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財務ハイライト

第138期 第139期 第140期 第141期 第142期

平成10年9月中間期 平成11年9月中間期 平成12年9月中間期 平成13年9月中間期 平成14年9月中間期

売上高（百万円） 44,029 43,045 41,887 37,490 38,289

経常利益（百万円） 1,723 1,567 1,316 △525 △495

中間純利益（百万円） 787 △652 900 74 △434

１株当たり中間純利益（円） 3.18 △2.63 3.64 0.30 △1.76

総資産（百万円） 133,511 128,271 133,911 138,168 130,024

株主資本（百万円） 55,869 52,755 54,683 56,742 54,287

株主資本比率（％） 41.8% 41.1% 40.8% 41.1% 41.8%



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中間期が終了いたしましたので、ここに中間事業報告書をお届けしご報

告申し上げます。

当中間期のわが国経済は、対米、対アジア輸出が米国経済の回復に支えられて持ち

直してきましたが、民間企業の設備投資や個人消費の回復力は依然として鈍く、更

に秋口には株価の下落や米国経済の減速懸念も加わり、厳しさを増しながら推移し

ました。

繊維業界は、対欧米テキスタイル輸出が伸び悩む一方で、国内衣料消費は相変わら

ず振るわず一段と厳しい状況となりました。

建材業界は、オフィスビル等の非居住用建築着工は都心の大型ビル以外は振るわ

ず、また住宅着工も低迷するなど大変厳しい環境が続きました。

グラスファイバー業界は、本年2月以降に輸出を中心に急回復が見られたIT関連向け需要が7月以降には急ブレー

キがかかり、また建築、住宅用途向けも回復が遅れており、供給過剰の中で競争が激化するなど引き続き厳しい状

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、厳しい環境を克服することができずに推移しました。

この結果、当中間期の業績は売上高38,289百万円、経常損失495百万円、特別利益では、投資有価証券売却益97百万

円を計上し、一方特別損失では固定資産処分損103百万円、適格退職年金制度移行損失311百万円など合計429百万円

を計上し、中間純損失は434百万円となりました。

（前中間期の業績、売上高37,490百万円、経常損失525百万円、中間純利益74百万円）

また、中間連結決算につきましては、売上高61,507百万円、経常損失586百万円、中間純損失1,005百万円となりました。

なお、中間配当につきましては諸般の事情を勘案して引き続き見送らせていただきましたので、ご了承賜ります

ようお願い申し上げます。

今後の経済見通しにつきましては、世界同時株安の中、米国景気の停滞懸念、さらには不良債権処理促進策の影

響やデフレ対策の効果など、先行きの不透明感が急激に増しつつあり大変厳しい局面を迎えるものと予想されます。

この様な環境下、当社は、かかる厳しい状況に対処するため、更なる拡販努力とコストダウンを進めてまいります

と共に、確固たる収益事業基盤を築くべく新たな経営計画の策定も視野に入れております。これら諸施策を着実に

実行することにより日東紡グループの一層の発展を遂げるべく全社一丸となって邁進する所存であります。

株主の皆様におかれましては、何とぞ今後と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。

1

株主の皆様へ

平成14年12月
代表取締役社長
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部門別概況

第140期 
中間期 

第141期 
中間期 

第142期 
中間期 

8,679 8,438

7,470

繊維部門

ストレッチ素材「C・S・Y®」は、主力分野である織物用途の販売が、昨秋来の欧米向け輸出の

落ち込みや高水準の製品輸入と国内需要の低迷により数量、価格が共に落ち込み大幅な減収

となりました。

一方衣料資材は、機能性対応を中心とした開発商品が順調に伸びましたが、国内販売ルー

トでは苦戦を強いられたためやや減収となりました。

この結果、当部門は売上高7,470百万円と前年同期比11.5％の減収となり、業績は悪化しま

した。

建材部門

不燃吸音天井板は、海外向けが拡販努力により数量を伸ばしましたが、国内向けが販売価

格の値戻しを実施したものの競合他社や海外の安価製品の影響を受けて販売数量が伸び悩み

減収となりました。

ロックウール断熱材は、設備、プラント、内装・産業資材、住宅、農業の全分野について好調

に推移し売値の改善もあって増収となりました。

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が低迷し全体では減収となりました。

FRP波平板は、畜産関係が競合品の安値攻勢により苦戦を強いられましたが、屋根リフォー

ム用「アップルーフ」や鋼管矢板カバーの需要が伸びたため増収となりました。

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

の外装建材も売上を伸ばしました。

この結果、当部門の売上高は9,208百万円と前年同期比18.6％の減少となりましたが、物流

費や原材料費などの大幅な削減により、業績は改善しました。

なお、昨年10月1日に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ほぼ前年同期並となります。

部門別売上高推移
（百万円）

第140期 
中間期 

第141期 
中間期 

第142期 
中間期 

11,349 11,313

9,208

部門別売上高推移
（百万円）
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第140期 
中間期 

第141期 
中間期 

第142期 
中間期 

18,728

14,269

18,254

部門別売上高推移
（百万円）

第140期 
中間期 

第141期 
中間期 

第142期 
中間期 

1,978 1,990
1,880

部門別売上高推移
（百万円）

第140期 
中間期 

第141期 
中間期 

第142期 
中間期 

1,152

1,477 1,476

部門別売上高推移
（百万円）

グラスファイバー部門

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、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ました。

住宅機器や自動車向けの強化プラスチック用グラスファイバーは、輸出を中心に出荷量を伸

ばして増収となりました。

また、産業資材用クロスは「ヴェールスクリーン」や「ライトシェード」などの開発商品が堅

調に推移しましたが、主力の住宅・建築向けが振るわず減収となりました。

この結果、当部門は売上高18,254百万円と不振であった前年同期に比べて27．9％の増収と

なりましたが、競争激化に伴う販売価格の大幅な落ち込みなどがあったため、増収効果が利

益に結びつかず業績は悪化しました。

バイオ・ケミカル、エンジニアリング部門

バイオメディカルは、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

拘わらず売上は微増に留まりましたが、海外向けの検査薬の売上が伸びたため増収となりま

した。

染料固着剤などの機能性高分子関係は、国内染色加工業界向けがやや減少しましたが、輸

出向けや紙処理剤向け等が拡販などにより売上を伸ばしたため増収となりました。

道路防音壁などのエンジニアリングは、公共工事圧縮の影響を受け減収となりました。

この結果、当部門は売上高1,880百万円と前年同期比5.6％の減収となりましたが、部門主力

であるバイオメディカルのコスト削減効果や機能性高分子関係の改善が寄与して業績は向上

しました。

不動産活用事業

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。

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、商業施設賃貸も「ザ・モー

ル郡山」が寄与しました。また、「鈴鹿サティ」は、テナントである株式会社マイカル総合開発

が会社更生法適用を申請して撤退の意向を示しておりましたが、8月末をもって閉店となり

ました。

この結果、当事業は売上高1,476百万円と前年同期比0.1％の減収となりましたが、業績は向

上しました。

なお、「鈴鹿サティ」については、後継事業テナント選定も含めて施設の活用策を目下鋭意

検討中であります。
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事業概要

繊維事業

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その技術的ノウハ

ウにより、生活者のニーズに密着した新素材について多

種多様な提案を行い、市場で大きな評価を得ています。

主要な製品としては、まずストレッチ素材C・S・Y®（コア

スパンヤーン）がありますが、時代が求めるデザインや機

能に対応するフレキシブルな商品構成は、様々な場面で好

評を博しています。

また、日東紡の差別化商品である接着芯地は、ファッショ

ン性と機能性に富んだハイクオリティーな商品として国

内外で高い評価を得ています。日東紡の接着芯地はシルエ

ットやスタイルを美しく演出するファッション性と消費者ニーズに応じた機能性を兼ね

備えた商品として婦人服用芯地国内NO.1のシェアを誇っています。

事業別売上構成比（当中間期）

繊維事業 
19.5% 

建材事業

日東紡の建材事業への進出は、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に始まります。ロックウールは、保

温・保冷・断熱・遮音・吸音など、数多くの優れた特徴をもち、建築

や設備用の断熱材として幅広く使われていますが、日東紡は、ロッ

クウールを素材とした不燃吸音天井板を中心に内装材分野へも多

くの商品を開発、提供してきました。

さらにニーズの多様化や個性化に対応して、OAシステムフロア

ーやタイルカーペット、環境にやさしい非塩ビ系タイルなどの製品

も次々に開発してまいりました。

一方、断熱用基材として不燃フェノール樹脂発泡断熱材、工場・温室・レジャー施設等の採

光用や畜産関係にはFRP波平板、そして外装建材分野ではアルミ屋根材や外断熱システムなど

幅広い分野で多くの商品を手がけています。

日東紡のこれら豊富な建材商品群は、地球環境と生活環境に配慮しつつ快適な空間作りを

実現しています。

事業別売上構成比（当中間期）

・紡績糸（C・S・Y®）
・テキスタイル
・接着芯地
・日東紡ふきん

主な取扱品目

建材事業 
24.0%

・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

主な取扱品目
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不動産活用事業

不動産活用事業は、社有地の不動産活用に積極的に取り組んでいます。

ビル賃貸事業として、インテリジェントオフィスビル「日東紡ビル」を東

京八重洲に、また商業用賃貸施設を郡山市などに所有し賃貸しています。

一方、スポーツ施設事業として、旧静岡工場内に「愛宕ゴルフガーデン」

を、また福島工場内に総合スポーツクラブ「ルネサンス福島」を各々所有

し運営しています。

バイオ・ケミカル、エンジニアリング事業

メディカル事業部は、生化学系、血液学系、免疫血清学系の3つのジャ

ンルにわたる臨床検査薬事業を展開しており、国内・海外の研究開発拠点

との連携により、現代医療に役立つ製品作りを目指しています。

また、スペシャルティケミカルス事業部は、特殊な重合技術を用いて、

新しいポリマー素材を開発。幅広い分野における用途開発を行っていま

す。主力用途である染料固着剤は、「ダンフィックス（DANFIX®）」の名で、

染料業界随一のシェアを保持しています。

さらに、エンジニアリング事業部は、土木分野向け騒音対策に主眼をおいた独自の防音材料

の開発・設計・販売や水処理施設、集塵設備、工場自動化設備など、永年に亘って培ってきた

ノウハウと技術を快適環境の創造に役立てるため環境エンジニアリングに注力しています。

事業別売上構成比（当中間期）

事業別売上構成比（当中間期）

グラスファイバー事業

日東紡は昭和13年独自の技術によるグラスファイ

バーの商業生産に成功し、グラスファイバー事業に

参入しました。日東紡は、グラスファイバーの糸の製

造から織物加工、複合材料の開発にいたるまでの一

貫体制を持つ世界的に数少ない会社であり、なおか

つその技術は世界最高水準との評価を得ています。

現代においては、グラスファイバーはその特性で

ある“引張り強度”“電気絶縁性”“耐熱性”により多くの新素材を生み出し、今後の新素材開

発においても重要な役割を担っています。

その活用範囲はスポーツ用品、住宅機器、自動車、新幹線の車輌、漁船といった産業分野か

らパソコン、携帯電話等のプリント配線基板の基本材料まで広がりを見せています。

現在では、他の材料とのハイブリッド化を進め、各種高機能性樹脂を糸にし、カーボンファイ

バーやグラスファイバーを交織してコンポジット素材を作るまでにいたっています。

事業別売上構成比（当中間期）

グラスファイバー事業 
47.7%

バイオ・ケミカル、 
エンジニアリング事業 
4.9%

・ 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

主な取扱品目

・メディカル：生化学系、血液学系、免疫血清学
系各種診断薬

・スペシャルティケミカルス：
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、
集塵施設、廃棄物処理設備

主な取扱品目

不動産活用事業 
3.9%

ビル賃貸事業、スポーツ施設事業

主な取扱品目
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トピックス

カラーストーリー

情報化社会の進展のなかで、プリンタはパソコンやデジタルカメラと共に家庭用情報機とし

て幅広く普及しつつあります。とりわけインクジェットプリンタは、現在では、国内プリンタ市

場の約80％を占めています。

このインクジェットプリンタの一般家庭用印刷用布製シートとして、当社は「カラーストーリ

ー」を開発いたしました。

カラーストーリーは糸目が細かく織り込まれた高品位の綿100％シートです。当社の機能性高

分子事業の染料固着技術により、従来の布製シートの課題でもあったインクのにじみを大幅

に軽減、鮮明な画像が印刷可能で、洗濯しても色落ちしにくく、耐光性にも優れています。ま

た、裏面加工がアイロン接着タイプと粘着シールタイプの2つのタイプがあり、アイロン接着タ

イプでは独自の接着芯地の技術を生かして一般家庭の洗濯に耐えうる粘着強度を実現いたし

ました。

カラーストーリーは現在大手家電量販店や、ホビーショップ等でお取扱いいただいており、

オリジナルのイラストや写真を生かしたゼッケンやワッペン、名札、手芸工作など一般家庭用印

刷メディアとして多様な場面でご利用いただいております。今後は業務用大型インクジェット

プリンタの普及に合わせ、サインディスプレイ業界やインテリア業界での活用が期待されてい

ます。

ファイヤロック　スーパーフォーム

「ファイヤロックスーパーフォーム」は、高性能フェノールフォームを使った高機能断熱建材の

当社新商品名です。フェノールフォームとは優れた耐熱性と汎用性を併せ持つ熱硬化性のフ

ェノール樹脂を発泡硬化させ断熱性を持たせたもので、「ファイヤロックスーパーフォーム」は、

フェノール樹脂に断熱の役目を果たす高性能ガスを完全に閉じ込める技術により断熱性能の

さらなる向上と長時間維持を実現しました。

一般的な断熱材であるグラスウールと比較して大幅に性能的に薄型化することができ、施工

作業の簡便化と居住スペースの効率化を図ることができます。フェノール樹脂の特性でもある

防火安全性が高く、燃焼時も煙や有害ガスの発生がほとんどありません。さらに環境面に配慮

して気泡ガスの発泡剤として、オゾン層の破壊が無く地球温暖化への影響も極めて少ない炭

化水素系ガスのクリーンガスを使用しています。外気に対する品質の長期安定性も確保して

おり、性能面と環境面で理想的な建材となっています。

近年の環境意識の高まりを受け、素材だけでなく断熱性も求められるようになってきてい

る一般住宅において、冷暖房効率の向上による省エネルギーに貢献できるため、木造戸建住宅

の外張り断熱工法の屋根、壁、床用の建材として、また屋上断熱、クリーンルーム等のパネル芯

材、RC外断熱材としても需要が期待されています。

高機能断熱性建材
「ファイヤロックスーパーフォーム」

インクジェットプリンタ用布製メディア
「カラーストーリー」



10月1日より、当社の上場証券取引所における所属業種が、「繊維」から「ガラス・土石製品」に変更となりました。これにより新

聞各紙の株価欄の掲載場所が「繊維」から「窯業」へ移行しております。なお、証券コード（3110）の変更はありません。

当社は大正7年の創業そして昭和24年の上場以来、繊維事業を中心に事業を拡大する一方で、早い段階より非繊維事業への展開を

図り、建材事業およびグラスファイバー事業を加えた3事業を柱とする収益体制を確立してまいりました。特に近年は、国内外の経

済動向とともに急激に変化する事業環境に対応する収益構造への転換を図るため、繊維事業をストレッチ素材と接着芯地に特化し、

グラスファイバー事業への集中投資を始めとする諸対策を講じてまいりました。

その結果当社における売上高の構成比も徐々に変化し、分類上「ガラス・土石製品」に共に属するグラスファイバー製品とロック

ウール製品の売上高合計額が、現在所属する「繊維」の売上高に対し最近3年間いずれも2倍を超える状況になりました。これに基づ

き全国の証券取引所で構成している証券コード協議会において所属業種の変更が決定されました。

今後も繊維・建材・グラスファイバーの3事業を中心とした事業基盤の強化を図るとともに、今回の所属業種変更を契機にモノ作

りの原点に立ち返り、信頼されるメーカーとして社会貢献していくよう努力を続けてまいる所存です。

株主の皆様へのお知らせが十分行きとどかず、ご不便をおかけいたしました。ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

7

ライトシェード

より快適な空間を追求する現代の建築設計に欠かせなくなった、光のデザイン。「ライトシ

ェード」はその照明設計にフレキシブルに対応する照明用カバーとして、大きな注目を集めて

います。

素材に日東紡ガラスクロス基布と特殊フッ素樹脂を採用し、不燃性、寸法安定性、透光性、

光拡散性などに優れ、空間を柔らかな光でソフトな雰囲気に演出します。従来のアクリル板と

比較しても不燃材であり黄変がなく、多彩な開閉方式と数種類のクロスの選択が可能なので、

施工場所に適した空間演出が実現できます。現在、美術館・博物館の展示室やエントランス、

高級ブランドショップの店内照明、エレベーター天井など様々な空間に採用され、高い評価を得

ています。

環境への取組みをインターネットで紹介

証券取引所における所属業種変更のお知らせ

ライトシェード立体施工例

日東紡の環境への取組み

当社は、地球規模での環境への配慮が求められるなか、1993年の「日東紡環境保全委員会」の発足を契機

に、幅広い視点に立ちながら環境保全・環境管理の推進に取組んでおります。

このたび、「環境への取組み」、「日東紡環境憲章」、「環境配慮型商品」など、当社の環境保全活動を紹介

するホームページを開設しましたのでお知らせいたします。

http://www.nittobo.co.jp/enviro/index.htm




