




























平成１７年鉄鋼・非鉄金属・金属製品統計年報 正誤表

訂正値の掲載日：平成19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。

８８ページ上段

１. 製品 Products
(1２) 特殊鋼冷間仕上鋼材及び鋳鉄管 (平成17年(2005))

Special cold-finished steel, and cast iron pipes and tubes （単位：t、Unit： t）

年 月

Year and Month

正 誤
平成13年 (2001) 2,238,249 2,267,713 34,028 15,664 2,157,008 64,658 161,289

14 (2002) 2,365,240 2,389,544 30,389 15,010 2,344,927 57,150 139,282

15 (2003) * 2,652,504 36,206 37,182 2,581,564 73,075 137,872

16 (2004) 2,839,117 2,846,041 52,950 35,486 2,764,214 86,785 141,938

17 (2005) 2,829,535 2,837,625 63,962 40,108 2,749,197 88,469 167,521

平成15年度 (FY03) 2,711,813 2,712,526 35,428 35,205 2,623,155 78,806 132,121

16 (FY04) 2,870,168 2,879,208 63,424 36,948 2,808,624 88,733 130,132

平成17年1～3月(Q1) 735,678 738,507 17,788 9,331 732,390 23,185 130,132

4～6 (Q2) 705,997 707,635 15,315 8,969 679,540 21,149 142,276

7～9 (Q3) 683,179 684,508 14,180 10,944 662,785 20,738 154,037

10～12 (Q4) 704,681 706,975 16,679 10,864 674,482 23,397 167,521

平成17年 1 月(Jan) 251,462 252,275 5,771 2,842 239,560 7,702 148,809

2 (Feb) 231,472 232,537 5,794 3,306 233,750 7,414 141,652

3 (Mar) 252,744 253,695 6,223 3,183 259,080 8,069 130,132

4 (Apr) 229,936 230,779 5,790 3,256 225,280 7,323 130,108

5 (May) 243,480 243,827 4,060 2,637 228,778 6,327 140,445

6 (Jun) 232,581 233,029 5,465 3,076 225,482 7,499 142,276

7 (Jul) 233,595 234,339 5,277 3,493 224,162 7,234 146,795

8 (Aug) 223,923 224,182 3,835 4,005 214,599 6,791 150,067

9 (Sep) 225,661 225,987 5,068 3,446 224,024 6,713 154,037

10 (Oct) 242,236 242,542 5,522 4,438 232,536 8,248 157,043

11 (Nov) 228,283 229,291 5,566 2,748 224,367 6,842 157,091

12 (Dec) 234,162 235,142 5,591 3,678 217,579 8,307 167,521

合計（１）～（３）
Ｔｏｔａｌ（１）～（３）
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