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FINANCIAL HIGHLIGHTS
連結財務ハイライト

第141期 第142期 第143期 第144期 第145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 平成17年9月中間期

売上高（百万円） 61,869 61,507 60,915 64,268 62,194

経常利益（百万円） △874 △586 338 2,804 3,120

中間純利益（百万円） △875 △1,005 3,089 △214 1,777

１株当たり中間純利益（円） △3.54 △4.06 12.48 △0.87 7.19

総資産（百万円） 188,519 175,324 169,711 157,416 160,627

株主資本（百万円） 61,953 58,801 63,348 58,710 64,498

株主資本比率（％） 32.9% 33.5% 37.3% 37.3% 40.2%



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145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、原油価格高騰もありましたが、民

間設備投資の増加、個人消費の持ち直しなどが見られ、緩や

かな回復が続いております。

繊維業界は、クールビズなどの景気刺激でアパレルの一部

では活況を取り戻しつつありますが、製品輸入は依然、中国を

主体として引き続き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環境が続きました。

建材業界は、用途別でみますと、民間非居住用建築物や分譲

マンションの着工面積は前年比で増加しているものの、戸建て

住宅戸数減少などにより伸び悩みました。

グラスファイバー業界は、主として中国メーカーの生産能力

急増などによりＩＴ関連向けを中心とした供給過剰の中で競争

が激化し、厳しい状況の中で推移しました。

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カ年におよぶ中期経営計

画の最終年度にあたり、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、当中間期の連結業績は売上高621億94百万円、

経常利益31億20百万円、中間純利益は17億77百万円とな

りました。（前中間期の業績、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）

単独の業績につきましては、売上高369億3百万円、経常利

益10億32百万円、中間純利益は4億95百万円となりました。

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、景気の緩やかな回

復基調が見込まれておりま

すが、原油価格の動向など

懸念材料もあり、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、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。

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。

平成17年12月
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代表取締役社長

PRESIDENT’S MESSAGE
株主の皆様へ



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、カジュアル用途

向けＣ・Ｓ・Ｙ®原糸がファッショントレンドのストレッチ離れといった国

内需要の低迷や中国廉価製品の輸入におされ大幅な減収となりました。

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アパレルの現地縫製化が進み販売が振るわず、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。また、日東紡（中国）有限公司は前半、一時的に品種構成

の変化により生産性が悪化し、後半は順調に回復しているものの減収となりました。

この結果、当事業は原糸素材の大幅な販売数量の減少が響き、売上高は64億18百万円と前年同期比23.9％の減収となり、業績も大

幅に悪化しました。

なお、10月1日、新潟工場におけるストレッチ素材Ｃ・Ｓ・Ｙ®糸を中心とした紡績糸の製造部門を独立会社（ニットーボー新潟株式会社）

としました。これにより、機動的かつ効率的な事業運営を図り、生産面から繊維事業の競争力向上を目指します。
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SEGMENT REVIEW

各事業の主な取り扱い品目
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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

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、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



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

の出荷量は、昨年後半から続くＩＴ関連産業の在庫調整が長期化したため、世界需要は低調に推移し売

上は減少しました。

強化プラスチック用グラスファイバーは、国内の住宅機器向け及び自動車向けは概ね堅調に推移した一方で、国内の公共事業向け用途

や輸出の一部で出荷量が減少し減収となりました。

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、自動車向けやインテリア市場向

けなどが好調に推移し、カネボウ株式会社テキストグラス事業営業譲受による業容拡大も加わって売上を伸ばしました。

この結果、当事業の売上高は225億42百万円と前年同期比0.9％の減収となりましたが、高付加価値品の拡販により、業績はやや改善

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、ロックウールは、住宅用途で販売量が若干減少しましたが、設備・プラ

ント向けが好調に推移したことと売値が改善したため売上は増加しました。一方、グラスウールも戸

建住宅向けは減少したものの非住宅向けの販売数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、韓国向けを中心とした輸出が増加したものの、国内のオフィスビルでの需要減少によって減収となり

ました。また、床材は、非塩ビ系タイルが販売数量を伸ばしましたが、一般タイルが振るわず、売上は横ばいとなりました。

外装建材では、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土木向けの波平板の拡販

努力により売上は増加しました。また、外断熱システムやアルミ屋根材の売上は減少しました。

この結果、当事業の売上高は248億33百万円と前年同期比0.7％の増収となりましたが、業績は横ばいにとどまりました。
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SEGMENT REVIEW
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セグメント別概況

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 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10億98百万円と前年同期比6.3%の増収となり、業績も改善しました。

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。

当期の概況 臨床検査薬のメディカル事業は、病院経営の効率化が進みメーカー間の競争激化のなか、国内外における拡販努力によって

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、アジア向け染料固着剤や家庭用品向け原料が伸びたため増収となりました。

エンジニアリング事業は、国内外でのプラント物件の完工が遅れ減収となりました。

また、ペットボトル飲料事業は、主要顧客向け販売が好調だったため売上は増加しました。

しかしながら、当事業の売上高は食品子会社を6月に清算結了したこともあり73億円と前年同期比1.0%の減収となり、一方、ペットボ

トル飲料事業の設備投資負担があり業績も悪化しました。
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平成17年10月1日より、日東紡ホームページ（日本語版）がリニューアルしました。

「健康・快適な生活文化の創造」をテーマにサイトデザインを刷新、掲載トピックスも増

加させて、見やすく、日東紡の事業がよく理解できるホームページを目指しております。

主要掲載内容

事業紹介：

グラスファイバー、建材、繊維、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、不動産活用のそれぞれの

事業部門情報をご紹介しております。

グラスファイバーの「製品紹介」では、製品ごとにその特長、使用用途などの詳しい情報を掲載しております。建材、

繊維、スペシャリティケミカルス、エンジニアリングの製品情報については、別途専用ウェブサイトを設けてより深く

解説しております。

企業情報：

社長からのごあいさつ、会社概要、組織図、沿革、事業所／支店の一覧、関係会社リ

ストを掲載しております。

IR情報：

決算公告、決算短信やアニュアル・レポートの資料集に加え、事業報告書と有価証券

報告書もPDFファイルでの閲覧が可能になりました。過去5年間の連結および単体

の売上高、経常利益、純利益、総資産、1株当たり純利益の各業績データをグラフと

表で分かりやすく「業績の推移」に表示しております。決算期や定時株主総会開催時

期、住所変更などの各種事務お手続きに関する名義書換代理人へのお問い合わせ

先については「株主メモ」に掲載されております。

この他、採用情報、環境への取組みと、幅広い角度から日東紡をご理解いただけるように努めました。

株主の皆様からのアクセスをお待ちしております。

URL：http://www.nittobo.co.jp/

日東紡ホームページ、リニューアルのお知らせ

IR情報ページ

日東紡ホームページトップ画面
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TOPICS
トピックス
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光線透過率90％以上の「防煙垂れ壁」を開発、実地施工を開始

グラスファイバー事業部門 産業資材事業部は、ガラスクロスを基材とする新しい透明
シートを開発しました。国土交通省の不燃材料認定を取得し、光線透過率90％以上の透
明材料として様々な用途展開を進めています。
その第一弾として割れない、軽量の特長を生かし、「防煙垂れ壁」用途への展開、実地施
工を開始しました（商品名：ダン スモークTM）。防煙垂れ壁は火災時の避難経路確保のため
に天井に設置が義務づけられています。板ガラス製が多く、近年頻発している地震で破損、
落下による危険性が指摘されています。そこで割れない軽量な透明不燃認定材料という
特長を生かして、板ガラス製防煙垂れ壁に替わる安全な材料として地震被害地域を中心に
施工実績を積み上げております。特にスーパー、ショッピングセンターなどの多数の人が
集まる建物からの問合せ、引き合いを頂いております。
今後も産業資材事業部では透明シートの特長を生かし、様々な用途展開を図ってまいり
ます。

「ダン スモークTM」施工例（矢印）

生地表面比較
写真上：従来技術のドットパターン

（140個/cm2）
写真下：今回のマイクロドット技術のドットパターン

（250個/cm2）

薄手素材へのこだわりが生み出した超精巧なマイクロドット技術を開発

繊維事業部門　衣料資材事業部では、薄手表素材に対して問題となっていた接着剤
の『染み出し』『キラツキ』『樹脂当たり』の薄手対応の三課題を大幅に改善する超精巧な
マイクロドットコーティング技術の開発に成功しました。
従来の接着芯地に使われている技術では、この薄手三課題には接着力の弱い仮接着芯
しか対応出来ず、汎用芯では接着強力はあるものの、この課題がクリアできませんでした。
今回の技術開発では、仮接着芯の数倍の接着強力を出し、なおかつこの三課題をクリ
アするために、開発・製造部門が連携して従来にない極めて細かいドット径やポイント
を企画設計し、それらを精密、均一に転写する接着剤の塗工技術を完成させました。
繊維事業部門では、04/05年春夏物よりこの技術を用いた商品展開をしており、
・フォーマルブラック対応芯　 QBシリーズ
・撥水素材向け R5000シリーズ
・薄手対応透明芯地 NR155
・薄手素材対応テープ NTRテープ
と多種多様な表素材やアイテムに利用され、非常に好評です。
これからもお客様のニーズを的確に捉え、ご期待に応えられる商品作りと、業界のトッ
プブランドとして更なる飛躍を目指してまいります。

グラスファイバー

繊維
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診断から処理・修復まで一貫してコーディネート
「日東紡アスベスト処理工事」

建物の老朽化と改修解体に伴うアスベスト飛散による危険性が大きな社会問題として
クローズアップされています。
日東紡グループでは昭和62年にアスベスト除去処理工事を事業化、現在、日東紡エ
コロジー株式会社が担当しています。日東紡の除去工事は、1．(財)日本建築センターよ
り建設技術審査証明書を受けており、品質と安全を保障した工事が出来ること、2．除去
後の産業廃棄物については、高温による溶融処理により無害化を実現し二次公害の心
配が無いこと、を大きな特長としています。アスベスト処理工事には「除去」と「封じ込め」
の二種類があります。除去工事は封じ込め工事と比較して初期投資は高くなりますが、
永久的処理によりメンテナンス不要で解体時の除去費用も発生しません。このため日東
紡エコロジーでは除去工事が80%以上を占めています。
過去使用されたアスベスト製品を全て処理するには50年以上の歳月が必要との見方
もあり、新規業者の参入がある一方で、ずさんな工事も問題化しています。日東紡エコ
ロジーは、経験と実績に基づいてアスベスト処理工事に取り組み、今後もお客様から信
頼される安全確実なサービスの提供に努めてまいります。

梁からのアスベスト除去処理作業

建材

飲料製造ライン（一部分）

新ライン増設で事業力強化を目指すニットービバレッジ

ニットービバレッジ株式会社は、平成9年富山県泊工場における紡績事業撤収の後継
事業として設立されました。当初事業内容は、黒部の名水で抽出した茶系飲料・ニアウォ
ーター等500mlPETボトルの清涼飲料水の委託充填会社でした。以降500ml・2L耐
熱PETボトルの成型製造も導入し、自社工場内で耐熱容器の生産から飲料充填までの一
貫製造システムを作り上げた日本で最初の会社として、日々安全でおいしい清涼飲料水
を提供しております。
清涼飲料水業界は、約4兆円市場といわれておりますが、ナショナルブランドの販売が
9割を占める中、同社は事業開始直後からプライベートブランド市場をターゲットに多品
種少量生産や効率的な物流システムをセールスポイントとしております。平成15年には
ISO9001:2000を取得し顧客満足度の向上に努め、売上も順調に推移しており、今年
3月飲料充填の新ラインを増設いたしました。新ラインでは、小型容器（350ml、
280ml）対応も含め、品質面における着香を考慮した殺菌機や衛生面を考慮した非接触
式充填装置の導入、特徴である多品種少量生産の切替時間短縮を目指したネック搬送シ
ステムを採用しました。今まで以上に顧客満足度の向上に努め、PB市場での優位性を
高めてまいります。

飲料




