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　当連結会計年度におけるわが国経済は、国内外の経済対策の効果などにより、一部緩やかな持ち直しの動き
が出てきたものの、設備投資の回復の遅れや個人消費の低迷などにより、全般的に厳しい状況が続きました。
このような環境の下、当社グループは当期を次なる飛躍に向け、事業基盤を一層強固なものにする1年間と位置
づけ、総力を結集して取組んでまいりました。
　繊維事業は、衣料品消費が低迷し、低価格志向が加速するなか、高付加価値商品の開発や顧客との関係強
化、徹底したコストダウンなどを図ってまいりました。
　建材事業は、住宅着工戸数や工事物件減少の影響を受けるなか、新商品の上市や既存顧客の深掘り、新規顧
客の開拓などを行ってまいりました。また、グリーンビジネスへの取組みを進めてまいりました。
　グラスファイバー事業は、前半は厳しい状況で推移しましたが、後半から電子材料用途を中心に回復基調と
なり、新商品・新用途の展開や高機能商品の拡販、海外物件の獲得などを図ってまいりました。
　その他の事業は、メディカル事業や飲料事業を中心に新市場の開拓や商品の高付加価値化などを進めてまい
りました。
　当連結会計年度の業績につきましては、前半は一昨年来の景気悪化の影響が残りましたが、後半は回復に向
かい、通期では連結売上高は871億7百万円（前期比24.1％減）、連結営業利益は21億67百万円（前期比15.4％
減）、連結経常利益は14億22百万円（前期比41.7％減）、連結当期純利益は13億47百万円（前期は当期純損失91
億4百万円）となりました。
　なお、期末配当金につきましては、株主の皆様に対する配当政策を経営の最重要事項の1つとして位置づけ、
継続的・安定的に配当するとの基本方針に基づき、前期同様1株当たり4円を継続させていただきました。

2010年3月期の業績、市場環境

代表取締役

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。
ここに当社グループ第149期（2010年3月期）の業績をご報告
申し上げます。

株主の皆様へ
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　当社グループは、前中期経営計画（2006年度～2008年度）並びに「事業環境の急変に即応する諸施策」等の
徹底した実施を踏まえ、事業展開が新しい局面に入ったとの認識の下、2010年4月から2013年3月までの3ヵ年を
対象とする中期経営計画を策定しました。
　本中期経営計画は、「人と地球環境に貢献する企業」として企業グループとしての諸責任を将来にわたって
果たしていくため、「営業」と「技術」を両輪に、付加価値を創造することを基本方針に据えております。
　今後の事業環境につきましては、世界経済の構造的変化のなか、厳しく且つ不安定な要素を含む予断を許さ
ない状況が予想されますが、グループ共有の経営理念並びに価値観をとりまとめた「日東紡宣言」の下、計画
を着実に実行し、更なる事業基盤の強化と企業価値の向上を目指してまいります。中期経営計画の詳細につき
ましては次頁をご参照ください。
　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、何とぞ宜しくお願い申し上
げます。

中期経営計画の策定

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

深く  広く  強く  そして温かく

●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。

To Our Shareholders
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繊維事業部門 
●原糸・衣料それぞれが持つ人財、技術（紡績・染色・接
着・縫製）、顧客関係、商圏を一体化し、総合繊維メー
カーを目指す。 
●開発力強化、国内拠点と中国拠点の一体運営、介護・
健康・ケアフリー分野等への参入によって、高付加価
値化と顧客への訴求力向上を図る。

 
グラスファイバー事業部門 
●グラスファイバーメーカーのトップを走り続ける。 
●未来創造型の新商品開発・市場創出を図るとともに、
環境変化に対する弾力性の高い事業基盤に変革
する。 

環境事業部門 （本年4月より、建材事業部門を改編） 
●顧客が求めているものを創り上げることを通じて人
と地球環境に貢献し、存在価値を高め、「環境の日東
紡グループ」というステータスを築き上げる。 

●グリーンビジネスの着実な展開、ならびに断熱材（グ
ラスウール）、エンジニアリング・工事、スペシャリティ

1    基本方針 2    事業運営（目指す姿・基本方針） 

ケミカルスの各分野の事業基盤強化によって、省エ
ネ、省資源、生活環境改善、食の安全（農業）の可能
性を追求する。 

医薬・飲料事業部門（本年4月より、育成事業部門を改編） 
●安全管理・品質至上主義を貫く。 
●新規分野開拓による高付加価値化を推進する。 

技術開発 
●部門横断的な新商品の開発や次世代の技術開発な
ど、絶えず新技術を創造することで、付加価値の限り
ない向上を図る。 

●研究開発については、中長期的観点から、先進的で
独自性のある技術創造、新商品・新技術の開発ス
ピード向上に向け、経営資源を積極的に投入する。 

設備投資 
●高付加価値化のための投資、新商品・新技術関連投
資を優先する。

上記計画を実行していくことにより、以下の平年度業績計画を
着実に実現していくことを目指してまいります。

中期経営計画を遂行するにあたり、
次のことを基本姿勢としていきます。

当社グループは、「人と地球環境に貢献する企業」として
企業グループとしての諸責任を将来にわたって果たしていくため、
「営業」と「技術」を両輪に、付加価値を創造してまいります。

付加価値
創造

事業を通じて、人と地球環境に貢献する。 

事業運営において、人と地球環境に配慮する。 

「営業」と「技術」を両輪に、付加価値を創造する。

● 付加価値創造のために、社員に成長
　と自己実現の機会を提供する。

● 社員が健康で豊かな生活を送るため
　の時間を確保する。

● 顧客の必要とする高品質な商品を安定供給する 
● 新商品・新技術の開発スピードを上げる 
● 先進的で独自性のある技術を創造する  

技
術 

● 顧客と一層緊密な関係を構築する 
● 常に提案する 
● 顧客のニーズを生産・技術部門に反映する 

営
業

● グループ全体の経営資源を有効活用する 
● 事業部門間の協働を推進する 
● 営業と技術の全社的連動を推進する 

本
社
部
門グループ全体の

事業力発揮を
促進する 

安心と信頼を誠実に提供する 

独自性のある高付加価値商品を提供する素材を中心に顧客満足度の高い商品を供給する 

人と地球環境に不可欠な技術を創出する 高品質な汎用品を安定的に供給する

① 省資源（リサイクル等）、省エネルギー（低炭素等）　② 安定的・効率的な事業運営 
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中期経営計画



業
績
計
画
（
連
結
ベ
ー
ス
） 

中
期
経
営
計
画
の
概
要

中
期
経
営
計
画
の
概
要

売　上　高

営 業 利 益

経 常 利 益

当期純利益

146期
（H18年度）

147期
（H19年度）

148期
（H20年度）

149期
（H21年度）

（単位：億円）

145期
（H17年度） 平年度

 1,304 1,387 1,365 1,148 871 920

 74 113 102 25 21 54

 77 114 102 24 14 50

 34 46 59 △91 13 25

中
期
経
営
計
画
遂
行
の
基
本
姿
勢 

繊維事業部門 
●原糸・衣料それぞれが持つ人財、技術（紡績・染色・接
着・縫製）、顧客関係、商圏を一体化し、総合繊維メー
カーを目指す。 
●開発力強化、国内拠点と中国拠点の一体運営、介護・
健康・ケアフリー分野等への参入によって、高付加価
値化と顧客への訴求力向上を図る。

 
グラスファイバー事業部門 
●グラスファイバーメーカーのトップを走り続ける。 
●未来創造型の新商品開発・市場創出を図るとともに、
環境変化に対する弾力性の高い事業基盤に変革
する。 

環境事業部門 （本年4月より、建材事業部門を改編） 
●顧客が求めているものを創り上げることを通じて人
と地球環境に貢献し、存在価値を高め、「環境の日東
紡グループ」というステータスを築き上げる。 

●グリーンビジネスの着実な展開、ならびに断熱材（グ
ラスウール）、エンジニアリング・工事、スペシャリティ

1    基本方針 2    事業運営（目指す姿・基本方針） 

ケミカルスの各分野の事業基盤強化によって、省エ
ネ、省資源、生活環境改善、食の安全（農業）の可能
性を追求する。 

医薬・飲料事業部門（本年4月より、育成事業部門を改編） 
●安全管理・品質至上主義を貫く。 
●新規分野開拓による高付加価値化を推進する。 

技術開発 
●部門横断的な新商品の開発や次世代の技術開発な
ど、絶えず新技術を創造することで、付加価値の限り
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●研究開発については、中長期的観点から、先進的で
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中期経営計画を遂行するにあたり、
次のことを基本姿勢としていきます。

当社グループは、「人と地球環境に貢献する企業」として
企業グループとしての諸責任を将来にわたって果たしていくため、
「営業」と「技術」を両輪に、付加価値を創造してまいります。
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「営業」と「技術」を両輪に、付加価値を創造する。

● 付加価値創造のために、社員に成長
　と自己実現の機会を提供する。

● 社員が健康で豊かな生活を送るため
　の時間を確保する。

● 顧客の必要とする高品質な商品を安定供給する 
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04

Medium-Term Management Plan



繊維事業
用途・製品
▶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

事業内容

Textiles

日東紡（中国）有限公司グループ会社紹介

売上高

2009年3月期

2010年3月期

9,914

7,455

営業利益

2009年3月期

2010年3月期

（百万円）

（百万円）

2010年3月期（2009.4.1～2010.3.31）の業績

378

344

　日東紡（中国）有限公司は、1997年に操業を開始して以来、日東紡グ
ループの海外展開の一翼を担ってきました。最新鋭の設備と高い技術
力で、綿・合繊織物の染色整理加工、接着芯地の製造・販売を行ってお
ります。今後は国内拠点との一体運営を図り、さらに開発力を強化して
高付加価値化とお客様への訴求力向上を目指します。

ストレッチ素材の先駆けとなる二重構造糸C･S･Y®や
高いシェアを誇るレディース向け接着芯地　　　　　
をはじめ、糸・テキスタイル・副資材から製品に至るま
で、多様化するお客様のニーズに対して独自の技術を
駆使した商品を提供しています。また、発売50周年を迎
えた日東紡ふきんに新たに業務用「日東紡ピケふきん」
を加え、環境にやさしい商品開発を進めています。
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事業紹介



グラスファイバー事業

事業内容

Glass Fiber Products

グループ会社紹介

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

売上高

2009年3月期

2010年3月期

45,060

43,278

営業利益

2009年3月期

2010年3月期

（百万円）

（百万円）

2010年3月期（2009.4.1～2010.3.31）の業績

1,710

879

　富士ファイバーグラス（株）は、ロービング、チョップドストランド、
マットなど多種多様なグラスファイバー製品を開発・製造し、住宅設備
機器、自動車部材などの複合材用途に提供しています。これからもお
客様のニーズにお応えするため、「大胆な発想と果敢なチャレンジ」で
次世代のガラス繊維の創造を目指してまいります。

グラスファイバーの製造からクロス加工、複合材の開発
まで一貫体制を持つ有数のメーカーとして、電子材料・
強化プラスチック用途など世界の幅広い分野に製品を
提供し、高い評価を受けています。高機能・高品質な製
品が求められるなか、今後も限りない可能性を追求し、
グラスファイバーメーカーのトップを走り続けます。

富士ファイバーグラス（株）
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環境事業

事業内容

Environmental Business

グループ会社紹介

用途・製品
▶断熱・吸音材 ▶エンジニアリング ▶環境改善工事
▶農業・園芸用ロックウール培地　　▶スペシャリティケミカルス

売上高

2009年3月期

2010年3月期

46,320

23,605

営業利益

2009年3月期

2010年3月期

（百万円）

（百万円）

2010年3月期（2009.4.1～2010.3.31）の業績

△375

312

　パラマウント硝子工業（株）は、60年以上にわたりグラスウール断熱
材の製造・販売を行ってきました。グラスウールは高い断熱性を低コス
トで実現できる優れた素材です。2010年3月から申請受付が始まった
「住宅エコポイント」により住宅断熱への関心が一層高まるなか、当社
は次世代省エネルギー基準に適合した製品の製造・販売を通し、快適
な居住空間を提供すると共に、省エネや省資源に貢献していきます。

断熱材のグラスウールは、省エネにつながる建築・設備
用材料として利用されています。また、音空間の設計・
施工、設備エンジニアリング、アスベスト除去工事など
生活環境改善事業を幅広く展開しています。グリーンビ
ジネスへの取組みでは、農業・園芸用ロックウール培地
（グロダン社）の販売開始や植物工場の建設を進めてき
ました。スペシャリティケミカルスでは、新しいポリマー
素材の開発や用途拡大に注力しています。

パラマウント硝子工業（株）

※本業績は事業部門改編前の旧建材事業の数値を使用しています。
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医薬・飲料事業

事業内容

Medical & Beverage

グループ会社紹介

用途・製品
▶医薬事業
•生化学系、血液学系、免疫血清学系の体外診断薬

▶飲料事業
•小型ペットボトル飲料、大型ペットボトル容器

売上高

2009年3月期

2010年3月期

13,517

12,767

営業利益

2009年3月期

2010年3月期

（百万円）

（百万円）

2010年3月期（2009.4.1～2010.3.31）の業績

1,602

2,058

　ニットーボーメディカル（株）は、1987年の創業以来、腎臓機能や脂質
代謝、炎症マーカーなどの体外診断薬の販売を通して、メディカル事業
成長の一翼を担ってきました。2009年7月に日東紡のメディカル事業と
統合し、開発・製造・販売の一体化した組織となりました。今後も医療現
場が求めるものを絶えず追求し、「安全と安心」の提供と「付加価値向
上」を目指し成長してまいります。

医薬事業は、生化学系、血液学系、免疫血清学系の3つ
のジャンルにわたる体外診断薬事業を展開していま
す。医療機関との連携や研究体制の充実を図り、より高
品質な製品の開発を進め、医療現場に貢献しています。
飲料事業は、プライベートブランド市場での多様なニー
ズに対応するメーカーとしてペットボトルの成形から生
産・販売まで一貫して行っています。

ニットーボーメディカル（株）

※本業績は事業部門改編前の旧育成事業他の数値を使用しています。
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Business Introduction



2009年     2010年

 4月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
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当連結会計年度グループトピックスをご紹介します

4月 次世代照明技術展に「ダングレア」を出展
7月（株）文京精練の本社工場を移転
7月 グリーンビジネスへの取組みを開始

10月　 メディカル事業を組織再編

6・7月に国内のメディカル事業をニットーボーメ
ディカル（株）に、10月に米国のメディカル事業子会
社をNittobo America Inc.に集約する組織再編を行い
ました。これらの再編に
より、グループの総力を
結集して市場ニーズに
より即応できる体制を
構築し、事業領域の拡大
と付加価値の向上を目指
してまいります。

2月　 繊維総合展を開催

日東紡ビルで行われた繊維
事業部門の総合展示会で
は、「お客様が本当に必要と
するものは何か」という原
点に立ちかえり、色彩表現
に優れたカラーファイバー

ミックス紡績糸『ミスティーカラー』、薄手・軽衣料
向け高機能芯地『SDDC BLUE』『SDDC RED』など
の新商品を出展しました。これからも原糸素材と芯地
が一体となって、お客様のニーズを追求し続けます。

3月　 不燃性透明ガラスクロスシート
「ダンクリア」開発

ガラスクロスを基材とする新しい透
明シート「ダンクリア」を開発し、
販売を開始しました。工場不燃化へ
のニーズが高まるなか、軽くて割れ
ない透明な不燃認定材料という特
長を活かし、板ガラスや農業用ビ
ニールシートに代わる材料として、
工場用簡易間仕切りやロールシャッ
ター用途などへの展開を始めてい
ます。

3月　 植物工場が完成

グリーンビジネスへの取組
みとして、建設を進めてい
た太陽光利用オランダ型植
物工場（約1ha）が3月に完
成しました。この工場は高
収量で高品質な栽培技術を
実証するための施設です。
その成果を活かし、ロック
ウール培地の拡販や新たな事業展開につなげていき
たいと考えています。

グループトピックス Group Topics
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日東紡環境憲章 環境保全行動計画

環境に配慮した製品

基本理念
　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。

行動指針
1. 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。
2. 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。
3. 環境政策の遵守と自主管理
　法規その他要求事項・思想を遵守し、自主的な環境方針・
管理基準を定め、その達成に努める。
4. 定期監査の実施
　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。
5. 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。

当社グループは日東紡環境憲章の理念や、環境に関する全社方針
の実現のため、具体的な数値目標を設定した中期3ヵ年の環境保
全行動計画を定めて活動に取り組んでいます。2009年度からは
第三次行動計画に基づき、環境保全に努めています。

※ 本計画は、日東紡5事業所およびグループ会社10事業所を対象としています。

エネルギー原単位を３年間で３％以上改
善する。

1
省エネルギーの

促進

全社の環境への排出量を2011年までに
2002年度比で65％以上削減する。

2
有害物質
管理・削減

3
産業廃棄物
削減

ゼロエミッション達成事業所を維持・拡
大し、排出抑制を図り、全社のリサイク
ル率90％達成を目指す。

日東紡の新しいふきん
日東紡の新しいふきんは、天日干しによる
自然殺菌を推奨し、抗菌剤・蛍光染料を
使用していない、人と環境にやさしいふき
んです。繊維製品の安全性の国際規格で
あるエコテックス規格100
を取得し、最も厳しい基
準をクリアした乳幼児に
も安全な
商品です。

グラスウール断熱材　サンツーバイ2.6
ニットーボー東岩（株）の断熱材「サン
ツーバイ2.6」は、従来品より断熱性能が
高く、省エネルギーが実現されます。また、
原材料に空き瓶な
どのリサイクル品
が含まれており、
資源を有効に利用
することで地球環
境の保全に寄与し
ています。

風車用ロービング、レジテープ
風力発電は、CO2が発生しない自然エネ
ルギーとして注目を集めています。当社の
ロービングやレジテープは、軽量化、高
強度化を実現する補強材料として、それ
ぞれブレード
芯、発電機モー
ターなどで風
力発電機器に
使用されてい
ます。

第三次行動計画（2009～2011年度）

当社グループにおける環境への取組みについてご紹介します

環境への取組み CSR information




