
２０１６年０８月分貿易統計の概要（財務省９月２１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０８月 対世界 53,164 -9.6% 0.9% -10.4% 53,351 -17.3% 3.8% -20.3% 106,514 -13.6% -187 -96.7%

対米国 9,715 -14.5% -5.6% -9.4% 6,091 -9.5% -0.0% -9.5% 15,805 -12.6% 3,624 -21.6%
対EU 5,908 -0.7% 10.2% -9.9% 6,733 -12.4% 2.4% -14.5% 12,641 -7.3% -825 -52.6%
対アジア 29,272 -9.4% 3.3% -12.3% 26,291 -13.8% 5.8% -18.5% 55,563 -11.5% 2,980 62.6%
対中国 9,689 -8.9% 4.2% -12.5% 13,121 -15.4% 0.9% -16.1% 22,811 -12.7% -3,432 -29.7%
対中東 1,932 -14.8% - - 5,863 -29.5% - - 7,795 -26.4% -3,931 -35.1%
対ロシア 429 5.7% - - 1,095 -33.6% - - 1,523 -25.9% -666 -46.5%

（備考）

　 金額 　 数量 （主要増加品目） （主要減少品目）

輸出 １１ヵ月連続の 減少　　（減少幅 ２ヵ月ぶり縮小） ０２ヵ月ぶりの 増加 - - - 自動車 鉄鋼 有機化合物

輸入 ２０ヵ月連続の 減少　　（減少幅 ３ヵ月ぶり縮小） ０２ヵ月ぶりの 増加 - - - 原油及び粗油 ＬＮＧ 石油製品

輸出 ０６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 - - - 自動車 電算機類の部分品 鉄鋼

輸入 ０６ヵ月連続の 減少　　（減少幅 ２ヵ月連続縮小） ０６ヵ月連続の 減少　　（減少幅 ２ヵ月連続縮小） 半導体等電子部品 音響映像機器（含部品） - 医薬品 石炭 航空機類

輸出 ０４ヵ月連続の 減少　　（減少幅 ２ヵ月ぶり縮小） ０３ヵ月連続の 増加　　（増加幅 ２ヵ月ぶり拡大） 自動車 - - 電算機類の部品 有機化合物 科学光学機器

輸入 ０６ヵ月連続の 減少　　（減少幅 ３ヵ月ぶり縮小） ０３ヵ月ぶりの 増加 原動機 - - 医薬品 自動車 石油製品

輸出 １２ヵ月連続の 減少　　（減少幅 ２ヵ月ぶり縮小） ０３ヵ月連続の 増加　　（増加幅 ２ヵ月ぶり拡大） - - - 鉄鋼 有機化合物 半導体等電子部品

輸入 １２ヵ月連続の 減少　　（減少幅 ３ヵ月ぶり縮小） ０２ヵ月ぶりの 増加 - - - 電算機類（含周辺機器） 半導体等電子部品 ＬＮＧ

輸出 ０６ヵ月連続の 減少　　（減少幅 ２ヵ月ぶり縮小） ０３ヵ月連続の 増加　　（増加幅 ２ヵ月ぶり拡大） - - - 有機化合物 科学光学機器 非鉄金属

輸入 ０５ヵ月連続の 減少　　（減少幅 ３ヵ月ぶり縮小） ０２ヵ月ぶりの 増加 - - - 衣類・同付属品 電算機類（含周辺機器） 通信機

２０１６年０８月 円ドルレート： １０３．２円/ドル（前年同月１２４．２と比べ１６．８％の円高）・・・税関長公示レート 原油入着価格： ４６．３ドル/バレル（前年同月５９．４ドルと比べ２２．１％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０６月 対世界 7,774 -9.4% 2,970 -12.4% 2,594 0.1% 2,332 -20.4% 1,793 -9.8% 1,705 -4.8%

対米国 2,647 -11.4% 203 -13.3% 602 -5.8% 148 -33.8% 134 -17.1% 534 -5.7%
対EU 915 12.7% 147 -15.1% 373 8.9% 65 14.3% 114 -14.2% 268 10.0%
対アジア 1,270 -12.1% 2,588 -12.3% 1,088 3.9% 1,737 -17.6% 1,466 -8.2% 660 -5.5%
対中国 454 -4.6% 783 -5.6% 492 4.4% 364 -15.7% 537 -10.8% 233 -7.7%
対中東 1,029 -19.4% 1 -4.2% 71 -13.9% 102 -26.6% 21 -17.9% 42 -45.1%
対ロシア 221 66.3% 1 22.3% 40 -6.9% 3 -87.4% 4 54.1% 13 9.0%

【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０６月 対世界 4,912 -35.7% 3,151 -9.1% 2,713 -34.6% 2,399 -16.7% 2,021 -13.3% 1,537 -12.3%

対米国 - - 14 -27.9% - ZENGEN 319 -22.5% 383 54.4% 69 -22.9%
対EU - - 173 -9.3% 25 -33.4% 1,328 -31.6% 62 11.6% 43 -15.8%
対アジア 89 -62.5% 2,916 -9.1% 815 -32.0% 292 29.8% 1,555 -20.5% 1,394 -10.9%
対中国 - - 2,000 -15.4% - - 67 9.9% 401 -13.8% 1,081 -18.4%
対中東 4,285 -31.6% 1 -19.1% 636 -34.3% 6 91.6% 16 -74.1% 2 -25.1%
対ロシア 378 -40.8% 0 ZENZO 241 -47.2% - - 0 -23.0% 0 ZENZO
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