














平成４年鉄鋼統計年報正誤表(追加分)

頁、 項 目 誤 正

28頁 1 製品 銑鉄 需要 製鋼用消費 平成４年 71,422,661 71,425,078
28頁 1 製品 銑鉄 需要 在庫増減(消費者分) 平成２年 64,696 64,734
28頁 1 製品 銑鉄 需要 在庫増減(消費者分) 平成３年 25,168 ▲ 6,096
28頁 1 製品 銑鉄 需要 その他(資料上の誤差を含む) 平成２年 2,007,817 2,007,779
28頁 1 製品 銑鉄 需要 その他(資料上の誤差を含む) 平成３年 1,841,537 1,872,801
28頁 1 製品 銑鉄 需要 その他(資料上の誤差を含む) 平成４年 1,753,979 1,751,562
28頁 1 製品 普通鋼鋼材 需要 需要部門別出荷 小計 平成４年 33,671,175 64,948,551
28頁 1 製品 普通鋼鋼材 需要 その他(資料上の誤差を含む) 平成４年 36,666,821 5,389,450
29頁 2 原燃料 鉄鉱石 供給 計 平成４年 113,874,078 113,874,050
29頁 2 原燃料 鉄鉱石 供給 生産 平成４年 39,791 39,763
29頁 2 原燃料 鉄鉱石 鉄鋼部門消費 計 平成４年 97,815,050 98,106,011
29頁 2 原燃料 鉄鉱石 鉄鋼部門消費 製銑用(焼結用を含む) 平成４年 96,714,269 96,790,096
29頁 2 原燃料 鉄鉱石 鉄鋼部門消費 その他 平成４年 1,100,781 1,315,915
29頁 2 原燃料 鉄くず 供給 計 平成４年 10,358,702 10,363,702
29頁 2 原燃料 鉄くず 供給 輸入 平成４年 323,113 328,113

下記項目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、本正誤表は平成５年鉄鋼統計年報公表時に訂正したものです。
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