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　当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、円安・株高の進行により、緩やかな回

復傾向がみられました。また米国経済も緩やかな回復が続きましたが、欧州経済の低迷・アジ

ア経済の成長鈍化等先行き不透明な状況が続き、原燃料の価格上昇の影響もありました。

　こうした状況の下、日東紡グループの連結売上高は415億9百万円（前年同期比3.5％増）、連

結営業利益は31億64百万円（前年同期比15.1％増）、連結経常利益は30億92百万円（前年同期比

25.3％増）、連結四半期純利益は14億75百万円（前年同期比15.0％減）となりました。

　今後につきましては、引き続き事業基盤の強化と企業価値の向上に努めてまいります。

　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（2013年4月1日から9月30日まで）の業績

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153期第2四半期（2013年4月1日から
2013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



当社は、より柔軟に事業運営を行うことを目的とし、また適切な経営情報の開示に資するため、
事業セグメントを下記の通り変更し、2013年度（2014年3月期）第2四半期から、この変更
後の事業セグメントを用いて業績の発表を行っています。

当第2四半期よりスタートした
新セグメントについてご紹介します。

変更内容

環境・ヘルス事業

グラスファイバー事業

繊維事業 原繊材事業

＞＞＞事業内容
ヤーン、ロービング、チョッ
プドストランド等の特徴ある
グラスファイバー原繊（糸
状）製品を、強化プラスチッ
ク用途や電子材料用途など
幅広く提供しています。

機能材事業

＞＞＞事業内容
グラスファイバーの糸を
加工したガラスクロス等の
高性能な機能製品を、電
子材料用途や産業資材用
途等に提供しています。

繊維事業

＞＞＞事業内容
ストレッチ素材の二層構造
糸Ｃ・Ｓ・Ｙ®や「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。

設備材事業

＞＞＞事業内容
土木・建築用途や産業用
途の幅広いグラスファイ
バー製品や、住宅用断熱材
用途等の高性能なグラス
ウールを提供しています。

環境・ヘルス事業

＞＞＞事業内容
メディカル分野では体外診断薬や
ポリマー素材製品等を取り扱って
います。また、清涼飲料水の製造
を行う飲料分野、音響エンジニア
リングやグリーンビジネスなど多岐
にわたる事業展開をしています。

New
Segments

原繊材事業

機能材事業

繊維事業

設備材事業

環境・ヘルス事業

その他の事業 その他の事業

旧セグメント 新セグメント
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事業セグメントの変更 SEGMENT RESTRUCTURING
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当第2四半期 事業セグメント別業績
新しい事業セグメント別の売上構成比は右グラフ
の通りです。
また、当第2四半期の新しい事業セグメント別の
売上高、営業利益は以下の通りです。

繊維事業は、国内の衣料品消
費が依然低迷するなか、コスト
ダウンや新商品の開発等に努
めました。

繊維事業

設備材事業は、産業用途・建
築土木用途向けのグラスファ
イバー・グラスウール製品の堅
調な需要に対して、安定供給に
努めました。

設備材事業

機能材事業は、電子材料用途
並びに産業資材用途を中心に
ガラスクロス製品等の販売に
注力しました。

機能材事業

原繊材事業は、強化プラスチッ
ク用途や電子材料用途の製品
の拡販に努めました。

原繊材事業

環境・ヘルス事業は、メディカ
ル分野、飲料分野、エンジニア
リング分野およびグリーンビジ
ネス分野で販路拡大とコスト
ダウンを推し進めました。

環境・ヘルス事業

繊維事業 7.3%
その他の事業 1.7%

原繊材事業 
24.5%

機能材事業
22.1%

設備材事業
26.1%

環境・ヘルス事業
18.3%

売上高

当第2四半期

前第2四半期

（2013.4.1～2013.9.30）

（2012.4.1～2012.9.30）

営業利益

0 12000 0 1200

売上高

当第2四半期

前第2四半期

（2013.4.1～2013.9.30）

（2012.4.1～2012.9.30）

営業利益

0 12000 0 1200

売上高

当第2四半期

前第2四半期

（2013.4.1～2013.9.30）

（2012.4.1～2012.9.30）

営業利益

0 12000 0 1200

売上高

当第2四半期

前第2四半期

（2013.4.1～2013.9.30）

（2012.4.1～2012.9.30）

営業利益

0 12000 0 1200

売上高

当第2四半期

前第2四半期

（2013.4.1～2013.9.30）

（2012.4.1～2012.9.30）

営業利益

0 12000 0 1200

事業別
売上高
構成比

3,013

2,811

45

54

（百万円）

10,173

10,150

671

752

（百万円）

10,843

10,727

743

1,067

（百万円）

9,165

8,405

1,119

733

（百万円）

7,601

7,222

925

562

（百万円）
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当社グループのトピックスをご紹介します

　4月、パラマウント硝子工業（株）は、高性能住宅用断熱材「ソフール」を発売い

たしました。この商品は、軽量で高い断熱性能を持つグラスウールで、従来製品よ

り細く均一化されたガラス繊維を使用しています。昨今、省エネ住宅への関心が高

まっている中、独自の高機能グラスウールで環境に貢献してまいります。

パラマウント硝子工業（株）　断熱材「ソフール」発売4月

　9月、ニットーボー新潟（株）と越後亀紺屋藤岡染工場が共同開発したベビー用品

が、新潟伊勢丹で展示・販売されました。エコテックス規格※をクリアした「日東

紡のふきん」と同じ肌にやさしい素材を、越後亀紺屋藤岡染工場の伝統技法によっ

て染め上げ、よだれ掛けやトートバッグなどを商品化しました。来場したお客様か

ら「手触り、色合いがとてもいい」と好評を得ることができました。

※ 人体に有害な物質を規制する世界規模の安全基準。日東紡のふきんは乳幼児の肌にも使える条件をクリアしている。

ニットーボー新潟（株）　共同開発のベビー用品が展示・販売9月

　10月10～12日の3日間、ニットーボーメディカル（株）は、パシフィコ横浜で開催さ

れた「JACLaS EXPO 2013－臨床検査機器・試薬・システム展示会－」に出展しま

した。このイベントは、臨床検査技師等の医療従事者を対象とした、臨床検査機器・

試薬などの展示会で、ニットーボーメディカル（株）は、リウマチの診断や治療効果

判定に有効な体外診断薬『N-アッセイLA RF-K ニットーボー』（新製品）をはじめと

し、自社製品を幅広く紹介しました。臨床検査技師に加え検査機器メーカーの関係

者も多数訪れ、ニットーボーメディカル（株）の商品を広くPRすることができました。

ニットーボーメディカル（株）　JACLaS EXPO 2013に出展10月

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。
　その取組みの一環として、福島工場では、小中学生を対象とした「科
学教室」を開催しています。今年は小学生向けに4つの科学実験ブースを
設け、中学生向けには「安全と環境」というテーマで講義・実験を行い
ました。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。

環境への取組み
　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。

Re：Birth

　ニットーボー新潟（株）が製造・販売する「Re:Birth」は、超長綿※を紡ぐ際に発生
する短い綿を再利用して製造した紡績糸です。資源の有効活用に加え、短い綿を集
めて通常の綿糸に混ぜることで、暖かみのある独特の風合いを生み出す、環境にや
さしい商品です。 ※綿花の中で、繊維の長さが非常に長いもの。手触りや光沢等の性質が優れている。

ヴェールスクリーン
　グラスファイバーを特殊加工したロールブラインド用製品「ヴェールスクリー
ン」を製造・販売しています。高い遮熱性を有し、意匠性や寸法安定性に優れて
おり、様々な建築物の窓に採用されています。
　本製品を設置することで、室内に侵入する日射の熱量を抑え、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。

環境・地域社会への取組み CSR INFORMATION
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△1,500

■ 売上高
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財務ハイライト（連結） FINANCIAL HIGHLIGHTS (CONSOLIDATED)
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■ 連結貸借対照表（要旨） （百万円）

科　目
当第2四半期
連結会計期間末

2013年9月30日

前期末
2013年3月31日

（資産の部）
流動資産 61,969 63,389

　現金及び預金 8,237 6,283

　受取手形及び売掛金 24,420 27,938

　たな卸資産 26,108 26,421

　その他 3,202 2,745

固定資産 72,086 69,165

　有形固定資産 43,510 42,119

　　建物及び構築物 13,899 14,022

　　機械装置及び運搬具 6,704 7,565

　　土地 17,679 17,662

　　その他 5,227 2,869

　無形固定資産 1,791 1,473

　投資その他の資産 26,784 25,572

　　投資有価証券 19,362 16,873

　　その他 7,422 8,698

資産合計 134,056 132,555

　 （百万円）

科　目
当第2四半期
連結会計期間末

2013年9月30日
前期末

2013年3月31日

（負債の部）
流動負債 31,926 34,405

　支払手形及び買掛金 8,253 10,043

　短期借入金・
　1年内返済予定の長期借入金

15,222 15,063

　その他 8,451 9,298

固定負債 39,527 38,014

　長期借入金 17,914 18,695

　退職給付引当金 11,045 10,889

　その他 10,567 8,429

負債合計 71,454 72,419

（純資産の部）
株主資本 58,559 58,095

　資本金 19,699 19,699

　資本剰余金 23,062 23,062

　利益剰余金 24,699 24,220

　自己株式 △8,902 △8,886

その他の包括利益累計額 3,220 1,228

　その他有価証券評価差額金 3,823 2,714

　為替換算調整勘定 △602 △1,485

少数株主持分 822 811

純資産合計 62,601 60,135

負債純資産合計 134,056 132,555

財務諸表（連結） FINANCIAL DATA (CONSOLIDATED)
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■ 連結損益計算書（要旨） （百万円）

科　目
当第2四半期
連結累計期間
2013年4月 1日～
2013年9月30日　

前第2四半期
連結累計期間
2012年4月 1日～
2012年9月30日　

売上高 41,509 40,113

売上原価 29,410 28,031

売上総利益 12,098 12,082

販売費及び一般管理費 8,933 9,332

営業利益 3,164 2,749

営業外収益 740 440

営業外費用 812 723

経常利益 3,092 2,467

特別利益 — 650

特別損失 34 190

税金等調整前四半期純利益 3,057 2,927

法人税等 1,562 1,171

少数株主損益調整前四半期純利益 1,495 1,756

少数株主利益 20 20

四半期純利益 1,475 1,736

■ 連結キャッシュ・フロー計算書（要旨） （百万円）

科　目
当第2四半期
連結累計期間
2013年4月 1日～
2013年9月30日　

前第2四半期
連結累計期間
2012年4月 1日～
2012年9月30日　

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,636 2,547

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,274 △2,808

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,804 △807

現金及び現金同等物に係る換算差額 199 31

現金及び現金同等物の増減額
（△は減少） 1,757 △1,037

現金及び現金同等物の期首残高 6,283 8,457

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,040 7,420

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

創業年月日 明治31年 2月　郡山絹糸紡績株式会社（郡山）設立
 大正 7年 4月　福島精練製糸株式会社（福島）設立
 大正12年 4月　日東紡績株式会社創立

資　本　金 196億円

従　業　員 941名（2013年3月31日現在）

ホームページ http://www.nittobo.co.jp

■ 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 （2013年9月30日現在）

（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 富士ファイバーグラス（株）

パラマウント硝子工業（株） （株）日東紡テクノ

日東グラスファイバー工業（株） 日東グラステックス（株）

（株）双洋 日東紡澳門玻纖紡織有限公司

ニットーボーメディカル（株） ニットービバレッジ（株）

日東紡音響エンジニアリング（株） 日東紡エコロジー（株）

Nittobo America Inc. その他6社

■ 取締役および監査役 （2013年9月30日現在）

代表取締役社長 南 園 　 克 己

常 務 取 締 役 草 野 　 英 夫

取 締 役 陶 山 　 　 聡

取 締 役 清 水 　 秀 晃

取締役（社外） 濵 　 　 邦 久

取締役（社外） 香 田 　 忠 維

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

■ 執行役員 （2013年9月30日現在）

代表執行役員 白 鳥 　 克 忠

専務執行役員 清 水 　 秀 晃

常務執行役員 猪 狩 　 和 久

常務執行役員 中 原 　 　 強

常務執行役員 畑 中 　 英 之

常務執行役員 平 山 　 紀 夫

執 行 役 員 竹 内 　 　 実

■ 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

■ 社外顧問
　 樋 口 　 建 史 氏

　 上 林 　 　 博 氏

会社概要 CORPORATE PROFILE
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■ 株式の状況 （2013年9月30日現在）

発行済株式総数 247,677,560株

株主数 15,555名

■ 所有者別分布状況 （2013年9月30日現在）

■ 大株主 （2013年9月30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） 20,739 10.41

日本トラスティ・サービス信託銀行（株）（信託口） 14,133 7.09

日本生命保険（相） 8,521 4.28

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　19.56%

個人・その他
12.65%

外国人　9.02%

その他国内法人　21.03%

証券会社　2.07%

金融機関　35.67%

株式情報 STOCK INFORMATION
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■ 株式事務に関するご案内 

証券会社等に口座をお持ちの場合
証券会社等に口座をお持ちでない場合

（特別口座の場合）

郵便物送付先
電話お問合せ先

お取引の証券会社等になります。

株主名簿管理人
〒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

フリーダイヤル　　0120-288-324
（土・日・祝休日を除く9：00～17：00）

各種手続きお取扱店
　（住所変更および株主配当金
　　受取り方法の変更等）

みずほ証券株式会社
　本店、全国各支店およびプラネットブース
　（みずほ銀行株式会社内の店舗）

みずほ信託銀行株式会社
　本店および全国各支店
　＊トラストラウンジ（ご相談専用窓口）では、
　　お取扱できません。

未払い配当金のお支払
みずほ信託銀行株式会社および株式会社みずほ銀行の本店および全国各支店

（みずほ証券株式会社では、取次のみとなります。）

ご注意

支払明細発行については、右の「証券会社等に
口座をお持ちでない場合（特別口座の場合）」の
郵便物送付先・電話お問合せ先・各種手続きお
取扱店をご利用ください。

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。

事 業 年 度 毎年4月1日から翌年3月31日まで

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。

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、事故や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。

証 券 コ ー ド 3110

単 元 株 式 数 1,000株

上 場 取 引 所 株式会社東京証券取引所

株主名簿管理人 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

株主メモ INVESTOR INFORMATION
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