
（付表2 / Appendix table 2）

Ⅰ．対外直接投資（地域別・業種別）
1. Direct Investment Abroad (by Region and Industry)

全世界 アジア 北米 中南米 大洋州 西欧 東欧 中東 アフリカ (参考 reference)

・ロシア等 ASEAN EU
World Asia North America Central and Oceania Western Europe Eastern Europe, Middle East Africa ASEAN EU

South America Russia, etc.
製造業 （計）
Manufacturing (total)
食料品
Food
繊維
Textile
木材･パルプ
Lumber and pulp
化学･医薬
Chemicals and pharmaceuticals
石油
Petroleum
ゴム･皮革
Rubber and leather
ガラス･土石
Glass and ceramics
鉄･非鉄･金属
Iron, non-ferrous, and metals
一般機械器具
General machinery
電気機械器具
Electric machinery
輸送機械器具
Transportation equipment
精密機械器具
Precision machinery
非製造業 （計）
Non-manufacturing (total)
農･林業
Farming and forestry
漁･水産業
Fishery and marine products
鉱業
Mining
建設業
Construction
運輸業
Transportation
通信業
Communications
卸売･小売業
Wholesale and retail
金融･保険業
Finance and insurance
不動産業
Real estate
サ-ビス業
Services
合計
Total

(備考） ① 報告件数が３件に満たない項目は、個別データ保護の観点から「Ⅹ」と表示している。
② 該当データが存在しない項目は、ピリオド（「.」）で表示している。
③ 「製造業（計）」、「非製造業（計）」は、各内訳項目、Ｘに、それぞれ「その他製造業」、「その他非製造業」を加えた合計であり、表上の各業種の合計と
必ずしも一致しない。

④ 各業種別レベルでは、各地域は個別国の合計、「全世界」は個別国、Ｘの合計であるため、「全世界」と表上の各地域の合計とは必ずしも一致しない。
(notes) ① Data items with less than 3 reports are indicated as “Ⅹ” for confidentiality issues.

② Items without any report are indicated as ".".
③ "Manufacturing (total)" and "Non-manufacturing (total)" are not necessarily equal to the sum of the figures on the table. They include each 

component industry, the undisclosed item (marked "X"), and "Other manufacturing"/"Other non-manufacturing" respectively.
④ At the each industrial level, "World," which is the sum of the undisclosed item (marked "X") and each region's data, is not necessarily equal to 

the sum of the regional component.

（単位　：　億円）

(\100  million)

平成１7年第1四半期中 対外・対内 直接投資
Outward / Inward Direct Investment, 1st quarter 2005

対外・対内 直接投資（地域別かつ業種別、四半期計）
Outward / Inward Direct Investment, breakdown by Region and Industry (quarterly totals)



Ⅱ．対内直接投資（地域別・業種別）
2. Direct Investment in Japan (by Region and Industry)

全世界 アジア 北米 中南米 大洋州 西欧 東欧 中東 アフリカ (参考 reference)

・ロシア等 ASEAN EU
World Asia North America Central and Oceania Western Europe Eastern Europe, Middle East Africa ASEAN EU

South America Russia, etc.
製造業 （計）
Manufacturing (total)
食料品
Food
繊維
Textile
木材･パルプ
Lumber and pulp
化学･医薬
Chemicals and pharmaceuticals
石油
Petroleum
ゴム･皮革
Rubber and leather
ガラス･土石
Glass and ceramics
鉄･非鉄･金属
Iron, non-ferrous, and metals
一般機械器具
General machinery
電気機械器具
Electric machinery
輸送機械器具
Transportation equipment
精密機械器具
Precision machinery
非製造業 （計）
Non-manufacturing (total)
農･林業
Farming and forestry
漁･水産業
Fishery and marine products
鉱業
Mining
建設業
Construction
運輸業
Transportation
通信業
Communications
卸売･小売業
Wholesale and retail
金融･保険業
Finance and insurance
不動産業
Real estate
サ-ビス業
Services
合計
Total

(備考） ① 報告件数が３件に満たない項目は、個別データ保護の観点から「Ⅹ」と表示している。
② 該当データが存在しない項目は、ピリオド（「.」）で表示している。
③ 「製造業（計）」、「非製造業（計）」は、各内訳項目、Ｘに、それぞれ「その他製造業」、「その他非製造業」を加えた合計であり、表上の各業種の合計と
必ずしも一致しない。

④ 各業種別レベルでは、各地域は個別国の合計、「全世界」は個別国、Ｘの合計であるため、「全世界」と表上の各地域の合計とは必ずしも一致しない。
(notes) ① Data items with less than 3 reports are indicated as “Ⅹ” for confidentiality issues.

② Items without any report are indicated as ".".
③ "Manufacturing (total)" and "Non-manufacturing (total)" are not necessarily equal to the sum of the figures on the table. They include each 

component industry, the undisclosed item (marked "X"), and "Other manufacturing"/"Other non-manufacturing" respectively.
④ At the each industrial level, "World," which is the sum of the undisclosed item (marked "X") and each region's data, is not necessarily equal to 

the sum of the regional component.

（単位　：　億円）

(\100  million)

平成１7年第1四半期中 対外・対内 直接投資
Outward / Inward Direct Investment, 1st quarter 2005



Ⅲ．対外直接投資 （国別・業種別）
3. Direct Investment Abroad (by Country and Industry)

中国 香港 台湾 韓国 シンガポール タイ インドネシア マレイシア フィリピン インド

P.R.China Hong Kong Taiwan R.Korea Singapore Thailand Indonesia Malaysia Philippines India

製造業 （計）
Manufacturing (total)
食料品
Food
繊維
Textile
木材･パルプ
Lumber and pulp
化学･医薬
Chemicals and pharmaceuticals
石油
Petroleum
ゴム･皮革
Rubber and leather
ガラス･土石
Glass and ceramics
鉄･非鉄･金属
Iron, non-ferrous, and metals
一般機械器具
General machinery
電気機械器具
Electric machinery
輸送機械器具
Transportation equipment
精密機械器具
Precision machinery
非製造業 （計）
Non-manufacturing (total)
農･林業
Farming and forestry
漁･水産業
Fishery and marine products
鉱業
Mining
建設業
Construction
運輸業
Transportation
通信業
Communications
卸売･小売業
Wholesale and retail
金融･保険業
Finance and insurance
不動産業
Real estate
サ-ビス業
Services
合計
Total

(備考） ① 報告件数が３件に満たない項目は、個別データ保護の観点から「Ⅹ」と表示している。
② 該当データが存在しない項目は、ピリオド（「.」）で表示している。
③ 「製造業（計）」、「非製造業（計）」は、各内訳項目、Ｘに、それぞれ「その他製造業」、「その他非製造業」を加えた合計であり、表上の各業種
の合計と必ずしも一致しない。

(notes) ① Data items with less than 3 reports are indicated as “Ⅹ” for confidentiality issues.
② Items without any report are indicated as ".".
③ "Manufacturing (total)" and "Non-manufacturing (total)" are not necessarily equal to the sum of the figures on the table. They include each 

component industry, the undisclosed item (marked "X"), and "Other manufacturing"/"Other non-manufacturing" respectively.

平成１7年第1四半期中 対外・対内 直接投資
Outward / Inward Direct Investment, 1st quarter 2005

（単位　：　億円）

(\100  million)



Ⅳ．対内直接投資 （国別・業種別）
4. Direct Investment in Japan (by Country and Industry)

中国 香港 台湾 韓国 シンガポール タイ インドネシア マレイシア フィリピン インド

P.R.China Hong Kong Taiwan R.Korea Singapore Thailand Indonesia Malaysia Philippines India

製造業 （計）
Manufacturing (total)
食料品
Food
繊維
Textile
木材･パルプ
Lumber and pulp
化学･医薬
Chemicals and pharmaceuticals
石油
Petroleum
ゴム･皮革
Rubber and leather
ガラス･土石
Glass and ceramics
鉄･非鉄･金属
Iron, non-ferrous, and metals
一般機械器具
General machinery
電気機械器具
Electric machinery
輸送機械器具
Transportation equipment
精密機械器具
Precision machinery
非製造業 （計）
Non-manufacturing (total)
農･林業
Farming and forestry
漁･水産業
Fishery and marine products
鉱業
Mining
建設業
Construction
運輸業
Transportation
通信業
Communications
卸売･小売業
Wholesale and retail
金融･保険業
Finance and insurance
不動産業
Real estate
サ-ビス業
Services
合計
Total

(備考） ① 報告件数が３件に満たない項目は、個別データ保護の観点から「Ⅹ」と表示している。
② 該当データが存在しない項目は、ピリオド（「.」）で表示している。
③ 「製造業（計）」、「非製造業（計）」は、各内訳項目、Ｘに、それぞれ「その他製造業」、「その他非製造業」を加えた合計であり、表上の各業種
の合計と必ずしも一致しない。

(notes) ① Data items with less than 3 reports are indicated as “Ⅹ” for confidentiality issues.
② Items without any report are indicated as ".".
③ "Manufacturing (total)" and "Non-manufacturing (total)" are not necessarily equal to the sum of the figures on the table. They include each 

component industry, the undisclosed item (marked "X"), and "Other manufacturing"/"Other non-manufacturing" respectively.

平成１7年第1四半期中 対外・対内 直接投資
Outward / Inward Direct Investment, 1st quarter 2005

（単位　：　億円）

(\100  million)




