
第 143 期
中間事業報告書
平成15年4月1日から平成15年9月30日まで
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第139期 第140期 第141期 第142期 第143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 平成15年9月中間期

売上高（百万円） 43,045 41,887 37,490 38,289 36,817

経常利益（百万円） 1,567 1,316 △525 △495 14

中間純利益（百万円） △652 900 74 △434 2,984

１株当たり中間純利益（円） △2.63 3.64 0.30 △1.76 12.06

総資産（百万円） 128,271 133,911 138,168 130,024 127,277

株主資本（百万円） 52,755 54,683 56,742 54,287 59,862

株主資本比率（％） 41.1% 40.8% 41.1% 41.7% 47.0%



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143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、民間設備投資の持ち直しや株価水準の回

復など一部に明るさは見られましたが、イラク戦争やSARSの影響による

輸出不振、長期化するデフレ傾向、個人消費の低迷など、依然として厳し

い状況の中で推移しました。

繊維業界は、国内需要が冷夏の影響などもあって引き続き低迷する一

方で、製品輸入は高水準で推移したため国内生産は縮小し、販売出荷も

減少するなど大変厳しい状況が続きました。

建材業界は、新設住宅着工が優遇税制や省エネ基準の浸透などが寄与して好転しましたが、非居住用建築

着工は前年同期に比べて大型再開発や公共投資が大きく減少したため低迷し、業界全体として大変厳しい環

境が続きました。

グラスファイバー業界は、IT関連向け需要に回復が見られたものの中国の生産能力急増などによる競争激化、

また公共投資減少などによる建築、住宅用途向けの伸び悩みなどにより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平成15年度から17年度の3カ年におよぶ新

中期経営計画の初年度にあたり、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。

この結果、当中間期の業績は売上高368億17百万円、経常利益14百万円、特別利益では、株式会社マイカル

総合開発との訴訟和解金56億54百万円など合計56億76百万円を計上し、一方特別損失では棚卸資産整理損3

億53百万円、固定資産処分損64百万円など合計5億28百万円を計上し、中間純利益は29億84百万円となりまし

た。（前中間期の業績、売上高382億89百万円、経常損失4億95百万円、中間純損失4億34百万円）

また、中間連結決算につきましては、売上高609億15百万円、経常利益3億38百万円、中間純利益30億89百万

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、イラク戦争後の米国景気や株式市場の動向、さらにはデフレ対策の効果

や円高の進行など懸念材料が多く先行きは不透明のまま推移すると予想されますが、当社はかかる厳しい状況

に的確迅速に対応するために、新中期経営計画を着実に実行し、さらなる事業力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宜しくお願い申し上げます。
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株主の皆様へ

平成15年12月
代表取締役社長
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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®の原糸素材は、C・S・Y®

の汎用品化の進展と高水準の製品輸入により需給が失調し、販
売価格が低下するなど苦戦を強いられましたが、ニットおよび織
物の合繊系新商品の健闘などもあり売上は横ばいとなりました。
一方、接着芯地の衣料資材は、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、高付加価値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、当部門の売上高は73億36百万円と前年同期比1.8％の減収となりましたが、
原糸素材と衣料資材の新商品の拡販効果などもあって業績は改善しました。

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

メディカル、スペシャリティケミカルス、エンジニアリング事業

・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141期 
中間期 

第142期 
中間期 

第143期 
中間期 

8,438

7,470 7,336

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。
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建材事業部門

今期の概況 ロックウール断熱材は、住宅分野は優遇税制と省エネ基準の浸透により堅調に推移し
ましたが、プラント用途などその他の分野は総じて振るわず、売上は減少しました。
不燃吸音天井板は、国内の大型再開発や公共投資が大きく減少した中で前年同期並の販売数量を
維持しましたが、台湾・韓国向けの輸出が苦戦してやや減収となりました。
床材は、標準品タイルや非塩ビ系タイルが振るわず、またOA

二重床システムの販売低迷も響き減収となりました。
FRP波平板は、屋根リフォーム用や鋼管矢板カバー、畜産関係などが競争激化により
苦戦を強いられましたが、平板の拡販努力により売上は横ばいとなりました。
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などの外装建
材の売上も伸び悩みました。
この結果、当部門の売上高は88億3百万円と前年同期比4.4％の減収となり、物流費や
製造コストの削減に努めましたが、業績は若干の改善に留まりました。

第141期 
中間期 

第142期 
中間期 

第143期 
中間期 

11,313

9,208 8,803

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、IT関連向け需要の回復はありましたが、国内外の
競争激化により高付加価値品を除き伸び悩みました。
また住宅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、住宅機器向けが国内拡販及び輸出努力により出荷量を伸ば

しましたが、自動車向けが競争激化などにより減少しました。
また、産業資材用クロスは、主力の住宅・建築向けが大型再開発や公共投資の減少に
より低調でしたが、自動車制震材や膜材などが好調に推移し売上は横ばいとなりました。
この結果、当部門の売上高は173億59百万円と前年同期比4.9％の減収となりましたが、
IT関連向けの高付加価値品の販売数量の増加が寄与して業績は改善しました。

第141期 
中間期 

第142期 
中間期 

第143期 
中間期 

14,269

18,254
17,359

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。極細グラスファイバーヤーン（長繊維タイプの糸）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

メディカル、スペシャリティケミカルス、エンジニアリング事業

今期の概況 臨床検査薬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の
厳しい環境のなかで健闘しましたが、海外向けの検査薬は米国
向けを中心に減少したため減収となりました。
機能性高分子のスペシャリティケミカルス事業は、開発商品が

売上を伸ばしましたが、染料固着剤は国内外とも振るわず、また紙処理剤も減少したた
め前年同期並となりました。
道路防音壁などのエンジニアリング事業は、開発商品の拡販努力により増収となりました。
この結果、当部門の売上高は18億90百万円と前年同期比0.6％の微増となりましたが、
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141期 
中間期 

第142期 
中間期 

第143期 
中間期 

1,990 1,880 1,890

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、当事業の売上高は14億26百万円と「鈴鹿サティ」の
撤収により前年同期比3.4％の減収となりました。

なお、株式会社マイカル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。また、更生会社株式会社マイカル総合開発によ
る建物賃貸借契約の解除通告に対して、残存賃貸借期間の賃料相当額についての更生
債権確定訴訟を提起しておりましたが、平成15年7月23日に和解が成立し、同年8月31日に
施設の引き渡しを受けております。

第141期 
中間期 

第142期 
中間期 

第143期 
中間期 

1,477 1,476 1,426

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。



株式会社日東紡マテリアル （建材事業）

本社所在地 東京都中央区京橋2-13-10 京橋ナショナルビル
主要な事業の内容 建材製品、グラスファイバー製品の販売
資本金 10億円（平成15年3月31日現在） 株主構成 日東紡100％
売上高 367億85百万円（平成15年3月期）
沿革 平成11年6月設立。同年10月に当社の内装建材とロックウール製品・ガラス繊維製
品の販売会社、八重洲商事（株）の全営業権を譲り受け営業開始。
当社グループとの営業関係 日東紡内装建材の総販売元として当社の内外装建材製品、
グラスファイバー製品の販売、パラマウント硝子工業（株）*の断熱材を販売しています。ま
た当社へ合成樹脂等の原材料および建材製品、（株）日東販売所*へ建材製品を販売して
います。

本社所在地 福島県郡山市富久山町福原字塩島1
主要な事業の内容 グラスファイバー製品の製造加工および販売（細番手ヤーン主体）
資本金 80百万円（平成15年3月31日現在） 株主構成 日東紡100％
売上高 69億10百万円（平成15年3月期）
沿革 昭和56年3月設立。同年5月パラマウント硝子工業（株）から硝子長繊維部門を分離
して操業開始。昭和60年2月郡山市長者から現在地に新工場を建設、本社および工場を
移転。平成12年9月、No.2炉を新設、細番手ヤーンの増産を開始。
当社グループとの営業関係 当社へグラスファイバー製品を販売しています。

5

主な連結子会社の紹介

日東グラスファイバー工業株式会社 （グラスファイバー事業）

日東紡（中国）有限公司（Nittobo（China）Co., Ltd.） （繊維事業）

本社所在地 中華人民共和国江蘇省無錫市国家高新技術産業開発区長江路30号
主要な事業の内容 綿、合繊織物の染色整理加工および衣料用芯地の製造および販売
資本金 19億円（平成15年3月31日現在）
株主構成 日東紡82.9％、丸紅（株）15.4％、丸紅（中国）1.7％
売上高 145百万RMB（平成15年3月期）
沿革 平成7年10月、当社と丸紅（株）、丸紅（中国）有限公司との合弁により設立。平成9
年9月開業。平成13年10月フィラメント芯地生産設備増強。
当社グループとの営業関係 当社より加工用原反を購入し、当社へ染色加工品を販売し
ています。

Vol. 1

＊パラマウント硝子工業（株）、（株）日東販売所は当社の子会社です。
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トピックス

インターテキスタイル上海にC・S・Y®と芯地を出展

平成15年10月14日から16日まで中国・上海で開催された国際繊維展示会のインターテ
キスタイル上海に日東紡は繊維事業の主力製品であるC・S・Y®と芯地を出展しました。
このインターテキスタイル展は、昨年から年2回、北京（3月）と上海（10月）で開催され

ており、中国だけでなく、日本、イタリアを含め世界トップクラスのテキスタイルメーカーが
集結する展示会となっています。成長著しい中国市場をにらんで、規模も年々拡大して
おり、世界的にも注目されるイベントの一つです。
そして、今回の開催では特に日本繊維業界は、経済成長に伴う所得向上と内需拡
大による中国の国内市場の拡大を見込んで、ナショナル・パビリオンとしては初めての
「ジャパン・パビリオン」を設置、日東紡を含めた出展企業58社が一丸となって日本の
繊維産業をアピールしました。
日東紡は、本展示会で、C・S・Y®の原糸素材事業部では、国内外で売れ行きが好調
な化合繊系のストレッチ素材「MMO（マイクロモダール）－C・S・Y®」を中心に、日東紡が
開発している高感度・高機能ストレッチ素材C・S・Y®を初めて紹介しました。従来、
C・S・Y®の中国向け輸出は、中国に加工委託して製品は日本に輸入するという、持ち
帰り用（加工貿易型）のみで、中国市場への販売をターゲットとした活動としては初めて
の試みです。この出展を通して、中国のアパレルメーカー、縫製工場のC・S・Y®への認
知度が今後向上し販路開拓に貢献することが期待されます。
接着芯地の衣料素材事業部では、日東紡（中国）有限公司が中心となって出展して

おり、日東紡ブランドの知名度アップに最も効果的な手段となっています。輔料開発中
心（芯地開発センター）で現地のニーズに基づき開発された新商品を発表し、今回は昨
年上市し好評を得た広巾汎用性芯地のバリエーションを追加、バイオウォッシュや水洗
い対応といった高機能商品も展示しました。芯地副資材産業は、日本から中国へ市場
が移行する厳しい競争の中にあり、現地での顧客ニーズにあった商品開発と高品質、
高付加価値のものづくりに徹することで、日東紡ブランドの中国市場での勝ち残りを目指
しています。
今回の展示会を契機に、日東紡は香港駐在員事務所や、日東紡（中国）有限公司と

密接な連携を取りながら、今後もC・S・Y®の認知度の向上と販路の開拓、高品質な芯
地の提供などの施策を通して、中国市場への拡大を図っていく予定です。

日東紡の展示ブース

日東紡（中国）有限公司の展示ブース
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日東紡のロックウール製品は全て「F☆☆☆☆（フォースター）」です

室内の空気に含まれる有害物質によって居住者に様々な体調不良を引き起こす
「シックハウス症候群」が問題視されています。この原因の一つとして、建材や家具に
含まれる化学物質が考えられており、平成15年7月の改正建築基準法では新たにシッ
クハウス対策として建材等に含まれている、刺激性のある気体「ホルムアルデヒド」が
規制の対象となっています。これに伴いJIS規格も改正となり内装仕上げ、天井裏の
使用の制限が規定されました。このうち発散量が極めて少ないとされる、放散速度
5μg/m2h以下の建材は、最高位のF☆☆☆☆等級のものとして、使用面積の制限を
受けません。
今回の改正で断熱・吸音材として使用されているロックウール関連製品も規制対象
となり、日東紡は社内に環境対応商品企画ワーキンググループを発足、いち早くこの問
題に対処してきました。この結果、日東紡は業界に先駆け平成15年7月末までに全て
のロックウール製品にF☆☆☆☆認定を実現させています。今後も日東紡では機能を
生かした製品開発で環境保全ビジネスへの取り組みを拡充していく予定です。

ロックウール関連製品群

客席ホール天井材・壁面に施工された
ファインヴェールシステム®

（ヴァージンシネマズ六本木ヒルズ）

Fine Verre System／ファインヴェールシステム®

ファインヴェールシステム®は音楽スタジオや複合型映画館（シネコン）、映像編集室等、
快適な音響を必要とするスペースで使用される壁材として、日東紡グラスファイバー事
業部門、日東紡音響エンジニアリング（株）、（株）日東紡マテリアル、パラマウント硝子工業
（株）の日東紡グループ4社が共同開発した新しい内装用不燃吸音システム壁材です。
壁面に下地となるグラスウールボードを取り付け、その表面にグラスクロスを包み込
む2層構造で、簡単にしかも縦横自由な割付で貼付が可能です。接着剤を用いない乾
式施工を採用しているのでシックハウスの原因物質であるホルムアルデヒド等の有害物
質を含みません。ロール織物状のグラスクロスの特性を生かした長尺方向の施工では、
継ぎ目もなく美しい壁面に仕上がります。
ファインヴェールシステム®は国土交通省認定の不燃性材料を使用し、下地材のグラ
スボードは吸音性能別に3種類、表面材のグラスクロスはカラーも豊富な19色を取り揃
え、リニューアル時も下地ボードを傷つけないクロスのみの張り替えが可能です。
今年開業した話題の六本木ヒルズに併設されている、ヴァージンシネマズ六本木ヒル

ズや、テレビ朝日新社屋のAV室等の壁材への納入実績もあり、今後は都市再開発等
におけるシネコンの新規建設に加え、新たに薄型大画面テレビや5.1chサラウンドシステ
ム等の普及によるホームシアターブームで、家庭用壁面材としての需要の増加も期待さ
れます。




