京：仲買・小売）変化なし。
（東京：仲買・小売）一時
の値下がりも年明けから、やや上昇気味。
（大阪：仲買・小売）WW 小割が値戻し 50,000 円/m3。
（大阪：仲買・
小売）
じりじり高くなっている。
（東海：外材問屋）3 月までは吊り上げられそう。品薄に注意したい。
（東京：仲買・
小売）為替変動による値上げ。
（東京：仲買・小売）針葉樹は長尺物に限らず 3×6 サイズも品薄状態。
（東京：
仲買・小売）合板も荷動きが活発化し、上昇すると予想。
（東京：仲買・小売）型枠用は未だ不足感ある。
（東
京：仲買・小売）針葉樹は入荷の度に上昇。
（東京：仲買・小売）型枠用は横ばい、針葉樹は物がなく、3,4 月
頃まで品薄続くと予想。
（東京：仲買・小売）針葉樹構造用の入荷が厳しい。
（東京：仲買・小売）型枠は値上
がりあまりないが品薄、構造用はかなり品薄、価格も上昇。
（大阪：仲買・小売）構造用の長尺物、9mm が全く
無い。
（大阪：仲買・小売）針葉樹合板が品薄。
（東海：仲買・小売）
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