
（単位：台）

国内生産 50,993 +132.3% 3ヶ月連続前年超え

海外生産 ☆ 38,808 +8.9% 2ヶ月振り前年超え

世界生産合計 ☆ 89,801 +56.0% 3ヶ月連続前年超え

登録車 8,456 +57.1% 6ヶ月振り前年超え

軽自動車 1,821 -7.3% 4ヶ月連続前年割れ

国内販売合計 10,277 +39.9% 4ヶ月振り前年超え

輸出合計 36,978 +73.3% 3ヶ月連続前年超え

注） 国内生産は自工会報告ベース（完成車） ☆　1月単月として過去最高

海外生産はラインオフベース

輸出は自工会報告ベース

●生産
・ 国 内 生 産
・ 海 外 生 産

●国内販売
・

●輸出
・

フォレスター等が増加しました。
アウトバック等が増加しました。

フォレスター等が増加しました。

インプレッサ等が増加しました。

2020年2月27日

2020年1月度　生産・国内販売・輸出実績（速報）

2020年1月

台数 前年同月比



（単位：台）

国内生産 57,915 +22.1% 4ヶ月連続前年超え 108,908 +57.0%
海外生産 ☆ 33,343 +3.7% 2ヶ月連続前年超え 72,151 +6.5%

世界生産合計 91,258 +14.7% 4ヶ月連続前年超え 181,059 +32.0%
登録車 9,407 -2.9% 2ヶ月振り前年割れ 17,863 +18.5%
軽自動車 1,933 -19.2% 5ヶ月連続前年割れ 3,754 -13.8%

国内販売合計 11,340 -6.1% 2ヶ月振り前年割れ 21,617 +11.3%
輸出合計 ☆ 53,700 +94.3% 4ヶ月連続前年超え 90,678 +85.1%
注） 国内生産は自工会報告ベース（完成車） ☆　2月単月として過去最高

海外生産はラインオフベース

輸出は自工会報告ベース

●生産
・ 国 内 生 産
・ 海 外 生 産

●国内販売
・

●輸出
・

フォレスター等が増加しました。
アウトバック等が増加しました。

フォレスター等が減少しました。

フォレスター等が増加しました。

2020年3月30日

2020年2月度　生産・国内販売・輸出実績（速報）

2020年2月
2020年累計

（1月～2月）
台数 前年同月比 台数 前年比



＜2020年3月＞ （単位：台）

国内生産 61,888 +9.4% 5ヶ月連続前年超え 170,796 +35.6%
海外生産 27,588 -16.9% 3ヶ月振り前年割れ 99,739 -1.2%

世界生産合計 89,476 -0.3% 5ヶ月振り前年割れ 270,535 +19.2%
登録車 13,129 -18.1% 2ヶ月連続前年割れ 30,992 -0.3%
軽自動車 2,462 -18.9% 6ヶ月連続前年割れ 6,216 -15.9%

国内販売合計 15,591 -18.2% 2ヶ月連続前年割れ 37,208 -3.3%
輸出合計 50,041 +7.9% 5ヶ月連続前年超え 140,719 +47.6%

●生産
・ 国 内 生 産
・ 海 外 生 産

●国内販売
・

●輸出
・

＜2019年度＞ （単位：台）

国内生産 663,617 +7.6% 3期振り前年超え

海外生産 367,295 -1.3% 6期振り前年割れ

世界生産合計 1,030,912 +4.2% 3期振り前年超え

登録車 104,974 -7.5% 2期連続前年割れ

軽自動車 25,013 -5.9% 6期連続前年割れ

国内販売合計 129,987 -7.2% 2期連続前年割れ

輸出合計 550,954 +12.1% 4期振り前年超え

●生産
・ 国 内 生 産
・ 海 外 生 産

●国内販売
・

●輸出
・

フォレスター等が減少しました。

フォレスター等が増加しました。

台数 前年同期比

フォレスター等が増加しました。
アウトバック等が減少しました。

フォレスター等が増加しました。
アウトバック等が減少しました。

2019年度累計（2019年4月～2020年3月）

2020年4月28日

2020年3月度および2019年度累計 生産・国内販売・輸出実績（速報）

2020年3月
2020年累計

（1月～3月）
台数 前年同月比 台数 前年比

フォレスター等が減少しました。

SUBARU XV等が増加しました。

＜2020年3月＞＜2019年度＞

注）国内生産は自工会報告ベース（完成車）

海外生産はラインオフベース
輸出は自工会報告ベース



（単位：台）

国内生産 14,912 -72.5% 6ヶ月振り前年割れ 185,708 +3.1%
海外生産 0 -100.0% 2ヶ月連続前年割れ 99,739 -26.8%

世界生産合計 14,912 -83.4% 2ヶ月連続前年割れ 285,447 -9.8%
登録車 3,587 -56.0% 3ヶ月連続前年割れ 34,579 -11.9%
軽自動車 1,639 -9.2% 7ヶ月連続前年割れ 7,855 -14.6%

国内販売合計 5,226 -47.5% 3ヶ月連続前年割れ 42,434 -12.4%
輸出合計 22,292 -51.3% 6ヶ月振り前年割れ 163,011 +15.6%
注） 国内生産は自工会報告ベース（完成車）

海外生産はラインオフベース

輸出は自工会報告ベース

●生産
・ 国 内 生 産
・ 海 外 生 産

●国内販売
・

●輸出
・

新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて4/9～5/1の間操業を停止していました。
新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて3/23～5/8の間操業を停止していました。

新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて減少しました。

新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて減少しました。

2020年5月28日

2020年4月度　生産・国内販売・輸出実績（速報）

2020年4月
2020年累計

（1月～4月）
台数 前年同月比 台数 前年比



（単位：台）

国内生産 11,115 -77.8% 2ヶ月連続前年割れ 196,823 -14.5%
海外生産 4,947 -87.7% 3ヶ月連続前年割れ 104,686 -40.6%

世界生産合計 16,062 -82.2% 3ヶ月連続前年割れ 301,509 -25.9%
登録車 1,704 -76.1% 4ヶ月連続前年割れ 36,283 -21.8%
軽自動車 1,009 -46.0% 8ヶ月連続前年割れ 8,864 -19.9%

国内販売合計 2,713 -69.8% 4ヶ月連続前年割れ 45,147 -21.4%
輸出合計 3,614 -90.0% 2ヶ月連続前年割れ 166,625 -6.1%
注） 国内生産は自工会報告ベース（完成車）

海外生産はラインオフベース

輸出は自工会報告ベース

●生産
・ 国 内 生 産

・ 海 外 生 産

●国内販売
・

●輸出
・

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて減少しました。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて減少しました。

2020年6月29日

2020年5月度　生産・国内販売・輸出実績（速報）

2020年5月
2020年累計

（1月～5月）
台数 前年同月比 台数 前年比

新型コロナウイルス感染症の影響で、5/1～5/8の間操業を停止および5/11～生産調整を
行っていました。

新型コロナウイルス感染症の影響で、5/1は生産を停止し5/11～生産調整を行っていまし
た。（5/2～10は長期連休）



＜2020年6月度＞ （単位：台）

国内生産 29,881 ‐46.3% 3ヶ月連続前年割れ 226,704 ▲20.7%
海外生産 31,442 +18.7% 4ヶ月振り前年超え 136,128 ▲32.9%

世界生産合計 61,323 ‐25.3% 4ヶ月連続前年割れ 362,832 ▲25.8%
登録車 6,485 ‐33.5% 5ヶ月連続前年割れ 42,768 ▲23.8%
軽自動車 1,536 ‐28.5% 9ヶ月連続前年割れ 10,400 ▲21.3%

国内販売合計 8,021 ‐32.6% 5ヶ月連続前年割れ 53,168 ▲23.3%
輸出合計 19,182 ‐61.7% 3ヶ月連続前年割れ 185,871 ▲18.3%

●生産
・ 国 内 生 産
・ 海 外 生 産

●国内販売、輸出ともに、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて減少しました。

＜2020年1月～6月度＞

国内生産 226,704 -20.7% 4期連続前年割れ

海外生産 136,128 -32.9% 2期振り前年割れ

世界生産合計 362,832 -25.8% 3期連続前年割れ

登録車 42,768 -23.8% 3期連続前年割れ

軽自動車 10,400 -21.3% 3期連続前年割れ

国内販売合計 53,168 -23.3% 3期連続前年割れ

輸出合計 185,807 -18.3% 4期連続前年割れ

●生産、国内販売、輸出ともに、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて減少しました。

（1月～6月）
台数 前年同期比

2020年累計

2020年7月30日

2020年6月度および1～6月累計 生産・国内販売・輸出実績（速報）

2020年6月
2020年累計
（1月～6月）

台数 前年同月比 台数 前年比

昨年は新型の導入を控えたレガシィ/アウトバック等が減少しており、その反動で増加し
ました。

新型コロナウイルス感染症の影響で6/19まで生産調整を行っていたため減少しました。

＜2020年6月＞＜2020年1月～6月＞

注）国内生産は自工会報告ベース（完成車）
海外生産はラインオフベース
輸出は自工会報告ベース



（単位：台）

国内生産 61,439 -1.6% 4ヶ月連続前年割れ 288,143 ▲17.3%
海外生産 ☆ 24,164 +4.3% 2ヶ月連続前年超え 160,202 ▲29.1%

世界生産合計 ☆ 85,603 +0.0% 5ヶ月振り前年超え 448,345 ▲21.9%
登録車 7,454 -28.8% 6ヶ月連続前年割れ 50,222 ▲24.6%
軽自動車 1,987 -19.1% 10ヶ月連続前年割れ 12,387 ▲20.9%

国内販売合計 9,441 -27.0% 6ヶ月連続前年割れ 62,609 ▲23.9%
輸出合計 48,010 -4.0% 4ヶ月連続前年割れ 233,817 ▲15.7%
注） 国内生産は自工会報告ベース（完成車） ☆　7月単月として過去最高

海外生産はラインオフベース

輸出は自工会報告ベース

●生産
・ 国 内 生 産
・ 海 外 生 産

●国内販売
・

●輸出
・

台数 前年同月比 台数 前年比

2020年8月28日

2020年7月度　生産・国内販売・輸出実績（速報）

2020年7月
2020年累計

（1月～7月）

インプレッサ/SUBARU XV等が減少しました。

レガシィ等が減少しました。

レガシィ等が減少しました。
アウトバック等が増加しました。



（単位：台）

国内生産 42,069 -5.5% 5ヶ月連続前年割れ 330,212 -15.9%
海外生産 ☆ 37,838 +81.5% 3ヶ月連続前年超え 198,040 -19.8%

世界生産合計 79,907 +22.2% 2ヶ月連続前年超え 528,252 -17.4%
登録車 4,755 -41.8% 7ヶ月連続前年割れ 54,977 -26.5%
軽自動車 1,678 -12.3% 11ヶ月連続前年割れ 14,065 -20.0%

国内販売合計 6,433 -36.2% 7ヶ月連続前年割れ 69,042 -25.2%
輸出合計 42,239 +12.1% 5ヶ月振り前年超え 276,056 -12.4%
注） 国内生産は自工会報告ベース（完成車） ☆　8月単月として過去最高

海外生産はラインオフベース

輸出は自工会報告ベース

●生産
・ 国 内 生 産
・ 海 外 生 産

●国内販売
・

●輸出
・

フォレスター等が減少しました。
アウトバック等が増加しました。

フォレスター等が減少しました。

SUBARU XV等が増加しました。

2020年9月29日

2020年8月度　生産・国内販売・輸出実績（速報）

2020年8月
2020年累計

（1月～8月）
台数 前年同月比 台数 前年比



＜2020年9月＞ （単位：台）

国内生産 61,460 +4.4% 6ヶ月振り前年超え 391,672 -13.3%
海外生産 ☆ 34,771 +32.5% 4ヶ月連続前年超え 232,811 -14.8%

世界生産合計 ☆ 96,231 +13.0% 3ヶ月連続前年超え 624,483 -13.8%
登録車 6,417 -43.9% 8ヶ月連続前年割れ 61,394 -28.8%
軽自動車 2,026 -47.3% 12ヶ月連続前年割れ 16,091 -24.9%

国内販売合計 8,443 -44.7% 8ヶ月連続前年割れ 77,485 -28.0%
輸出合計 53,335 +16.0% 2ヶ月連続前年超え 329,391 -8.8%

☆　9月単月として過去 高

●生産
・ 国 内 生 産
・ 海 外 生 産

●国内販売
・

●輸出
・

＜2020度 4～9月累計＞ （単位：台）

国内生産 220,876 -32.2% 2期振り前年割れ

海外生産 133,072 -22.7% 3期連続前年割れ

世界生産合計 353,948 -28.9% 2期振り前年割れ

登録車 30,402 -44.8% 2期振り前年割れ

軽自動車 9,875 -29.6% 2期振り前年割れ

国内販売合計 40,277 -41.7% 2期振り前年割れ

輸出合計 188,672 -29.0% 2期振り前年割れ

●生産
・ 国 内 生 産
・ 海 外 生 産

●国内販売
・

●輸出
・

台数 前年同月比 台数 前年比

2020年10月29日

2020年9月度および2020年度4～9月累計 生産・国内販売・輸出実績（速報）

2020年9月
2020年累計

（1月～9月）

SUBARU XV等が増加しました。
アウトバック等が増加しました。

モデル切り替えによりレヴォーグ等が減少しました。

SUBARU XV等が増加しました。

インプレッサ等が減少しました。

フォレスター等が減少しました。

フォレスター等が減少しました。

台数 前年同期比

フォレスター等が減少しました。

2020年度累計（2020年4月～2020年9月）

＜2020年9月＞＜2020年度 4～9月累計＞

注）国内生産は自工会報告ベース（完成車）

海外生産はラインオフベース
輸出は自工会報告ベース



（単位：台）

国内生産 61,277 +34.4% 2ヶ月連続前年超え 452,949 -8.9%
海外生産 31,261 -12.2% 5ヶ月振り前年割れ 264,072 -14.5%

世界生産合計 92,538 +14.0% 4ヶ月連続前年超え 717,021 -11.0%
登録車 5,869 +16.6% 9ヶ月振り前年超え 67,263 -26.3%
軽自動車 1,784 +12.9% 13ヶ月振り前年超え 17,875 -22.3%

国内販売合計 7,653 +15.7% 9ヶ月振り前年超え 85,138 -25.5%
輸出合計 53,227 +38.1% 3ヶ月連続前年超え 382,618 -4.3%
注） 国内生産は自工会報告ベース（完成車）

海外生産はラインオフベース

輸出は自工会報告ベース

●生産
・ 国 内 生 産
・ 海 外 生 産

●国内販売
・

●輸出
・

SUBARU XV等が増加しました。
インプレッサ等が減少しました。

SUBARU XV等が増加しました。

SUBARU XV等が増加しました。

2019年11月27日

2020年10月度　生産・国内販売・輸出実績（速報）

2020年10月
2020年累計

（1月～10月）
台数 前年同月比 台数 前年比



（単位：台）

国内生産 58,503 -8.2% 3ヶ月振り前年割れ 511,452 -8.8%
海外生産 22,661 -33.6% 2ヶ月連続前年割れ 286,733 -16.4%

世界生産合計 81,164 -17.1% 5ヶ月振り前年割れ 798,185 -11.7%
登録車 8,413 +9.3% 2ヶ月連続前年超え 75,676 -23.5%
軽自動車 1,603 -5.3% 2ヶ月振り前年割れ 19,478 -21.1%

国内販売合計 10,016 +6.7% 2ヶ月連続前年超え 95,154 -23.0%
輸出合計 45,412 -6.4% 4ヶ月振り前年割れ 428,030 -4.5%
注） 国内生産は自工会報告ベース（完成車）

海外生産はラインオフベース

輸出は自工会報告ベース

●生産
・ 国 内 生 産
・ 海 外 生 産

●国内販売
・

●輸出
・

フォレスター等が減少しました。
部品輸送の遅れにより生産調整を行った影響で減少しました。

レヴォーグ等が増加しました。

WRX等が減少しました。

2020年12月25日

2020年11月度　生産・国内販売・輸出実績（速報）

2020年11月
2020年累計

（1月～11月）
台数 前年同月比 台数 前年比



＜2020年12月度＞ （単位：台）

国内生産 58,964 +2.1% 2ヶ月振り前年超え 570,416 ▲7.8%
海外生産 ☆ 27,725 +8.2% 3ヶ月振り前年超え 314,458 ▲14.7%

世界生産合計 86,689 +4.0% 2ヶ月振り前年超え 884,874 ▲10.4%
登録車 9,097 +47.8% 3ヶ月連続前年超え 84,773 ▲19.3%
軽自動車 1,289 -13.5% 2ヶ月連続前年割れ 20,767 ▲20.7%

国内販売合計 10,386 +35.8% 3ヶ月連続前年超え 105,540 ▲19.6%
輸出合計 49,111 -14.3% 2ヶ月連続前年割れ 477,141 ▲5.6%

☆　12月単月として過去最高

●生産
・ 国 内 生産
・ 海 外 生産

●国内販売
・

●輸出
・

＜2020年1月～12月度＞ （単位：台）

国内生産 570,416 -7.8% 4年連続前年割れ

海外生産 314,458 -14.7% 2年振り前年割れ

世界生産合計 884,874 -10.4% 3年連続前年割れ

登録車 84,773 -19.3% 3年連続前年割れ

軽自動車 20,767 -20.7% 14年連続前年割れ

国内販売合計 105,540 -19.6% 3年連続前年割れ

輸出合計 477,141 -5.6% 4年連続前年割れ

●生産
・ 国 内 生 産
・ 海 外 生 産

●国内販売
・

●輸出
・

レヴォーグ等が増加しました。
アウトバック等が増加しました。

2020年累計

2021年1月28日

2020年12月度および2020年暦年 生産・国内販売・輸出実績（速報）

2020年12月
2020年累計
（1月～12月）

台数 前年同月比 台数 前年比

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて減少しました。

レヴォーグ等が増加しました。

フォレスター等が減少しました。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて減少しました。

（1月～12月）
台数 前年同期比

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて減少しました。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて減少しました。

＜2020年12月＞＜2020年暦年＞

注）国内生産は自工会報告ベース（完成車）
海外生産はラインオフベース
輸出は自工会報告ベース
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