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2019年の日本鉄鋼業
（３〜10頁）
▷世界経済、軒並み成長率鈍化
▷日本経済、新型コロナで急減速
▷世界の粗鋼生産、過去最高を更新
▷粗鋼生産ランキング、中国・宝武がミッタルに肉薄
▷能力過剰問題、多国間協議を継続
▷鋼材内需、受注は4年ぶり減少
▷鉄鋼輸出は6年連続の減少
▷国内粗鋼生産、10年ぶり1億t割れ
▷鉄鋼メーカー、業績はまだら模様
▷鉄鋼メーカーの設備投資、2年ぶり増加
▷高炉メーカー、2021年度から65歳定年制へ
▷2020年度賞与、減額は8割強
▷ゼロカーボン・スチール、先導研究がスタート
▷2020年の粗鋼生産、新型コロナで大幅減
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