
平成21年11月25日
財　　務　　省 

報 道 発 表

平成２１年１０月分貿易統計（速報）の概要

●総額
輸　　出 金    額 ５兆 ３０８９億円 －２３．２％ １３ヵ月連続の減少

数量指数 ９９．１ －１３．０％ １５ヵ月連続の減少

輸　　入 金    額 ４兆 ５０１８億円 －３５．６％ １２ヵ月連続の減少

数量指数 ９５．１ －１１．７％ １３ヵ月連続の減少

差　　引 金    額 ８０７１億円 － ９ヵ月連続の黒字

(注)伸率及び増加・減少は全て対前年同月比による。

品目名 伸率(金額) 寄与度 

  ○輸出

   （減少品目） 自動車 : ▲ 37.2％ ▲ 6.1 
鉄鋼 : ▲ 38.0％ ▲ 2.3 
鉱物性燃料 : ▲ 49.4％ ▲ 1.1 

  ○輸入

   （減少品目） 原粗油 : ▲ 51.7％ ▲ 9.8 
液化天然ガス : ▲ 52.8％ ▲ 3.3 
石炭 : ▲ 52.4％ ▲ 2.2 

   （製品輸入比率） ５８．３ ％

   （為替レート：税関長公示レートの平均値）

平成２１年１０月 : ９０．００円／ドル

（平成２０年１０月 : １０３．８７円／ドルと比べ　１５．４％の円高）

●地域別貿易動向

○米国
８７３７億円 －２７．６％ ２６ヵ月連続の減少

５０４１億円 －２７．５％ １３ヵ月連続の減少

３６９６億円 －２７．７％ ２６ヵ月連続の減少

品目名 伸率(金額) 寄与度 

  ・輸出

   （減少品目） 自動車 : ▲ 29.4％ ▲ 8.3 
原動機 : ▲ 36.8％ ▲ 1.6 
二輪自動車 : ▲ 83.5％ ▲ 1.4 

  ・輸入

   （増加品目） 航空機類 : + 207.1％ + 6.5 

   （減少品目） 穀物類 : ▲ 49.5％ ▲ 5.6 
原動機 : ▲ 38.6％ ▲ 2.2 
石油製品 : ▲ 77.9％ ▲ 1.6 

＜輸出入額等の水準＞
 ○輸出
 　過去：295位
　 10月としては：27位
 ○輸入
　 過去：256位
 　10月としては：22位
 ○差引
　 過去：273位
 　10月としては：25位

　平成２１年１０月分については、輸出は自動車、鉄鋼等が減少し、対前年同月比２３．２％の減
少となった。また、輸入は原粗油、液化天然ガス等が減少し、３５．６％の減少となった。その結
果、差引額は８０７１億円となった。

＜輸出入額等の水準＞
 ○輸出
 　過去：47位
　 10月としては：6位
 ○輸入
　 過去：49位
 　10月としては：5位
 ○差引
　 過去：179位
 　10月としては：18位

　※順位は1979年１月
　　 以降（370ヵ月）による

輸　　　　　　　出

輸　　　　　　　入

差　　　　　　　引



○ＥＵ
６６７５億円 －２９．０％ １５ヵ月連続の減少

４５６７億円 －２１．８％ １３ヵ月連続の減少

２１０８億円 －４０．８％ １４ヵ月連続の減少

品目名 伸率(金額) 寄与度 

  ・輸出

   （減少品目） 自動車 : ▲ 34.8％ ▲ 4.6 
鉱物性燃料 : ▲ 76.7％ ▲ 1.8 
音響・映像機器の部分品 : ▲ 72.6％ ▲ 1.6 

  ・輸入

   （増加品目） 医薬品 : + 39.6％ + 3.9 

   （減少品目） 重電機器 : ▲ 81.5％ ▲ 1.9 
非鉄金属 : ▲ 51.1％ ▲ 1.3 
自動車の部分品 : ▲ 38.6％ ▲ 1.1 

○アジア
２兆 ８８２１億円 －１５．０％ １３ヵ月連続の減少

２兆 ５５１億円 －３０．０％ １２ヵ月連続の減少

８２７０億円 ＋８２．３％ ２ヵ月連続の増加

品目名 伸率(金額) 寄与度 

  ・輸出

   （減少品目） 鉄鋼 : ▲ 37.5％ ▲ 3.6 
半導体等電子部品 : ▲ 14.2％ ▲ 1.4 
金属加工機械 : ▲ 46.5％ ▲ 0.9 

  ・輸入

   （減少品目） 液化天然ガス : ▲ 53.8％ ▲ 3.6 
衣類・同付属品 : ▲ 24.1％ ▲ 2.2 
原粗油 : ▲ 72.7％ ▲ 2.1 

（中国）

９９３４億円 －１４．３％ １３ヵ月連続の減少

１兆 １９７億円 －２６．６％ １２ヵ月連続の減少

－ ２６２億円 －８８．６％ ４ヵ月連続の赤字

品目名 伸率(金額) 寄与度 

  ・輸出

   （増加品目） 自動車の部分品 : + 32.1％ + 1.2 

   （減少品目） 鉄鋼 : ▲ 43.0％ ▲ 3.3 
半導体等電子部品 : ▲ 20.6％ ▲ 1.9 
鉱物性燃料 : ▲ 41.5％ ▲ 1.1 

  ・輸入

   （減少品目） 衣類・同付属品 : ▲ 24.9％ ▲ 4.4 
電算機類（含周辺機器） : ▲ 23.5％ ▲ 1.7 
鉄鋼 : ▲ 73.8％ ▲ 1.5 

輸　　　　　　　入

差　　　　　　　引

＜輸出入額等の水準＞
 ○輸出
 　過去：21位
　 10月としては：3位
 ○輸入
　 過去：42位
 　10月としては：5位
 ○差引
　 過去：130位
 　10月としては：10位

輸　　　　　　　出

輸　　　　　　　入

差　　　　　　　引

＜輸出入額等の水準＞
 ○輸出
 　過去：127位
　 10月としては：12位
 ○輸入
　 過去：99位
 　10月としては：10位
 ○差引
　 過去：223位
 　10月としては：19位

輸　　　　　　　出

輸　　　　　　　入

差　　　　　　　引

＜輸出入額等の水準＞
 ○輸出
 　過去：33位
　 10月としては：4位
 ○輸入
　 過去：45位
 　10月としては：5位
 ○差引
　 過去：12位
 　10月としては：1位

輸　　　　　　　出



貿易の推移（対世界）

　　　（単位：百万円、％）

年・月 伸び率 伸び率 伸び率

2008年10月 6,914,811 -7.9 6,990,025 7.4 -75,214 -  

  11 5,323,503 -26.8 5,551,008 -14.4 -227,505 -  

  12 4,830,483 -35.0 5,152,710 -21.5 -322,227 -  

2009年1月 3,480,403 -45.7 4,436,429 -31.9 -956,026 799.3

  2 3,526,352 -49.4 3,443,694 -43.0 82,658 -91.2

  3 4,183,777 -45.5 4,174,687 -36.6 9,090 -99.2

  4 4,195,808 -39.1 4,129,457 -35.8 66,351 -85.5

  5 4,020,374 -40.9 3,723,534 -42.4 296,840 -13.0

  6 4,599,502 -35.7 4,093,727 -41.9 505,775 385.9

  7 4,843,990 -36.5 4,466,525 -40.8 377,465 360.8

  8 4,510,373 -36.0 4,328,810 -41.2 181,563 -  

  9 5,110,213 -30.6 (Ｐ) 4,584,920 -36.9 (Ｐ) 525,293 477.4

  10 （P） (Ｐ) 5,308,867 -23.2 (Ｐ) 4,501,781 -35.6 (Ｐ) 807,086 -  

  （注）（Ｐ）は速報値。

差　　引輸　　出 輸　　入



貿易の推移（対米国）

　　　（単位：百万円、％）

年・月 伸び率 伸び率 伸び率

2008年10月 1,206,451 -19.5 695,403 -11.1 511,048 -28.6

  11 933,547 -33.8 567,933 -17.7 365,614 -49.3

  12 901,132 -36.9 528,219 -20.5 372,913 -51.2

2009年1月 571,816 -52.9 439,113 -35.1 132,703 -75.3

  2 556,587 -58.4 410,518 -36.2 146,069 -79.0

  3 665,655 -51.4 511,739 -27.5 153,916 -76.8

  4 653,440 -46.3 453,198 -29.3 200,242 -65.2

  5 643,975 -45.4 418,948 -40.2 225,027 -53.1

  6 766,118 -37.6 488,733 -37.8 277,385 -37.2

  7 772,624 -39.5 440,078 -34.9 332,546 -44.6

  8 713,082 -34.4 440,477 -38.4 272,605 -26.8

  9 835,014 -33.9 (Ｐ) 462,526 -34.3 (Ｐ) 372,488 -33.5

  10 （P） (Ｐ) 873,732 -27.6 (Ｐ) 504,101 -27.5 (Ｐ) 369,631 -27.7

  （注）（Ｐ）は速報値。

貿易の推移（対ＥＵ）

　　　（単位：百万円、％）

年・月 伸び率 伸び率 伸び率

2008年10月 940,280 -17.2 583,946 -11.6 356,334 -25.0

  11 710,203 -30.9 533,235 -20.7 176,968 -50.2

  12 632,523 -41.8 517,679 -16.1 114,844 -75.5

2009年1月 522,018 -47.4 494,188 -23.6 27,830 -92.0

  2 491,274 -54.7 393,135 -29.7 98,139 -81.3

  3 515,739 -56.1 469,228 -32.8 46,511 -90.2

  4 555,605 -45.3 419,836 -31.2 135,769 -66.6

  5 524,412 -45.4 440,307 -28.8 84,105 -75.4

  6 560,545 -41.4 469,469 -26.3 91,076 -71.5

  7 558,811 -45.8 455,127 -30.9 103,684 -72.1

  8 514,326 -45.9 469,746 -24.2 44,580 -86.6

  9 601,463 -38.6 (Ｐ) 469,299 -23.0 (Ｐ) 132,164 -64.3

  10 （P） (Ｐ) 667,545 -29.0 (Ｐ) 456,743 -21.8 (Ｐ) 210,802 -40.8

  （注）（Ｐ）は速報値。

差　　引輸　　出 輸　　入

輸　　出 輸　　入 差　　引



貿易の推移（対アジア）

　　　（単位：百万円、％）

年・月 伸び率 伸び率 伸び率

2008年10月 3,389,435 -4.1 2,935,735 4.8 453,700 -38.0

  11 2,576,614 -26.7 2,410,470 -12.5 166,144 -78.2

  12 2,311,252 -36.5 2,269,378 -15.7 41,874 -95.6

2009年1月 1,617,556 -46.7 2,050,039 -25.4 -432,483 -  

  2 1,783,642 -46.3 1,409,147 -41.5 374,495 -59.1

  3 2,211,824 -39.4 1,885,335 -30.1 326,489 -65.7

  4 2,288,751 -33.4 1,911,770 -28.4 376,981 -50.7

  5 2,248,830 -35.5 1,653,471 -36.3 595,359 -33.4

  6 2,507,987 -30.1 1,858,554 -31.6 649,433 -25.4

  7 2,699,843 -29.9 2,001,739 -31.6 698,104 -24.4

  8 2,574,557 -30.6 1,882,069 -30.7 692,488 -30.4

  9 2,805,052 -22.2 (Ｐ) 2,081,228 -29.1 (Ｐ) 723,824 8.1

  10 （P） (Ｐ) 2,882,143 -15.0 (Ｐ) 2,055,111 -30.0 (Ｐ) 827,032 82.3

  （注）（Ｐ）は速報値。

貿易の推移（対中国）

　　　（単位：百万円、％）

年・月 伸び率 伸び率 伸び率

2008年10月 1,159,587 -1.0 1,388,833 2.8 -229,246 27.8

  11 855,447 -24.5 1,173,657 -12.0 -318,210 59.0

  12 749,852 -35.5 1,105,092 -12.4 -355,240 260.0

2009年1月 511,270 -45.2 1,075,495 -16.2 -564,225 60.8

  2 611,628 -39.7 598,474 -41.0 13,154 -  

  3 789,788 -31.6 965,682 -20.7 -175,894 182.6

  4 813,942 -25.9 992,779 -21.7 -178,837 5.1

  5 815,059 -29.7 816,460 -32.0 -1,401 -96.5

  6 902,900 -23.7 899,812 -26.1 3,088 -  

  7 943,002 -26.5 998,136 -26.4 -55,134 -25.7

  8 884,355 -27.6 931,754 -23.3 -47,399 -  

  9 980,973 -13.8 (Ｐ) 1,048,784 -24.5 (Ｐ) -67,811 -73.0

  10 （P） (Ｐ) 993,432 -14.3 (Ｐ) 1,019,655 -26.6 (Ｐ) -26,223 -88.6

  （注）（Ｐ）は速報値。

輸　　出 輸　　入 差　　引

輸　　出 輸　　入 差　　引


