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さらなる付加価値向上に向けた事業領域の
深掘りと拡大を進め、
人と地球環境に貢献すること。
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149期第2四半期（2009年4月1日から2009年9月30日まで）の業績をご報告申し上げます。

代表取締役

●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

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。

経営理念
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　当第２四半期累計期間（2009年4月1日～2009年9月30日）におけるわが国経済は、各国の景気対

策の効果などにより、生産や輸出に持ち直しの動きがありましたが、設備投資や個人消費については

厳しい状況が続きました。

　繊維事業は、衣料品の販売不振や低価格品志向の加速により、厳しい状況が続く中、差別化商品

の開発、徹底したコストダウンなどを進めてまいりました。

　建材事業では、住宅着工戸数が引き続き低調に推移したほか、非住宅用途も企業業績が低迷し

た影響を受けました。

　グラスファイバー事業は、電子材料用途を中心に在庫調整の進捗などにより回復基調をたどった

ものの、建築・住宅機器市場の低迷が続き全体としては厳しい状況が続きました。

　その他の事業では、メディカル事業や飲料事業を中心に競争の激化や市場の縮小などの影響を

受ける中、新商品の開発や高付加価値品の拡販、営業力の強化などを進めてまいりました。　

　その結果、日東紡グループの売上高は452億60百万円、営業損失は6億3百万円、経常損失は

11億8百万円、四半期純損失は11億28百万円となりました。

　景気の先行きは不安定な要素も多く、引き続き予断を許さない状況にあります。このような状況の下、

当社グループは顧客との関係強化や技術革新の加速、コストダウンや経費削減などを徹底して行うこ

とにより、事業基盤の強化に努めてまいります。

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、何とぞ宜しくお願い

申し上げます。

当第2四半期（2009年4月1日から9月30日まで）の業績、市場環境
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用途・製品

紡績糸（C･S･Y®）
接着芯地 日東紡ふきん

テキスタイル 二次製品繊維事業

事業内容

当期の業績

Texti les

グループ会社紹介

　2006年4月、日東紡と日本ハスケル（株）との芯地販売業務を統合し、（株）日東紡
インターライニングとして営業を開始しました。当社の接着芯地は、シルエットやス
タイルを美しく演出するファッション性と機能性を兼ね備え、レディース衣料業界の
中で圧倒的なシェアを誇っています。今後も、お客様にご満足いただける商品を提
案し続け、世界のファッション文化に貢献してまいります。

（株）日東紡インターライニング

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、刻々と変化するお客様のニーズに対して独
自の技術で製品作りを提案しています。また、用途別ふきんなど多方
面から事業を展開し、「快適」・「エコロジー」を求めて生活に密着した
テーマで商品開発を進めています。

営業利益売上高

5,239前第2四半期連結累計期間
（2008.4.1～2008.9.30）

当第2四半期連結累計期間
（2009.4.1～2009.9.30） 3,620

304前第2四半期連結累計期間
（2008.4.1～2008.9.30）

当第2四半期連結累計期間
（2009.4.1～2009.9.30） 111

（百万円） （百万円）
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建材事業
Bui ld ing Mater ia ls

事業内容

用途・製品

断熱･吸音材
農業・園芸用ロックウール培地

当期の業績

　日東紡音響エンジニアリング（株）は、スタジオ・無響室・防音室などの音空間の
設計・施工から音声・騒音の計測、コンサルティングまで「音」にかかわる事業を幅
広く行っています。今秋には、研究所内に、開発商品ＡＧＳを配置したリスニング
ルームをオープンし、新たな音場創りを提案していきたいと考えています。

グループ会社紹介 日東紡音響エンジニアリング（株）

エンジニアリング 環境改善工事

断熱材のグラスウールなどは「保温・保冷・断熱・吸音」の性能を有
し、建築や設備用建材として幅広く使用されています。また、製品の
製造、販売だけではなく、技術ノウハウを生かし設備エンジニアリン
グ事業や音響エンジニアリング事業、環境改善事業などを展開して
います。さらに、グリーンビジネスへの取組みとして、農業・園芸用
ロックウール（グロダン社）培地の販売を開始しました。

営業利益売上高

△318前第2四半期連結累計期間
（2008.4.1～2008.9.30）

当第2四半期連結累計期間
（2009.4.1～2009.9.30） △258

23,110前第2四半期連結累計期間
（2008.4.1～2008.9.30）

当第2四半期連結累計期間
（2009.4.1～2009.9.30） 14,828

（百万円） （百万円）
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グラスファイバー事業

グループ会社紹介

Glass  F iber Pro ducts

　日東グラスファイバー工業（株）は、グラスファイバー事業の一翼を担う戦略企業
として1981年に設立されました。高い技術力と厳しい品質管理のもとに世界最高
品質の電子材料向け細番手グラスファイバーを提供しています。さらに、特に優れ
た電気特性・耐熱性を有する特殊ヤーンの製造も行っています。これからも、最高級
のグラスファイバーの提供を通して広く社会に貢献していきたいと考えています。

日東グラスファイバー工業（株）

事業内容

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、電子材料用・強化プラスチック用な
ど幅広い分野で高い評価を受けています。また、プリント配線基板の
小型化が求められる中、当社の極細紡糸技術や極薄加工技術が大き
な役割を果たしています。今後も、急速に変化する市場に対応した世
界最強のグラスファイバーメーカーを目指します。

26,557

当第2四半期連結累計期間
（2009.4.1～2009.9.30）

19,873

2,272

当第2四半期連結累計期間
（2009.4.1～2009.9.30）

△986

前第2四半期連結累計期間
（2008.4.1～2008.9.30）

前第2四半期連結累計期間
（2008.4.1～2008.9.30）

営業利益売上高
（百万円）（百万円）

当期の業績

セグメント情報
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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



その他の事業
Others

　富山県にある泊事業センターを拠点に、黒部の名水を利用した清涼飲料水と
ペットボトルの生産、販売を中心とした事業を行っています。多品種小ロットを効
率よく生産・出荷できる体制を備え、品質マネジメントシステムISO9001の認証も
取得し、お客様に常に安心・安全な製品をお届けできる飲料メーカーを目指して
います。

事業内容

グループ会社紹介 ニットービバレッジ（株）

メディカル事業は、生化学系、免疫学系などの分野において臨床検
査薬事業を展開しています。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。スペシャリティケミカルス事
業は、新しいポリマー素材を開発するとともに、幅広い分野での用途
開発に注力しています。

7,407

当第2四半期連結累計期間
（2009.4.1～2009.9.30）

6,937

前第2四半期連結累計期間
（2008.4.1～2008.9.30）

1,019

当第2四半期連結累計期間
（2009.4.1～2009.9.30）

1,047

前第2四半期連結累計期間
（2008.4.1～2008.9.30）

営業利益売上高
（百万円） （百万円）

当期の業績
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用途・製品

・生化学系、血液学系、免疫血清学系の臨床検査薬 ・小型ペットボトル飲料、大型ペットボトル容器
飲料事業2メディカル事業1

・染料固着剤「ダンフィックス®」、PAS、PAA®
スペシャリティケミカルス事業3

・SSGコート、三次元編み物「３Dパラマックス」
新規事業

ほか、不動産･サービス事業

4



当第2四半期累計期間のグループトピックスをご紹介します

2009年 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

国内のメディカル事業をニットーボーメディカル
（株）に、米国についてはNittobo America Inc.に
集約する組織再編を行いました。この再編は、事
業領域の拡大と付加価値の向上を達成して成長
するため、グループの総力を結集して製販一体化
した強力な組織を作り、市場ニーズに、より即応で
きる開発・製造・販売体制を構築することを目的と
しています。

メディカル事業を組織再編

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

第1回次世代照明技術展において、光拡
散シート「ダングレア」を参考出展しまし
た。補強材にガラスクロスを使用すること
で、高い寸法安定性と不燃特性を実現し、
優れた光透過性と光拡散性を両立させた
画期的な商品です。LED光源と組み合わ
せた次世代照明機器への展開など、様々
な用途への開発が期待されています。

（株）文京精練の本社工場は、福井県坂井
市から福井市テクノポート地区に移転
しました。芯地事業の将来を展望し、（株）
文京精練の事業基盤の強化を行うこと
などを目的として進められました。新しい
工場では、品質向上や技術開発に一層
注力し、世界に誇れる染色加工工場を
目指します。

グロダン社（オランダ）と農業・園芸用ロック
ウール培地の日本における独占販売契約
を締結し、販売を開始しました。併せて、
同社のほか国内の先端企業との連携や
大学との共同研究により、太陽光利用オラ
ンダ型植物工場の建設も進めることとし
ました。また、当社の保有技術を活用し、
自社植物工場およびご利用いただいた
お客様の廃棄ロックウールのリサイクル
を行い、環境保護に貢献してまいります。

6月 7月 10月

07 Group Topics
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福島工場では、地域住民と地元企
業がコミュニケーションを図るモデ
ルケースとして、福島県環境セン
ターと連携し、環境科学教室を実施
しました。
近隣の中学校の3年生72名が参加

し、科学教室での実験や福島工場の環境施設見学を通じて、
環境問題への理解を深めていただきました。

日東紡グループでは、各事業所の内
部環境監査を実施しています。「日
東紡環境憲章」に基づき、事業所の
環境管理体制が正常に機能してい
るかどうかを定期的・客観的に評価
しています。

2009年度についても、4事業所について実施していきます。

環境科学教室を実施しました

　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。

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。

「日東紡環境憲章」

環境に配慮した製品　

リサイクル芯地TEシリーズ
環境に配慮した商品としてリサイクル
ポリエステル芯地『TEシリーズ』を開
発し、今春より販売を開始しました。こ
の芯地は、基布に『リサイクルポリエ
ステル100％原料』を使用しています。
また、高耐久
性樹脂を使用
しているため、
家庭で洗濯が
可能です。

農業・園芸用ロックウール培地
農業・園芸用ロックウール（グロダン
社）培地は、EUエコラベルを取得して
います。EUエコラベルは、原材料の採
取や天然資源の産出から最終処分に
至る過程で、環境負荷の少ない商品に
使用が認めら
れています。

FRP越流堰板・銅貼FRP越流堰板
水処理場の沈降分離槽にFRP越流
堰板が使われています。ガラス繊維を
使用した強化プラスチック製のため、
軽量で優れた強度特性を有します。
また、銅貼FRP越流堰板の一体成形
型は密着性が
高く、長期間防
藻効果を発揮
します。

環境監査を行っています

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

行動指針

基本理念
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環境への取組み




