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PRESIDENT’S MESSAGE
● 株主の皆様へ

改善効果により営業利益は黒字に転じました。

建材事業は、住宅着工や民間設備投資が堅調に推移

する中で売上を伸ばし、また、天井材生産拠点の統合な

どの構造改革の効果により増収増益となりました。

グラスファイバー事業は、プリント配線基板向けの旺

盛な需要に支えられ、また、強化プラスチック用途や産

業資材用途も好調を持続し増収増益となりました。

また、臨床検査薬を中心としたメディカル事業、機能

性高分子のスペシャリティケミカルス事業、エンジニア

リング事業、飲料事業なども着実に業績を伸ばしました。

今後の見通しにつきましては、企業業績の改善を背

景に景気は引き続き堅調に推移するものと予想されま

すが、米国や中国経済、為替変動や原油価格、ＩＴ関連需

要の動向など先行き不透明な材料が多く予断を許さな

い状況にあります。

このような環境の下、当社グループは中期経営計画

「Relay（リレー）101」の2年目を迎えます。当期に引き

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。ここに当社第146期（平成18年4月1日から平成

19年3月31日まで）の業績をご報告申し上げます。

当期における国内経済は緩やかな回復基調で推移し

ました。当社グループは、「事業構造改革の推進」と「事

業領域の深掘りと拡大」を柱とした中期経営計画「Relay

（リレー）101」の初年度として、事業力の一段の強化に

向けた諸施策を実施してまいりました。その結果、売上

高1,387億75百万円（前期比6.4%増）、営業利益113億79

百万円（前期比52.1%増）、経常利益114億36百万円（前

期比47.9%増）、当期純利益46億15百万円（前期比

33.0%増）となり、3期連続での増収増益となりました。

各事業における概況は以下の通りです。

繊維事業は、海外製品等との競争激化や天候不順の

影響などにより減収となりましたが、生産・販売面での

事業領域の
深掘りと拡大

事業構造改革
コーポレート

ガバナンス体制の
整備継続

「Relay101」の3つの基本方針「Relay101」の3つの基本方針
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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

続き「事業構造改革」に取り組むとともに「事業領域の深

掘りと拡大」を促進し、あわせて「コーポレートガバナン

ス体制の整備」を図ることにより、企業価値の更なる向

上を目指してまいります。

なお配当は、収益動向と企業体質強化のための内部

留保の充実などを総合的に判断した上で、継続的かつ

安定的に行うことを基本方針としており、当期におきま

しては、当社を取り巻く環境が依然厳しいこと、経営体

質の一層の強化や今後の事業展開などを勘案して、前期

と同様1株当たり3円とさせていただきました。

株主の皆様におかれましては、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19年6月

代表取締役社長

機構改革

事業領域の深掘りと拡大を加速するため、2月1日付け
で機構改革を行いました。

繊維事業部門、建材事業部門、グラスファイバー事業部

門に加え、新たにメディカル事業、飲料事業を部門として

独立させ、更に新規事業を促進するための新規関連事業

部門を設置しました。

今後は、この6事業部門制によって中期経営計画の達成
に取り組んでまいります。
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STRENGTHENING CORPORATE CAPABILITIES
● 企業力強化に向けて

経営リスク管理体制の整備・強化に向け「企業行動推進室」を設置

中期経営計画の重点課題の一つである「コーポレー

トガバナンス体制の整備」の一環として、経営リスク

管理体制の整備・強化を実施しました。

日東紡グループでは、以前より取締役会の下部組

織「企業行動委員会」の下で「企業行動フォローアップ

委員会」を中心に、リスク管理およびコンプライアン

ス体制を整備してきましたが、更なる体制強化に向

け、同委員会を発展させ、昨年10月に「企業行動推進

室」を設置しました。常設組織となる同室は、内部統

制システム構築によりリスク管理およびコンプライ

アンス体制が常に機能するよう、規程や制度の定期

的な見直しを行います（PDCAサイクル）。また、製品

の品質低下や自然災害など、企業を取巻くさまざま

なリスクの予防・回避および発生時の損害の最小化を

図るため、企業風土の改善、業務運営プロセスの改

善・透明性確保、社員への教育・啓蒙活動などに取り

組んでいます。

今後も、日東紡グループは、「コーポレートガバナ

ンス体制の整備」により、企業力の強化を図ってまい

ります。

経営リスク管理体制

経営リスク管理担当役員

企業行動委員会
経営会議メンバーに準ずるメンバー

企業行動推進室
専任者を有する常設の専門組織

実施と行動Do

監査Check
見直しAction

計画Plan

取締役会 ● リスクの分析・評価

● 規程・マニュアルの
　整備・拡充

● 教育・啓蒙活動

● 情報の整理

● 規程・制度の適切さ

● 方針・綱領の浸透度

● 改訂・改善すべき内容の整理
 （規程・制度、教育・啓蒙方法）

・啓蒙活動

情報の整理

● 規
育・啓蒙方法）
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建材事業部門

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・保冷・断熱」の性能を有し、地球温暖化防止に向けて建築や設備用建材として幅広

く使用されています。また、アスベスト除去工事などの環境事業にも取り組み、健康で快

適な社会の実現に貢献すべく、新たなビジネスフィールドを創造し続けています。

事業戦略 断熱材では、ロックウール、グラスウールの環

境性能での優位性並びに自社の高いポテンシャルを活か

しつつ体質強化を進め、既存分野の深掘りと、新商品、新

分野への商品展開を促進します。

内装建材では、機能性と環境調和性に優れた不燃吸音

天井板を中心に効率的な事業運営を推進し、顧客ニーズ

に対応した商品提案を強化します。

環境事業（アスベスト除去・ダイオキシン除去）について

は、20年来取り組んできたノウハウと、除去から廃棄まで

一貫管理体制を持つ処理事業者として高い評価を得てい

ます。今後も徹底した安全管理の下、事業領域の拡大を目

指します。

部門間のリレーションシップを密にし、情報共有化に

より顧客ニーズに即した高品質な日東紡建材を提供し、

ブランド力の強化を図ります。

事業部門の紹介

ロックウール不燃吸音天井板、各種床材、断熱・吸音・耐火材、環境改善工事

繊維事業部門

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に優れた高付加価値な新素材を提案し続けてい

ます。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。

事業戦略 原糸素材事業では、海外製品との差別化を追

求し、最終製品を意識した素材開発に注力しています。テ

キスタイルにとどまらない製品展開や、資材用途への拡販

を進めるとともに、生産性の向上、物流体制の見直しにも

取り組み、収益の向上を目指します。

芯地事業では、昨年4月に設立した芯地販売会社を中心

に、販売・サービス体制を強化しています。新素材の開発

や生産拠点の構造改革を促進し、国内市場での収益拡大

を図ります。また、日東紡（中国）有限公司においては、生

産能力の増強と製造コスト削減を進め、中国国内での販売

拡大と収益確保を目指します。

原糸素材と芯地の強みを融合させたビジネス展開を拡

充し、事業部門の一体運営を加速するとともに、中国オペ

レーションの育成、販売面での効率化、顧客対応力の強化

に引き続き注力します。

紡績糸（C・S・Y®）、テキスタイル、二次製品、接着芯地、日東紡ふきん
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グラスファイバー事業部門

ガラス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有数のメーカーとし

て、世界から高い評価を受けています。極細グラスファイバーヤーンやクロスの電子材料

分野、FRP、FRTPの複合基材分野、産業資材分野など、グラスファイバーの可能性を追求
し続け、「世界最強のグラスファイバーメーカー」を目指しています。

事業戦略 電子材料分野では、極細ヤーンや極薄クロス

など、小型化、軽量化が進む電子機器に対応した商品開発

を強化します。また、開繊処理を付加したSSクロスの拡

販など、高機能・高付加価値品への転換を進めます。

複合基材分野については、FRP分野では生産性・流動性

に優れた差別化ロービング「Rov-Master（ロブマスター）」

の拡販、FRTP分野では繭形や楕円形などの異形断面繊維

の拡販をそれぞれ強化し、オンリーワン商品の育成に取

り組みます。

産業資材分野では、テント膜用基材や自動車向け制振材

用途の拡販に努めるとともに、新規市場開拓に向けた新

商品開発を進めます。

変動の激しい市場環境に対応するため、研究開発から

製造、販売に至る現場力を強化し、収益基盤の更なる強化

を目指します。

グラスファイバーヤーン、ガラスクロス、強化プラスチック（FRP・FRTP）用グラスファイバー、
高強度グラス（先端複合素材）、FRP波平板

メディカル事業部門

合成基質や発色試薬からスタートしたメディカル事業では、現在では、生化学系、血液学系、

免疫学系の3つのジャンルにわたる臨床検査薬事業を展開しています。遺伝子工学技術の
基盤確立や産学共同プロジェクトの推進など、研究体制の充実を図るとともに周辺事業の

開拓にも取り組み、現代医療に役立つ製品作りを目指しています。

事業戦略 臨床検査薬事業では、細胞工学技術を用いた

腫瘍マーカーや、遺伝子工学技術を用いた骨マーカーな

どの独自の検査薬を開発しています。昨年には、産学共同

研究で、遺伝子組み替えカイコを利用した抗体の作成に

成功しました。検査薬の原料となる抗体の生成技術の確

立は、コスト削減につながる他、高品質な製品の安定供給

も可能となります。

周辺事業分野では、採血管や血管位置測定装置（ベイン

テクター）などの臨床検査関連製品を開発、品揃えの拡充

に取り組んでいます。

今後も外部機関との連携を深め、研究の充実を図ると

ともに、検査精度を向上させた新商品の開発を進めます。

また、国内にとどまらず、アメリカや中国、さらには東南

アジア市場への輸出拡大を図ります。

生化学系、血液学系、免疫血清学系の臨床検査薬
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飲料事業部門

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。プライベートブランド

飲料市場での多様な顧客ニーズに対応するOEMメーカーとして、ペットボトルの成形か
ら飲料充填までの一貫生産・販売を行っています。

事業戦略 主力の小型ペットボトル飲料事業では、ペット

ボトルの成形から飲料の充填まで一貫して行う生産ライ

ンを活用し、近年のプライベートブランド市場の活性化の

中で、多品種小ロット対応力と商品開発力によって販売数

量の増大と収益の拡大を図ります。

お客様に安心して飲んでいただくために、製品の品質

の維持・向上を最優先の課題として捉え、原料の管理や生

産ラインの保守、製品出荷後のトレーサビリティの維持を

徹底して行っております。

大型ペットボトルについては2リットルサイズのペットボ

トル容器を製造し、ミネラルウォーター市場を中心とした

飲料メーカーに販売しています。

多様化する清涼飲料市場のニーズを的確に捉えた新商

品と、安定した品質の下で、顧客満足度の向上と収益の拡

大を図ります。

小型ペットボトル飲料、大型ペットボトル容器

新規関連事業部門

事業戦略 スペシャリティケミカルス事業では、染料固着

剤「ダンフィックス®」の拡販、めっき用助剤の海外拡販、

販売ツールの刷新に取り組んでいます。家庭用原材料や

電子材料添加剤などの高付加価値製品は、用途開発と提

案型営業を強化します。事業領域拡大のために、単なる

水溶性カチオンポリマーメーカーからの脱皮を図り、用

途材料型薬剤の開発や部門間協力による新製品開発に努

めます。

また当社の固有技術を基盤とした新規事業の探索や学・

官との連携による製品開発にも積極的に取り組んでおり

ます。常温硬化型ハードコート材料「SSGコート」は、事業

部門横断プロジェクトとして製品化し、従来になかった製

品として注目を集めています。

今後もグロ－バル市場で勝ち残れる新規事業開発を推進

し、営業力強化を図りつつ、事業展開を加速していきます。

染料固着剤「ダンフィックス®」、PAS、PAA®、新ポリマー素材の用途開発、SSGコート、
三次元編み物「3Dパラマックス」、ホットメルト樹脂関連商品

日東紡の新たな事業分野の成長・確立に向け、独自の技術を活かした研究開発に取り組ん

でいます。スペシャリティケミカルス事業では、特殊な重合技術を用いた新しいポリマー

素材の開発に取り組み、幅広い分野における用途開発に注力しています。部門間協力によ

り、新商品の開発・展開を促進しつつ、事業領域拡大の役割を担っていきます。



BROADENING OUR CUSTOMER COMMUNICATION
● お客様とのコミュニケーション充実に向けて
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日東紡は、従来のコーティング剤の諸問題を克服した、無機─有機ナノコ
ンポジット常温硬化型ハードコーティング剤「SSGコート」を昨年12月に上市

しました。発表後の3ヵ月間で問合わせが数多くあったことから、製品特長

や応用分野を広く紹介するため「新機能性材料展2007」（平成19年4月25～

28日、東京国際展示場）に出展しました。

ディスプレイ材料や光学材料を中心にハードコーティング剤の需要が高ま

る中、従来の無機─有機複合コーティング剤は、硬化時に特殊な装置が必要
な上、硬化までの時間が長く、白濁し不透明などといった問題点がありまし

た。日東紡が開発した「SSGコート」は、常温で安定した塗膜やフィルムを形

成し、特殊な装置を使わなくても比較的短時間で硬化するといった利便性

に加え、硬化後は完全透明となるなど、優れた機能を保有しています。また、

被塗装体をほとんど選ばないため、ビルの外壁や、携帯電話の液晶画面、自

動車・船舶等の車体など、新たな用途での展開も期待されています。

展示会では、金属の防錆や、コンクリート・木材・プラスチックの保護など

の応用分野について塗工サンプルを展示し、大きな反響をいただきました。

今後は、フィルムや塗料、建材、家具などのメーカーに積極的に販促を行

っていくとともに、ハードコート特性や高耐久性、高耐熱性が求められる分

野を中心に「SSGコート」を提案していくことで、機能性材料の市場開拓を図

ります。

「新機能性材料展2007」で常温硬化型ハードコーティング剤「SSGコート」のサンプルを展示

日東紡グループの持つ優れた技術や、付加価値の高い製品群をお客様に幅広く知っていただけるよう、

当社グループは展示会や見本市に積極的に参加しています。

ここでは、お客様とのコミュニケーション充実に向けて取り組んだ主な展示会についてご紹介します。

「新機能性材料展2007」展示ブース

常温硬化型ハードコーティング剤
「SSGコート」



世界各国の縫製拠点になりつつある中国において、毎年秋に「インターテキ

スタイル上海」が開催されます。日東紡グループは「他社にないハイレベルな

新商品の提案」「新規顧客の開拓」を目標に、平成12年より7年連続で参加して

います。平成18年度は、世界各国から5万人を超える来場者が集まり、年々そ

の規模は拡大しています。

企業ブースでは、日東紡（中国）有限公司が、欧米市場を意識した高級芯地

「EUシリーズ」を中心に展示を行い、好評を博しました。

またジャパン・パビリオン内では、株式会社日東紡インターライニングが株

式会社コッカと共同で、プリント接着芯地「ユニゾンフェイス」を出展しまし

た。共同開発となるこの商品は、汎用性の高いファッション素材として、欧米

諸国のバイヤーから高い評価を得ました。

今後も継続的に出展し、販売チャネルの拡大を目指します。

世界最大規模のテキスタイル国際見本市に出展し、海外マーケットに日東紡ブランドをアピール

7

日東紡グループでは、地球環境を考慮し、リサイクルや省エネに役立つエコ

建材商品を多数開発、販売しています。また、製造工程においても、建築廃材

等を資源として再利用し、環境保全に取り組んでいます。

この取り組みや環境に配慮した建材商品を広く理解してもらえるよう、東

京・八重洲にある日東紡ビルにおいて、「日東紡エコ＋建材展2006」（平成18年

11月15・16日）を開催しました。5回目となる今回は、「展示会で工場見学？」

をコンセプトに、各製品の製造工程を紹介するとともに、天井材や断熱材、ガ

ラス建材などを紹介しました。

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

ウを活かした製品ラインナップを充実させ、環境に配慮した建材事業の拡大

を図ります。

工場見学をテーマに「日東紡エコ＋建材展2006」を開催

企業ブースに加え各国のパビリオンが設置
され、25ヵ国・地域から約2,030社が参加

パネルや一部現物を使い、環境負荷の低減
に取り組んだ製造工程を紹介


