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平成18年4月1日から平成18年9月30日まで
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PRESIDENT’S MESSAGE
● 株主の皆様へ
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景気の回復基調を受けて民間の建築着工が居住用途・非居

住用途ともに増加するなど、総じて堅調に推移しました。

グラスファイバー業界は、IT関連向けは、昨年後半から

の回復基調の継続により需要が拡大するなど好調に推移し

ました。建築・住宅機器向けなども堅調に推移しましたが、

中国を中心とする輸入品が増加するなど競争は激化しつつ

あります。

このような環境の下、当社グループは、新たに策定した

中期経営計画「Relay101」の初年度として、事業力を一段と

強化するための事業構造改革ならびに事業領域拡大の諸施

策に着実に取り組んでまいりました。

この結果、当中間期の連結業績は、売上高675億88百万円

（前期比8.7%増）、経常利益50億95百万円（前期比63.3%増）、

中間純利益18億32百万円（前期比3.1%増）となりました。

単独の業績につきましては、売上高408億28百万円（前期

比10.6%増）、経常利益28億23百万円（前期比173.5%増）、

中間純利益71百万円（前期比85.5%減）となりました。

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期中間期

（平成18年4月1日から

平成18年9月30日まで）

の業績をご報告申し上

げます。

当中間期における日本経済は、企業業績の改善を背景に

民間設備投資が増加し、また個人消費も堅調に推移するな

ど、原油価格高騰の長期化等の懸念材料を抱えつつも、緩

やかな回復基調を持続しました。

繊維業界は、｢クールビズ｣の浸透効果は見られたものの、

天候不順の影響により夏物衣料の消費が伸び悩むなど全体

的に低調に推移しました。

建材業界は、公共投資は引続き漸減傾向にありますが、
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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

なお、中間配当につきましては諸般の事情を勘案し、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。

今後の見通しにつきましては、国内経済は民間需要に支

えられ、引続き緩やかな回復基調で推移するものと見込ま

れます。しかしながら、米国や中国経済の情勢、さらには原

油価格や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。

日東紡グループは、グループ共有の経営理念ならびに価

値観を取りまとめた「日東紡宣言」の下、このような外部環

境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

と、付加価値創造のための事業領域拡大を柱とした中期経

営計画「Relay101」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。

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18年12月

代表取締役社長
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「Relay101」の3つの基本方針「Relay101」の3つの基本方針
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SEGMENT REVIEW
● セグメント別概況
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● 紡績糸（C・S・Y®）
●テキスタイル
●接着芯地
●日東紡ふきん

繊維事業

● 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

建材事業

● 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

グラス
ファイバー
事業

● スポーツ施設事業
●ビル賃貸事業

不動産・
サービス
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

その他の
事業

各事業の主な取り扱い品目

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、デニムやカジュ

アル向けの需要の低迷により、新たな素材や用途開発な

ど需要拡大策の強化を図りましたが売上は減少しました。

一方接着芯地は、国内需要が減少するなか、本年4月に

株式会社日東紡インターライニング（旧日本ハスケル株

式会社）へ販売組織を統合し、販売面の効率化とともに

差別化商品の拡販に努め、日東紡（中国）有限公司を拠点

とした中国向け販売の伸びとあわせ増収となりました。

この結果、当事業は売上高61億3百万円と前期比4.9％

の減収となりましたが、原糸素材において昨年実施した

新潟工場の生産規模の縮小ならびに分社化、接着芯地で

進めてきた生産・販売面での構造改革などの効果が寄与

し、業績は改善しました。

売上高 （百万円）

8,430

6,418

6,103

第144期
中 間 期

第145期
中 間 期

第146期
中 間 期
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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）の優れた生産技術などを持ち、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、IT関連市況が好調に推移し売上は拡大しました。

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・家電向けが堅調に推移し増収

となりました。

産業資材用は、膜材や建築内装向け、航空機用途や

カーボン・アラミド製品などを中心に売上を伸ばしま

した。

この結果、当事業は売上高266億10百万円と前期比

18.0％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。

売上高 （百万円）

22,754

22,542

26,610

第144期
中 間 期

第145期
中 間 期

第146期
中 間 期

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

断熱材は、ロックウール・グラスウールともに、民間

設備投資の増加を受けて非居住用途を中心に販売量が伸

び増収となりました。

内装建材は、主力の不燃吸音天井板は国内の建築着工

数が堅調に推移するなかで前年並みを確保しましたが、

床材は一般タイルの需要減少に加え非塩ビ系タイルの販

売量も減少し減収となりました。

環境事業のアスベスト除去工事は、アスベストへの関

心が高まるなかで需要が拡大し売上を伸ばしました。

この結果、当事業は売上高261億27百万円と前期比

5.2％の増収となり、不採算商品からの撤収効果なども

加わり業績は改善しました。

天井材においては、予定通り7月末をもって和歌山工

場の生産を停止し、千葉工場1か工場での生産体制に移

行しております。

売上高 （百万円）

24,671

24,833

26,127

第144期
中 間 期

第145期
中 間 期

第146期
中 間 期
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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、国内は診療報酬の改

訂や試薬微量化など厳しくなるなか、新規顧客や診断項

目の開拓により売上を維持し、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

料固着剤が伸び悩みましたが、家庭用品向け原料などが

堅調に推移しました。

エンジニアリング事業は、スタジオなど音響関係工事

の完工物件の増加などにより増収となりました。

飲料事業は、昨年能力増強した製造ラインに対応した

生産・販売体制の強化により増収となりました。

この結果、当事業は売上高79億53百万円と前期比

8.9％の増収となり、業績は向上しました。

売上高 （百万円）

7,377

7,300

7,953

第144期
中 間 期

第145期
中 間 期

第146期
中 間 期

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

オフィスビル賃貸事業は期を通じてフルテナントを維

持し、スポーツ施設事業も堅調に推移しましたが、昨年

12月に賃貸用商業施設（福島県郡山市）を売却し賃貸料

収入が減少しました。

この結果、当事業は売上高7億93百万円と前期27.8％

の減収となり、業績は低下しました。

売上高 （百万円）

1,033

1,098

793

第144期
中 間 期

第145期
中 間 期

第146期
中 間 期

日東紡_146期中間_1115  06.11.22  11:46 AM  ページ4



ENVIRONMENTAL INITIATIVES
● 日東紡の環境への取り組み

5

われわれ日東紡グループの人間集団は、すべての企業活動・事業展開において、環境に配慮した製品・サービスの提供と行動を
通じ、かけがえのない地球環境の次世代への継承・持続的発展に貢献する。

環境保全 ...................................................計画的な環境負荷の低減を図ることにより、環境の継続的改善を遂行し、地域社会との共生を目指す。

環境配慮に基づく企業活動 ......国内外、すべての事業領域で、省エネルギー・省資源・リサイクル・環境負荷に配慮した活動を推進する。

環境政策の順守と自主管理 ......法規その他の要求事項・思想を順守し、自主的な環境方針・管理基準を定め、その達成に努める。

定期的監査の実施 .............................定期的環境監査の実施により、環境・安全管理の検証・整備を図ると共にその管理水準の向上に努める。

教育・啓蒙 ...............................................すべての従業員に対し、環境方針を周知させる等、環境・安全教育を徹底しその意識向上を図り、
次世代への継承に努める。

環境トピックス

日東紡事業所では、地域協力として工場見学の受け入れなどを積極的に行っています。福島工
場では近隣中学校の総合学習の一環として職場体験学習を受け入れました。 参加された生徒の
皆さんからは「環境とは流行のかっこいいものだと思っていたが、実際には廃棄物分別や圧縮作
業など地道な作業の積み重ねであることがわかった。今後は環境を第一に考え行動したい」との
頼もしい意見も寄せられました。また、地域住民の方々と定期的にモニター委員会を開催し、環
境測定データや環境に関連する情報などを提供し、コミュニケーションの促進を図っています。

私たち日東紡グループは、地球環境問題の重要性を認識し、よりよい環境の創造と保全のため、省エネルギー、資源の有効

活動、公害の防止などに積極的に取り組んでいます。

日東紡環境憲章

1

2

3

4

5

基 本 理 念

行 動 指 針

①省エネルギー促進
［地球温暖化防止］

②有害物質削減・管理
［人の健康と安全な地域社会確保］

③産業廃棄物削減
［循環型社会構築］

◎2010年度環境への排出量
　60%以上の削減を目指す。（2002年度比）

◎「エネルギー使用合理化に関する法律（省エネ法）」
　への順法。二酸化炭素排出量の抑制。

④コンプライアンス
［法令順守］
◎環境関連法規、地域協定の順守、
　環境リスクゼロの実現。

◎2010年度最終環境負荷ゼロ
　（ゼロエミッション）を目指す。

●日東紡全社方針

環境に関する日東紡全社方針
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建 材 事 業

プリント生地メーカーの株式会社コッカと共同で、ファンシーなプリント柄を持つ接着ア

プリケーション「ユニゾンフェイス」を開発し、平成19年春夏向けから販売を開始しました。

この「ユニゾンフェイス」は、細いポリエステルを使った薄い接着芯地とコッカのプリント

意匠素材によって、自由なデザインを表現できます。アウターの袖裏やデニムジーンズの裏地

をはじめ、柔らかな透け感を持ったレースのトップス、表地から柄が薄く透けるダウンジャ

ケットなど、多彩な使い方のできるまったく新しいファッション素材として発売当初から注目

を集めています。「今までありそうでなかった素材」と評判は上々で、差別化を求めるデニム

メーカーだけでなく、メンズやレディスカジュアル、感性の高いブランドメーカーなどとのタ

イアップも進んでおります。

さらに、手芸専門店向けで誰でも簡単に使える家庭手芸タイプとして、綿100％素材で

チェック、ストライプ、ドット柄を揃えた「ハーモニー・フェイス」も販売しております。

“裏地、表地、そしてアウターにも”新素材「ユニゾンフェイス」発売

TOPICS
● トピックス

6

資源の枯渇や埋立処分場の逼迫、不法投棄など、産業廃棄物に関わる環境問題が深刻化する

中、日東紡はこれまで培ってきたロックウール製造等の技術を生かした、廃棄物のリサイクル

を積極的に進めています。この取り組みは、当社の建築材料商品の廃材はもちろん、他社製の

ロックウールやグラスウール、耐火レンガ屑などの無機質の廃材についても、資源として再生

利用していくものです。

一方、環境への影響を考慮して「人と環境にやさしい建材を開発する」というコンセプトの

もと、環境対応型商品の充実も進めています。平成18年7月に発売した「ニットータイル　

オレフOLPK（レックスパーケ）」は、木目調ポリオレフィン系床材として、ホルムアルデヒドを

含まず、燃焼時に有害な塩化水素ガスが発生する心配もありません。また、埋設時の地中への

染み出しによる環境汚染が懸念される可塑剤も含まないことから、グリーン購入法に適合し

た床仕上げ材です。

これからも「限られた資源を有効に活用する取り組み」と、「環境への影響を考慮した物づく

り」を通して、社会に貢献していきます。

「産業廃棄物削減」と「環境対応商品の充実」2つの取り組み

繊 維 事 業
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日東紡は、ガラス繊維強化プラスチック（FRP）に使用されるロービングにおいて、新商品

「Rov‐Master（ロブマスター）」を開発しました。商品名には、ロービングの支配者、つまり、

日東紡の技術力による他社の追随を許さない究極のロービングという意味を込めています。

これまでとは生産方法を大きく変更し、ロービングの品質を極限まで高めることに成功しま

した。

たとえば、ユーザーであるSMC製造メーカーで「Rov‐Master」をご使用いただいた場合、生

産スピードを大幅に上げることができ、さらに品質の安定や向上が計られ、生産コストの低減

に大きく寄与することが期待できます。

現在のガラス繊維業界は、中国メーカーの大増産、海外メーカーの日本進出、世界最大手の

合併等、目まぐるしい状況の変化に直面し、決して安閑とはしていられない状況にあります。

日東紡は、先進の技術を武器に、今後も高付加価値商品を創出し続けます。

ロービングの品質を極限まで高めた新商品「Rov‐Master（ロブマスター）」を開発

グラスファイバー事業

7

バイオケミカル研究所では、農林水産省の委託プロジェクトにおいて、農業生物資源研究所、

ユニーテック株式会社との共同研究成果として、遺伝子組み換えカイコを利用した抗体の作成

に成功しました。従来の哺乳類や鳥類を利用した方法では、動物自身が生産する抗体がある

ため、目的の抗体だけを取り出すことが難しく、異種抗体の混入による非特異反応も多いとい

う欠点があります。カイコは自身で独自に抗体を作らないため、目的とする抗体以外の抗体混

入がなく、病気の検査や医薬品に利用する際の特異性や安全性に優れています。

今回、カイコに作らせた抗体は、1種類の抗原にだけ反応するマウス抗体です。マウス遺伝

子をカイコに組み込み、カイコの体内でその遺伝子がうまく働くように塩基配列を一部変更し、

10マイクログラムの抗体の作成に成功しました。この遺伝子を組み込まれたカイコの子も同

じ遺伝子を持ち、同じ抗体を作るため、系統を維持して飼育すれば大量の抗体を得ることがで

きます。またカイコは飛ばない・咬まない・鳴かない等、飼育管理上のメリットもあります。今

後は同じ手法でヒト抗体の作成を行い、一般医薬品への応用も視野に入れて開発を進めます。

カイコを利用し、医療検査や医薬品開発に役立つ抗体の作成に成功

メディカル事業
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