
経済データで見る最近の世界経済動向（２０２０年１月～２０２０年３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､２０２０.３．１２．現在 日本機械輸出組合 

 ２０２０年１月 ２０２０年２月 ２０２０年３月 最近の経済動向 

 
世 
 
界 

-ﾄﾞﾊﾞｲ原油：６日 69.6 ㌦、３１日 54.6 ㌦、 -ﾄﾞﾊﾞｲ原油：６日 56.0 ㌦、１０日 53.9 ㌦、２０日

57.5 ㌦、２８日 48.2 ㌦ 

-ﾄﾞﾊﾞｲ原油：３日 51.6 ㌦､９日

31.3 ㌦ 

･米国･欧州経済は消費等に支えられて堅調に推移する

も、やや弱含み｡日本は消費・生産・輸出が弱含み｡前年同

期比の GDP は中国 6.0%、ﾍﾞﾄﾅﾑ 7%台､ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 6%台、ｲﾝﾄﾞﾈ

ｼｱ、ｲﾝﾄﾞ 4%台､ﾏﾚｰｼｱ 3%台､ﾀｲ 1%台､ｼﾝｶﾞ 0.8%､台湾 3.4%､

韓国2.2%。ﾌﾞﾗｼﾞﾙ､ﾛｼｱは長期低迷から回復も懸念材料有｡

全世界的にｺﾛﾅｳｲﾙｽの影響懸念。 

 
 
日 
 
 
本 

-GDP:１０-１２月 前期比年率-7.1%(改定値) 5四半期ぶり- 駆込み需

要の反動で個人消費落ち込み、輸出低迷 

-株価：６日 23204、２０日 24083、３０日 22977 

-雇用：１２月失業率 2.2%前月比横這、 

-所得：１２月：実質賃金-1.1% 3 ヶ月-､現金給与総額-0.2% 4 ヶ月ぶ

り-、勤労者世帯収入-1.9% 2 ヶ月ぶり- 

-消費：１２月：消費支出-4.8% 3 ヶ月連続-、新車販売-11.0% 34.5 万

台 3 ヶ月- 住宅着工-7.9% 6 ヶ月- １９年 新車販売 -1.5% 

-受注：１２月：機械-8.8% 13 ヶ月-、産業機械-2.5% 工作機械-33.5% 

15 ヶ月- １９年 工作機械 -32.3% 

-生産：１２月:鉱工業-3.1% 3 ヶ月-、建設機械出荷-24.5% 3 ヶ月- 

-貿易：１２月輸出-6.3%13 ヶ月- 輸入-4.9% 

-収益：4-12 月:純利益:ﾄﾖﾀ +41.4% 2.0 兆円 村田製作所-13% 1467

億円、日立-33.3% 551 億円 ｿﾆｰ-31.2% 5695 億円  

-投資：１２月：機械受注民需+2.4% 2 ヶ月+、１０-１２月：全産業設備投

資-3.5% 13 四半期ぶり- ４-１２月 上場企業純利益 -12% 2 年連続-

-株価：３日 22971、６日 23873、２８日 23142 

-雇用：１月失業率 2.4%前月比 0.2 ﾎﾟ上昇、 

-所得：１月：実質賃金+0.7% 4 ヶ月ぶり+､現金

給与総額+1.5% 2 ヶ月ぶり+、 

-消費：１月：消費支出-3.9% 4 ヶ月連続-、新

車販売-11.7% 36.0 万台 4 ヶ月- 住宅着工

-10.1% 7 ヶ月- 

-受注：１月：工作機械-35.6% 16 ヶ月- 

-生産：１月:鉱工業-2.5% 4 ヶ月-、建設機械出

荷-19.6% 4 ヶ月- 

-貿易：１月輸出-2.6%14 ヶ月- 輸入-3.5% 

-株価：２日 21344、１１日 19416

-消費：２月：新車販売-10.3% 

43.0 万台 4 ヶ月-  

-受注：２月：工作機械-30.1%

17 ヶ月- 

(前々月) ･GDP10-12 月前期比年率-6.3% 5 四半期ぶり-。

失業率 2.2% 横這、実質賃金 3 ヶ月-、現金給与 4 ヶ月連続

0 以上。車販売 4 ヶ月-､住宅着工 6 ヶ月-｡消費支出 3 ヶ月

-、輸出 13 ヶ月-、鉱工業生産 3 ヶ月-、設備投資 12 四半期

連続＋｡景気は､消費・生産弱含み、輸出は低迷。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 23000 台。景気悪化懸念､財政赤字縮小が課題｡ 

(前･今月)･GDP10-12 月前期比年率-7.1%(改定値) 5 四半

期ぶり-。失業率 2.4% 0.2 ﾎﾟ上昇、実質賃金 4 ヶ月ぶり+、現

金給与 2 ヶ月ぶり+。車販売 4 ヶ月-､住宅着工 7 ヶ月-｡消

費支出 4 ヶ月-、輸出 14 ヶ月-、鉱工業生産 4 ヶ月-、設備

投資 13 四半期ぶり-｡景気は､消費・生産弱含み、輸出は低

迷。上場企業 4-12 月期純利益-12% 2 年連続-､一部を除

き、苦戦。株価は 23000 台。ｺﾛﾅｳｲﾙｽの影響、景気悪化懸

念､財政赤字縮小が課題｡ 

 
 
 
 
 
ア 
 
ジ 
 
ア 
 

-株価：上海：８日 3066、１３日 3115、２３日 2976 

-中国：１２月：PMI50.2 前月比横這 輸出+7.6% 5 ヶ月ぶり+､輸入

+16.3% 2 ヶ月+､新車販売-0.1% 265.8 万台 18 ヶ月-､小売売上高+8% 

1-12 月 GDP+6.1% 輸出+0.5%輸入-2.8% 新車販売-8.2% 2576.9 万

台､小売売上高+8.0% 20 年ぶりの低さ､工業生産+5.7% 97 年以降で

最低、固定資産投資+5.4% 95 年以降で最低 10-12 月 GDP +6.0% 

-韓国：１２月:輸出5.2%減13ヶ月-、輸入0.7%減 10-12月:GDP +2.2% 

営業利益 ｻﾑｽﾝ電子 -34.3% 7.1 兆ｳｫﾝ(6500 億円) １９年 GDP 

+2.0% 輸出 -10.3% 輸入-6.0% 

-台湾：１２月：輸出+4.0% 2 ヶ月+､輸入+13.9%2 ヶ月+ 10-12 月 GDP 

+3.4% １９年 GDP+2.7%輸出-1.4%輸入+0.4% 

-ﾌｨﾘﾋﾟﾝ：12 月:新車販売+5.5%3.4 万台 10-12 月 GDP +6.4% １９年

GDP+5.9% 

-ﾍﾞﾄﾅﾑ：１２月:新車販売-3.1% 3.3 万台 10-12 月 GDP +7.02% １９年

GDP+6.97% 

-ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ：１２月 新車販売-0.2% 8.8 万台 10-12 月 GDP +4.97% 

-ﾀｲ：１２月新車販売-21.4% 8.9万台19年新車販売-3.3% 100.8万台

10-12 月 GDP +1.6% 

-ﾏﾚｰｼｱ:１２月 新車販売+13.8%増 5.5 万台 10-12 月 GDP +3.6% 

-ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ:１２月：新車販売-29.7% 0.5 万台 10-12 月 GDP+0.8%１９

年 GDP+0.7% 

-ｲﾝﾄﾞ：１２月:新車販売-3.9% 30.2 万台 14 ヶ月- 

-株価：上海：３日 2746、２１日 3039、２８日

2880 

-中国：１月：PMI50.0 前月比 0.2 ﾎﾟ悪化 輸出

+9.1% 2 ヶ月+､輸入-1.5% 再び-､新車販売

-18.7% 192.7 万台 19 ヶ月-､ 

-韓国：１月:輸出 6.1%減 14 ヶ月-、輸入 5.3%

減  

-台湾：１月：輸出-7.6% 3 ヶ月ぶり-  

-ﾌｨﾘﾋﾟﾝ：1 月:新車販売+13.2% 3.0 万台 

-ﾍﾞﾄﾅﾑ：１月:新車販売-52.9% 1.6 万台 

-ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ：１月 新車販売-3.0% 8.0 万台 

-ﾀｲ：１月新車販売-8.2% 7.2 万台 

-ﾏﾚｰｼｱ:１月 新車販売-12.0% 4.3 万台 

-ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ:１月：新車販売-39.1% 0.5 万台 

-ｲﾝﾄﾞ：１月:新車販売-8.1% 33.8 万台 15 ヶ月- 

10-12 月 GDP+4.7% 国内消費、製造業低調 

-株価：上海：２日 2970、５日

3071、９日 2943 

-中国：２月：PMI35.7 前月比

14.3 ﾎﾟ悪化 １-２月：輸出

-17.2% 2月は3ヶ月ぶり-､輸入

-4% 2 月は 2 ヶ月-､ 

-韓国：２月:輸出+4.5% 15 ヶ月

ぶり+、輸入+1.4%  

-台湾：２月：輸出+24.9% 再び

+ 

-ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ:２月：新車販売

-6.8% 0.5 万台 

-ｲﾝﾄﾞ：１月:新車販売-8.1% 

33.8 万台 15 ヶ月- 

（前々月）・中国 10-12 月 GDP+6.0%。輸出 2 ヶ月+。新車販

売 19 ヶ月-、小売売上高は+8.0%20 年ぶりの低さ(12 月)。固

定資産投資+5.4%(12 月)､工業生産+5.7%97 年以降で最低

(12 月)｡景気は消費、生産、投資が低迷し、弱含み。株価は

2000 台｡韓国､輸出 14 ヶ月-。GDP+2.2%､景気悪化継続。企

業業績も悪化｡台湾､輸出 3 ヶ月ぶり-､GDP +3.4%｡ 直近の

ASEAN の GDP､ﾍﾞﾄﾅﾑ+7%台、ﾌｨﾘﾋﾟﾝ +6%台、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 

+4%台､ﾏﾚｰｼｱ+3%台､ﾀｲ+1%台、ｼﾝｶﾞ+0.8%｡ｲﾝﾄﾞ車販売14ヶ

月-、GDP+4.5%。 

（前・今月）・中国 10-12 月 GDP+6.0%。輸出 3 ヶ月ぶり-。

新車販売 19 ヶ月-、小売売上高は+8.0%20 年ぶりの低さ(12

月)。固定資産投資+5.4%(12月)､工業生産+5.7%97年以降で

最低(12月)｡景気は消費、生産、投資が低迷し、弱含み。株

価は 3000 台｡韓国､輸出 15 ヶ月-。GDP+2.2%､景気悪化継

続。企業業績も悪化｡台湾､輸出再び+､GDP +3.4%｡ 直近

の ASEAN の GDP､ﾍﾞﾄﾅﾑ+7%台、ﾌｨﾘﾋﾟﾝ +6%台、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 

+4%台､ﾏﾚｰｼｱ+3%台､ﾀｲ+1%台、ｼﾝｶﾞ+0.8%｡ｲﾝﾄﾞ車販売 14

ヶ月-、GDP+4.7%。 



 
 
北 
 
米 

-GDP：１０－１２月(速報値)前期比年率 2.1% 個人消費減速するも、

貿易赤字縮小、住宅建設増加により、安定成長が続く。 

-景気：２９日 FRB パウエル議長「米景気は拡大が続き、金融政策は

現状が適切」FOMC 利上げ、利下げ見送り 

-株価：３日 28634、１７日 29348、３１日 28256 

-雇用：１2 月：失業率 3.5% 横這 

-消費：１２月：小売売上高+5.8% 28 ヶ月+、新車販売-5.8% 153.4 万台

2 ヶ月ぶり-、住宅着工 +40.8% 7 ヶ月+ １９年 小売売上高+3.6% 新

車販売 -1.3% 1704.8 万台、住宅着工 +3.2% 

-生産:１２月:鉱工業：-1.0% 5 ヶ月- 

-貿易：１２月:輸出+0.9% 9 ヶ月ぶり+、輸入-4.6% 

-収益：10-12 月：純利益:ｱﾏｿﾞﾝ +8% 3500 億円 2 四半期ぶり+  

-投資：１２月：設備稼働率 77.1% 

-株価：３日 28399、１２日 29551、２８日 25409 

-雇用：１月：失業率 3.6% 0.1 ﾎﾟ悪化 

-消費：１月：小売売上高+4.4% 29 ヶ月+、新車

販売+1.0% 114.4 万台 2 ヶ月ぶり+、住宅着工 

+21.4% 8 ヶ月+  

-生産:１月:鉱工業：-0.8% 6 ヶ月- 

-貿易：１月:輸出-0.9% 再び-、輸入-3.6% 

-投資：１月：設備稼働率 76.8% 

-金融：３日政策金利 0.5 ﾎﾟ下

げ FRB ﾊﾟｳｴﾙ議長「今後数ヶ

月の動向を注視し、経済を支

えるために適切に行動する」 

-株価：４日 27090、１１日 23553

-雇用：２月：失業率 3.5% 0.1 ﾎﾟ

改善 

-消費：２月：新車販売+8.6% 

137.7 万台 2 ヶ月+、 

（前々月）・GDP は 10-12 月前期比年率+2.1%､29 四半期連

続+。失業率 3.6% 0.1 ﾎﾟ悪化。車販売再び+､住宅着工 8 ヶ

月+､小売売上 29 ヶ月+。設備投資堅調、生産は 6 ヶ月-。

輸出 9 ヶ月ぶり+。景気は消費、投資等に支えられ底堅く推

移も生産にかげり。IT、金融関連は好調。自動車、鉄鋼、エ

ネルギー、石炭が失速｡株価は 29000 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。 

（前・今月）・GDPは10-12月前期比年率+2.1%､29四半期連

続+。失業率 3.5% 0.1 ﾎﾟ改善。車販売 2 ヶ月+､住宅着工 8 ヶ

月+､小売売上 29 ヶ月+。設備投資堅調、生産は 6 ヶ月-。

輸出再び-。景気は消費、投資等に支えられ底堅く推移も

生産にかげり。IT、金融関連は好調。自動車、鉄鋼、エネ

ルギー、石炭が失速｡株価は 29000 台｡成長持続が課題｡

経済･通商政策､金利政策、ｺﾛﾅｳｲﾙｽの影響が懸念材料。 

 
 
欧 
 
州 

-GDP：１０－１２月（速報値） ユーロ圏 前年同期比+1.0%（前期比

+0.1%）27 四半期+。独+0.5% 仏+0.9% 英+1.1% 伊+0.1% ｽﾍﾟｲﾝ+1.8% 

蘭+1.5% ﾎﾟｰﾗ+3.7% 

-株価：FT：７日 7573、１７日 7674、３１日 7286 

-雇用：１２月：失業率：ﾕｰﾛ 7.4% -0.1 ﾎﾟ､独 3.2%､仏 8.2%､伊 9.8%､ｽ

ﾍﾟｲﾝ 13.7%､蘭 3.2%､ﾎﾟｰﾗ 2.9% 

-消費：１２月: 小売売上高：ﾕｰﾛ+1.7% 65 ヶ月+､独+1.7%､仏+2.5%､英

+2.9%､蘭+3.6%、ﾎﾟｰﾗ+4.1% 新車登録:欧州+20.9% 4 ヶ月+､独

+19.5%､仏+27.7%、英+3.4%､伊+12.5%､ｽﾍﾟｲﾝ+6.6%､蘭+113.9%､ﾎﾟｰﾗ

+15.7% 

-生産:１２月:鉱工業 ﾕｰﾛ-4.1% 14 ヶ月-､独-7.2%､仏-3.2%､英-2.2%､

伊-4.3%､ｽﾍﾟｲﾝ+0.1%､蘭-1.7%､ﾎﾟｰﾗ+1.3% 

-貿易：１２月：輸出+4.8% 再び+、輸入+1.1% 

-株価：FT：３日 7326、１２日 7534、２８日 6580 

-雇用：１月：失業率：ﾕｰﾛ 7.4% 横這ﾟ､独 3.2%､

仏 8.2%､伊 9.8%､ｽﾍﾟｲﾝ 13.7%､蘭 3.0%､ﾎﾟｰﾗ

2.9% 

-消費：１月: 小売売上高：ﾕｰﾛ+1.7% 66 ヶ月

+､独+1.4%､仏+2.1%､英+2.4%、ﾎﾟｰﾗ+5.2% 新

車登録:欧州-7.7% 2 ヶ月ぶり-､独-7.3%､仏

-13.4%、英-7.3%､伊-5.9%､ｽﾍﾟｲﾝ-7.6%､蘭

-7.1%､ﾎﾟｰﾗ-14.5% 

金融：１１日英政策金利 0.5 ﾎﾟ

下げ 0.25%へ 

-株価：FT：４日 6815、１１日

5876 

- 消 費 ： ２ 月 : 新 車 登 録 : 独

-10.8%､仏-2.7%、英-2.9%､伊

-8.8%､ｽﾍﾟｲﾝ-6.0%､蘭-0.3%､ﾎﾟ

ｰﾗ-13.2% 

（前々月）・GDP10-12月ﾕｰﾛ圏0.9%成長､27四半期+も成長

停滞気味｡失業率 7.4% 0.1 ﾎﾟ低下｡車販売 2 ヶ月ぶり-。消

費は 65 ヶ月+､英、仏、西、ﾎﾟｰﾗが堅調､輸出再び+､生産 14

ヶ月-｡景気は消費に支えられ堅調に推移も、生産等にか

げり。株価 7300 台｡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）・GDP10-12 月ﾕｰﾛ圏 1.0%成長､27 四半期+も成

長停滞気味｡失業率7.4% 横這｡車販売2ヶ月ぶり-。消費は

66 ヶ月+､英、仏、独、ﾎﾟｰﾗが堅調､輸出再び+､生産 14 ヶ月

-｡景気は消費に支えられ堅調に推移も、生産等にかげり。

株価 6400 台｡失業率低下､景気回復持続が課題｡ｺﾛﾅｳｲﾙ

ｽ、英 EU 離脱､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:１２月：新車販売+16.0% 9.3 万台 4 ヶ月+、１０-１２月 GDP +6.0%

１９年 GDP +0.9% 新車販売-22.8% 47.9 万台 

-南ア：１２月：新車販売+4.2% 4.2 万台 2 ヶ月ぶり+、１０-１２月 GDP

前期比年率 -1.4%  

-ケニア：１９年:新車販売-8.4% 1.3 万台 

-サウジアラビア：１９年 GDP +0.3% 

-ﾄﾙｺ:１月：新車販売+88.8% 2.8 万台 5 ヶ月+、 

-南ア：１月：新車販売-8.1% 3.9 万台 2 ヶ月ぶ

り- 

-南ア：２月：新車販売-0.7% 

4.3 万台 2 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｡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 5 ヶ月+､GDP+6% 4 四半期ぶり+｡南ｱ､主要鉱物

生産回復､車販売 2 ヶ月-。GDP 再び+｡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:１２月：新車販売+12.0% 26.3 万台 2 ヶ月+ １９年 新車販売

+8.6% 278.8 万台 １０－１２月 GDP +1.7% 

-ﾒｷｼｺ：１２月:新車販売-8.3% 13.0 万台 11 ヶ月- １０－１２月 GDP 

-0.5% １９年 GDP -0.1% 10 年ぶり- 新車販売 -7.7% 131.8 万台 

-ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ:１２月：新車販売-25.2% 2.1 万台 19 ヶ月- １９年 新車販

売 -42.8% 46.0 万台 

-ﾌﾞﾗｼﾞﾙ:5 日政策金利 0.25 ﾎﾟ下げ 4.25% １

月：車販売-3.2%19.3 万台 3 ヶ月ぶり- 

-ﾒｷｼｺ：13日政策金利0.25ﾎﾟ下げ7.0%へ１月:

新車販売-6.0%10.5 万台 12 ヶ月- 

-ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ:１月：新車販売-25.6% 4.5 万台 20

ヶ月- 

- ﾌ ﾞ ﾗ ｼ ﾞ ﾙ : ２ 月 ： 車 販 売

+1.2%20.1 万台 再び+ 

-ﾒｷｼｺ：２月:新車販売

+0.3%10.4 万台 13 ヶ月ぶり+ 

-ｱﾙｾ ﾞﾝﾁﾝ :２月：新車販売

-32.2% 4.0 万台 21 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

売再び+。GDP10-12 月+1.7%､12 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。ﾒｷｼｺ経済､車販

売 13 ヶ月ぶり+ GDP10-12 月-0.5% 3 四半期-。ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ

7-9 月 GDP 再び-。車販売 21 ヶ月-。 

露

東

欧 

-ﾛｼｱ：１２月：新車販売:+2.3% 17.9 万台 9 ヶ月ぶり+ １９年 GDP 

+1.3%新車販売-2.3% 176.0 万台 

-ﾛｼｱ：１０日政策金利 0.25 ﾎﾟ下げ 6.00% １月：

新車販売:+1.8% 10.2 万台 2 ヶ月+ 

-ﾛｼｱ：２月：新車販売:-2.2% 

11.9 万台 3 ヶ月ぶり- 

･ﾛｼｱは景気回復傾向も懸念材料有 新車販売 3 ヶ月ぶり- 

･ﾛｼｱ 7-9 月 GDP は+1.9%、12 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。 

 

 


