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第138期 第139期 第140期 第141期 第142期

平成11年3月期 平成12年3月期 平成13年3月期 平成14年3月期 平成15年3月期

売上高（百万円） 90,788 88,370 90,521 76,691 78,177

経常利益（百万円） 2,973 2,931 2,992 △2,087 432

当期純利益（百万円） 866 1,118 1,463 15 1,285

１株当たり当期純利益（円） 3.49 4.51 5.91 0.06 5.19

総資産（百万円） 131,423 127,497 138,095 135,157 130,408

株主資本（百万円） 55,948 54,525 55,246 55,601 55,996

株主資本比率（％） 42.6% 42.8% 40.0% 41.1% 42.9%



株主の皆様には、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

当社第142期（平成14年4月1日から平成15年3月31日まで）の事業報告書をお届

けするにあたり、ご挨拶を兼ねて当社の事業概況をご報告申し上げます。

○経営の基本方針

当社グループは、常に社会に信頼される製造を中核に据えた企業グループ

として存続し、かつ価値を高めていくことを目指しております。その実現のため、

グローバルな競争に勝ち残る事業基盤の強化を図るとともに、株主・顧客・従

業員・社会等全てのステークホルダーからの信頼を得るために、公正・透明か

つ環境に配慮した企業行動の徹底に努めております。

○新中期経営計画について

事業力を強化し、グループ全体の収益構造の改革を図るため、平成15年度を初年度とする3ヵ年の中

期経営計画を新たに策定しました。この計画は、事業力再生計画として、1）トータルコストダウンと付加

価値の創出、2）既存事業の事業力強化、3）ドメイン経営の更なる強化、4）技術力・開発力の一層の強化、

5）新規事業の創出、6）資産・負債マネジメントの徹底による経営効率の推進の6つをその方針としています。

○コーポレート・ガバナンスについて

平成15年6月27日の定時株主総会後、グループ会社を含めたドメイン経営の強化に向け、業務執行の迅

速化を図るため、新たに執行役員制度を導入いたしました。これにより、8名で構成する取締役会は、主

として経営の意思決定と業務執行を監督する機関と位置づけ、監査役の監査機能と合せてガバナンス体

制の充実・強化を図っていく所存です。また、内部管理体制の整備として、「日東紡行動要領」や「危機管理

要綱」を制定するとともに、コンプライアンス（法令遵守）意識の向上に努めております。

○配当政策および当期の配当金について

当社は株主の皆様に対する配当政策を経営の最重要事項の１つに位置づけ、収益動向、企業体質強化の

ための内部留保の充実などを総合的に勘案し、継続的・安定的に配当することを基本方針としております。

当期の利益配当金は、諸般の事情を勘案して前期と同様１株につき３円とさせていただきました。

第143期におきましても、厳しい状況に的確迅速に対応するため、当社は事業力の一層の強化とグル

ープ全体の収益構造改革の達成に向けて全力で取り組んでいく所存であります。

株主の皆様には、今後も一層のご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
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株主の皆様へ

平成15年6月
代表取締役社長



●事業部門別売上高構成比の推移
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当期のわが国経済は、前半では米国経済の回復に支えられて対米、対アジア輸
出が持ち直すなど緩やかながらも上昇の兆しを見せましたが、年央以降は不良債
権処理問題やデフレ圧力の強まりなどを受けて、民間設備投資や個人消費の力強
さは依然として見られず、さらに3月に勃発したイラク戦争や期末に向けての株価
の下落など先行きへの不透明感が増大しながら推移しました。

繊維業界は、国内需要が低迷する中、製品輸入が高水準で推移したため、国内
生産は川上から川下までの減産を余儀なくされて縮小し、また販売出荷も輸出に若
干の伸びは見られたものの生産同様に減少するなど大変厳しい状況が続きました。
建材業界は、非居住用建築着工はサービス業用途や都心の大型再開発ビル以
外は振るわず、また新設住宅着工や公共工事もともに低迷し、さらに大手ゼネコン
や中小建設業者などの信用不安も依然として継続するなど大変厳しい環境となり
ました。
グラスファイバー業界は、前半は急回復が見られたIT関連向け需要が後半には
再び調整局面に入り、また建築、住宅用途向けも伸び悩み引き続き厳しい状況と
なりました。

このような環境下、当社は更なる事業基盤強化に向けて策定した中期経営計画
の最終年にあたり、グループ全体の収益構造改革を柱とする諸施策を実施してま
いりましたが、予想を上回る厳しい環境を克服することが出来ずに推移しました。
この結果、当期の業績は売上高78,177百万円、経常利益432百万円、当期純利
益は1,285百万円（前期の業績、売上高76,691百万円、経常損失2,087百万円、当期
純利益15百万円）となりました。
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業績概況

第138期 第139期 第140期 第141期 第142期 

繊維事業部門 

建材事業部門 

グラスファイバー事業部門 

バイオ・ケミカル、エンジニアリング事業部門 

不動産活用事業部門 

事業部門別売上高の推移
（百万円）

20,001 19,130 18,968 17,238 16,406

28,370 25,644 24,065 21,249 18,451

34,841 35,500 40,031 30,938 36,392

5,571 5,766 4,933 4,443 3,984

2,002 2,327 2,522 2,821 2,941
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事業部門別概況

各事業部門の主な取り扱い品目

繊維事業部門

今期の概況 ストレッチ素材「C・S・Y®」は定番商品化が進む
一方で製品輸入が増加したため、前半では主力である織物用
途の販売が振るわず、また後半では対米テキスタイル輸出の回
復や合繊系新商品の上市もありましたが国内需要の低迷が続
いて売上は減少しました。

一方、衣料資材は、アパレル生産の海外シフトが中国を主体に引き続き進んだため
国内需要が減少し、採算商品への絞り込みや機能性対応を中心とした新商品の拡販に
努めましたが売上は減少しました。
この結果、当部門は売上高16,406百万円と前期比4.8％の減収となり、衣料資材のコ
スト削減効果もありましたが業績は悪化しました。

繊維事業部門

・紡績糸（C・S・Y®）・テキスタイル・接着芯地
・日東紡ふきん

建材事業部門

・ロックウール不燃吸音天井板・各種床材
・断熱、吸音、耐火材・FRP波平板・アルミ屋根材
・外断熱システム

グラスファイバー事業部門

・FRP、FRTP用グラスファイバー
・高強度グラス（先端複合素材）・グラスクロス
・グラスヤーン

バイオ・ケミカル、エンジニアリング事業部門

・メディカル
生化学系、血液学系、免疫血清学系、各種診断薬

・スペシャリティケミカルス
染料固着剤、製紙加工助剤、金属表面処理剤
インクジェット用紙加工剤

・エンジニアリング
音響・防音設備、水処理施設

不動産活用事業

・ビル賃貸事業、スポーツ施設事業

第140期 第141期 第142期 

18,968
17,238

16,406

売上高
（百万円）

日東紡の創業時からの基幹事業である繊維事業は、紡績糸から縫製まで一貫した商品開発と技術的ノウ
ハウによりデザイン性や機能性を高めた高付加価値な新素材を提案し続けています。現在はストレッチ素
材「C・S・Y®（コアスパンヤーン）」と衣料資材であるアパレル向け接着芯地を主力製品に据え、市場のニ
ーズに応えた製品作りを展開しています。



4

建材事業部門

今期の概況 ロックウール断熱材は、内装・産業資材、住宅など概ね全分野が好調に推移しましたが、
売上は耐火被覆工事からの撤収もあって横這いとなりました。不燃吸音天井板は、国内向け販売価格
の値戻しを実施したものの販売数量が減少し、海外向けが数量を伸ばしましたが減収となりました。
床材は、ドラッグストア向けの標準品タイルやコンビニ向けの非塩ビ系タイル「オレフ」が売上を伸
ばしましたが、OA二重床システムの販売低迷が響き全体で

は減収となりました。FRP波平板は、屋根リフォーム用「アップルーフ」や鋼管矢板
カバーなどの需要が伸びましたが、畜産関係などが苦戦を強いられたため減収とな
りました。
また、今後成長が期待される外断熱システムや新規商品のアルミ屋根材「アルアピア」
などの外装建材は売上を伸ばしました。
この結果、当部門の売上高は18,451百万円と前期比13.2％の減収となりましたが、物
流費や製造コストの削減などにより、業績は大幅な改善となりました。
なお、デコラニット株式会社に移管したメラミン化粧板事業の売上相当分を除きます
と売上高は前期比4.0％の減収となります。

第140期 第141期 第142期 

24,065

21,249

18,451

売上高
（百万円）

グラスファイバー事業部門

今期の概況 プリント配線基板用のグラスファイバーヤーンと
クロスの出荷量は、昨年２月頃からIT関連需要の回復により国
内外ともに大幅に伸びましたが、７月以降は急激に出荷量が落
ち込み本格的な回復には至りませんでした。
住宅機器や自動車向けの強化プラスティック用グラスファイバ

ーは、国内拡販及び輸出努力により出荷量を伸ばして増収となりました。また、産業資
材用クロスは、住宅・建築向けの主力商品「カラークロス」と開発商品「ヴェールスクリ
ーン」「ライトシェード」が都心の大型再開発ビル建設ラッシュの特需で好調に推移しま
したが売上は横這いとなりました。
この結果、当部門は売上高36,392百万円と前期比17.6％の増収となり、業績も改善しました。

第140期 第141期 第142期 

40,031

30,938

36,392

売上高
（百万円）

日東紡が昭和13年に日本で初めて工業化に成功したロックウールは保温・断熱・吸音などの数多くの特性を
持ち、建築や設備用建材として幅広く使用されています。ロックウールを素材とした不燃吸音天井板、また床
材として非塩ビ系タイルやタイルカーペット、OAシステムフロアなども開発しています。生活環境の多様化
と環境に配慮した日東紡の建材商品群は内装から外装まで快適な空間作りを実現しています。

独自の技術で昭和13年に商業生産に成功した日東紡のグラスファイバー事業は、主軸事業として日東紡の
多角化戦略を担っています。極細ガラス糸（フィラメント）の生産技術など他社とは比較にならない技術を持
ち、糸の製造から織物加工、複合材料の開発まで一貫体制を持つ世界的にも数少ない企業として、その独
自の技術力は先端技術分野で期待されています。
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事業部門別概況

バイオ・ケミカル、エンジニアリング事業部門

今期の概況 体外診断用医薬品のメディカル事業は、国内向けの検査薬が医療費抑制策や競争激
化などにより拡販努力にも拘わらず減少しましたが、海外向
けの検査薬の売上が伸びて増収となりました。
機能性高分子のスペシャリティケミカルス事業は、染料固

着剤は海外向けが伸びたものの国内向けが染色加工業界の更なる縮小により減少し
ましたが、紙処理剤用途などの開発商品が売上を伸ばし増収となりました。
道路防音壁などのエンジニアリング事業は、公共工事圧縮の影響を受け減収とな
りました。
この結果、当部門はエンジニアリングの大幅落ち込みにより売上高3,984百万円と
前期比10.3％の減収となりましたが、メディカルやスペシャリティケミカルスのコ
スト削減が寄与して業績は向上しました。

第140期 第141期 第142期 

4,933
4,443

3,984

売上高
（百万円）

不動産活用事業

今期の概況 スポーツ施設事業は、個人消費の低迷が続く中
で、各種の顧客対策により堅調に推移しました。またビル賃貸
事業は、オフィスビル賃貸でほぼテナント満室を維持し、商業
用施設賃貸も「ザ・モール郡山」が順調に推移しました。
この結果、当事業は売上高2,941百万円と前期に対して微増
となりました。

なお、昨年８月末をもって閉店した「鈴鹿サティ」に賃貸していた商業用施設は、後継
事業テナントの選定も含めて施設の活用策を検討中であります。

第140期 第141期 第142期 

2,522
2,821 2,941

売上高
（百万円）

メディカル事業は生化学系、血液学系、免疫血清学系の臨床検査薬事業を展開し、現代医療に役立つ製
品作りを目指しています。スペシャリティケミカルス事業は特殊な重合技術による新しいポリマー素材を開
発しています。なかでも、染料固着剤「ダンフィックス」は業界随一のシェアを保持しています。エンジニアリ
ング事業は長年培ったノウハウと技術を生かして土木分野向け騒音対策を主とした、環境エンジニアリン
グに注力しています。

不動産活用事業では社有地の有効活用としてオフィスビル「日東紡ビル」（東京八重洲）と商業用施設（郡山
市など）の賃貸事業を展開しています。また、ゴルフ練習場「愛宕ゴルフガーデン」（静岡市）、総合スポー
ツクラブ「ルネサンス福島」（福島市）のスポーツ施設運営も行っております。
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トピックス

日東紡の新しいふきん

「日東紡の新しいふきん」は、昭和35（1960）年、それまでになかった画期的な機能
を持つふきんとして、暮らしの手帖社との共同開発で誕生しました。優れた吸水性、
しなやかで丈夫な生地、71cm×42cmの大判サイズなど、数々の特徴を持ち、商品寿
命の短い家庭用品市場においてパッケージデザインも当時のままに、発売以来累計約
1億5千万枚をご愛用いただいている数少ないロングセラー商品です。最近では、蛍
光染料、抗菌剤の不使用、毛羽立ちの少なさなどから食品業界でもご活用いただき、
食品製造機械の清掃用途、お手拭きなど、異物混入対策としてタオル代わりに使用さ
れることが多くなっています。要望が強かったサイズ展開にもお応えし、姉妹品として
30cm×42cmのサイズの「プチクロス」も発売。お子様の家事のお手伝いにちょうど良
いと好評です。
「日東紡の新しいふきん」は一般消費者市場に販売している数少ない商品でもあり、
長年日東紡ブランドの製品として広告塔の役割も担ってきました。これからも引き続き
ご愛用いただくため、お客様のニーズに応えつつ品質にこだわった製品の提供をし
てまいります。

日東紡の新しいふきん

プロテインチップによるデータ解析システム

千葉大学との共同研究で、新しい飲酒マーカーの測定試薬を開発

千葉大学大学院医学研究院分子病態解析学の野村文夫教授の研究グループはア
ルコールによる臓器障害などの生体反応を反映する複数の新規蛋白・ペプチドマーカ
ーを見出し、これについての特許を千葉大と日東紡（メディカル事業部）の共同研究グ
ループとして出願しました。
肝疾患の要因となるもののうちアルコール摂取は、肝炎ウィルスと並ぶ代表的なもの
とされています。患者の正確なアルコール摂取量を知ることは治療における重要な指
標となりますが、常習者ほどその量を正確に申告しないという問題があり、従来多数
の臨床検査が提唱されてきたものの、決定的な方法がないというのが現状でした。
この新規マーカーはノーベル化学賞に輝いた田中耕一氏の発明に端を発する
「MALDITOF-MS（マトリックス支援レーザ脱離イオン化飛行時間型質量分析）」の原
理を応用したプロテインチップシステムを用いたもので、γ-GTPなど従来のマーカー
では捉えられなかった臓器の変化も検出できることが確かめられています。
日東紡は共同研究グループの一員として見出したペプチドマーカーの測定を日常医
療・人間ドックなどへ普及させるため、その測定試薬の開発について役割を担ってお
り、2005年を目途にこれを完成、販売を開始する予定です。
日東紡では今後も産学協同プロジェクトを積極的に推進し、新しい試薬の開発に
結びつけてまいります。
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日東紡の環境ビジネス

環境保全への関心が高まるなか、日東紡の建材事業部門では環境対策関連ビジネ
スに関する数々の取り組みを拡充しています。
○環境改善事業
平成14年10月に事業部内に環境改善事業チームを設置し、100％出資会社（株）日東
販売所で実績のある「アスベスト除去工事」、「ダイオキシン類除去工事」において営業
を共同で推進しています。
建築物の防火、断熱材として使用されてきたアスベスト（石綿）や、低温燃焼時に発
生する環境汚染物質として問題視されているダイオキシンを建築物（焼却施設等）から
安全かつ完全に処理できる除去工事を早期に事業化。特に昭和63年から取り組んで
いるアスベスト除去工事は豊富な施工実績と品質の両面で高い評価をいただいてお
ります。ダイオキシン除去工事にもこれらのノウハウを活用し、この分野の先駆的な存
在となっております。環境汚染物質に対する規制強化で需要が見込まれる老朽化ビ
ルや焼却炉の解体など、これらの対象建築物への受注拡大に向け、日東紡グループと
して今後積極的に取り組んでいきます。
○ロックウール製品のリサイクル
日東紡は断熱材、吸音材となるロックウール製品のリサイクルを今後拡充していきま
す。平成8年度に環境省より「広域再生利用指定産業廃棄物処理者指定」を取得し、
「廃材回収から製品化」までのリサイクルシステムを構築しました。特に千葉工場にお
けるシステムは、溶融処理を行う完全マテリアルリサイクルシステムとして高い評価を
得ており、現在約70社と契約を締結し、リサイクル事業を展開しています。また千葉工
場は産業廃棄物処分業（中間処理）の許可を取得しており、自社ロックウール製品に
限らない幅広い廃材リサイクルを行っています。
○環境調和型建材商品
平成15年7月1日施行予定の改正建築基準法では、当事業部門の主力製品であるロ
ックウール断熱・吸音材もシックハウスの原因とされるホルムアルデヒド放散規制対象
物質の一つとなっています。これに伴い改正JISではロックウール関連製品にもホルム
アルデヒド発散量の規格が追加されました。日東紡では今後ロックウール吸音・断熱
材製品全てについて、建築基準法規制対象外として、最も規制の厳しい建築内装仕
上げにおいても無制限に使用できるF☆☆☆☆等級に適合するものにしてまいります。
日東紡はこれらの環境関連規制の強化にいち早く対応していくことで、ハウジングメ
ーカーやゼネコン、施主・デベロッパー等に対し、日東紡ブランドが「環境に真にやさ
しい」製品であることを訴求できる好機と捉え、今後更なる販売シェアの拡大、新規
分野の開拓へと邁進してまいります。




