2014年5月16日

26年5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 4月20日～ 26年5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。
5月分の回答企業数は44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
26/5月
6月
△ 37.2 △ 11.8
国産材
仕入動向
△ 29.8 △ 8.5
外材
△ 29.5 △ 9.2
国産材
販売動向
△ 29.8 △ 11.3
外材
△ 17.1 △ 4.1
国産材
在庫動向
△ 15.5 △ 2.4
外材
(2) 価格動向 Weight.Ｄ.Ｉ.
品目
26/5月
△
22.6
スギ正角(グリーン)
△ 19.1
スギ正角(ＫＤ)
△ 29.4
ヒノキ正角
△ 29.4
ヒノキ土台角
△ 6.5
米ツガ正角(現地挽)
△ 3.1
米ツガ防腐土台角
△ 3.2
米ツガ割物(現地挽)
△ 3.2
米マツ平角
北洋アカマツタルキ(現地挽) △ 10.6
ホワイトウッド集成管柱 △ 20.3
△ 10.7
レッドウッド集成平角
△ 3.1
型枠合板(輸入)
△ 10.9
針葉樹構造用合板
△ 6.7
針葉樹構造用合板(厚物)

7月
△ 4.2
△ 3.8
△ 3.9
△ 3.8
△ 4.2
△ 1.3

6月
△ 20.0
△ 18.2
△ 22.7
△ 24.2
△ 1.7
△ 1.6
△ 3.3
△ 3.3
△ 4.7
△ 6.5
△ 7.1
△ 12.9
△ 14.5
△ 12.1

7月
△ 7.1
△ 6.5
△ 9.7
△ 9.7
△ 1.7
△ 1.6
0.0
0.0
△ 5.0
△ 1.7
△ 3.7
△ 6.9
△ 5.2
△ 5.6

モニターからのコメント
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仕入は国産材及び外材共に減少傾向で推移
するが、7月に向けマイナス幅大幅縮小。
販売は国産材及び外材共に減少傾向で推移
するが、7月に向けマイナス幅大幅縮小。
在庫も国産材及び外材共に減少傾向で推移
するが、7月に向けマイナス幅大幅縮小。
スギ正角及びヒノキ正角及び同土台は弱保
合で推移するが7月に向け、マイナス幅縮
小。
米ツガ正角、同土台、同割物及び米マツ平
角は、やや弱保合ないしほぼ保合で推移。
アカマツタルキはやや弱保合で推移。
WW集成管柱及びRW集成平角も弱保合ない
し、やや弱保合で推移も、7月に向けマイ
ナス幅縮小。
型枠合板及び構造用合板は、やや弱保合で
推移。

仕入れ動向

〈モニターからのコメント〉
1.荷動き
産地高は相変わらずながら日本の買いが細りつつあるためか、唱えが強気一辺倒から少し変化も。
（東京：米材問屋）
カナダの港湾ストで入荷少ない模様。
（東京：外材問屋）国産材、外材共仕入れは順調。国産材価格は下落傾向、外
材は横ばい。7 月の夏のセールに向け仕入れ増を予定。
（東海：外材問屋）
産地は天候良好だが伐採進まず、原木少なく、価格は高値膠着。
（東京：中国・南洋材問屋）ラワン材の今月入荷は
なく、今後も入荷少なく、回復の見込みはない。
（東京：中国・南洋材問屋）3 月仕入増の調整で多少仕入れ減。
（東
京：広葉樹等問屋）
今月は連休もあり、仕入れ控えた。
（東京：国産材問屋）
仕事量少なく、先が読めない状況。
（東京：仲買・小売）予想以上に荷動き悪く、仕入は減少。
（東京：仲買・小売）
どの材種も必要最小限の仕入れ。
（東京：仲買・小売）良材の少ない北洋アカマツ、米ツガは早めの手当、国産材は
良材を選んで仕入れた。
（東京：仲買・小売）新築があり横ばい。
（東京：仲買・小売）全体にやや静かな動きと予
想。
（東京：仲買・小売）ハウスメーカーアパートの野縁にエゾタルキがかなり出た。今月に入り 3B/L 約 200 束動
いている。外材は横ばい。
（東京：仲買・小売）4,5 月は増税の反動で動き悪く、全体的に荷動き減少。
（東京：仲買・
小売）全般に弱含み。
（大阪：仲買・小売）5 月は消費増税の影響続き相場下落気味で仕入れ控えているが、今月中
に底を打つと予想、6 月から本格的に仕入れ増やす。
（東海：仲買・小売）
完全に高値が嫌われ、徹底した当用買いと売れてから買う姿勢に変わってきており、少しくらい安くても売れない。
（東京：米材問屋）4 月に入り、やはり販売は減少、梅雨明けまで続くと予想。
（東海：外材問屋）PC 工場の稼働状
況は大きな落ち込みもなく荷動きまずまず、ほぼ 4 月並。7 月のセールは荷動き、価格が微妙。
（東海：外材問屋）
造作材の注文は安定しているが単価は厳しいまま、仕入れ価格との差は広がる一方。
（東京：中国・南洋材問屋）造
作材の荷動き低調、集成材は安いグレードの引き合いはあるが A グレードの荷動き悪い。
（東京：中国・南洋材問屋）
6 月は多少落ち込むも、7～8 月は回復予想。
（東京：広葉樹等問屋）
ヒノキは良くないが、スギは造作主体に動きがあり、板類も良く動く。本格的には梅雨明けかも。
（東京：国産材問
屋）構造材が特に荷動き良くない、造作材は良い。
（東京：国産材問屋）
依然低迷、不足材もなく、低いところで安定。
（東京：仲買・小売）仕事量少なく、先が読めない状況。
（東京：仲
買・小売）消費税アップの影響か予想以上に荷動き悪くなった。
（東京：仲買・小売）4 月は全く動きが無い、5 月
も休日多く期待できそうにない。
（東京：仲買・小売）全般的に 4 月の落ち込みがひどく、在庫に関しては 5 月まで
響きそう。
（東京：仲買・小売）消費税も上がり 4,5 月は一服感、6 月からは多少の荷動きがあると思う。
（東京：仲
買・小売）荷動きは国産材よりも外材が多い。造作材、額縁及び入口枠は最近、ツガよりもスプルースが多い。
（東
京：仲買・小売）弊社では駆け込みもあまり感じられなかったが、4 月の落ち込みもたいしてない。
（東京：仲買・
小売）GW 明けて仕事が出てきた。
（東京：仲買・小売）受注が減少、見積物件も少ない。受注は暫く増えそうもない。
（東京：仲買・小売）荷動きは落ち着いているが、需要は変わらず。
（東京：仲買・小売）需要の先行き見えず、現
状の在庫で。
（東京：仲買・小売）エゾタルキ及び WW が増加している。
（東京：仲買・小売）一部プレカット等増税
前の受注残あるが、全般に仕事が少ない。
（東京：仲買・小売）関西圏、特に大阪は音無で低調。今月は連休もあり、
期待できない。
（大阪：仲買・小売）3 月までの駆け込み需要の反動か予想以上に売れ行き悪い。
（大阪：仲買・小売）
増税後は新築物件が減少し、リフォームに頼るしかない。
（大阪：仲買・小売）小口出荷が多くなり経費増の気配。
（大阪：仲買・小売）プレカットが大幅な落ち込み、5 月中も厳しいが 6 月には戻したい。
（大阪：仲買・小売）4
月までの忙しさはないが注文住宅が堅調なので荷動きも堅調な状態続く。
（東海：仲買・小売）5 月は稼働日数少な
く、相場の先が読みにくいため顧客の買い意欲薄い。
（東海：仲買・小売）受注の減少大きく荷動きは全体的に減少。
（東海：仲買・小売）
販売動向
在庫動向

在庫の漸増傾向続き、当面続く見通し。
（東京：米材問屋）今は多いが、梅雨明けには必ず無くなると予想。
（東海：
外材問屋）当月在庫は前月並、6,7 月はセール用に在庫増。
（東海：外材問屋）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）入荷少ないが出荷も少ないため在庫は増えている。
（東京：中国・南洋材問屋）在
庫も秋口までには調整つく。
（東京：広葉樹等問屋）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）荷動き悪く買い控え気味、その中で 3m タルキは品不足のようで入荷待ち。
（東京：仲買・小売）通常量に止め
ている。
（東京：仲買・小売）エゾタルキ及び WW の回転が良く在庫を増やしている。
（東京：仲買・小売）動き悪い
分在庫はやや増加。
（東京：仲買・小売）7 月以降の受注の動きで翌々月の見通しは変わるが当面在庫減続くと予想。
（東海：仲買・小売）売れ行き不振で在庫増だが 5,6 月に少しずつ解消し、7 月には売れて、在庫減少と予想。
（東
海：仲買・小売）
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<価格動向>
需要落ち着き、横ばい。
（東海：外材問屋）予想通りの販売ダウンだがプレカット等大口流通、市場出し等に比
べ値上げも穏やかだったので当面値下がりはないと予想。
（東京：国産材問屋）スギはまだ少し弱い。
（東京：
国産材問屋）少し値下がりして来ている。
（東京：仲買・小売）一部で値下がりの話あるようだが、相場は保合。
ス ギ 正 （東京：仲買・小売）動きが良く分からない。
（東京：仲買・小売）問屋も下がり始めた、グリーン柱材は需要
があるのか疑問。
（東京：仲買・小売）スギ良材は下げ止まると予想。
（東京：仲買・小売）全体的に低迷と予
角
想。
（東京：仲買・小売）仕入れ価格高いため下げにくいが、これから下がる面もある。
（東京：仲買・小売）
大分落ち着いた模様。
（大阪：仲買・小売）全体的に 5 月は弱含み、6 月少し戻して 7 月には需要増えて強くな
ると予想。
（東海：仲買・小売）資材不足で引き続き変動無いと予想。
（東海：仲買・小売）
需要落ち着き、価格は元に戻りつつある。
（東海：外材問屋）在庫に余裕が出た様子。
（東京：仲買・小売）一
部で値下がりの話あるようだが、相場は保合。
（東京：仲買・小売）ヒノキは弱いと思う。
（東京：仲買・小売）
ヒ ノ キ 全体的にやや値下がりを予想。
（東京：仲買・小売）品薄が解消し、やや下落。
（東京：仲買・小売）住宅着工
正 角 土 減から構造材の下げがあると予想。
（東京：仲買・小売）ヒノキ製品は全般に下落。
（大阪：仲買・小売）需要
台角
はそれほど増えない。元のレベルに近づく。
（大阪：仲買・小売）5 月は急騰の反動続き一番弱く入荷減、6 月
には落ち着き、7 月にはやや値戻しと予想。
（東海：仲買・小売）暫く価格安続き、その後横ばいと予想。
（東海：
仲買・小売）
現地輸送ストライキ終わり、当月末くらいから入荷予定で、多くなりそう。価格もやや下落するかも?。
（東海：
外材問屋）小割 45×36 等は、まだ少し強い感じ。
（東京：仲買・小売）動きなく、保合。
（東京：仲買・小売）
米ツガ割物は良材が少なくしっかりしている様子。
（東京：仲買・小売）割物が少ない。
（東京：仲買・小売）
米ツガ
現地需要順調で、為替も円安安定で横ばい推移と予想。
（東京：仲買・小売）全体的にやや値下がりを予想。
（東
京：仲買・小売）輸入価格高止まりだが、売りは在庫処分で下げる場面もある。
（東京：仲買・小売）防腐土台
は当面動かない。
（東海：仲買・小売）
価格は全く動いていない。
（東京：外材問屋）集成平角の動向次第でやや下落するかも?。
（東海：外材問屋）動
きなく、保合。
（東京：仲買・小売）輸入材は弱含み。
（東京：仲買・小売）現地需要順調で、為替も円安安定
米マツ
で横ばい推移と予想。
（東京：仲買・小売）全体的にやや値下がりを予想。
（東京：仲買・小売）輸入価格高止
平角
まりだが、売りは在庫処分で下げる場面もある。
（東京：仲買・小売）前月と変わらず。
（大阪：仲買・小売）
RW に押されるのでは?。
（大阪：仲買・小売）下落の条件なく今月も横ばい。
（東海：仲買・小売）
全国的にややだぶつきかげん。
（東海：外材問屋）横ばい。
（東海：外材問屋）相場は保合、3m は品不足。
（東京：
仲買・小売）価格は変わらないが質が落ちている。
（東京：仲買・小売）良材少ないが若干下がった、上ほど動
北洋ア
きが悪いのか。
（東京：仲買・小売）為替も円安安定で横ばい推移と予想。
（東京：仲買・小売）全体的にやや
カマツ
値下がりを予想。
（東京：仲買・小売）価格的には横ばいだが、今後やや下落を期待。
（東京：仲買・小売）輸
タルキ
入価格高止まりだが、売りは在庫処分で下げる場面もある。
（東京：仲買・小売）前月と変わらず。
（大阪：仲
買・小売）当面は動かない。
（東海：仲買・小売）
集成平角が少し荷もたれ気味で、GW 明けが少々不安。
（東京：外材問屋）5,6 月積の先物やや下落。国産は原料
高いが価格維持できるか微妙。やや荷動き悪く安い物も出回りそう。
（東海：外材問屋）保合。
（東京：仲買・
小売）為替も円安安定で横ばい推移と予想。
（東京：仲買・小売）全体的にやや値下がりを予想。
（東京：仲買・
WW･RW 集
小売）WW 集成管柱は一時より下落と予想。
（東京：仲買・小売）輸入価格高止まりだが、売りは在庫処分で下げ
成材
る場面もある。
（東京：仲買・小売）前月と変わらず。
（大阪：仲買・小売）輸入品も大きくは下がらないので
は？。
（大阪：仲買・小売）今月やや下落も、大きな因子もなく、当面大きな動きは無いと予想。
（東海：仲買・
小売）

合板

荷動き、価格横ばい。
（東海：外材問屋）そろそろ、だぶつきが出ている感じ。
（東京：仲買・小売）期待して
いるわけではないが、値崩れしそうでしない、先行き不透明。
（東京：仲買・小売）まだ価格の動きは無いが、
針葉樹合板 12mm が余り始めているようで値が下るかもしれない。
（東京：仲買・小売）連休明けの様子がはっ
きりしない、4 月ははっきりしていた。
（東京：仲買・小売）だいたい出そろったが、まだ一部不足気味のもの
もある。
（東京：仲買・小売）針葉樹は全般的に物が出てきた。12mm は下がっている。
（東京：仲買・小売）針
葉樹はまだ少し下落する可能性もある。
（東京：仲買・小売）多少の値上げを予想。
（東京：仲買・小売）型枠
用他横ばいながら、1 枚 20～30 円の上昇はあると予想。
（東京：仲買・小売）輸入価格高止まりだが、売りは在
庫処分で下げる場面もある。
（東京：仲買・小売）型枠用は品物あるが値は少しずつ上がっている。構造用は、
まだ品物少ない様子。
（大阪：仲買・小売）針葉樹合板は注文すれば直ぐに対応できるようになった。
（大阪：
仲買・小売）品薄状態もほぼ解消され、価格も落ち着いてきた。
（大阪：仲買・小売）需要は減っているが海外
から安い物が入って来ることもない。
（大阪：仲買・小売）今月に入り価格提示にバラツキが出始め 1 枚 50～70
円程度の差があるケースも。
（東海：仲買・小売）
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