
経済データで見る最近の世界経済動向（２０１８年６月～２０１８年８月）＊青字は悪化指数、%：前年比､CPI：消費者物価､PMI 製造業景況指数､２０１８.８．３１．現在 日本機械輸出組合 

 ２０１８年６月 ２０１８年７月 ２０１８年８月 最近の経済動向 

 
世 
 
界 

-ﾄﾞﾊﾞｲ原油：１日 75.0 ㌦、１８日 70.8 ㌦、２９日

75.7 ㌦ 

-１８年世銀予測 GDP 世界+3.1%、米+2.7%、ﾕ

ｰﾛ+2.1%、日本+1.0%、中国+6.5% 

-ﾄﾞﾊﾞｲ原油：２日 75.5 ㌦、１０日 75.7 ㌦、１８日 70.0 ㌦、２７

日 73.5 ㌦ 

-１８年 IMF 予測 GDP 世界+3.9%、米+2.9%、ﾕｰﾛ+2.2%、日

本+1.0%、中国+6.6% 

-ﾄﾞﾊﾞｲ原油：８日 73.1 ㌦、１６日 69.7 ㌦、

２８日 74.8 ㌦ 

･米国･欧州経済は消費､生産､輸出に支えられて堅調に推

移。日本は輸出､生産に支えられ拡大維持｡中国 6.7%｡ｲﾝﾄﾞ

７%台､ﾍﾞﾄﾅﾑ、ﾌｨﾘﾋﾟﾝ６%台､ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ５%台､ﾏﾚｰｼｱ､ﾀｲ 4%

台､ｼﾝｶﾞ、台湾３%台、韓国 0.7%。ﾌﾞﾗｼﾞﾙ､ﾛｼｱは長期低迷か

ら回復の兆し｡原油価格緩やかな回復傾向 

 
 
日 
 
 
本 

-株価：１日 22171､１３日 22966､２７日 22271 

-雇用：５月：失業率 2.2%前月比 0.3 ﾎﾟ下げ、 

-所得：５月：実質賃金+1.3%、現金給与総額

+2.1% 10 ヶ月+、 

-消費：５月：消費支出-3.9% 4 ヶ月-、新車販

売-0.2%、37.2 万台、住宅着工+1.3% 2 ヶ月+ 

-受注：５月：機械+15.4%、産業機械+39.5% 2 ヶ

月+、工作機械 +14.9% 18 ヶ月連続+、 

-生産：５月:鉱工業 4.2%増 20 ヶ月+､建設機械

出荷+11.3% 19 ヶ月+､ 

-貿易：５月:輸出+8.1% 18 ヶ月+､輸入+14.0% 

-収益：12-5 月：純利益：不二越-3% 44 億円、 

-投資：５月：機械受注民需+17.4% 

-GDP 4-6 月+1.9%前期比年率､個人消費回復、設備投資 7

四半期+ 

-株価：５日 21546､１８日 22794、３０日 22,544 

-雇用：６月：失業率 2.4%前月比 0.2 ﾎﾟ上げ、 

-所得：６月：実質賃金+2.5%､現金給与総額+3.3% 11 ヶ月+、

-消費：６月：消費支出-1.2% 5 ヶ月-、新車販売-5.0% 45.4

万台 2 ヶ月-、１-６月：新車販売-1.8% 273.2 万台、住宅着

工-7.1% 

-受注：６月：機械-3.4%､産業機械-2.0%､工作機械 +11.4% 

19 ヶ月連続+、１-６月：産業機械+3.5%､工作機械 +26.1% 

-生産：６月:鉱工業 0.9%減､建設機械出荷+10.1% 20 ヶ月+､

１-６月:建設機械出荷+8.5% 

-貿易：６月:輸出+6.7%19 ヶ月+､輸入+2.6% 3 ヶ月+ 

-収益：4-6 月：純利益：上場企業+28%２期連続最高益､ﾄﾖﾀ

+7.2%6573 億円､日産-14.1%1158 億円、ﾎﾝﾀﾞ+17.8%2443 億

円､ｺﾏﾂ+73%629 億円、NEC57 億円赤字、ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ+18% 

574 億円、ｼｬｰﾌﾟ+33%、 

-投資：６月：機械受注民需+0.8% 

-株価：１日 22746、１３日 21,857、２９日

22848 

-消費：７月：新車販売+3.3% 44.2 万台 3

ヶ月ぶり+、 

-受注：７月：工作機械+13.1% 20 ヶ月連

続+､ 

-収益：4-6 月：純利益:三菱重工 150 億

円黒字､IHI-48%61 億円､ﾀﾞｲｷﾝ+17%596

億円､ﾊﾟｲｵﾆｱ 66 億円赤字､伊藤忠

+4.8%1133 億円､住商+16.8%913 億円 

(前々月)･GDP1-3 月は前期比年率 0.6％減 9 四半期ぶり

-｡５月失業率 2.2% 0.3 ﾎﾟ下げ､実質賃金 2 ヶ月ぶり+、現金

給与 10 ヶ月連続＋。車販売 2 ヶ月連続-､住宅着工 2 ヶ月

連続+｡消費支出 4 ヶ月-、輸出 18 ヶ月＋、鉱工業生産 20

ヶ月＋、設備投資 6 四半期連続＋｡景気は､消費伸び悩み

も生産、輸出、投資に支えられ拡大維持｡上場企業純利益

1-3 月+35%､6 四半期二桁増好調､自動車･機械･電機､商社

全般的に好調｡株価は 22000 台。景気回復持続､財政赤字

縮小が課題｡ 

(前･当月)･GDP4-6 月は前期比年率+1.9% 2 四半期ぶり+｡

6 月失業率 2.4% 0.2 ﾎﾟ上げ､実質賃金 2 ヶ月+、現金給与 11

ヶ月連続＋。車販売 3 ヶ月ぶり+､住宅着工 2 ヶ月ぶり-｡消

費支出 5 ヶ月-、輸出 19 ヶ月+、鉱工業生産 21 ヶ月ぶり-、

設備投資 6 四半期連続＋｡景気は､輸出、投資に支えられ

拡大維持｡上場企業純利益 4-6 月+28%､7 四半期二桁増好

調､自動車･機械･電機､商社全般的に好調｡株価は 22000

台。景気回復持続､財政赤字縮小が課題｡ 
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-株価：上海：１日3075､２７日2813、２９日2847 

-中国：５月：輸出+12.6%､輸入+26.0%､新車販

売+9.6% 228.8 万台 3 ヶ月連続+、小売売上高

+8.5%、15 年ぶり低水準、工業生産+6.8%、１-５

月:固定資産投資+6.1% 22 年ぶり低水準、不

動産投資+9.8%、ｲﾝﾌﾗ投資+9.4%、 

-韓国：５月:輸出+13.2% 2 ヶ月ぶり+､輸入

+12.7% 

-台湾：５月：輸出+14.2% 3 ヶ月+、輸入+12.0% 

-ﾌｨﾘﾋﾟﾝ：２０日:政策金利 0.25%下げ 3.5%へ、５

月：新車販売-13.7% 3.1 万台、 

-ﾍﾞﾄﾅﾑ：５月:新車販売-0.7% 2.3 万台 

-ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ：２９日：政策金利 0.5%上げ 3.5%へ、

５月：新車販売+14.1% 10.2 万台、 

-ﾀｲ：５月：新車販売 27.9%増 8.5 万台、 

-ｲﾝﾄﾞ:６日 政策金利 0.25%上げ 6.25%へ、５

月:新車販売+23.8% 37.8 万台 11 ヶ月+、 

-株価：上海：５日 2733､２４日 2905、３０日 2869 

-中国：６月：PMI 前月比 0.4 ﾎﾟ下げ､輸出：+11.3% 3 ヶ月+､

輸入：+14.1%､新車販売：+4.8% 227.4 万台､4-6 月 GDP 

+6.7% ｲﾝﾌﾗ投資落込み､消費伸び悩み､ﾚﾉﾎﾞ85億円黒字､

1-6 月: 小売売上高+9.4%､工業生産+6.7%､固定資産投資

+6.0%､不動産投資+9.8%､ｲﾝﾌﾗ投資+7.3%急ﾌﾞﾚｰｷ､ 

-韓国：６月:輸出-0.1%､4-6 月 GDP 前期比+0.7%､営業益:

サムスン+5.7% 1.48 兆円､POSCO +28% 1230 億円､SK ﾊｲﾆ

ｸｽ+8.3% 5.6 兆円 

-台湾：６月：輸出+9.4% 4 ヶ月+、輸入+15.4%､4-6 月 GDP 

+3.3% 

-ﾌｨﾘﾋﾟﾝ：６月：新車販売-21.7%､4-6 月 GDP+6.0% 

-ﾍﾞﾄﾅﾑ：６月:新車販売-10.1%､4-6 月 GDP+6.8% 

-ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ：６月：新車販売-11.4%、4-6 月 GDP +5.3% 

-ﾀｲ：６月：新車販売 25.9%増 8.8 万台、車生産+7.7% 18.9 万

台､4-6 月 GDP +4.6% 

-ﾏﾚｰｼｱ:６月:新車販売+28.3%、4-6 月 GDP +4.5% 

-ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ:６月：新車販売+26.8%､4-6 月 GDP +3.9% 

-ｲﾝﾄﾞ:６月:新車販売+38.5% 35.4 万台 12 ヶ月+ 

-株価：上海：１日 2824､１７日 2668、２７

日 2780 

-中国：７月：PMI 前月比 0.3 ﾎﾟ下げ 2 ヶ

月-､輸出:+12.2% 4 ヶ月+､輸入:+27.3%､

新車販売：-4% 188.9 万台､小売売上高

+8.8%､工業生産+6%､1-7 月:固定資産投

資+5.5%､不動産投資+10.2%､ｲﾝﾌﾗ投資

+5.7% 

-韓国：７月:輸出+6.2%､輸入+16.2% 

-台湾：７月：輸出+17.6% 5 ヶ月+、輸入

+14.0% 

-ﾍﾞﾄﾅﾑ：７月:新車販売+3.9%2.1 万台､ 

-ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ：15 日：政策金利+0.25% 5.50%

へ､７月：新車販売+25.9%10.7 万台 

-ﾀｲ：７月：新車販売 25.7%増 8.2 万台、 

-ﾏﾚｰｼｱ:７月:新車販売+41.0% 6.8 万

台、 

-ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ:７月：新車販売-30.0% 

-ｲﾝﾄﾞ:１日:政策金利+0.25% 6.50%へ､７

月:新車販売+2.6% 36.7 万台 13 ヶ月+ 

（前々月）・中国 4-6 月 GDP6.7% 0.1 ﾎﾟ下げ。輸出 3 ヶ月+。

新車販売 4 ヶ月+、小売売上高は低水準､固定資産投資

6.0%低水準､ｲﾝﾌﾗ投資急ブレーキ､工業生産 6%台｡景気は

輸出がやや持ち直すも消費はまだら模様、ｲﾝﾌﾗ投資が鈍

化して減速局面か。株価は 2700～2800 台｡韓国､輸出再び

-、GDP+1.1%､企業業績は半導体好調｡台湾､輸出 4 ヶ月+､

生産回復で GDP 3％台｡直近の ASEAN の GDP､ﾍﾞﾄﾅﾑ 7%

台、ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 6%台､ﾏﾚｰｼｱ、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 5%台､ﾀｲ 4%台､ｼﾝｶﾞ 3%

台｡ｲﾝﾄﾞ車販売 12 ヶ月＋、GDP7%台成長。 

（前・今月）・中国 4-6 月 GDP6.7% 0.1 ﾎﾟ下げ。輸出 4 ヶ月+。

新車販売 5 ヶ月ぶり-、小売売上高は 9%切る､固定資産投

資 5.5%最低の伸び率､ｲﾝﾌﾗ投資低水準､工業生産 6%台｡景

気は輸出が持ち直すも消費・投資が低調、減速局面か。株

価は 2700～2800 台｡韓国､輸出再び+、GDP+0.7%､企業業

績は半導体好調｡台湾､輸出 5 ヶ月+､生産回復で GDP 3％

台｡直近の ASEAN の GDP､ﾍﾞﾄﾅﾑ、ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 6%台､ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

5%台､ﾏﾚｰｼｱ、ﾀｲ 4%台､ｼﾝｶﾞ 3%台｡ｲﾝﾄﾞ車販売 13 ヶ月+、

GDP7%台成長。 



 
 
北 
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-景気：FRB「景気は着実に拡大」 

-金融：13 日 0.25%利上げ、18 年の利上げ年 4

回へ 

-株価：１日 24635､１１日 25322､２７日 24117、

２９日 24271 

-雇用：５月：失業率 3.8%前月比 0.1 ﾎﾟ低下 18

年 1 ヶ月ぶり低水準､HP 19 年度末までに人員

削減規模を 1,000 人拡大 4,500-5,000 人削減

へ 

-消費:５月：小売売上高+5.9%増 9 ヶ月+、新車

販売+3.5% 132.7 万台、住宅着工+20.3% 

-生産:５月: +3.5% 

-貿易：５月：輸出+14.0% 21 ヶ月+、輸入+8.6% 

-投資：５月：設備稼働率 77.7%、 

-GDP 4-6 月 4.2%前期比年率 大型減税､個人消費､輸出

がひっぱる 

-通商：６日：通商法 301 条発動 

-景気：１８日：FRB「現時点では段階的な利上げを続けるの

が最善」 

-株価：３日 24174､２６日 25527、３０日 25306 

-雇用：６月：失業率 4.0%前月比 0.2 ﾎﾟ悪化、 

-消費:６月：小売売上高 4.7%増 10 ヶ月+、新車販売+7.0% 

157.7 万台、住宅着工-4.2%、1-6 月：新車販売+2.2% 863.4

万台 

-生産:６月:+3.8% 16 ヶ月+ 

-貿易：６月：輸出+11.4% 22 ヶ月+、輸入+9.0% 

-収益：4-6 月:企業収益+24%､純利益:GE -30% 680 億円､ﾏ

ｲｸﾛｿﾌﾄ+10% 1 兆円､ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ-9%、ｱﾏｿﾞﾝ 13 倍 2800 億

円､ｷｬﾀﾋﾟﾗｰ 2.1 倍 1900 億円､アップル+32% 1.3 兆円 

-投資：６月：設備稼働率 78.1%、 

-景気：1 日 FRB 追加利上げ見送り「米

景気は力強く成長している」「さらなる緩

やかな利上げが整合的」 

-金融：13 日 0.25%利上げ、18 年の利上

げ年 4 回へ 

-株価：７日 25628､１５日 25162、２９日

26124 

-消費:７月：小売売上高 6.4%増 11 ヶ月

+、新車販売-3.2% 137.0 万台、住宅着

工-1.4%、中古住宅販売-1.5% 5 ヶ月- 

-雇用：７月：失業率 3.9%前月比 0.1 ﾎﾟ低

下、 

-生産:７月: +4.2% 17 ヶ月+ 

-収益：4-6 月:ｽﾃﾗ 800 億円赤字､5-７

月：純利益:ｼｽｺ+57%、HP+20%980 億円

-投資：７月：設備稼働率 78.1%、 

（前々月）・GDP は 1-3 月前期比年率+2.0%で 21 四半期連

続＋。失業率 4.0%0.2 ﾎﾟ上げ。車販売 2 ヶ月+､住宅着工 3

ヶ月ぶり-､小売売上 10 ヶ月+。設備投資堅調、生産は 16 カ

月＋。輸出 21 ケ月＋好調。景気は投資､消費､輸出､生産

に支えられ堅調に推移。一部除く IT･半導体・ｿﾌﾄ関係､建

機､航空機好調、自動車･産業ｼｽﾃﾑは斑模様｡株価は

25000 台うかがう｡成長持続が課題｡経済･通商政策､今後

の金利政策の影響が懸念材料 

（前・今月）・GDP は 4-6 月前期比年率+4.2%で 22 四半期連

続＋。失業率3.9%0.1ﾎﾟ下げ。車販売3ヶ月ぶり-､住宅着工

2 ヶ月-､小売売上 11 ヶ月+。設備投資堅調、生産は 17 カ月

＋。輸出 22 ケ月＋。景気は投資､輸出､生産に支えられ堅

調に推移。一部除く IT･半導体・ｿﾌﾄ関係､建機､航空機好

調、自動車･産業ｼｽﾃﾑは斑模様｡株価は 25000 台｡成長持

続が課題｡経済･通商政策､今後の金利政策の影響が懸念

材料 
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-金融：14 日 ECB 量的緩和年内終了を決定、 

21 日英国政策金利 0.5%据置、 

-株価：FT：８日 7681、２５日 7509、２９日 7636 

-雇用：ﾛｰﾙｽﾛｲｽ今後 2 年間で 4600 人削減、

５月：失業率：ﾕｰﾛ 8.3%､独 3.5%､仏 9.2%､伊

10.7%､ｽﾍﾟｲﾝ 15.4%､蘭 3.9%､ﾎﾟｰﾗ 3.8% 

-消費：５月：小売売上高：ﾕｰﾛ+1.6% 46 ヶ月+､

独+0.7%､仏+3.0%､英+4.0%､伊 0.0%､ｽﾍﾟｲﾝ

-0.3%、蘭+3.2%､ﾎﾟｰﾗ+5.6%､新車登録：欧州

+0.1％、独-5.8%､仏+0.1%、英+3.4%､伊-2.8%､

ｽﾍﾟｲﾝ+7.2%､蘭+1.8%、ﾎﾟｰﾗ+6.6%、 

-生産:５月:鉱工業:ﾕｰﾛ+2.6% 22 ヶ月+､独

+3.0% ､仏 -0.4% ､ 英 +1.4% ､ 伊 +2.2% 、ｽ ﾍ ﾟ ｲ ﾝ

+1.5%､蘭+0.9%、ﾎﾟｰﾗ+7.6% 

-貿易：５月：輸出-0.8%、輸入+0.7% 

-GDP 4-6 月 ﾕｰﾛ圏+2.2%､21 四半期連続+ 前期比+0.4%、

独+1.9%､仏+1.7%､英+1.3%､伊+1.1%､ｽﾍﾟｲﾝ+2.7%､蘭+2.7%､

ﾎﾟｰﾗ+5.0% 

-株価：FT：２日 7547、１０日 7692、３１日 7748 

-雇用：６月：失業率：ﾕｰﾛ 8.3%､独 3.4%､仏 9.2%､伊 10.9%､ｽ

ﾍﾟｲﾝ 15.2%､蘭 3.9%､ﾎﾟｰﾗ 3.7% 

-消費：６月：小売売上高：ﾕｰﾛ+1.2% 47 ヶ月+､独+1.1%､仏

+2.5%､英+2.9%､伊-0.5%､ｽﾍﾟｲﾝ+0.3%、ﾎﾟｰﾗ+5.5%､新車登

録：欧州+4.7％、独+4.2%､仏+9.2%、英-3.5%､伊-7.3%､ｽﾍﾟｲ

ﾝ+8.0%､蘭+15.5%、ﾎﾟｰﾗ+10.0% 

-生産:６月:鉱工業:ﾕｰﾛ+2.5% 23 ヶ月+､独+2.9%､仏+1.6%､

英+1.3%､伊+1.7%、ｽﾍﾟｲﾝ+0.6%､蘭-0.2%、ﾎﾟｰﾗ+6.7% 

-貿易：６月：輸出+5.7%、輸入+8.6% 

-収益：4-6 月:企業収益:+9%、純利益:ﾀﾞｲﾑﾗｰ-29%､ 

-金融：2 日英国政策金利+0.25% 0.75%

へ 

-株価：FT：２日 7573、８日 7776、１５日

7497、２８日 7617 

- 消 費 ： ７ 月 ： 新 車 登 録 ： 独 +4.2% ､ 仏

+6.3%、英-5.5%､伊-0.7%､ｽﾍﾟｲﾝ+11.4%､

蘭+11.6%、ﾎﾟｰﾗ+12.3%、 

（前々月）・GDP1-3 月ﾕｰﾛ圏 2.5%成長､20 四半期＋､独､

仏、西､蘭２%以上｡失業率 8.4％0.1 ﾎﾟ下げ｡車販 3 ヶ月+。消

費は 46 ヶ月連続＋､英、仏、ﾎﾟｰﾗが堅調､輸出再び-､投資

やや増､生産は 22 ヶ月連続＋｡景気は消費､生産に支えら

れ堅調に推移。株価 7500～7600 台｡高水準の失業率低

下､景気回復持続が課題｡英 EU 離脱交渉､難民問題､ｳｸﾗｲ

ﾅ問題､南欧債務､景気下振れが懸念材料 

（前・今月）・GDP4-6 月ﾕｰﾛ圏 2.2%成長､21 四半期＋､西､

蘭２%以上｡失業率 8.3％0.1 ﾎﾟ下げ｡車販売 3 ヶ月+(7 月)。

消費は 47 ヶ月連続＋､英、仏、ﾎﾟｰﾗが堅調､輸出再び+､投

資やや増､生産は 23 ヶ月連続＋｡景気は消費､生産、輸出

に支えられ堅調に推移。株価 7500～7600 台｡高水準の失

業率低下､景気回復持続が課題｡英 EU 離脱交渉､難民問

題､ｳｸﾗｲﾅ問題､南欧債務､景気下振れが懸念材料 

中

東

ｱﾌ 

-ﾄﾙｺ:７日政策金利+1.25% 17.75%へ、５月：新

車販売-14.5% 7.5 万台 

-南ア：５月：新車販売+2.4% 4.3 万台 

-ﾄﾙｺ:６月：新車販売-38.6% 5.3 万台 

-南ア：６月：新車販売+3.0% 4.7 万台 

-南ア：７月：新車販売+2.6% 4.8 万台 ･ｼﾘｱ､南ｽｰﾀﾞﾝ､ｲﾗｸ､ｱﾌｶﾞﾝ､ﾘﾋﾞｱ､ｲｴﾒﾝ､ﾅｲｼﾞｪﾘｱ等で政情

不安定｡ｴｼﾞﾌﾟﾄ安定化｡ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ､UAE､ｸｳｪｰﾄ､ｵﾏｰﾝ財政

不安｡ｲﾗﾝ米国制裁懸念。ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ GDP２四半期ﾏｲﾅｽ。

ﾄﾙｺ車販売 3 ヶ月-(6 月)。南ｱ､物価高､高金利、車販売 5 ヶ

月+。GDP4 期ぶり-｡政治の安定化､資源価格の安定が課

題 

中

南

米 

-ﾌﾞﾗｼﾞﾙ:５月:車販売+3.2% 20.2 万台、 

-ﾒｷｼｺ:５月:車販売-6.9%11.4 万台 12 ヶ月ﾏｲ

ﾅｽ、車生産+3.9% 2 ヶ月+ 

-ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ:５月:車販売+6.6% 8.3 万台 

-ﾌﾞﾗｼﾞﾙ:６月:車販売+3.6% 20.2 万台、 

-ﾒｷｼｺ 21 日政策金利+0.25%、」7.75%へ 10 年ぶり高金利、

６月:車販売-6.0% 12.0 万台 13 ヶ月ﾏｲﾅｽ、4-6 月 GDP 

+2.6% 

-ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ ＩＭＦから 150 億ドル融資をうける、６月：車販売

-18.2% 6.4 万台 

-ﾌﾞﾗｼﾞﾙ:７月:車販売+17.7% 21.8 万台、

-ﾒｷｼｺ：７月:車販売-6.4% 11.4 万台 14

ヶ月ﾏｲﾅｽ、 

-ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ:30 日:政策金利 60%へ、７月：

車販売-17.4% 6.7 万台 

-ﾍﾞﾈｽﾞｴﾗ：20 日:ﾃﾞﾉﾐ実施 

･ﾌﾞﾗｼﾞﾙ経済は物価高､通貨安､投資低迷も金利低下､車販

売 15 ヶ月+。GDP1-3 月+1.2％､4 期連続＋､経済回復傾向｡

ﾍﾞﾈｽﾞｴﾗは政治経済混迷。ﾒｷｼｺ経済､車販売 14 ヶ月連続

－。ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ政策金利 60%。車販売 2 ヶ月ﾏｲﾅｽ。ベネズエ

ラはﾃﾞﾉﾐ実施。 

露

東

欧 

-ﾛｼｱ：５月：新車販売:+18.0% 14.8 万台 15 ヶ

月連続+、 

-ﾛｼｱ：６月：新車販売:+10.8% 15.6 万台 16 ヶ月連続+、4-6

月 GDP +1.8% 

-ﾛｼｱ：７月：新車販売:+10.6% 14.3 万台

17 ヶ月連続+ 

･ﾛｼｱは対ロ制裁､高金利､通貨安も消費･投資･生産･輸出

に回復傾向､新車販売 17 ヶ月連続＋。 

･ﾛｼｱ 4-6 月 GDP は 1.8%増、7 四半期連続+。 対ロ経済制

裁の影響､資源価格の安定､経済回復の維持が懸念材料 


