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　当連結会計年度におけるわが国経済は、昨年末以降は円高の是正もみられましたが、年度を通しては、欧州債

務問題や中国をはじめとしたアジア経済の減速などの影響もあり、総じて弱含みで推移いたしました。

　こうした状況の下、日東紡グループの連結売上高は821億3百万円（前期比0.6％減）、連結営業利益は66億19百

万円（前期比11.6％増）、連結経常利益は64億13百万円（前期比16.7％増）、連結当期純利益は28億40百万円（前期

比98.1％増）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。

　2013年4月からの1年間は、製造業としての事業力を集中強化する年度と位置付けてまいります。また、その結

果を踏まえて、2014年4月から始まる次期中期経営計画を策定、実行していく予定であります。

2013年3月期の業績

中期的な経営計画

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152期（2012年4月1日から2013年3月
31日まで）の業績をご報告申し上げます。

代表取締役社長

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

TO OUR SHAREHOLDERS



ストレッチ素材C・S・Y®の原糸素材、接着芯
地の衣料資材は、アパレル業界の低迷や低調
な消費マインドなど、総じて厳しい環境の下、
継続したコストダウンや新商品の開発、拡販に
努めてまいりました。
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※2012年4月1日付で組織改編を実施したため、2012年3月期（2011.4.1～2012.3.31）のセグメント情報については、変更後の区分方法により作成しております。

※2012年4月1日付で組織改編を実施したため、2012年3月期（2011.4.1～2012.3.31）のセグメント情報については、変更後の区分方法により作成しております。

▶ 紡績糸

▶ 芯地製品

▶ 日東紡ふきん

当期の業績

電子材料分野や強化プラスチック分野は、情報
機器用途の高付加価値品が底堅く推移しまし
た。また、産業資材分野は、建築・土木及び
自動車用途等、幅広く拡販に努めてまいりまし
た。加えて、断熱材分野は、旺盛な需要に支
えられ、堅調に推移しました。

当期の業績

体外診断薬分野、スペシャリティケミカルス分
野は、拡販やコストダウンを推し進め、堅調に
推移しました。また、飲料分野は、新商品の開発、
拡販に努めてまいりました。さらに、グリーン
ビジネス分野は、ロックウール培地や、植物工
場で栽培した農産品の拡販に努めてまいりまし
た。エンジニアリング・工事分野は、減収減益
となりました。

当期の業績

事業概要

▶ ヤーン・電子材料

▶ 複合材料

▶ 産業資材　

▶ 断熱材（グラスウール）　

▶ エンジニアリング・工事

事業概要

▶ 体外診断用医薬品

▶ スペシャリティケミカルス

▶ 清涼飲料水　

▶ グリーンビジネス（培地および野菜）　

▶ 音響工事・音響測定

事業概要

グラスファイバー事業

環境・ヘルス事業

繊維事業 Textiles

Glass Fiber

Environment
 & Health

売上高 営業利益
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売上高 営業利益
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事業紹介
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高機能ガラスクロス高機能ガラスクロス

　レディス衣料業界で圧倒的シェアを持つ接着芯地                 や
ストレッチ素材の先駆けとなる二層構造糸C・S・Y®、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機能商品を開発するとともに、国
内外拠点の連携を強化し、グローバルに事業を展開していきます。

　糸の製造からガラスクロス加工、樹脂との複合材料の開発など、
グラスファイバー製品の製造を一貫して行い、電子材料・強化プ
ラスチックなど幅広い分野で世界のユーザー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
術を有しており、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。

　医薬分野では、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、スペシャリティケミカルス分野においては、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。ま
た、飲料分野では、ペットボトルの成型から清涼飲料水の製造、ボ
トリングまで手掛けています。さらに、グリーンビジネスや音響に
関する事業など多岐にわたる事業展開をしております。

　一貫メーカーの強みを活かした独自の組成開発や加工技

術により、低誘電率・低熱膨張の高機能ガラスクロスを提

供しています。近年、高速・高周波化が進むモバイルや通

信インフラ等の電子機器に採用されており、豊かで快適な

生活を支えています。

PIASOFT ZEROPIASOFT ZERO
　PIASOFT ZEROは、短繊維で二層構造を形成した紡

績糸で、独自技術によって糸の撚りを極限まで抑えた新商

品です。優れた吸水性とソフトな風合いによるボリューム感

が特長です。また、撚りを抑えたため、生地のヨレを防止

することができ、衣料の形状保持を実現できます。

ペットボトル飲料ペットボトル飲料
　ニットービバレッジ（株）では、プライベートブランドを中

心として清涼飲料水の受託製造を行っています。多品種・

小ロットの製造を得意としており、お客様のニーズにきめ細

かく対応しています。また、2012年にはFSSC22000の認

証を取得し、さらなる徹底した品質管理のもと、安全・安

心な製品を提供しています。

グラスファイバー事業

環境・ヘルス事業

繊維事業
製
品
紹
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品
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　6月1・2日の2日間、福島市で開催された東北六魂祭に協賛しました。

　東日本大震災の復興支援を目的として始まった六魂祭は今回で3回目を迎

え、天気にも恵まれたことで来場者は25万人にのぼりました。会場では東

北6大祭りパレードやブースでの物産販売などが催され、大きな賑わいをみ

せました。

　3月5～8日の4日間、幕張メッセで開催された

「第38回 国際食品・飲料展」に初出展、千葉植物

工場で育てたカンパリトマトを展示いたしまし

た。ブースを訪れた来場者の方々に、日東紡の青

果物を紹介することができました。今後も、日東

紡のグリーンビ

ジネスを広く

PRし、販路拡大

に努めてまいり

ます。

　2月15・16日の2日間、福島市が主催する「ふ

くしま産業交流フェア2013」に、日東紡グループ

の製品を出展しました。二層構造糸C・S・Y®（繊
維事業）、ライトシェード（グラスファイバー事

業）、ロックウール培地（環境・ヘルス事業）な

ど、各々の製品の特長をPRし、地域社会とのつな

がりを深め

る貴重な機

会とするこ

とができま

した。

当社グループのトピックスをご紹介します

6月

3月2月

東北六魂祭2013に協賛

第38回 国際食品・飲料展に出展ふくしま産業交流フェア2013に出展

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

地域社会への取組み
　私たちは、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、また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
ンを図ることが重要であると考えています。今後も、社会貢献活動を推進
し、地域社会と信頼関係を築いてまいります。
　2012年10月には、福島県猪苗代湖の「ヨシ刈りボランティア」に富久
山事業センターが参加しました。湖などに生えるヨシは枯れると水質を悪
化させるため、定期的に刈ることで美しい環境を保っています。

環境への取組み

制振材用ガラスクロス
　近年、自動車の低燃費化による地球環境への負荷低減に関心が寄せられてい
ます。自動車の車体が軽量化する中、車体の鋼板も薄型化しています。その薄
くなった鋼板を補強し、走行時の振動を防止する制振材に、当社のガラスクロ
スが使用されています。

　私たちは、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。

グリーンカーテン
　省エネルギーのため、工場では植物で壁や窓を覆うグリーンカーテンの取組
みを進めています。夏の日差しをさえぎるとともに、植物の蒸散作用で周囲を
冷やし、室内温度の上昇を抑えることができます。これにより室内を涼しく保
ち、エアコンの使用を抑えています。

環境・地域社会への取組み CSR INFORMATION


