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財務ハイライト

第140期 第141期 第142期 第143期 第144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 平成16年9月中間期

売上高（百万円） 41,887 37,490 38,289 36,817 39,404

経常利益（百万円） 1,316 △525 △495 14 1,395

中間純利益（百万円） 900 74 △434 2,984 △873

１株当たり中間純利益（円） 3.64 0.30 △1.76 12.06 △3.53

総資産（百万円） 133,911 138,168 130,024 127,277 119,118

株主資本（百万円） 54,683 56,742 54,287 59,862 55,966

株主資本比率（％） 40.8% 41.1% 41.7% 47.0% 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１４４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、輸出や民間設備投資の増加に支えられて景気は回復基

調が続き、個人消費も消費マインドが改善されるなど明るい兆しが見えてきましたが、原

油の高騰や米国経済の減速懸念などもあり力強い回復には至らないまま推移しました。

繊維業界は、記録的な猛暑と残暑の影響で夏物の流通在庫が減少したものの秋物

商品の立ち上がりが遅れるなど引き続き大変厳しい状況の中で推移しました。

建材業界は、新設住宅着工が優遇税制の継続と省エネ基準や建築基準法の改正などが寄与して引き続き堅調に推移

し、また非居住用建築着工も民間設備投資の回復を受けて対前年増で推移するなど好転しましたが、大型物件は少なく

厳しい環境が続きました。

グラスファイバー業界は、IT関連や自動車向け需要が急回復して好調に推移し需給が逼迫しましたが、建築・土木用途

向けは公共投資減少などにより伸び悩みました。

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2年目にあたり、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394億4百万円、経常利益13億95百万円、特別利益では投資有価証券売却益19

億55百万円など合計19億60百万円を計上し、一方特別損失では郡山市の商業施設関連土地の取得に伴う取得価額と時

価との差額２６億１８百万円、東京本部のビル統合関連費用2億59百万円、固定資産処分損91百万円など合計30億78百万

円を計上し、中間純損失は8億73百万円となりました。（前中間期の業績、売上高368億17百万円、経常利益14百万円、中

間純利益29億84百万円）

また、中間連結決算につきましては、売上高642億68百万円、経常利益28億4百万円、中間純損失2億14百万円となりま

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、景気を牽引してきた輸出や民間設備投資の減速傾向、公的負担の増加による個人

消費の動向、さらには世界的な原燃料の高騰、米国景気の減速懸念など不安材料が多く楽観を許さない状況にあります。

この様な環境下、当社はかかる厳しい状況に的確迅速に対応するために、新中期経営計画の２年目後半に当たり、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16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ともに、ストレッチ素材の中国生産品との
競合が一段と激化しましたが、デニムおよびニットインナー用
途で原糸販売量を伸ばし売上は増加しました。
一方、接着芯地の衣料資材は、ファッションのカジュアル化や

国内衣料生産の減少傾向により販売が振るわず、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も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74億76百万円と前年同期比1.9％の増収となりました
が、衣料資材の競争激化などによる売値の落ち込みが響いて業績は前期並みとなりま
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、各種プラント

不動産活用事業

・ビル賃貸事業、スポーツ施設事業

第142期 
中間期 

第143期 
中間期 

第144期 
中間期 

7,470 7,336 7,476

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、燃料に使用するコークスが急激に高騰し厳しい事業環境におかれ
ましたが、住宅用途が優遇税制と省エネ基準の浸透などにより好調に推移したため売上は増加しました。
不燃吸音天井板は、国内の大型開発や公共投資が大きく減少した中で民間中小物件の増加により

販売数量を伸ばし、また韓国向けの原板輸出の増加などもあり売上は増加しました。
床材は、一般タイルが販売数量を伸ばしましたが、非塩ビ系タイルが振るわず、また平成16年4月より

OA二重床システムの営業を外部移管したため減収となりました。
ＦＲＰ波平板は、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、屋根リフ
ォーム用やリニューアル物件の波平板の拡販努力により売上は増加しました。
また、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は売上を伸ばしま
した。
この結果、当部門の売上高は91億33百万円と前年同期比3.7％の増収となり、コーク
ス高騰などによるコストアップの影響は大きかったものの物流費や製造コストの削減に
努めた結果、業績は改善しました。

第142期 
中間期 

第143期 
中間期 

第144期 
中間期 

9,208 8,803 9,133

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、パソコンやデジタル
家電などのＩＴ関連需要が好調に推移したためフル生産フル販
売となり大幅に売上を伸ばしました。
ま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、住宅機器向けが国内拡販および輸出努力により出

荷量を伸ばし、また自動車向けも増加しました。
また、産業資材用クロスは、主力の建築・土木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、自動車向けや膜材などが好調に推移し売上を伸ばしました。
この結果、当部門の売上高は196億円と前年同期比12.9％の増収となり、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大幅に向上しました。

第142期 
中間期 

第143期 
中間期 

第144期 
中間期 

18,254 17,359
19,600

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
の厳しい環境の中で健闘し、また海外向けの検査薬も米国向
けを中心に増加したため増収となりました。
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

剤や金属処理剤などが伸び悩みましたが、紙処理剤や水処理剤の売上が伸びたため
やや増収となりました。
道路防音壁などのエンジニアリング事業は、平成16年4月より子会社の株式会社日東

紡テクノから移管したプラント物件が国内外で完工したこともあり増収となりました。
この結果、当部門の売上高は22億1百万円と前年同期比16.4％の増収となりました
が、業績は前年同期並みとなりました。

第144期 
中間期 

第142期 
中間期 

第143期 
中間期 

1,880 1,890

2,201

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、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9億93百万円と「鈴鹿サティ」

撤収の影響により前年同期比30.4％の減収となり、業績も悪化
しました。

第144期 
中間期 

第142期 
中間期 

第143期 
中間期 

1,476 1,426

993

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）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。



パラマウント硝子工業株式会社 （建材事業）

本社所在地 福島県郡山市長者3-8-1
主要な事業の内容 グラスウール製品の製造加工および販売
資本金 4億50百万円（平成16年3月31日現在） 株主構成 日東紡99.3％
売上高 80億99百万円（平成16年3月期）
沿革 昭和21年7月、日東紡の一部門より分離し、（株）パラマウント商会を設立。昭和24年
10月、現社名に改称。平成6年、長沼工場新設、高性能グラスウールの製造開始。
当社グループとの営業関係 当社、（株）日東紡マテリアルおよびニットーボー東岩（株）へ
断熱材を販売しています。また、当社の製品の一部を原料として購入しています。

本社所在地 栃木県真岡市鬼怒ヶ丘6
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
資本金 15億円（平成16年3月31日現在）
株主構成 日東紡80.9％、日立化成工業（株）19.1％
売上高 80億円（平成16年3月期）
沿革 昭和44年9月、日立化成工業（株）、日本無機繊維工業（株）の合弁会社として設立。
昭和62年10月、日東紡が株式の49％を取得。平成7年9月、減増資を実施し、出資比率を
日東紡80.9％、日立化成19.1％に変更。平成11年6月、NCR-DM炉を新設。
当社グループとの営業関係 当社にグラスファイバー製品を販売しています。
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主な連結子会社の紹介

富士ファイバーグラス株式会社 （グラスファイバー事業）

日本ハスケル株式会社 （繊維事業）

本社所在地 大阪市中央区淡路町4-3-10
主要な事業の内容 衣料用接着芯地の製造および販売
資本金 25百万円（平成16年3月31日現在） 株主構成 日東紡100％
売上高 19億34百万円（平成16年3月期）
沿革 昭和43年9月、設立（山陽染工100％出資）。平成14年9月、衣料資材事業部と緊密
な関係をもつ芯地製造販売子会社となる。
当社グループとの営業関係 当社の衣料用接着芯地を販売しています。

Vol. 2
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トピックス

きれい目トレンドを意識したパーフェクトC・S・Y®

コアスパンヤーンの代表的製品として認知度が高い日東紡の「C・S・Y®」。この製品
の新シリーズとして、日東紡は「パーフェクトC・S・Y®」を新たに商品化、04/05年秋冬物
から糸販売を、05年春夏物でテキスタイル展開を開始しました。
同原糸は日東紡新潟工場の独自技術により、従来品よりも大幅に毛羽が少なく、緻密
な糸形状で最高水準の品質を実現しています。3ミリ毛羽を1/2以下に、5ミリ毛羽を
1/3以下に抑え、クリアな外観、上品な光沢感、繊細でふくらみのある優しいタッチが特
長です。
日東紡原糸素材事業部では、エレガンスカジュアルなどファッショントレンドに対応した
素材の提案を強化していますが、パーフェクトC・S・Y®を今後は国内展開に加えて、米
国市場への輸出も視野に入れ、フィラメントの組合せや高密度商品、デニム素材などに
おいて訴求を図っていく予定です。また、新潟工場で生産するC・S・Y®をパーフェクト
C・S・Y®や化繊複合C・S・Y®などの差別化糸にシフトし、本年度中に生産比率を50％
に引き上げていくことにより、事業収益の向上を目指してまいります。

高機能な長円形のグラスファイバーを開発

日東紡は、繭型断面形のチョップドストランド（繭型グラスファイバー）を発展させたフ
ラット断面形のチョップドストランド（フラットグラスファイバー）を開発しました。これは断
面形状が縦横比1対4の長円形で、通常の丸型断面グラスファイバーと比較して、耐衝
撃性、反りなどの寸法安定性および射出成形時の流動特性が飛躍的に向上します。
車両軽量化の流れを受け、自動車部品は金属からグラスファイバー強化熱可塑性樹
脂（FRTP）への置き換えが進んでおり、その流れを受けて先に開発・販売している繭
型断面形グラスファイバーも好評で、グラスファイバーに対する期待が高まっていますが、
フラットグラスファイバーは、高いパフォーマンスを有することにより、お客様からのご期待
とご要求に応えられる商品であると確信します。今後も日東紡は新たな断面形状のグ
ラスファイバーを開発し、無限の可能性を追求してまいります。

糸側面比較
上から: Perfect-CSY20、カードCSY20、コーマCSY20

フラットファイバーの電子顕微鏡断面写真

毛羽指数
（個/10m）
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環境に配慮した建材をアピール―日東紡エコ・建材展2004を開催

｢企業の社会的責任（CSR）｣への取り組みが活発化するに伴い、環境保全に対する
企業の意識は年々高まっています。建材を提供する日東紡においても、経済性や機能、
デザインに加えて環境負荷の低い製品へのニーズが高まっています。
平成16年10月21～22日に開催した日東紡エコ・建材展2004では、日東紡グループ各社
のエコ建材製品として、ホルムアルデヒドの発散量が極めて少ないJIS規格F☆☆☆☆
等級製品や、エコマーク商品、リサイクル対応製品の展示をはじめとして、廃材のリサイ
クルシステム確立、解体時に必要な認可取得や運用、有害物質の除去工事といった環
境改善に関わる様 な々日東紡グループの事業活動を紹介しました。
展示・紹介した具体例として、寸法安定精度を飛躍的に向上させたマグネシウムボー
ド外断熱材「シンボード」は、気温差による劣化に強く、収縮率が従来品の25％以下で、
寒冷地の住宅・オフィスビル・病院向けとしての需要が期待されています。「産業廃棄物
対策システム」は、解体の際の診断・除去・最終処理まで一貫して対応でき、ららぽーと
スキードームSSAWS（ザウス）の断熱用グラスウール解体処理など大規模プロジェクトに
も実績があります。また、天井仕上げ材「コマーストン」、10月1日に発売された断熱材
「Vガード」などの新商品も展示しました。
「継続して環境を保全する」。これを日東紡グループの基本姿勢として、あらゆる環境
保全のニーズに対応可能な建材メーカーとして、日東紡独自のノウハウを生かした製品
ラインナップを充実させ、エコ建材市場の拡大を図っていく予定です。

日東紡エコ・建材展 2004

外断熱材「シンボード」ブース

コマーストン使用例

店舗用天井材　ロックウール化粧板「コマーストン」

日東紡建材事業部門は商業施設向けの天井材として、平成16年10月にロックウール
化粧板「コマーストン」を発表しました。軽量・高吸音で高級感を演出する「ミネラート
ンNEX」と、オフィス用天井材のスタンダード「ソーラトン」の主軸の2品目に加えて、店
舗など商業施設向けに開発した天井材事業の第3の柱として、平成17年2月に発売開
始の予定です。
天井材としては化粧石膏ボード製が主流ですが、化粧石膏ボードはリサイクルが困
難なため、店舗撤退時の廃材処理が大きな課題となっています。コマーストンはリサイ
クルが可能なロックウール製で、化粧石膏ボードの約6割の軽量化を達成、施工性が大
幅に改善されます。サイズは910ミリ角に加え、大型店舗に対応可能な1000ミリ角を取
り揃えています。また、すっきりとしたマーブル模様のデザインを採用しました。やさし
く明るい大空間の演出が期待できると大手スーパー、専門量販店様からも好評です。
今後も日東紡では環境に配慮したエコマテリアル商品の開発を進め、お客様のさま
ざまなニーズに対応した提案型商品により市場の拡大を図っていく予定です。




