
























平成１１年鉄鋼統計年報 正誤表

下記の数値に誤りがありましたので、お詫びし訂正いたします。

なお、下表中の正欄の「*」は訂正前(年報に記載)の数値と同じであることを示します。

８６ページ下段

３. 原材料 Raw materials
（9） その他の鉱石類 Others

③ニッケル鉱石 Nickel ores

年 月

Year and Month

平成7年 (1995) 2,896,435 270,728

8 (1996) 2,854,835 346,133

9 (1997) 3,189,329 465,191

10 (1998) 3,177,909 407,762

11 (1999) 3,016,286 353,843

平成9年度 (FY97) 3,333,728 356,610

10 (FY98) 3,017,633 373,516

平成11年1～3月(Q1) 691,659 373,516

4～6 (Q2) 814,344 320,251

7～9 (Q3) 674,889 379,245

10～12 (Q4) 835,394 353,843

平成11年1月 (Jan) 269,585 362,129

2 (Feb) 191,668 327,172

3 (Mar) 230,406 373,516

4 (Apr) 267,180 350,844

5 (May) 287,583 284,464

6 (Jun) 259,581 320,251

7 (Jul) 239,462 324,348 訂正値

8 (Aug) 237,062 526,357 → 288,015

9 (Sep) 198,365 379,245

10 (Oct) 279,880 330,667

11 (Nov) 269,561 317,828

12 (Dec) 285,953 353,843

在 庫

Inventory

フェロアロイ用
消費

Consumption
for ferro-

alloys






































































































































































































































































	平成12年 -2000- 鉄鋼統計年報
	序
	目次
	利用上の注意
	（特別掲載）調査票の改正について
	正誤表
	概況 
	1.一般概況
	2.鉄鋼業の動向
	3.業種別動向
	4.鋼材の受注動向
	5.輸出入の動向

	1.指数 
	(1) 生産指数（付加価値額ウェイト） 
	(2) 生産者出荷指数 
	(3) 生産者製品在庫指数 

	2.製品
	(1) 銑鉄（生産・消費・販売・在庫）
	(2) フェロアロイ（生産・受入・消費・販売・在庫）
	①生産業者分受払
	②製鋼業者分受払

	(3) 粗鋼
	①生産
	②消費
	③在庫

	(4) 鋼半製品
	(5) 鍛鋼品（打放）
	(6) 鋳鋼品（鋳放）
	(7) 普通鋼熱間圧延鋼材（生産・販売・在庫）
	(8) 普通鋼冷間仕上鋼材（生産・販売・在庫）
	(9) めっき鋼材、冷間ロール成型形鋼（生産・販売・在庫）
	(10) 特殊鋼熱間圧延鋼材
	①形状別（生産・販売・在庫）
	②鋼種別（生産・在庫）

	(11) 鋼管
	①総表（生産・販売・在庫）
	②用途別生産内訳
	③鋼種別生産内訳
	④製法別生産内訳

	(12) 特殊鋼冷間仕上鋼材（生産・販売・在庫）
	(13) 鉄鋼加工製品及び鋳鉄管（生産・販売・在庫）
	(14) 最終鋼材
	①普通鋼・特殊鋼の合計（生産）
	②普通鋼（生産）
	③特殊鋼（形状別）（生産・販売・在庫）
	④特殊鋼（鋼種別・生産）


	3.原材料 
	(1) 鉄くず
	①銑くず
	②鋼くず

	(2) 鉄鉱石
	(3) 鉄マンガン鉱石
	(4) 砂鉄
	(5) その他の鉄源
	(6) 焼結鉱（合計）
	①焼結鉱（輸入）
	②焼結鉱（国内）

	(7) ペレット（団鉱を含む）（合計）
	①ペレット（団鉱を含む）（輸入）
	②ペレット（団鉱を含む）（国内）

	(8) マンガン鉱石
	(9) その他の鉱石類
	①けい石
	②クロム鉱石
	③ニッケル鉱石
	④ほたる石
	⑤蛇紋岩
	⑥石灰石
	⑦生石灰
	⑧ドロマイト
	⑨焼成ドロマイト
	⑩電極


	4.石油等消費統計（購入・消費・在庫）
	(1) 灯油
	(2) 軽油
	(3) 重油
	(4) 液化石油ガス
	(5) 石油コークス
	(6) 石炭コークス
	(7) コークス炉ガス
	(8) 高炉ガス
	(9) 転炉ガス
	(10) 酸素
	(11) 電力

	5.原単位表（製品トン当たり消費量）
	(1) 焼結用
	(2) 製銑用
	(3) 製鋼用

	6.需給統計
	(1) 普通鋼鋼材品目別出荷
	(2) 普通鋼鋼材部門別出荷
	(3) 普通鋼鋼材部門別、品目別出荷（平成12年）
	(4) 普通鋼鋼材部門別、品目別出荷（平成11年度）
	(5) 普通鋼鋼材在庫

	7.設備
	8.従業者
	(1) 従業者数
	(2) 業態別従業者数（平成12年12月末）

	9.月報別統計年表
	(1) 生産統計
	①銑鉄
	②フェロアロイ
	③粗鋼
	④鋼半製品（受払）
	⑤鍛鋼品及び鋳鋼品（受払）
	⑥普通鋼熱間圧延鋼材
	⑦普通鋼冷間仕上鋼材、めっき鋼材、冷間ロール成型形鋼（磨棒鋼・線類を除く）
	⑧特殊鋼圧延鋼材
	⑨鋼管
	⑩磨棒鋼及び線類（受払）
	⑪鉄鋼加工製品及び鋳鉄管
	⑫鍛鋼品及び鋳鋼品

	(2) 原材料統計
	①受払
	②鉄鋼部門消費内訳

	(3) 石油等消費統計
	①燃料受払
	②-1　電力受払
	②-2　蒸気受払
	③部門別消費内訳




 
 
    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     範囲: 全てのページ
     トリム: 同サイズ 8.268 x 11.693 インチ / 210.0 x 297.0 mm
     シフト: 無し
     ノーマライズ(オプション): オリジナル
      

        
     32
            
       D:20090629100945
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     1
     0
     No
     239
     163
    
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         2
         AllDoc
         3
              

       CurrentAVDoc
          

     Uniform
     8.5039
     Bottom
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     QI+ 2.9a
     QI+ 2
     1
      

        
     305
     310
     309
     310
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





