2014年7月16日

26年7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 6月20日～ 26年7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。
7月分の回答企業数は50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
26/7月
△ 12.8
国産材
仕入動向
△ 19.8
外材
△ 10.5
国産材
販売動向
△ 17.7
外材
△ 10.5
国産材
在庫動向
△ 13.0
外材

8月
△ 16.7
△ 14.9
△ 21.4
△ 25.5
△ 14.3
△ 13.3

9月
△ 2.4
△ 4.4
2.5
7.6
△ 6.1
△ 7.8

(2) 価格動向 Weight.Ｄ.Ｉ.
品目
26/7月
△
13.2
スギ正角(グリーン)
△ 14.9
スギ正角(ＫＤ)
△ 25.0
ヒノキ正角
△ 22.2
ヒノキ土台角
△ 7.1
米ツガ正角(現地挽)
△ 6.9
米ツガ防腐土台角
△ 2.9
米ツガ割物(現地挽)
△ 15.7
米マツ平角
北洋アカマツタルキ(現地挽) △ 18.4
ホワイトウッド集成管柱 △ 23.0
△ 13.2
レッドウッド集成平角
△ 25.7
型枠合板(輸入)
△ 41.2
針葉樹構造用合板
針葉樹構造用合板(厚物) △ 28.8

8月
△ 10.6
△ 5.6
△ 11.1
△ 10.0
△ 4.5
0.0
△ 3.0
7.4
△ 12.2
△ 12.5
△ 8.8
△ 11.8
△ 19.7
△ 14.1

9月
△ 1.6
2.9
△ 2.9
△ 1.5
△ 4.5
0.0
△ 3.1
△ 4.7
1.4
△ 2.9
△ 4.5
△ 3.1
△ 6.5
△ 5.0

モニターからのコメント
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国産材及び外材の仕入は、共に減少傾向で
推移するが、9月に向けマイナス幅が縮
小。
国産材及び外材の販売は7,8月の減少が9月
には微増と好転。
国産材及び外材の在庫も減少傾向で推移す
るが、9月にはマイナス幅縮減。
スギ正角（グリーン)、ヒノキ正角及び同
土台は共に7月の弱保合が9月に向けやや弱
保合に、スギ正角（KD)は7月の弱保合が9
月には、保合に。
米ツガ製材品は総じてやや弱保合ないし保
合で推移。
米マツ平角は7月の弱保合が8月のやや強保
合を経て9月にはやや弱保合に。
アカマツタルキは7,8月の弱保合が9月には
保合に。
WW管柱及びRW平角は共に弱保合ないしやや
弱保合で推移するが9月に向けマイナス幅
縮小。
型枠合板及び針葉樹構造用は、共に7月の
弱保合、ないし弱含が9月に向けてやや弱
保合に。

仕入れ動向

〈モニターからのコメント〉
1.荷動き
産地の高唱えは相変わらずだが、カナダ材全般が不振を極めている中で、色物も例外ではなく、得意先には積極的
な仕入れを手控える動きが顕著。
（東京：米材問屋）荷動き悪い上に、8 月の夏季休暇がありやや減少。
（東京：外材
問屋）先安感があり仕入れ意欲ない。
（東京：外材問屋）前月に引き続き販売不調、セール終了後は仕入れも減少。
しばらくは荷動き悪いと予想し、仕入れは控えめ。
（東海：外材問屋）7 月は当社展示会のため仕入れ増、8 月は稼
働日数少なく仕入減らす、9 月は荷動き良くなると予想し多めに仕入れる。
（東海：外材問屋）７月決算のため在庫
は現状維持か少し減らす方針、仕入れは押さえる。
（東京：集成材問屋）
現地価格は保合、国内在庫あるため仕入れは押さえて。
（東京：中国・南洋材問屋）産地に原木少なく、入荷も少な
い。
（東京：中国・南洋材問屋）産地原木出材順調だが、他国の買付増加で日本向けは少なく強保合。
（東京：中国・
南洋材問屋）産地はコスト高の原料抱える。
（東京：広葉樹問屋）
先行き大型見積もりなく、やや減少、横ばい。
（東京：仲買・小売）6 月は荷動き悪くかなり落ち込んだが、7 月は
見込める現場もあり多少増えそう。
（東京：仲買・小売）アカマツ 3m は品物少なく 1 メーカー、グレードに固定す
るのが難しい。
（東京：仲買・小売）6 月が非常に悪かったので仕入を押さえるつもり。
（東京：仲買・小売）見積も
りもあまり増えず、相場弱含で仕入は引き続き控えめ。
（東京：仲買・小売）動き鈍く全般に入荷減。
（東京：仲買・
小売）現状の動きではやや減少するかも。
（東京：仲買・小売）国産材は、リフォーム工事でスギを使ったので柱、
間柱などの仕入れがあり、やや増、外材は WW をやや増やす。
（東京：仲買・小売）あまり注文がなく仕入れ低調。
（大
阪：仲買・小売）7 月の受注はあまり良くなく動き悪くなりそう。販売減に合わせて仕入も減らす。
（東海：仲買・
小売）一般羽柄材に仕入量増加する予定なし。ツガ、スプルース無地材の良材（巾広）の供給量少なく単価にも響
き苦労。
（東海：仲買・小売）
入荷が決して多い訳ではなく、逆に少ない中で、徹底した当用買いの動きは一層強まっており、先月は最近では
一番の不振月。一部に決済のため超安値材が出現。
（東京：米材問屋）天候不順もあり売行き悪い。
（東京：外材
問屋）荷動き低調で特に町場工務店に仕事が出ていない。大手ビルダーには仕事あるが一般ルートにはない。大
手ビルダーは商社やメーカーと直接取引のため、一般ルートの荷動き悪い。
（東京：外材問屋）大変動きが悪い状
態がずっと続いている。
（東海：外材問屋）不振。
（東海：外材問屋）予想以上に荷動き悪い、例年なら７月は忙
しくなるが今年は？がつく。
（東京：集成材問屋）
造作材の荷動きは低調、全体的に価格は弱保合。
（東京：中国・南洋材問屋）B/L 売りに対応できず小口売りのみ。
（東京：中国・南洋材問屋）注文材の見積もりは多いが梱包単位の商いは皆無。
（東京：中国・南洋材問屋）
国産材で７月に入って仕事が出てきた感じがある。
（東京：国産材問屋）梅雨期に入り荷動き低調、毎日宅急便状
態の配達で売り上げたたない。
（東京：国産材問屋）駆け込み需要の反動まだ続く、秋まで売上げ不安定。
（東京：
広葉樹問屋）駆け込み需要の反動が続いている、覚悟の上だがやや不安感も見えてきた。
（東京：国産材問屋）ス
ギ板、小割、役物はよく売れる。
（東京：国産材問屋）
見積もりしたものが決まりだし、売り上げは見込めるが全体的には、まだまだ良くない。
（東京：仲買・小売）仕
事は早くも夏休み、秋需も期待できず。
（東京：仲買・小売）先行き大型見積もりなくやや減少、横ばい。
（東京：
仲買・小売）消費税アップ後パットした動きなし。
（東京：仲買・小売）良い状態が続く、学校関係の見積もりが
いくつか来ておりそれが決まればかなり動くのではないか。
（東京：仲買・小売）月を追って動きが出てきている。
（東京：仲買・小売）7 月は持ち直したい。
（東京：仲買・小売）仕事の動き鈍く、7 月後半～8 月にかけての学校
関係の仕事が出ることを期待。
（東京：仲買・小売）6 月よりは若干良くなって来ているが盆が間に入り見通しは
あまり良くない。
（東京：仲買・小売）仕事が見えず建築現場が少なくなった。
（東京：仲買・小売）消費増税後、
荷動き悪く動くのは 9 月か。
（東京：仲買・小売）国産材の販売やや増。
（東京：仲買・小売）今月に入っても全
く好転せず、7 月後半から良くなるとの声もあるが如何なものか。
（大阪：仲買・小売）造作、木工でスギ材が増
加。
（大阪：仲買・小売）リフォーム、新築の現場減少、動き悪く閑になってきている。
（大阪：仲買・小売）市
場関係は超閑散、5,6 月はアベノミクスとはどこのことやら。超閑でも値段は安定。
（大阪：仲買・小売）前月と
変わらず悪い。戸建物件の減少。
（東海：仲買・小売）米ツガ割物’現地挽は少し品質が低下。
（東海：仲買・小
売）先月は小休止していたが今月から荷動きが出てきている。
（東海：仲買・小売）当月そのものは良くないが展
示会利用して販売増を見込む、8 月は動き弱い、9 月以降は現状よりもかなり動きは良いと予想。
（東海：仲買・
小売）
入荷が少ない分在庫が積み上がっている訳ではないが、梅雨明け後の品傷みが心配。
（東京：米材問屋）相場の動向
を見て在庫調整している。
（東京：外材問屋）国産材の荷動き悪く先安感が出ており、やや減少、外材は入荷減も一
部上級グレード材を除き港頭在庫多く、先安感もあるため在庫持てない状況。
（東京：外材問屋）セール終了後は、
ほぼ通常在庫量。全般に港頭在庫増、価格維持も難しそう。
（東海：外材問屋）現状在庫を維持していく。
（東京：
集成材問屋）
出荷少なく、在庫増、安売で在庫を減らそうという動きはまだない。
（東京：中国南洋材問屋）入荷少なく欠品アイ
テムの品数増える。
（東京：中国南洋材問屋）
先行き大型見積もりなくやや減少、横ばい。
（東京：仲買・小売）急いで仕入れるものはなく、買い控え気味。
（東
京：仲買・小売）現状維持。
（東京：仲買・小売）6 月荷動きが悪く、国産材主体に見込み発注も含めて増えそう。
（東京：仲買・小売）先行き需要に不安があり在庫は増やせない。
（東京：仲買・小売）現状水準を保ちたい。
（東
京：仲買・小売）全般に減らしている。
（東京：仲買・小売）在庫は変わらず。
（東京：仲買・小売）全体的に横ば
いからやや減。在庫量を増やす必要があると思える材はなし。
（東海：仲買・小売）
仕入、販売と同じような動きにしたい、相場は下振れリスクがないので安心して仕入、在庫できる環境とは思う。
（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

外材の安値に引っ張られ相場弱含み、荷動きも良くない。
（東京：外材問屋）
。需要落ち着き高値からやや下落
傾向。
（東海：外材問屋）安い物もあるが良い材はしっかりしている。
（東京：国産材問屋）昨年高騰の反動が
避けられずどこで下げ止まるか関心。
（東京：国産材問屋）天竜材は未だ入荷に時間がかかり値段も下がらない。
（東京：国産材問屋）すっかり落ち着いた。
（東京：仲買・小売）弱目ながら相場としては保合。
（東京：仲買・
小売）まだがんばっているが 8 月には崩れるのでは？（東京：仲買・小売）もう少し値戻しがあると予想。
（東
京：仲買・小売）一時期に比べやや弱い。
（東京：仲買・小売）大きな変化なく横ばい推移と予想。
（東京：仲
買・小売）入荷少なく、価格も動き少ない。
（東京：仲買・小売）資材不足は続いており安値聞こえず、現状の
まま横ばい。
（東海：仲買・小売）当月は集成材も弱含みでスギも同様な動き、8 月は動きさほど良くなく、動
くとすれば 9 月頃と予想。
（東海：仲買・小売）
正角は荷動き悪く弱保合、土台は荷動き悪いが、底値になってきている。
（東京：外材問屋）荷動き悪い製品多
く、価格下落傾向。
（東海：外材問屋）正角は良材も少し下げた。
（東京：国産材問屋）土台角は動き良くない。
（東京：国産材問屋）値下がりしているものもあるがまだ保合。
（東京：仲買・小売）今月で下げ止まり、元に
戻ったのではないか。
（東京：仲買・小売）もう少し値戻しがあるのでは。
（東京：仲買・小売）横ばい傾向続
くと予想。
（東京：仲買・小売）増税前に上がった分下げている。
（東京：仲買・小売）品不足解消して単価も
やや弱い。
（東京：仲買・小売）増税前に比べかなり値下がり。
（大阪：仲買・小売）ある程度まで下落し、当
面現状のままと予想。
（東海：仲買・小売）正角は 4～6 月にかなり下落したので 7,8 月は横ばい、9 月から動く
と予想。土台が一番上がり、一番下がって、駆込前の相場に戻った。駆込の暴騰で使用はかなり減り代替品に
なったと思う。7,8 月は動きないと予想。
（東海：仲買・小売）
正角は入荷減も荷動き悪く米松の値下げに引っ張られる、防腐土台は注入メーカー値上げも荷動き悪く保合、
割ものは入荷減も動き悪く保合。
（東京：外材問屋）変化なく横ばい。
（東海：外材問屋）値段変わらないが良
材少ない。
（東京：仲買・小売）保合。防腐土台などに欠品。
（東京：仲買・小売）小幅ながら少しずつ下がっ
ている。
（東京：仲買・小売）引き続き為替が円安安定で価格横ばいと予想。
（東京：仲買・小売）まだまだ横
ばい、需要が出ればやや上昇も。
（東京：仲買・小売）全般に横ばい。
（東京：仲買・小売）横ばい。
（大阪：仲
買・小売）当面価格の動きなしと予想。
（東海：仲買・小売）割物は少し品質が低下。
（東海：仲買・小売）
国内大手メーカーの値下げで弱保合。
（東京：外材問屋）大手メーカーの値下げがマーケットを弱気にした。
（東
京：外材問屋）KD 正角 2,000 円/m3 下げる。平角は横ばい。
（東海：外材問屋）弱めながらも相場は保合。
（東
京：仲買・小売）小幅ながら少しずつ下がっている。
（東京：仲買・小売）引き続き為替が円安安定で価格横ば
いと予想。
（東京：仲買・小売）まだまだ横ばい、需要が出れば、やや上昇も。
（東京：仲買・小売）全般に横
ばい。
（東京：仲買・小売）横ばいないし微減と予想。
（東海：仲買・小売）
入荷減も荷動き悪く港頭在庫が減らず上級グレードを除き弱保合。
（東京：外材問屋）変化なし。
（東海：外材
問屋）弱めの保合。
（東京：仲買・小売）3m ものが品薄気味。
（東京：仲買・小売）供給量多く若干弱含み。
（東
京：仲買・小売）しっかり。
（東京：仲買・小売）良材少ない状態続く、もう良い丸太がないのか。
（東京：仲
買・小売）多少の荷動きあるかも。
（東京：仲買・小売）やや動き悪く少し下げ。
（東京：仲買・小売）やや弱
いがもう少し落ちてもおかしくない。
（東京：仲買・小売）一部安売りあり？（大阪：仲買・小売）高値安定。
（大阪：仲買・小売）入荷と荷動き次第。
（東海：仲買・小売）

WW は荷動き悪く国内メーカーは値下げ傾向、現地挽も弱含み、RW は国内メーカーの値下げの影響で弱保合。
（東
京：外材問屋）米材平角が値下がりして、それにつれて弱くなってきた。
（東京：外材問屋）WW は横ばい 1,900
円/本、RW も横ばい 61,000 円/m3。
（東海：外材問屋）荷動き悪く、価格も弱保合。
（東京：集成材問屋）
WW･RW 集
WW は保合ないし多少弱め、RW は弱め。
（東京：仲買・小売）弱い、なかなか下落とは言いづらい。
（東京：仲買・
成材
小売）需要戻らず横ばいと予想。
（東京：仲買・小売）現状の流れで行くと予想。
（東京：仲買・小売）動き悪
いが横ばい。
（東京：仲買・小売）WW は弱く先月より 100 円安い。
（東京：仲買・小売）当面横ばい予想も問屋
によっては価格の下げも。
（東海：仲買・小売）

合板

型枠用合板は荷動き悪く価格下落。
（東京：外材問屋）型枠は横ばい。構造用は少しずつ値下がり、12mm960 円/
枚、28mm2,250 円/枚。 （東海：外材問屋）
在庫にだぶつきが出ている模様。
（東京：仲買・小売）弱保合。
（東京：仲買・小売）需給バランスでどうなる
か。
（東京：仲買・小売）型枠は弱いようだが、4 月通関の高い玉が出てくるので、商社が踏ん張るのではない
か。
（東京：仲買・小売）針葉樹は問屋によって下げたところと、キープしているところとに分かれている。
（東
京：仲買・小売）型枠は横ばいのようだが、構造用、下地 12mm などは下がって来ている。仕入れ先の話では 7
月にラワンベニヤの関係で上がるとの情報もあるが？（東京：仲買・小売）ラワンは横ばい、針葉樹はもう少
し値戻しあると予想。
（東京：仲買・小売）全体的にほぼ横ばい推移と予想。
（東京：仲買・小売）一時期より
少し下げている。
（東京：仲買・小売）型枠は横ばいだが構造用は少しずつ下落。
（東京：仲買・小売）全体に
商品はある様子。値はやや下がり気味。
（大阪：仲買・小売）在庫、価格共横ばい傾向。
（大阪：仲買・小売）
輸入は現実に下落、国産は生産調整に入り価格維持と予想。
（東海：仲買・小売）
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