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株主の皆様には平素より格別のご高配を賜りありがたく
厚く御礼申し上げます。
本年3月の東日本大震災により被災された皆様には、
心よりお見舞い申し上げますとともに、1日も早い復興を
お祈り申し上げます。

ここに当社グループ第150期（2011年3月期）の業績をご報告
申し上げます。
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　当連結会計年度におけるわが国経済は、輸出の増加や経済政策等の効果により、景気は緩やかな持ち直
しの動きが見られました。このような環境の下、当社グループは平成22年4月からスタートした中期経営計
画の初年度として、更なる事業基盤の強化、就中、高付加価値化に取り組み、一定の成果を得ました。
　繊維事業は、原綿価格の高騰や衣料品消費の低調など、総じて厳しい環境の下、顧客との関係強化等に
より高付加価値品の拡販とコストダウンに努めました。
　グラスファイバー事業は、電子材料用途はプリント配線基板向けの需要が堅調に推移し、強化プラス
チック用途は電気・情報機器分野及び自動車分野が堅調に推移しました。
　環境事業は、断熱材のグラスウールは省エネ・環境対応関連の需要が旺盛で堅調に推移しました。また、
グリーンビジネスは植物工場を利用した農産品の栽培及び販売を開始しました。
　医薬・飲料事業は、体外診断薬分野は開発・製造・販売が一体となって拡販を推し進め、飲料分野は新
商品の開発や拡販に努めてまいりました。
　この結果、連結売上高は841億58百万円（前期比3.4%減）、連結営業利益は64億93百万円（前期比199.5%
増）、連結経常利益は60億円（前期比321.7%増）、連結当期純利益は28億6百万円（前期比108.3%増）となり
ました。なお、3月に発生しました東日本大震災に伴う特別損失20億円を計上しております。
　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、1株当たり5円に増配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、何とぞ宜しくお願い申
し上げます。

2011年3月期の業績、市場環境

代表取締役

株主の皆様へ
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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

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。

日 東 紡 宣 言

　当社グループは、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、計画の着実な実行に取り組んでおります。

基本方針
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。

中 期 経 営 計 画

To Our Shareholders



　「パーフェクトX」は、厚手素材のジャケットやコートのシ
ルエットを立体的かつ美しく演出するため、超軽量の芯地
にシルエットをキープする機能を融合させた新しいタイプ
の芯地です。表地の素材感を活かしながら立体的なライン
を形成できる高機能芯地として、重衣料向けに広く使用さ
れています。

接着芯地 『パーフェクトX』

事業内容

製 品 紹 介

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　　　　  、発売から
50年を超えて愛され続けている「日東紡ふきん」など、衣料
用途から生活に密着した製品まで幅広く提供しています。
今後も開発力を強化して高付加価値化とお客様への訴求
力向上を図り、原糸素材・衣料資材それぞれが持つ強みを
最大限に生かした総合繊維メーカーを目指していきます。

2011年3月期（2010.4.1～2011.3.31）の業績

営業利益

2010年3月期

2011年3月期

（百万円）

344

売上高

2010年3月期

2011年3月期

（百万円）

7,455

300

7,352

繊維事業
Textiles

▶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

用途・
製品

従来品の芯地を
使用した表地

パーフェクトXを
使用した表地
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事業紹介



　プリント配線基板の材料のひとつに、ガラスクロスが使用
されています。電子機器等の高機能化に伴い、ガラスクロス
にも薄物化などの要求が高まるなか、そのニーズに応えるた
め、日東紡グループは独自技術によりガラスクロスの極薄化
を実現しています。これからも付加価値の高い製品の提供に
努めてまいります。

プリント配線基板用　超極薄ガラスクロス

事業内容

製 品 紹 介2011年3月期（2010.4.1～2011.3.31）の業績

営業利益

2010年3月期

2011年3月期

（百万円）

879

売上高

2010年3月期

2011年3月期

（百万円）

43,278

4,484

48,129

グラスファイバー事業
Glass Fiber 用途・

製品

▶グラスファイバーヤーン　▶ガラスクロス　▶ FRP波平板
▶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

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幅広い分野に製品を提

供し、世界の産業界から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。
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Business Introduction



　当社の植物工場で栽培されたトマトやパプリカの本格的

な出荷を始めました。トマトには、房の状態で収穫する、甘み

と酸味のバランスが取れた中玉サイズのカンパリトマトや、

パスタソースなどに適した調理用トマトのシシリアンルー

ジュといった品種があります。

『日東紡の野菜』

事業内容

製 品 紹 介2011年3月期（2010.4.1～2011.3.31）の業績

営業利益

2011年3月期

（百万円）

売上高

2011年3月期

（百万円）

762

17,105

環境事業
Environmental Business 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

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。グリーンビジネスでは、農業・園
芸用ロックウール培地（ロックウール社）の販売や自社
植物工場においてトマトなどの青果物の栽培を行って
いるほか、使用済み培地のリサイクルプラントへの受け
入れを開始しました。

※「環境事業」は、セグメントを変更したことにより前年度の数値
　を記載しておりません。
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事業紹介



　ニットービバレッジ（株）では、プライベートブランドのほ
かに、お茶系飲料やスポーツドリンクなど自社オリジナルの
清涼飲料水の生産と販売を行っています。厳選した茶葉を使
用し黒部の名水で仕込んだお茶系飲料は、さっぱりしたおい
しさで好評を得ています。また、自社オリジナル商品すべて
に環境にやさしいエコラベルを採用しています。

ペットボトル飲料 

事業内容

製 品 紹 介2011年3月期（2010.4.1～2011.3.31）の業績

営業利益

2011年3月期

（百万円）

売上高

2011年3月期

（百万円）

1,225

9,936

医薬・飲料事業
Medical & Beverage 用途・

製品

▶医薬事業
▶スペシャリティケミカルス事業
▶飲料事業

医薬事業は、生化学系、血液学系、免疫血清学系の体外診断
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。スペシャリティケミカルス事業は、新しい機能商
品の開発と幅広い分野での用途開発に注力しています。飲料
事業は、プライベートブランドを中心に、ペットボトルの成形
から黒部の名水を使用した飲料の製造とボトリングまで行
い、お客様に安心・安全な製品をお届けしています。

※「医薬・飲料事業」は、セグメントを変更したことにより前年度の
　数値を記載しておりません。
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Business Introduction



2010年     2011年
 4月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
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当社グループのトピックスをご紹介します

11月

11月

紡績糸・ふきんの生産と
販売を一体化

アグロ・イノベーション2010に出展

中期経営計画スタート

これまで紡績糸などの生産を行っ
ていたニットーボー新潟（株）におい
て、紡績糸や日東紡ふきんなどの
販売も開始しました。生産と販売
を一体化することによって営業
力・商品力・開発力の更なる強化
を推し進め、お客様への訴求力を
高めていくとともに、創業以来積
み重ねてきた紡績技術を事業の発
展につなげてまいります。

ふくしま産業交流フェア2011

スペシャリティケミカルス事業を
ニットーボーメディカル（株）に承継

福島県の複合施設において「ふくしま
産業交流フェア2011」が開催され、日
東紡グループからグラスファイバー製
品を中心に様々な製品を出展しました。
LED照明を組み合わせたグラスファイ
バー製照明カバー「ライトシェード」
をはじめ、ロックウール培地、ペッ
トボトル飲料などが来場者の注目を集
めていました。今後も日東紡グループ
の製品を広くPRしてまいります。

スペシャリティケミカルス事業を会社分割により、
ニットーボーメディカル（株）に承継しました。メ
ディカル事業とスペ
シャリティケミカルス
事業の経営資源を有効
活用し、技術・ノウハ
ウなどのコラボレー
ション効果を発現する
ことで、両事業の一層
の発展を目指してまい
ります。

2月

4月

農業・園芸生産に関する
展示会「アグロ・イノ
ベーション2010」に出
展し、ロックウール培地
や自社の植物工場で栽培
したトマト・パプリカ等
を展示しました。また、

自社植物工場での栽培の様子をVTRで流すなどして、グ
リーンビジネスへの取組みをPRしました。様々な業種の
来場者とコミュニケーションを図りながら、新たなビジ
ネスの可能性を広げています。

Group Topicsグループトピックス



　当社グループは、環境への取組みを企業の重要課題として認識し、省エネルギー、資源の有効

活用、環境負荷の低減などに、グループ全体で取り組んでいます。

　今後とも地球にやさしい事業活動を推進し、環境に配慮した優れた製品・サービスの提供と行

動を通じて、人と地球環境に貢献することを目指します。

パラマウント硝子工業
（株）の「ポリラップ」は、
大型工場や倉庫、空港
など広い面積を持つ屋
根の内部に施工される
屋根専用のグラスウー
ル断熱材です。高い断
熱性能を持つだけでなく、原材料の80％以上にリ
サイクルガラスを使用しており、資源を有効活用
することで地球環境の保全に寄与しています。

環境への
取組み

環境に配慮した製品
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当社グループにおける環境・地域社会への取組みについてご紹介します

　当社グループは、よき企業市

民として地域社会とより開かれ

たコミュニケーションを図るこ

と、また事業活動を通じて地域

社会と調和を図り、共に発展していくことが重要

であると考えています。今後も社会的責任を果た

し、すべてのステークホルダーと一層の信頼関係

を築きながら共に喜びを分かち合うことができる

よう、社会貢献活動を推進していきます。

「ヴェールスクリーン」
は、グラスファイバー
を特殊加工したロー
ルブラインド用の生
地で、意匠性や寸法
安定性などに優れ、
様々な建築物の窓に
採用されています。ブラインドの開閉で日射をコ
ントロールすることにより冷房・暖房効率を高め、
建物内の節電や省エネルギーに貢献しています。

地域社会へ
の取組み

サイエンス屋台村
福島工場では地元の大
学・高校と共同で、子
どもたちを対象にした
科学実験教室などを開
き、自ら実体験をする
ことで環境や科学に興
味を持ってもらえるよ
う取り組んでいます。

CSR Information環境・地域社会への取組み




