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事 業 報 告 書
平成17年4月1日から平成18年3月31日まで
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PRESIDENT’S MESSAGE
株主の皆様へ

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145期（平成17年4月1日から平成18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。

当期は、景気の緩やかな回復基調を背景に、全体とし

ては2期連続での増収増益となりました。しかしながら、

事業別に見ますと、主力のグラスファイバー事業がプリ

ント配線基板用ヤーン・クロスの市況回復などにより増収

増益となりましたが、繊維事業はストレッチ素材の需要

減少などにより減収減益、また建材事業もわずかながら

増収を確保したものの、原燃料コストアップの影響など

により減益となるなど、「環境変化に強い筋肉質な経営体

の構築」を目指した中期経営計画最終年度として未だ課題

を残す結果となりました。

そうした状況を踏まえ、事業領域の深掘り・拡大による

新たな付加価値の獲得と市況変動や競争条件の変化に柔

軟に対応できる事業構造への転換を基本方針とする新た

な3か年の中期経営計画「Relay101」を策定するととも

に、その実効を上げるための事業基盤整備に向けた諸施

策を順次策定、実施してまいりました。

また、新中期経営計画の策定に合わせて、日東紡グルー

プ共有の経営理念ならびに価値観を「日東紡宣言」として改

めて取りまとめました。これは、日東紡グループという企

業集団ならびにそれを構成する従業員一人ひとりが計画を

実行するうえで精神や行動の拠りどころとなるものです。

第141期

第142期

第143期

第144期

第145期

売上高 （百万円）

125,056

127,950

127,311

130,291

130,441

経常利益 （百万円）

第141期

第142期

第143期

第144期

第145期

△2,476

7,730

6,651

1,933

582

連結財務ハイライト
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今後の見通しについては、景気回復基調により設備投

資や個人消費が引き続き堅調に推移するものと思われま

すが、米国や中国経済の先行き不透明感、為替の円高基

調、原油価格の高止まりや金利の上昇など収益を圧迫す

る懸念材料も多く、楽観を許さない状況にあります。

日東紡グループは、「日東紡宣言」の下、新中期経営計

画の初年度として、目標達成に向けた諸施策を着実に実

行し、更なる体質強化と企業価値の向上を図ってまいり

ます。

当期の配当金につきましては、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。

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18年6月
代表取締役社長

経 営 理 念

日東紡グループは｢健康・快適な生活文化を創造す

る｣企業集団として社会的存在価値を高め、豊かな

社会の実現に貢献し続けます。

日 東 紡 宣 言

・日東紡グループは社会の｢ベストパートナー｣を目

指します。（日東紡BP宣言）

・私たちは、お客様の求めるものを絶えず追究し、

お客様に｢安心と信頼｣を誠実にお届けすることを

喜びとします。

また、企業活動を通じ株主・投資家・行政・地域

社会等すべてのステークホルダー(社会)と共に喜

びを分かち合うことを大切にします。

・私たちは自立した一人ひとりの社員の可能性を尊

び、自由闊達にアイデアを出し合いながらチーム

ワークにより力を発揮する企業集団を目指します。

・私たち企業グループは社員の成長が会社の成長で

あることを信じ、社員に成長と自己実現の機会を

提供します。

社員はまず第一に良き市民であり、深く考え、広

く見渡し、果敢に行動します。

そして粘り強くやり遂げます。

・＜ 深く 広く 強く そして温かく ＞

日東紡宣言

当期純利益（百万円）

第141期

第142期

第143期

第144期

第145期

1,869

3,470

△1,040

3,157

218
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MEDIUM-TERM MANAGEMENT PLAN
日東紡グループ　新中期経営計画　Relay101

新たな価値創造のために、高機
能・高付加価値商品の開発と新
規事業領域の拡大に資源を投入
します。

前中期期間に策定した構造改革
を着実に実行し、市況変動や競争
条件の変化に柔軟に対応できる
事業構造への転換を目指します。

内部統制システムの整備を確実
に実行しながら、社会的責任を
重視した、より透明性の高い企
業風土の確立を目指します。

日東紡グループは、平成18年度を初年度とする3か年の中期経営計画「Relay

101」を策定し4月からスタートさせました。

前中期経営計画では、平成15年度からの3か年を事業力再生期間と位置付け、

「いかなる厳しい環境においても利益を確実に生み出せる筋肉質な経営体の構築」を

目指しました。これに基づき、一部国内事業のスリム化、統合、撤収等の事業構造

改革および全社レベルでの諸施策を順次策定、実施してきました。この間、連結有

利子負債を計画通り圧縮して財務体質を改善し、またコーポレートガバナンスの体

制整備を強化しつつ、企業としての透明性向上にも注力してきました。

新中期経営計画「Relay101」では、前中期経営計画の「環境変化に強い筋肉質な経

営体の構築」という基本目標を継承し、事業構造改革を着実に実行するとともに、主

力事業における高付加価値品への転換促進や新たな事業領域進出による付加価値の

拡大により、更なる事業力強化を図ってまいります。

事 業 領 域 の
深 掘 り と 拡 大

コーポレート
ガバナンス体制の

整備継続
事 業 構 造 改 革

新中期経営計画「Relay101」の3つの基本方針

新中期経営計画「Relay（リレー）101」の概要
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● 全社的連携で技術に根ざした価値創造力向上（NEXT委員会・技術本部・部門研究開発）

● 研究開発費は前中期に比べ倍増
研究開発

● グラスファイバー事業を中心とした高付加価値品への転換促進・省エネ対策への投資設備投資

● 市況変動への対応力強化で収益
基盤を確立、利益成長を目指す

・電子材料向けヤーン及びクロスにおける高機能・高付加

価値品への転換促進

・FRP、FRTP用グラスファイバー及び産業資材向け用途

におけるオンリーワン商品の育成と拡大

グラス
ファイバー
事業

● 断熱材分野と環境分野を中心とし
た事業運営による収益力の向上

建材事業

● 国内製造拠点のコンパクト化と販売
組織の再構築による収益力の向上

繊維事業

● 既存市場の深掘り

● 遺伝子工学技術確立による事業領
域の拡大

メディカル
事業

基 本 経 営 戦 略 高機能・高付加価値品を生み出す基盤づくり

事 業 別 戦 略 メリハリのある事業別戦略で強みが発揮できる事業体へ
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OPERATIONAL REVIEW
当社グループの業績概況

1.5%

9.9%

40.0%

36.9%

11.7%

当期におけるわが国経済は、企業収益の改善を背景とし

た民間設備投資の増加や雇用情勢の改善、個人消費の持ち

直しなど、緩やかな回復基調で推移しました。しかし、一方

では原油などの原燃料価格の高騰による影響が長期化する

様相となっております。

繊維業界は、「クールビズ」効果や厳冬による冬物衣料の

好調などアパレル消費においては好況感があったものの、

中国を中心とする海外製品が依然高水準で流入するなど、

総じて厳しい状況となりました。

建材業界は、公共投資は引き続き減少し、民間の建築着工

は、景気の回復基調を受けて、居住用途ではマンションを中

心に、非居住用途では工場や店舗などを中心に堅調な動き

を見せました。

グラスファイバー業界は、期前半は在庫調整により低調

だったＩＴ関連向けが、後半から力強い回復を見せ、また建

築・住宅機器向けや産業用途向けは、住宅着工数の増加や

自動車・家電分野の好調を受けてそれぞれ堅調に推移し

ました。

このような環境の下、当社グループは、中期経営計画の最

終年度にあたり、更なる事業力強化に向け、一部国内事業に

おけるスリム化、統合、撤収等の事業構造改革および全社レ

ベルでの諸施策を順次策定、実施してまいりました。

この結果、当期の企業集団の売上高は1,304億41百万円、

経常利益77億30百万円となり、特別利益で固定資産売却

益19億61百万円や投資有価証券売却益9億62百万円など

合計31億38百万円を計上し、一方特別損失で構造改善特

別損失22億47百万円や固定資産減損損失13億75百万円

など合計54億79百万円を計上し、当期純利益は34億70

百万円となりました。（前期の業績、売上高1,302億91百万

円、経常利益66億51百万円、当期純利益31億57百万円）

第141期

第142期

第143期

第144期

第145期

第141期 第142期 第143期 第144期 第145期
17,367 17,546 18,320 16,008 12,887

52,205 49,280 50,031 52,027 52,197

36,996 42,296 41,117 44,957 48,194

2,910 3,011 2,609 2,120 2,010

15,576 15,815 15,233 15,177 15,151

第145期セグメント別売上高構成比 セグメント別売上高の推移

（百万円）

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

日東紡時報_06再_0606  06.6.26 5:16 PM  ページ 4



5

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。

当期の概況 ストレッチ素材Ｃ・Ｓ・Ｙ®の原糸素材は、ファッショントレンド

のストレッチ離れなどにより国内需要が減少し、さらにストレッチ素材の

定番化や海外製品の流入増による価格下落の進行もあり売上は大幅な減少

となりました。

一方接着芯地の衣料資材は、国内は縫製の海外移転により需要が減少するなかで、新商品の展開などによる拡販効果で前年並み

の売上を維持しました。また、日東紡（中国）有限公司を拠点とした中国国内向けの販売は堅調に推移し増収となりました。

この結果、当事業は原糸素材の大幅な減収により売上高128億87百万円と前期比19.5％の減収となり業績も悪化しました。

なお、こうした状況下、原糸素材については、生産面における機動的かつ効率的な事業運営を図るため、昨年10月に新潟工場

を分社化しニットーボー新潟株式会社を設立しました。

12,887

16,008

18,320

第143期 第144期 第145期

売上高 （百万円）

SEGMENT REVIEW

各事業の主な取り扱い品目

セグメント別概況

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
・外断熱システム・環境改善工事

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

・スポーツ施設事業、ビル賃貸事業

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、家庭用品向け原料

・エンジニアリング
音響・防音設備、各種プラント

・飲料
ペットボトル入り清涼飲料水
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SEGMENT REVIEW
セグメント別概況

グラスファイバー事業

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。

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IT関連需要の調整局面により低調でしたが、期後半からは国内外とも

に市況が急回復し、高付加価値品を中心に売上を伸ばしました。

強化プラスチック用グラスファイバーは、主用途の住宅機器向けおよび自

動車・家電向けがともに堅調に推移しました。

産業資材用クロスは、建築内装および自動車向けなどが堅調に推移し、昨年3月にカネボウ株式会社テキストグラス事業を譲受けた

ことによる業容拡大も加わり大幅な増収となりました。

この結果、当事業は売上高481億94百万円と前期比7.2％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。

建材事業

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。

当期の概況 断熱吸音材では、ロックウール・グラスウールともに民間設備投

資の回復基調を受けて、非住宅分野での販売量を伸ばし増収となりました。

内装建材では、主力の不燃吸音天井板が、アジア向けを中心に輸出を伸ば

したものの主用途である国内オフィスビル向けが着工数の減少や安価な海外品との競争激化により減少し、減収となりました。また床

材は、一般タイルの需要が縮小するなか、非塩ビ系タイルを含めた拡販努力により売上は前年並みとなりました。

環境事業として行っているアスベスト除去工事が、アスベストが社会問題として注視されるなかで売上を伸ばしました。

この結果、当事業は売上高521億97百万円と前期比0.3％の増収となりましたが、原油高騰による原燃料のコストアップの影響も

あり業績は悪化しました。

なお、天井板の需要の減少が今後も継続するものと判断し、生産効率の向上を図るために和歌山工場での生産を本年7月末（予定）を

もって停止し、千葉工場1か工場へ集約することを決定しました。

41,117
44,957

48,194

第143期 第144期 第145期

売上高 （百万円）

50,031 52,027 52,197

第143期 第144期 第145期

売上高 （百万円）
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不動産・サービス事業

不動産・サービス事業では、社有地の有効活用として、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

ーツ施設と、オフィスビル「日東紡ビル」（東京八重洲）のビル賃貸事業を展開し

ています。

当期の概況 ビル賃貸事業は、オフィスビル賃貸は期を通じてフルテナントを

維持し堅調に推移しましたが、賃貸用商業施設（福島県郡山市）を昨年12月に売

却したため減収となりました。

スポーツ施設事業は、各種顧客対策により利用者数が増加し堅調に推移しま

した。

この結果、当事業は売上高20億10百万円と前期比5.2％の減収となりました

が、オフィスビルのフルテナント効果などにより業績は向上しました。

その他の事業

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事業領域を拡大していま

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。

当期の概況 臨床検査薬のメディカル事業は、試薬使用量の微量化や病院経

営の効率化などによりメーカー間の競争が激化するなか、国内の拡販努力お

よび輸出の拡大により増収となりました。

機能性高分子のスペシャリティケミカルス事業は、染料固着剤は国内向けが減少しましたがアジア向け輸出が増加、また家庭用品向

け原料などが堅調に推移し増収となりました。

エンジニアリング事業は、道路防音関係は公共事業縮小により減収となりましたが、プラント関係及び音響関係は受注増により増収

となりました。

飲料事業は、前期に増設した新ラインによる生産能力拡大が寄与し増収となりました。

しかしながら、当事業は昨年6月に食品子会社を清算結了したこともあり売上高151億51百万円と前期比0.2％の減収となり、業

績も飲料事業の設備投資に伴う負担増などにより悪化しました。
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