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国内動向〔染色加工メーカー動向〕

1．激変する環境変化と北陸産地の対策

北陸化合繊長繊維テキスタイル産地は、下半期
に入って景況悪化が一気に進み、戦後第 13 回目の
不況に突入している。例年、北陸産地の織物生産
は 7 ～ 9 月が端境期で、前期比 5 ～ 10 ％の減産が
通例になっているが、今年は産地業界の受注量が
大幅に減少している。原油価格の急騰に伴う原燃
料のコストアップ、国内の衣料品・インテリア需
要の減少、産業資材の低迷、米国の繊維需要の減
退、中国合繊産業の量から質への転換とポリエス
テル長繊維織物の輸出ドライブ、韓台業界のミド
ル高級ゾーンへの生産シフト等、マイナス要因が
目白押しとなり、先行き不透明感の高まりから流
通段階のリスク回避の動きが加速している。企業
間の受注格差が拡がっており、一部に受注量が 5
割減、稼働停止の企業が出ている反面、受注が順

調でほぼフル稼働のところもあり、産地全体の景
況としては過去の大不況並みの急ブレーキがか
かった状況となっている。今後の産地景気のポイ
ントは、需要期を迎える 10 ～ 12 月期にどこまで
受注が回復するかであるが、いずれにしても北陸
産地の深刻な規模縮小は避けられず、5年振りの大
きな構造調整の山場を迎えている。
北陸産地の当面の課題は、
①高コストを吸収するための価格転嫁をいかに
実現するか

②国内向けの出荷減少を世界の富裕層向け輸出
の拡大でいかにカバーするか

③徹底した経営規模の見直しによる採算ライン
の確保（不採算品種・設備の縮小と得意分野
への特化）をいかに早期に実現するか

④末端市場への価格転嫁には時間がかかり、産
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1 2008 年の北陸産地の景況は、下半期に入って急速な悪化を示し、戦後第 13 回目の不況に突入し

ている。7 ～ 9 月期は端境期のため、例年、テキスタイル工場の稼働率が落ちるが、今年は異常な

コストアップと先行きの不透明感から流通各段階でリスク回避の動きが強まり、過去の大不況に匹

敵する急激な受注量の減少に見舞われている。

2 染色業界はエネルギー多消費型産業であり、原燃料価格急騰の直撃を受け、今春以降、企業収益の

悪化が深刻化している。また、韓台染色業界の高機能加工のレベルアップが進んでおり、北陸産地

染色業界としては、高機能分野の一段の技術開発、超機能分野及び次世代繊維技術分野の技術開発

が緊要になっている。
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地内の受注競争激化もあって体力戦の様相を
深めていることから、十分な資金が確保でき
ているか

の 4点に絞られている。

価格転嫁の実現

第 1 点の価格転嫁の問題は、産地企業の存亡を
決める今次不況の最大の課題である。合繊長繊維
織物をめぐる価格転嫁の国際情勢を見ると、昨年
秋に日本をはじめ東アジア各国の合繊長繊維織物
業界は約 1 割の値上げを目指した。価格転嫁が十
分に浸透しないうちに今春以降原油価格が急騰、
中国をはじめ各国業界の経営は悪化している。す
なわち、スタグフレーションによる可処分所得の
減少と世界景気の先行き不安から、世界繊維需要
の低迷が色濃くなり、中国の革新織機の大増設に
伴う世界合繊長繊維織物の生産能力拡大（5 ％増）
もあって供給過剰が表面化しつつある。東アジア
競合国の多くの国は、ドルベースの輸出単価を引
上げても自国通貨高によって相殺され、原燃料コ
スト上昇分はほとんど転嫁できていない。例えば、
今年 1 ～ 5 月の中国ポリエステル長繊維織物の輸
出平均単価は、前年比 8 ％アップで止まっており、
人民元の対米ドル為替相場は 1 割強上昇し、原燃
料価格アップ、人件費アップ等のコスト上昇分は
全く製品価格に転嫁できていない。加えて、今年 3
月以降、中国が過剰設備を背景にポリエステル織
物の輸出ドライブをかけているため競争が激化し、
ますます価格転嫁が難しくなっている。
北陸産地の価格転嫁も不十分であり、不採算商

品の増加によって産地規模縮小の危機を迎えてい
る。国内の価格転嫁状況は、小売店頭の衣料品販
売の著しい不振とプライスレンジの問題で、アパ
レル小売業界の抵抗が強く、一部の商品分野を除
いて全般に価格転嫁が遅れ、採算の悪化を余儀な
くされている。輸出については、前述のごとく原
燃料価格アップ分と円高分の価格転嫁が必要であ
るが、今年上半期の合繊長繊維織物の輸出平均単
価（円換算）は、前年比横這いで全く上がってお
らず、円高分は一応吸収しているものの、原燃料
のコストアップ分の価格転嫁はほとんどできてい
ない状況になっている。
したがって、北陸産地が今回の危機を乗り越え

るには、事業撤退も辞さずの覚悟で受注先に価格
転嫁を強く求め、値上げを行うしか方法がない。
粘り強い交渉を継続し、ある程度の期間が経過し

ても価格アップが望めず採算割れの赤字になる分
野については、思い切って生産打ち切りを決断す
ることが肝要である。今回の不況は、価格転嫁な
しには生き残れない不況である。今後もコスト
アップが進むとの前提に立って、産地企業は品
種・設備毎の詳細な採算分析を行い、経営規模の
縮小も含めて自社の得意分野への生産集中を図り、
オリジナル技術に基づくオンリーワンの開発を一
段と促進し、ユーザーに感動を呼び起こす新製品
をクリエートすると共に、内外のアパレル企業に
対して直接のコンタクトを持ち、十分な商品説明
を行い、価格主張力を高めることが必要である。

世界の富裕層向け輸出拡大

第 2点のグローバルビジネスの拡大は、内需向け
出荷減少に苦悩する北陸産地に不可欠の対策に
なっている。北陸産地は過去 5 年間、ファッショ
ン・テキスタイルの減少をスポーツ・アウトドア用
の高機能の開発と非衣料分野への転換で対処して
きたが、今年は内需向けが悪化しており、小売店頭
の衣料品販売の深刻な不振、縫製工場の生産減少、
インテリア需要の大幅落ち込み、車両資材等の産業
資材の低迷が表面化している。北陸産地の内需向け
出荷は、今後、減少することはあっても増えること
は考えられず、海外の富裕層マーケット向け輸出の
拡大が産地規模を維持するために必要になってい
る。そのためには、輸出競争と価格転嫁に耐えられ
る世界一流の商品をクリエートし、世界一流のアパ
レル・小売企業、世界一流の工業メーカーに対して
積極的な売り込みを展開することが肝要であり、
ハードルは高いが北陸産地企業の国際ブランドの
構築を目指さなければならない。
以上のように、今回の環境激変の波は北陸産地の

再度の転廃業等の構造調整をもたらすものであり、
本物の企業、本物の商品しか生き残れない波であ
る。産地企業は、技術開発、商品開発、販売戦略、
QR 等の一段の高度化を図ってグローバル・ニッ
チ・オンリーワンを促進すると共に、07 年度の繊維
ビジョンで示された「技術と感性で世界に飛躍する
ために～先端素材からファッションまで～」の対
策を積極果敢に推進することが、今回の激変を乗り
越える唯一の処方箋と言えよう。前号の「繊維トレ
ンド」では、北陸産地の代表的な織物企業、ニット
企業のグローバル戦略と先端技術開発動向につい
て述べたので、本稿では北陸産地の国際競争力の要
である染色業界の動きについて紹介する。

国内動向
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高機能・ハイテク資材分野の開発強化とグローバル戦略に活路を求める北陸大手染色加工メーカー

2．北陸染色業界の現状と問題点
（1）染色加工業の現状

北陸染色業界は、我が国最大規模を誇り、上場 6
社のうち 4 社が北陸産地に集中している。北陸染
色業界の規模を工業統計（2006 年、従業者 4 人以
上の工場）で見ると、図表 1 の通りである。事業
所数は 145 工場、従業者数 7,522 人、製造品出荷額
1,321 億 3,619 万円で、北陸産地繊維工業に占める
染色業のシェアは、それぞれ 8.0 ％、20.0 ％、
30.1 ％である。なお、このデータで注意すべき点
は、福井産地の自動車内装資材、電気資材等の産
業資材の製造工場の一部に、工業統計報告を輸送
機械、電気機械等の分類で出している工場がある
と言われ、図表 1 の製造品出荷額が実態より少な
く報告されていることをご理解願いたい。

（2）染色加工量の推移

次に、北陸染色業界の織物・ニット生地の染色
加工状況は、図表 2 の通りである。富山県は、染
色企業数が少数のため時々未公表となり、福井、
石川、富山の 3 県のデータが揃って公表された
2006 年の状況を見ると、北陸産地（福井 29 社、石
川 11 社、富山数社）のテキスタイル加工量は 11
億 3,219 万㎡、そのうち織物は 8 億 9,376 万㎡、
ニット生地 2 億 3,873 万㎡であり、織物 78.9 ％、
ニット生地 21.1 ％の比率である。全国に占める北
陸産地の加工シェアは、テキスタイル合計で
39.6 ％、織物 38.2 ％、ニット生地 45.1 ％である。
北陸産地の染色加工量の大部分は地元の生機が用
いられているが、一部に新潟・東北産地、太平洋
側産地、東アジア産地等の生機が含まれている。

他方、北陸産地の織布工場で生産される婦人
ファッション用織物の職人技術的な小ロット複合
繊維品や、エアジェット・レピア織機の経糸フィ
ラメント緯糸スパンの複合繊維品の開発が進んだ
こともあって、東北、関東、東海、関西の染色工
場で加工する量が増加、一説には北陸産地の織物
生機生産量の約 15 ％が他産地の染色工場で加工さ
れていると言われている。ちなみに、北陸産地に
おける県別加工シェアは、織物が福井 55.8 ％、石
川 38.8 ％、富山 5.4 ％、ニット生地は福井 68.4 ％、
石川 15.4 ％、富山 16.2 ％である。主要品種の福
井・石川両産地の加工量を示すと図表 3 の通りで、
2007 年の両産地の全国シェアはポリエステル長繊
維織物 69.4 ％、ナイロン長繊維織物 57.7 ％、経編
60.5 ％、丸編 20.6 ％である。
北陸染色業界は、2000 年代に入って量産品主体

の加工から多品種小ロット加工へ、ファッション
分野から高機能分野へ、衣料分野から非衣料分野
へシフトを推進、各工場の選択と集中による得意
分野への特化によって工場間の分業化が進んでい
る。

（3）染色メーカー別の概況

主な染色加工メーカーについて見る。

車両資材・電気資材等の非衣料化、化粧品・医
療医薬等の非繊維化、車両資材関連工場のグロー
バル展開を推進、小松精練は染色加工技術と高分
子化学を融合させた先端ファブリックの開発と欧
米マーケットへのグローバル直販に力を入れてい
る。

セーレン

区    分 染色合計 絹人繊織物機械染色 綿スフ織物機械染色 毛織物機械染色 ニットレース染色 繊維雑品染色 織物手加工整理 織物整理 

北
陸
計 

事業所数 145 40 11 1 20 27 41 5
従業者数 7,522 3,858 439 40 2,003 690 340 152
出荷額（万円） 13,213,619 （7,683,285） × × （3,202,471） （724,713） （173,055） 77,198

福
　
井 

事業所数 73 25 8 0 15 18 5 2
従業者数 4,351 2,070 105 0 1,581 400 95 100
出荷額（万円） 6,808,464 3,546,153 × 0 2,466,717 674,778 68,947 51,869

石
　
川 

事業所数 64 13 2 0 4 7 35 3
従業者数 2,531 1,686 138 0 363 64 228 52
出荷額（万円） 5,052,258 4,137,132 × 0 735,754 49,935 104,108 25,329

富
　
山 

事業所数 8 2 1 1 1 2 1 0
従業者数 640 102 196 40 59 226 17 0
出荷額（万円） 1,352,897 × × × × × × 0

出所：福井県、石川県、富山県の「工業統計」 （注1）「×」は調査対象企業数が少ないため公表せず。      
（注2）福井県、石川県の出荷額合計は、未公表の綿スフ織物機械染色を含まず。      
（注3）北陸計の出荷額の括弧内のデータは、福井・石川両県の計。     

図表 1 北陸産地の染色加工業の事業所数、従業者数、製造品出荷額（2006 年、従業者 4人以上の工場）
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図表 2 全国及び北陸産地のテキスタイル染色加工量の推移

区  分 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 08年1～4月 

全
　
　
　
国 

織  物 2,808,018 2,619,017 2,469,016 2,328,387 2,338,865 2,254,084 715,045
（前年比） －11.1% －6.7% －5.7% －5.7% 0.5% －3.6% －4.2%
ニット生地 655,891 627,378 579,619 518,481 517,467 511,445 156,597
（前年比） －6.2% －4.3% －7.6% －10.5% －0.2% －1.2% －8.4%

計 3,463,909 3,246,395 3,048,635 2,846,868 2,856,332 2,765,529 871,642
（前年比） －10.2% －6.3% －6.1% －6.6% 0.3% －3.2% －5.0%

北
陸
産
地
計 

織  物 1,024,831 975,765 916,608 874,563 893,758 × × 
（前年比） －8.6% －4.8% －6.1% －4.6% 2.2% × × 
ニット生地 × × × 235,882 238,728 × × 
（前年比） × × × ＊＊＊ 1.2% × × 

計 × × × 1,110,445 1,132,486 × × 
（前年比） × × × ＊＊＊ 2.0% × × 

福
井
産
地 

織  物 591,991 566,635 529,879 503,235 498,903 497,246 160,857
（前年比） －8.4% －4.3% －6.5% －5.0% －0.9% －0.3% －2.3%
ニット生地 176,355 175,209 168,619 162,472 163,176 166,671 49,404
（前年比） －3.4% －0.6% －3.8% －3.6% 0.4% 2.1% －12.3%

計 768,346 741,844 698,498 665,707 662,079 663,917 210,261
（前年比） －7.3% －3.4% －5.8% －4.7% －0.5% 0.3% －4.8%

石
川
産
地 

織  物 368,940 355,060 333,958 324,033 346,655 344,180 113,173
（前年比） －9.3% －3.8% －5.9% －3.0% 7.0% －0.7% 2.0%
ニット生地 53,171 54,709 54,587 34,552 36,694 35,070 11,143
（前年比） －4.5% 2.9% －0.2% －36.7% 6.2% －4.4% －1.7%

計 422,111 409,769 388,545 358,585 383,349 379,250 124,316
（前年比） －8.7% －2.9% －5.2% －7.7% 6.9% －1.1% 1.6%

富
山
産
地 

織  物 63,900 54,070 52,771 47,295 48,200 × × 
（前年比） －6.3% －15.4% －2.4% －10.4% 1.9% × × 
ニット生地 × × × 38,858 38,858 37,280 10,714
（前年比） × × × ＊＊＊ 0.0% －4.1% －16.3%

計 × × × 86,153 87,058 × × 
（前年比） × × × ＊＊＊ 1.1% × × 

単位：千㎡ 

出所：経済産業省「繊維生活用品統計年報」、北陸3県統計課（室） （注）「×」は調査対象企業数が少ないため公表せず。 

図表 3 全国及び北陸産地の主要テキスタイル染色加工量の推移

 区  分 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 08年1～4月 

Ｐ
長
繊
維
織
物 

全国合計 961,425 913,789 887,145 852,749 860,486 866,377 278,945
（前年比） －9.3% －5.0% －2.9% －3.9% 0.9% 0.7% －2.6%
福井・石川計 712,683 683,905 642,018 611,725 616,320 601,415 192,599
（前年比） －6.5% －4.0% －6.1% －4.7% 0.8% －2.4% －2.4%
福井産地 472,889 458,030 431,581 412,560 411,400 408,485 131,157
（前年比） －5.2% －3.1% －5.8% －4.4% －0.3% －0.7% －2.2%
石川産地 239,794 225,875 210,437 199,165 204,920 192,930 61,442
（前年比） －8.8% －5.8% －6.8% －5.4% 2.9% -5.9% －2.6%

Ｎ
長
繊
維
織
物 

全国合計 140,025 127,535 118,368 122,860 154,216 140,750 44,285
（前年比） －11.9% －8.9% －7.2% 3.8% －8.7% 2.6% －12.2%
福井・石川計 80,409 74,500 68,488 66,898 75,369 81,229 25,946
（前年比） －8.9% －7.3% －8.1% －2.3% 12.7% 7.8% －12.2%
福井産地 48,578 41,598 39,611 38,008 37,600 43,420 14,492
（前年比） －6.9% －14.4% －4.8% －4.0% －1.1% 15.5% －15.7%
石川産地 31,831 32,902 28,877 28,890 37,769 37,809 11,454
（前年比） －11.8% 3.4% －12.2% 0.0% 30.7% 0.1% －7.2%

経
　
　
　
編 

全国合計 284,416 278,236 272,162 255,707 246,295 241,599 72,585
（前年比） －2.7% －2.2% －2.2% －6.1% －3.7% －1.5% －10.1%
福井・石川計 176,609 171,456 166,279 145,930 149,629 146,038 44,008
（前年比） －0.1% －2.9% －3.0% －12.2% 2.5% －2.4% －10.5%
福井産地 136,717 131,471 126,409 119,629 121,123 118,474 35,119
（前年比） 0.7% －3.8% －3.9% －5.4% 1.2% －2.2% －13.0%
石川産地 39,892 39,985 39,870 26,301 28,506 27,564 8,889
（前年比） －2.7% 0.2% －0.3% －34.0% 8.4% －3.3% 0.9%

丸
　
　
　
編 

全国合計 371,517 345,813 307,457 262,774 271,222 269,861 84,012
（前年比） －8.7% －6.9% －11.1% －14.5% 3.2% －0.5% －6.7%
福井・石川計 54,068 61,858 56,927 51,094 49,713 55,703 16,539
（前年比） －11.9% 14.4% －8.0% －10.2% －2.7% 12.1% －10.5%
福井産地 39,638 43,738 42,210 42,843 42,053 48,197 14,285
（前年比） －15.1% 10.3% －3.5% 1.5% －1.8% 14.6% －10.4%
石川産地 14,430 18,120 14,717 8,251 7,660 7,506 2,254
（前年比） －1.7% 25.6% －18.8% －43.9% －7.2% －2.0% －10.8%

単位：千㎡ 

（注）Ｐ長繊維織物～ポリエステル長繊維織物、Ｎ長繊維織物～ナイロン長繊維織物。 出所：経済産業省「繊維生活用品統計月報」、北陸3県統計課（室） 
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化合繊・天然繊維等のあらゆる素材を加工して
おり、高機能・高感性の加工、車両内装資材・炭
素繊維複合部材等の非衣料分野の加工製造など、
多様なフィールドで独自の展開を進めている。

セルロース繊維・ニットの起毛・加工複合の 3
分野への専門特化を推進している。

インテリア、電磁波シールド材、ワイピングク
ロス、医療資材等の非衣料分野が 5 割を超え、ブ
ラックフォーマルの濃染加工技術及び機能加工・
表面加工技術は評価が高い。

アセテート・ポリエステルの機能裏地の専門加
工メーカーで、次世代先端繊維の炭素繊維開繊糸
複合材料の技術開発を促進しており、米国スタン
フォード大学名誉教授ステファン・W・ツアイ博
士、伊藤忠商事の支援を受けて用途開発を推進し
ている。

きらりと光る技術開発で定評があり、超微多孔
加工技術、表撥水裏吸水速乾加工技術、再帰反射
プリント加工技術等のオリジナルな技術開発を推
進している。

（4）原燃料高騰の影響

さて、今回の原油価格の高騰に伴う原燃料コス
トの影響を最も大きく被っているのは、エネル
ギー多消費型の染色業界である。大手各社の公表
（業界紙）によると、2007 年度の原燃料コストアッ
プの増加額は、セーレンが前期比 6億 8,000 万円増、
小松精練 4 億 0,700 万円増、サカイオーベックス 2
億 8,000 万円増である。また、染料・薬品・助剤等
の原材料についても、中国の公害規制の強化に
よって化学原料中間体の生産工場の操業率が下が
り、供給不足によって染料等の価格が著しく高騰、
昨年秋以降、染料の廃番も表面化している。北陸
染色業界は、燃料・原材料のコストアップ分に見
合う染色加工料金のアップを受注先に強く求める
と共に、不採算商品の受注見直しと選別受注を進
め、LNG 燃料への転換、加工工程・加工条件の見
直し等の省エネ・省資源の徹底化、原材料の複数
購買化、海外原材料への代替及び調達ルートの開
拓等のコストダウン対策を実施したが、2008 年 3
月期決算では大部分の染色工場が減収減益を余儀

なくされている。今期の動向については、止まる
ところを知らない原油の異常な価格高騰、織布・
ニット工場の稼働率の低下など、染色工場を取り
巻く環境は厳しさを増しており、原燃料のコスト
アップと受注量減少の二重苦によって、厳しい収
益の悪化に見舞われている。

（5）アジア競合国の高機能化

また、東アジア競合国の高機能分野のレベル
アップも要注意になりつつある。韓国、台湾等の
主力染色企業は、最近、急速に高機能分野の技術
アップを進めており、北陸染色業界は、透湿防水
加工、撥水加工、紫外線カット、吸水速乾加工、
消臭加工等については、一層の高度化を推進する
と共に、数値データを今まで以上に積極的に内外
のアパレル小売業界にアピールし、東アジア競合
国との差を明白に打ち出すことが緊要になってい
る。

（6）高機能から超機能へ

更に高機能から超機能へのシフトが課題となっ
ており、繊維学会が指摘しているインテリジェン
ト繊維（環境応答性繊維、構造制御繊維、機能制
御繊維、環境変化緩衝繊維、ヘルスケア繊維）、極
限機能繊維（高導電性繊維、磁性繊維、極限強度
繊維）、超バイオミメティックス繊維（人工生体機
能繊維、生体構造修飾繊維、人工臓器、ハイブ
リッド人工繊維）等の超機能繊維分野の加工技術
の開発に積極的に取り組むことが必要になってい
る。
加えて、経済産業省が策定した次世代繊維技術

戦略及びロードマップ（技術戦略マップ 2007、
ファイバー分野）に示されたマテリアルセキュリ
ティー（環境・エネルギー対応）分野、炭素繊維
（移動体）分野、建設・ IT（情報技術）・生活分野
の 3 つの技術開発分野に総力を挙げて取り組まな
ければならない。
マテリアルセキュリティー分野とは、世界的な

石油系原料の逼迫による価格高騰や環境問題に対
処するために、原料確保可能なバイオマスなどか
ら化学繊維を製造するもので、ポリ乳酸繊維等の
染色性・力学性・耐熱性・耐候性等の加工技術の
開発で染色業界の役割が重要になっている。
炭素繊維・複合材料（移動体）分野は、炭素繊

維と他素材の複合材料が軽量かつ強度に優れるた
めに、航空機、自動車、鉄道車両、ロボット等の

平松産業

ミツヤ

ウラセ

倉庫精練

サカイオーベックス

高機能・ハイテク資材分野の開発強化とグローバル戦略に活路を求める北陸大手染色加工メーカー
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国内動向

分野においてニーズが大きく、前述のように北陸
の一部の染色加工メーカーが取り組みを開始して
おり、化学や加工関連技術に強い染色業界の積極
対応が求められている。
建設・ IT（情報技術）・生活分野は、高強度繊

維・マトリックス接着技術の開発、発熱・放熱繊
維の産業用途への応用、そしてスーパーバイオミ
メティックスファイバー開発（生体を模倣しつつ
生体を超える機能や構造を有する新繊維技術の開
発）等の加工技術分野で、染色業界が取り組むべ
き領域は多く、これらの先端分野の加工技術で北
陸染色業界は世界のフロントランナーとして発展
が期待されている。以下、大手染色加工メーカー 4
社の動向について、2008 年 3 月期の決算状況を簡
単に報告し、各社の戦略について紹介する。なお、
前述の通り下半期に入って急速に産地の景況悪化
が進んでおり、今期の収益状況はこの報告よりか
なり厳しくなっていることをご理解願いたい。

3．北陸大手染色加工メーカーの動向
（1）セーレン株式会社～非衣料・非繊維化・

グローバル化を促進　　

セーレンは、本社が福井市毛矢と東京都港区青
山の 2本社体制をとっており、資本金は 175 億 458
万円、従業員数は 1,675 名（グループ 5,874 名）、
連結子会社は国内 12 社、海外 7社である。2008 年
3 月期の売上高は、連結で 1,129 億 2,200 万円（単
独 664 億 4,300 万円）、営業利益は連結で 66 億
6,500 万円（単独 17 億 5,900 万円）、経常利益は連
結 73 億 2,500 万円（単独 21 億 7,900 万円）の高収
益を達成している。
同社の特徴は、「非衣料化・非繊維化」「IT 化・

流通ダイレクト化」「グローバル化」を経営の基本
戦略としており、オートモーティブ、ハイファッ
ション、エレクトロニクス、インテリア・ハウジ
ング、メディカルの 5 つの事業領域で、多彩かつ
高付加価値なクリエーションを展開している。同
社事業の柱である自動車内装資材への転換は、
1970 年代半ばから推進、IT を駆使したデジタル・
プロダクション・システム「ビスコテックス」は
1982 年に技術を確立、また、自動車内装関係の海
外進出は 1986 年のセーレン U.S.A.CORP.の設立を
皮切りに米国、中国、タイ、ブラジルの 4カ国で 6
社を設立、更にハイファッション関係の海外子会
社として 1998 年に ViscotecU.S.A を設立している。
なお、2005 年 7 月にカネボウのポリエステル・ナ

イロン・綿・絹の繊維事業を営業譲受して、KB
セーレン（資本金 34 億 4,000 万円、従業員 658 名、
2007 年 3 月期売上高 288 億 8,900 万円）を設立、
合繊紡糸事業に参入している。今後の戦略は、エ
レクトロニクス、メディカル、環境関連資材の増
強と、自動車内装資材の供給の世界全域化を計画
している。
同社の事業別概況（2008 年 3 月期連結）は、同

社売上高の 44.1 ％を占めるカーシート、エアバッ
グ等のオートモーティブ事業が 498 億 3,800 万円
（前期比 2.9 ％増）、営業利益は 42 億 9,500 万円
（前期比 7.1 ％増）である。国内事業は自動車販売
の落ち込みの影響を受けて減収減益を余儀なくさ
れたが、海外子会社の業績は好調で、海外への積
極的な工場進出が経営の安定に大きく寄与してい
る。また、同社売上高の 33.2 ％を占めるハイ
ファッション事業は、個人消費の低迷、水着・イ
ンナー市場の低迷、原燃料のコストアップで、コ
ミッション部門（委託加工部門）が減収・大幅減
益となり、他方、多品種小ロット・短納期・在庫
レス・高付加価値を得意とするビスコテックス商
品は好調を維持したものの、売上高は 374 億 3,400
万円（2.1 ％減）、営業利益は 7 億 9,100 万円（同
21.2 ％減）になっている。
同社売上高の 10.2 ％を占めるエレクトロニクス

事業は、電磁波シールド材「プラット」が最終製
品価格の下落、銅・ニッケル等の希少金属の価格
高騰など厳しい環境にさらされたものの、PDP
（プラズマディスプレイパネル）向けの大幅受注増
によって、売上高は 115 億 6,300 万円（同 2.5 ％増）、
営業利益 17 億 2,600 万円（同 0.3 ％増）となって
いる。同社売上高の 8.3 ％を占めるインテリア・ハ
ウジング事業は、ハウスラップ材、ロールカーテ
ン等の需要が住宅着工件数の大幅減の影響を受け
て、売上高が 94 億 1,600 万円（同 6.3 ％減）、営業
利益が 6 億 6,400 万円（同 8.8 ％減）と減少してい
る。また、売上高の 3.5 ％を占めるメディカル事業
は、化粧品分野の売上が好調、人工血管基材、ヘ
アーボリュームアップ剤の売上も加わり、更に KB
セーレンの伸縮性貼布剤基布、浄水器フィルター
基材の需要拡大によって、売上高は 39 億 5,700 万
円（同 29.2 ％増）、営業利益は 2 億 8,300 万円（同
870.6 ％増）と大幅増収増益になっている。
同社は積極的に設備投資を行っており、2007 年

に 127 億円を投資して次世代電磁波シールド材の
製造工場「FMセンター」、革を超えた革新素材の
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マザープラント「LN センター」、金属・陶器・
脂・ガラス等を対象物とした非繊維ビスコテック
ス工場「SV センター」などの新工場を立ち上げ、
2011 年にはフル稼働に入る予定である。2008 年度
も 120 億円の投資で KB セーレンの長浜工場にエ
レクトロニクス、メディカル、環境関連等の大型
工場の建設を進めており、中期計画ではオート
モーティブ海外事業の世界シェア拡大戦略として、
欧州、BRICs への工場進出を計画したいとしてい
る。

（2）小松精練株式会社～高機能・高感性の
先端開発とグローバル販売を推進

小松精練は、「芸術の工業化を目指す」をモッ
トーとして、高機能・高感性の先端ファブリック
分野の開発で世界をリードする企業である。同社
は、産地の有力企業との戦略的連携（クラスター）
とグループ内企業・各工場間のフレキシブルな連
携を促進する越境型経営体制の構築を推進してお
り、同社の徹底したコラボレーションの展開は各
方面から注目されている。
同社の概要は、本社の所在地が石川県能美市浜

町、資本金 46 億 8,042 万円、従業員数 863 名（連
結 1,527 名）、連結子会社は国内 6 社、海外 1 社
（中国）である。経営状況は、2008 年 3 月期の連結
売上高が 402 億 4,500 万円（単独 329 億 7,800 万
円）、連結営業利益 13 億円（単独 11 億 2,200 万円）、
連結経常利益 12 億 2,400 万円（単独 9 億 8,500 万
円）である。
同社はポリエステル、ナイロンを中心とした高

機能・高感性の技術開発分野で、常に世界のトッ
プランナーとして健闘しており、1970 年代半ばに
ポリエステル撚糸織物の減量加工技術を開発、こ
れによって北陸産地は合繊長繊維織物の開発で欧
米を上回り、世界トップに躍り出ることとなった。
1993 年に画期的な薄膜の DIMA 加工技術を開発、
その後一層の薄膜化と高機能化に向けた技術開発
が行われ、近年、ラミネート・コーティング分野
の第 3 の商品と言われる世界最高レベルの乾式ラ
ミネートと湿式コーティングを張り合わせた高機
能薄膜加工技術の高度化で需要を拡大している。
2001 年には超機能分野（インテリジェント繊維）
の先駆けと言われる環境応答型のエアコン機能を
持つ「エアテクノ」を開発、温度調節プロテイン
微粒子を超薄膜で繊維に結合させ、外気の温度に
反応して吸熱・蓄熱・放熱を繰り返す画期的なテ

キスタイルを開発した。また、高感性の開発分野
では、2002 年に化合繊でもなく綿でもない新しい
ユニークな質感のブランド「ビンテージ繊維」を
開発、その後一段と高レベルの開発が促進され、
複雑なループによるナチュラルな表情とエアリー
なふくらみ感を持つ改良型が開発され、現在、同
社のファッション分野の主力商品に成長している。
また、金属糸などの形状記憶織物風の表情を出す
「テクノビンテージ」は、欧州のトップブランド等
から高い評価を得て、輸出が順調に伸びている。
更に、非衣料分野では、2003 年に小松住江テッ

ク（現：ケイズテック）を設立、合繊及び DIMA
素材使用の自動車内装資材の開発を推進、2005 年
には東レ合繊クラスターのナノテク分科会におい
て、同社が中心的役割を果たしてナノスケール加
工の抗アレルギー物質素材「アレルバスター・
カーテン」の開発に成功、同加工の寝装品も次々
と開発され、需要が順調に拡大している。この他、
電材分野の電磁波シールド材・半導体用手袋・無
塵衣、医療・福祉分野の補正・矯正用及び包帯用
の機能ニット素材等の製造を行っている。
同社の工場別の生産状況は、第 1 工場がファッ

ション衣料、リビング・インテリア素材のプリン
ト加工、第 2 工場はポリエステル・ナイロン織編
物（薄地・中肉・厚地）のスポーツ・アウトドア
用途を主力に、ファッション衣料用など多彩な素
材を生産、第 3 工場は世界を制覇した新合繊を誕
生させた工場で、ポリエステル及びハイブリッド
薄地織物の無地染加工を主力に、ファッション衣
料、生活・産業資材の素材を生産している。第 5
工場は、薄膜加工で世界最大・最新の設備と国内
トップの生産量を誇り、美川工場は合繊短繊維織
物専用の国内最大規模工場であり、フローロット
プリント工場（ドム）は、全自動ポジショニン
グ・プリントマシンによる高生産、高品質、超短
納期を実現している。また、海外進出は 2002 年に
資本金 2,950 万ドル、月産 200 万メートルの設備を
有する小松精練（蘇州）有限公司を設立（中国蘇
州市）、丸井織物（南通）有限公司との連携によっ
て高品質の高機能織物の加工を行っている。加工
量の 65 ％は透湿防水加工の高機能スポーツ・アウ
トドア用等の衣料用織物、35 ％はインテリア等の
資材の加工であり、今期は売上高 32 億円、営業利
益 2,000 万円を見込んでいる。
同社の今後の戦略は、染色加工技術と高分子化

学を融合させた「創造的かつ世界的ファブリック

高機能・ハイテク資材分野の開発強化とグローバル戦略に活路を求める北陸大手染色加工メーカー
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メーカー」を目指し、主力のDIMA加工シリーズ、
ビンテージシリーズ等の機械設備から開発した高
機能・高感性技術の一段の高度化を促進すると共
に、ナノ・テクノロジーによる先端ファブリック
の開発、大型ディスプレイ等で大幅な需要拡大が
期待される有機 EL封止部材の開発等、先端技術分
野の開発に総力挙げて取り組むとしている。また、
グローバルビジネスの強化に力を入れ、現在のフ
ランス・イタリア中心の直接輸出を欧州全域と北
米市場に拡大し、小松精練（蘇州）有限公司を拠
点にグローバルオペレーションを加速して、同社
の海外販売比率 38 ％（2008 年 3 月期）を一層アッ
プさせ、2010 年度の連結売上高は 500 億円、営業
利益 30 億円の目標達成に向かって努力するとして
いる。

（3）サカイオーベックス株式会社～コア事業の
徹底強化と先端複合部材の開発を促進

サカイオーベックスは、独自の高度加工技術を
応用して、多彩な事業フィールドで収益の拡大を
目指している。同社の概要は、本社所在地が福井
市花堂、資本金 46 億 8,042 万円、従業員数 571 名
（グループ 1,074 名）、連結子会社は国内 12 社、持
分法適用関連会社は海外（中国）1社である。2008
年 3 月期の決算状況は、連結売上高 248 億 7,100 万
円（単独 192 億 6,700 万円）、営業利益 7 億 6,400
万円（単独 4 億 2,600 万円）、経常利益 7 億 6,900
万円（単独 6億 6,800 万円）である。
同社の事業の特徴は、高度オリジナル加工技術

をベースに高耐水圧・高透湿、撥水吸汗両面異質
機能、吸水速乾、抗菌・制菌・防臭、制電、蓄熱
等の高機能加工で強い競争力を持っており、また、
ブラックフォーマルでは世界トップクラスの濃染
加工技術を有している。合繊・トリアセテート・
レーヨン・天然繊維等の複合繊維テキスタイルの
加工技術も内外から高い評価を得ている。非衣料
分野では、車両用・インテリア用の高品位スエー
ド調人工皮革（東レのエクセーヌ）を加工、合繊
カーテンでは高難度・高精巧の技術加工を行って
いる。先端複合部材では、炭素繊維開繊糸・織物
の技術開発を確立、水産・環境資材では海藻プ
レート、藻場造成用植毛シート、浮魚礁、湖沼植
物育成床等を製造販売している。更に、グローバ
ルビジネス展開として、アパレル販売事業は中国、
韓国、香港等の海外縫製拠点を中心に、海外産素
材の調達と委託縫製加工によってファッション衣

料等を製造、国内ブランドメーカーから通販企業
まで幅広くクライアントを開拓している。同社の
OEMは、クライアントの商品企画から参画し、素
材調達、パターン作成、縫製、在庫、納品までの
全工程を網羅する「ソフト付きOEM」を実現して
いる。海外へのテキスタイル工場の進出について
は、中国江蘇省南通市において東レとの合弁でポ
リエステル長繊維の東麗酒伊織染（南通）有限公
司（織布・染色一貫工場）を設立しており、中国
内販・アジア向け輸出で実績を挙げ、欧米への
ネットワークを拡げつつある。
同社の工場別生産状況は、花堂工場がトリアセ

テートを主とした婦人衣料用織物やカーテン寝装
等の生活資材織物の無地染加工と、ファッション
衣料、インテリア寝装のプリント加工を行ってい
る。合繊工場は婦人衣料、ユニフォーム用織物、
フォーマル用ブラック、人工皮革、ニット等の染
色加工を行っており、二日市工場は複合繊維使用
のワーキングウエア、ユニフォーム、スポーツ衣
料、車両内装材等のテキスタイルの染色加工をし
ている。
同社の事業別概況（2008 年 3 月期）は、売上高

（連結）の 55.8 ％を占める染色加工事業部門が 138
億 8,700 万円（前期比 3.5 ％増）、営業利益 6 億
4,800 万円（8.1 ％減）である。ユニフォーム用、
スポーツ用、ナノテク関連商品、自動車関連資材
の加工が堅調に推移して増収となったものの、婦
人衣料用織物の加工が苦戦、燃料・染料・薬品の
価格高騰もあって営業利益は減少している。売上
高の 25.0 ％を占める製品販売事業部門は、アパレ
ル販売において T V ショッピングなどの新規チャ
ネルの商流開拓に努めたものの、中国オペレー
ションでの原材料コストの上昇、増値税の引き上
げ、人民元高等によって減収減益を余儀なくされ、
テキスタイル販売においても機能性加工を付与し
たユニフォーム用やコート用は好調であったもの
の、婦人アウター用が低迷したことから減収にな
り、その結果売上高は 62 億 1,000 万円（前期比
15.7 ％減）、損益面で 3,300 万円の営業損失を計上
している。売上高の 6.3 ％を占める織布事業部門は、
スポーツ用の高密度薄地織物が堅調であったもの
の、中厚地の婦人衣料用織物及び同加工糸が低迷、
加えて原材料費やエネルギー費のアップもあって、
売上高は 15 億 6,900 万円（前年比 8.7 ％減）、3,300
万円の営業損失を計上している。
なお、同社の今後の戦略は、衣料用から非衣料
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用への転換を積極的に進めるとしており、中期計
画の 2011 年 3 月期の売上高 280 億円、経常利益 10
億円の達成のため、コア事業の染色加工事業の高
度化を推進すると共に、テキスタイル、アパレル、
産業資材等の自販の拡充を積極的に展開するとし
ている。加えて、先端分野の炭素繊維複合部材の
早期事業化を目指すと共に、2007 年度までに事業
化の基礎固めが整ったスポーツ・ニット関連及び
メディカル関連の本格的な拡販を推進し、経済環
境の変化に対して強靭な経営体質を構築するとし
ている。特に、炭素繊維の先端複合部材の開発は、
前述の経済産業省の次世代繊維技術戦略の目玉の
一つであり、同社が開発している炭素繊維の開繊
維糸・織物は、従来の炭素繊維複合材料に比較し

て厚さが薄く樹脂の含浸が容易で、織物表面の凹
凸が少ないことから強度の低下が少なく、コスト
パフォーマンスに優れるという利点を持っている。
同社の熱可塑性樹脂炭素繊維開繊糸プリプレグ織
物、熱硬化性樹脂炭素繊維開繊糸プリプレグ織物、
アルミ含浸複合材料等の開発商品は、航空・宇宙、
建築・土木、車両、船舶、産業機械など広範に需
要が高まることが期待され、今後、的確な用途の
開拓とユーザー企業との開発段階における共同研
究の実施、それに伴う大学・公設研究機関との産
学官連携の研究促進など、取り組むべき課題は山
積しているが、山高ければ実入りも多く、同社の
先端複合部材の新たな展開が注目されている。

高機能・ハイテク資材分野の開発強化とグローバル戦略に活路を求める北陸大手染色加工メーカー

図表 4 北陸産地上場染色企業の概要及び決算状況

区 分 会社概要 項   目 
連結決算 単独決算 

2008年3月期 2007年3月期 増 減 2008年3月期 2007年3月期 増 減 
 本社　福井市、東京 売上高 112,922 111,683 1.1% 66,443 69,032 －3.8%
 設立　1923年5月 営業利益 6,665 6,538 1.9% 1,759 2,560 －31.3%
 資本金　175億458万円 経常利益 7,325 7,943 －7.8% 2,179 3,157 －31.0%
セーレン（株） 従業員数　1,675名 当期純利益 4,348 4,494 －3.2% 1,357 1,625 －16.5%
   （グループ 5,874名） 1株当たり当期純利益 71.86円 72.83円 ＊＊＊ 22.42円 26.34円 ＊＊＊ 
 連結子会社　国内12社、海外7社 自己資本当期純利益率 9.4% 10.2% ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ 
  総資産経常利益率 6.9% 7.8% ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ 
  売上高営業利益率 5.9% 5.9% ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ 
 本社　石川県能美市 売上高 40,245 37,589 7.1% 32,978 30,756 7.2%
 設立　1943年10月 営業利益 1,300 1,127 15.3% 1,122 1,107 1.4%
 資本金　46億8,042万円 経常利益 1,224 1,651 －25.8% 985 1,556 －36.7%
小松精練（株） 従業員数　863名 当期純利益 961 926 3.8% 815 813 0.2%
   （グループ 1,527名） 1株当たり当期純利益 22.51円 21.69円 ＊＊＊ 19.10円 19.04円 ＊＊＊ 
 連結子会社　国内6社、海外1社 自己資本当期純利益率 3.4% 3.3% ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ 
  総資産経常利益率 2.7% 3.6% ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ 
  売上高営業利益率 3.2% 3.0% ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ 
 本社　福井市 売上高 24,871 25,514 －2.5% 19,267 19,971 －3.5%
 設立　1934年10月 営業利益 764 942 －18.8% 426 495 －13.9%
 資本金　46億5,504万円 経常利益 769 911 －15.6% 668 754 －11.3%
サカイ 従業員数　571名 当期純利益 58 885 －93.4% 135 618 －78.1%
オーベックス（株）   （グループ 1,074名） 1株当たり当期純利益 0.89円 13.18円 ＊＊＊ 2.06円 9.21円 ＊＊＊ 
 連結子会社　国内12社 自己資本当期純利益率 0.6% 9.3% ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ 
 持分法適用関連会社　海外1社 総資産経常利益率 3.4% 4.0% ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ 
  売上高営業利益率 3.1% 3.7% ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ 
 本社　金沢市 売上高 8,596 9,552 －10.0% 7,293 8,094 －9.9%
 設立　1914年8月 営業利益 59 256 －77.0% △27 88 － 
 資本金　5億600万円 経常利益 143 378 －62.0% 117 266 －55.8%
倉庫精練（株） 従業員数　280名 当期純利益 60 268 －77.6% 42 205 －79.2%
 （グループ 453名） 1株当たり当期純利益 5.97円 26.61円 ＊＊＊ 4.24円 20.33円 ＊＊＊ 
 連結子会社　国内4社 自己資本当期純利益率 1.6% 7.0% ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ 
  総資産経常利益率 1.9% 4.8% ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ 
  売上高営業利益率 0.7% 2.7% ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ 

単位：百万円 

出所：東洋経済新報社「会社四季報」、各社「2008年3月期決算短信」 
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（4）倉庫精練株式会社～化繊、起毛等の
ニッチ分野への専門特化と自販の強化を推進

倉庫精練は、選択と集中を加速させている。テ
ンセル、キュプラ等のセルローステキスタイルの
染色加工、経編・丸編の起毛加工、ボンディン
グ＆ラミネート、コーティング等の加工に専門特
化し、化繊、起毛、加工複合のニッチ分野で独自
の牙城造りを目指している。同社は、「人に優しい
素材、地球に優しい加工」をキーワードとして、
エコテックス規格 100 の認証取得、揮発性有機化
合物（VOC）を出さない加工技術を確立し、環境
問題を重視する欧米市場への商品展開の基盤を確
立している。
同社の概要は、本社の所在地が金沢市玉鉾、資

本金は 5 億 600 万円、従業員数 280 名（グループ
453 名）、連結子会社は国内 4 社である。2008 年 3
月期の決算の状況は、連結売上高 85 億 9,600 万円
（単独 72 億 9,300 万円）、営業利益 5,900 万円（単
独△ 2,700 万円）、経常利益 1億 4,300 万円（単独 1
億 1,700 万円）で、連結売上高は前期比 10 ％減、
営業利益 77 ％減、経常利益 62 ％減の減収減益に
なっている。内需向けテキスタイルの加工比率が
高いこともあって内需市場の縮小の影響を被り、
不採算品の受注見直しと選別受注の強化によって
売上高が前期比 10 億円減少、原燃料の値上がりが
厳しく、コストダウン対策の徹底を図ったものの、
大幅減益を余儀なくされている。
ちなみに、同社の連結売上高（2008 年 3 月期）

の部門別状況は、委託加工部門が 5億 7,542 万円で
売上高の 66.9 ％を占め、前期比 11.1 ％減。化繊織
物の加工は 24.4 ％のシェアを持ち、売上高は 20 億
9,712 万円、同 2.1 ％減とやや減少している。合繊
織物の加工は 12.1 ％のシェアを占め、売上高は 10

億 4,150 万円、前期比 21.1 ％減、起毛を中心とし
たニット生地の加工は 30.4 ％のシェアを占め、売
上高は 26 億 1,569 万円、同 12 ％減少している。繊
維販売部門は 22 億 1,186 万円、同社売上高の
25.7 ％のシェアを占め、前期比 10 ％減少、その他
繊維事業及び非繊維事業は 6 億 3,022 万円、7.4 ％
のシェアである。
同社の工場別生産状況は、二塚工場がセルロー

ス織物の専門加工場で、テンセル（コーデュロイ、
ジャカード、プリント等）等のアウター分野と、
ベンベルグ 100 ％裏地、ベンベルグ交織裏地等を
加工している。米丸工場はニットの起毛加工が得
意で、北陸産地ではトップランナーのポジション
にあり、合繊織編物の撥水防炎（インテリア）・
高耐久性帯電防止・電防水・透湿防止結露防止・
再帰反射性能・抗菌防臭・吸汗速乾等の高機能加
工、そしてボンディング＆ラミネート、コーティン
グ、芯地等の特殊付加価値複合加工も行っている。
同社の中期経営戦略は、「自主性ある高付加価値

企業をめざそう～地球環境にやさしい企業活動で
我が社の存在感を高めよう、全社員が意識を持っ
て行動しよう」を基本理念として、
①　自社販売の強化
②　委託部門における主力商品の維持・強化
③　商品開発の強化
④　工程管理の徹底
という 4項目を着実に実行するとしている。
同社は高い技術開発力・商品開発力を軸として、

コア事業のより一層の強化とテキスタイル販売の
加速化を図り、徹底したコストダウンと同社の得
意な環境配慮型染色加工技術の開発強化等を促進
し、正攻法の経営展開で環境の激変を乗り越え、
収益の拡大を目指すとしている。


