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　当第2四半期連結累計期間（2011年4月1日～2011年9月30日）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一方、円高の進行や欧州の金融不安、米国経済の停滞懸念により、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、消費者の購買意欲が低迷するなか、新商品の開発や高付加価値品への転換を進めてまいり
ました。
　グラスファイバー事業は、後半に一部で在庫調整の動きが見られたものの、通信機器分野、住宅設備分
野が堅調に推移しました。
　環境事業は、断熱材分野は省エネ・環境対応関連の需要の継続により堅調に推移し、エンジニアリング･
工事分野も案件が増加しました。
　医薬・飲料事業は、体外診断薬分野はスペシャリティケミカルスとの協働による商品開発などに取り組
み、飲料分野は新商品の上市などを進めてまいりました。
　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411億85百万円、営業利益は31億6百万円、経常利益は27億74百万
円、四半期純利益は10億8百万円となりました。
　今後につきましては、収益基盤の強化を推し進め、お客様のニーズに即した高品質な商品の安定供給や、
先進的な独自技術の開発を通じて付加価値を創造し、人と地球環境に貢献し続けてまいります。
　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（2011年4月1日から9月30日まで）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期第2四半期（2011年4月1日から

2011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

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



繊維事業繊維事業
TextilesTextiles

▶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

製品紹介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。

　「MISTICOLOR®（ミスティカラー®）」は、お客様の
色彩要望に応じて、6つの基本原色（シアン、マゼン
ダ、イエロー、グリーン、ブラック、ホワイト）のカラー
ファイバーを独自の
技術で配合する紡績
糸です。後染めでは
表現できないオリジ
ナルの紡績糸をお客
様に提供することが
でき、様々な衣料用途
に色彩提案を行って
います。

カラーファイバーミックス紡績糸
『MISTICOLOR®』

用途・
製品

事業内容

当期の業績

拡大

（百万円）
当第2四半期 前第2四半期

売 上 高

営業利益

売 上 高

営業利益

3,628

（百万円）

（2010.4.1～2010.9.30）（2011.4.1～2011.9.30）

155

3,171

109
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事業紹介



用途・
製品

当期の業績

事業内容

グラスファイバー事業グラスファイバ
Glass FiberGlass Fiber

▶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

製品紹介

　日東紡の「ダンス
モーク®」は、商業施
設やオフィスなどの
天井に設置される
防煙垂れ壁です。不
燃材料に認定され
た透明のガラスクロ
スシートで、火災発
生時に煙の流動を妨げます。また、「ダンスモーク®」
は非常に軽量で割れないため、安全性が注目され
ています。

防煙垂れ壁 『ダンスモーク®』

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。

（百万円）
当第2四半期 前第2四半期

（百万円）

（2010.4.1～2010.9.30）（2011.4.1～2011.9.30）

24,390

2,192

売 上 高

営業利益

22,844

1,865

売 上 高

営業利益
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環境事業環境事業
Environmental BusinessEnvironmental Business

製品紹介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（ロックウール社製）
の販売や自社植物工場においてトマトなどの青果物
の栽培を行っています。植物工場で収穫された野菜
は「日東紡の野菜」として出荷を行っています。

用途・
製品

事業内容

当期の業績

▶断熱・吸音材　　　　　▶グリーンビジネス
▶音響工事・音響測定　　▶エンジニアリング・工事

パラマウント硝子工業（株）の「ハウスロン eキュー
ズ®」は、繊維の細い高性能グラスウールに防湿
気密フィルムを貼り合わせた住宅用断熱材です。
断熱性、防湿気密性に優れた「ハウスロン eキュー
ズ®」を天井や壁面に施工することにより、優良な省
エネルギー住宅を実現できます。

グラスウール断熱材 『ハウスロン eキューズ®』

（百万円）
当第2四半期 前第2四半期

（百万円）

（2010.4.1～2010.9.30）（2011.4.1～2011.9.30）

売 上 高

営業利益

売 上 高

営業利益

7,715

△26499

8,380
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用途・
製品

当期の業績

事業内容

医薬・飲料事業医薬・飲料事業
Medical & BeverageMedical & Beverage

▶医薬事業
▶スペシャリティケミカルス事業
▶飲料事業

製品紹介医薬事業は、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。

　ニットーボーメディカル（株）のポリアリルアミン
（PAA®）、ポリアミンシリーズ（PAS）は、特殊な重合
技術を用いた機能性ポリマーです。「PAA®」、「PAS」
は、染料の固着剤、インクの定着剤や金属加工助剤
に用いられるほか、様々な素材の高機能化に活用さ
れています。

機能性ポリマー 『PAA®』 『PAS』

（百万円）
当第2四半期 前第2四半期

（百万円）

（2010.4.1～2010.9.30）（2011.4.1～2011.9.30）

売 上 高

営業利益

売 上 高

営業利益

5,629

833

6,002

607
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当第2四半期累計期間の当社グループのトピックスをご紹介します

6月
日本科学未来館の「膜天井」に
日東紡のガラスクロスが採用

　東京・お台場にある日本科学未来館では、東日本大震災による天井落下の復旧にあた
り、来場されるお客様の安全を第一に考え、軽くて柔らかい「膜天井」を採用しました。
この膜材には当社のガラスクロスが使用されており、同館の安全性を高めるとともに、
やさしい空間をつくり出しています。

7月 パラマウント硝子工業（株）がニットーボー東岩（株）を吸収合併

　パラマウント硝子工業（株）がニットーボー東岩（株）を吸収合併しました。グラ
スウール断熱材を製造・販売する両社を経営統合し、更なる事業基盤の強化を図
ります。パラマウント硝子工業（株）は長沼工場（福島）、鈴鹿工場（三重）に、旧
ニットーボー東岩の江別工場（北海道）を加え、国内3工場からお客様のニーズに
合った商品の提供に努めてまいります。

8月 アドバイザリーボードの設置

　経営に関して大所高所から多面的なご意見をいただく場として、8月1日付でアドバイザリーボードを設置しました。
　世界経済の構造変化が続く中、当社グループは、「人と地球環境に貢献する企業」として諸責任を将来にわたって果たして
いくため、事業基盤の強化と企業価値の向上に努めています。
　こうした企業目標の達成の観点から、アドバイザリーボードの方々には、中国を始めとしたアジアビジネスの更なる展開
を始め、グローバルな視点から、事業運営全般にわたって貴重なアドバイスをいただくこととしています。

【アドバイザリーボードのメンバー（当社アドバイザー）】
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

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。

環境科学教室
福島工場では、中学生を
対象にした「環境科学教
室」を開いています。生
徒たちが自ら体験するこ
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。

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。

環境への取組み

パラマウント硝子工業
（株）の「グラスウー
ル断熱材」は、原材
料の80％以上に、回
収された空き瓶や蛍
光灯などを砕いたリ
サイクルガラスを使用しています。今後も限られ
た資源を有効に活用し、地球環境の保全に貢献し
てまいります。

環境に配慮した製品「グラスウール断熱材」 ゼロエミッションを継続して達成
ニットービバレッジ（株）
は、廃棄物を分別し
リサイクルを促進す
るゼロエミッション
（99％以上のリサイク
ル率）を7年連続で達
成しました。飲料の製造工程で発生した茶かすや
廃プラスチック等のリサイクルに取り組んできま
した。これからもゼロエミッションを継続し環境
負荷の低減に努めてまいります。

環境・地域社会への取組み CSR Information


