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2016 年 4 月貿易統計（速報）の概要 

 

【 輸 出 】 

 2016 年 4 月の輸出は、鉄鋼、自動車が減少し、5

兆 8,892 億円（前年同月比 10.1％減）と 7 ヵ月連続

で減少した。数量も▲4.6％と 2 ヵ月連続の減少と

なった。4月 14日以降に発生した熊本地震の影響

を受け、米国向けの自動車がサプライチェーンの

混乱から 1年 5ヵ月ぶりに減少に転じたほか、原動

機もふるわなかった。 

 EU 向けは増加が続いたが、米国・アジア・中国向

けは減少が続いた。 

 

＜ 地 域 別 ＞    （伸び率） 

 対 米国 +11.8％ 2 ヵ月連続の減少 

 対 ＥＵ +09.9％ 3 ヵ月連続の増加 

 対 アジア ▲11.1％ 8 ヵ月連続の減少 

 対 中国 ▲07.6％ 2 ヵ月連続の減少 

 

＜ 5 大輸出品目 ＞     （億円）          （増減率） 

 自動車 9,132 ▲06.7％ 

自動車の部分品 3,062 ▲03.2％ 

半導体等電子部品 2,943 ▲10.8％ 

鉄鋼 2,192 ▲32.0％ 

原動機 2,043 ▲14.3％ 

 

【 輸 入 】 

 2016年4月の輸入は、原油及び粗油、LNGなどが

減少し、5 兆 657 億円（前年同月比 23.3％減）と 16

ヵ月連続で減少した。数量は▲7.5％と 2ヵ月ぶりに

減少に転じた。 

 2016年 4月の原油入着価格は 37.4ドル（同 33.6％

安）、輸入総額に占める鉱物性燃料の割合は

15.5％となった（前年度の 23.5％と比べ 8.0ポイント

低下）。また、製品輸入比率は 67.1％（前年同月の

60.2％と比べ 6.9 ポイント上昇）となった。 

 米国・EU・アジア・中国いずれの地域からも減少し

た。 

 

 

＜ 地 域 別 ＞    （伸び率） 

 対 米国 ▲18.1％ 2 ヵ月連続の減少 

 対 ＥＵ ▲08.4％ 2 ヵ月連続の減少 

 対 アジア ▲19.2％ 8 ヵ月連続の減少 

 対 中国 ▲16.8％ 2 ヵ月ぶりの減少 

 

＜ 5 大輸入品目 ＞     （億円）          （増減率） 

 原油及び粗油 3,531 ▲51.8％ 

衣類・同付属品 2,362 ▲15.4％ 

 LNG 2,320 ▲44.5％ 

医薬品 2,209 ▲ 8.8％ 

半導体等電子部品 1,949 ▲20.5％ 

 

【 収 支 】 

 輸出から輸入を差し引いた収支は 8,235 億円とな

り、3 ヵ月連続の黒字となった。 

 国別では、対米国が 6,146 億円の黒字（前年同月

比 5.0％減）、対中国が 2,952 億円の赤字（同

38.2％減）となった。 

 

【 為替レート 】 

 2016 年 4 月の為替レートは 111.2 円（前年同月 119.9

円と比べ 7.2％高）となった。 

 

≪参考≫ 2016 年 4月の国際収支の概要 

上記を受けた 2016 年 4 月の経常収支は、貿易収支の

黒字転化を主因に 1 兆 8,785 億円と黒字が拡大した。 

（単位：億円、％） 

  2016年 4月 前年同月比 

貿易・サービス収支 2,959 ＋9,595 黒字転化 

  貿易収支 6,971 ＋8,291 黒字転化 

    輸出 56,030 ▲6,483 10.4％減 

    輸入 49,059 ▲14,774 23.1％減 

  サービス収支 ▲4,012 ＋1,304 赤字縮小 

第一次所得収支 17,805 ▲4,136 黒字縮小 

第二次所得収支 ▲1,979 ＋68 赤字縮小 

経常収支 18,785 ＋5,526 黒字拡大 

（広報・調査グループ 保田明子） 



２０１６年０４月分貿易統計の概要（財務省５月２３日発表）

【地域別概要】 単位：億円、％（対前年同月比）

（数量） （価格） （数量） （価格）
２０１６年０４月 対世界 58,892 -10.1% -4.6% -5.7% 50,657 -23.3% -7.5% -17.1% 109,549 -16.7% 8,235 -

対米国 12,005 -11.8% -11.3% -0.6% 5,857 -18.1% -9.6% -9.4% 17,862 -14.0% 6,148 -4.9%
対EU 7,025 9.9% 9.1% 0.7% 6,175 -8.4% -2.5% -6.0% 13,200 0.5% 851 -
対アジア 30,731 -11.1% -1.2% -10.1% 25,665 -19.2% -6.4% -13.7% 56,396 -15.0% 5,066 80.7%

対中国 10,352 -7.6% 1.3% -8.8% 13,299 -16.8% -5.5% -12.0% 23,651 -13.0% -2,946 -38.3%
対中東 2,070 -21.9% - - 4,347 -46.6% - - 6,417 -40.5% -2,278 -58.5%
対ロシア 417 -29.7% - - 886 -55.5% - - 1,303 -49.6% -469 -66.4%
上記以外 6,644 -13.3% - - 7,727 -24.8% - - 14,371 -19.9% -1,083 -58.6%

（備考）

　 金額 　 数量 （主要増加品目） （主要減少品目）

０７ヵ月連続の 減少　　（減少幅 ２ヵ月連続拡大） ０２ヵ月連続の 減少　　（減少幅 拡大） - - - 鉄鋼 自動車 有機化合物

１６ヵ月連続の 減少　　（減少幅 ２ヵ月連続拡大） ０２ヵ月ぶりの 減少 - - - 原油及び粗油 LNG 石油製品

０２ヵ月連続の 減少　　（減少幅 拡大） １２ヵ月連続の 減少　　（減少幅 ２ヵ月連続拡大） - - - 原動機 自動車 鉄鋼

０２ヵ月連続の 減少　　（減少幅 拡大） ２ヵ月連続の 減少　　（減少幅 縮小） - - - 航空機類 穀物類 非鉄金属

０３ヵ月連続の 増加　　（増加幅 ２ヵ月ぶり縮小） ０３ヵ月連続の 増加　　（増加幅 ２ヵ月ぶり縮小） 自動車 船舶 自動車の部分品 - - -

０２ヵ月連続の 減少　　（減少幅 拡大） ０２ヵ月ぶりの 減少 自動車 - - 医薬品 有機化合物 原動機

０８ヵ月連続の 減少　　（減少幅 ２ヵ月連続拡大） ０３ヵ月ぶりの 減少 - - - 鉄鋼 有機化合物 金属加工機械

０８ヵ月連続の 減少　　（減少幅 ２ヵ月ぶり拡大） ０２ヵ月ぶりの 減少 - - - 通信機 半導体等電子部品 石油製品

０２ヵ月連続の 減少　　（減少幅 拡大） ０３ヵ月連続の 増加　　（増加幅 ２ヵ月連続縮小） - - - 科学光学機器 有機化合物 鉄鋼

０２ヵ月ぶりの 減少 ０２ヵ月ぶりの 減少 - - - 通信機 衣類・同付属品 半導体等電子部品

２０１６年０４月 円ドルレート： １１１．２円/ドル（前年同月１１９．９と比べ７．２％の円高）・・・税関長公示レート 原油入着価格： ３７．４ドル/バレル（前年同月５６．４ドルと比べ３３．６％安）

【輸出上位品目】

金額 伸び率 金額 伸び率 金額 伸び率 金額 伸び率 金額 伸び率 金額 伸び率
２０１６年０４月 対世界 9,132 -6.7% 3,062 -3.2% 2,943 -10.8% 2,192 -32.0% 2,043 -14.3% 1,949 -7.5%

対米国 3,397 -4.4% 747 -8.5% 226 -10.5% 147 -39.1% 626 -23.3% 168 -13.0%
対EU 1,018 29.3% 433 19.3% 171 -0.7% 66 9.4% 306 1.6% 147 -3.5%
対アジア 1,358 -3.0% 1,285 3.3% 2,515 -11.6% 1,633 -30.1% 841 2.4% 1,550 -7.0%

対中国 357 28.1% 583 -0.7% 755 -8.8% 388 -23.0% 265 -3.3% 585 -3.9%
対中東 1,119 -23.9% 94 -6.7% 1 -22.9% 87 -41.1% 80 -36.0% 18 -11.6%
対ロシア 179 -43.7% 40 -19.5% 0 -41.3% 2 -77.3% 12 -18.3% 2 -55.0%

【輸入上位品目】

金額 伸び率 金額 伸び率 金額 伸び率 金額 伸び率 金額 伸び率 金額 伸び率
２０１６年０４月 対世界 3,531 -51.8% 2,362 -15.4% 2,320 -44.5% 2,209 -8.8% 1,949 -20.5% 1,432 -8.6%

対米国 16 *5394 12 -28.6% - - 415 7.5% 281 21.6% 64 42.0%
対EU - - 65 -14.1% - - 989 -31.4% 57 10.2% 26 -9.8%
対アジア 65 -83.2% 2,257 -15.5% 715 -40.9% 254 -6.3% 1,581 -25.7% 1,330 -9.8%

対中国 - - 1,564 -19.7% - - 73 -2.2% 388 -33.3% 1,135 -7.4%
対中東 3,123 -45.8% 1 18.4% 480 -56.1% 2 354.3% 24 -26.9% 2 -41.3%
対ロシア 231 -72.8% 0 -19.3% 223 -53.8% 0 3210.4% 0 -36.0% 0 全増

*を付した数値は、前年に対する倍率を示す
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