
株主の皆様 へ
事業紹介
グループトピックス
環境・地域社会 への取組み
財務ハイライト（連結）
財務諸表（連結）

証券コード：3110

第150期 2010年4月1日

▲

2010年9月30日

日東紡  株 主 通 信



1

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150期第2四半期（2010年4月1日から
2010年9月30日まで）の業績をご報告申し上げます。

　当第2四半期累計期間（2010年4月1日〜2010年9月30日）におけるわが国
経済は、輸出の増加等により景気は回復基調にありましたが、後半からの
円高の進行等により、先行きの不透明感が増す状況で推移しました。
　繊維事業は、衣料品消費が依然低調となるなか、新商品の開発や高付加

価値品の拡販を進めてまいりました。
　グラスファイバー事業は、後半には一部で在庫調整の動きがみられたものの、全体的には電子
材料用途や強化プラスチック用途を中心に回復基調で推移しました。
　環境事業は、断熱材分野は省エネ・環境対応関連の需要が堅調に推移しましたが、エンジニア
リング・工事分野は設備投資の回復遅れ等の影響を受けました。
　医薬・飲料事業は、体外診断薬分野は開発・製造・販売の一体運営の強化を推し進め、飲料分
野は新商品提案による顧客開拓などを行ってまいりました。
　その他の事業は、不動産・サービス事業などの収益確保に取り組んでまいりました。
　この結果、日東紡グループの売上高は422億24百万円、営業利益は30億7百万円、経常利益は25
億69百万円、四半期純利益は11億93百万円となりました。
　今後につきましては、中期経営計画で掲げている「営業」と「技術」を両輪にした付加価値の
創造を着実に実行し、更なる事業基盤の強化を目指してまいります。
　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（2010年4月1日から9月30日まで）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、
当期はその初年度として、計画の着実な実行に取り組んでおります。

中 期 経 営 計 画

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。

To Our Shareholders



（百万円）

111

前第2四半期当第2四半期

売 上 高

営業利益

売 上 高

営業利益

3,6203,628

（百万円）
（2010.4.1～2010.9.30） （2009.4.1～2009.9.30）

　ここ数年業界をリードしてきた薄手、難接着素材対応の「SDDC（スーパーディスパージョン
ドットコーティング）」シリーズをさらに進化させました。さらなる薄手化に対応可能な「SDDC 
BLUE」は、薄手・軽衣料向け高機能芯地で、高い接着性能を持つオリジナルの「NEO樹脂」
を採用しています。「SDDC RED」は、日本と中国で展開する難接着素材用芯地で、グローバ
ルに供給が可能です。

接着芯地 『SDDC BLUE』『SDDC RED』

事業内容

当期の業績

製品紹介

▶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
Textiles

用途・
製品

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、糸から副資材・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。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・衣料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。

SDDC 通常ドット

155
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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・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。

グラスファイバー事業 ▶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Glass Fiber

19,87324,390

当期の業績

製品紹介

△9862,192

　「アミラス®」は、ロービングやマットをステッチ（縫い付け）加工により、シート状基材に仕
上げています。任意の方向性、目付けの設計が可能な多軸複層シート基材で、特に高強度
な構造部材として最適です。また、樹脂の流動性に優れ成形時間の短縮が図れるため、材
料ロス・廃棄物量の低減に寄与します。その用途は、特殊舟艇、住宅、住設機器、パイプ、医
療機器など幅広く使用され、好評を得ています。

FRP用グラスファイバー 『アミラス®』

用途・
製品

（百万円）
前第2四半期当第2四半期

売 上 高

営業利益

売 上 高

営業利益

（百万円）
（2010.4.1～2010.9.30） （2009.4.1～2009.9.30）

4

Business Introduction



事業内容
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、アスベスト処理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）の販売や
自社植物工場における高収量栽培技術の研究を進めてい
ます。スペシャリティケミカルスでは、環境改善に役立つ新
しいポリマー素材の開発や用途拡大に注力しています。

製品紹介

環境事業
Environmental Business

▶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

7,715

△26

当期の業績

　無数の木々が立ち並ぶ森の中は理想的な音響空間といわれています。こうした森の音響
効果をオーディオルームや楽器練習室の中でも体感していただくために開発された製品
が「ANKH（アンク）」です。従来の吸音、反射という概念から脱却し、音を拡散させるという
観点から開発したルームチューニング機構です。室内に設置することで中高音域の自然な
響きを生み出し、音楽を聴く楽しさ、演奏する喜びが増大します。

ルームチューニング機構 『ANKH』　［日東紡音響エンジニアリング（株）］

用途・
製品

（百万円）
前第2四半期当第2四半期

売 上 高

営業利益

売 上 高

営業利益

（百万円）

14,828

△258

（2010.4.1～2010.9.30） （2009.4.1～2009.9.30）

※旧セグメント区分の「建材事業」の数値を使用しています。
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事業内容
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、

多様化する医療ニーズに応えています。飲料事業は、プ

ライベートブランドに特化した飲料メーカーとして、

ペットボトルの成形から生産・販売まで一貫して行い、

お客様に常に安心・安全な製品をお届けしています。

製品紹介

医薬・飲料事業
Medical & Beverage

▶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

5,629

腎機能検査試薬 『N-アッセイ LA シスタチンC』　［ニットーボーメディカル（株）］

　「N-アッセイ LAシスタチンC」は、高感度に検出できるラテックス法を用いて、腎

機能レベルを示すシスタチンCを計測する検査試薬です。蛋白のひとつであるシス

タチンCは、性別・年齢・筋肉量等の影響を受けにくい腎機能マーカーであり、この

検査試薬により従来マーカーよりも早期に腎機能低下を発見できます。

当期の業績

用途・
製品

（百万円）
前第2四半期当第2四半期

売 上 高

営業利益

売 上 高

営業利益

（百万円）

833 1,047

6,937

（2010.4.1～2010.9.30） （2009.4.1～2009.9.30）

※旧セグメント区分の「その他の事業（医薬・飲料事業以外の数値含む）」の
　数値を使用しています。
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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

5月 「日東紡の新しいふきん」
発売50周年

中期経営計画スタート

7月 施設園芸・植物工場展（GPEC）
2010に出展

「日東紡の新しいふきん」が発売50周年を迎えまし
た。この商品は和ふきんしかなかった時代に、暮ら
しの手帖社との共同で開発を進め、様々な項目にお
いて何度もテストと改良を繰り返して完成したロン
グセラー商品です。天日干しによる自然殺菌を推奨
し、蛍光染料を使用していないた
め、環境面だけでなく安全面にも
配慮しており、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を取得しています。

9月 羽田空港新国際線ターミナルビルに
「ライトシェード」採用

10月にオープンした羽田空港新国際線ターミナルビルの
照明に、グラスファイバー製照明カバー「ライトシェード」
が延床面積約16万㎡の広大なスペースの随所に採用され
ました。意匠的に曲面や
大面積の様々な形状に対
応でき、空間を柔らかな
光でソフトな雰囲気を醸
し出す「ライトシェード」
がご来場の皆様を温かく
お迎えします。

7月21日から3日間
開催された施設園
芸・ 植 物 工 場 展
（GPEC）2010にお
いて、植物工場で
使用されるロック
ウール培地（オラ
ンダ・グロダン社）

や自社の植物工場で育ったトマトやパプリカを展示
しました。農業ビジネスへの関心が高まっているな
かで、今後も日本の農業分野での新しいニーズ開拓
を行ってまいります。

8月 エコラベルに変更

ニットービバレッジ（株）は、オリジナルペット飲料
のラベルを「エコラベル」に変更しました。このエ
コラベルは、主に植物由来の原料を使用したバイオ
マスプラスチックを使用し
ているため、これまで使用
していたラベルと比較する
と、約60％のCO2が削減さ
れています。これからもお
客様に愛される商品を提供
していくとともに、地球環
境にやさしい事業活動を推
進してまいります。

Group Topicsグループトピックス
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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

環境への取組み

地域社会への取組み

　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。

　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。

【2010子ども科学教室】

福島工場では地元の小
中学生を対象に、環境
や科学にまつわる実験
教室を開いています。
自ら体験することで環
境や科学に興味を持っ
てもらうことを目的と
しています。

環境に配慮した製品

「LYO-C･S･Y」は、新しい天
然繊維素材を使用したスト
レッチ糸で、肌にやさしい
ソフトな風合いやしわにな
りにくいという特徴を持っ
ています。また、計画植林
されたユーカリのセルロー
ス繊維を精製してつくられ
ていることや、その製造工
程で有害な廃棄物を一切出さないことからも、地球にやさし
いエコロジーな素材といえます。

パラマウント硝子工業（株）
の 断 熱 材「 ハ ウ ス ロ ン
eキューズ®」は、繊維の細
い高機能グラスウールを使
用し、防湿フィルムの性能を
高めることによって、従来品
と比べて断熱性能が高く、
優れた省エネルギー住宅を
実現することができます。ま
た、原料の約80％にリサイクルガラスを使用し、資源を有効
に活用することで地球環境の保全に寄与しています。

LYO-C･S･Y ハウスロンeキューズ®

CSR Information環境・地域社会への取組み




