
経済データで見る最近の世界経済動向（２０２０年１０月～２０２０年１２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､ ２０２０.１２．１７．現在 日本機械輸出組合 

 ２０２０年１０月 ２０２０年１１月 ２０２０年１２月 最近の経済動向 

 
世 
 
界 

-ﾄﾞﾊﾞｲ原油：２日 38.7 ㌦、１５日 42.3 ㌦、３９日 35.8 ㌦ 

-IMF 成長見通し 2020 年 世界-4.4%、米国-4.3% ﾕｰﾛ-8.3% 

中国+1.9% 日本-5.3%、2021 年 世界+5.2% 米国+3.1% ﾕｰﾛ

+5.2% 中国+8.2% 日本+2.3% 

-ﾄﾞﾊﾞｲ原油：２日 36.4 ㌦､２６日 48.5 ㌦、３０日 

47.2 ㌦ 

-ﾄﾞﾊﾞｲ原油：１日 47.3 ㌦､７日 47.0 ㌦、１１日 

49.8 ㌦ 

･米国・新興国経済はｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症の影響による

景気悪化が一服か。一方、日本は引き続き、欧州は

感染再拡大で景気悪化か｡前年同期比の GDP は中

国+4.9%、ﾍ ﾞﾄﾅﾑ+2.62%､ﾏﾚｰｼｱ-2.7%､ｲﾝﾄ ﾞﾈｼｱ

-3.49%、ﾀｲ-6.4%、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ-7%、ﾌｨﾘﾋﾟﾝ-11.5%､台湾

+3.33%､韓国-1.3%、ｲﾝﾄﾞ-7.5%。 

 
 
日 
 
 
本 

-GDP:7-9月 前期比年率+22.9%(改定値) 4四半期ぶり+ 4-6月

の大幅減の反動で大きく増加するも、前年同期比は-6%と引き

続き減少。 

-株価：２日 23029、１９日 23671、３０日 22977 

-雇用：９月失業率 3.0% 前月比横這。 

-所得：９月：実質賃金-1.1% 7 ヶ月-､現金給与総額-0.9% 6 ヶ

月-、勤労者世帯収入+2.6% 9 ヶ月+ 

-消費：９月：消費支出-10.2% 12 ヶ月-、新車販売-14.3% 47.0

万台 12 ヶ月-、住宅着工-9.9% 15 ヶ月-、消費者物価 +0.0% 

-受注：９月：機械-1.1% 6 ヶ月-、産業機械-2.1% 2 ヶ月ぶり-、工

作機械-15.0% 24 ヶ月- 

-生産：９月:鉱工業-9.0% 12 ヶ月-、建設機械出荷-23.3% 12 ヶ

月- 

-貿易 ９月 輸出-4.9% 22 ヶ月- 輸入-17.4% 

-収益：4-9 月：純利益：上場企業 1712 社計 -14%、日産 3299

億円赤字、ﾎﾝﾀﾞ-56.6% 1601 億円､NEC -62% 110 億円､ﾊﾟﾅｿﾆ

ｯｸ -52% 488 億円、ｼｬｰﾌﾟ-18% 225 億円､ﾀﾞｲｷﾝ-28.6% 847 億

円､三菱商事-64% 866 億円、三井物産-53% 1100 億円､住友商

事 602 億円赤字、任天堂 3.4 倍 2131 億円 

-投資：９月：機械受注民需-7.3% 9 ヶ月- ７-９「月全産業設備

投資（除：金融・保険 含：ｿﾌﾄｳｪｱ）-10.6% 2 四半期- 

-株価：２日 23295、２７日 26644、 

-雇用：１０月失業率 3.1% 前月比 0.1 ﾎﾟ悪化。 

-所得：１０月：実質賃金-0.2% 8 ヶ月-､現金給

与総額-0.8% 7 ヶ月-、勤労者世帯収入+2.5% 10

ヶ月+ 

-消費：１０月：消費支出+1.9% 13 ヶ月ぶり+、新

車販売+29.2% 40.7万台13ヶ月ぶり+、住宅着工

-8.3% 16 ヶ月-、消費者物価 -0.4% 

-受注：１０月：機械-0.6% 7 ヶ月-、産業機械

-18.3% 2 ヶ月-、工作機械-5.9% 25 ヶ月- 

-生産：１０月:鉱工業-3.2% 13 ヶ月-、建設機械

出荷-2.8% 13 ヶ月- 

-貿易：１０月 輸出-0.2% 23 ヶ月- 輸入-13.3% 

-投資：１０月：機械受注民需-3.3% 10 ヶ月- 

-株価：２日 26800、８日 26467、１０日 26756

-消費：１１月：新車販売+6.7% 41.2 万台 2 ヶ

月+、 

-受注：１１月：工作機械+8.0% 26 ヶ月ぶり+ 

(前々月)･GDP7-9 月前期比年率+21.4% (速報値) 4

四半期ぶり+。失業率 3.0% 横這、実質賃金 7 ヶ月-、

現金給与 6 ヶ月-。車販売 13 ヶ月ぶり+､住宅着工 15

ヶ月-｡消費支出 12 ヶ月-、輸出 22 ヶ月-、鉱工業生

産 12 ヶ月-、設備投資 2 四半期ぶり-(4-6 月)｡景気

は､ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症の影響による悪化が継続。上

場企業 4-6 月期純利益-57% 7 四半期連続-､全般的

にｺﾛﾅｳｲﾙｽの影響。株価は 23000 台。ｺﾛﾅｳｲﾙｽの

影響の対策が課題｡ 

(前･今月)･GDP7-9 月前期比年率+22.9% (改定値) 4

四半期ぶり+。失業率 3.1% 0.1 ﾎﾟ悪化、実質賃金 8 ヶ

月-、現金給与 7 ヶ月-。車販売 2 ヶ月+､住宅着工 16

ヶ月-｡消費支出13ヶ月ぶり+、輸出23ヶ月-、鉱工業

生産 13 ヶ月-、設備投資 2 四半期-(7-9 月)｡景気は､

ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症の影響による悪化が継続。上場企

業 4-9 月期純利益-14%、全般的にｺﾛﾅｳｲﾙｽの影響

大。株価は 26000 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：９日 3272、１３日 3359、３０日 3224 

-中国：９月：製造業 PMI51.5 前月比+0.5 ﾎﾟ、輸出+9.9%、4 ヶ月+ 

輸入+13.2% 3 ヶ月ぶり+、新車販売+12.8% 256.5 万台 6 ヶ月+、

小売売上高+3.3% 工業生産+6.9% ７-９月：GDP +4.9% １-９月 

固定資産投資+0.8%、不動産開発投資 +5.6% 

-韓国：９月:輸出+7.6% 7 ヶ月ぶり+ 輸入+1.1% 7-9 月:GDP 

-1.3% 営業利益 ｻﾑｽﾝ電子 +58% 12.3 兆ｳｫﾝ(1.13 兆円) 

-台湾：９月：輸出+9.4% 3 ヶ月+ 輸入-5.4% 再び- ７－９月: 

GDP +3.33% 純利益 TSMC+36% 1.3 兆円 営業利益 鴻海+7%

-ﾌｨﾘﾋﾟﾝ：９月 新車販売-22.9% 2.5 万台 7-9 月: GDP -11.5% 

-ﾍﾞﾄﾅﾑ：９月 新車販売-1.9% 2.7 万台 7-9 月: GDP +2.62% 

-ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ：９月 新車販売-48% 4.9 万台 7-9 月: GDP -3.49% 

-ﾀｲ：９月 新車販売-4.1% 7.7 万台 7-9 月: GDP -6.4% 

-ﾏﾚｰｼｱ:９月新車販売 +26.4% 5.6 万台 7-9 月: GDP -2.7% 

-ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ:９月：新車販売-18% 0.5 万台､7-9 月:GDP -7% 

-ｲﾝﾄﾞ：９月: 新車販売-26.5% 27.2 万台 23 ヶ月- 7-9 月:GDP 

-7.5% 

-株価：上海：２日 3225、２３日 3414、３０日 3391

-中国：１０月：PMI51.4 前月比-0.1 ﾎﾟ 輸出

+11.4% 5 ヶ月+、輸入+4.7% 2 ヶ月+、新車販売

+12.5% 257.3 万台 7 ヶ月+、工業生産+6.9%、小

売売上高+4.3%、1-10 月 固定資産投資+1.8% 

不動産開発投資+6.3% 

-韓国：１０月:輸出-3.6% 2 ヶ月ぶり-、輸入-5.8%

-台湾：１０月：輸出+11.2% 4 ヶ月+、輸入-1.0% 2

ヶ月- 

-ﾌｨﾘﾋﾟﾝ：１０月 新車販売-27.3% 2.5 万台 

-ﾍﾞﾄﾅﾑ：１０月:新車販売+14.9% 3.3 万台 

-ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ：１０月 新車販売-49% 4.9 万台 

-ﾀｲ：１０月 新車販売-1.4% 7.4 万台 

-ﾏﾚｰｼｱ:１０月新車販売 +5.2% 5.7 万台 

-ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ:１０月：新車販売-11% 0.7 万台､ 

-ｲﾝﾄﾞ：１０月:新車販売+14.2% 31.0 万台 24 ヶ月

ぶり+ 

-株価：上海：１日 3451、１１日 3347、 

-中国：１１月：PMI52.1 前月比+0.7 ﾎﾟ 2017

年 9 月以来の高水準 輸出+21.1% 6 ヶ月+、

輸入+4.5% 3 ヶ月+、新車販売+12.6% 277.0

万台 8 ヶ月+、工業生産+7.0%、小売売上高

+5.0%、1-11 月 固定資産投資+2.6%  不動

産開発投資+6.8% ｲﾝﾌﾗ投資+1.0% 

-韓国：１１月:輸出+4.0% 2 ヶ月ぶり+、輸入

-2.1% 

-台湾：１１月：輸出+12.0% 5 ヶ月+、輸入

+10.0% 3 ヶ月ぶり+ 

-ﾌｨﾘﾋﾟﾝ：１１月:新車販売+10.3%3.4 万台 

-ﾍﾞﾄﾅﾑ：１１月:新車販売+21.8% 3.6 万台 

-ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ：１１月 新車販売-11.6% 4.9 万台

-ﾏﾚｰｼｱ:１１月新車販売 +26.4% 5.6 万台 

-ｲﾝﾄﾞ：１１月:新車販売+4.6% 26.5 万台 2 ヶ

月+ 

（前々月）・中国 7-9 月 GDP+4.9%。輸出 5 ヶ月+。新

車販売 7 ヶ月+、小売売上高は+4.3%。固定資産投資

+1.8%､工業生産+6.9%。景気はｺﾛﾅｳｲﾙｽの影響で悪

化したものの、回復の兆し。株価は 3300 台｡韓国､輸

出 2 ヶ月ぶり-。GDP-1.3%。台湾､輸出 4 ヶ月+､GDP 

+3.33%｡ 直近の ASEAN の GDP､ﾍﾞﾄﾅﾑ+2.62%、ｲﾝﾄﾞ

ﾈｼｱ-3.49%､ﾏﾚｰｼｱ-2.7%､ﾌｨﾘﾋﾟﾝ-11.5%、ﾀｲ-6.4%、ｼ

ﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ-7%｡ｲﾝﾄﾞ車販売 24 ヶ月ぶり+、GDP-23.9%。 

（前・今月）・中国 7-9 月 GDP+4.9%。輸出 6 ヶ月+。

新車販売 8 ヶ月+、小売売上高は+5.0%。固定資産投

資+2.6%､工業生産+7.0%。景気はｺﾛﾅｳｲﾙｽの影響で

悪化したものの、回復の兆し。株価は 3300 台｡韓国､

輸出 2 ヶ月ぶり+。GDP-1.3%。台湾､輸出 5 ヶ月+､

GDP +3.33%｡ 直近の ASEAN の GDP､ﾍﾞﾄﾅﾑ+2.62%、

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ-3.49%､ﾏﾚｰｼｱ-2.7%､ﾌｨﾘﾋﾟﾝ-11.5%、ﾀｲ

-6.4% 、 ｼ ﾝ ｶ ﾞ ﾎ ﾟ ｰ ﾙ -7% ｡ ｲ ﾝ ﾄ ﾞ 車 販 売 2 ヶ 月 + 、

GDP-7.5%。 



 
 

北 
 
米 

-GDP ７-９月 +33.1% (前期比年率) 前期の反動で大きく伸び

るも前年同期比は-2.9% 

-株価：２日 27682、１２日 28837、３０日 26501 

-雇用：９月：失業率 7.9% 前月比 0.5 ﾎﾟ改善 5 か月連続改善 

-消費：９月：小売売上高+5.4% 4 ヶ月+、新車販売+6.2% 135.2

万台 7 ヶ月ぶり+、消費者物価+1.4% (前月比+0.2 ﾎﾟ) 住宅着工

+11.1% 3 ヶ月+  

-生産:９月:鉱工業-7.3% 14 ヶ月- 

-貿易：９月:輸出-9.9% 9 ヶ月-、輸入-2.2% 

-収益：7-9 月：純利益:ﾌｫｰﾄﾞ 5.6 倍 23 億㌦､ﾃｽﾗ 2.3 倍 345

億円 5 四半期連続黒字､GE 100 億円赤字､ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ +59% 

112.5 億㌦､ｱｯﾌﾟﾙ-7% 126.7 億㌦､ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ+29% 78.5 億㌦ 過

去最高益､ｱﾏｿﾞﾝ 3 倍 6591 億円 四半期として過去最高減益､

ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ+30% 1.45 兆円､IBM+2% 17 億㌦､ｲﾝﾃﾙ-29% 4500 億

円  

-投資：９月：全産業設備稼働率 72.0% 

-株価：２日 26925、２４日 30046、３０日 29638 

-雇用：１０月：失業率 6.9% 前月比 1.0 ﾎﾟ改善 6

か月連続改善 

-消費:１０月：小売売上高+5.7% 5 ヶ月+、新車販

売+1.1% 136.2 万台 2 ヶ月+､消費者物価+1.2% 

(前月比 0.2 ﾎﾟ悪化)、住宅着工 +14.2% 4 ヶ月+

-生産:１０月:鉱工業-5.3% 15 ヶ月- 

-貿易：１０月:輸出-7.7% 10 ヶ月-、輸入+1.9% 

-収益：8-10 月：純利益:ｴﾇﾋﾞﾃﾞｨｱ +49% 13.4 億

㌦ 過去最高益､ｼｽｺ-26% 21.7 万㌦ 

-投資：１０月：全産業設備稼働率 73.0% 

-金融：１６日 FRB「コロナ感染の再拡大で米

景気は今後数カ月が試練だ」 

-株価：１日 29823、４日 30218、１０日 29999

-雇用：１１月：失業率 6.7% 前月比 0.2 ﾎﾟ改

善 7 か月連続改善 

-消費:１１月：小売売上高+4.1% 6 ヶ月+、新

車販売-14.0% 121.5 万台 3 ヶ月ぶり-､消費

者物価+1.2% (前月比+0.2%) 

-生産:１１月:鉱工業：-5.5% 16 ヶ月- 

-投資：１１月：設備稼働率 73.3% 

（前々月）・GDP は 7-9 月前期比年率+33.1%､3 四半

期ぶり+。失業率 6.9% 1.0 ﾎﾟ改善。新車販売 2 ヶ月+､

住宅着工 4 ヶ月+､小売売上 5 ヶ月+。設備投資回復

傾向、生産は 15 ヶ月-。輸出 9 ヶ月-。景気はｺﾛﾅｳｲ

ﾙｽの影響から減速したものの、回復の兆し。株価は

28000 台｡企業業績は大手 IT 企業が絶好調。ｺﾛﾅｳｲ

ﾙｽの悪影響を克服し、回復できるかが課題。 

（前・今月）・GDP は 7-9 月前期比年率+33.1%､3 四半

期ぶり+。失業率 6.7% 0.2 ﾎﾟ改善。新車販売 3 ヶ月ぶ

り-､住宅着工 4 ヶ月+(10 月)､小売売上 5 ヶ月+(10

月)。設備投資回復傾向、生産は 16 ヶ月-。輸出 10

ヶ月-。景気はｺﾛﾅｳｲﾙｽの影響から減速したもの

の、回復の兆し。株価は 29000 台｡企業業績は大手

IT 企業も含めまだら模様。ｺﾛﾅｳｲﾙｽの悪影響を克

服し、回復できるかが課題。 

 
 
欧 
 
州 

-GDP:７-９月 ﾕｰﾛ圏 前年同期比-4.3%（前期比+12.5%） 3 四

半期-。独-4.0% 仏-3.9% 英-9.6% 伊-5.0% ｽﾍﾟｲﾝ-8.7% 蘭

-2.5% ﾎﾟｰﾗ-1.8% 

-金融：２９日 ECB ﾗｶﾞﾙﾄ総裁「景気回復の勢いは想定以上の

速さで失われている」 

-株価：FT：１日 5879、９日 6016、３０日 5577、 

-雇用：９月：失業率：ﾕｰﾛ 8.5% 0.1%改善､独 4.5%､仏 8.8%､伊

9.7%､ｽﾍﾟｲﾝ 16.3%､蘭 4.4%､ﾎﾟｰﾗ 3.4% 

-消費：９月:小売売上高：ﾕｰﾛ +2.5% 4 ヶ月+､独 +4.3%､仏 

+2.7%､英 +4.3%、ｽﾍﾟｲﾝ -3.5%、蘭 +4.0%、ﾎﾟｰﾗ +5.5% 新車

登録 欧州+2.1% 9 か月ぶり+、独+8.4%､仏-3.0%、英-4.4%、伊

+9.5%､ｽﾍﾟｲﾝ-13.5%、蘭-21.9%、ﾎﾟｰﾗ+8.0% 

-生産:９月:鉱工業 ﾕｰﾛ -6.3% 21 ヶ月-､独-8.1%､仏 -6.0%、

伊 -4.9%､ｽﾍﾟｲﾝ-3.0%､蘭 -6.2%､ﾎﾟｰﾗ +3.1% 

-貿易：９月：ﾕｰﾛ 輸出 -3.1% 7 ヶ月-、輸入-7.1% 

-収益：7-9 月 純利益 ｼﾞｰﾒﾝｽ +33% 17.6 億ﾕｰﾛ 

-金融：１０日 ECB 半年ぶりに追加金融緩和を決

定。ﾗｶﾞﾙﾄﾞ総裁「新型ｺﾛﾅの再流行とその抑制

策がﾕｰﾛ圏の経済活動を著しく制限している」 

-株価：FT：２日 5654、２４日 6432、３０日 6266 

-雇用：１０月：失業率：ﾕｰﾛ 8.4% 0.1%改善､独

4.5%､仏 8.6%､伊 9.78､ｽﾍﾟｲﾝ 16.2%､蘭 4.3%､ﾎﾟｰ

ﾗ 3.5% 

-消費：１０月: 小売売上高：ﾕｰﾛ +4.3% 5 ヶ月+､

独 +7.5%､仏 +5.9%､英 +6.1%、ｽﾍﾟｲﾝ -2.0%、

蘭 +3.0%、ﾎﾟｰﾗ +3.8% 新車登録: 欧州-7.1% 2

ヶ月ぶり-､独-3.6%､仏-9.5%、英-1.6%､伊-0.2%､

ｽﾍﾟｲﾝ-21.0%､蘭-5.3%､ﾎﾟｰﾗ-14.6% 

-生産:１０月:鉱工業 ﾕｰﾛ -3.8% 22 ヶ月-､独

-4.1%､仏 -4.3%、伊 -2.1%､ｽﾍﾟｲﾝ-1.4%､蘭 

-2.9%､ﾎﾟｰﾗ +3.4% 

-貿易：１０月：ﾕｰﾛ 輸出 -9.0% 8 ヶ月-、輸入

-11.7% 

-株価：FT：１日 6384、１０日 6599、 

-消費：１１月:新車登録: 欧州 -12.2% 2 ヶ月

- ､ 独  -3.0% ､ 仏  -27.0% 、 英  -27.4% ､ 伊 

-8.3% ､ｽﾍ ﾟｲﾝ  -18.7% ､蘭 -14.3% ､ﾎ ﾟｰﾗ 

-8.2% 

（前々月）・GDP7-9 月ﾕｰﾛ圏-4.4%､3 四半期-｡失業

率 8.3% 横這｡ 車販売 2 ヶ月ぶり-。小売売上高 4 ヶ

月+､輸出 7 ヶ月-､生産 21 ヶ月-｡景気はｺﾛﾅｳｲﾙｽの

影響で低迷するも、下げ止まりか。株価 6000 台｡失

業率低下､景気回復が課題｡ｺﾛﾅｳｲﾙｽの影響、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。 

（前・今月）・GDP7-9 月ﾕｰﾛ圏-4.3%､3 四半期-｡失業

率 8.4% 1 ﾎﾟ悪化｡ 車販売 2 ヶ月ぶり-(10 月)。小売売

上高 5 ヶ月+､輸出 7 ヶ月-(9 月)､生産 22 ヶ月-｡景気

はｺﾛﾅｳｲﾙｽの感染再拡大で再び低迷に向かうか。

株価 6000 台｡失業率低下､景気回復が課題｡ｺﾛﾅｳｲ

ﾙｽの影響、英 EU 離脱､景気下振れが懸念材料。 

中

東

ｱﾌ 
ﾘｶ 

-ﾄﾙｺ:９月：新車販売 前年同月比 2.2 倍 9.3 万台 4 ヶ月+ 7-9

月: GDP +6.7% 

-南ア：９月：新車販売-31.2% 2.3 万台 7 ヶ月- 7-9 月 GDP 

+66.1%(前期比年率) 5 四半期ぶり+ 4-6 月期大幅減の反動 

-ﾅｲｼﾞｪﾘｱ：７－９月:GDP -3.6% 

-ﾄﾙｺ:１０月：新車販売+93.1% 9.7 万台 5 ヶ月+、

-南ア：１０月：新車販売-25.4% 2.7 万台 8 ヶ月-

-ﾄﾙｺ:１１月：新車販売+37.8% 8.0 万台 6 ヶ月

+、 

-南ア：１１月：新車販売-18.1% 2.6 万台 9 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6ヶ月+､GDP+6.7% 2四半期

ぶり+｡南ｱ､主要鉱物生産回復､車販売 9 ヶ月-。

GDP+66.1% 5 四半期ぶり+｡ｺﾛﾅｳｲﾙｽの影響、政治

の安定化､不安定な資源価格が課題 

中

南

米 

-ﾌﾞﾗｼﾞﾙ:９月：新車販売-11.6% 20.8 万台 7 ヶ月- 7-9 月: GDP 

-3.9% 3 四半期- 

-ﾒｷｼｺ：９月:新車販売 -22.8% 7.8 万台 7 ヶ月- 7-9 月: GDP 

-8.6% 

-ﾌﾞﾗｼﾞﾙ:１０月：新車販売-15.1% 21.5 万台 8 ヶ

月- 

-ﾒｷｼｺ：１０月:新車販売-21.3% 8.4 万台 8 ヶ月

-、 

-ﾌﾞﾗｼﾞﾙ:11月車販売-7.1% 22.5万台9ヶ月-

-ﾒｷｼｺ：11 月車販売-23.5% 9.5 万台 9 ヶ月-

-ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ:１１月：車販売+33.4% 3.4 万台 

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大以前の水準に回復

･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

9 ヶ月-。GDP7-9 月-3.9% 3 四半期ぶり+｡ﾒｷｼｺ経済､

車販売 9 ヶ月-。GDP7-9 月-8.6% 6 四半期-。ｱﾙｾﾞﾝ

ﾁﾝ GDP4-6 月-19.1%。 

露

東

欧 

-ﾛｼｱ：９月：新車販売:+3.4% 15.4 万台 2 ヶ月ぶり+  7-9 月: 

GDP -3.6% 2 四半期- 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ、原油価格低迷 新車

販売 +3.2% 43.4 万台 

-ﾛｼｱ：１０月：新車販売:+7.0% 15.4 万台 2 ヶ月+ -ﾛｼｱ：１１月：新車販売:+5.9% 15.8 万台 3 ヶ

月+ 

･ﾛｼｱは新車販売 3 ヶ月+ 

･ﾛｼｱ 7-9 月 GDP は-3.6% (速報値)、2 四半期-。ｺﾛﾅ

ｳｲﾙｽの影響に加え、資源価格の安定等が課題。 


