2014年8月20日

26年8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 7月20日～ 26年8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。
8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
品目

Weight.Ｄ.Ｉ.
26/8月
9月
△ 23.8 △ 4.9
国産材
仕入動向
△ 19.6 △ 5.6
外材
△ 27.4 △ 1.2
販売動向 国産材
△ 25.6 △ 1.1
外材
△ 20.2 △ 7.5
国産材
在庫動向
△ 15.6 △ 11.6
外材

10月
4.9
2.2
8.5
5.7
△ 5.0
△ 9.5

(2) 価格動向 Weight.Ｄ.Ｉ.
品目
26/8月
△ 16.1
スギ正角(グリーン)
△ 14.3
スギ正角(ＫＤ)
△ 24.3
ヒノキ正角
△ 26.4
ヒノキ土台角
△ 7.6
米ツガ正角(現地挽)
△ 5.7
米ツガ防腐土台角
△ 10.6
米ツガ割物(現地挽)
△ 7.8
米マツ平角
北洋アカマツタルキ(現地挽) △ 22.1
ホワイトウッド集成管柱 △ 22.2
△ 22.6
レッドウッド集成平角
△ 30.0
型枠合板(輸入)
△ 33.3
針葉樹構造用合板
針葉樹構造用合板(厚物) △ 30.4

10月
0.0
0.0
△ 2.8
△ 2.9
△ 1.6
0.0
0.0
△ 3.2
1.5
△ 4.3
△ 4.8
3.4
1.7
1.9

9月
△ 10.0
△ 5.9
△ 11.1
△ 11.4
△ 4.7
△ 1.5
△ 4.7
△ 6.5
△ 7.6
△ 10.0
△ 9.7
△ 3.4
△ 6.9
△ 5.6

モニターからのコメント
（荷動き動向）

（価格の動向）
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国産材及び外材の仕入れは、8月の減少が9
月にはマイナス幅を縮小し、10月には微
増。
国産材及び外材の販売は、8月の減少が9月
にはわずかのマイナスを経て、10月は増加
に転ずる。
国産材及び外材の在庫は連続して減少。

スギ正角は8月の弱保合が9月のやや弱保合
を経て10月には保合に。ヒノキ正角及び土
台は8月、9月の弱保合が10月にはやや弱保
合に。
米ツガ製品は総じて8月、9月のやや弱保合
から10月にはほぼ保合に。
米マツ平角はやや弱保合で推移。
アカマツタルキは8月の弱保合から9月のや
や弱保合を経て10月は保合に。
WW管柱及びRW平角は8月の弱保合から9月、
10月にはやや弱保合で推移しマイナス幅は
縮小。
合板は8月の弱保合から9月はやや弱保合、
10月は保合に。

仕入れ動向

〈モニターからのコメント〉
1.荷動き
米マツ一般材丸太は US 物 7 月積み輸出値は連続して下げの様子。カナダ物セコグロも日本、中国向けが低調で弱含となっ
ているものの、オールド材、特に大径材の出材はほとんどなく価格は上昇。
（東京：米材問屋）カナダ産地の高止まり傾向
は続いており、為替の動向で仕入れ価格が上昇する不安定な動きとなっている、ここ数日（7 月下旬）円安傾向になって
いるが販売価格に転嫁できずますます苦しい商いを強いられそう。
（東京:米材問屋）
販売不振のため仕入れは極端に減らしている。
（東京：外材問屋）国産材の荷動き低調で欧州材に変わったところもある、
角材は先安で買えない状況、外材は入荷が少なくなっているが先安感から荷動きは良くない。
（東京：外材問屋）7 月は仕
入れ抑え、8 月は購入する予定だが荷動きが悪いのでどうなるか。
（東京：集成材問屋）
産地渇水で原木不足気味で高値張り付き。
（東京：中国南洋材問屋）入荷は最低限しか入らず。
（東京：中国南洋材問屋）
ラワン類は原木少なく現地価格は強含み。
（東京:中国南洋材問屋）
産地は買ってくれという姿勢。
（東京：国産材問屋）原木不足のため、製品が少なく良材丸太もないため仕入れは極力抑え
ている。
（東京：国産材問屋）来月から徐々に荷動きの可能性あり。
（東京：国産材問屋）
仕入れはしばらくの間は当用買い。
（東京：仲買・小売）前月に引き続き販売低調で荷動き悪いと思われやや減少。
（東京：
仲買・小売）９月に入ると多少の荷動きがあり 10 月以降に期待。
（東京：仲買・小売）仕入れは通常在庫品の補充に止め
る。
（東京：仲買・小売）先月に引き続きやや増加すると思われる。
（東京：仲買・小売）木材業界は全体に景気停滞。
（東
京：仲買・小売）トラックの荷台に使うラワン材の入荷が少なく困っている。
（東京：仲買・小売）まとまった物件がない。
（東京：仲買・小売）全体的に弱いので当用買いを続けている。
（大阪、仲買・小売り）
当社としては横ばいとみるものの全体的には少々減、盆休みもはさみ動きは鈍い。
（東海：仲買・小売）8 月は夏枯期原木
も良材少なく製品の品質から言って在庫に持ちにくい、9 月以降は売れ行き回復して来ると予想しているので増やす。
（東
海：仲買・小売）販売不振で仕入れできない、9 月に期待。
（東海：仲買・小売）
国内京浜マーケット米マツ一般材ではオールド材指定の直需物件の引き合は増加しており、オールド材の不足感強い。
（東
京：米材問屋）6 月下旬の一瞬、引き合い成約が増え梅雨明けを期待されたが 7 月に入って全く動かなくなってしまい、
閑古鳥が鳴いている状態、ここ数年の傾向として下級材が増えているがその動きが鈍って市場の変化を感じる。
（東京:米
材問屋）構造材は全く不振。
（東京：外材問屋）
消費税増税後は荷動き悪く販売苦戦、9 月頃から上向くか。
（東京:集成材問屋）
夏期休暇前の仕事が増えた、相見積もりが多く実質的な仕事は限られる。
（東京：中国南洋材問屋）夏休み需要が多少出て
いる。
（東京：中国南洋材問屋）平割類は徐々に荷動きが回復、集成材は価格次第では引き合いが多い。
（東京:中国南洋材
問屋）
造作関係は細かいながら切れずに仕事が入ってくる。
（東京：国産材問屋）造作材も特殊材が多く既製品サイズ売れず（東
京：国産材問屋）国産材は実働日数少なく荷動き低調、外材は実働日数少なく先安感もあり、一部の商品を除き荷動き低
調。
（東京：国産材問屋）来月から徐々に荷動きの可能性あり。
（東京：国産材問屋）
やや売り上げは持ち直しているが低迷状態から脱却できていない。
（東京：仲買・小売）７月になり荷動きは若干良くなっ
てきたが先行きは依然不透明。
（東京：仲買・小売）８，９月とやや減少傾向で１０月から少し持ち直しで微増となるかも。
（東京：仲買・小売）９月に入ると多少の荷動きがあり 10 月以降に期待。
（東京：仲買・小売）今年はコンスタントに仕
事は継続、8 月は稼働日時少ないが新築と学校の仕事でそれなりに動きそう。
（東京：仲買・小売）新築予定は誠に少ない
が小規模マンション、保育園等の物件物の動きは感じる、リフォーム部の動きも感じる。
（東京：仲買・小売）７月末から
8 月初までだが珍しく工務店の仕事が入って 8 月はやや増加。
（東京：仲買・小売）スギ管柱、間柱の上向き。
（東京：仲
買・小売）現場数が増えて動きは良くなっている（東京：仲買・小売）まとまった物件がない。
（東京：仲買・小売）
8 月は盆休みもあり暇、９、10 月は少し忙しくなりそう。
（大阪：仲買・小売り）プレカット受注は来月以降増える見通し。
（大阪：仲買・小売）
やはり 8 月は例年どおり荷動きが悪い。
（東海：仲買・小売）国産、外材とも条件は同じで見積もり物件で受注に転じれば
販売量は増の予想（東海：仲買・小売）相場も安く予想以上に消費税増税の影響が大きい、4 月～6 月駆け込み需要の反動
減は予想したが７～8 月も対前年度比落ち込んでいる、反動減影響も 9 月以降解消されると思っている（東海：仲買・小
売）相変わらず大変荷動きが悪い。
（東海：仲買・小売）
京浜港での入・出荷はバランスが取れており、特に不良在庫は見あたらない。
（東京：米材問屋）売れないながらも在庫は
漸減していて特に上級品の品薄が顕著となってきている。
（東京:米材問屋）
ちょっとした動きで価格が変動するので、在庫はいつも安定。
（東京：外材問屋）国産材は、弱含みの商品はその都度スポ
ット買いでも商品が入手できるため、外材はロシア材を除き、川上に在庫多く相場の弱含みのため、在庫できない。
（東京：
外材問屋）7 月在庫落とし 8 月は少し増やす予定。
（東京:集成材問屋）
入荷量は、以前として少なく在庫のバランスは悪いまま。
（東京：中国南洋材問屋）減少の一途。
（東京：中国南洋材問屋）
入荷は少ないが出荷も悪くバランスは取れている。
（東京:中国南洋材問屋）
木取用の役物関係はある程度在庫できた。後は見積もりが決まってくるのを待つ。
（東京：国産材問屋）来月から徐々に荷
動きの可能性あり。
（東京：国産材問屋）
当分の間在庫は増やさず少なめの状態で様子を見る。
（東京：仲買・小売）在庫もやや減少気味で１０月以降は微増するの
では。
（東京：仲買・小売）９月に入ると多少の荷動きがあり 10 月以降に期待。
（東京：仲買・小売）先月控えていた分今
月は増えそう、便の都合なのか入荷までに日数がかかるモノがあり注意したい。
（東京：仲買・小売）なるべく在庫を置か
ないようにしている。
（東京：仲買・小売）盆明けにややプレカットが忙しい物件があるので在庫は減らせない。
（東海：
仲買・小売）販売不振だが、仕入れも少なく在庫横ばい。
（東海：仲買・小売）
盆休み等休日が多いため販売が落ちる 8 月には在庫は低減のため減少、９～10 月は相場の下振れ心配ないので在庫を増や
す、気持ちとしては 9 月以降強気で行きたい、
（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

原木出荷少ないものの荷動き悪く、WW 等の樹種に引き下げられて弱い、荷動きの悪さも一因。
（東京：問屋）
もう暫くの間、相場は弱保合が続くのでは。
（東京：仲買・小売）全体的に弱保合が続き 10 月から少し保合するので
は。
（東京：仲買・小売）川上は弱い（弱含み）のようだが実際には下がっていない、逆に強いものもある。
（東京：
仲買・小売）まだ頑張っている。
（東京仲買・小売）保合。
（東京：仲買・小売）動きなし。
（東京：仲買・小売）
全般に下落しており落ち着いた感じ（大阪：仲買・小売）
価格は安定している、市況に伴い下がっている物もあるが全体的には安定が続く。
（東海：仲買・小売）スギ正角（KD）
8 月は売れないため少し投げ売り的感じで処分売りを予想、これに影響されて下落、9～10 月は売れ行き持ち直すと
思うが上昇するほどの力はないと思う。
（東海：仲買・小売）
極端に仕事なく荷動き悪いため弱含みが続く見込み。
（東京：外材問屋）下げても売れないから価格は変わらず。
（東
京：国産材問屋）構造材一等材は値下げしても売りづらい状況。
（東京：国産材問屋）
もうしばらく値戻しが続くのでは。
（東京：仲買・小売）現状のまま横ばいを保つと思われる。
（東京：仲買・小売）
下げ落ち着いたようだが…。
（東京：仲買・小売）保合。
（東京：仲買・小売）需要なし。
（東京：仲買・小売）
土台角は盆休みのため値が落ちて荷動きも悪い。
（大阪：仲買・小売）ヒノキ正角は 8 月横ばいと予想したもののや
はり下がった、土台角は見通し難しいが横ばいを希望。
（東海：仲買・小売）ヒノキ正角は相場が急騰した影響でヒ
ノキ離れしている感じ、土台角は 8 月の相場が一番安いと思う、特に土台はあまりにも高かったのでハウスメーカー、
プレカット業者から安定供給の信用がなくなってしまった、正角、土台とも使って頂けるのが最優先と思う。
（東海；
仲買・小売）荷動き悪く、価格維持困難。
（愛知、仲買・小売）
正角は入荷少ないが荷動き悪く現地価格も下げ、土台角は大手の樹種変更などもあり荷動き悪く現地安も加わって弱
含み、割物は入荷量少なく落ち着いているが現地先安感から荷動き悪く横ばいからやや弱含み。
（東京：外材問屋）
全般的に保合状態が続くと予想。
（東京：仲買・小売）荷動き悪くやや下落から横ばいの流れが続くと予想。
（東京：
仲買・小売）落ち着いてきた。
（東京：仲買・小売）保合、欠品していたものがあったので注意したい。
（東京：仲買・
小売）割物の 3m の品質が良くないので注意している。
（東京：仲買・小売）
防腐土台以外はほとんど流通していない。
（大阪：仲買・小売）
米ツガ土台角は高値のまま横ばい見通し。
（東海：仲買・小売）変わりなし。
（東海：仲買・小売）
平角は売れ行き不振。
（東京：外材問屋）国内の大手メーカーの値下げで下落していた相場もここに来て安定してい
るが荷動きが余り良くなく先行き不透明。
（東京：外材問屋）
全般的に保合状態が続くと予想。
（東京：仲買・小売）多少の荷動きがあるかもしれないが横ばいの流れが続くと予
想。
（東京：仲買・小売）落ち着いてきた。
（東京：仲買・小売）保合。
（東京：仲買・小売）
集成材に連動して下がってくる。
（大阪：仲買・小売）
横ばい予想はしているが荷動きと連動しているためスポットではない値下げもあるかも。
（東海：仲買・小売）
集成平角の動向次第やや下がるかも。
（東海：仲買・小売）
入荷は少なくなってきているが港頭在庫が多く上級グレードと下級グレード、3ｍ材は不足気味も中級グレードが弱
い。
（東京：外材問屋）
荷動き悪いようで弱保合の相場が続く。
（東京：仲買・小売）多少の荷動きがあるかもしれないが横ばいの流れが続
くと予想。
（東京：仲買・小売）新しいメーカーの品物がどんどん出てくるが新興メーカーの品物は比較的安価。
（東
京：仲買・小売）しっかりしている。
（東京：仲買・小売）保合。
（東京：仲買・小売）A ランク､B ランクの差があり
すぎ。
（東京：仲買・小売）横ばいながら弱い。
（東京：仲買・小売）
m3 当たり 2 千円下がり。
（大阪：仲買・小売）
販売も入荷も難しい、価格崩れ続けるかも（東海：仲買・小売）変わりなし。
（東海：仲買・小売）
構造材は盆明けまでは売れない。
（東京：外材問屋）WW は荷動き悪く在庫多く弱腰の商い、ラミナ現地挽きの先安も
あり弱含み、RW は荷動き良くなく一部で生産調整も、現地先安から弱含み。
（東京：外材問屋）
荷動き悪く相場は弱い、しばらく価格上昇は無理。
（東京：集成材問屋）
値戻しが続くのでは。
（東京：仲買・小売）需要が戻らず当分横ばいが続くと思われます。多少の荷動きがあるかも
しれないが横ばいの流れが続くと予想。
（東京：仲買・小売）落ち着いてきた様子。
（東京：仲買・小売）保合。
（東
京：仲買・小売）若干下がる気配があるがあてにならない。
（東京：仲買・小売）やや下落。
（東京：仲買・小売）
WW 小割物 m3 あたり千円下がり。
（大阪：仲買・小売）当面弱そうな展開。
（大阪：仲買・小売）
スポット的な下落はある、市況的にはほぼ横ばいから若干下落。
（東海：仲買・小売）WW 変わりなし、RW やや弱含み。
（東海：仲買・小売）
型枠は 7 月の売上低調、8 月は価格下落か。
（東京：合板問屋）
値戻しが続くのでは。
（東京：仲買・小売）今月はやや下落気味だが翌月から横ばいになると予想。多少の荷動きが
あるかもしれないが横ばいの流れが続くと予想。
（東京：仲買・小売）新築着工がまだ戻らず今後は生産調整とのマ
インドの綱引き。
（東京：仲買・小売）合板は動きが悪いようだ、ジリ安（東京：仲買・小売）まだ確りしている。
（東
京：仲買・小売）先月に引き続き多少弱め。
（東京：仲買・小売）
木材業界は全体に景気停滞。
（東京：仲買・小売）合板関係は需要が少なく下がり気味だが商社で調整している模様。
（東京：仲買・小売）
針葉樹合板は値下がり状況、慌てて買う必要なし。
（大阪：仲買・小売）特に変動なし。
（大阪：仲買・小売）
全体的に値が落ちてきた。
（大阪：仲買・小売）現状弱いが減産効果が出れば落ち着くと予想。
（大阪：仲買・小売）
生産調整を行っている以上、大きな下げはないとみる。
（東海：仲買・小売）針葉樹合板少し下げる。
（東海：仲買・
小売）
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