
第 1 4 4 期

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで
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株主の皆様には、ますますご清栄のことと拝察申し上げ

ます。当社第144期（平成16年4月1日から平成17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

勝ち残るための一層の事業基盤強化を図るとともに、株

主・顧客・従業員・社会からの信頼を得るべく、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。

○中期経営計画について

当社は更なる事業基盤強化に向け、平成15年度を初年

度とする3ヵ年の中期経営計画に取り組んでおります。 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・開発力の更

なる強化 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をその方針としております。

○コーポレート・ガバナンスについて

当社は、株主・投資家をはじめとする当社のステークホル

ダーからの社会的信頼を重視した事業活動を行うべく、公

正で透明性の高い経営組織の構築を目指しております。

第140期

第141期

第142期

第143期

第144期

売上高 （百万円）

142,623

125,056

127,950

127,311

130,291



内部監査は、人員2名で構成する独立した監査組織であ

る監査室を設置し、全社的な業務執行に関する監査を行

っております。監査役制度を採用しており、現在監査役4名

（内、社外監査役2名）による体制を採っております。内部統

制システムとしては、「日東紡行動綱領」および「行動規準」、

「危機管理要綱」の制定と、企業行動委員会の設置により、

コンプライアンス意識の向上を図っております。

当社は平成15年6月から取締役全員を執行役員兼務と

する制度を導入しておりますが、経営と業務執行の分離を

一層明確にし、機動的かつ効率的な事業運営とコーポレー

ト・ガバナンスの更なる充実を図るため、本年3月に執行役

員制度を改訂いたしました。本年6月より執行役員兼務の取

締役は、社長、副社長の2名とし、その他の取締役は主とし

て経営の意思決定と業務執行の監督を行い、監査役の監

査機能と合わせてガバナンス体制のなお一層の充実・強化

を図っていくことにいたします。

○配当政策について

当社は、株主に対する配当政策を経営の最重要事項の

一つとして位置づけ、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。内部留保資金につ

きましては、成長可能事業への積極投資及びコスト削減、

品質向上等事業力強化に直結する投資に活用してまいりま

す。当期の利益配当金は諸般の事情を勘案し、前期と同

様1株につき3円とさせていただきました。

第145期は、3ヵ年の中期経営計画の最終年度に当たり、

より一層のスピード感を持って更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。

なお、平成17年3月15日の取締役会の決議において、相

良 敦彦に代わり南園 克己が同年4月1日をもって代表取締

役社長に就任いたしました。社業の更なる発展を目指して

全力を尽くしてまいりますので、株主の皆様には、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。

平成17年6月
代表取締役社長
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第140期

第141期

第142期

第143期

第144期

経常利益 （百万円）

6,651

4,892

1,933

582

△2,476

第140期

第141期

第142期

第143期

第144期

当期純利益 （百万円）

3,157

2,258

1,869

218

△1,040
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第140期（平成13年3月期） 第144期（平成17年3月期）>>>

13.4%

39.2%

33.5%

12.1%
1.8% 1.6%

繊維事業

建材事業

グラスファイバー事業

その他の事業

不動産・サービス事業

12.3%

39.9%

34.5%

11.7%

当期のわが国経済は、前半は輸出や民間設備投資の増加また個人消費の改善
などに支えられて景気は緩やかに回復してきましたが、後半になって輸出の鈍化
やIT関連分野の在庫調整更には原油などの原燃料価格の高騰の影響もあり十分
な回復に至らないまま推移しました。
繊維業界は生産販売の主軸が中国に移っている流れの中で国内の衣料消費は
引き続き低迷しています。更に下期に入り天候不順による消費の落ち込みの影響
が大きく非常に厳しい状況で推移しました。
建材業界は公共投資は減少する一方ですが新設住宅着工は住宅優遇税制や次

世代省エネ基準の強化などにより堅調に推移し、また非居住用建築着工も対前年
で増加するなど回復基調で推移しております。しかしながら原燃料の高騰によるコ
ストアップが収益を圧迫し依然として厳しい状況にあります。
グラスファイバー業界は上期までは好調に推移したIT関連向け需要が下期に入

って調整局面を迎えましたが、建築・住宅向け用途は住宅着工数の増加などにより、
産業用途向けも自動車業界などの好況を受け全体としては堅調に推移しました。
このような環境下、当社は中期経営計画の2年目にあたりグループ全体の事業基

盤強化のための諸施策を実施してまいりましたが、グラスファイバーの事業環境が
比較的好調であったこともあり対前期で改善することができました。
この結果、当期の企業集団の業績は連結売上高1,302億91百万円、連結経常利

益66億51百万円、特別利益では投資有価証券売却益29億82百万円などで合計32
億74百万円を計上し、一方特別損失では土地買戻損失26億18百万円など合計34
億55百万円を計上し、連結当期純利益は31億57百万円となりました。（前期の業績、
連結売上高1,273億11百万円、連結経常利益19億33百万円、連結当期純利益18億
69百万円）

第140期 第141期 第142期 第143期 第144期 

繊維事業 

建材事業 

グラスファイバー事業 

その他の事業 

不動産・サービス事業 

19,076 17,367 17,546 18,320 16,008

55,944 52,205 49,280 50,031 52,027

47,735 36,996 42,296 41,117 44,957

2,602 2,910 3,011 2,609 2,120

17,264 15,576 15,815 15,233 15,177

セグメント別売上高の推移
（百万円）
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各事業の主な取り扱い品目

繊維事業

当期の概況 ストレッチ素材Ｃ・Ｓ・Ｙ®の原糸素材は、ストレッチ
素材の汎用化が進む一方で製品輸入の増加などによりＣ・Ｓ・Ｙ®

糸の価格が下落し、またテキスタイルの輸出不振もあり売上は大
幅に減少しました。
一方、接着芯地の衣料資材は、中国での現地調達が一層進

展し国内での需要減少に歯止めがかからず、高付加価値品への絞込みや機能性対応を
中心とした新商品の拡販にも努めましたが売上は減少しました。
日東紡（中国）有限公司は、中国国内での販売に努め売上数量は増やすことができまし

たが、販売価格の低下により売上高は横ばいとなりました。
この結果、当事業は売上高160億8百万円と前期比12.6％の減収となり業績は悪化しま

した。

繊維事業

・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

・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

・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

不動産・サービス事業

・ビル賃貸事業、スポーツ施設事業

その他の事業

・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、各種プラント

・飲料
ペットボトル入り清涼飲料水

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。

第142期 第143期 第144期 

17,546 18,320

16,008

売上高
（百万円）

注：本事業報告書より事業別概況を、連結ベースでご報告いたします。これに伴い、事業部門別概況をセグメント別概況とし、従来の「繊維事業部門」、「建材事業部門」、「グラ
スファイバー事業部門」、「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」、「不動産活用事業」の5つの事業部門別区分から、「繊維事業」、「建材事業」、「グラス
ファイバー事業」、「不動産・サービス事業」、「その他の事業」の5つのセグメント別区分に変更しております。
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建材事業

当期の概況 断熱吸音材では、ロックウールは公共投資の減少により設備やプラント用途などが苦戦し
ましたが、住宅用途は省エネ対策の浸透による製品の厚手化などで好調に推移し売上は増加しました。
またグラスウールも住宅向けは住宅着工数の増加、非住宅分野は設備投資の回復により販売量を伸ば
し増収となりました。
内装建材では、不燃吸音天井板は韓国向けを中心に輸出は
増加しましたがオフィスビルなどの建築着工が減少した影響で

売上は若干減少しました。また床材は一般タイルは拡販努力により売上を増やしました
が、OA二重床システムの販売を中止したために売上は減少しました。
外装建材では、FRP波平板は台風による特需の効果もあり大幅に売上を伸ばし、外

断熱システムも省エネ対策の推進などにより堅調に推移し増収となりました。
また新規事業の環境改善事業も順調に売上を伸ばしました。
この結果、当事業は売上高520億27百万円と前期比4.0％の増収となりコークス高騰
などの原燃料のコストアップの影響もありましたが業績は向上しました。

グラスファイバー事業

当期の概況 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
は、上期はオリンピックの特需に加えパソコン・デジタル家電・自動
車などの旺盛なIT関連需要に支えられ高付加価値品を中心に売
上は増加しました。しかし下期に入り一転して調整局面を迎えま
した。
強化プラスチック用グラスファイバーは、主要販売先である住宅

機器、電気・電子関連部品、自動車関連などの出荷が好調で販売価格改訂もあり増収とな
りました。
産業資材用クロスは、主力の建築・土木向けが公共投資の抑制等で伸び悩みましたが自
動車向けや膜材クロスなどが好調に推移したことで売上は増加しました。
この結果、当事業は売上高449億57百万円と前期比9.3％の増収となり原燃料のコストアップの影響もありましたが業績は向上しま
した。

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や子会社で製造販売しているグラスウール
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。

第142期 第143期 第144期 

49,280 50,031
52,027

売上高
（百万円）

第142期 第143期 第144期 

42,296 41,117
44,957

売上高
（百万円）
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不動産・サービス事業

当期の概況 スポーツ施設事業は既存顧客の定着や新規顧客
獲得のための諸施策により堅調に推移しました。一方、ビル賃貸
事業は賃料相場の軟調が続く中でテナントの入れ替えの影響な
どにより売上は減少しました。
この結果、当事業は売上高21億20百万円と「鈴鹿サティ」撤収

の影響もあり前期比18.8％の減収となり業績は悪化しました。

その他の事業

当期の概況 臨床検査薬のメディカル事業は、薬価と検査実施
料の引き下げおよび病院経営の効率化などによりメーカー間の競
争が激化する中で輸出向けの検査薬を主体に売上を伸ばしま
した。

機能性高分子のスペシャリティケミカルス事業は、染料固着剤が若干売上を減らしまし
たが家庭用品向け原料などが伸び増収となりました。
エンジニアリング事業は、産業機械関係が大型プラントの完工により売上を伸ばしまし

たが、音響関係や道路防音関係が工事物件の減少により売上を減らしたため若干の減
収となりました。
飲料事業は上期は猛暑の影響で好調でしたが下期の天候不順の影響で売上は減少
しました。
この結果、当事業は売上高151億77百万円と前期比0.4％の減収となりましたがエンジニアリング事業の改善などにより
業績は向上しました。

不動産・サービス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）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。

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。また泊事業センター内でペットボトル入り飲料事業を展開しています。

第142期 第143期 

15,815 15,233

第144期 

15,177

売上高
（百万円）

第142期 第143期 

3,011
2,609

第144期 

2,120

売上高
（百万円）
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「漂白」「除菌」「除臭」を一本で解決。
お客様からの要望を形にした「日東紡のふきん専用洗剤」

昭和35（1960）年の発売以来、累計約1億5千万枚をご愛用いただいてきた「日東紡の
新しいふきん」用に、日東紡は専用洗剤を5月末、全国生協を皮切りに発売しました。
生活習慣の変化などでふきんの洗浄に洗濯機を使う家庭が増えてきており、その
ため日東紡へのお問い合わせにも、以前にはなかった吸水性の低下や毛羽の付着
に関する相談が寄せられるようになっています。これらの問題は、柔軟剤を使用し
たり、タオルなどの洗濯物と一緒に洗濯したりすることにより起因するものが多く、ふ
きん専用洗剤の開発が求められていました。「日東紡のふきん専用洗剤」はイヤな臭
いがなく身体に優しい洗浄成分と酸素系漂白剤の配合で、ふきんの「漂白」「除菌」
「除臭」がこれ一本で解決できる新しいふきん専用洗剤です。「日東紡の新しいふき
ん」の他、白物、色柄物のふきん、綿、麻やレーヨン等合繊のおしぼりにもお使いい
ただけます。
これからも日東紡は「日東紡の新しいふきん」を引き続きご愛用いただくために品
質改善を重ね、関連商品開発も含め、より使いやすい製品を提供してまいります。

ふきんの漂白・除菌・除臭に最適な
「日東紡のふきん専用洗剤」

エコ性能とファッション性を追求した
「マーヴェラス」「レックスウッド」

日東紡は、オレフィン系床タイル「オレフ」シリーズの新商品として、平成16（2004）
年4月には、石目調柄「マーヴェラス」、同年11月に木目調柄「レックスウッド」を発売開
始しました。いずれも模様材を練り込んだ単層品で、磨耗耐久性に優れたロングラ
イフ仕様品です。
「オレフ」シリーズは平成11年7月にスルーチップ柄の「オレフODX」を、非塩ビ・オ
レフィン系床タイルとして業界他社に先がけて発売、以来3種類の柄を追加しシリー
ズの充実を図ってまいりました。今回発売の新商品は、ファッション性が要求される
大型商業施設にも対応可能な、流行の石目・木目柄を表現しています。
その一方で、環境保全に対する企業意識は小売業界にも浸透してきており、大型
商業施設を展開している各企業は、出店に対する地域住民の理解促進のため、建
材の環境保全対応性にも高い関心を示すようになってきています。今回の二つの新
商品は、「オレフ」シリーズの特長でもある、安全性の高い原料を使用し環境省認定
の廃材時の再生利用が可能な、環境に配慮した製品となっています。この優れた
「エコ性能」とファッション性の高い意匠により、今後は大型商業施設への採用が期
待されています。

石目調柄「マーヴェラス」（写真上）
木目調柄「レックスウッド」（写真下）
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「日東紡エステバT」の施行例

トンネル火災から設備を保護するトンネル用耐火ボード
「日東紡エステバT」を発売

高温燃焼が長時間にわたるトンネル火災は、内部を支えるコンクリートや金属部材
（セグメント）の強度を極端に低下させ、甚大な損害をトンネルに与えることが大きな社
会問題となっています。
「日東紡エステバT」は、1300℃の高温で2時間耐えられるという優れた耐火性能を持
つトンネル用耐火ボードです。壁面に施工することで、火災で発生する高温からトンネル
のセグメントや設備を保護し、被害を最小限に押さえる事が可能になります。
「エステバT」はドイツのゼラ（Xella）社が研究・開発し、耐火性能、耐水性能、凍結・
融解性能、耐磨耗性能および施工性に大変優れています。特に水に強く、木材と同等
の優れた加工性は、トンネルの複雑な断面や、分岐個所にも柔軟に対応可能で、施工
作業を含めた総合的なコスト削減にも貢献する事が出来るために、長く複雑なトンネル
が建設されているヨーロッパにおいて、既に数多くの施工実績を持っています。
日東紡技術本部ではゼラ社と提携、「日東紡エステバT」として平成17年（2005）年3月

より国内販売を開始しました。一般道、高速道、鉄道などの各種トンネルおよび地下鉄
構内の耐火強度を向上させる土木・建築部材として、全国の自治体、鉄道会社、および
各道路公団等への新提案として積極的に展開してまいります。

収益安定化を目指しテキストグラス事業を営業譲受け

平成16（2004）年9月に日東紡はカネボウ（株）のテキストグラス事業の営業譲受けに関
して基本合意し、平成17年3月1日をもって日東紡グラスファイバー事業の生産拠点の一
つである日東グラステックス（株）（本店所在地：群馬県高崎市、資本金：40百万円、日東
紡95.03%出資、産業資材用ガラス繊維クロスの製造販売）が営業を譲受けました。テキ
ストグラス事業は、月商約2億円、製造工場（群馬県大泉町）と営業部門（東京・大阪）の
計81名で組織され、ガラス繊維、カーボン繊維、アラミド繊維およびこれらの繊維の複
合による産業資材用クロスの開発・製造および販売をおこなっております。
グラスファイバー事業は変動の大きいIT関連需要の影響を受けやすく、そのため事業

全体の収益安定化が課題とされています。そのなかで同事業の産業資材用クロスは、
建築・土木・自動車・電機・機械・スポーツ等の市場向けに国内外へ販路を拡充させて
おり、今回のテキストグラス事業の営業譲受けで航空機、船舶、福祉市場への展開も可
能となりました。今後も日東紡ではグラスファイバー事業の更なる強化と収益安定化を目
指してまいります。




