
経済データで見る最近の世界経済動向（２０２１年６月～２０２１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､   ２０２１.８．２７．現在 日本機械輸出組合 

 ２０２１年６月 ２０２１年７月 ２０２１年８月 最近の経済動向 

 
世 
 
界 

-ﾄﾞﾊﾞｲ原油：１日 68.3 ㌦、２９日 74.6 ㌦、 -ﾄﾞﾊﾞｲ原油：１日 72.7 ㌦、6 日 75.6 ㌦、２１日 67.6 ㌦、２９日 73.6 ㌦ -ﾄﾞﾊﾞｲ原油：２日 72.9 ㌦、２０日 65.5 ㌦、 

２５日 69.5 ㌦ 

･中国はｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症の影響から回復しつつあ

るも、成長率鈍化。韓国・台湾は感染の影響から回

復基調。米国、欧州も感染から回復へ｡日本は感染

の影響から回復の兆しもまだら模様。前年同期比

の GDP は中国+7.9%、ﾌｨﾘﾋﾟﾝ+11.8%､ﾍﾞﾄﾅﾑ+6.61%､ｲ

ﾝﾄﾞﾈｼｱ+7.07%、ﾀｲ+7.5%、ﾏﾚｰｼｱ+16.1%､ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

+14.7%、台湾+7.47%､韓国+5.9%、ｲﾝﾄﾞ+1.6%。 

 
 
日 
 
 
本 

-株価：１日 28814、１５日 29441、３０日

28791 

-雇用：５月失業率3.0%前月比+0.2ﾎﾟ2ヶ月+ 

-所得：５月：実質賃金+2.0% 4 ヶ月+ 現金給

与総額+1.9% 3 ヶ月連続+ 勤労者世帯収入

-2.6% 2 ヶ月ぶり- 

-消費：５月：消費支出+11.6% 3 ヶ月連続+、

新車販売+46.3% 31.9 万台 8 ヶ月+、住宅着

工+9.9% 3 ヶ月+、消費者物価(除:生鮮食品) 

-0.6% 10 ヶ月- 

-受注：５月：機械+41.9% 2 ヶ月+ 産業機械

+15.3% 3 ヶ月ぶり+、工作機械 2.4 倍 7 ヶ月

+ 

-生産：５月:鉱工業+21.1% 3 ヶ月+、建設機

械出荷+54.8% 7 ヶ月+ 

-貿易：５月:輸出+49.6% 3 ヶ月+ 輸入+27.9% 

-投資 5 月機械受注民需 10.3% 5 ヶ月ぶり+ 

-GDP:４-６月 前期比年率+1.3% 2 四半期ぶり+ 企業の設備投資が持

ち直すものの、新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽの影響で成長率は低め 

-株価：２日 28783、３０日 27283 

-雇用：６月失業率 2.9% 前月比 -0.1 ﾎﾟ 3 ヶ月ぶり- 

-所得：６月：実質賃金-0.4% 5ヶ月ぶり- 現金給与総額-0.1% 4ヶ月ぶり

- 勤労者世帯収入-11.5% 2 ヶ月- 

-消費：６月：消費支出-5.1% 4 ヶ月ぶり-、新車販売+5.4% 36.6 万台 9 ヶ

月+、住宅着工+7.3% 4 ヶ月+、消費者物価(除:生鮮食品) -0.5%11 ヶ月- 

-受注：６月：機械+43.1% 3 ヶ月+ 産業機械+26.6% 2 ヶ月+、工作機械 

+96.6% 8 ヶ月+ 

-生産：６月:鉱工業+23.0% 4 ヶ月+、建設機械出荷+37.6% 5 ヶ月+ 

-貿易：６月:輸出+48.6% 4 ヶ月+ 輸入+32.7% 

-収益：４-６月：純利益：ﾄﾖﾀ 5.7 倍 8978 億円 日産 1145 億円黒字 ﾎﾝ

ﾀﾞ 2225 億円黒字ｿﾆｰ G+9% 2118 億円 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 765 億円黒字 東芝

180 億円黒字 NEC 2.3 億円黒字 ﾀﾞｲｷﾝ 2.4 倍 786 億円 ｼｬｰﾌﾟ 2.6

倍 216 億円 ﾆｺﾝ 158 億円黒字  

-投資：６月：機械受注民需 18.3% 2 ヶ月+ 

-株価：４日 27584、１１日 28070、２０日

27013 

-消費：７月：新車販売-4.8% 37.7 万台 10

ヶ月ぶり-、消費者物価(除:生鮮食品) 

-0.2% 12 ヶ月- 

-受注：７月：工作機械 +93.4% 9 ヶ月+ 

-収益：４-６月：純利益：三菱重工 126.5 億

円黒字 IHI141 億円黒字 ｺﾏﾂ 2.5 倍 408

億円三菱商事 5.1 倍 1875 億円 三井物産

3.1 倍 1912 億円 伊藤忠 2.6 倍 2674 億円 

丸紅+93% 1121 億円 住商 1073 億円 

１-６月：純利益：ｷﾔﾉﾝ 8.1 倍 1056 億円 

(前々月)･GDP1-3 月前期比年率-3.9% (改定値) 3Q

ぶり-。失業率 3.0% +0.2 ﾎﾟ、実質賃金 4 ヶ月+、現金

給与 3 ヶ月+。車販売 9 ヶ月+､住宅着工 3 ヶ月+｡消

費支出 3 ヶ月+、輸出 3 ヶ月+、鉱工業生産 3 ヶ月+、

設備投資 3 四半期-(1-3 月)｡景気は全体的にｺﾛﾅｳ

ｲﾙｽ感染症の影響から回復の兆し｡全般的にｺﾛﾅｳ

ｲﾙｽの影響まだ大｡株価は 27000 台｡ｺﾛﾅｳｲﾙｽの

影響への対策が課題。 

(前･今月)･GDP４-６月前期比年率+1.3% (速報値) 

2Q ぶり+。失業率 2.9% -0.1 ﾎﾟ、実質賃金 5 ヶ月ぶり

-、現金給与 4 ヶ月ぶり-。車販売 10 ヶ月ぶり-､住宅

着工 4 ヶ月+｡消費支出 4 ヶ月ぶり-、輸出 4 ヶ月+、

鉱工業生産 4 ヶ月+、設備投資 3 四半期-(1-3 月)｡

景気は全体的にｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症の影響がまだ大

きく、回復の兆しはまだら模様｡株価は 27000 台｡ｺﾛ

ﾅｳｲﾙｽの影響への対策が課題。 

 
 
 
 
 
ア 
 
ジ 
 
ア 
 

-株価：上海：１日 3624、１６日 3518、２５日

3607 

-中国：５月：製造業 PMI51.0 前月比-0.1 ﾎﾟ 

輸出+27.9% 12 ヶ月+ 輸入+51.1% 新車販売

-3.1% 212.8 万台 14 ヶ月ぶり- 工業生産

+8.8% 小売売上高+12.4% １-５月：固定資産

投資+15.4% ｲﾝﾌﾗ投資+11.8% 不動産開発

投資 +18.3% 

-韓国：５月:輸出+45.6% 7 ヶ月+、輸入

+37.9% 

-台湾：５月：輸出+38.6% 11 ヶ月+ 輸入

+40.9% 6 ヶ月+ 

-ﾌｨﾘﾋﾟﾝ：５月 新車販売 4.6 倍 2.2 万台 

-ﾍﾞﾄﾅﾑ：５月 新車販売+34% 2.6 万台 

-ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ：５月新車販売 15.4 倍 5.5 万台 

-ﾀｲ:５月 新車販売 +38.4% 5.6 万台 

-ﾏﾚｰｼｱ:５月 新車販売 +99.7% 4.7 万台 

-ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ：５月 新車販売 20 倍 

-ｲﾝﾄﾞ：５月:乗用車販売 2.6 倍 8.8 万台 8

ヶ月+ 

株価：上海：２日 3518、２３日 3574、２８日 3361 

-中国：６月：製造業 PMI50.9 前月比-0.1 ﾎﾟ、輸出+32.2% 13 ヶ月+､輸入

+36.7%､新車販売-12.4% 201.5万台 2ヶ月-､工業生産+8.3% 小売売上

高+12.1% ４-６月：GDP +7.9%、１-６月 固定資産投資+12.6% 不動産開

発投資 +15% 

-韓国：６月:輸出+39.8% 8 ヶ月+、輸入+40.7% ４-６月：GDP +5.9% 営業

利益 ｻﾑｽﾝ電子 +53% 1.2 兆円 

-台湾：６月：輸出+35.1% 12 ヶ月+ 輸入+42.3% 7 ヶ月+ ４-６月：GDP 

+7.47% 純利益 TSMC +11% 5300 億円 

-ﾌｨﾘﾋﾟﾝ：６月 新車販売+44.8% 2.3 万台 ４-６月 GDP +11.8% 

-ﾍﾞﾄﾅﾑ：６月 新車販売 -1.7% 2.4 万台 ４-６月 GDP +6.61% 

-ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ：６月 新車販売 5.8 倍 7.3 万台 ４-６月 GDP +7.07% 

-ﾀｲ:６月 新車販売 +11.9% 6.5 万台 ４-６月 GDP +7.5% 

-ﾏﾚｰｼｱ:６月 新車販売 -95.7% 0.2 万台 ４-６月 GDP +16.1% 

-ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ：６月 新車販売 3.3 倍 ４-６月 GDP +14.7% 

-ｲﾝﾄﾞ：６月:乗用車販売 2.2 倍 23.2 万台 9 ヶ月+ 

株価：上海：３日 3447、１１日 3532、１７日

3446、２５日 3540 

-中国：７月：製造業 PMI50.4 前月比-0.5

ﾎﾟ、輸出+19.3% 14 ヶ月+､輸入+28.1%､新

車販売-11.9% 186.4 万台 3 ヶ月-､工業生

産+6.4% 小売売上高+8.5% １-７月 固定

資産投資+10.3% ｲﾝﾌﾗ投資+4.6% 不動産

開発投資 +12.7% 

-韓国：７月:輸出+29.6% 9 ヶ月+、輸入

+38.2% 

-台湾：７月：輸出+34.7% 13 ヶ月+ 輸入

+41.0% 8 ヶ月+ 

-ﾌｨﾘﾋﾟﾝ：7 月:新車販売+4.7% 2.1 万台 

-ﾍﾞﾄﾅﾑ：７月:新車販売+33% 1.6 万台 

-ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ：７月新車販売 2.6 倍 6.7 万台 

-ﾀｲ：７月:新車販売-11.6% 5.2 万台 

-ﾏﾚｰｼｱ:７月新車販売 -88.0% 0.7 万台 

-ｲﾝﾄﾞ：７月 新車販売 +45% 26.4 万台 10

ヶ月+ 

（前々月）・中国 4-6 月 GDP+7.9%。成長率が鈍化。

輸出 13 ヶ月+。新車販売 2 ヶ月-､工業生産+8.3%、

小売売上高は+12.1%。固定資産投資+12.6%、不動

産開発投資+15%。景気はｺﾛﾅｳｲﾙｽから回復基調

であるが、成長が鈍化。株価は 3500 台｡韓国､輸出

8 ヶ月+。GDP+1.8%(1-3 月)。台湾､輸出 12 ヶ月+､

GDP +8.16%(1-3 月)｡ 直近の ASEAN の GDP(1-3

月)､ﾌｨﾘﾋﾟﾝ-4.2%、ﾍﾞﾄﾅﾑ+4.48%、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ-0.74%､ﾀｲ

-2.6%、ﾏﾚｰｼｱ-0.5%､ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ+0.2%｡ｲﾝﾄﾞ車販売 9

ヶ月+、GDP+1.6%(1-3 月)。 

（前・今月）・中国 4-6 月 GDP+7.9%。成長率が鈍

化。輸出 14 ヶ月+。新車販売 3 ヶ月-､工業生産

+6.4%、小売売上高は+8.5%。固定資産投資+10.3%、

不動産開発投資+12.7%。景気はｺﾛﾅｳｲﾙｽから回復

基調であるが、成長が鈍化。株価は 3500 台｡韓国､

輸出 9 ヶ月+。GDP+5.9%。台湾､輸出 13 ヶ月+､GDP 

+7.47%｡ 直近の ASEAN の GDP､ﾌｨﾘﾋﾟﾝ+11.8%、ﾍﾞﾄ

ﾅﾑ+6.61%、ｲﾝﾄ ﾞﾈｼｱ+7.07% ､ﾀｲ+7.5%、ﾏﾚｰｼｱ

+16.1%､ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ+14.7%｡ｲﾝﾄﾞ車販売 10 ヶ月+、

GDP+1.6%(1-3 月)。 



 
 

北 
 
米 

- 株 価 ： １ 日 34575 、 ４ 日 34756 、 １ ８ 日

33290、３０日 34502 

-雇用：５月：失業率 5.8% 前月比 0.3 ﾎﾟ低下 

-消費:５月：個人消費支出 前月比横這 小

売売上高+28.1% 12 ヶ月+ 新車販売+42.2% 

158.7 万台 3 ヶ月+ 住宅着工+50.3% 3 ヶ月+ 

消費者物価+5.0% (前月比+0.6%) 

-生産:５月 鉱工業：+16.1% 3 ヶ月+ 

-貿易：５月:輸出+59.9% 3 ヶ月+、輸入

+40.0% 

-投資：５月設備稼働率 75.1% 

-GDP：４-６月 前期比年率+6.5%(速報値) GDP の規模はコロナ前の 19

年 10-12 月期の水準を回復 

-株価：２日 34786、１９日 33962、２６日 35144 

-雇用：６月：失業率 5.9% 前月比 0.1 ﾎﾟ悪化 

-消費:６月 個人消費支出 前月比+1% 小売売上高+18.0% 13 ヶ月+ 新

車販売+16.4% 130.1 万台 4 ヶ月+ 住宅着工+29.1% 4 ヶ月+ 消費者物

価+5.4% (前月比+0.9%) 

-生産:６月 鉱工業：+9.8% 4 ヶ月+ 

-貿易：６月:輸出+40.7% 4 ヶ月+、輸入+36.1% 

-収益：４-６月：純利益 GM 3100 億円 ﾃｽﾗ 11 倍 11.4 億㌦ ｷｬﾀﾋﾟﾗｰ 

3 倍 14 億㌦ GE 11 億㌦赤字 IBM -3% 13 億㌦ ｲﾝﾃﾙ -1% 50.6 億㌦ 

ｱｯﾌﾟﾙ 1.9 倍 217.4 億㌦ ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ 2.7 倍 185.3 億㌦ ｱﾏｿﾞﾝ+48% 

77.8 億㌦ ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ 2 倍 103.9 億㌦ ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ 2 倍 164.6 億㌦ 

-投資：６月設備稼働率 75.4% 

-株価：４日 34792、１６日 35625、１９日

34894、２５日 35405 

-雇用：７月：失業率 5.4% 前月比 0.5 ﾎﾟ低

下 

-消費:７月小売売上高+15.8% 14 ヶ月+ 新

車販売+4.7% 5 ヶ月+ 住宅着工+2.5% 5 ヶ

月+ 消費者物価+5.4% (前月比+0.5%) 

-生産:７月:鉱工業+6.6% 5 ヶ月+ 

-収益：５-７月：純利益 ｴﾇﾋﾞﾃﾞｨｱ 3.8 倍 

23.7 億㌦ 

-投資：７月：設備稼働率 76.1% 

（前々月）・GDPは1-3月前期比年率+6.4% (改定値) 

3Ｑ+。失業率 5.9% 0.1 ﾎﾟ悪化。新車販売 4 ヶ月+､住

宅着工 4 ヶ月+､小売売上 13 ヶ月+。設備投資回復

傾向、生産は 4 ヶ月+。輸出 3 ヶ月+。景気はｺﾛﾅｳｲ

ﾙｽの影響から回復へ。株価は 34000 台｡企業業績

は大手 IT 企業も含めまだら模様。新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ変

異株の拡大が懸念材料。 

（前・今月）・GDP は４-６月前期比年率+6.5% (速報

値) 4Ｑ+。失業率 5.4% 0.5 ﾎﾟ低下。新車販売 5 ヶ月

+､住宅着工 5 ヶ月+､小売売上 14 ヶ月+。設備投資

回復傾向、生産は 5 ヶ月+。輸出 4 ヶ月+。景気はｺﾛ

ﾅｳｲﾙｽの影響から回復へ。株価は 35000 台｡企業

業績は大手 IT 企業も含めまだら模様。新型ｺﾛﾅｳｲ

ﾙｽ変異株の拡大が懸念材料。 

 
 
欧 
 
州 

-株価：FT：３日 7064、１６日 7184、３０日

7037 

-雇用：５月：失業率：ﾕｰﾛ 8.0% 0.1 ﾎﾟ低下 

独 3.7% 仏 7.5% 伊 10.2% ｽﾍﾟｲﾝ 15.4% 蘭

3.3% ﾎﾟｰﾗ 3.8% 

-消費：５月:小売売上高：ﾕｰﾛ+8.6% 3 ヶ月+ 

独-0.3% 仏+10.8% 伊 17.8% ｽﾍﾟｲﾝ+17.6% 

蘭+9.2% ﾎﾟｰﾗ+10.7% 新車登録:欧州+51.5% 

3 ヶ月+ 独+37.2% 仏 46.4%増 英 7.7 倍 伊

+43.0% ｽﾍﾟｲﾝ 2.8 倍 蘭+72.5% ﾎﾟｰﾗ+95.7% 

-生産：５月：鉱工業 ﾕｰﾛ +20.6% 3 ヶ月+ 

独+19.8% 仏+21.0% 伊+21.1% ｽﾍﾟｲﾝ+26.0% 

蘭+9.4% ﾎﾟｰﾗ+30.0% 

-貿易：５月：ﾕｰﾛ 輸出+31.9% 3 ヶ月+ 輸入

+35.2% 

-GDP：４－６月（速報値） ﾕｰﾛ圏 前年同期比+13.6%（前期比+2.0%）6

四半期ぶり+。独+9.2% 仏+18.7 伊+17.3% ｽﾍﾟｲﾝ+19.8% 蘭+9.7% ﾎﾟｰﾗ

+10.7% 

-株価：FT：５日 7164、１９日 6844、２９日 7078 

-雇用：６月：失業率：ﾕｰﾛ 7.7% 0.3 ﾎﾟ低下 独 3.7% 仏 7.3% 伊 9.7% ｽ

ﾍﾟｲﾝ 15.1% 蘭 3.2% ﾎﾟｰﾗ 3.6% 

-消費：６月:小売売上高：ﾕｰﾛ+5.0% 4 ヶ月+ 独+4.6% 仏+3.6% 伊 9.0% 

ｽﾍﾟｲﾝ+1.4% 蘭+5.1% ﾎﾟｰﾗ+5.8% 新車登録 欧州 +9.6% 4 ヶ月+ 独

+24.5% 仏-14.7% 英 28.0 倍 伊+12.6% ｽﾍﾟｲﾝ 17.1% 蘭+34.6% ﾎﾟｰﾗ

+22.1% 

-生産：６月：鉱工業 ﾕｰﾛ +9.7% 4 ヶ月+ 独+6.5% 仏+7.3% 伊+13.9% ｽ

ﾍﾟｲﾝ+11.3% 蘭+12.3% ﾎﾟｰﾗ+18.5% 

-貿易：６月：ﾕｰﾛ 輸出+23.8% 4 ヶ月+ 輸入+28.2% 

-株価：FT：２日 7081、１１日 7220、１９日

7058、２５日 7150 

-消費：７月:新車登録 独-24.9% 仏-35.4% 

英-29.3% 伊-19.4% ｽﾍﾟｲﾝ-28.9% 

（前々月）・GDP1-3 月ﾕｰﾛ圏-1.3%(確定値)､5Q-｡失

業率 8.0% 0.1 ﾎﾟ低下｡ 車販売 4 ヶ月+。小売売上高

3 ヶ月+､輸出 3 ヶ月+､生産 3 ヶ月+｡景気はｺﾛﾅｳｲﾙ

ｽの感染再拡大から回復へ。株価 7000 台｡失業率

低下､景気回復が課題｡新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ変異株の拡

大が懸念材料。 

（前・今月）・GDP４-６月ﾕｰﾛ圏+13.6%(速報値)､6Q

ぶり+｡失業率 7.7% 0.3 ﾎﾟ低下｡ 車販売 4 ヶ月+(6

月)。小売売上高 4 ヶ月+､輸出 4 ヶ月+､生産 4 ヶ月

+｡景気はｺﾛﾅｳｲﾙｽの感染再拡大から回復へ。株

価 7000 台｡失業率低下､景気回復が課題｡新型ｺﾛﾅ

ｳｲﾙｽ変異株の拡大が懸念材料。 

中

東

ｱﾌ 
ﾘｶ 

-ﾄﾙｺ:５月：新車販売 +69.8% 5.5 万台 12 ヶ

月+ 

-南ア：５月：新車販売 約 3 倍 3.8 万台 3 ヶ

月+ 

-ﾄﾙｺ:６月：新車販売 +14.4% 8.3 万台 13 ヶ月+ 

-南ア：６月：新車販売 +20.2% 3.81 万台 4 ヶ月+ 

-ﾄﾙｺ:7 月：新車販売 -44.4% 5.0 万台 14

ヶ月ぶり- 

-南ア：７月：新車販売+1.7% 3.3 万台 5 ヶ

月+ 

･ｲﾗﾝ、ｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝをはじめ中東ｱﾌﾘｶで不安定な情

勢の地域多｡ｲﾗﾝ米国制裁次第｡ﾄﾙｺ車販売 14 ヶ月

ぶり-､GDP1-3 月 +7.0% 3Q+｡南ｱ 車販売 4 ヶ月+。

GDP 1-3 月+4.6% 3Q+｡ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大､政治安

定化､不安定な資源価格が課題 

中

南

米 

-ﾌﾞﾗｼﾞﾙ:5 月:新車販売 約 3.0 倍 18.9 万台

3 ヶ月+  

-ﾒｷｼｺ：２４日政策金利 0.25 ﾎﾟ上げ 4.25%へ

５月:新車販売 約 2.0 倍 8.6 万台 3 ヶ月+、 

-ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ:５月：新車販売 +4.5% 2.2 万台 

-ﾌﾞﾗｼﾞﾙ:６月：新車販売+37.4% 18.2 万台 4 ヶ月+ 

-ﾒｷｼｺ：６月:新車販売 +38.5% 8.7 万台 4 ヶ月+ ４-６月：GDP +19.5% 

-ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ:４日：国債の元本・利払い減免で合意、６月：新車販売 

+0.02% 3.7 万台 

-ﾌﾞﾗｼﾞﾙ:４日 政策金利 1%引上げ 5.25%へ 

７月：新車販売+0.6% 17.5 万台 5 ヶ月+ 

-ﾒｷｼｺ：７月:新車販売 +12.7% 8.2 万台 5

ヶ月+ 

-ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ ７月：新車販売 +5.5% 3.1万台

･ﾌﾞﾗｼﾞﾙ経済はｺﾛﾅｳｲﾙｽの影響で悪化継続､車販

売 5 ヶ月+。GDP1-3 月+1.0% 3Q+｡ﾒｷｼｺ経済は車販

売 5 ヶ月+。GDP４-６月+19.5% 9Q ぶり+。ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ

車販売+5.5% 5 ヶ月+。GDP1-3 月+2.5%。 

露

東

欧 

-ﾛｼｱ：５月：新車販売:約 2.3 倍 14.7 万台 2

ヶ月+ 

-ﾛｼｱ：６月：新車販売:+28.7% 15.8 万台 3 ヶ月+ ４-６月：GDP +10.3% -ﾛｼｱ：７月：新車販売:-6.5% 13.3 万 2 ヶ月

ぶり- 

･ﾛｼｱは新車販売-6.5% 4 ヶ月ぶり-。GDP 4-6 月 

+10.3% 5Q ぶり+。ｺﾛﾅｳｲﾙｽ、資源価格安定等が課

題。 

 

 

 


