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四半期定期レポート

ハイライト
ウクライナ情勢や原油高による資源・エネルギー価格の高騰、急激な円安に
よる輸入資機材の円建て価格の上昇などにより、建設材料費は顕著な上昇
局面にあり、工事価格への転嫁の動きが強まっている。

国内経済動向
ウクライナ情勢の緊迫した状況が続くなか、新
型コロナウイルスの感染状況は、緩やかながら
改善している。3回目のワクチン接種率が上昇
していることや、欧米など多くの国で新規感染者
数が減少傾向にあることなどから、経済活動の
正常化は今後も進んでいくとみられる。
国内経済においては、ウクライナ情勢の緊迫
化や原油価格の高騰などにより、資源価格が
高止まりしている。資源輸入国である日本は
先進国のなかでもとりわけ資源高に脆弱で、輸
入価格の上昇を通じて、所得が海外に流出し
やすい。その負担は企業部門に集中する傾向
があり、製造原価の増加を通じて幅広い業種
の企業収益を押し下げることが懸念され、設備
投資や雇用・所得環境などへの影響を注視す
る必要がある。一方、消費者物価の上昇によ
るインフレ傾向が進むことにより、家計消費を圧
迫することも予想される。

他方、日米金融政策の方向性の違いなどから
円安ドル高が急激に進んでいる。2022 年初め
に115 円/ドル台だったドル円レートは、4月28
日には130 円/ドル台に達し、以降、その前後
で推移している。通常の経済状況下での円安は、
輸出産業を初め、対外投資の円換算値の増加
に伴い、国内企業収益の増加を通じて設備投
資などが拡大し、幅広い業種にプラスの経済効
果が波及するとみられる。しかしながら、円安がも
たらすプラスの影響はウクライナ情勢の緊迫化と
新型コロナウイルスの感染拡大によって希薄化さ
れている。先行き不透明感が強いなかでは、企
業は収益が増加しても設備投資の拡大などに消
極的になりやすく、こうした状況下で円安が進む
と、輸入コストの上昇というマイナスの影響の方が
表面化しやすい。その意味で、足元で進む円安
はマイナスの影響がプラスのそれを上回る「悪い円
安」として、建設材料の輸入価格の上昇にも直
結する。
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Fig.1 新型コロナウイルス国内新規感染者数

（出典：厚生労働省オープンデータ）

Fig.3 ドル円為替レート推移

（出典：Alpha Vantage）

Fig.4 原油価格推移

（出典：Nasdaq Data Link）

Fig.2 新型コロナウイルス世界新規感染者数

（出典：WHO）
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建設投資額と建設業就業者数の推移
2021 年度の建設投資額は、前年度比

1.2％増の 61 兆 6,600 億円、2022 年度
の建設投資額は、前年度比 0.5％増の 61 
兆 9,800 億円と予測されている。この内、
2021 年度の政府建設投資額は、前年度比
△2.2％、2022 年度の政府建設投資額は、
前年度比△1.9％、2021 年度の民間住宅
投資額は、前年度比 4.1％増、2022 年度
の民間住宅投資額は、前年度比△1.5％、
2021年度の民間非住宅建設投資額は、

前年度比2.8％増、2022年度の民間非住宅
建設投資額は、前年度比4.5％増と予測され、
コロナ禍による影響からの建設投資の回復は、
建物用途によって異なる。
一方、建設就業者数は、近年微減で推移し
ているが、労務費の推移は、建設投資額と建設
業就業者数との需給バランスによって変動するた
め、今後、高齢化問題等により建設就業者数
が減少する場合は、労務費が上昇する可能性
がある。

建設受注動態
受注繰越高は、例年季節変動はあるものの、
堅調に推移しており、建設工事需要は建築で
は再開発工事、土木では国土強靱化関連工
事が底堅く推移している。

2022年度末時点での各社の受注繰越高は、
来週以降の決算発表により判明するが、近年の
傾向としては、各社共、1年間の売上相当額程
度の受注繰越高を確保している。
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Fig.5 建設投資額と建設業就業者数の推移

（出典：国土交通省、総務省）

Fig.6 主要ゼネコン各社の受注繰越高

（出典：各社決算短信）
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建設業界動向
近年の受注環境は、請負金額が1,000億
円を超える大型工事が増え、受注規模は大型
化の傾向が顕著になっている。特に首都圏の再
開発工事が巨大化することにより、大手デベロッ
パーからの値下げ圧力により工事採算は厳しい
環境が続いている。大手ゼネコン各社の2022
年3月期の予想では、軒並み大幅な減益を見
込んでいる。（Fig.7）

一方、ゼネコン各社は足元では潤沢な受注残
を確保しながらも、東京オリンピック需要を消化し、
新規大型案件を受注できないと今後の業績へ
の影響が大きいため、大型工事の獲得競争が
起こり、受注時の工事採算が大幅に悪化してい
るため、2023年3月期の収益見込みも厳しいこ
とが予想される。
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Fig.7 主要ゼネコン各社の業績推移

（出典：各社決算短信）
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材料価格推移
近年、原材料や燃料、輸送費などのコスト増
により、建設資材価格は上昇を続けている。
2021年には、コロナ禍からの回復により、海外
の建設需要が急増し、資材価格の高騰に拍
車がかかった。

また、ウクライナ情勢や原油高による資源・エネ
ルギー価格の高騰、急激な円安による輸入資
機材の高騰など、今後も材料価格を押し上げる
懸念要因が複数あり、その動向を注視する必要
がある。

労務費推移
労務費の推移は、建設投資額と建設業就
業者数との需給バランスと強い相関があるが、
2015年以降の労務費は、大きな変動はなく
推移してきた。また、労務材工費の変動幅は、
職種によって傾向が異なる。（Fig.9)

今後、2024年度に時間外労働の上限規制
が建設業に適用されることから、全職種の労務
費が上昇することが懸念材料であり、注視しなけ
ればならない。
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Fig.9 主要労務材工費（東京都）推移

（出典：建築施工単価）

（出典：積算資料・鉄鋼新聞）

Fig.8 主要建設材料（東京都）価格推移
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建築工事費推移（共同住宅・事務所）
建築工事費は、リーマンショック後の急激な下
落の後、東日本大震災の震災復興需要により
2013年以降は上昇し、2015年後半にピーク
に達した。その後、一旦下がり傾向になったが、
2017年以降は東京オリンピック需要を受けて、
堅調に推移した。
2019年末の新型コロナウイルスの発生により、
多くの国がロックダウンによる経済停滞を招いた
が、日本国内の建設投資は宿泊用途等の一
部を除いては、大きな打撃を受けなかったため、
その後のコロナ禍からの回復による海外の建設
需要の急増や物流の混乱により、資材価格の
高騰に拍車がかかった。また、ウクライナ情勢や
原油高による資源・エネルギー価格の高騰、急
激な円安による輸入資機材の高騰などにより、
現在も上昇が続いている。

しかしながら、工事原価の増額分をすべて工事
価格に転嫁するまでには一定の時間を要するこ
とから、昨今のゼネコン各社の受注競争による採
算の悪化の一因は、原価の増額分の一部を企
業努力として吸収したことによると推測される。但
し、ゼネコン各社は収益の悪化により、工事原価
の増額分の吸収を続けていく体力にも限界があ
るため、その多くを工事価格に転嫁する傾向が
見受けられるようになり、今後も市場価格が上
昇する場合には、価格転嫁の傾向は一層加速
することが予想される。ロシアのウクライナへの軍
事侵攻による世界的な経済制裁を初め、金融
市場からの締め出しや物流の制約により、世界
的な経済環境は一層の不確実性を増している
ので、その動向を注視することがこれまでになく重
要になっている。
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Fig.10 建築工事費（東京都）推移

（出典：アクア保有データ）

リーマンショック
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民主党→自民党

東京オリンピック開催

新型コロナウイルス発生東京オリンピック招致決定

共同住宅モデル：都内ファミリータイプ分譲マンション（板状RC造・B1F/11F・施工面積16,500m2・164戸）
事務所モデル： 都内事務所テナントビル（ 正形S造・B1F/10F・施工面積6,300m2 ）
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標準モデルによる建物用途毎の時系列予測分析
共同住宅モデル、事務所モデルの建築工事
価格指数推移を基に、向こう1年間の時系列
予測分析を実施した。(Fig.11、Fig.12）

時系列予測分析方法
株式会社アクア保有の2006年1月から現時
点までの建築工事価格指数に対して、R言語に
よるProphetアルゴリズムを使った予測分析を行
い、時系列将来予測を算出した。

本資料は、株式会社アクア（以下「当社」といいます）が経済や市況、建設投資環境に関する情報提供のみを目的として作成してお
り、投資勧誘を目的とした資料ではありません。当社はここに記載された情報が十分信頼に足るものとして信じておりますが、その正確性・
完全性を保証するものではありません。本資料に掲載された予測や見通しは、発行時点のものであり、今後予告なしに変更されることがあ
ります。また、本資料を使用することにより生ずるいかなる種類の損失についても、当社は責任を負いませんので、投資の選択や投資時期
の決定等は必ず読者自身で御判断ください。なお、本資料の一部又は全部を問わず、当社の許可なく複製や再配布することを禁じます。
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Fig.11 共同住宅の時系列予測分析

年月 2022年4月 2022年10月 2023年4月

実績値 149.8894737

予測値 146.9013538 147.0888846 148.5945151

予測値_上限 150.4085770 150.4874261 152.5017906

予測値_下限 143.5155103 143.4795317 144.6980471

（出典：アクア保有データ）

Fig.12 事務所の時系列予測分析

年月 2022年4月 2022年10月 2023年4月

実績値 138.4801176

予測値 135.2914338 135.5344298 136.6716054

予測値_上限 136.8145095 137.1858736 139.5924522

予測値_下限 133.8470421 133.9033770 134.0087552
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