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2018年の日本鉄鋼業
（３〜10頁）
▷世界経済、米中貿易摩擦の影響拡大
▷日本経済、緩やかに成長
▷世界の粗鋼生産、過去最高を更新
▷粗鋼生産ランキング、新日鉄住金（現・日本製鉄）は3位
▷能力過剰問題、多国間協議で解決策模索
▷鋼材内需、受注は3年連続で増加
▷鉄鋼輸出は5年連続の減少
▷国内粗鋼生産、2年連続で減少
▷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、65歳へ定年延長
▷2019年度の一時金
▷日本鉄鋼連盟、長期温暖化対策を策定
▷2019年の粗鋼生産、2年ぶり減少へ
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