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　当連結会計年度におけるわが国経済は、東日本大震災の影響から持ち直しつつあるものの、欧州の金融
不安など世界経済の停滞や長期化する円高などにより、厳しい状況で推移しました。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2年目として、更なる事業基盤の強化に努め
ました。
　繊維事業は、アパレル業界の低迷や衣料品消費が依然低調であるなど、総じて厳しい環境の下、コストダ
ウンに努めました。
　グラスファイバー事業は、電子材料用途や強化プラスチック用途は第2四半期以降で在庫調整の動きが見
られました。また、産業資材用途では建築・土木分野を中心に拡販に努めました。
　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の継続により、堅調に推移しました。
また、エンジニアリング・工事分野は、設備工事関連が伸長しました。
　医薬・飲料事業は、体外診断薬分野、スペシャリティケミカルス分野は、震災の影響を受ける中、新商品
の開発等に努めました。飲料分野は、新商品の上市・拡販を進めました。
　この結果、連結売上高は826億38百万円（前期比1.8％減）、連結営業利益は59億29百万円（前期比8.7％
減）、連結経常利益は54億96百万円（前期比8.4％減）、連結当期純利益は14億33百万円（前期比48.9％減）と
なりました。
　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5円と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。

2012年3月期の業績、市場環境

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151期（2011年4月1日から2012年3月31日
まで）の業績をご報告申し上げます。

代表取締役

株主の皆様へ



2

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

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

To Our Shareholders
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当期の業績　2012年3月期（2011.4.1～2012.3.31） Financial Review



改編内容

繊維事業部門

グラスファイバー事業部門

環境・ヘルス事業部門環境事業部門

医薬・飲料事業部門

繊維事業部門

グラスファイバー事業部門
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■  環境事業部門所管のパラマウント硝子工業株式会社、株式会社日東紡テクノ、並びにエンジニアリング事業を
グラスファイバー事業部門に移管する。

■  環境事業部門（グリーン事業、日東紡音響エンジニアリング株式会社、並びに日東紡エコロジー株式会社）と
医薬・飲料事業部門を統合し、「環境・ヘルス事業部門」とする。これにより、4事業部門制から3事業部門制
となる。

当社グループは本年4月1日付で、グループの事業基盤を一層強固にするための組織改編を
実施しました

Reorganization組織改編



事業内容

繊維事業
TextilesTextiles

グラス
ファイバー
事業
Glasssss FiberGl Fib

環境・
ヘルス事業
EEnvironmemment &EEn ironmenent &
HHealthh

ストレッチ素材の先駆けとなる二層構造糸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、独自
技術を駆使した高付加価値商品を開発し続けると
ともに、海外拠点との連携強化によりグローバル
に事業を展開していきます。

グラスファイバーの製造から、ガラスクロス加工、複
合材料の開発まで一貫して行っています。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。ま
た、住宅用断熱材のパイオニアとしても高い独自技
術を有し、高気密・高断熱住宅の断熱材として高性
能グラスウールを提供し、省エネ社会に貢献してい
ます。今後も限りない可能性を追求し、ガラス繊維
メーカーのトップを走り続けます。

医薬分野は、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。スペシャリティケミ
カルス分野は、ポリマー素材の開発と幅広い分野で
の用途開発に注力しています。飲料分野は、ペットボ
トルの成型から飲料の製造とボトリングまで行ってい
ます。さらに、グリーンビジネスや音響に関する環境
ビジネスに取り組んでいます。多岐にわたる事業展開
により、人と地球環境に貢献していきます。
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事業紹介



製品紹介

　SDDCシリーズは、日東紡が長年培ってきた接着技術を
さらに改良した高機能接着芯地です。“薄手素材のファンデ
ーション”をコンセプトとし、様々な表地に対応して衣服をよ
り美しく仕上げることが特徴です。シミ出し・キラツキ・アタ
リを極限まで抑えており、あらゆる薄手素材に対し安心して
お使いいただけます。

　ライトシェードは、ガラスクロスを使用した照明用カバー
です。透光性に優れたそのガラスクロスは、室内を柔らかな
光に包み、落ち着いた雰囲気のある独自の空間を創造しま
す。優れた不燃性を有し、かつ自由な設計に対応可能で、今
までの天井照明にはない独特な光の演出は、店舗、ホール
をはじめとするあらゆるインテリアを一層引き立たせます。

　CRPとは、体のどこかで炎症が起きると血液中に増加す
るタンパク質です。病態の変化や治療の予後を診断する際
には、CRPの測定検査が欠かせません。ニットーボーメディ
カル（株）のCRP測定試薬は従来の試薬と比べ、測定範囲
が広く、測定精度も優れているため、多くの検査施設で利
用されています。

接着芯地  SDDCシリーズ

ライトシェード

CRP測定試薬『N-アッセイLA CRP-Tニットーボー』
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SDDC 通常ドット

Business Introduction
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2月 第9回ジャパン・ヤーン・フェアに出展

　2月8～10日の3日間、愛知県一宮市で開催された第9回ジャパン･
ヤーン･フェアに、ニットーボー新潟（株）が初出展しました。展示
会では、従来品のC･S･Yシリーズに加え、今回新たに開発された
D･S･Yシリーズ、C･F･Yシリーズも展示しました。今後も、開発
力をさらに強化していくとともに、お客様への更なる訴求力向上
を目指してまいります。

本部・本社事務所移転4月

　4月1日、日東紡は、麹町2丁目に新築された麹町大通りビルに、
東京本部並びにグループ会社の本社、東京事業所を移転しました。
新しい事務所は、新宿通りに面した立地にあり、最新の安全・セ
キュリティ設備を備えています。今後も新たな環境で、グループ一
丸となって業務に取り組んでまいります。

10月 コラッセふくしまに製品を展示

　福島市内にある複合施設「産業交流プラザ コラッセふくしま」
の常設展示室に、日東紡のグラスファイバー製品の展示を始めま
した。展示室では、企業のPR活動の一環として、市内の企業・工
場で製造された製品等を紹介しており、年間を通じて多数の来場
者が訪れています。

当社グループのトピックスをご紹介します

グループトピックス Group Topics
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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。

地域の皆様への定期説明会
日東紡福島工場では、地
域の皆様に環境に対する
取組みを説明する機会を
定期的に設け、開かれた
工場運営に取り組んでい
ます。

　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。

環境への取組み

地域社会への取組み

従来の「ヴェールスク
リーン」に比べ、高い
遮熱性を有する「遮熱
ヴェールスクリーン」
を開発しました。独自
の特殊加工を施したグ
ラスファイバーを使用
したロールブラインド用の製品です。「遮熱ヴェールスク
リーン」を設置することで、室内に侵入する日射の熱量を
抑えることが可能となり、空調効率を高め、建物内の節電
や省エネルギーに貢献します。

省エネに貢献する製品「遮熱ヴェールスクリーン」 環境にやさしいエコラベルを採用
ニットービバレッジ（株）では、ペットボト
ル飲料のラベルに「エコラベル」を採用し
ています。「エコラベル」は、とうもろこ
しやサトウキビなどから取り出される成分
を主原料とした植物度約70％のバイオマス
プラスチックを使用しています。こうした
取組みにより、CO2削減や化石資源の使用
量削減に貢献しています。

環境・地域社会への取組み CSR Information
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財務ハイライト（連結） Financial Highlights (Consolidated)
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貸借対照表（要旨） （百万円）

科　目
当期末

2012年3月31日

前期末
2011年3月31日

（資産の部）
流動資産 65,801 65,197

　現金及び預金 8,457 14,660

　受取手形及び売掛金 27,010 24,254

　たな卸資産 26,359 23,089

　その他 3,973 3,193

固定資産 65,239 62,851

　有形固定資産 42,094 41,943

　　建物及び構築物 13,909 14,019

　　機械装置及び運搬具 7,850 8,379

　　土地 17,640 17,645

　　その他 2,694 1,899

　無形固定資産 1,639 1,810

　投資その他の資産 21,505 19,097

　　投資有価証券 12,500 9,535

　　その他 9,004 9,561

資産合計 131,040 128,049

　 （百万円）

科　目
当期末

2012年3月31日

前期末
2011年3月31日

（負債の部）
流動負債 35,226 33,672

　支払手形及び買掛金 10,993 9,533

　短期借入金・
　1年内返済予定の長期借入金

13,882 16,336

　その他 10,350 7,802

固定負債 40,002 38,590

　長期借入金 20,043 19,044

　退職給付引当金 12,009 11,986

　その他 7,949 7,560

負債合計 75,228 72,263

（純資産の部）
株主資本 56,264 55,841

　資本金 19,699 19,699

　資本剰余金 23,062 23,062

　利益剰余金 22,376 21,940

　自己株式 △8,874 △8,860

その他の包括利益累計額 △1,228 △1,527

　その他有価証券評価差額金 1,152 574

　繰延ヘッジ損益 △76 －

　為替換算調整勘定 △2,303 △2,101

少数株主持分 775 1,471

純資産合計 55,811 55,785

負債純資産合計 131,040 128,049

財務諸表（連結） Financial Data (Consolidated)
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損益計算書（要旨） （百万円）

科　目
当期

2011年4月 1日～
2012年3月31日　

前期
2010年4月 1日～
2011年3月31日　

売上高 82,638 84,158

売上原価 58,535 59,667

売上総利益 24,103 24,490

販売費及び一般管理費 18,173 17,997

営業利益 5,929 6,493

営業外収益 1,082 1,014

営業外費用 1,515 1,507

経常利益 5,496 6,000

特別利益 560 43

特別損失 1,855 2,994

税金等調整前当期純利益 4,201 3,049

法人税等 2,713 191

少数株主損益調整前当期純利益 1,488 2,858

少数株主利益 54 51

当期純利益 1,433 2,806

キャッシュ・フロー計算書（要旨） （百万円）

科　目
当期

2011年4月 1日～
2012年3月31日　

前期
2010年4月 1日～
2011年3月31日　

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,634 11,576

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,245 △4,147

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,604 △5,565

現金及び現金同等物に係る換算差額 11 △117

現金及び現金同等物の増減額
（△は減少） △6,203 1,745

現金及び現金同等物の期首残高 14,660 12,915

現金及び現金同等物の期末残高 8,457 14,660

財務諸表（連結） Financial Data (Consolidated)
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■ 企業詳細

社　　　名 日東紡（登記名：日東紡績株式会社）

本店所在地 福島市郷野目字東1番地

本部所在地  〒102-8489  東京都千代田区麹町二丁目4番地1
 （麹町大通りビル）

創業年月日 大正 7年4月22日　福島精練製糸株式会社設立
 大正12年4月 1日　日東紡績株式会社創立

資　本　金 196億円

従　業　員 1,077名（2012年3月31日現在）

■ 主な営業所・工場・研究所等

大阪支店 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4-3-10
  （日生伏見町ビル新館）

名古屋支店 〒460-0003 名古屋市中区錦1-17-13（名興ビル）

福島工場 〒960-8161 福島市郷野目字東1

富久山事業センター 〒963-8061 郡山市富久山町福原字塩島1

新潟事業センター 〒950-0065 新潟市東区東新町6-50

泊事業センター 〒939-0744 富山県下新川郡朝日町平柳500

伊丹生産センター 〒664-8501 伊丹市桑津1-6-1

千葉事業センター 〒263-0004 千葉市稲毛区六方町210

福島研究所（福島工場内）

■ 連結子会社（2012年3月31日現在）

日東グラスファイバー工業（株） パラマウント硝子工業（株） 

（株）双洋 日東紡音響エンジニアリング（株）

富士ファイバーグラス（株） ニットーボーメディカル（株）

（株）日東紡テクノ 日東紡エコロジー（株）

日東グラステックス（株） ニットービバレッジ（株）

（株）日東紡インターライニング ニットーボー新潟（株）

日東紡（中国）有限公司 日東紡澳門玻纖紡織有限公司

その他7社

■ 取締役および監査役（2012年6月28日現在）

代 表 取 締 役 南 園 　 克 己

専 務 取 締 役 清 水 　 秀 晃

取 締 役 陶 山 　 　 聡

取 締 役 草 野 　 英 夫

取 締 役 猪 狩 　 和 久

取締役 （社外） 濵 　 　 邦 久

監 査 役 金 谷 　 秀 雄

監 査 役 畑 中 　 昭 雄

監査役 （社外） 笹 原 　 桂 輔

監査役 （社外） 山 内 　 靜 弘

■ アドバイザー

みずほフィナンシャルグループ  
　名誉顧問 齋 藤 　 　 宏 氏

伊藤忠商事株式会社  
　代表取締役社長 岡 藤 　 正 広 氏

■ ホームページアドレス

http://www.nittobo.co.jp

会社概要 Corporate Profi le
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■ 株式の状況（2012年3月31日現在）

発行済株式総数 247,677,560株

株主数 18,378名

■ 所有者別分布状況（2012年3月31日現在）

■ 大株主（2012年3月31日現在）

株主名 持株数（千株） 出資比率（％）

日本マスタートラスト信託銀行（株）（信託口） 16,694 8.38

日本トラスティ・サービス信託銀行（株）（信託口） 14,525 7.29

日本生命保険（相） 8,970 4.50

住友ベークライト（株） 7,000 3.51

第一生命保険（株） 6,580 3.30

（株）東京スタイル 6,220 3.12

常和ホールディングス（株） 5,567 2.79

住友生命保険（相） 5,412 2.72

（株）みずほコーポレート銀行 5,000 2.51

（株）東邦銀行 4,526 2.27

※出資比率は自己株式を除いて算出しています。

自己株式　19.52%

個人・その他
15.32%

外国人　6.53%

その他国内法人　19.14%

証券会社　4.49%

金融機関　35.00%

株式情報 Stock Information
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■株式事務に関するご案内

お手続き
お問合せ先

お取引のある証券会社

お手続き内容 住所変更、名義変更、単元未満株式の買取請求、配当金受取り方法の指定、相続に伴うお手続き等

証券会社でお取引をされている株主様

特別口座
特別口座とは、株券電子化前に証券会社等に口座を開設し、証券保管振替機構に株券を預託されなかった
株主様の権利を保全するために、当社がみずほ信託銀行株式会社に開設した口座のことをいいます。

特別口座での
留意事項

特別口座では、単元未満株式以外の売却を行うことはできません。
単元株式を売却するには、証券会社にお取引口座を開設し、特別口座から株式の振替手続きが必要です。

お手続き
お問合せ先

【特別口座管理機関】
 株主名簿管理人
 みずほ信託銀行株式会社　証券代行部
 TEL 0120-288-324（フリーダイヤル）
 （ご利用時間帯：土・日・祝日を除く9：00～17：00）
  みずほ信託銀行ホームページ（http://www.mizuho-tb.co.jp/daikou/）の「株式に関するお手続き」の
 画面から該当する項目をクリックすることにより各種届出用紙の出力ができます。
【取次所】
 みずほ信託銀行株式会社　全国各支店
 みずほインベスターズ証券株式会社　本店及び全国各支店

お手続き内容 住所変更、名義変更、単元未満株式の買取請求、配当金受取り方法の指定、相続に伴うお手続き等

特別口座に記載されている株式をお持ちの株主様

※ 支払期間経過後の配当金に関するご照会、支払明細書発行につきましては、株主名簿管理人（みずほ信託銀行株式会社　証券代行部）
が承ります。上記お問合せ先にご連絡ください。

お知らせ Notice
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株券電子化実施に伴い、株主様のご住所・お名前等の文字に、株式会社証券保管振替機構（ほふり）が振替制度で指定して
いない漢字等が含まれている場合は、その全部または一部をほふりが指定した文字またはカタカナに変換して、株主名簿に記
録いたしております。
このため、株主様にご送付する通知物のあて先が、ほふりが指定した文字に置き換えられる場合がありますのでご了承ください。
株主様のご住所・お名前等として記録されている文字については、お取引の証券会社等にお問合せください。

株主様のご住所・お名前等に使用する文字に関してのご案内

事 業 年 度 毎年4月1日から翌年3月31日

定 時 株 主 総 会 毎年6月下旬

基 準 日 定時株主総会の議決権 毎年3月31日
期末配当金 毎年3月31日
その他必要があるときは、あらかじめ公告をして定めます。

単 元 株 式 数 1,000株

公 告 方 法 当社のホームページ（http://www.nittobo.co.jp/）に掲載します。
ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、
日本経済新聞に掲載します。

上 場 取 引 所 東京･大阪（証券コード3110）

株主名簿管理人および
特別口座管理機関

東京都中央区八重洲一丁目2番1号
みずほ信託銀行株式会社

同 事 務 取 扱 場 所 東京都中央区八重洲一丁目2番1号
みずほ信託銀行株式会社　本店証券代行部

（ 郵 便 物 送 付 先 ） 電話お問合せ先
〒168-8507　東京都杉並区和泉二丁目8番4号
みずほ信託銀行株式会社　証券代行部
TEL 0120-288-324（フリーダイヤル）［ご利用時間帯：土・日・祝日を除く9：00～17：00］

株主メモ


