
経済データで見る最近の世界経済動向（２０１９年４月～２０１９年６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､２０１９.６．２０．現在 日本機械輸出組合 

 ２０１９年４月 ２０１９年５月 ２０１９年６月 最近の経済動向 

 
世 
 
界 

-ﾄﾞﾊﾞｲ原油：９日 70.4 ㌦、１１日 63.6 ㌦、２５日 74.3 ㌦ 

 

-ﾄﾞﾊﾞｲ原油：９日 69.1 ㌦、２０日 72.7 ㌦、３１

日 60.3 ㌦ 

 

-ﾄﾞﾊﾞｲ原油：６日 59.1 ㌦、１０日 61.9

㌦、１２日 60.0 ㌦ 

 

･米国･欧州経済は投資、生産、消費等に支えられて堅調

に推移するも、やや軟調か｡日本は輸出・生産が弱含み｡前

年同期比のGDPは中国 6.4%、ﾍﾞﾄﾅﾑ６%台､ﾌｨﾘﾋﾟﾝ、ｲﾝﾄﾞﾈｼ

ｱ、ｲﾝﾄﾞ５%台､ﾏﾚｰｼｱ 4%台､ﾀｲ 2%台､ｼﾝｶﾞ 1%台､台湾 1%台､

韓国 1.8%。ﾌﾞﾗｼﾞﾙ､ﾛｼｱは長期低迷から回復も伸び悩み｡ 

 
 
日 
 
 
本 

-GDP: １－３月 前期比年率+2.2% 2 四半期ﾌﾟﾗｽ 

-株価：２日 21505、２５日 22307 

-雇用：３月：失業率 2.5%前月比 0.2 ﾎﾟ上げ 

-所得：３月：実質賃金-1.9% 3 ヶ月-､現金給与総額-1.3% 3 ヶ月

-、勤労者世帯収入+1.4% 5 ヶ月+ 

-消費：３月：消費支出+2.1% 4 ヶ月+、新車販売-4.0% 64.1 万台 3

ヶ月ぶり-、住宅着工+10.0% 4 ヶ月+ 

-受注：３月：機械-1.0% 4 ヶ月-、産業機械+27.9% 再び+、工作機

械-28.5% 6 ヶ月-、 

-生産：３月:鉱工業-4.3% 2 ヶ月- 建設機械出荷+6.8% 6 ヶ月+ 

-貿易 ３月 輸出-2.4% 4 ヶ月- 輸入+1.2% 2 ヶ月ぶり+ 

-収益：1-3 月：純利益：ｷﾔﾉﾝ-45% 313 億円、ｸﾎﾞﾀ+25% 372 億

円、3 月期：純利益：上場企業 -3.6%、ﾄﾖﾀ-24.5% 1.9 兆円、日産

-46.7% 1700億円、ﾎﾝﾀﾞ-42.4% 6103億円、三菱重工1013.5億円

黒字、東芝+26% 1 兆円、ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ+20.4% 2841 億円､ｿﾆｰ+87% 

9163 億円､ｼｬｰﾌﾟ+5.7% 742 億円､ﾆｺﾝ-+91% 665 億円、ｵﾘﾝﾊﾟｽ

-86% 81 億円 

-投資：３月：機械受注民需+5.6% 3 ヶ月ぶり+、1-3 月：設備投資

+6.1% 10 四半期+ 

-株価：７日 21923、３１日 20601 

-雇用：４月：失業率 2.4%前月比 0.1 ﾎﾟ下げ 

-所得：４月：実質賃金-1.1% 4 ヶ月-､現金

給与総額-0.1% 4 ヶ月-、勤労者世帯収入

+1.1% 6 ヶ月+ 

-消費：４月：消費支出+1.3% 5 ヶ月+、新車

販売+3.4% 37.9 万台再び+、住宅着工-5.7% 

5 ヶ月ぶり減少 

-受注：４月：機械-5.5% 5 ヶ月-、産業機械

+25.3% 再び-、工作機械-33.4% 7 ヶ月-、 

-生産：４月:鉱工業-1.1% 3 ヶ月- 建設機械

出荷+3.4% 7 ヶ月+ 

-貿易 ４月 輸出-2.4% 5 ヶ月- 輸入+6.5% 2

ヶ月連続+ 

-投資：４月：機械受注民需+0.8% 2 ヶ月連続

+ 

 

-株価：６日 20774、１１日 21204、13

日 20972 

 

-消費：５月：新車販売+6.5% 39.6 万

台 2 ヶ月連続+、 

-受注：５月：工作機械-27.3% 8 ヶ月

-、 

(前々月)･GDP10-12 月前期比年率+1.9% 2 四半期ぶり+。

3 月失業率 2.5% 0.2 ﾎﾟ上げ､実質賃金 3 ヶ月-、現金給与 3

ヶ月-。車販売再び+､住宅着工 4 ヶ月+｡消費支出 4 ヶ月+、

輸出 4 ヶ月-、鉱工業生産 2 ヶ月-、設備投資 9 四半期連続

＋(10-12 月)｡景気は､消費が持ち直すも、輸出・生産が弱

含み。上場企業 3 月期純利益-3.6% 3 年ぶり-､業績は全般

的に弱含み。株価は 21000 台。景気悪化懸念､財政赤字縮

小が課題｡ 

(前･今月)･GDP1-3 月前期比年率+2.2% 2 四半期連続+。4

月失業率 2.4% 0.1 ﾎﾟ下げ､実質賃金 4 ヶ月-、現金給与 4 ヶ

月-。車販売 2 ヶ月+､住宅着工 5 ヶ月ぶり-｡消費支出 5 ヶ

月+、輸出 5 ヶ月-、鉱工業生産 3 ヶ月-、設備投資 10 四半

期連続＋｡景気は､消費はまだら模様、輸出・生産が弱含

み。上場企業 3 月期純利益-3.6% 3 年ぶり-､電機や通信の

伸びを自動車の現役が相殺。株価は 21000 台。景気悪化

懸念､財政赤字縮小が課題｡ 

 
 
 
 
 
ア 
 
ジ 
 
ア 
 

-株価：上海：１５日 3177、１９日 3270、２９日 3062 

-中国：３月：PMI 前月比 1.3 ﾎﾟ上げ 輸出+14.2% 再び+、輸入

-7.6% 4 ヶ月-、新車販売-5.2% 252 万台 9 ヶ月-、鉱工業生産

+8.5%、小売売上高 +8.7%、１－３月 GDP +6.4%、固定資産投資

+6.3%、 

-韓国：３月:輸出-8.2%4 ヶ月-、輸入-6.7%、1-3 月 GDP +1.8% 

営業利益 ｻﾑｽﾝ電子-60% 6100 億円、現代自+21.1%825 億円、

SK ﾊｲﾆｯｸｽ-68.7% 1330 億円、LG ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｰ営業損失 1320 億₩ 

-台湾：３月：輸出-4.4% 5 ヶ月-、1-3 月 GDP +1.7% 純利益 渤

海-18% 700億円、TSMC-32% 2220億円、ﾒﾃﾞｨｱﾃｯｸ +35% 123億

円 

-ﾌｨﾘﾋﾟﾝ：３月 新車販売+14.0% 3.2 万台、1-3 月 GDP +5.6% 

-ﾍﾞﾄﾅﾑ：３月自動車販売+52.9% 3.2 万台、1-3 月 GDP +6.79% 

-ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ：３月：車販売-11.4% 9.0 万台、1-3 月 GDP +5.07% 

-ﾀｲ：３月 車販売+8.5% 10.3 万台、1-3 月 GDP +2.8% 

-ﾏﾚｰｼｱ:３月新車販売+9.6% 5.5 万台、1-3 月 GDP +4.5% 

-ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ:３月：新車販売+3.4%0.7 万台､1-3 月 GDP +1.3% 

-ｲﾝﾄﾞ ４日 政策金利+0.25% 6.5%へ ３月:新車販売-2.1% 40.1

万台 5 ヶ月-、３月期：ﾀﾀ自動車 4550 億円赤字､1-3 月 GDP 

+5.8% 4 四半期連続鈍化 

-株価：上海：９日 2850、１６日 2955、２３日

2852、２９日 2914 

-中国：４月：PMI 前月比 0.7 ﾎﾟ下げ 輸出

-2.7% 再び-、輸入+4% 5 ヶ月ぶり+、新車販

売-14.6% 198.1 万台 10 ヶ月-、鉱工業生産

+5.4%、小売売上高+7.2%、１－４月固定資産

投資+6.1%、ｲﾝﾌﾗ投資+4.4% 

-韓国：４月:輸出-6.2% 5 ヶ月-、輸入+1.8%、 

-台湾：４月：輸出-3.3% 6 ヶ月- 

-ﾌｨﾘﾋﾟﾝ：４月 新車販売+0.8% 2.6 万台、 

-ﾍﾞﾄﾅﾑ：４月新車販売-0.5%  2.1 万台、 

-ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ：４月 新車販売-17.8% 8.4 万台、 

-ﾀｲ：４月 車販売+8.7% 8.6 万台 

-ﾏﾚｰｼｱ:４月新車販売+6.2% 5.0 万台 

-ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ:４月：新車販売-1.1% 0.7 万台､ 

-ｲﾝﾄﾞ ４月:新車販売-14.9% 31.6 万台 6 ヶ

月- 

-株価：上海：６日 2827、１１日 2925、

１４日 2881 

-中国：５月：PMI 前月比 0.4 ﾎﾟ下げ

輸出+1.1% 再び+、輸入-8.5% 再び

-、新車販売-16.4% 191 万台 11 ヶ

月-、工業生産+5.0%、小売売上高

+8.6%、１－５月固定資産投資+5.6%、 

-韓国：５月:輸出-9.4% 6 ヶ月- 

-台湾：５月：輸出-4.8% 7 ヶ月- 

-ﾌｨﾘﾋﾟﾝ：５月 新車販売+1.2% 3.1 万

台、 

-ﾍﾞﾄﾅﾑ：５月新車販売+18.7%  2.7

万台、 

-ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ：５月 新車販売-17.7% 

7.9 万台、 

-ﾀｲ：５月 車販売+3.7% 8.8 万台 

-ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ:５月：新車販売-15.0% 

0.6 万台､ 

-ｲﾝﾄﾞ ５月:新車販売-18.4% 30.8 万

台 7 ヶ月- 

（前々月）・中国 1-3 月 GDP+6.4% 横這。輸出再び-。新車

販売 10 ヶ月-、小売売上高は+7.2%､固定資産投資+6.1%､鉱

工業生産+5.4%｡景気は生産、消費を中心に弱含み。株価

は 2000 台｡韓国､輸出 5 ヶ月-。GDP+1.8%､景気悪化傾向。

企業業績は弱含み｡台湾､輸出 6ヶ月-､GDP 1％台｡直近の

ASEAN の GDP､ﾍﾞﾄﾅﾑ 6%台、ﾌｨﾘﾋﾟﾝ､ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 5%台､ﾏﾚｰｼ

ｱ 4%台､ﾀｲ 3%台、ｼﾝｶﾞ 1%台｡ｲﾝﾄﾞ車販売 6 ヶ月-、GDP6%

台。 

（前・今月）・中国 1-3 月 GDP+6.4% 横這。輸出再び+。新車

販売 11 ヶ月-、小売売上高は+8.6%､固定資産投資+5.6%と

鈍化､工業生産+5.0% 2009 年 12 月以来の低さ｡景気は生

産、消費を中心に弱含み。株価は 2000 台｡韓国､輸出 6 ヶ

月-。GDP+1.8%､景気悪化傾向。企業業績は弱含み｡台湾､

輸出 7ヶ月-､GDP 1％台｡直近の ASEANのGDP､ﾍﾞﾄﾅﾑ 6%

台、ﾌｨﾘﾋﾟﾝ､ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、ｲﾝﾄﾞ 5%台､ﾏﾚｰｼｱ 4%台､ﾀｲ 2%台、ｼﾝ

ｶﾞ 1%台｡ｲﾝﾄﾞ車販売 7 ヶ月-、GDP5%台。 



 
 
北 
 
米 

-GDP 1-3 月前期比年率+3.2% 個人消費減速、貿易赤字縮小と

在庫積み上げ要因が GDP 押し上げ、ただし、一時的の可能性 

-株価：１１日 26143､２３日 26656、２５日 26462 

-雇用：３月：失業率 3.8% 前月比横ばい、ﾌｫｰﾄﾞ 8 月までに世界

中でﾎﾜｲﾄｶﾗｰ 7000 人削減 

-消費:３月：小売売上高+3.6% 19ヶ月+ 2017年 9月以来の大きな

伸び、新車販売-2.7% 160.8万台 3ヶ月-、住宅着工-14.2% 6ヶ月

- 

-生産:３月:鉱工業：+2.2% 25 ヶ月+ 

-貿易：３月:輸出+0.4% 4 ヶ月+、輸入+1.6% 

-収益：1-3 月:純利益 GM2.1 倍 2400 億円、ﾃｽﾗ 7 億㌦赤字 GE 

35.5 億㌦黒字、IBM -5% 1780 億円、ｱｯﾌﾟﾙ-16% 116 億㌦ 2 四半

期連続減収減益、ｱﾏｿﾞﾝ 2.2 倍 3900 億円、 

-投資：３月：設備稼働率 78.5%、 

-株価：３日 26504、３１日 24815 

-雇用：４月：失業率 3.6% 前月比 0.2 ﾎﾟｲﾝﾄ

下げ 49 年 4 ヶ月ぶりの低水準、 

-消費:４月：小売売上高+3.1% 20 ヶ月+新車

販売-1.7% 133.2 万台 4 ヶ月-、住宅着工

-2.5% 7 ヶ月- 

-生産:４月:鉱工業：+0.9% 26 ヶ月+ 

-貿易：４月:輸出+1.6% 5 ヶ月+、輸入-1.0% 

-投資：４月：設備稼働率 77.9%、 

-金融：４日 FRB ﾊﾟｳｴﾙ議長「景気拡

大を持続させるために適切な行動を

とる」、１９日 FRB 政策金利据置も、

「先行きの不確実性が増しており、成

長持続へ適切な行動をとる」と声明。 

-株価：３日 24819、１７日 26112 

-消費:５月：小売売上高+3.2% 21 ヶ

月+、新車販売-0.2% 159.0 万台 5 ヶ

月-、 

-生産:５月:鉱工業：+2.0% 27 ヶ月+ 

-投資：５月：設備稼働率 78.1%、 

 

（前々月）・GDP は 1-3 月前期比年率+3.2%､25 四半期連続

+。失業率 3.6%0.2 ﾎﾟ下げ。車販売 4 ヶ月-､住宅着工 6 ヶ月

-､小売売上 19 ヶ月+。設備投資堅調、生産は 26 カ月+ただ

し、設備、生産ともやや軟調か。輸出 4 ヶ月+。景気は投資､

生産に支えられ底堅く推移も、消費、生産、投資はやや弱

含みか。一部除く半導体・ｿﾌﾄ関係､建機､航空機好調、IT・

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 

（前・今月）・GDPは1-3月前期比年率+3.2%､25四半期連続

+。失業率 3.6%0.2 ﾎﾟ下げ。車販売 5 ヶ月-､住宅着工 7 ヶ月

-､小売売上 21 ヶ月+。設備投資堅調、生産は 27 カ月+ た

だし、設備、生産ともやや軟調か。輸出 5 ヶ月+。景気は投

資､生産に支えられ底堅く推移も、消費は弱含みか。一部

除く半導体・ｿﾌﾄ関係､建機､航空機好調、IT・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 

 
 
欧 
 
州 

-GDP 1-3 月前年同期比+1.2%（前期比+0.4%） 24 四半期+。独

+0.7% 仏+1.2%個人消費好調 英+1.8% 伊-0.1% ｽﾍﾟｲﾝ+2.4% 活

発な投資 蘭+1.9% ﾎﾟｰﾗ+4.7% 

-株価：FT：１１日 7417､２３日 7523、３０日 7418 

-雇用：３月：失業率：ﾕｰﾛ 7.7%､独 3.2%､仏 8.7%､伊 10.2%､ｽﾍﾟｲﾝ

14.0%､蘭 3.3%､ﾎﾟｰﾗ 3.8% 

-消費：３月：小売売上高：ﾕｰﾛ+2.0% 56 ヶ月+､独+3.3%､仏+1.2%､

英+4.7%､ｽﾍﾟｲﾝ+1.6%、蘭+3.0%、ﾎﾟｰﾗ+5.5% 新車登録 : 欧州

-4.0% 7 ヶ月-､独-0.5%､仏-2.3%、英-3.4%､伊-9.6%､ｽﾍﾟｲﾝ-4.3%､

蘭-7.3%、ﾎﾟｰﾗ-1.3%、 

-生産: ３月:鉱工業 ﾕｰﾛ-0.7% 5 ヶ月-､独-2.3%､仏-0.8%､英

+2.2%､伊-1.%､ｽﾍﾟｲﾝ-3.5%､蘭-2.2%､ﾎﾟｰﾗ+8.0% 

-貿易：３月：輸出+3.1% 3 ヶ月+、輸入+6.0% 

-株価：FT：１日 7385、３１日 7161 

-雇用：４月：失業率：ﾕｰﾛ 7.6%､独 3.2%､仏

8.7%､伊 10.2%､ｽﾍﾟｲﾝ 13.8%､蘭 3.3%､ﾎﾟｰﾗ

3.7% 

-消費：４月：小売売上高：ﾕｰﾛ+1.5% 57 ヶ月

+､独-0.9%､仏+3.1%､英+7.4%､ｽﾍﾟｲﾝ+0.9%、

ﾎﾟｰﾗ+4.1% 新車登録: 欧州-0.9% 8 ヶ月-､

独-1.1%､仏+1.04%、英-4.1%､伊+1.5%､ｽﾍﾟｲ

ﾝ+2.6%､蘭-2.1%、ﾎﾟｰﾗ+3.7%、 

-生産: ４月:鉱工業 ﾕｰﾛ-0.4% 6 ヶ月-､独

-3.4%､仏+1.0%､英-2.4%､伊-1.5%､ｽﾍ ﾟｲﾝ

+1.4%､蘭-2.7%､ﾎﾟｰﾗ+6.6% 

-貿易：４月：輸出+5.2% 4 ヶ月+、輸入+6.6% 

金融：６日 ECB「少なくとも 2020 年前

半までは政策金利を現状の水準に

据え置く」と決定 

-株価：FT：３日 7184、１１日 7398、１

４日 7345 

-消費：５月：新車登録: 欧州-0.5% 9

ヶ月-､独+9.1%､仏+1.2%、英-4.6%､伊

-1.2%､ｽﾍﾟｲﾝ-7.3%､蘭+0.3%、ﾎﾟｰﾗ

+11.2%、 

 

（前々月）・GDP1-3 月ﾕｰﾛ圏 1.2%成長､24 四半期+｡失業率

7.7% 0.1 ﾎﾟ下げ｡車販売 7 ヶ月連続-(3 月)。消費は 56 ヶ月

連続+､英、独、ｽﾍﾟｲﾝ、仏、ﾎﾟｰﾗが堅調､輸出 2 ヶ月+（2

月）､生産 5 ヶ月-｡景気は消費に支えられ堅調に推移も、消

費、生産に一部かげり。株価 7200-7300 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）・GDP1-3 月ﾕｰﾛ圏 1.2%成長､24 四半期+｡失業

率 7.6% 0.1 ﾎﾟ下げ｡車販売 9 ヶ月連続-。消費は 57 ヶ月連

続+､独、仏、蘭、ﾎﾟｰﾗが堅調､輸出 4 ヶ月+､生産 6 ヶ月-｡

景気は消費に支えられ堅調に推移も、消費、生産に一部

かげり。株価 7200-7300 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 
ﾘｶ 

-ﾄﾙｺ:３月：新車販売-36.6% 5.1 万台 12 ヶ月ﾏｲﾅｽ、１-３月 GDP 

-2.6% 2 期ﾏｲﾅｽ 通貨安・ｲﾝﾌﾚ高騰の影響から民間消費や投資

がﾏｲﾅｽ 

-南ア：３月：新車販売-3.1% 4.8 万台 5 ヶ月ﾏｲﾅｽ、１-３月 GDP 

-3.2%(前期比年率) 3 期ぶりﾏｲﾅｽ 

-ﾄﾙｺ:４月：新車販売-56.6% 3.2万台 13 ヶ月

-、 

-南ア：４月：新車販売+0.7% 3.7 万台 6 ヶ月

ぶり+ 

-ﾄﾙｺ５月：新車販売-54.7% 3.4 万台

14 ヶ月-、 

-南ア：５月：新車販売-5.7% 4.1 万台 

再び- 

･ｲﾗﾝをはじめ、中東ｱﾌﾘｶで不安定な情勢の地域多し｡ｻｳ

ｼﾞｱﾗﾋﾞｱ､UAE､ｸｳｪｰﾄ､ｵﾏｰﾝ財政不安｡ｲﾗﾝ米国制裁影響

懸念。ﾄﾙｺ車販売 14 ヶ月-、GDP-2.6% 2 四半期連続-。南

ｱ､物価高､高金利、車販売再び-。GDP3 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:３月：新車販売+0.9%20.9 万台 25 ヶ月+、1-3 月 GDP  

+0.5% 低成長 9 期連続+ 

-ﾒｷｼｺ:３月:新車販売-1.2% 11.7 万台 2 ヶ月-、1-3 月 GDP 

+1.2% 

-ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ:３月：車販売-54.5% 3.9 万台 10 ヶ月- 

-ﾌﾞﾗｼﾞﾙ:４月：新車販売+6.7%23.2 万台 26 ヶ

月+ 

-ﾒｷｼｺ:４月:新車販売-10.2% 9.8 万台 3 ヶ

月- 

-ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ:４月：車販売-52.0% 3.7 万台 11

ヶ月- 

-ﾌﾞﾗｼﾞﾙ:５月：新車販売+21.6%24.5

万台 27 ヶ月+ 

-ﾒｷｼｺ:５月:新車販売-11.0% 10.2 万

台 4 ヶ月- 

-ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ:５月：車販売-56.0% 3.7

万台 12 ヶ月- 

･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 27 ヶ月+。GDP1-3 月+0.5%､9 期連続+､経済回復傾向も

伸び悩み｡ﾍﾞﾈｽﾞｴﾗは政治経済混迷｡ﾒｷｼｺ経済､車販売 4

ヶ月- GDP1-3 月+1.2%、37 四半期+。個人消費が活発。ｱﾙ

ｾﾞﾝﾁﾝ 10-12 月 GDP3 四半期連続-。車販売 12 ヶ月-。 

露

東

欧 

-ﾛｼｱ３月：新車販売:+1.8% 16.0 万台再び+ １-３月 GDP +0.8%、

新車販売 -0.3% 39.2 万台 

-ﾛｼｱ４月：新車販売:-2.7% 14.8 万台再び- -ﾛｼｱ５月：新車販売:-6.7% 13.8 万

台 2 ヶ月- 

･ﾛｼｱは景気回復傾向も伸び悩み､新車販売 2 ヶ月-。 

･ﾛｼｱ 1-3 月 GDP は+0.8%、10 四半期連続+。 対ロ経済制

裁の影響､資源価格の安定､経済回復の維持が課題。 

 

 


