




























平成１４年鉄鋼・非鉄金属・金属製品統計年報 正誤表

平成15年６月30日
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。

２１１ページ

(正)
３. 粗鋼 Crude steel

(1) 受払 Receipts and shipments
（単位：ｔ、 Unit: t）

(誤)
３. 粗鋼 Crude steel

(1) 受払 Receipts and shipments
（単位：ｔ、 Unit: t）

(正)
４. 鋼半製品 （受払） Semi-finished steel (Receipts and shipments) （単位：ｔ、 Unit: t）

(誤)
４. 鋼半製品 （受払） Semi-finished steel (Receipts and shipments) （単位：ｔ、 Unit: t）

品目
Ｃommodity

生産
Ｐroduction

受入
Ｒeceipts

消費
Ｃ

onsumption

出荷 Ｓhipments 年末在庫 Ｉnventory

販売
Ｓales

その他
Ｏthers

計
Ｔotal

内生産者分
By-

producers

合計
Ｇrand total

計 Ｔotal 107,745,000 649,637 108,126,742 169,053 116,453 73,133 67,232

普通鋼 Ordinary steel 87,347,344 103,938 87,369,589 85,412 16,529 12,011 10,519

特殊鋼 Special steel 20,397,656 545,699 20,757,153 83,641 99,924 61,122 56,713

鋼塊
Steel ingots

計 Ｔotal 107,376,356 633,052 107,757,406 152,388 116,453 72,171 66,270

普通鋼 Ordinary steel 87,156,371 93,963 87,181,161 72,726 16,529 11,470 9,978

特殊鋼 Special steel 20,219,985 539,089 20,576,245 79,662 99,924 60,701 56,292

鋳鋼鋳込
Liquid steel for

castings

計 Ｔotal 368,644 16,585 369,336 16,665 - 962 962

普通鋼 Ordinary steel 190,973 9,975 188,428 12,686 - 541 541

合計
Ｇrand total

421 421特殊鋼 Special steel 177,671 6,610 180,908 3,979 -

56,713

87,438,947 85,412 16,529

20,757,153 83,641

180,908特殊鋼 Special steel

108,196,100 169,053 116,453

99,924

107,826,764 152,388 116,453

計
Ｔotal

内生産者分
By-producers

特殊鋼 Special steel 20,397,656 571,111

品目
Ｃommodity

生産
Ｐroduction

受入
Ｒeceipts

消費 Ｃonsumption

87,250,519

10,352,449 99,920,186 5,217,399 203,764

出荷 Ｓhipments 在庫 Ｉnventory

圧延用
Ｆor rolling

*再圧延用
For re-rolling

鍛鋼品用
Ｆor forging

販売
Ｓales

3,168,299

普通鋼 Ordinary steel 85,940,715 7,697,576 82,803,453 2,030,606 121,755 5,091,868

計 Ｔotal 103,869,526

1,131,624

5,396,693 2,113,661 2,036,675

特殊鋼 Special steel 17,928,811 2,654,873 17,116,733 3,186,793 82,009

21,200

16,585

2,611,238 1,162,965855,645

8,007,931 3,276,626

188,428

5,947,513

その他
Ｏthers

9,978

564,501 20,576,245 79,662 99,924 60,701 56,292

161,776 72,726 16,529

3,979 - 421 421

369,336 16,665 - 962 962

12,686

年末在庫 Ｉnventory

販売
Ｓales

その他
Ｏthers

計
Ｔotal

- 541 541

81,901

61,122

内生産者分
By-

producers

普通鋼 Ordinary steel 87,347,344 171,751 21,741 10,519

品目
Ｃommodity

生産
Ｐroduction

受入
Ｒeceipts

消費
Ｃ

onsumption

出荷 Ｓhipments

66,270

普通鋼 Ordinary steel 87,156,371

特殊鋼 Special steel 20,219,985

計 Ｔotal 107,745,000 742,862 82,863 67,232

177,671

鋼塊
Steel ingots

計 Ｔotal 107,376,356 726,277

6,610

9,975

在庫 Ｉnventory

圧延用
Ｆor rolling

*再圧延用
For re-rolling

鍛鋼品用
Ｆor forging

販売
Ｓales

鋳鋼鋳込
Liquid steel for

castings

計 Ｔotal 368,644

普通鋼 Ordinary steel 190,973

5,947,513

品目
Ｃommodity

生産
Ｐroduction

受入
Ｒeceipts

消費 Ｃonsumption 出荷 Ｓhipments

5,091,868

その他
Ｏthers

計
Ｔotal

内生産者分
By-producers

計 Ｔotal 103,869,526 14,023,812 99,920,186 5,217,399 203,764

855,645

8,007,931 3,276,626 3,168,299

普通鋼 Ordinary steel 85,940,715 11,040,873 82,803,453 2,030,606 121,755

特殊鋼 Special steel 17,928,811 2,982,939 17,116,733 3,186,793 82,009 2,611,238 1,162,965 1,131,624

5,396,693 2,113,661 2,036,675
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