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26年4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26年 3月20日〜 26年4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。
4月分の回答企業数は49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
Weight.Ｄ.Ｉ.
品目
26/4月
△ 34.1
国産材
仕入動向
△ 26.0
外材
△ 41.7
国産材
販売動向
△ 32.3
外材
△ 25.0
国産材
在庫動向
△ 8.3
外材

5月
△ 17.5
△ 22.8
△ 25.6
△ 28.3
△ 14.1
△ 11.1

6月
△ 13.2
△ 14.8
△ 17.1
△ 18.9
△ 7.7
△ 2.2

(2) 価格動向 Weight.Ｄ.Ｉ.
品目
26/4月
△
22.7
スギ正角(グリーン)
△ 17.6
スギ正角(ＫＤ)
△ 24.3
ヒノキ正角
△ 28.6
ヒノキ土台角
1.5
米ツガ正角(現地挽)
1.5
米ツガ防腐土台角
1.6
米ツガ割物(現地挽)
1.4
米マツ平角
北洋アカマツタルキ(現地挽)
0.0
△ 5.3
ホワイトウッド集成管柱
△ 2.9
レッドウッド集成平角
15.6
型枠合板(輸入)
13.2
針葉樹構造用合板
10.9
針葉樹構造用合板(厚物)

5月
△ 26.6
△ 19.7
△ 22.9
△ 25.8
△ 4.5
△ 6.1
△ 4.7
△ 11.8
△ 6.9
△ 13.5
△ 10.6
△ 7.8
△ 7.6
△ 8.3

6月
△ 12.9
△ 12.5
△ 15.2
△ 16.1
△ 4.7
△ 7.8
△ 4.8
△ 12.5
△ 8.8
△ 12.9
△ 12.5
△ 12.1
△ 14.5
△ 15.5

モニターからのコメント
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仕入れは、国産材及び外材とも駆け込み需
要の反動もあり当用買いの動き強く、減少
基調で推移。
販売も国産材及び外材とも駆け込み需要の
反動、先行き不透明で減少基調で推移。
在庫は、国産材及び外材とも減少基調で推
移するが、6月に向け多少好転の兆しか。
スギ正角（グリーン及びKD）並びにヒノキ
正角及び土台は共に弱保合で推移。
米ツガ製品、米マツ平角及びアカマツタル
キは4月の保合が5,6月にはやや弱保合に。
WW集成管柱及びRW集成平角はやや弱保合で
推移。
型枠合板び針葉樹構造用合板は、4月のや
や強保合が5,6月にはやや弱保合に。

〈モニターからのコメント〉
1.荷動き

仕入れ動向

アラスカスプルース丸太の新規伐採許可が取れず今後の入荷は不透明感強く、不足状態が続く。
（東京：米材問屋）
産地の出材は増えないが一層の円安傾向により高値材に手が出しにくくなっている。
（東京：米材問屋）先安感があ
り仕入れもブレーキ。
（東京：外材問屋）WW27×105、30×105 は弱含み。
（東京：外材問屋）ヒノキ土台・柱は 3 月
より入荷順調、羽柄材はやや少ない。スギは全般的にまだ少ない。外材は国内外含め入手しやすくなった。
（東海：
外材問屋）3 月は駆け込み需要で予想以上の売り上げ、相場不安定なため当用買い。
（東京：集成材問屋）
マレーシアは好天渇水で原木搬出難、価格上昇、製品価格も中国の買い付け再開で上昇。
（東京：中国・南洋材問屋）
ラワン原木少なく仕入れが難しい。
（東京：中国・南洋材問屋）
4 月に入り需要は一服状態、仕入れも慎重になる。
（東京：国産材等問屋）
消費税の反動が怖く仕入れは控えめ。
（東京：仲買・小売）駆け込み需要は 2 月でほぼ終わり、3 月はやや静か、4
月に入り完全に静か。
（東京：仲買・小売）消費増税前多少在庫を増やしたため 4 月は仕入れ少なめ。
（東京：仲買・
小売）米ツガ及びスプルース無地材の単価が高値・流動的なので見積及び販売価格設定に苦労。
（東京：仲買・小売）
増税を境に仕入れは控えめ。
（東京：仲買・小売）4 月以降受注減少の見通しに合わせ仕入れも減少の見通し。
（東京：
仲買・小売）全体的に荷動きが少ない。
（東京：仲買・小売）先安感から仕入れは必要最小限。
（東京：仲買・小売）
羽柄製品も入荷順調になってきた。
（東京：仲買・小売）消費税アップで 3 月中は仕入れ増。
（大阪：仲買・小売）
国産材離れが起きている。
（大阪：仲買・小売）多目の仕入れは見込めない。
（東海：仲買・小売）

販売動向
在庫動向

米マツ一般材丸太の京浜マーケットではメーカーのプレカットルートからの販売はスローダウンしているものの直
需ルートからの注文は堅調で丸太価格値上げも何とか理解してもらえている。
（東京：米材問屋）色ものは上級品が
高値を嫌われ極端な販売不振、一部でかなりの安値材出回りはじめ、値崩れと言っても良い状況。
（東京：米材問屋）
3 月に比べ 2 割くらい売れ行き落ちている。
（東京：外材問屋）しばらくは様子見で、当然落ち込みは来る。
（東海：
外材問屋）プレカット工場の稼動もやや減少傾向、来月から荷動き悪くなりそう。
（東海：外材問屋）
4 月は反動で売り上げ減少、4 月後半より仕事出てきそう。
（東京：集成材問屋）
消費税増税前後の荷動きの差は少なく一定量の動き。上昇する仕入れコストの転嫁は思うように進まず。
（東京：中
国・南洋材問屋）3 月中旬〜下旬にかけて荷動き良かったが、4 月に入り引合い低調。
（東京：中国・南洋材問屋）
4 月に入って動きはパタッと止まった。
（東京：国産材問屋）4〜6 月は不振を覚悟すべきとの声が大多数。
（東京：
国産材問屋）当月は駆け込みの反動で販売不振になりそう。ただし、公共物件等今までの仕事の遅れであるところ
には仕事ある様子。
（東京：国産材問屋）
消費増税の駆け込みで一部動いたが荷動き悪い。仕入れ減らしても売り上げ悪そう。
（東京：仲買・小売）全体的に
低迷、5 月連休明けも同様で良くないと予想。
（東京：仲買・小売）見積依頼は何件かあるが実際動くか判らない物
件ばかり。
（東京：仲買・小売）増税のため見積が大幅に減少。
（東京：仲買・小売）荷動きは落ち着いてきた。4
月は新規現場少ない。
（東京：仲買・小売）消費税アップ後の売り上げ懸念。住設機器の供給遅れにより現場が 5 月
に伸びた物件も。
（東京：仲買・小売）3 月までは好調だったが 4 月が少し不安になる。
（東京：仲買・小売）遠距離
現場が増えている。荷動きも細かい。
（東京：仲買・小売）3 月までは駆け込み、年度末の仕事があったが 4 月に入
ると仕事量が減少した。
（東京：仲買・小売）横ばいながら 4 月は落ち込んでいる。
（東京：仲買・小売）2,3 月で受
注が多かった分、反動で暫くの間受注減る見通し。
（東京：仲買・小売）消費税関係か動き少ない。
（東京：仲買・
小売）新築のおかげで大きな落ち込みはないが、仕事の件数は減った。
（東京：仲買・小売）極端な落ち込みはない
と思う。
（東京：仲買・小売）3 月の駆け込み需要の反動があり 4 月は仕入れ・販売共に減少、5 月の動向に注目。
（東
京：仲買・小売）消費増税の後、少し仕事減り暇になりそう。
（大阪：仲買・小売）増税後の先行き立たず、不透明なこと多い。
（大阪：仲買・小売）3 月は駆け込み需要も少し
あったが、4 月に入り動きが全く止まった。アベノミクスの第三の矢（？）は末端に届いていない。
（大阪：仲買・
小売）プレカットの受注はかなり落ち込む、5 月以降は少し戻ると予想。
（大阪：仲買・小売）販売増は見込めない。
（東海：仲買・小売）GW までは非常に忙しい状態が続く。
（東海：仲買・小売）
必要な丸太を計画配船しているため、不良在庫は一切見当たらない。
（東京：米材問屋）低級材はほとんど在庫ない
が CLR 材については各問屋が大量の在庫抱えていて、在庫することはそろそろ限界。
（東京：米材問屋）
「常時安定
在庫がベスト」と経験的に思っている。
（東京：外材問屋）全体的に入手しやすくなり、当用買いになってきている。
先々の需要を考えると在庫は横ばいで OK。
（東海：外材問屋）3 月末で在庫を適正に戻したのでこのままの在庫を維
持。
（東京：集成材問屋）
4 月に入り入荷回復してきており在庫は増えてきている。
（東京：中国・南洋材問屋）相変わらず欠品アイテムは欠
品のまま。
（東京：中国・南洋材問屋）
造作類は丸太が良いときの製品なので仕入れるつもり。
（東京：国産材問屋）良材製品は積極的に在庫のつもり。
（東
京：国産材問屋）
なるべく在庫を増やさないようにしている。
（東京：仲買・小売）3 月に仕入れ増やしたため 4 月は仕入れ少なめに、
国産材は弱い気配。
（東京：仲買・小売）進んで在庫する必要のある樹種は特に無い。
（東京：仲買・小売）国産材
は今のところあまり仕入れていない、外材は増税前の仕入れにより横ばい〜やや増加。
（東京：仲買・小売）今後の
動きが判らないので在庫は落とし気味。
（東京：仲買・小売）仕入れ控えていることから在庫は減っている。
（東京：
仲買・小売）良材は積極的に手当てしたい。
（東京：仲買・小売）少しずつコスト高の在庫に移行している。転嫁に
向けて一層努力したい。
（東京：仲買・小売）消費税がらみで在庫大幅増。
（大阪：仲買・小売）仕事量の減少で在
庫も減少。
（大阪：仲買・小売）4〜5 月は在庫調整に入っている。
（東海：仲買・小売）
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<価格動向>
需要がやや落着き価格はやや下落、その後は横ばい予想。
（東海：外材問屋）仕入れ・売りとも下落。
（東京：
国産材問屋）製品価格は丸太ほど直ぐ下がるという状況ではない様子。
（東京：国産材問屋）弱い傾向見られる。
（東京：仲買・小売）
ス ギ 正 （東京：仲買・小売）そろそろ落ち着いてきているので、若干値下がりしてくると予想。
相場は保合であるが、値下がりの気配あり。
（東京：仲買・小売）今までやや上昇気味であったが、今は横ばい。
角
（東京：仲買・小売）増税、木材利用ポイントに米マツ及び WW が対象となるので下落傾向と予想。
（東京：仲
買・小売）あまり変化がないと予想。
（東京：仲買・小売）まだ下がってはいない。この先下がるか否か不透明。
（東京：仲買・小売）高値安定。
（大阪：仲買・小売）落ち着いた市況続く。
（東海：仲買・小売）
スギに比較して入手は楽になってきた、価格は高値より 20％以上下落、まだ下がる。
（東海：外材問屋）弱い傾
向見られる。
（東京：仲買・小売）在庫も出始め落ち着く模様。
（東京：仲買・小売）相場は保合であるが、値
下がりの気配あり。
（東京：仲買・小売）横ばい予想。
（東京：仲買・小売）スギ角に比べ大きく値上がりした
ヒノキ
ので下落幅も大きくなると予想。
（東京：仲買・小売）あまり変化がないと予想。
（東京：仲買・小売）市場で
正角土
5,000 円/m3 下げ。
（東京：仲買・小売）KD 材やや下落。
（大阪：仲買・小売）品薄状態解消され、値は落ち着い
台角
た様子。
（大阪：仲買・小売）仕入れ先（市場、問屋）によって値下がり幅に差がある。
（大阪：仲買・小売）
丸太出材も多くあるが受注を伴っていない。
（東海：仲買・小売）だんだん品物が出てくるようになった。
（東
海：仲買・小売）

米ツガ

米マツ
平角

北洋ア
カマツ
タルキ

WW･RW 集
成材

合板

入荷余り多くなく不足感はないものの価格は横ばい。
（東海：外材問屋）円安で底堅いが構造材に関しては弱気
配。
（東京：仲買・小売）45×36、45×45 の小割物の値が上がっている。
（東京：仲買・小売）動きなし。
（東京：
仲買・小売）横ばい予想。
（東京：仲買・小売）為替円安で、6 月までは価格は横ばいと予想。
（東京：仲買・小
売）あまり変化がないと予想。
（東京：仲買・小売）防腐土台角は入荷少なくやや上昇が横ばいに転じると予想。
（東海：仲買・小売）
無風。
（東京：外材問屋）原地原木価格が横ばいになり、需要もやや減少、とりあえず横ばい。
（東海：外材問
屋）円安も構造材に関しては弱気配。
（東京：仲買・小売）動きなし。
（東京：仲買・小売）横ばい予想。
（東京：
仲買・小売）為替円安で、6 月までは価格は横ばいと予想。
（東京：仲買・小売）あまり変化がないと予想。
（東
京：仲買・小売）少し弱含みか。
（大阪：仲買・小売）当面横ばい、根拠ないが翌月少し下落するかも。
（東海：
仲買・小売）
変化無し、入手はしやすい。
（東海：外材問屋）円安で底堅い。
（東京：仲買・小売）相場は保合、良材少ない。
（東京：仲買・小売）横ばい予想。
（東京：仲買・小売）為替円安で、6 月までは価格は横ばいと予想。
（東京：
仲買・小売）あまり変化がないと予想。
（東京：仲買・小売）下がりそうで下がらない。
（大阪：仲買・小売）
入荷次第で変動。
（東海：仲買・小売）
RW 集成平角は少し安くなるかも。
（東京：外材問屋）大変動きが悪い。
（東海：外材問屋）WW,RW 供原材料のラ
ミナは高値になっており、値上げしたいところだが需要も落着き現状維持が一杯。
（東海：外材問屋）4 月は弱
保合、仕事が出なければもう一段の下げ、出てくれば価格維持もしくはアップもある。
（東京：集成材問屋）円
安も構造材に関しては弱気配。
（東京：仲買・小売）増税で需要が大幅に減るのではないか。
（東京：仲買・小
売）動きなし。
（東京：仲買・小売）まだ、一部品薄のものもあるが概ね足りてきた。
（東京：仲買・小売）横
ばい予想。
（東京：仲買・小売）ロシア情勢の不安から先高感がある。
（東京：仲買・小売）あまり変化がない
と予想。
（東京：仲買・小売）下がりそうな気配。
（大阪：仲買・小売）受注量が厳しくなれば下げてくると予
想。
（東海：仲買・小売）
入手はしやすくなったが、依然として価格は強気配の横ばい。
（東海：外材問屋）円安に支えられているが 5 月
頃からは不透明。
（東京：仲買・小売）針葉樹構造用は駆け込み需要で相変わらず品薄、オリンピック需要に対
応できるのか不安。
（東京：仲買・小売）未だ、針葉樹合板に落ち着く気配がない。
（東京：仲買・小売）相場
は保合も、先行き不透明。
（東京：仲買・小売）輸入の針葉樹合板が出てきたが、高い。国産材も、つられるの
か。
（東京：仲買・小売）全て横ばいだが 10〜20 円単位の多少の上昇はある。
（東京：仲買・小売）針葉樹合板
は値上がり大きかった分徐々に下落する可能性大と予想。
（東京：仲買・小売）多少品不足なると予想。
（東京：
仲買・小売）高止まりと予想。
（東京：仲買・小売）消費税アップ後のため、品薄も解消される傾向がある。
（大
阪：仲買・小売）品薄状態で、高値続く。
（大阪：仲買・小売）入手しやすくなっている。
（大阪：仲買・小売）
入荷落ち着いてきた、横ばいから少し下落を予想。
（東海：仲買・小売）ラワン合板が強い。
（東海：仲買・小
売）
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