
（単位：台）

国内生産 38,025 -25.4% 2ヶ月振り前年割れ 648,083 ▲3.0%
海外生産 25,578 -34.1% 2ヶ月振り前年割れ ○ 342,844 +27.1%

世界生産合計 63,603 -29.2% 2ヶ月振り前年割れ ○ 990,927 +5.7%
登録車 9,685 +14.5% 4ヶ月連続前年超え ○ #REF! #REF!
軽自動車 1,472 -19.2% 3ヶ月連続前年割れ #REF! #REF!

国内販売合計 11,157 +8.6% 4ヶ月連続前年超え #REF! #REF!
輸出合計 35,026 -5.3% 3ヶ月連続前年割れ 501,983 ▲5.9%
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
・

半導体使用部品の需給ひっ迫により生産調整を行った影響で減少しました。
半導体使用部品の需給ひっ迫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。

半導体使用部品の需給ひっ迫により生産調整を行った影響で減少しました。

2021年2月25日

2021年1月度　生産・国内販売・輸出実績（速報）

2021年1月
2017年累計

（1月～11月）
台数 前年同月比 台数 前年比



（単位：台）

国内生産 38,137 -34.2% 2ヶ月連続前年割れ 76,162 -30.1%
海外生産 24,234 -27.3% 2ヶ月連続前年割れ 49,812 -31.0%

世界生産合計 62,371 -31.7% 2ヶ月連続前年割れ 125,974 -30.4%
登録車 8,374 -11.0% 5ヶ月振り前年割れ 18,059 +1.1%
軽自動車 2,264 +17.1% 4ヶ月振り前年超え 3,736 -0.5%

国内販売合計 10,638 -6.2% 5ヶ月振り前年割れ 21,795 +0.8%
輸出合計 28,478 -47.0% 4ヶ月連続前年割れ 63,504 -30.0%
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
・

部品供給課題により生産調整を行った影響で減少しました。
部品供給課題により生産調整を行った影響で減少しました。

部品供給課題により生産調整を行った影響で減少しました。

部品供給課題により生産調整を行った影響で減少しました。

2021年3月30日

2021年2月度　生産・国内販売・輸出実績（速報）

2021年2月
2021年累計

（1月～2月）
台数 前年同月比 台数 前年比



＜2021年3月＞ （単位：台）

国内生産 48,954 -20.9% 3ヶ月連続前年割れ 125,116 -26.7%
海外生産 20,628 -25.2% 3ヶ月連続前年割れ 70,440 -29.4%

世界生産合計 69,582 -22.2% 3ヶ月連続前年割れ 195,556 -27.7%
登録車 13,110 -0.1% 2ヶ月連続前年割れ 31,169 +0.6%
軽自動車 2,603 +5.7% 2ヶ月連続前年超え 6,339 +2.0%

国内販売合計 15,713 +0.8% 2ヶ月振り前年超え 37,508 +0.8%
輸出合計 38,918 -22.2% 5ヶ月連続前年割れ 102,422 -27.2%

●生産
・ 国 内 生 産
・ 海 外 生 産

●国内販売
・

●輸出
・

＜2020年度＞ （単位：台）

国内生産 524,736 -20.9% 2期振り前年割れ

海外生産 285,159 -22.4% 2期連続前年割れ

世界生産合計 809,895 -21.4% 2期振り前年割れ

登録車 84,950 -19.1% 3期連続前年割れ

軽自動車 20,890 -16.5% 7期連続前年割れ

国内販売合計 105,840 -18.6% 3期連続前年割れ

輸出合計 438,844 -20.3% 2期振り前年割れ

半導体使用部品の需給ひっ迫により生産調整を行った影響で減少しました。
半導体使用部品の需給ひっ迫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。

半導体使用部品の需給ひっ迫により生産調整を行った影響で減少しました。

2020年度累計（2020年4月～2021年3月）
台数 前年同期比

●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および
　半導体使用部品の需給ひっ迫により、操業停止・生産調整を行った影響で減少しました。

台数 前年同月比 台数 前年比

2021年4月28日

2021年3月度および2020年度累計 生産・国内販売・輸出実績（速報）

2021年3月
2021年累計

（1月～3月）

＜2021年3月＞＜2020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 28,977 +94.3% 4ヶ月振り前年超え 154,093 -17.0%
海外生産 14,353 --- 4ヶ月振り前年超え 84,793 -15.0%

世界生産合計 43,330 +190.6% 4ヶ月振り前年超え 238,886 -16.3%
登録車 5,402 +50.6% 3ヶ月振り前年超え 36,571 +5.8%
軽自動車 1,610 -1.8% 3ヶ月振り前年割れ 7,949 +1.2%

国内販売合計 7,012 +34.2% 2ヶ月連続前年超え 44,520 +4.9%
輸出合計 27,810 +24.8% 6ヶ月振り前年超え 130,232 -20.1%
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

●国内生産、海外生産

●国内販売
・

●輸出
・ 半導体使用部品の需給ひっ迫等により生産調整を行った影響があったものの、昨年の新型コロナウイル

ス感染拡大の影響による操業停止の反動増が大きく、増加しました。

レヴォーグ等が増加しました。

2021年5月28日

2021年4月度　生産・国内販売・輸出実績（速報）

2021年4月
2021年累計

（1月～4月）
台数 前年同月比 台数 前年比

半導体使用部品の需給ひっ迫等により生産調整を行った影響があったものの、昨年の新型コロナウイル
ス感染拡大の影響による操業停止の反動増が大きく、増加しました。



（単位：台）

国内生産 37,671 +238.9% 2ヶ月連続前年超え 191,764 -2.6%
海外生産 28,535 +476.8% 2ヶ月連続前年超え 113,328 +8.3%

世界生産合計 66,206 +312.2% 2ヶ月連続前年超え 305,092 +1.2%
登録車 4,797 +181.5% 2ヶ月連続前年超え 41,368 +14.0%
軽自動車 1,572 +55.8% 2ヶ月振り前年超え 9,521 +7.4%

国内販売合計 6,369 +134.8% 3ヶ月連続前年超え 50,889 +12.7%
輸出合計 26,614 +636.4% 2ヶ月連続前年超え 156,846 -5.9%
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

●

2021年6月29日

2021年5月度　生産・国内販売・輸出実績（速報）

2021年5月
2021年累計

（1月～5月）
台数 前年同月比 台数 前年比

世界生産、国内販売、輸出ともに、半導体使用部品の需給ひっ迫等により生産調整を行った影
響があったものの、昨年の新型コロナウイルス感染拡大の影響による操業停止・生産調整の反
動増が大きく、増加しました。



＜2021年6月度＞ （単位：台）

国内生産 50,560 +69.2% 3ヶ月連続前年超え 242,324 +6.9%
海外生産 23,733 -24.3% 3ヶ月振り前年割れ 137,061 +0.8%

世界生産合計 74,293 +21.3% 3ヶ月連続前年超え 379,385 +4.6%
登録車 5,459 -15.8% 3ヶ月振り前年割れ 46,827 +9.5%
軽自動車 1,681 +9.4% 2ヶ月連続前年超え 11,202 +7.7%

国内販売合計 7,140 -11.0% 4ヶ月振り前年割れ 58,029 +9.1%
輸出合計 41,817 +118.0% 3ヶ月連続前年超え 198,663 +6.9%

●生産
・ 国 内 生 産

・ 海 外 生 産

●国内販売
・

●輸出
・

＜2021年1月～6月度＞

国内生産 242,324 +6.9% 5期振り前年超え

海外生産 137,061 +0.8% 2期振り前年超え

世界生産合計 379,385 +4.6% 4期振り前年超え

登録車 46,827 +9.5% 4期振り前年超え

軽自動車 11,202 +7.7% 4期振り前年超え

国内販売合計 58,029 +9.1% 4期振り前年超え

輸出合計 198,663 +6.9% 5期振り前年超え

●

台数 前年同月比 台数 前年比

2021年7月29日

2021年6月度および1～6月累計 生産・国内販売・輸出実績（速報）

2021年6月
2020年累計
（1月～6月）

2021年累計
（1月～6月）

台数 前年同期比

生産、国内販売、輸出ともに、半導体使用部品の需給ひっ迫等により生産調整を行った影響が
あったものの、昨年の新型コロナウイルス感染拡大の影響による操業停止・生産調整の反動で
増加しました。

レガシィ アウトバック等が減少しました。

半導体使用部品の需給ひっ迫等により生産調整を行った影響があったものの、昨年の新型コロナウイル
ス感染拡大の影響による操業停止・生産調整の反動で増加しました。

半導体使用部品の需給ひっ迫等により生産調整を行った影響があったものの、昨年の新
型コロナウイルス感染拡大の影響による操業停止・生産調整の反動で増加しました。

半導体使用部品の需給ひっ迫および部品輸送の遅れ等により生産調整を行った影響で減
少しました。

＜2021年6月＞＜2021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 47,514 -22.7% 4ヶ月振り前年割れ 289,838 +0.6%
海外生産 22,234 -8.0% 2ヶ月連続前年割れ 159,295 -0.6%

世界生産合計 69,748 -18.5% 4ヶ月振り前年割れ 449,133 +0.2%
登録車 6,297 -15.5% 2ヶ月連続前年割れ 53,124 +5.8%
軽自動車 1,713 -13.8% 3ヶ月振り前年割れ 12,915 +4.3%

国内販売合計 8,010 -15.2% 2ヶ月連続前年割れ 66,039 +5.5%
輸出合計 44,483 -7.3% 4ヶ月振り前年割れ 243,146 +4.0%
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

●

2021年8月30日

2021年7月度　生産・国内販売・輸出実績（速報）

2021年7月
2021年累計

（1月～7月）
台数 前年同月比 台数 前年比

生産、国内販売、輸出ともに、半導体使用部品の需給ひっ迫により生産調整を行った影響で減少しまし
た。



（単位：台）

国内生産 37,527 -10.8% 2ヶ月連続前年割れ 327,365 -0.9%
海外生産 20,023 -47.1% 3ヶ月連続前年割れ 179,318 -9.5%

世界生産合計 57,550 -28.0% 2ヶ月連続前年割れ 506,683 -4.1%
登録車 5,646 +18.7% 3ヶ月振り前年超え 58,770 +6.9%
軽自動車 1,290 -23.1% 2ヶ月連続前年割れ 14,205 +1.0%

国内販売合計 6,936 +7.8% 3ヶ月振り前年超え 72,975 +5.7%
輸出合計 29,435 -30.3% 2ヶ月連続前年割れ 272,581 -1.3%
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

●国内生産、海外生産

●国内販売

●輸出
半導体使用部品の需給ひっ迫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。

2021年9月29日

2021年8月度　生産・国内販売・輸出実績（速報）

2021年8月
2021年累計

（1月～8月）
台数 前年同月比 台数 前年比

半導体使用部品の需給ひっ迫により生産調整を行った影響で減少しました。



＜2021年9月＞ （単位：台）

国内生産 15,509 -74.8% 3ヶ月連続前年割れ 342,874 -12.5%
海外生産 15,155 -56.4% 4ヶ月連続前年割れ 194,473 -16.5%

世界生産合計 30,664 -68.1% 3ヶ月連続前年割れ 537,347 -14.0%
登録車 4,651 -27.5% 2ヶ月振り前年割れ 63,421 +3.3%
軽自動車 1,238 -38.9% 3ヶ月連続前年割れ 15,443 -4.0%

国内販売合計 5,889 -30.2% 2ヶ月振り前年割れ 78,864 +1.8%
輸出合計 18,131 -66.0% 3ヶ月連続前年割れ 290,712 -11.7%

●

● 海外生産

＜2021年度 4～9月累計＞ （単位：台）

国内生産 217,758 -1.4% 2期連続前年割れ

海外生産 124,033 -6.8% 4期連続前年割れ

世界生産合計 341,791 -3.4% 2期連続前年割れ

登録車 32,252 +6.1% 2期振り前年超え

軽自動車 9,104 -7.8% 2期連続前年割れ

国内販売合計 41,356 +2.7% 2期振り前年超え

輸出合計 188,290 -0.2% 2期連続前年割れ

●

● 海外生産

● 国内販売

台数 前年同月比 台数 前年比

2021年10月28日

2021年9月度および2021年度4～9月累計 生産・国内販売・輸出実績（速報）

2021年9月
2021年累計

（1月～9月）

国内生産、輸出ともに、半導体使用部品の需給ひっ迫、および、東南アジアでの新型コロナウイル
ス感染症の感染拡大により9月に取引先からの部品供給が滞ったことにより、操業停止・生産調整
を行った影響で減少しました。

半導体使用部品の需給ひっ迫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。

国内生産、国内販売、輸出ともに、東南アジアでの新型コロナウイルス感染症の感染拡大により取
引先からの部品供給が滞ったこと、および、半導体使用部品の需給ひっ迫により、操業停止・生産
調整を行った影響で減少しました。

半導体使用部品の需給ひっ迫により生産調整を行った影響で減少しました。

2021年度累計（2021年4月～2021年9月）
台数 前年同期比

＜2021年9月＞＜2021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 36,572 -40.3% 4ヶ月連続前年割れ 379,446 -16.2%
海外生産 25,254 -19.2% 5ヶ月連続前年割れ 219,727 -16.8%

世界生産合計 61,826 -33.2% 4ヶ月連続前年割れ 599,173 -16.4%
登録車 5,707 -2.8% 2ヶ月連続前年割れ 69,128 +2.8%
軽自動車 822 -53.9% 4ヶ月連続前年割れ 16,265 -9.0%

国内販売合計 6,529 -14.7% 2ヶ月連続前年割れ 85,393 +0.3%
輸出合計 29,625 -44.3% 4ヶ月連続前年割れ 320,337 -16.3%
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

●

●

2021年11月29日

2021年10月度　生産・国内販売・輸出実績（速報）

2021年10月
2021年累計

（1月～10月）
台数 前年同月比 台数 前年比

国内生産、国内販売、輸出ともに、東南アジアでの新型コロナウイルス感染症の感染拡大によ
り取引先からの部品供給が滞ったこと、および、半導体使用部品の需給ひっ迫により、生産調
整を行った影響で減少しました。

海外生産は、半導体使用部品の需給ひっ迫により生産調整を行った影響で減少しました。



（単位：台）

国内生産 51,901 -11.3% 5ヶ月連続前年割れ 431,347 -15.7%
海外生産 25,791 +13.8% 6ヶ月振り前年超え 245,518 -14.4%

世界生産合計 77,692 -4.3% 5ヶ月連続前年割れ 676,865 -15.2%
登録車 7,473 -11.2% 3ヶ月連続前年割れ 76,601 +1.2%
軽自動車 1,086 -32.3% 5ヶ月連続前年割れ 17,351 -10.9%

国内販売合計 8,559 -14.5% 3ヶ月連続前年割れ 93,952 -1.3%
輸出合計 38,809 -14.5% 5ヶ月連続前年割れ 359,146 -16.1%
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

●

●

2021年12月24日

2021年11月度　生産・国内販売・輸出実績（速報）

2021年11月
2021年累計

（1月～11月）

海外生産は、半導体使用部品の需給ひっ迫等により生産調整を行った影響があったものの、昨年の部品
輸送の遅れによる生産調整の反動で増加しました。

台数 前年同月比 台数 前年比

国内生産、国内販売、輸出ともに、半導体使用部品の需給ひっ迫、および、東南アジアでの新型コロナ
ウイルス感染症の感染拡大により取引先からの部品供給が滞ったことにより、生産調整を行った影響で
減少しました。



＜2021年12月度＞ （単位：台）

国内生産 43,794 -25.7% 6ヶ月連続前年割れ 475,141 ▲16.7%
海外生産 24,128 -13.0% 2ヶ月振り前年割れ 269,646 ▲14.3%

世界生産合計 67,922 -21.6% 6ヶ月連続前年割れ 744,787 ▲15.8%
登録車 6,513 -28.4% 4ヶ月連続前年割れ 83,114 ▲2.0%
軽自動車 847 -34.3% 6ヶ月連続前年割れ 18,198 ▲12.4%

国内販売合計 7,360 -29.1% 4ヶ月連続前年割れ 101,312 ▲4.0%
輸出合計 35,447 -27.8% 6ヶ月連続前年割れ 394,593 ▲17.3%

●

＜2021年1月～12月度＞ （単位：台）

国内生産 475,141 -16.7% 5年連続前年割れ

海外生産 269,646 -14.3% 2年連続前年割れ

世界生産合計 744,787 -15.8% 4年連続前年割れ

登録車 83,114 -2.0% 4年連続前年割れ

軽自動車 18,198 -12.4% 15年連続前年割れ

国内販売合計 101,312 -4.0% 4年連続前年割れ

輸出合計 394,593 -17.3% 5年連続前年割れ

●

● 海外生産

2021年累計
（1月～12月）

2022年1月28日

2021年12月度および2021年暦年 生産・国内販売・輸出実績（速報）

2021年12月
2021年累計
（1月～12月）

台数 前年同月比 台数 前年比

生産、国内販売、輸出ともに、半導体使用部品の需給ひっ迫により生産調整を行った影響で減
少しました。

国内生産、国内販売、輸出ともに、半導体使用部品の需給ひっ迫、および、東南アジアでの新
型コロナウイルス感染症の感染拡大等により、取引先からの部品供給が滞ったことにより、操
業停止・生産調整を行った影響で減少しました。

台数 前年同期比

半導体使用部品の需給ひっ迫により生産調整を行った影響で減少しました。

＜2021年12月＞＜2021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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