2013年9月13日

25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25年 6月20日〜 7月10日

２.調査実施方法
全国の製品市場に対し､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52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
25/7月
8月
9月
△ 5.7
0.0
9.5
国産材
仕入動向
△ 2.1 △ 13.5 △ 8.3
外材
△ 2.3 △ 1.2
1.2
国産材
販売動向
7.3 △ 15.6 △ 7.4
外材
△ 1.2
0.0
0.0
国産材
在庫動向
2.1 △ 8.5 △ 11.7
外材
(2) 価格動向 Weight.Ｄ.Ｉ.
品目
25/7月
4.4
スギ正角(グリーン)
11.5
スギ正角(ＫＤ)
10.8
ヒノキ正角
8.6
ヒノキ土台角
40.0
米ツガ正角(現地挽)
32.4
米ツガ防腐土台角
44.3
米ツガ割物(現地挽)
33.3
米マツ平角
北洋アカマツタルキ(現地挽)
50.0
23.8
ホワイトウッド集成管柱
33.8
レッドウッド集成平角
29.4
型枠合板(輸入)
34.3
針葉樹構造用合板
28.8
針葉樹構造用合板(厚物)

8月
1.5
6.6
5.6
2.9
22.1
18.1
25.0
20.0
31.6
7.5
13.2
14.7
15.7
15.2

9月
3.2
4.1
8.6
8.8
11.8
6.9
13.2
14.7
17.6
7.9
7.8
10.9
16.7
16.1

モニターからのコメント
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仕入れは国産材は7月のマイナスが9月に向
けプラスに外材はマイナス基調で推移。
販売は国産材は7,8月のマイナスが9月に向
けプラスに、外材は7月のプラスが8,9月に
はマイナスに。
在庫は国産材は7月のマイナスが8,9月はゼ
ロに、外材は7月のプラスが8,9月にはマイ
ナスに。

スギ正角（グリーン、KD)、ヒノキ正角、
土台角は保合ないしやや強保合で推移。米
ツガ製品、米マツ平角、北洋アカマツタル
キ、WW管柱,RW平角及び合板（輸入、構造
用）は強含みないし強保合で推移するが、
いずれも9月に向けプラス幅縮小、特にWW
管柱は落ち着き。

仕入れ動向

〈モニターからのコメント〉
1.荷動き
米マツ一般材丸太米国材 6 月積み輸出価格は据え置きの様子、カナダ材は出材増えず強含み続く。SP 丸太はオ
ールド良材出材少なく高値続く。
（東京：米材問屋）主力商品の SP は入手難で、繋ぎ商品の販売開拓中。
（東京：
米材問屋）欧州材は今後の契約数量減、米材特に現地オファーは引き続き少ない。
（東京：外材問屋）仕入れ順
調。
（東京：外材問屋）セール用製品入荷で仕入れ増、PC 工場は価格横ばいになり手当買い。
（東海：外材問屋）
7 月決算のため仕入れ当用買い、8 月以降は需要次第。
（東京：集成材問屋）今月はかなりの量が入荷予定。
（東
京：南中材問屋）産地天候回復も高値保合で、円安分だけコスト上昇。
（東京：南中材問屋）現地は原木不足で
出材低調、新規入荷遅れている。
（東京：南中材問屋）仕入れに変化なし。
（東京：国産材問屋）動き悪く積極
的な買いできない。
（東京：国産材等問屋）スギヌキ、梱包材は低調ながら急変なし。
（東京：仲買・小売）柱
等は WW 高くスギ KD に替えて仕入れ。
（東京：仲買・小売）前月は仕入れ 7 月は販売中心、翌月は動向見て。
（東
京：仲買・小売）国産材変動少ない、米材、北洋材強含み、全般に輸入量減少と予想。
（東京：仲買・小売）外
材は値上げ、品薄のため早めの手当。
（東京：仲買・小売）大手と異なり町場は動き悪い。
（東京：仲買・小売）
7 月は予測難しく、8 月は閑散期なので見越して仕入れ。
（東京：仲買・小売）良材を切らさないためアカマツ、
米ツガは高くても買っている。
（東京：仲買・小売）価格上昇も工務店に受け入れられている感。
（東京：仲買・
小売）為替による値上がり一段落も依然不透明。
（東京：仲買・小売）在庫出して少なくなった分仕入れ。
（東
京：仲買・小売）在庫を減らし注文あり次第商品を用意。
（大阪：仲買・小売）高値横ばい続き当用買で横ばい
推移。
（大阪：仲買・小売）国産材の仕入れは全体着工の増加と利用ポイント等による増加と連動して今後増加
と見込む。
（東海：仲買・小売）国産材は今後 3 カ月出材少なく傷みやすく相場下落の心配なく住宅着工増加の
予想なので欠品のないよう強気の仕入れ。
（東海：仲買・小売）
米マツ一般材丸太京浜マーケットでは特殊サイズ注文材需要底堅く問屋もメーカーも需要動向に合わせ小幅
な値動。
（東京：米材問屋）カナダ材は SP のみ産地高、円安で暴騰だが他樹種は円安のみで産地価格落着てお
り需要も思ったほどでなく販売低調。
（東京：米材問屋）全般的に荷動悪くなっている。
（東京：外材問屋）値
段上がりすぎ少し売行不振。
（東京：外材問屋）国産材やや品薄感、米加材入荷少なく品薄、欧州材は入荷多
く販売停滞気味。
（東海：外材問屋）7 月は売上増加しそう職人不足のため工事遅れている。
（東京：集成材問
屋）注文細かいが程々ある。
（東京：南中材問屋）見積あるが価格厳しくコスト上昇分の転嫁進まず。
（東京：
南中材問屋）バンドルの荷動低調も注文材の引き合多い。デッキ材の引き合活発。
（東京：南中材問屋）外材
高くなり過ぎ代替のスギ KD を勧める。
（東京：国産材問屋）スギ間柱は WW 上がり売りやすい。
（東京：国産材
問屋）問合わせ増えるも決まらない。
（東京：国産材等問屋）外材は仕入れ当用買い。
（東京：仲買・小売）昨
年より遙かに動いており、それなりに荷動良好。
（東京：仲買・小売）仕事一段落、低調推移。
（東京：仲買・
小売）リフォーム現場は柱、間柱、ヌキ、胴縁はスギ KD、桁等は米ツガ KD を使用。
（東京：仲買・小売）現状
維持続く、多少動きあるも価格勝負厳しく見積だけで終わるケースも。
（東京：仲買・小売）スギはやや動き
あるも横ばい、アカマツタルキ販売量増。
（東京：仲買・小売）外材値上がりで国産材出ている。
（東京：仲買・
小売）7 月は予測難しく、8 月は閑散期。
（東京：仲買・小売）工務店の受注増改築物件多く、価格変動を吸収
できるのか。
（東京：仲買・小売）新築続き好調保つ。
（東京：仲買・小売）動きは徐徐に良くなっている。
（東
京：仲買・小売）ハウスメーカー関係が 8〜9 月末に向け外材を使用する様子。
（東京：仲買・小売）販売は先
行見通立たず 5 月より悪い。
（大阪：仲買・小売）相変わらず地場工務店低迷で販売も鳴かず飛ばず。
（大阪：
仲買・小売）木材利用ポイントスタートで動出てくる。
（大阪：仲買・小売）荷動悪く地場建築屋さんの仕事
少ない。
（大阪：仲買・小売）木造家屋リフォーム若干増加。施主の希望で構造材、内装材の国産材利用増加。
（大阪：仲買・小売）販売荷動一服感。今後のアベノミクスの動向に期待。
（東海：仲買・小売）販売量は増
加と予想。
（東海：仲買・小売）アベノミクスで景気上向き相場もやや上昇期待、売上増を見込む。9 月までの
駆込み需要期待。
（東海：仲買・小売）
京浜港では米マツ丸太中心に不良在庫見当たらず SP 丸太メーカー在庫不足深刻。
（東京：米材問屋）売れる商
品限られ積極的に在庫する意志見えず。
（東京：米材問屋）米ツガ KD を除き在庫増と見込む。
（東京：外材問
屋）在庫欠品なくなった。
（東京：外材問屋）欧州材在庫やや増加も全体的には横ばい。
（東海：外材問屋）7
月は在庫減。
（東京：集成材問屋）適正水準になった。
（東京：南中材問屋）入荷少ないが出荷悪くバランス。
（東
（東京：南中材問屋）入荷、出荷とも少なく大きな変化なし。
（東京：南中材問屋）在庫はなるべく減らす。
京：仲買・小売）極力在庫増やさない。
（東京：仲買・小売）全体的に安定。
（東京：仲買・小売）スギ KD 長
く在庫すると割れ、曲がり出るので必要買い。
（東京：仲買・小売）外材を増やす。
（東京：仲買・小売）国産
材変わらず、外材先高感あり増加傾向。
（東京：仲買・小売）国産材変化させない外材はアカマツ、ツガ中心
に品不足で減少。
（東京：仲買・小売）増改築物件多く在庫もそれに対応できる程度の量。
（東京：仲買・小売）
外材は早め早めの仕入れで在庫多い。
（東京：仲買・小売）アカマツタルキの良材確保厳しい。
（東京：仲買・
小売）変わらず。
（東京：仲買・小売）翌月も木造リフォーム決まりそうでヒノキ角材、スギ板材在庫上積み、
WW の高値どこまで続くか在庫を減少。
（大阪：仲買・小売）外材値上がり予想、やや在庫増。
（大阪：仲買・小
売）早め早めの仕入れ。
（東海：仲買・小売）仕入れ増も販売順調で在庫は変動ないと予想。
（東海：仲買・小
売）外材は下げなく、国産材も下ぶれの可能性少ない予想多めの在庫を予定。
（東海：仲買・小売）
販売動向
在庫動向
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外材高騰で国産材需要増え価格上昇もここに来てやや落着く。
（東海：外材問屋）産地は値上ムー
ドなくなった。
（東京：国産材問屋）外材高も国産材相場に響かず構造材は特に需要中心から外れ
（東京：仲買・小売）米ツガよりスギを使
ている。
（東京：国産材問屋）スギ KD は WW の動向次第。
う工務店増加。
（東京：仲買・小売）KD 少しずつ値上がり、グリーンもやや上昇予想。
（東京：仲
買・小売）変化なし。
（東京：仲買・小売）グリーン材人気なし、プレカット需要あるが価格反映
されず。
（東京：仲買・小売）少し強めに動くと予想。
（東京：仲買・小売）KD は秋には落ち着き
スギ正角
そう。
（東京：仲買・小売）強保合。
（東京：仲買・小売）在庫多く価格の動きなし。
（東京：仲買・
小売）KD は強保合だが、横ばい。
（東京：仲買・小売）落ち着いて推移と予想。
（東京：仲買・小
（大阪：仲買・小売）国産材は価格安定。
（大阪：仲買・小売）ヒノキの動
売）横ばい続いている。
向によってはスギの価格上昇も考えられる。
（東海：仲買・小売）中京ではグリーンは使用しない。
集成材相場上昇しにくくスギも変わらないと予想。
（東海：仲買・小売）
品薄感あるが、やや落ち着く。
（東海：外材問屋）変化なし。
（東京：国産材問屋）市場性乏しい。
（東京：仲買・小売）10.5、12 角は現状供給なく、9cm 角わりと出ている。
（東京：仲買・小売）
動き少なく、価格変動なし（東京：仲買・小売）木材利用ポイントの関係で大手が買い上がって
ヒノキ正角土
いる。
（東京：仲買・小売）需要なし。
（東京：仲買・小売）国産材は価格安定。
（大阪：仲買・小
台角
売）木材利用ポイントにより上昇予想。
（東海：仲買・小売）ヒノキ柱は安値続き、やや訂正高、
土台はローコスト住宅増えており 12×4m 土台の使用少なく当面上昇はなく 9 月少々の上昇もと予
想。
（東海：仲買・小売）
米ツガ KD 大幅アップ。
（東京：外材問屋）正角、土台は 6 月価格で横ばい。割物は輸入少なく再
割原板も少ないため高値横ばい。
（東海：外材問屋）円安の影響いつまで？（東京：仲買・小売）
全く読めず、円安進まなければ落ち着く。
（東京：仲買・小売）良材少なく値段も高くなっている。
（東京：仲買・小売）4,5 月に多く仕入れたので同じ価格で出している。
（東京：仲買・小売）輸
入量少なく値上がり顕著、特に割物は欠品する物も。
（東京：仲買・小売）全体的にはやや上昇予
想。
（東京：仲買・小売）品不足で 8 月まで上昇続き 9 月には落ち着くか更にもう 1 ヶ月強気と予
米ツガ
想。
（東京：仲買・小売）為替変動による値上げ、下げはないと予想。
（東京：仲買・小売）為替
次第、量は落ち着きつつあるが消費税駆け込みでどうなるか。
（東京：仲買・小売）強い。割物は
良材少なく特に強い。
（東京：仲買・小売）仕入れ時期にもよるがやや上がった。翌月以降期待を
込めて横ばい予想。
（東京：仲買・小売）当面の価格上昇は十分考えられる。
（東海：仲買・小売）
一段落しているが入荷少なく不透明感。小刻みに価格上昇予想。
（東京：仲買・小売）割物も上昇
しているが落ち着いてくると予想。
（東京：仲買・小売）
ここらが頂上か。
（東京：外材問屋）6 月末値上げ後高値横ばい。
（東海：外材問屋）円安の影響い
（東京：仲買・小売）変
つまで？（東京：仲買・小売）前月より 3,000〜4,000 円上がっている。
わらず。
（東京：仲買・小売）ツガほどではないが強含み。
（東京：仲買・小売）為替変動による
米マツ平角
値上げ、下げはないと予想。
（東京：仲買・小売）月初めに値上げがあり、暫く落ち着くと予想。
（東京：仲買・小売）前月までの大幅な上昇、7 月以降価格調整のため値下がり予想。
（大阪：仲
買・小売）為替により微動するも当面横ばい予想。
（東海：仲買・小売）
高くなり過ぎて動き鈍くなると予想。
（東京：外材問屋）入荷少なく価格上昇。
（東海：外材問屋）
円安の影響いつまで？（東京：仲買・小売）良物少ない。
（東京：仲買・小売）仕入れの度に 3,000
円前後値上がり。
（東京：仲買・小売）現状維持。
（東京：仲買・小売）現地商社の高唱変わらず
少しずつ上。
（東京：仲買・小売）為替変動による値上、下げはないと予想。
（東京：仲買・小売）
北洋アカマツ
9 月には落ち着くか下落と予想。
（東京：仲買・小売）価格上昇早く売値の転嫁追いつかない。
（東
タルキ
京：仲買・小売）入荷少なく小刻みに価格上昇と予想。
（東京：仲買・小売）良い物が品薄。
（東
京：仲買・小売）現状上がりすぎだが横ばい続くと予想。
（東京：仲買・小売）品薄、まだ上がっ
（大阪：仲買・小売）前月までの大幅な上昇、7 月以
ている。
（東京：仲買・小売）値上がり傾向。
降価格調整のため値下がりと予想。
（大阪：仲買・小売）今後も上昇と予想。
（東海：仲買・小売）
平角まだ強いがぼちぼち値上げも終了か。
（東京：外材問屋）WW は国内メーカー4 月以降価格据置
きで 2,000 円/本前後、RW は値上幅縮小、64,000 円/m3 前後。
（東海：外材問屋）欧州材少し落ち
着いてきた。
（東京：集成材問屋）価格やや一服感、まとまった動きなく不足分の補充の感じ。
（東
（東京：仲買・
京：国産材等問屋）円安の影響いつまで？（東京：仲買・小売）少し落ち着く様子。
小売）高くなって仕入れていない。
（東京：仲買・小売）在庫過剰気味、今後横ばいで落ち着く模
様。
（東京：仲買・小売）為替変動による値上げ、下げはないと予想。
（東京：仲買・小売）WW 現
WW･RW 集成材
地挽き間柱だぶつき。国産柱も値が落ち着くか？RW はまだ強気。
（東京：仲買・小売）WW の上げ
は今月でストップと予想。
（東京：仲買・小売）RW は月初めに値上げ、暫く落ち着くと予想。
（東
京：仲買・小売）もう少し上がるが 8 月以降横ばい若しくはやや下げと予想。
（東京：仲買・小売）
落ち着いているようにも見えるが、問屋筋はまだ上がると予想。
（東京：仲買・小売）値上がり傾
（大阪：仲買・小売）前月までの大幅な上昇、7 月以降価格調整のため値下がり予想。
（大阪：
向。
仲買・小売）頭打ちと予想。
（東海：仲買・小売）
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合板

型枠用は入荷順調、上昇から横ばいへ、構造用は高値横ばい、12mm950 円/枚〜、厚物 2,150 円/
枚〜。
（東海：外材問屋）円安の影響いつまで？（東京：仲買・小売）型枠用は品薄で小幅上昇続
く。
（東京：仲買・小売）品物がダブついて来るのでは。
（東京：仲買・小売）輸入はここまで強
気配だが現地情勢と円落ち着けば横ばい推移、針葉樹は当面強気。
（東京：仲買・小売）割と動き
あるが高値安定で価格下げづらい。
（東京：仲買・小売）為替変動による値上げ、下げはないと予
想。
（東京：仲買・小売）品薄状態がどこまで続くのか。
（東京：仲買・小売）需要あるが、大工
不足で工事進まぬ様子。在庫豊富にあるようだが下げはないと予想。
（東京：仲買・小売）輸入合
板は一段落しているが、針葉樹 12mm は不足気味で小幅に上昇。
（東京：仲買・小売）12mm、9mm
は今現在落ち着いている。
（東京：仲買・小売）コンパネ、針葉樹とも需要の割に上がりすぎた分、
（大阪：仲買・小売）構造用
下落に転換と予想。
（東京：仲買・小売）メーカーから値上げの情報。
は品薄、値上がり傾向。
（大阪：仲買・小売）全体的に頂上、流通も安定、今後は横ばい予想。
（東
海：仲買・小売）
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