
経済データで見る最近の世界経済動向（２０１９年７月～２０１９年９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､２０１９.９．１９．現在 日本機械輸出組合 

 ２０１９年７月 ２０１９年８月 ２０１９年９月 最近の経済動向 

 
世 
 
界 

-ﾄﾞﾊﾞｲ原油：１日 64.6 ㌦､３日 61.1 ㌦､１１日 65.7 ㌦、 

-収益：4-6 月：純利益：主要企業-2% 2 期ぶり- 

-ﾄﾞﾊﾞｲ原油：９日 56.9 ㌦､２２日 60.0 ㌦､２７日

58.3 ㌦、 

-ﾄﾞﾊﾞｲ原油：４日 57.0 ㌦､１７日 67.0 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 6.2%、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 0.1%､台湾 3.3%､

韓国2.1%。ﾌﾞﾗｼﾞﾙ､ﾛｼｱは長期低迷から回復も懸念材料有｡ 

 
 
日 
 
 
本 

-GDP: 4-6 月 前期比年率+1.3% (改定値) 3 四半期ﾌﾟﾗｽ 

個人消費、公共投資伸びる、内需が経済を牽引 

-株価：２日 21754、１０日 21533、１２日 21685 

-雇用：６月：失業率 2.3%前月比 0.1 ﾎﾟ低下 

-所得：６月：実質賃金-0.5% 6 ヶ月-､現金給与総額+0.4% 6

ヶ月ぶり+、勤労者世帯収入+3.5%再び+ 

-消費：６月：消費支出+2.7% 7 ヶ月+ 新車販売-0.7% 45.0

万台 3 ヶ月ぶり-、住宅着工+0.3% 3 ヶ月ぶり+ 

-受注：６月：機械-0.4% 7 ヶ月-、産業機械-21.4% 3 ヶ月-、

工作機械-37.9% 9 ヶ月- 1000 億円を下回る、 

-生産：６月:鉱工業-3.8% 5 ヶ月-、建設機械出荷-3.2% 9 ヶ

月ぶり- 

-貿易 6 月 輸出-6.6% 7 ヶ月- 輸入-5.2% 2 ヶ月- 

-収益：4-6 月：純利益：上場企業-15% 3 期連続- ﾄﾖﾀ+4% 

6829 億円､日産-94%63 億円、ﾎﾝﾀﾞ-29% 1723 億円､三菱重

工+3%163 億円、IHI 27 億円赤字、ｺﾏﾂ-24.6% 474 億円、 

-投資：６月：機械受注民需+11.1% 再び+、4-6 月：設備投

資+1.9% 11 四半期+ 

-株価：１日 21540、２６日 20261、２８日 20479

-雇用：７月：失業率 2.2%前月比 0.1 ﾎﾟ低下 

-所得：７月：実質賃金-0.9% 7 ヶ月-､現金給

与総額-0.3% 再び-、勤労者世帯収入+1.1% 2

ヶ月+ 

-消費：７月：消費支出+0.8% 8ヶ月+ 新車販売

+4.1% 45.9 万台再び+ 住宅着工-4.1% 再び-

-受注：７月：機械-10.3% 8 ヶ月-、産業機械

-19.8% 4 ヶ月-、工作機械-33.0% 10 ヶ月- 

-生産：７月:鉱工業+0.7% 6 ヶ月ぶり+、建設機

械出荷+6.0% 再び+ 

-貿易 ７月 輸出-1.5% 8 ヶ月- 輸入-1.2% 

-収益：4-6 月：純利益：東芝 1402 億円赤字、

NEC46 億円黒字、ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ-13% 538 億円、ｼ

ｬｰﾌﾟ-35% 125 億円、ﾀﾞｲｷﾝ+6% 631 億円、三

菱商事-21%、三井物産+6%、伊藤忠+30%、丸

紅-25%、住商-13% 

-投資：７月：機械受注民需-3.3% 再び-、 

-株価：２日 20620、１７日 22001 

-消費：８月：新車販売+6.7% 38.9 万台 2

ヶ月+ 

-受注：８月：工作機械-37.1% 11 ヶ月- 

(前々月) ･GDP4-6 月前期比年率+1.8% 3 四半期連続+。

失業率 2.3% 1 ﾎﾟ低下､実質賃金 6 ヶ月-、現金給与 6 ヶ月ぶ

り+。車販売再び+､住宅着工 3 ヶ月ぶり+｡消費支出 7 ヶ月

+、輸出 7 ヶ月-、鉱工業生産 5 ヶ月-、設備投資 10 四半期

連続＋｡景気は､消費はやや回復傾向も、輸出・生産が弱

含み。上場企業 4-6 月期純利益-15% 3 四半期-､一部を除

き、苦戦。株価は 20000 台。景気悪化懸念､財政赤字縮小

が課題｡ 

(前･今月)･GDP4-6 月前期比年率+1.3% 3 四半期連続+。失

業率 2.2% 0.1 ﾎﾟ低下､実質賃金 7 ヶ月-、現金給与再び-。

車販売 2 ヶ月+､住宅着工再び-｡消費支出 8 ヶ月+、輸 8 ヶ

月-、鉱工業生産 6 ヶ月ぶり+、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 4-6 月期純利益-15% 3 四半期-､一部を除き、苦戦。株

価は 20000 台。景気悪化懸念､財政赤字縮小が課題｡ 

 
 
 
 
 
ア 
 
ジ 
 
ア 
 

-株価：上海：１日 3044、１０日 2915、１５日 2942、 

-中国：６月：PMI 前月比横這 輸出-1.3% 再び-、輸入-7.3% 

2 ヶ月-、新車販売-9.6% 205.6 万台 12 ヶ月-、４-６月 GDP 

+6.2%、1992 年以降で最低の伸び、収益 ﾚﾉﾎﾞ 2 倍 170 億

円 1-6 月 工業生産+6%、固定資産投資+5.8%、小売売上

高+8.4%、不動産投資+11%、自動車販売 -12.4%、 

-韓国：１８日政策金利 0.25 ﾎﾟ下げ 1.50%へ ６月:輸出

-13.5% 7 ヶ月-、輸入-11.1% 4-6 月:GDP +2.1% 営業利益 

ｻﾑｽﾝ電子 -56% 6.5 兆ｳｫﾝ SK ﾊｲﾆｯｸｽ -89% 580 億円 

ﾎﾟｽｺ -15% 980 億円 

-台湾：６月：輸出+0.5% 8 ヶ月ぶり+ 4-6 月:GDP +3.3% 

-ﾌｨﾘﾋﾟﾝ：６月 新車販売+8.7% 3.2 万台、4-6 月:GDP +5.5%

-ﾍﾞﾄﾅﾑ：６月 新車販売+25.6% 2.8 万台、4-6 月 GDP 

+6.71% 

-ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ：１８日：政策金利 0.25 ﾎﾟ下げ 5.75%へ ６月 新車

販売+1.2% 6.0 万台、4-6 月 GDP +5.05% 

-ﾀｲ：６月 車販売-2.1% 8.6 万台 4-6 月 GDP +2.3% 

-ﾏﾚｰｼｱ:６月:新車販売-34.0% 4.3 万台 4-6 月 GDP 

+4.9% 

-ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ:６月：新車販売-41.2%､4-6 月 GDP +0.1% 

-ｲﾝﾄﾞ:６月:新車販売-16.3%、4-6 月 GDP +5.05% 

-株価：上海：１日 2908、７日 2768、27 日

2902、 

-中国：７月：PMI前月比+0.3ﾎﾟ 輸出+3% 再び

+、輸入-6% 3 ヶ月-、新車販売-4.3% 13 ヶ月

-、工業生産+4.8% 10 年半ぶり低水準、小売

売上高+7.6%、1-7 月 固定資産投資+5.7% 不

動産投資+10.6% ｲﾝﾌﾗ投資 +3.8% 

-韓国：７月:輸出-11% 8 ヶ月-、輸入-2.7% 

-台湾：７月：輸出-0.5% 再び- 

-ﾌｨﾘﾋﾟﾝ：７月 新車販売+13.5% 3.2 万台 

-ﾍﾞﾄﾅﾑ：７月新車販売+24.2% 2.7 万台 

-ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ：７月 新車販売-17.1% 8.9 万台、 

-ﾀｲ：７日 政策金利 0.25 ﾎﾟ下げ 1.5%へ ７月 

新車販売-1.1% 8.1 万台 

-ﾏﾚｰｼｱ:７月新車販売-25.7% 5.1 万台 

-ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ:７月：新車販売+32.5% 0.7 万台､ 

-ｲﾝﾄﾞ：７日政策金利 0.35 ﾎﾟ下げ 5.40%へ ７

月:新車販売-29.9% 25.8 万台 9 ヶ月- 

-株価：上海：２日 2924、９日 3024、１７日

2978、 

-中国：８月：PMI 前月比-0.2 ﾎﾟ 輸出

-1.0% 再び- 輸入-5.6% 4 ヶ月-、新車

販売-6.9% 14 ヶ月-、工業生産+4.4% ﾘｰ

ﾏﾝｼｮｯｸ直後以来の低水準、小売売上

高+7.5%、1-8 月 固定資産投資+5.5% 

不動産投資+10.1% ｲﾝﾌﾗ投資+4.2% 

-韓国：８月:輸出-13.6% 9 ヶ月-、輸入

-4.2% 

-台湾：８月：輸出+2.6% 再び+ 輸入

-2.7% 

-ﾌｨﾘﾋﾟﾝ：８月 新車販売-2.4% 3.0 万台 

-ﾍﾞﾄﾅﾑ：8 月新車販売+4.8% 2.1 万台 

-ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ：７月 新車販売-13.5% 8.4 万

台 

-ﾀｲ：８月 新車販売-6.9% 8.1 万台 

-ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ:８月：新車販売-14.2% 0.5 万

台､ 

-ｲﾝﾄﾞ：８月:新車販売-33.2% 24.8 万台

10 ヶ月- 

（前々月）・中国 4-6 月 GDP+6.2% 1992 年以降で最低の伸

び。輸出再び+。新車販売 13 ヶ月-、小売売上高は+7.6%､固

定資産投資+5.7%､工業生産+4.8%｡景気は生産、投資、融資

が鈍化し、弱含み。株価は 2000 台｡韓国､輸出 8 ヶ月-。

GDP+2.1%､景気悪化傾向。企業業績も悪化傾向｡台湾､輸

出再び-､GDP +3.3%｡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+2%台、ｼﾝｶﾞ

+0.1%｡ｲﾝﾄﾞ車販売 9 ヶ月-、GDP5%台。 

（前・今月）・中国 4-6 月 GDP+6.2% 1992 年以降で最低の伸

び。輸出再び-。新車販売14ヶ月-、小売売上高は+7.5%､固

定資産投資+5.5%､工業生産+4.3%｡景気は生産、投資、融資

が鈍化し、弱含み。株価は 2000 台｡韓国､輸出 9 ヶ月-。

GDP+2.1%､景気悪化傾向継続。企業業績も悪化｡台湾､輸

出再び+､GDP +3.3%｡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+2%台、ｼﾝｶﾞ

+0.1%｡ｲﾝﾄﾞ車販売 9 ヶ月-、GDP5%台。 



 
 
北 
 
米 

-GDP 4-6 月 +2.0%前期比年率 輸出・設備投資が不調で

あるものの、個人消費が底堅い 

-金融：３１日政策金利 0.25 ﾎﾟ下げ 10 年半ぶり 

-株価：１日 26717、１５日 27359、 

-雇用：６月：失業率 3.7% 前月比 0.1 ﾎﾟ悪化 

-消費:６月：小売売上高+3.4% 22 ヶ月+、新車販売-2.8% 

151.0 万台 6 ヶ月-、住宅着工+6.2% 9 ヶ月ぶり+ 

-生産:６月:鉱工業：+1.3% 28 ヶ月+ 

-貿易：６月:輸出-3.7% 3 ヶ月-、輸入+0.3% 

-収益：4-6 月：純利益:GE 66 億円赤字､ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ 132 億

㌦､ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ 99.5 億㌦、ｱﾏｿﾞﾝ+4% 2800 億円､ｱｯﾌﾟﾙ 

-13% 100.4 億㌦、ﾃｽﾗ 445 億円赤字 営業利益：ｷｬﾀﾋﾟﾗｰ 

+2% 22 億㌦ 

-投資：６月：設備稼働率 77.8%、 

-株価：１日 26583、１４日 25479、２６日 25893

-雇用：７月：失業率 3.7% 前月比横ばい 

-消費:７月：小売売上高+3.4% 23 ヶ月+、新車

販売+1.5% 139.6 万台 7 ヶ月ぶり+、住宅着工

+0.6% 2 ヶ月+ 

-生産:７月:鉱工業：+0.5% 29 ヶ月+ 

-貿易：７月:輸出-1.3% 4 ヶ月-、輸入-1.1% 

-収益：5-7 月:純利益ｴﾇﾋﾞﾃﾞｨｱ-50% 585 億円

GM2.1 倍 2400 億円 ｼｽｺ +57% 38 億㌦ 

-投資：７月：設備稼働率 77.5%、 

-金融：１８日政策金利 0.25 ﾎﾟ利下げ

FRB ﾊﾟｳｴﾙ議長「景気が悪化すれば、

追加の利下げも適切になりうるが、現時

点では連続利下げは考えていない」 

-株価：３日 26118、１３日 27219、１６日

27076、 

-雇用：８月：失業率 3.7% 前月比横ばい

-消費:８月：小売売上高+4.1% 24 ヶ月+、

新車販売+10.9% 165.0 万台 2 ヶ月+、住

宅着工+6.6% 3 ヶ月+ 2007 年 6 月以来の

高水準 

-生産:８月:鉱工業：-0.4% 30 ヶ月ぶり- 

-投資：８月：設備稼働率 77.9%、 

（前々月）・GDP は 4-6 月前期比年率+2.0%､26 四半期連続

+。失業率 3.7%0.1 ﾎﾟ横這。車販売 7 ヶ月ぶり+､住宅着工 2

ヶ月+､小売売上 23 ヶ月+。設備投資堅調、生産は 29 カ月+ 

ただし、設備、生産とも鈍化傾向。輸出 3 ヶ月-。景気は投

資､生産に支えられ底堅く推移、消費もやや持ち直しか。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4-6月前期比年率+2.0%､26四半期連続

+。失業率 3.7%横這。車販売 2 ヶ月+､住宅着工 3 ヶ月+ 07

年 6 月以来の高水準､小売売上 24 ヶ月+。設備投資堅調、

生産は 30 カ月ぶり-。輸出 4 ヶ月-。景気は投資､生産に支

えられ底堅く推移も生産にかげり、消費はやや持ち直し。

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 26000 台｡成長持続が課題｡経

済･通商政策､金利政策の影響が懸念材料 

 
 
欧 
 
州 

-GDP : 4-6 月前年同期比+1.2%（前期比+0.2%） 25 四半期

+。独+0.4% 仏+1.4% 英+1.2% 伊-0.1% ｽﾍﾟｲﾝ+2.3% 蘭

+1.8% ﾎﾟｰﾗ+4.2% 

-株価：FT：１日 7497、３日 7609、１２日 7505 

-雇用：６月：失業率：ﾕｰﾛ 7.5%､独 3.1%､仏 8.5%､伊 9.8%､ｽﾍﾟ

ｲﾝ 14.0%､蘭 3.4%､ﾎﾟｰﾗ 3.3% 

-消費：６月：小売売上高：ﾕｰﾛ+2.8% 59 ヶ月+､独+3.8%､仏

+2.3%､英+3.2%､ｽﾍﾟｲﾝ+2.5%、蘭 2.2%、ﾎﾟｰﾗ+5.9% 新車登

録: 欧州-8.3% 10 ヶ月-､独-4.7%､仏-8.4%、英-4.9%､伊

-2.1%､ｽﾍﾟｲﾝ-8.3%､蘭-10.9%、ﾎﾟｰﾗ-2.3%、 

-生産: ６月:鉱工業 ﾕｰﾛ-2.4% 8 ヶ月-､独-5.9%､仏-0.4%､

英-1.2%､伊-1.2%､ｽﾍﾟｲﾝ+1.3%､蘭-2.5%､ﾎﾟｰﾗ+1.9% 

-貿易：６月：輸出-4.7% 6 ヶ月ぶり-、輸入-4.1% 

-株価：FT：１日 7584、１５日 7067、２１日

7203、２７日 7089 

-雇用：７月：失業率：ﾕｰﾛ 7.5%､独 3.0%､仏

8.5%､伊 9.9%､ｽﾍﾟｲﾝ 13.9%､蘭 3.4%､ﾎﾟｰﾗ 3.3%

-消費：７月:小売売上高：ﾕｰﾛ+2.2% 60 ヶ月+､

独+1.7%､仏+2.7%､英+2.9%､ｽﾍﾟｲﾝ+3.1、ﾎﾟｰﾗ

+4.2% 新車登録: 欧州+0.04% 11 ヶ月ぶり+､独

+4.7% ､仏 -1.8%、 英 -4.1% ､ 伊 +0.1% ､ｽﾍ ﾟｲ ﾝ

-11.1%､蘭-6.4%､ﾎﾟｰﾗ+6.0% 

-生産: ７月:鉱工業 ﾕｰﾛ-2.0% 9 ヶ月-､独

-5.3% ､ 仏 -0.3% ､ 英 -0.7% ､ 伊 -0.7% ､ ｽ ﾍ ﾟ ｲ ﾝ

+0.3%､蘭-1.1%､ﾎﾟｰﾗ+3.3% 

-貿易：７月：輸出+6.2% 再び+、輸入+2.3% 

-金融：１２日政策金利 0.1 ﾎﾟ下げ-0.5%

へ 3 年半ぶり金融緩和 

-株価：FT：４日 7311、９日 7235、１３日

7367 

-消費：8 月:新車登録: 欧州-8.2% 再び

-､独-0.8%､仏-14.1%、英-1.6%､伊-3.1%､

ｽﾍﾟｲﾝ-30.8%､蘭-16.3%､ﾎﾟｰﾗ-15.2% 

（前々月）・GDP4-6 月ﾕｰﾛ圏 1.1%成長､25 四半期+｡失業率

7.5% 0.1 ﾎﾟ下げ｡車販売 10 ヶ月連続-(6 月)。消費は 59 ヶ月

連続+､独、英、伊、西、仏、ﾎﾟｰﾗが堅調､輸出 6 ヶ月ぶり-､

生産 8 ヶ月-｡景気は消費に支えられ堅調に推移も、一部消

費、生産にかげり。株価 7000 台まで下落｡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 1.2%成長､25 四半期+｡失業

率 7.5% 横這い｡車販売 再び-。消費は 60 ヶ月連続+､西、

英、独、仏、ﾎﾟｰﾗが堅調､輸出再び+､生産 9 ヶ月-｡景気は

消費に支えられ堅調に推移も、消費、生産にかげり。株価

7000 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６月：新車販売-16.8% 4.4 万台 15 ヶ月-、4-6 月 GDP 

-1.5% 3 四半期連続- 

-南ア：６月：新車販売-1.6% 4.6 万台 2 ヶ月-、4-6 月 GDP 

+3.1% (前期比年率)再び+ 

-ﾄﾙｺ:７月：新車販売-66.1% 1.8 万台 16 ヶ月

-、 

-南ア：７月：新車販売-3.7% 4.6 万台 3 ヶ月-

-ﾄﾙｺ:８月：新車販売-23.6% 2.7 万台 17

ヶ月-、 

-南ア：８月：新車販売-5.1% 4.6 万台 4

ヶ月- 

･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 17 ヶ月-、GDP-1.5% 3 四半期連続-。南

ｱ､主要鉱物生産回復、車販売 4 ヶ月-。GDP 再びﾌﾟﾗｽ｡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:６月：新車販売+10.5% 22.3 万台 28 ヶ月+、4-6 月 

GDP +1.0% 

-ﾒｷｼｺ:６月:新車販売-11.4% 10.6 万台 5 ヶ月-、4-6 月 

GDP -0.8% 

-ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ:６月：車販売-44.4% 3.6 万台 13 ヶ月- 

-ﾌﾞﾗｼﾞﾙ:７月：新車販売+12.0% 24.4 万台 29 ヶ

月+ 

-ﾒｷｼｺ：１５日 政策金利 0.25 ﾎﾟ下げ 8.0%へ７

月:新車販売-7.9% 10.6 万台 6 ヶ月- 

-ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ:７月：新車販売-26.4% 14 ヶ月- 

-ﾌﾞﾗｼﾞﾙ:８月：新車販売-2.3% 24.3 万台

30 ヶ月ぶり- 

-ﾒｷｼｺ：８月:新車販売-9.3% 10.8 万台 7

ヶ月- 

-ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ:８月：新車販売-32.8% 4.4 万

台 15 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 30 ヶ月ぶり-。GDP4-6 月+1.0%､10 期連続+､経済回復傾

向も懸念材料あり｡ﾍﾞﾈｽﾞｴﾗは政治経済混迷、GDP1-3 月

-39.9%。ﾒｷｼｺ経済､車販売 7 ヶ月- GDP4-6 月-0.8% 38 四

半期ぶり-。ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ 1-3 月 GDP4 四半期連続-。車販売

15 ヶ月-。 

露

東

欧 

-ﾛｼｱ:６月：新車販売:-3.3% 15.1 万台 3 ヶ月-、4-6 月 GDP 

+0.9% 

-ﾛｼｱ:７月：新車販売:-2.4% 14.0 万台 4 ヶ月- -ﾛｼｱ：6 日 政策金利 0.25 ﾎﾟ下げ 7.0%

へ、８月：新車販売:-1.3% 14.6 万台 5 ヶ

月- 

･ﾛｼｱは景気回復傾向も懸念材料あり、新車販売 5 ヶ月-。 

･ﾛｼｱ 4-6 月 GDP は+0.9%、11 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。 

 

 


