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社是・編集方針
社是

経営理念
䚷♫ྡ䛾䛂䝸䞁䝔䝑䜽䛃䚸䛩䛺䜟䛱䇾䝸䞁䜿䞊䝆䠄⤖ྜ䠅䇿䛸䇾䝔䜽䝜䝻䝆䞊䇿䛚䜘䜃♫䛂⮳ㄔ䛸㐀䛃䛻䛡䛥䜜䜛ே䛾
䚸ᢏ⾡㛤Ⓨຊ䜢ᇶ㍈䛸䛧䚸ᅜෆ䞉ᾏእ䛾ᴗ⏺䛻䛚䛔䛶䚸䛰䜜䛛䜙䜒ಙ㢗䛥䜜䜛ຊᙉ䛔㌍ືឤ䛒䜅䜜䜛♫䛸䛧䛶
♫䛻㈉⊩䛧䚸ᰴྛ䞉㢳ᐈ䞉♫ဨᐙ᪘䛾ᮇᚅ䛻䛣䛯䛘䜛᪂䛺⤒Ⴀ䜢᥎㐍䛧䜎䛩䚹

「明日を考え、今日を築こう」
For tomorrow we build today

編集方針
䚷ᮏ䝺䝫䞊䝖䛿ᰴ䞉ᢞ㈨ᐙ䛾ⓙᵝ䛻䚸ᣢ⥆ⓗᡂ㛗䛸♫య䛾䛥䜙䛺䜛Ⓨᒎ䜈䛾㈉⊩䜢┠ᣦ䛩䝸䞁䝔䝑䜽䜾䝹䞊䝥
䛻䛴䛔䛶䛤⌮ゎ䛔䛯䛰䛟䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛧䛶䛔䜎䛩䚹㻵㻵㻾㻯䠄㻵㼚㼠㼑㼞㼚㼍㼠㼕㼛㼚㼍㼘㻌㻵㼚㼠㼑㼓㼞㼍㼠㼑㼐㻌㻾㼑㼜㼛㼞㼠㼕㼚㼓㻌㻯㼛㼡㼚㼏㼕㼘䠖ᅜ㝿⤫ྜሗ࿌ホ㆟
䠅䛜㻞㻜㻝㻟ᖺ㻝㻞᭶䛻Ⓨ⾲䛧䛯⤫ྜሗ࿌䛾䝣䝺䞊䝮䝽䞊䜽䜢ཧ⪃䛻䚸ᴗ⦼䞉㈈ົሗ䛰䛡䛷䛺䛟䚸ᙜ♫䜾䝹䞊䝥䛜⠏䛝
ୖ䛢䛶䛝䛯◊✲㛤Ⓨຊ䜔ேᮦຊ䛺䛹䛾㈈ົㅖ⾲䛻䛿㍕䜙䛺䛔䇾ぢ䛘䛦䜛㈨⏘䇿䛻䛴䛔䛶䜒䛤⤂䛧䜎䛩䚹
䛺䛚䚸ᮏ䝺䝫䞊䝖䛷⤂䛧䛝䜜䛺䛔ሗ䛿䚸ୗグ䜴䜵䝤䝃䜲䝖䛻ᥖ㍕䛧䛶䛔䜎䛩䚹
䋻 㻵㻾 䝃䜲䝖

㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼘㼕㼚㼠㼑㼏㻙㼓㼘㼛㼎㼍㼘㻚㼏㼛㼙㻛㼕㼞㻛

䋻 㻯㻿㻾 䝃䜲䝖

㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼘㼕㼚㼠㼑㼏㻙㼓㼘㼛㼎㼍㼘㻚㼏㼛㼙㻛㼏㼟㼞㻛

対象期間
䚷ᮏ䝺䝫䞊䝖䛿㻞㻜㻝㻣ᖺ㻠᭶㻝᪥䛛䜙㻞㻜㻝㻤ᖺ㻟᭶㻟㻝᪥䜎䛷䜢ᑐ㇟䛸䛧䛶䛔䜎䛩䛜䚸୍㒊䛾ሗ䛻䛴䛔䛶䛿㻞㻜㻝㻤ᖺ㻠᭶௨
㝆䛾ෆᐜ䜢ྵ䜣䛷䛔䜎䛩䚹

将来の見通しに関する記述
䚷ᮏ䝺䝫䞊䝖䛻ᥖ㍕䛥䜜䛶䛔䜛ᴗ⦼ண䛺䛹䛾ᑗ᮶䛻㛵䛩䜛グ㏙䛿䚸ᙜ♫䛜⌧ᅾධᡭ䛧䛶䛔䜛ሗ䛚䜘䜃ྜ⌮ⓗ
䛷䛒䜛䛸ุ᩿䛩䜛୍ᐃ䛾๓ᥦ䛻ᇶ䛵䛔䛶䛚䜚䚸䛭䛾ෆᐜ䛾ṇ☜ᛶ䜢ಖド䛧䛯䜚䚸ᑗ᮶䛾ィ⏬ᩘ್䚸⟇䛾ᐇ⌧䜢
☜⣙䛧䛯䜚䛩䜛䜒䛾䛷䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹ᐇ㝿䛾ᴗ⦼䛺䛹䛿ᚋ䛾䛥䜎䛦䜎䛺せᅉ䛻䜘䛳䛶␗䛺䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜚䜎䛩䚹
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COVER STORY

会社沿革

新たな成長ステージへ
䚷ᙜ♫䛿㻝㻥㻞㻣ᖺ䛻ၟ䛸䛧䛶㛤ᴗ௨᮶䚸ᖖ䛻௦䜢ඛྲྀ䜚䛧䛯ᢏ⾡䜔〇ရ䛾㛤Ⓨ䜢✚䜏㔜䛽䚸╔ᐇ䛻ᡂ㛗
䛧䛶䛝䜎䛧䛯䚹㻝㻥㻥㻜ᖺ䛾㻟♫ྜే௨㝆䛿✚ᴟⓗ䛻ᴗ䛾䜾䝻䞊䝞䝹䜢㐍䜑䚸⌧ᅾ䛷䛿ᾏእ䛷䜒ᗈ䛟䝸䞁䝔䝑䜽䜾
䝹䞊䝥䛾〇ရ䛜ά㌍䛧䛶䛔䜎䛩䚹

技術力を積み上げ、事業領域を拡大
䚷㻝㻥㻞㻣ᖺ䛻ໟ⏝䜺䝮䝔䞊䝥䝯䞊䜹䞊䛸䛧䛶ᴗ䛧䛯ᙜ♫䛿䚸ᮌ⟽䛻௦䜟䛳䛶ᛴ㏿䛻ᬑཬ䛧䛯ẁ䝪䞊䝹䜿䞊䝇䛾㟂
せ䜢ཷ䛡䚸ᴗつᶍ䜢ᣑ䚹㻝㻥㻢㻜ᖺ䛻䛿䝷䝧䝹⏝⢓╔⣬䛾〇㐀䞉㈍䜢㛤ጞ䛧䚸⌧ᅾ䛾ຊ䝡䝆䝛䝇䛾♏䜢ᵓ⠏
䛧䜎䛧䛯䚹㻝㻥㻣㻜ᖺ௦௨㝆䚸㍯䞉⮬ື㌴䜔┳ᯈ䛻䜟䜜䜛㧗⪏ஂᛶ⢓╔䝣䜱䝹䝮䜔ᘓ≀䛺䛹䛾䜺䝷䝇㠃䛻㈞䜛䜴䜲
䞁䝗䞊䝣䜱䝹䝮䛸䛔䛳䛯⢓╔〇ရ䛾᪂䛯䛺ᕷሙ䜢㛤ᣅ䛧䚸㻲㻿㻷ᰴᘧ♫䜈䛾ၟྕኚ᭦䜢⤒䛶㻝㻥㻤㻢ᖺ䛻䛿༙ᑟయ㛵
㐃ศ㔝䛻ཧධ䚹䛭䛧䛶䚸㻝㻥㻥㻜ᖺ䛻ᅄᅜ〇⣬ᰴᘧ♫䚸◊ᕤᰴᘧ♫䛸䛾㻟♫ྜే䛻䜘䛳䛶䛂䝸䞁䝔䝑䜽ᰴᘧ
♫䛃䛜ㄌ⏕䛧䚸≉Ṧ⣬䜔㞳⣬䞉㞳䝣䜱䝹䝮䛺䛹䛾ᕝୖศ㔝䛻䜎䛷ᴗ㡿ᇦ䜢ᗈ䛢䜎䛧䛯䚹

タ❧ᙜึ

䜺䝮䝔䞊䝥

グローバル化の推進と研究開発力の強化で、新たな成長ステージへ
䚷ྜేᚋ䛾㻝㻥㻥㻝ᖺ䛻ᾮᬗ㛵㐃ศ㔝䛻ཧධ䚹䜎䛯䚸㻝㻥㻥㻜ᖺ௦༙䜀䛛䜙ᾏእᣐⅬ䛾タ❧䜢ᮏ᱁ⓗ䛻㛤ጞ䛧䚸㻞㻜㻜㻜ᖺ
௦䛻ධ䜛䛸䜰䝆䜰ᆅᇦ䜢୰ᚰ䛻〇㐀䞉㈍ᣐⅬ䛾ᣑ䜢䛥䜙䛻ຍ㏿䛥䛫䚸ᴗ䛾䜾䝻䞊䝞䝹䜢᥎㐍䛧䛶䛝䜎䛧
䛯䚹䛭䛧䛶㻞㻜㻝㻢ᖺ䛻䛿Ḣ⡿㻟♫䠆䜢㈙䚹᪂䛯䛺ᡂ㛗䝇䝔䞊䝆䜢㏄䛘䜎䛧䛯䚹୍᪉䚸◊✲㛤Ⓨຊ䛾ᙉ䛻䛴䛔䛶䛿䚸
⌧ᅾ䛭䛾୰᰾ᣐⅬ䛸䛺䛳䛶䛔䜛◊✲Ჷ䛜㻝㻥㻥㻡ᖺ䛻ᡂ䚹㻞㻜㻝㻡ᖺ䛻䛿䛭䛾㏆㞄ᆅ䛻ඛ➃ᢏ⾡Ჷ䜢ቑタ䛧䛶᭱ඛ➃
䛾ヨ㦂◊✲タഛ䜢ᑟධ䛧䚸〇ရ㛤Ⓨ䛾䝇䝢䞊䝗䜰䝑䝥䛸䚸ḟ䛺䜛ᡂ㛗䛻ྥ䛡䛯᪂つᢏ⾡䛾☜❧䛻᪥䚻ྲྀ䜚⤌䜣䛷
䛔䜎䛩䚹
䠆Ḣ⡿㻟♫䠖⡿ᅜ䛾䝬䝑䜽䝍䝑䜽䞉䜰䝯䝸䜹♫䛸㼂㻰㻵♫䚸ⱥᅜ䛾䝸䞁䝔䝑䜽䞉䜾䝷䝣䜱䝑䜽䞉䝣䜱䝹䝮䝈♫䚸⌧♫ྡ䝸䞁䝔䝑䜽䞉䝶䞊䝻䝑䝟㻔㼁㻷㻕♫

ඛ➃ᢏ⾡Ჷ
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主な出来事
䞉㻝㻥㻞㻣ᖺ㻌㻌 㻠᭶

ᮾி 䞉 ᕢ㬞䛻ၟ䜢㛤ᴗ䚹 ໟ⏝䜺䝮䝔䞊䝥䛾〇㐀 䞉 ㈍䜢㛤ጞ

䞉㻝㻥㻟㻠ᖺ㻌㻝㻜᭶

⣬ᕤᰴᘧ♫䛻ၟྕኚ᭦

䞉㻝㻥㻢㻜ᖺ㻌

䝷䝧䝹⏝⢓╔⣬䛾〇㐀 䞉 ㈍䜢㛤ጞ䚹 ᚋ䛻⢓╔䝣䜱䝹䝮䛾〇㐀 䞉 ㈍䛻䜒╔ᡭ

䞉㻝㻥㻤㻠ᖺ㻌㻝㻜᭶

㻲㻿㻷 ᰴᘧ♫䛻ၟྕኚ᭦

䞉㻝㻥㻤㻢ᖺ䚷

㼁㼂 ◳ᆺ䝎䜲䝅䞁䜾䝔䞊䝥䜢㛤Ⓨ䚸 ༙ᑟయ㛵㐃ᴗ䛻ᮏ᱁ཧධ

䞉㻝㻥㻤㻣ᖺ㻌㻌 㻥᭶

⡿ᅜ䛾䜴䜲䞁䝗䞊䝣䜱䝹䝮䝯䞊䜹䞊 䞉 䝬䝕䜱䝁♫䜢㈙

䞉㻝㻥㻥㻜ᖺ㻌㻌 㻠᭶

ᅄᅜ〇⣬ᰴᘧ♫䚸 ◊ᕤᰴᘧ♫䛸ྜే䛧䚸 䝸䞁䝔䝑䜽ᰴᘧ♫䛻ၟྕኚ᭦

䞉㻝㻥㻥㻝ᖺ

ᾮᬗ㛵㐃ᴗ䛻ᮏ᱁ཧධ

䞉㻝㻥㻥㻠ᖺ㻌㻌 㻡᭶

䝷䝧䝹⏝⢓╔〇ရ䛺䛹䛾〇㐀ᣐⅬ䛸䛧䛶䚸 䝸䞁䝔䝑䜽 䞉 䜲䞁䝗䝛䝅䜰♫䜢タ❧

䞉㻝㻥㻥㻡ᖺ㻌㻝㻞᭶

ᇸ⋢┴䛻᪂◊✲Ჷ䜢ᘓタ

䞉㻞㻜㻜㻞ᖺ㻌㻌 㻢᭶

䝷䝧䝹⏝⢓╔〇ရ䜔ྜᡂ⓶㠉⏝ᕤ⛬⣬䛾〇㐀ᣐⅬ䛸䛧䛶䚸୰ᅜ䛻⍅ᚓ⛉ 㻔⸽ᕞ㻕 ⛉ᢏ᭷㝈බྖ䜢タ❧

䞉㻞㻜㻜㻠ᖺ㻌㻌 㻥᭶

䜶䝺䜽䝖䝻䝙䜽䝇㛵㐃〇ရ䛾〇㐀ᣐⅬ䛸䛧䛶䚸 䝸䞁䝔䝑䜽 䞉 䝁䝸䜰♫䜢タ❧

䞉㻞㻜㻝㻝ᖺ㻌㻌 㻢᭶

䝷䝧䝹⏝⢓╔〇ရ䛺䛹䛾〇㐀ᣐⅬ䛸䛧䛶䚸 䝸䞁䝔䝑䜽 䞉 䝍䜲䝷䞁䝗♫䜢タ❧

䞉㻞㻜㻝㻡ᖺ㻌㻌 㻝᭶

ᮾ༡䜰䝆䜰ᆅᇦ䛾⤫ᣓ♫䛸䛧䛶䚸 䝅䞁䜺䝫䞊䝹䛻䝸䞁䝔䝑䜽 䞉 䜰䝆䜰䝟䝅䝣䜱䝑䜽♫䜢タ❧

䞉㻞㻜㻝㻡ᖺ㻌㻌 㻡᭶

ᇸ⋢┴䛻ඛ➃ᢏ⾡Ჷ䜢ᘓタ

䝷䝧䝹⏝⢓╔〇ရ䝯䞊䜹䞊䛾䝬䝑䜽䝍䝑䜽 䞉 䜰䝯䝸䜹♫䛺䛹Ḣ⡿ 㻟 ♫䜢㈙
䞉㻞㻜㻝㻢ᖺ㻌㻝㻜᭶䚷㻌䚷䚷䚷
䚷䚷㻌 䚷䚷㻌㻌㻝㻞᭶
䡚
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COVER STORY

事業の強み

培ってきた技術が当社の強みです
䚷ᙜ♫䛷䛿䛣䜜䜎䛷✚䜏ୖ䛢䛯⊂⮬䛾ᢏ⾡ຊ䜢⏕䛛䛧䚸⢓╔〇ရ䜔≉Ṧ⣬䛾ศ㔝䛻䛚䛡䜛䝸䞊䝕䜱䞁䜾䜹䞁䝟
䝙䞊䛸䛧䛶☜ᅛ䛯䜛ᆅ䜢⠏䛔䛶䛔䜎䛩䚹ᚋ䜒㢳ᐈ➨୍䛾⢭⚄䛸᪂䛺Ⓨ䛷䚸䛥䜎䛦䜎䛺䝙䞊䝈䛻䛚ᛂ䛘䛩䜛
㧗ຍ౯್〇ရ䜢㛤Ⓨ䞉ᥦ౪䛧䛶䛔䛝䜎䛩䚹

リンテックの事業の強み ――粘着製品の一貫生産とトータルソリューション
䚷䝸䞁䝔䝑䜽䛷䛿⢓╔䛾㛤Ⓨ䞉ሬᕤ䛰䛡䛷䛺䛟䚸㞳⣬⏝ཎ⣬䛾⏕⏘䛛䜙㞳䛾㛤Ⓨ䞉ሬᕤ䚸⾲㠃ᇶᮦ䛾ᨵ㉁
ຍᕤ䜎䛷䚸䛥䜎䛦䜎䛺ᢏ⾡䜢⮬♫䛷☜❧䛧䚸⢓╔〇ရ䛾୍㈏⏕⏘యไ䜢ᐇ⌧䛧䛶䛔䜎䛩䚹⢓╔〇ရ⏝䛾㞳⣬䞉
㞳䝣䜱䝹䝮䜢⮬♫ෆ䛷⏕⏘䞉ㄪ㐩䛷䛝䚸ရ㉁䞉䝁䝇䝖䞉⣡ᮇ㠃䛷䛾ඃᛶ䜢☜ಖ䛷䛝䜛䛣䛸䛿䜒䛱䜝䜣䚸ྛ䝥䝻䝉䝇ᢏ
⾡䜢⤌䜏ྜ䜟䛫䜛䛣䛸䛷䚸䛥䜎䛦䜎䛺ศ㔝䛷ά㌍䛩䜛⢓╔〇ရ䜢⏕䜏ฟ䛧䛶䛔䜎䛩䚹䛥䜙䛻䛿䚸⢓╔〇ရ௨እ䛻
䜟䜜䜛ᕤᴗ⏝䛾㞳⣬䞉㞳䝣䜱䝹䝮䜔≉Ṧ⣬䛺䛹䚸䇾ᕝୖ䇿䛾ᢏ⾡䛻≉䛧䛯⊂⮬〇ရ䜒ᩘከ䛟ᕷሙ䛻㏦䜚ฟ䛧
䛶䛔䜎䛩䚹
䚷୍᪉䚸䝷䝧䝹䜢䝟䝑䜿䞊䝆䛻⮬ື㈞䜚䛩䜛䝷䝧䝸䞁䜾䝬䝅䞁䜔༙ᑟయ䛾〇㐀ᕤ⛬䛷⏝䛥䜜䜛⨨䛺䛹䚸⢓╔〇
ရ䛾≉ᛶ䜢᭱㝈䛻ᘬ䛝ฟ䛩㛵㐃ᶵჾ䛾㛤Ⓨ䞉⏕⏘䜒⾜䛳䛶䛚䜚䚸䛣䛾䝋䝣䝖㻔⣲ᮦ㻕䛸䝝䞊䝗㻔⨨㻕䛻䜘䜛䝖䞊䝍䝹
䝋䝸䝳䞊䝅䝵䞁䛜䚸ᙜ♫䛾䜒䛖୍䛴䛾ᙉ䜏䛸䛺䛳䛶䛔䜎䛩䚹

粘着製品の一貫生産体制
表面改質加工

粘着剤開発・塗工
貼り合わせ

表面改質
表面基材
粘着剤

剥離剤開発・塗工

抄紙

剥離剤
原紙
原紙・ベースフィルム

装置開発

印刷材・
産業工材
関連
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電子・光学
関連

洋紙・加工材
関連

5

一つの業界の市況に左右されにくい安定的な事業構造
䚷䝸䞁䝔䝑䜽䛾ከᙬ䛺〇ရ䛾୰䛷䜒䚸༙ᑟయ㛵㐃䚸㟁Ꮚ㒊ရ㛵㐃䚸ᾮᬗ㛵㐃䛺䛹䛾〇ရ䛿䚸ᕷሙ䛾ᛴ㏿䛺ᣑ䜢
⫼ᬒ䛻㏆ᖺ䛾ᙜ♫䛾ᴗ⦼䜢≌ᘬ䛧䛶䛝䜎䛧䛯䚹୍᪉䚸㣗ရ䜔᪥⏝ရ䚸་⸆ရ䚸⮬ື㌴䚸ᐙ㟁〇ရ䛻䜟䜜䜛ຊ
䛾䝷䝧䝹⏝⢓╔〇ရ䛺䛹䛿䚸䜚ୖ䛢䞉┈㠃䛷ẚ㍑ⓗᏳᐃ䛧䛶䛚䜚䚸ᴗ⦼䜢ୗᨭ䛘䛩䜛ᇶ┙ᴗ䛸䛔䛘䜎䛩䚹ᡂ
㛗ᴗ䛛䜙ᇶ┙ᴗ䜎䛷䚸䛥䜎䛦䜎䛺〇ရ䜢⏕⏘䛧䚸≉ᐃ䛾⏘ᴗ⏺䛻౫Ꮡ䛩䜛䛣䛸䛺䛟䚸㈍ඛ䛜ᖜᗈ䛔ᴗ⏺䛻ཬ
䜣䛷䛔䜛䛣䛸䛜䚸ᙜ♫䛾ᴗᵓ㐀䛾≉ᚩ䛷䛒䜚䚸୍䛴䛾ᴗ⏺䛾ᕷἣ䛻ᕥྑ䛥䜜䜛䛣䛸䛺䛟Ᏻᐃⓗ䛺┈䜢☜ಖ䛷䛝
䜛䛸䛔䛖ᙜ♫䛾ᙉ䜏䛸䛺䛳䛶䛔䜎䛩䚹

日用品

医薬品

文具

食品

家電

物
物流

自動車
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印刷
印

半導体

建築・内装

広告

電子部品

液晶
液

6

COVER STORY

ビジネスモデル

持続的成長を実現するビジネスモデル
䚷ᴗ䛛䜙⌧ᅾ䛻⮳䜛䜎䛷䚸䝸䞁䝔䝑䜽䜾䝹䞊䝥䛿ᩘከ䛟䛾㈨⏘䜢⠏䛝ୖ䛢䛶䛝䜎䛧䛯䚹䛣䜜䜙䛾㈨⏘䛿⚾䛯䛱䛜ᴗ
άື䜢㐍䜑䛶䛔䛟䛖䛘䛷Ḟ䛛䛩䛣䛸䛾䛷䛝䛺䛔㈨ᮏ䛷䛒䜚䚸♫䛾ᖜᗈ䛔䝙䞊䝈䛻ᛂ䛘䜛䇾䜒䛾䛵䛟䜚䇿䛾ཎືຊ䛷䛩䚹
䛣䛣䛛䜙⏕䜏ฟ䛥䜜䛯┈䜢䝇䝔䞊䜽䝩䝹䝎䞊䛻㑏ඖ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸ᑗ᮶䜈䛾ᢞ㈨䜢⾜䛖䛣䛸䛷䚸䛣䜜䛛䜙䜒᪂䛯䛺౯
್䜢㐀䛧⥆䛡䛶䛔䛝䜎䛩䚹
中期経営計画

基本方針

定量目標

イノベーションをさらに深化させ、新たな成長にチャレンジ
売上高

営業利益

2,700 億円

250 億円

売上高営業利益率

9% 以上

ROE(自己資本利益率)

9% 以上

築き上げてきた資産

培ってきた
技術力

国内外に
おける
充実した
製品供給体制

多様な人材と
企業風土

強固な
財務基盤

ステーク
ホルダーとの
信頼関係

利益の蓄積・発展

インプット

主要製品

事業セグメント
印刷材・産業工材関連

Business SegmentP.22-29
印刷・情報材事業部門

研究

社会的価値

従業員

日用品
医薬品

産業工材事業部門
家電

食品

工場/設備

物流

電子・光学関連
アドバンストマテリアルズ
事業部門

生産

オプティカル材事業部門

アウト
プット

建築・内装

自動車

液晶

利益

印刷
半導体

広告

株主

電子部品

洋紙・加工材関連
洋紙事業部門

加工材事業部門

文具

営業

地域・社会
幅広い製品によるお客様の課題解決

コーポレート・ガバナンス
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COVER STORY

1 年間の主な動き
会社情報
㻞㻜㻝㻣ᖺ
㻠᭶㻌㻌 㻌㻝᪥

㻟䛛ᖺ䛾᪂୰ᮇ⤒Ⴀィ⏬䛂㻸㻵㻼㻙㻞㻜㻝㻥䛃䜢䝇䝍䞊䝖

㻢᭶㻌㻌㻞㻞᪥

⡿ᅜ䛾⏕⏘Ꮚ♫䛷䛒䜛䝬䝕䜱䝁♫䛾⤒Ⴀྜ⌮䛻䛴䛔䛶Ⓨ⾲

㻥᭶㻌㻌 㻌㻣᪥

䛂㻞㻜㻝㻣ᖺ㻌䜏䛪䜋䜲䞁䝧䝇䝖䝯䞁䝖䞉䝁䞁䝣䜯䝺䞁䝇ᮾி䛃䛻ཧຍ

㻥᭶㻞㻡䡚㻞㻤᪥

䝧䝹䜼䞊䛷㛤ദ䛥䜜䛯ୡ⏺᭱䛾䝷䝧䝹㛵㐃ᒎ♧䛂䝷䝧䝹䜶䜻䝇䝫䞉䝶䞊䝻䝑䝟㻌㻞㻜㻝㻣䛃䛻
ྛ✀᪂〇ရ䜢ฟᒎ

㻝㻝᭶㻌㻌㻝᪥

䝍䜲䛾㈍Ꮚ♫䛷䛒䜛䝸䞁䝔䝑䜽䡡䝞䞁䝁䜽♫䜢䚸⏕⏘Ꮚ♫䛾䝸䞁䝔䝑䜽䡡䝍䜲䝷䞁䝗♫䛻⤫ྜ

㻝㻞᭶㻌㻌㻝᪥

ᙜ♫ᖹሯᴗᡤ䛸ᐩኈ䝷䜲䝖ᰴᘧ♫䜢⤫ྜ䛧䚸
᩿䞉ຍᕤᏊ♫䛸䛧䛶•༡䝸䞁䝔䝑䜽ຍᕤᰴᘧ♫䜢タ❧

㻞㻜㻝㻤ᖺ
㻞᭶㻌㻌㻞㻤᪥

䛂㻿㻹㻮㻯㻌㻺㻵㻷㻷㻻㻌㻶㼍㼜㼍㼚㻌㻿㼑㼞㼕㼑㼟㻌㻎㻱㼤㼑㼏㼡㼠㼕㼢㼑㻌㻯㼛㼚㼒㼑㼞㼑㼚㼏㼑㻌㼀㼛㼗㼥㼛㻌㻞㻜㻝㻤㻎䛃䛻ཧຍ

㻟᭶㻌㻌㻌 㻤᪥

䛂䜲䞁䝧䝇䝖䝯䞁䝖䝁䞁䝣䜯䝺䞁䝇ᮾி㻞㻜㻝㻤䛃䛻ཧຍ

㻟᭶㻝㻢᪥䞉㻞㻥᪥

㜰䡡ᮾி䛷ಶேᢞ㈨ᐙྥ䛡♫ㄝ᫂䜢ᐇ

㻟᭶㻌㻌㻞㻞᪥

ᙜ♫ᰴᘧ䛾つᶍ㈙⾜Ⅽ䛻䛚䛡䜛䛂つᶍ㈙䝹䞊䝹䛃䛾㠀⥅⥆㻔ᗫṆ㻕䛻䛴䛔䛶Ⓨ⾲

製品情報
㻞㻜㻝㻣ᖺ
㻡᭶㻌㻌㻌㻌㻝᪥

㧗ᶵ⬟䞉┬䝇䝨䞊䝇䜢ᐇ⌧䛧䛯༙ᑟయ䜴䜵䝝⾲㠃ಖㆤ䝔䞊䝥㈞⨨䛾᪂ᶵ✀䜢Ⓨ

㻡᭶㻌㻌㻌㻌㻝᪥

⮬ື㌴⏝䜴䜲䞁䝗䞊䝣䜱䝹䝮䛂䜴䜲䞁䝁䝇㻌䜸䞊䝖䝰䞊䝔䜱䝤䝣䜱䝹䝮䛃䛾᭱⃰Ⰽ䝍䜲䝥䜢Ⓨ

㻣᭶㻌㻌㻝㻜᪥

䜘䜚䝅䞁䝥䝹䛷ᐇ⏝ⓗ䛺⨨タィ䜢ᐇ⌧䛧䛯䚸䝷䝧䝹䜢⮬ື䛷㈞䛩䜛䝷䝧䝸䞁䜾䝬䝅䞁䛾᪂ᶵ✀䜢Ⓨ

㻝㻜᭶㻞㻜᪥

ᨵ䛦䜣㜵Ṇ⏝䝷䝧䝹⣲ᮦ䛻㠀㌿╔䝍䜲䝥䛾᪂䜰䜲䝔䝮䜢㏣ຍⓎ

㻝㻝᭶㻞㻝᪥

Ἔ㠃⏝䝷䝧䝹⣲ᮦ䛻㏱᫂䝍䜲䝥䛾᪂䜰䜲䝔䝮䜢㏣ຍⓎ

㻝㻞᭶㻌㻌㻝᪥

⮬ື㌴䛾䝪䝕䜱䞊䛾ሬ㠃䜢ở䜜䜔യ䛺䛹䛛䜙Ᏺ䜛䛂䜴䜲䞁䝁䝇㻌䝨䜲䞁䝖䝥䝻䝔䜽䝅䝵䞁䝣䜱䝹䝮䛃䜢Ⓨ

㻞㻜㻝㻤ᖺ
㻝᭶㻌㻌㻝㻥᪥

ၟᴗタ䜔䜸䝣䜱䝇䚸䝩䝔䝹䛺䛹䛷ᖜᗈ䛟⏝ྍ⬟䛺ෆ⏝⢝䝣䜱䝹䝮䛂䝟䝻䜰䛃䛾䝷䜲䞁䜰䝑䝥䜢ๅ᪂

●Focus1
「ラベルエキスポ・ヨーロッパ 2017」に出展
ሙ䛾ṇ㠃ཷ䛛䜙䛩䛠䛾⨨䛻㻠㻡㻜䟝䛾つᶍ䝤䞊䝇䜢タ䛡䚸⊂⮬䛾㧗ຍ౯್〇ရ䜢ከᩘᒎ♧䚹ከ䛟䛾᮶ሙ
⪅䛜ᙜ♫䝤䞊䝇䜢ゼ䜜䚸Ḣᕞ䛿䛨䜑ୡ⏺䜈䛾ᣑ㈍䛸䝤䝷䞁䝗ຊᙉ䛻䛴䛺䛜䜛ᒎ♧䛸䛺䜚䜎䛧䛯䚹

●Focus2
証券会社主催のIRコンファレンスに相次いで参加
ドๆ♫䛜ᅜෆእ䛾ᶵ㛵ᢞ㈨ᐙ䜢㒔ෆ䛻㞟䜑䛶㛤ദ䛩䜛㻵㻾䝁䞁䝣䜯䝺䞁䝇䛻ィ㻟ᅇཧຍ䚹ከ䛟䛾ᾏእᢞ㈨ᐙ䛸䝭䞊
䝔䜱䞁䜾䜢⾜䛔䚸♫㛗⮬䜙ᴗᡓ␎䜔⤒Ⴀ᪉㔪䛺䛹䜢ヲ⣽䛻ㄝ᫂䛧䚸ᙜ♫䜈䛾⌮ゎಁ㐍䜢ᅗ䜚䜎䛧䛯䚹
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経営戦略

トップメッセージ

イノベーションをさらに加速する年
䚷ᙜ♫䛷䛿㻞㻜㻝㻣ᖺ㻠᭶䜘䜚䚸㻞㻜㻞㻜ᖺ㻟᭶ᮇ䜢᭱⤊ᖺᗘ䛸䛩䜛୰ᮇ⤒Ⴀィ⏬䛂㻸㻵㻺㼀㻱㻯㻌㻵㻺㻺㻻㼂㻭㼀㻵㻻㻺㻌㻼㻸㻭㻺㻌㻞㻜㻝㻥㻌㻔㻸㻵㻼㻙
㻞㻜㻝㻥㻕䛃䜢᥎㐍䛧䛶䛔䜎䛩䚹᭱⤊ᩘ್┠ᶆ䛾㐩ᡂ䛻ྥ䛡䛶ྠィ⏬䛾䜻䞊䝽䞊䝗䛷䛒䜛䇾䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䇿䜢ຍ㏿䛥䛫䚸
㔜Ⅼ䝔䞊䝬䛻ྲྀ䜚⤌䜣䛷䛔䜎䛩䚹

■ 2018年3月期連結業績を振り返って
売上高、営業利益で20%以上の伸長を記録しました。
䚷䛂㻸㻵㻼㻙㻞㻜㻝㻥䛃䛾ึᖺᗘ䛸䛺䛳䛯㻞㻜㻝㻤ᖺ㻟᭶ᮇ䛾ୡ⏺⤒῭䛿䚸⡿ᅜ䛷䛿ᴗᴗ⦼䜔ಶேᾘ㈝䛾ᨵၿ䛻䜘䜚ᬒẼ䛜
ᣑ䛧䚸Ḣᕞ䛻䛚䛔䛶䜒⦆䜔䛛䛺ᅇᇶㄪ䛜⥆䛝䜎䛧䛯䚹䜎䛯䚸୰ᅜ䜢䛿䛨䜑䛸䛩䜛䜰䝆䜰ᆅᇦ䛷䛿䚸ෆ㟂䜔㍺ฟ
䛾ቑຍ䛺䛹䜢⫼ᬒ䛻ᬒẼ䛿ᣢ䛱┤䛧䛾ື䛝䛜ぢ䜙䜜䜎䛧䛯䚹୍᪉䚸ᡃ䛜ᅜ䛻䛚䛔䛶䜒䚸ዲㄪ䛺እ㟂䛺䛹䛻䜘䜚ᴗ
ᴗ⦼䛜ᨵၿ䛧䛯䛣䛸䛻ຍ䛘䚸㞠⏝⎔ቃ䛾ᨵၿ䜢⫼ᬒ䛻ಶேᾘ㈝䜒⦆䜔䛛䛻ᣢ䛱┤䛩䛺䛹䚸⥲䛨䛶ሀㄪ䛻᥎⛣䛧䜎
䛧䛯䚹
䚷䛣䛾䜘䛖䛺⤒Ⴀ⎔ቃ䛾୰䚸ᙜ♫䜾䝹䞊䝥䛻䛚䛔䛶䛿㻞㻜㻝㻢ᖺᮎ䛾Ḣ⡿㻟♫㈙䛾ᙳ㡪䜒䛒䜚䚸㐃⤖ୖ㧗䛿๓ᖺ
ྠᮇẚ㻞㻜㻚㻥㻑ቑ䛾㻞㻘㻠㻥㻜൨䚸Ⴀᴗ┈䛿ྠ㻞㻝㻚㻝㻑ቑ䛾㻞㻜㻝൨䛸䛺䜚䜎䛧䛯䚹ぶ♫ᰴ䛻ᖐᒓ䛩䜛ᙜᮇ⣧┈
䛿䚸⡿ᅜ⏕⏘Ꮚ♫䛾䝬䝕䜱䝁♫䛻䛚䛔䛶ᴗᵓ㐀ᨵၿᘬᙜ㔠⧞ධ㢠㻝㻜൨䜢䚸䜎䛯䚸㈙䛧䛯⡿ᅜ䛾ᶵ⬟ᛶ
䝣䜱䝹䝮䝯䞊䜹䞊䛷䛒䜛㼂㻰㻵♫䛻䛚䛔䛶䛾䜜䜣䛾ῶᦆᦆኻ㻝㻜൨䜢䛭䜜䛮䜜≉ูᦆኻ䛸䛧䛶ィୖ䛧䛯䛣䛸䛺䛹䛻䜘
䜚䚸ྠ㻝㻚㻣㻑ῶ䛾㻝㻝㻟൨䛸䛺䜚䜎䛧䛯䚹䛺䛚䚸ୖ㧗Ⴀᴗ┈⋡䛿㻤㻚㻝㻑䚸㻾㻻㻱䛿㻢㻚㻞㻑䛸䛺䜚䜎䛧䛯䚹
䚷ୖ㧗䛿䚸㈙䛧䛯Ḣ⡿㻟♫䛾ᙳ㡪䛻ຍ䛘䚸༙ᑟయ䞉㟁Ꮚ㒊ရ㛵㐃䝡䝆䝛䝇䛜ዲㄪ䛻᥎䛧䛯䛣䛸䛺䛹䛻䜘䜚䚸㐣ཤ
᭱㧗䛸䛺䜚䜎䛧䛯䚹Ⴀᴗ┈䛻䛴䛔䛶䛿㻞㻜㻑௨ୖ䛾ቑ┈䜢グ㘓䛧䜎䛧䛯䛜䚸䛭䛾ከ䛟䜢䜶䝺䜽䝖䝻䝙䜽䝇㛵㐃ᴗ䛜
✌䛞ฟ䛧䛯୍᪉䛷䚸ᮏ᮶䛿Ᏻᐃ┈ᇶ┙䛷䛒䜛䜉䛝ᴗ䛜㈍౯᱁➇த䛾⃭䜔ཎ⇞ᩱ౯᱁䛾ୖ᪼䛺䛹䛷ⱞ
ᡓ䞉ప㏞䛩䜛䛸䛔䛖䚸ᴗ䝫䞊䝖䝣䜷䝸䜸䛾ほⅬ䛛䜙䛿䜰䞁䝞䝷䞁䝇䛺≧ἣ䛸䛺䜚䜎䛧䛯䚹䜎䛯䚸୍㒊ᾏእ䜾䝹䞊䝥
♫䛷䛿ᴗ⦼䛜⥆䛝䚸䛭䜜䜙䛻㛵㐃䛩䜛≉ูᦆኻ䜢ィୖ䛧䛯䛣䛸䛻䜘䛳䛶᭱⤊┈䛿ῶ┈䛸䛺䜛䛺䛹䚸ㄢ㢟䛜
ṧ䜛⤖ᯝ䛻䛺䛳䛯䛸䛔䛘䜎䛩䚹
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LINTEC INNOVATION PLAN 2019 [LIP-2019]
期間：2017年4月1日〜2020年3月31日
基本方針：イノベーションをさらに深化させ、新たな成長にチャレンジ
定量目標：最終年度2019年度(2020年3月期)の主要数値目標(連結ベース)
売上高

2,700 億円

営業利益

250 億円

売上高営業利益率

9% 以上

ROE(自己資本利益率)

9% 以上

重点テーマ
1 地域戦略の強化
（１）国内におけるシェア拡大と新市場・新需要の開拓
（2）アジア地域における戦略的投資と事業拡大
（3）欧米における既存領域の拡大と、買収子会社との相乗効果の追求

2 新たな価値の創造
（１）顧客ニーズを超える差別化製品の創出
（2）市場の変化を先取りした次世代製品の開発
3 企業体質の強靭化
（１）グループ会社の健全化と持続的な収益拡大
（2）組織横断的な業務改革の推進
（3）コスト構造改革のさらなる推進
4 持続可能な社会の実現に向けた取り組み
（１）社会的課題の解決に寄与する事業活動の推進
（2）働き方改革と多様な人材の育成・活躍促進

■ 重点テーマの成果と進捗①
日本、アジア、北米、欧州において地域戦略を展開しています。
䚷䛂ᆅᇦᡓ␎䛾ᙉ䛃䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᅜෆ䛷ᘬ䛝⥆䛝᪂䛯䛺㟂せ䛾᥀䜚㉳䛣䛧䛻ྥ䛡䛯ྲྀ䜚⤌䜏䜢㐍䜑䜛䛸䛸䜒䛻䚸ᾏእ
䛻䛚䛔䛶䜒✚ᴟⓗ䛻ᕷሙ㛤ᣅ䛻ດ䜑䛶䛔䜎䛩䚹ᮾ༡䜰䝆䜰ᕷሙ䛷䛿䚸ᆅᇦ⤫ᣓ♫䛷䛒䜛䝅䞁䜺䝫䞊䝹䛾䝸䞁䝔䝑
䜽䞉䜰䝆䜰䝟䝅䝣䜱䝑䜽♫䜢᰾䛸䛧䛶ᴗ䛾ຠ⋡䛸ᣑ䛻ྲྀ䜚⤌䜣䛷䛚䜚䚸≉䛻ᖺ䛿䚸䝍䜲䛻䛚䛡䜛⢓╔〇ရ䛾㈍
Ꮚ♫䛷䛒䛳䛯䝸䞁䝔䝑䜽䞉䝞䞁䝁䜽♫䜢䚸ྠᅜෆ䛾⏕⏘Ꮚ♫䛷䛒䜛䝸䞁䝔䝑䜽䞉䝍䜲䝷䞁䝗♫䛻⤫ྜ䛧䜎䛧䛯䚹ᚋ䛿
㧗ᛶ⬟䛺᩿タഛ䛾ᑟධ䛻ຍ䛘䚸㈙䛧䛯䝷䝧䝹⏝⢓╔〇ရ䝯䞊䜹䞊䛾䝬䝑䜽䝍䝑䜽䞉䜰䝯䝸䜹♫䛾〇ရ䜢ᮾ༡䜰䝆䜰
ᕷሙ䛻ᢞධ䛧䛶䛔䛟䜋䛛䚸⮬ື㌴⏝䜴䜲䞁䝗䞊䝣䜱䝹䝮䛾⌧ᆅ㈍௦⌮ᗑ䛾᪂つ㛤ᣅ䛺䛹䜢᥎䛧㐍䜑䛶䛔䛟⪃䛘䛷䛩䚹
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⡿ᕷሙ䛷䛿䚸䝬䝑䜽䝍䝑䜽䞉䜰䝯䝸䜹♫䛾㈍⥙䜢ά⏝䛧䛯ᙜ♫㧗ຍ౯್〇ရ䛾ᣑ㈍䜢┠ᣦ䛧䛶䛔䛝䜎䛩䚹ᖺ㻥
᭶䛻䝅䜹䝂㏆㑹䛷㛤ദ䛥䜜䜛䝷䝧䝹㛵㐃䛾ᒎ♧䛂䝷䝧䝹䜶䜻䝇䝫䞉䜰䝯䝸䜹㻞㻜㻝㻤䛃䜈䛾ฟᒎ䜒䚸ᚋ䛾ᒎ㛤䛻ྥ䛡䛯
㊊䛛䜚䛸䛧䛶㠀ᖖ䛻㔜せ䛸䛺䜚䜎䛩䚹䜎䛯Ḣᕞᕷሙ䛻䛚䛔䛶䜒䚸ᙜ♫䜾䝹䞊䝥〇ရ䛾ᣑ㈍䜢┠ᣦ䛧䛶䚸䜸䝷䞁䝎䛾
㈍Ꮚ♫䛷䛒䜛䝸䞁䝔䝑䜽䞉䝶䞊䝻䝑䝟♫䛸䚸㈙䛧䛯ⱥᅜ䛾㈍Ꮚ♫䛷䛒䜛䝸䞁䝔䝑䜽䞉䝶䞊䝻䝑䝟䠄㼁㻷䠅♫䛸䛾㐃
ᦠ䜢୍ᒙᙉ䛧䛶䛔䛝䜎䛩䚹
䚷ḟ䛻䛂᪂䛯䛺౯್䛾㐀䛃䛻䛴䛔䛶䛷䛩䛜䚸ᖺ㻠᭶䛻◊✲㛤Ⓨᮏ㒊ෆ䛾⤌⧊ኚ᭦䜢⾜䛔䚸᪂䛧䛔◊✲㛤Ⓨ䝇䜻䞊
䝮䜢ᑟධ䛧䜎䛧䛯䚹䛣䜜䛿䚸㛤Ⓨ䛾ึᮇẁ㝵䛻䛚䛔䛶◊✲㛤Ⓨ㒊㛛䛸Ⴀᴗ㒊㛛䛸䛜䜘䜚⥭ᐦ䛻㐃ᦠ䛧䚸せᡤ䛷༑ศ䛺
᳨ド䜢䛧䛶䛔䛟䛣䛸䛷㛤Ⓨ䝥䝻䝉䝇䛾ᚋᡠ䜚䜢㜵䛞䚸ྛ䝔䞊䝬䜢╔ᐇ䛛䛴㎿㏿䛻ᙧ䛻䛧䛶䛔䛟⤌䜏䛷䛩䚹䛣䜜䛻䜘䛳
䛶᪂〇ရ㛤Ⓨ䛾䝇䝢䞊䝗䜰䝑䝥䜢ᅗ䜚䚸㢳ᐈ䝙䞊䝈䛻ᑐᛂ䛧䛯᪂䛯䛺౯್䜢ᥦ౪䛧䛶䛔䛝䛯䛔䛸⪃䛘䛶䛔䜎䛩䚹

■ 重点テーマの成果と進捗②
国内外でグループ会社の再編を進めました。
䚷䛂ᴗయ㉁䛾ᙉ㠌䛃䛻䛴䛔䛶䛿䚸䜾䝹䞊䝥♫䛾䛸ᣢ⥆ⓗ䛺┈ᣑ䛻ྥ䛡䛯⟇䛸䛧䛶䚸ᴗ⦼䛜
⥆䛔䛶䛔䛯⡿ᅜ䞉䝬䝕䜱䝁♫䛾ᢤᮏⓗ䛺⤒Ⴀྜ⌮䛻╔ᡭ䛧䜎䛧䛯䚹ኴ㝧㟁ụ䝞䝑䜽䝅䞊䝖ᴗ䛛䜙᧔㏥䛩䜛䛸
䛸䜒䛻䚸⏕⏘యไ䛾ᵓ⠏䜢㐍䜑䜛䛺䛹䚸┈ᨵၿ䛾䛯䜑䛾䛥䜎䛦䜎䛺ྲྀ䜚⤌䜏䜢᥎㐍䛧䛶䛔䜎䛩䚹䛭䛾䜋䛛䛻䜒䚸
䝍䜲䛻䛚䛡䜛㻞♫䛾⤫ྜ䛻ຍ䛘䚸ᅜෆ䛷䜒⢓╔〇ရ䛾᩿䞉ຍᕤ䜢ᡭ䛜䛡䛶䛝䛯ᙜ♫䛾ᖹሯᴗᡤ䛸䜾䝹䞊䝥♫
䛾ᐩኈ䝷䜲䝖ᰴᘧ♫䜢⤫ྜ䛧䚸•༡䝸䞁䝔䝑䜽ຍᕤᰴᘧ♫䛸䛧䛶᪂䛯䛻䝇䝍䞊䝖䛥䛫䜎䛧䛯䚹ᚋ䛿䚸ᖺ㻝㻞᭶䛻
᪂ᕤᲷ䛜ᡂ䛧䛯ྠ♫ᖹሯᕤሙ䛻䛚䛔䛶䚸ရ㉁䞉䝁䝇䝖䞉䝕䝸䝞䝸䞊㠃䛷䛾䛥䜙䛺䜛➇தຊᙉ䜢ᅗ䛳䛶䛔䛝䜎䛩䚹
䚷䜎䛯䚸ᴗົ䝥䝻䝉䝇䛾ᶆ‽䛻䜘䜛⤌⧊ᶓ᩿ⓗ䛺ᴗົᨵ㠉䛾᥎㐍䛻䛴䛔䛶䜒䚸䝥䝻䝆䜵䜽䝖䜢❧䛱ୖ䛢䛶╔䚻䛸
㐍䜑䛶䛔䜎䛩䚹䛣䜜䛿䚸䛂ᣢ⥆ྍ⬟䛺♫䛾ᐇ⌧䛻ྥ䛡䛯ྲྀ䜚⤌䜏䛃䛾୰䛷ᥖ䛢䜛䇾ാ䛝᪉ᨵ㠉䇿䛸䜒ᐦ᥋䛻㛵䜟䛳
䛶䛟䜛⟇䛷䛩䚹ᴗົ䛾䜔䜚᪉䛜≉ᐃ䛾ே䛻䛧䛛ศ䛛䜙䛺䛔䇾ᒓே䇿䛾ゎᾘ䜔㒊⨫య䛸䛧䛶䛾ᴗົຠ⋡ྥୖ䚸
䛭䛧䛶᭱⤊ⓗ䛻䛿ඃ⚽䛺ேᮦ䛾䛥䜙䛺䜛⫱ᡂ䞉ά㌍ಁ㐍䛻䛴䛺䛢䛶䛔䛝䛯䛔䛸⪃䛘䛶䛔䜎䛩䚹
䚷䛭䛾䛂ᣢ⥆ྍ⬟䛺♫䛾ᐇ⌧䛻ྥ䛡䛯ྲྀ䜚⤌䜏䛃䛻䛴䛔䛶䛿䚸ඛ䛾䛂ᴗົᨵ㠉᥎㐍䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛃䜢㍈䛸䛩䜛ຠ⋡
䛻ྥ䛡䛯άື௨እ䛻䜒䚸䛂䝎䜲䝞䞊䝅䝔䜱ಁ㐍᳨ウጤဨ䛃䛜୰ᚰ䛸䛺䛳䛶㐍䜑䛶䛔䜛ዪᛶ䛾ά㌍ಁ㐍䚸䛸
ㆤ䛾୧❧ᨭ䛻ྥ䛡䛯ேไᗘ䛾᳨ウ䚸䛭䛧䛶♫ෆ䛾ၨⓎάື䛺䛹䛾㠃䛻䛚䛔䛶䚸ィ⏬ึᖺᗘ䛾㐍ᤖ䛸䛧䛶
䛿ᡭᛂ䛘䜢ឤ䛨䛶䛔䜎䛩䚹䜎䛯䚸ᮏᴗ䜢㏻䛨䛶♫ⓗㄢ㢟䛾ゎỴ䛻ᐤ䛧䛶䛔䛟䛯䜑䛻䚸䛥䜎䛦䜎䛺㒊⨫䛾䝯䞁䝞䞊
䛷ᵓᡂ䛥䜜䜛䛂㻿㻰㻳㻌㼟㻌 㻖ጤဨ䛃䜢❧䛱ୖ䛢䜎䛧䛯䚹♫ဨ୍ே䜂䛸䜚䛜䚸᪥䚻䛾䜢㏻䛨䛶♫䛻㈉⊩䛧䛶䛔䜛䛸ᐇ
ឤ䛷䛝䜛䛣䛸䛿䚸ᙜ♫䜾䝹䞊䝥䛾䛒䜛䜉䛝ጼ䛸䛧䛶⚾䛜┠ᣦ䛩䛸䛣䜝䛷䛒䜚䚸䜾䝹䞊䝥య䛜ᡂ㛗䞉Ⓨᒎ䛧䛶䛔䛟䛯
䜑䛻䜒ᚲせ䛺䛣䛸䛰䛸⪃䛘䛶䛔䜎䛩䚹
㻖㻌㻿㻰㻳㼟䠖㻿㼡㼟㼠㼍㼕㼚㼍㼎㼘㼑㻌㻰㼑㼢㼑㼘㼛㼜㼙㼑㼚㼠㻌㻳㼛㼍㼘㼟䠄ᣢ⥆ྍ⬟䛺㛤Ⓨ┠ᶆ䠅䛾␎⛠䚹㻞㻜㻝㻡ᖺ䛻ᅜ㐃䝃䝭䝑䝖䛷᥇ᢥ䛥䜜䚸ᣢ⥆ྍ⬟䛺♫䛾ᐇ⌧䛻ྥ䛡䛯䚷䚷
䚷 㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻝㻣䛾┠ᶆ䠄䝂䞊䝹䠅䛸㻝㻢㻥䛾ᣦᶆ䠄䝍䞊䝀䝑䝖䠅䛷ᵓᡂ䛥䜜䜛

■ 今期の業績見通し
海外グループ会社の立て直しなどにより、増収・増益を目指します。
䚷㻞㻜㻝㻥ᖺ㻟᭶ᮇ䛾ぢ㏻䛧䛻䛴䛝䜎䛧䛶䛿䚸ཎ⇞ᩱ౯᱁䛾ୖ᪼䜔ᅛᐃ㈝䛾ቑຍ䛜ண䛥䜜䜎䛩䛜䚸䛥䜙䛺䜛ᣑ㈍䜔
ཎ౯పῶ䛻ດ䜑䛶䛔䛟䜋䛛䚸ᴗ⦼䛜ప㏞䛧䛶䛔䛯ᾏእ䜾䝹䞊䝥♫䛾ᨵၿ䜒ぢ㎸䜣䛷䛔䜎䛩䚹௨ୖ䛾䛣䛸䛛䜙䚸
㐃⤖ୖ㧗䛿๓ᖺྠᮇẚ㻟㻚㻞㻑ቑ䛾㻞㻘㻡㻣㻜൨䚸Ⴀᴗ┈䛿ྠ㻝㻠㻚㻡㻑ቑ䛾㻞㻟㻜൨䚸ぶ♫ᰴ䛻ᖐᒓ䛩䜛ᙜᮇ⣧
┈䛿ྠ㻠㻞㻚㻝㻑ቑ䛾㻝㻢㻜൨䛸ண䛧䛶䛔䜎䛩䚹
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■ 株主還元
今期の1株当たり配当金は、12円増配となる78円を予定しています。
䚷ᙜ♫䛿ᰴ䜈䛾┈㑏ඖ䛾ᐇ䜢⤒Ⴀୖ䛾᭱㔜せㄢ㢟䛾୍䛴䛸⨨䛵䛡䛶䛚䜚䚸┈㓄ศ䛻䛴䛝䜎䛧䛶䛿䚸ྛ
ᴗᖺᗘ䛾㐃⤖ᴗ⦼䜢຺䛧䚸䛺㈈ົᇶ┙䜢⥔ᣢ䛩䜛䛯䜑䛾ෆ㒊␃ಖ䛸䛾䝞䝷䞁䝇䜢ྲྀ䜚䛺䛜䜙䚸Ᏻᐃⓗ䛛
䛴⥅⥆ⓗ䛺㓄ᙜ䜢⾜䛳䛶䛔䛟᪉㔪䛷䛩䚹㻞㻜㻝㻤ᖺ㻟᭶ᮇ䛿≉ูᦆኻ䛾ィୖ䛻䜘䜚᭱⤊┈䛿ῶ┈䛸䛺䜚䜎䛧䛯䛜䚸ᮇ
ᮎ㓄ᙜ㔠䛿ᙜึணᐃ䛹䛚䜚㻟㻟䛸䛧䚸ᖺ㛫㓄ᙜ㔠䛿୰㛫㓄ᙜ㔠㻟㻟䛸ྜ䜟䛫䚸๓ᖺྠᮇ䛸ྠ㢠䛾㻝ᰴᙜ䛯䜚㻢㻢
䛸䛥䛫䛶䛔䛯䛰䛝䜎䛧䛯䚹
䚷㻞㻜㻝㻥ᖺ㻟᭶ᮇ䛾ᖺ㛫㓄ᙜ㔠䛻䛴䛝䜎䛧䛶䛿䚸㻝ᰴᙜ䛯䜚ᙜᮇ⣧┈㻞㻞㻝㻣㻡㖹䛾ண䜢ᇶ䛻䚸๓ᖺྠᮇẚ㻝㻞ቑ
㓄䛾㻣㻤䜢ணᐃ䛧䛶䛚䜚䚸㓄ᙜᛶྥ䛿㻟㻡㻚㻞㻑䛸䛺䜛ぢ㎸䜏䛷䛩䚹ᚋ䜒ᴗ⦼䛾ྥୖ䛻ດ䜑䚸ᰴ㑏ඖ䛾䛥䜙䛺䜛
ᐇ䜢ᅗ䛳䛶䜎䛔䜚䜎䛩䚹

■ 最後に
ᙜ♫䛷䛿䚸䛂㻸㻵㻼㻙㻞㻜㻝㻥䛃䛾㻞ᖺ┠䛸䛺䜛ᮇ䜢䛂䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䜢䛥䜙䛻ຍ㏿䛩䜛ᖺ䛃䛸⨨䛵䛡䚸㔜Ⅼ䝔䞊䝬䛾ྛ
⟇䜢✚ᴟⓗ䛻᥎㐍䛧䛶䛔䜎䛩䚹ཝ䛧䛔➇த⎔ቃ䛾୰䛷䛿䛒䜚䜎䛩䛜䚸ึᚰ䛻㏉䛳䛶ྲྀ䜚⤌䜣䛷䛔䜛䛣䛸䛾㐍ᤖ≧
ἣ䜔⤖ᯝ䜢䛧䛳䛛䜚䛸ศᯒ䛧䚸ᡓ␎䜢⦎䜚┤䛩䜉䛝䛸䛣䜝䛿㏿䜔䛛䛻㌶㐨ಟṇ䛧䛺䛜䜙䚸⫹䛺⟇ᒎ㛤䜢ᅗ䜙䛺
䛡䜜䜀䛺䜚䜎䛫䜣䚹≉䛻䚸䛣䜜䜎䛷ᴗ⦼䛜ప㏞䛧䛶䛔䛯䜾䝹䞊䝥♫䛾❧䛶┤䛧䛿ႚ⥭䛾ㄢ㢟䛷䛒䜚䚸ᘬ䛝⥆䛝ே
ဨ䛾㐺ṇ䜔ᣐⅬ䛾㞟⣙䞉ᵓ⠏䛺䛹䜢㐍䜑䛶䜎䛔䜚䜎䛩䚹䛥䜙䛻䚸㢳ᐈ䛾ᮇᚅ䛻ᛂ䛘䜛᪂〇ရ䛾㛤Ⓨ䚸ᴗయ
㉁䛾ᙉ㠌䛻ྥ䛡䛯ㅖ⟇䛾ᒎ㛤䛻䜘䜛ཎ౯పῶ䚸䛭䛧䛶㻞㻜㻝㻢ᖺ䛻㈙䛧䛯Ḣ⡿㻟♫䛸䛾┦ຠᯝ䛾ฟ䛺䛹䜒
ྵ䜑䚸䛂㻸㻵㻼㻙㻞㻜㻝㻥䛃䛾᭱⤊ᩘ್┠ᶆ䛷䛒䜛ୖ㧗㻞㻘㻣㻜㻜൨䚸Ⴀᴗ┈㻞㻡㻜൨䛾㐩ᡂ䛿䜒䛱䜝䜣䚸䛭䛾ඛ䛾ᣢ⥆
ⓗᡂ㛗䜢┠ᣦ䛧䛶䚸♫୍䛸䛺䛳䛶㑌㐍䛧䛶䜎䛔䜚䜎䛩䚹
䚷ᰴ䞉ᢞ㈨ᐙ䛾ⓙᵝ䛻䛿䚸ᘬ䛝⥆䛝䛤ᨭ䛾䜋䛹䜘䜝䛧䛟䛚㢪䛔⏦䛧ୖ䛢䜎䛩䚹
㻞㻜㻝㻤ᖺ㻤᭶
௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗
♫㛗ᇳ⾜ᙺဨ
すᑿ㻌ᘯஅ
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特集

リンテックの半導体関連事業
䚷ᙜ♫䛾༙ᑟయ㛵㐃ᴗ䛿䚸 㻝㻥㻤㻢 ᖺ䛻༙ᑟయ䛾〇㐀ᕤ⛬䛷䜴䜵䝝ษ᩿䛻䜟䜜䜛ᅛᐃ⏝䝔䞊䝥䛾〇ရ䛻䜘䛳
䛶䝇䝍䞊䝖䛧䜎䛧䛯䚹 ษ᩿䛻䛿ᙉ䛔⢓╔ຊ䛷䜴䜵䝝䜢ᅛᐃ䛧䚸 ษ᩿ᚋ䛻䛿⣸እ⥺ 㻔㼁㼂㻕 䜢↷ᑕ䛩䜛䛣䛸䛷⢓╔ຊ
䜢ᙅ䜑䛶䝏䝑䝥䜢ᐜ᫆䛻ྲྀ䜚ୖ䛢䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛 䛂㼁㼂 ◳ᆺ䝎䜲䝅䞁䜾䝔䞊䝥䛃䚹 䛣䛾䝔䞊䝥䛾ㄌ⏕䛜༙ᑟయᴗ
⏺䛻䛝䛺㠉᪂䜢䜒䛯䜙䛧䜎䛧䛯䚹 ௨㝆䚸 䛣䜜䜎䛷䛻ᙜ♫䛷䛿䚸 ᩘከ䛟䛾༙ᑟయ㛵㐃䝔䞊䝥䜢㛤Ⓨ䚹 䛥䜙䛻䝔䞊䝥
䛾≉ᛶ䜢᭱㝈䛻ᘬ䛝ฟ䛩⨨䛾㛤Ⓨ䜒ᡭ䛜䛡䜛䛣䛸䛷䚸 ᴗ⏺䛾୰䛷⊂⮬䛾ᆅ䜢⠏䛔䛶䛝䜎䛧䛯䚹
䚷༙ᑟయ䛿䚸 ᰕ≧䛾䝅䝸䝁䞁䜢䝇䝷䜲䝇䛧䛯䜴䜵䝝䛾⾲㠃䛻㟁Ꮚᅇ㊰䜢ᗄ䛴䜒ᙧᡂ䛧䛯䛒䛸䚸 㠃䜢◊๐䛧䛶䛥
䜙䛻ⷧ䛟䛧䚸䛭䜜䜢ಶ䚻䛾䝏䝑䝥䛻ษ᩿䛧䛶ᇶᯈ䛻ᐇ䞉✚ᒙ䛩䜛䛣䛸䛷䛴䛟䜙䜜䜎䛩䚹 ᙜ♫䛾༙ᑟయ㛵㐃⢓╔䝔䞊
䝥䜔⨨䛿䚸 䛔䛪䜜䜒ᅇ㊰ᙧᡂᚋ䛾ᚋᕤ⛬䛸䜀䜜䜛䝥䝻䝉䝇䛷⏝䛥䜜䛶䛔䜎䛩䚹

単結晶
シリコンインゴット

スライス

ウェハ表面
保護テープの剥離

切断
（ダイシング）

ウェハ

回路形成

半導体
製造工程
（前工程）

ウェハ表面
保護テープの貼付

半導体
製造工程
（後工程）

裏面研削
（バックグラインド）

ダイシングテープの
貼付

反転

1

UV照射

ピックアップ

実装

樹脂封止

反転

2

3

4

①裏面研削(バックグラインド )
䜴䜵䝝䛾㠃䜢◒▼䛷◊๐䛧䚸ⷧᆺ䛩䜛ᕤ⛬䚹◊๐Ỉ䜔◊๐䛟䛪䛺䛹䛛䜙⾲ഃ䛾ᅇ㊰㠃䜢ಖㆤ䛩䜛䛯䜑䚸䝔䞊
䝥䛜㈞䛥䜜䜎䛩䚹

②切断(ダイシング)
䜴䜵䝝䜢୍䛴୍䛴䛾䝏䝑䝥䛻ษ䜚ศ䛡䜛ᕤ⛬䚹ษ᩿䛻䝏䝑䝥䛜㣕䜃ᩓ䜙䛺䛔䜘䛖䛻䚸䜴䜵䝝䛿㠃䛛䜙䝔䞊䝥䛷䝸
䞁䜾䝣䝺䞊䝮䛻ᅛᐃ䛥䜜䜎䛩䚹

③ピックアップ・実装
ษ᩿䛧䛯䝏䝑䝥䜢䝢䝑䜽䜰䝑䝥䛧䚸᥋╔䛷ᇶᯈ䛻ᐇ䞉✚ᒙ䛧䛶䛔䛟ᕤ⛬䚹ษ᩿ᚋ䚸䝔䞊䝥䜈㼁㼂↷ᑕ䜢⾜䛖䛣䛸䛷⢓
╔ຊ䜢పῶ䛥䛫䚸䝢䝑䜽䜰䝑䝥䜢ᐜ᫆䛻䛧䜎䛩䚹䜎䛯ᙜ♫䛷䛿䚸䜴䜵䝝ษ᩿䛾ᅛᐃ⏝䝔䞊䝥䛾⢓╔䜢䝢䝑䜽䜰䝑
䝥䛾㝿䛻䝏䝑䝥㠃䛻㌿䛧䚸䛭䛾䜎䜎ᇶᯈ䛻㈞䜚䛡䜛⊂⮬䝥䝻䝉䝇䜒ᥦ䛧䛶䛔䜎䛩䚹

④樹脂封止
ᐇ䞉✚ᒙ䛧䛯䝏䝑䝥䜢䝽䜲䝲䞊䛷ᇶᯈ䛸᥋⥆䛧䚸ᾮ≧ᶞ⬡䛷ᑒṆ䛩䜛ᕤ⛬䚹
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●Focus
フリップチップ実装とチップ裏面保護テープ
䚷䛷䛿䚸䝇䝬䞊䝖䝣䜷䞁䜢䛿䛨䜑䛸䛩䜛㟁Ꮚᶵჾ䛾ⷧᆺ䛸㧗ᶵ⬟䛻క䛔䚸䝏䝑䝥䜢ᐇ䛧䛶䛛䜙䝽䜲䝲䞊䛷
ᇶᯈ䛸᥋⥆䛩䜛䝽䜲䝲䞊䝪䞁䝕䜱䞁䜾䛻௦䜟䛳䛶䚸ᅇ㊰㠃䛻䝞䞁䝥䛸䜀䜜䜛✺㉳㟁ᴟ䜢ᙧᡂ䛧䚸ᅇ㊰㠃䜢ୗ䛻䛧
䛶ᇶᯈ䛸᥋⥆䛩䜛䝣䝸䝑䝥䝏䝑䝥ᐇ䛜ᬑཬ䛧䛶䛔䜎䛩䚹
䚷䝣䝸䝑䝥䝏䝑䝥ᐇ䛿㟁Ẽ≉ᛶ䛜㧗䜎䜚䚸ᐇ㠃✚䜒ᑠ䛥䛟䛺䜛䛸䛔䛖䝯䝸䝑䝖䛜䛒䜚䜎䛩䛜䚸䝏䝑䝥䛾㠃䛜䜐䛝ฟ
䛧䛻䛺䛳䛶䛔䜛䛯䜑䚸ⷧᆺ䛜㐍䜐䛻䛴䜜䛶䝏䝑䝥䛾⿵ᙉ䛜ㄢ㢟䛸䛺䛳䛶䛔䜎䛧䛯䚹䛭䛣䛷ᙜ♫䛷䛿䝣䝸䝑䝥䝏䝑䝥
䛾㠃䜢䝔䞊䝥䛷ಖㆤ䞉⿵ᙉ䛩䜛䛣䛸䜢⪃䛘䚸♫䛻ඛ䜣䛨䛶䛂䝣䝸䝑䝥䝏䝑䝥㠃ಖㆤ䝔䞊䝥䛃䜢㛤Ⓨ䚹㉥እ⥺䜢㏱
㐣䛧䛶䝏䝑䝥䛾Ⰻ䜢᳨ᰝ䛷䛝䜛䝍䜲䝥䜔ᨺ⇕ᛶ䛻ඃ䜜䜛䝍䜲䝥䛺䛹䚸䛚ᐈᵝ䛾䝙䞊䝈䛻ᛂ䛨䛯〇ရ䜢䝷䜲䞁䜰䝑䝥
䛧䚸⌧ᅾ䚸㻝㻜㻜䠂䛻㏆䛔ୡ⏺䝅䜵䜰䜢䛳䛶䛔䜎䛩䚹

さまざまなチップ実装方法
チップ
ワイヤー
粘着剤
ワイヤーを用いた実装

基板
䝣䝸䝑䝥䝏䝑䝥㠃ಖㆤ䝔䞊䝥

チップ
バンプ
粘着剤
フリップチップ実装
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企業価値の創造に向けて

リンテックの価値創造
䚷䝸䞁䝔䝑䜽䛷䛿䚸 㛗ᖺᇵ䛳䛶䛝䛯⊂⮬ᢏ⾡䜢㧗ḟඖ䛷⼥ྜ䛥䛫䚸 ᩘከ䛟䛾⏬ᮇⓗ䛺〇ရ䜢㛤Ⓨ䛧䛶䛝䜎䛧䛯䚹
䛭䜜䜙䛾〇ရ䛿ᴗ⤫ᣓᮏ㒊䛾භ䛴䛾ᴗ㒊㛛䛻䜘䛳䛶ᕷሙ䛻㏦䜚ฟ䛥䜜䚸 䛥䜎䛦䜎䛺ᴗ⏺䛾ㄢ㢟ゎỴ䛻㈉⊩
䛧䛶䛔䜎䛩䚹
䈜ᙜ♫䛷䛿භ䛴䛾ᴗ㒊㛛䜢䚸〇ရ䜔ᢏ⾡䚸ᕷሙ䛾㢮ఝᛶ䛺䛹䛻䜘䛳䛶䛂༳ๅᮦ䞉⏘ᴗᕤᮦ㛵㐃䛃䛂㟁Ꮚ䞉ගᏛ㛵㐃䛃䛂ὒ⣬䞉ຍᕤᮦ㛵䚷䚷䚷䚷
䚷㻌㐃䛃䛾୕䛴䛾ᴗ䝉䜾䝯䞁䝖䛻ศ㢮䛧䛶䛔䜎䛩䚹

印刷・情報材事業部門

印刷材・産業工材関連
産業工材事業部門
アドバンストマテリアルズ事業部門

電子・光学関連
オプティカル材事業部門
洋紙事業部門

洋紙・加工材関連
加工材事業部門

売上高構成比
洋紙・
加工材関連

印刷材・
産業工材関連

385 億円
15.4%

営業利益構成比

連結売上高

2,490 億円

1,217 億円
48.9%

洋紙・
加工材関連

50 億円

25.0 %

連結営業利益

201 億円

30 億円

15.2 %

2018年3月期

2018年3月期
電子・光学関連

電子・光学関連

889 億円

120 億円

35.7%

印刷材・
産業工材関連

59.8 %

䈜䝉䜾䝯䞁䝖ู䛾Ⴀᴗ┈䛚䜘䜃Ⴀᴗ┈ᵓᡂẚ䛿䚸䝉䜾䝯䞁䝖㛫ྲྀᘬᾘཤ๓䛾ᩘ್䛻ᇶ䛵䛔䛶䛔䜎䛩䚹
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本部長メッセージ
取締役常務執行役員 事業統括本部長 服部 真
䚷୰ᮇ⤒Ⴀィ⏬䛂㻸㻵㻼㻙㻞㻜㻝㻥䛃䛾ึᖺᗘ䛷䛒䜛㻞㻜㻝㻤ᖺ㻟᭶ᮇ䛾㐃⤖ᴗ⦼䛿䚸ྛᴗ㒊㛛䛜ྠィ⏬䛻ἢ䛳䛯ྲྀ䜚⤌
䜏䜢╔ᐇ䛻᥎㐍䛧䚸䜎䛯㢳ᐈ䛜ఱ䜢ᮏᙜ䛻ᚲせ䛸䛧䛶䛔䜛䛾䛛䜢ᚭᗏⓗ䛻㏣ồ䛩䜛䛣䛸䛻䜘䛳䛶䚸య䛸䛧䛶䛿
䜋䜌ᙜึ䛾ᩘ್ィ⏬䜢㐩ᡂ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜎䛧䛯䚹㻞ᖺ┠䛸䛺䜛ᮇ䛿䚸ึᖺᗘ䛻㐩ᡂ䛧䛝䜜䛺䛛䛳䛯ᗄ䛴䛛
䛾ㄢ㢟䛻䛴䛔䛶ㅖ⟇䜢✚ᴟⓗ䛻㐍䜑䜛䛸䛸䜒䛻䚸᪂〇ရ䛾㛤Ⓨ䞉ᥦ䜢䛥䜙䛻ຍ㏿䛥䛫䛶䛔䛝䜎䛩䚹
䜎䛪䛿䚸㉥Ꮠ䛾ᾏእᏊ♫䛾ᘓ䛜ᛴົ䛰䛸⪃䛘䛶䛔䜎䛩䚹⡿ᅜ䛾䝬䝕䜱䝁♫䛷䛿ᖺ䚸ᢤᮏⓗ䛺⤒Ⴀྜ⌮
䛻╔ᡭ䛧䚸䛭䛾ᡂᯝ䛜ᩘᏐ䛻⾲䜜䛶䛝䛴䛴䛒䜚䜎䛩䚹䜎䛯䚸ປົၥ㢟䛻䜘䜚⏕⏘ᩘ㔞䛜ῶᑡ䛧䛶䛔䛯䝸䞁䝔䝑
䜽䞉䜲䞁䝗䝛䝅䜰♫䛻䛴䛔䛶䜒ᅇഴྥ䛻䛒䜚䚸⥅⥆䛧䛶┈ᨵၿ䛻ດ䜑䛶䛔䛝䜎䛩䚹䛭䛾䜋䛛䚸㻞㻜㻝㻢ᖺ䛻㈙
䛧䛯䝬䝑䜽䝍䝑䜽䞉䜰䝯䝸䜹♫䛻ேⓗ䝸䝋䞊䝇䜢ᢞධ䛩䜛䛺䛹䚸᪩ᮇ䛻┦ຠᯝ䜢ฟ䛩䜛䛯䜑䛾䛥䜎䛦䜎䛺⟇
䜢㐍䜑䛶䛔䜎䛩䚹
䚷୍᪉䚸ᅜෆᴗ䛻䛴䛔䛶䛿䝷䝧䝹⏝⢓╔〇ရ䜔ᘓᮦ䞉⮬ື㌴㛵㐃〇ရ䛺䛹䚸䛔䛪䜜䜒ᕷሙ䛾ᡂ㛗⋡䛿㧗
䛟䛿䛒䜚䜎䛫䜣䛜䚸䛭䜜䛮䜜䛝䛺ᕷሙ䛷䛒䜛䛣䛸䛻ኚ䜟䜚䛒䜚䜎䛫䜣䚹䛯䛸䛘᪤Ꮡ〇ရ䛷䛒䛳䛶䜒䚸䜚᪉䚸䛴
䛟䜚᪉䚸ᢅ䛔᪉䛾୰䛻┈䜢ྥୖ䛥䛫䜛䝔䞊䝬䛜䛺䛔䛛䜢⢭ᰝ䛧䚸〇ရ䛾┈ᛶ䜢䜘䜚㧗䜑䛶䛔䛝䛯䛔䛸⪃䛘䛶
䛔䜎䛩䚹䜎䛯ィ⏬᭱⤊ᖺᗘ䚸䛒䜛䛔䛿䛭䛾ඛ䜢ぢᤣ䛘䛶᪂〇ရ䜔䜰䜲䝕䜰䜢⏬䞉ᥦ䛧䚸㟂せ䛾᥀䜚㉳䛣䛧䛻
ດ䜑䛶䛔䛝䜎䛩䚹
䚷䛭䛾䜋䛛᪂䛯䛺ྲྀ䜚⤌䜏䛸䛧䛶䚸ᮏᴗ䜢㏻䛨䛯♫ⓗㄢ㢟ゎỴ䜈䛾㈉⊩䜢┠ⓗ䛸䛩䜛䛂㻿㻰㻳㼟ጤဨ䛃䜢ᖺ
㻞᭶䛻❧䛱ୖ䛢䜎䛧䛯䚹䝯䞊䜹䞊䛷䛒䜛ᙜ♫䛻䛸䛳䛶䛿⎔ቃᑐᛂ䛜䜻䞊䝽䞊䝗䛸䛺䜚䜎䛩䛜䚸䛭䜜௨እ䛾䝔䞊䝬
䜒ྵ䜑䚸᥎㐍ᢸᙜᙺဨ䛸䛧䛶᪂䛯䛺ᴗฟ䛻䛴䛺䛢䛶䛔䛝䛯䛔䛸⪃䛘䛶䛔䜎䛩䚹
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企業価値の創造に向けて

At a Glance
印刷材・産業工材関連
印刷・情報材事業部門
䚷ᙜ♫䜾䝹䞊䝥䛾ຊ〇ရ䛷䛒䜛䝷䝧䝹⏝⢓╔⣬䞉⢓╔䝣䜱䝹䝮䛺䛹䜢〇㐀䞉㈍䛧䛶䛚䜚䚸≉䛻ຍ౯್䛾㧗䛔
⢓╔䝣䜱䝹䝮䛾ศ㔝䛷䛿ᅜෆᕷሙ䛷⣙㻢䛾䝖䝑䝥䝅䜵䜰䜢᭷䛧䛶䛔䜎䛩䚹䜎䛯䚸ᾏእ䛻䛚䛔䛶䛿୰ᅜ䚸ᮾ༡䜰䝆䜰
䛺䛹䛷⏕⏘䞉㈍ᣐⅬ⥙䛾ᐇ䜢ᅗ䜛୍᪉䚸㻞㻜㻝㻢ᖺ䛻⡿ᅜ䛾䝬䝑䜽䝍䝑䜽䞉䜰䝯䝸䜹♫䛺䛹䜢㈙䛧䚸ᴗつᶍ䜢ᣑ
䚹䜾䝹䞊䝥యୖ㧗䛾⣙㻟㻡䠂䜢༨䜑䜛᭱䛾ᴗ㒊㛛䛷䛩䚹
産業工材事業部門
䚷ᘓ≀䜔⮬ື㌴䛾❆䜺䝷䝇䛻㈞䜛䛰䛡䛷䚸⇕䜔⣸እ⥺䛾㐽᩿䛺䛹䛥䜎䛦䜎䛺ຠᯝ䜢Ⓨ䛩䜛䜴䜲䞁䝗䞊䝣䜱䝹䝮䜢
䛿䛨䜑䚸㌴య䛾㣭䜔ಖㆤ䛺䛹䛻⏝䛥䜜䜛㍯䞉⮬ື㌴⏝⢓╔〇ရ䚸䝰䝞䜲䝹ᶵჾ䛺䛹䛾㒊ᮦᅛᐃ䛻⏝䛥䜜
䜛ᕤᴗ⏝⢓╔䝔䞊䝥䚸䝷䝧䝹䜢⮬ື㈞䜚䛩䜛䝷䝧䝸䞁䜾䝬䝅䞁䚸䛥䜙䛻䛿ᒇእ┳ᯈ䞉ᗈ࿌⏝䝣䜱䝹䝮䜔ෆ⏝⢝
䝣䜱䝹䝮䛺䛹䚸㠀ᖖ䛻ᖜᗈ䛔〇ရ䜢〇㐀䞉㈍䛧䛶䛔䜎䛩䚹

電子・光学関連
アドバンストマテリアルズ事業部門
䚷༙ᑟయ䝏䝑䝥䛾〇㐀䞉ᐇᕤ⛬䛻Ḟ䛛䛫䛺䛔≉Ṧ⢓╔䝔䞊䝥䛸䛭䛾≉ᛶ䜢᭱㝈䛻ᘬ䛝ฟ䛩䛯䜑䛾⨨䚸䜎
䛯䚸㟁Ꮚ㒊ရ䛷䛒䜛✚ᒙ䝉䝷䝭䝑䜽䝁䞁䝕䞁䝃䛾〇㐀䛻ྍḞ䛺㞳䝣䜱䝹䝮䜢〇㐀䞉㈍䛧䛶䛔䜎䛩䚹䜶䝺䜽䝖䝻䝙
䜽䝇ᴗ⏺䛻䛚䛔䛶⊂⮬䛾ᆅ䜢⠏䛔䛶䛚䜚䚸㏆ᖺ䛝䛺ᡂ㛗䜢㐙䛢䛶䛔䜛ᴗ㒊㛛䛷䛩䚹
オプティカル材事業部門
䚷≉Ṧ⢓╔䜔⾲㠃ሬᕤ䛾㛤Ⓨᢏ⾡䛸⢭ᐦሬᕤᢏ⾡䚸䛭䛧䛶᭱᪂㗦䛾⏕⏘タഛ䜢㥑䛧䛶䚸ᾮᬗ䞉᭷ᶵ㻱㻸䝕䜱
䝇䝥䝺䜲䜢ᵓᡂ䛩䜛೫ග䝣䜱䝹䝮䜔┦ᕪ䝣䜱䝹䝮䛺䛹䛾ྛ✀ගᏛᶵ⬟ᛶ䝣䜱䝹䝮䛾⢓╔ຍᕤ䜔䚸യ䜢䛴䛝䛻䛟䛟
䛧䚸ᫎ䜚㎸䜏䜒పῶ䛩䜛㜵╆䝝䞊䝗䝁䞊䝖䛺䛹䛾⾲㠃ᨵ㉁ຍᕤ䜢⾜䛳䛶䛔䜎䛩䚹
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洋紙・加工材関連
洋紙事業部門
䚷ᅜෆ䝖䝑䝥䝅䜵䜰䜢䜛䜹䝷䞊ᑒ⟄⏝⣬䜔Ⰽ⏬⏝⣬䜢䛿䛨䜑䚸㣗ရ䛾ໟ䛻䜟䜜䜛⪏Ἔ⪏Ỉ⣬䚸䜽䝸䞊䞁䝹䞊
䝮䛺䛹䛷⏝䛥䜜䜛↓ሻ⣬䚸⊂≉䛺㢼ྜ䛔䜢ᣢ䛳䛯㧗⣭༳ๅ⏝⣬䚸ྡ่䜔䛿䛜䛝䛻⏝䛥䜜䜛㧗⣭⣬〇ရ⏝⣬䛺
䛹䛾≉Ṧ⣬䜢〇㐀䞉㈍䛧䛶䛔䜎䛩䚹⌧ᅾ䛿䜎䛰ᅜෆ୰ᚰ䛾䝡䝆䝛䝇䛷䛩䛜䚸ᚋ䛿ᾏእ䜈䛾ᣑ㈍䜢ど㔝䛻ධ䜜
䛯Ⴀᴗάື䛻䜒ὀຊ䛧䛶䛔䛝䜎䛩䚹
加工材事業部門
䚷⣬䜔䝣䜱䝹䝮䛻㞳㐺ᛶ䚸⪏Ỉᛶ䚸⪏⇕ᛶ䚸⪏ᦶ⪖ᛶ䛸䛔䛳䛯ᶵ⬟䜢䛩䜛䛣䛸䛷䚸ྛ✀⢓╔〇ရ䛾⢓╔㠃
䜢ಖㆤ䛩䜛㞳⣬䞉㞳䝣䜱䝹䝮䜢〇㐀䞉㈍䛧䛶䛔䜎䛩䚹䛭䛾䜋䛛䚸ྜᡂ⓶㠉䛻䜢䛴䛡䜛䛯䜑䛾ᆺ⣬䛸䛺䜛ᕤ
⛬⣬䜔䚸Ⅳ⣲⧄⥔䜢䝅䞊䝖≧䛾」ྜᮦᩱ䛻ຍᕤ䛩䜛䛯䜑䛻⏝䛥䜜䜛ᕤ⛬⣬䛺䛹䜒ᥦ౪䛧䛶䛔䜎䛩䚹
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印刷材・産業工材関連
SWOT 分析
Strengths（強み）
䞉 ᅜෆᕷሙ䛻䛚䛡䜛䚸 㧗ຍ౯್〇ရ䜢୰ᚰ䛸䛧䛯㇏ᐩ䛺⣡ධᐇ⦼䛸㧗䝅䜵䜰
䞉 䝷䝧䝹⏝⢓╔〇ရ䛸䝷䝧䝸䞁䜾䝬䝅䞁䛸䛾⥲ྜᥦຊ

Weaknesses（弱み）
䞉 ᾏእᕷሙ䛻䛚䛡䜛㈍⥙䚸 䝕䝸䝞䝸䞊యไ䜔䝤䝷䞁䝗ຊ䚸 ౯᱁➇தຊ
䞉 ⡿ᅜ䚸 䜲䞁䝗䝛䝅䜰䛾ྛ⏕⏘Ꮚ♫䛾┈ᛶ

Opportunities（機会）
䞉 㻞㻜㻞㻜 ᖺ䛻ྥ䛡䛶ᮇᚅ䛥䜜䜛᪂䛯䛺〇ရ㟂せ
䞉 ᮾ༡䜰䝆䜰ᕷሙ䛾άἣ䚸 ⡿ᕷሙ䛾Ᏻᐃᡂ㛗

Threats（脅威）
䞉 ᅜෆᕷሙయ䛾ᡂ㛗㕌䚸 ᾏእᡭ䝯䞊䜹䞊䛾ᅜෆᮏ᱁ཧධ䛾ྍ⬟ᛶ
䞉 ᮾ༡䜰䝆䜰䛺䛹䛻䛚䛡䜛⌧ᆅ䝯䞊䜹䞊䛾ྎ㢌䛸➇த⃭

●印刷・情報材事業部門
主要製品
䞉 䝷䝧䝹⏝⢓╔⣬ 䞉 ⢓╔䝣䜱䝹䝮䚷

執行役員 事業統括本部 印刷・情報材事業部門長 吉武 正昭
䚷ᅜෆ䛾䝷䝧䝹⏝⢓╔⣬ 䞉 ⢓╔䝣䜱䝹䝮ᕷሙ䛿ᡂ⇍䛜㐍䜣䛷䛔䜎䛩䛜䚸 ᙜ♫䛿㢳ᐈྛ♫䛾㧗䛔ရ㉁せồ䛻䛝
䜑⣽䛛䛟ᛂ䛘䜛䛣䛸䛷㧗䛔䝅䜵䜰䜢䛳䛶䛔䜎䛩䚹 㻞㻜㻝㻤 ᖺ 㻟 ᭶ᮇ䛻䛚䛔䛶䜒ᘬ䛝⥆䛝᪂䛯䛺㟂せ䛾῝᥀䜚䜔䝅䜵䜰
ᣑ䛻✚ᴟⓗ䛻ྲྀ䜚⤌䜏䚸 ≉䛻䜻䝱䞁䝨䞊䞁䝷䝧䝹䜔䜰䜲䜻䝱䝑䝏䝷䝧䝹⏝䜢୰ᚰ䛸䛧䛯⢓╔䝣䜱䝹䝮䛾䜚ୖ䛢
䛜ఙ㛗䛧䜎䛧䛯䚹
䚷୍᪉䚸 ⡿ 䞉 Ḣᕞᕷሙ䛻䛚䛔䛶䛿䝤䝷䞁䝗ㄆ▱䛜䜎䛰䜎䛰༑ศ䛷䛺䛟䚸 䜎䛯䜰䝆䜰ᕷሙ䛻䛚䛔䛶䜒㢳ᐈ䛿᪥⣔
ᴗ䛜୰ᚰ䛸䛔䛖䛾䛜⌧≧䛷䛩䚹 ᚋ䛿ᙜ♫䛜ᙉ䜏䜢Ⓨ䛷䛝䜛ᕤᴗศ㔝ྥ䛡䛺䛹䛾㧗ຍ౯್〇ရ䛻ຍ䛘䚸
᪥⏝ရ䚸 㣗ရ䚸 ≀ὶศ㔝䛻䛚䛔䛶䜒䚸 䝝䜲䜶䞁䝗ရ䜢୰ᚰ䛸䛧䛶ᣑ㈍ᙉ䜢ᅗ䛳䛶䛔䛛䛺䛡䜜䜀䛺䜚䜎䛫䜣䚹 䛭
䛖䛧䛯୰䛷䚸 ᒎ♧䛺䛹䜢㏻䛨䛯䝤䝷䞁䝗ㄆ▱䛾ᣑ䛻䜒✚ᴟⓗ䛻ྲྀ䜚⤌䜣䛷䛔䜎䛩䚹 䜎䛯䚸 ⡿ᕷሙ䛻䛚䛡䜛
ᴗᙉ䛾㊊䛛䜚䛸䛧䛶㈙䛧䛯䚸 䝬䝑䜽䝍䝑䜽 䞉 䜰䝯䝸䜹♫䛸䛾┦ຠᯝ䜢᪩ᮇ䛻Ⓨ⌧䛧䛶䛔䛟䛣䛸䜒䚸 ୰ᮇ⤒Ⴀ
ィ⏬䛻䛚䛡䜛㔜せㄢ㢟䛾୍䛴䛷䛒䜛䛸⪃䛘䛶䛔䜎䛩䚹
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●産業工材事業部門
主要製品
䞉䜴䜲䞁䝗䞊䝣䜱䝹䝮㻌

䚷䞉䝷䝧䝸䞁䜾䝬䝅䞁

䞉⮬ື㌴⏝⢓╔〇ရ㻌

䚷䞉ᒇእ┳ᯈ䞉ᗈ࿌⏝䝣䜱䝹䝮

䞉ᕤᴗ⏝⢓╔䝔䞊䝥㻌

䚷䞉ෆ⏝⢝䝣䜱䝹䝮

取締役執行役員 事業統括本部 産業工材事業部門長 森川 秀二
䚷㻞㻜㻝㻤ᖺ㻟᭶ᮇ䛿䚸ᅜෆ䛻䛚䛔䛶䛿䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖㏻㈍ᕷሙ䛾ᡂ㛗䛻క䛔䚸≉䛻≀ὶ䞉㓄㏦⌧ሙ䛷⏝䛥䜜䜛䝷䝧䝸
䞁䜾䝬䝅䞁䛾䜚ୖ䛢䛜䛝䛟ఙ㛗䛧䜎䛧䛯䚹䜎䛯䚸ᒇෆእ䛾┳ᯈ䞉㣭⏝䝣䜱䝹䝮䛺䛹䜢୰ᚰ䛸䛧䛶䚸⌧ᅾ䚸㻞㻜㻞㻜ᖺ
䛻ྥ䛡䛯ᡓ␎ⓗ䛺ཷὀᣑ䜢ᅗ䛳䛶䛔䜎䛩䚹
䚷ᾏእ䛷䛿䚸䜴䜲䞁䝗䞊䝣䜱䝹䝮ᴗ䛾యไᙉ䛜ᚋ䛾䛝䛺䝫䜲䞁䝖䛸⪃䛘䛶䛔䜎䛩䚹⡿䛻䛚䛔䛶䛿䚸⏕⏘Ꮚ
♫䛷䛒䜛䝬䝕䜱䝁♫䛾❧䛶┤䛧䛸᪂〇ရ䛾᪩ᮇᕷሙᢞධ䜢ᅗ䛳䛶䛔䛝䜎䛩䚹䜎䛯ᮾ༡䜰䝆䜰䛻䛚䛔䛶䜒䚸⮬ື㌴
⏝䜢୰ᚰ䛻௦⌮ᗑ䛾㈍⥙䜢ᙉ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䝸䞁䝔䝑䜽䝤䝷䞁䝗䛾ㄆ▱ᣑ䛻ὀຊ䛧䚸䝸䞁䝔䝑䜽䞉䝍䜲䝷䞁䝗♫䛾
䜽䝸䞊䞁ሬᕤタഛ䛾✌ാ⋡䜢㧗䜑䛶䛔䛛䛺䛡䜜䜀䛺䜚䜎䛫䜣䚹䛭䛾䜋䛛䚸㍯⏝䝃䜲䝗䝇䝔䝑䜹䞊䜔⮬ື㌴⏝䛾
ሬ௦᭰䝣䜱䝹䝮䚸䜰䝹䝭䝩䜲䞊䝹⏝ಖㆤ䝣䜱䝹䝮䛺䛹䛾⮬ື㌴⏝⢓╔〇ရ䛜䚸ᮾ༡䜰䝆䜰䜔䜲䞁䝗䛻䛚䛔䛶ዲㄪ
䛻᥎⛣䛧䛶䛚䜚䚸䛣䜜䜙䛻䛴䛔䛶䜒ᘬ䛝⥆䛝⮬ື㌴䝯䞊䜹䞊ྛ♫䜈䛾ᣑ㈍䛻ດ䜑䛶䛔䛟⪃䛘䛷䛩䚹

TOPICS
北米のラベル用粘着製品メーカー、マックタック・アメリカ社買収の意義
䚷㻞㻜㻝㻢 ᖺ䛻㈙䛧䛯䝬䝑䜽䝍䝑䜽 䞉 䜰䝯䝸䜹♫䛿䚸 ⡿ᕷሙ䛷➨ 㻟 䛾䝅䜵䜰䜢䜚䚸 㻟㻡㻜 ൨㉸䛾䜚ୖ䛢つᶍ
䜢᭷䛧䛶䛔䜎䛩䚹 䝁䝇䝖䝟䝣䜷䞊䝬䞁䝇䛸⎔ቃ㓄៖䛾㠃䛷ᙉ䜏䜢Ⓨ䛩䜛䝩䝑䝖䝯䝹䝖⢓╔ฎ᪉䛸䚸 ᗈ䛺⡿
ᕷሙ䜢䜹䝞䞊䛩䜛㈍䝏䝱䝛䝹䜢᭷䛩䜛ྠ♫䛾㈙䛿䚸 ᙜ♫䜾䝹䞊䝥䛻䛸䛳䛶㠀ᖖ䛻䛝䛺䝇䝔䝑䝥䛷䛒䛳䛯䛸䛔
䛘䜎䛩䚹
䚷ᚋ䛿䛣䛾㈍䝏䝱䝛䝹䜢⏕䛛䛧䛯ᙜ♫䛾㧗ຍ౯್〇ရ䛾⡿ᕷሙ䛷䛾ᣑ㈍䜔䚸 ᮾ༡䜰䝆䜰䜢䛿䛨䜑䛸䛩䜛
⡿௨እ䛾ᕷሙ䛻䛚䛡䜛ྠ♫〇ရ䛾✚ᴟᒎ㛤䛻䜘䛳䛶䚸 ㈙䛾┦ຠᯝ䜢᪩ᮇ䛻ฟ䛧䛶䛔䛝䜎䛩䚹 ᖺ 㻡 ᭶
䛻䛿䚸 䝍䜲䛾䝞䞁䝁䜽䛷㛤ദ䛥䜜䛯ᒎ♧ 䛂䝷䝧䝹䜶䜻䝇䝫 䞉 䝃䜴䝇䜲䞊䝇䝖䜰䝆䜰 㻞㻜㻝㻤䛃 䛻䛚䛔䛶䚸 ྠ♫〇ရ
䜢 䛂㻸㻹㻳㻼㻌㻔㻸㼕㼚㼠㼑㼏㻌㻹㼍㼏㼠㼍㼏㻌㻳㼘㼛㼎㼍㼘㻌㻼㼞㼛㼐㼡㼏㼠㼟㻕䛃 䝤䝷䞁䝗䛷ᮾ༡䜰䝆䜰ᕷሙ䛻ᮏ᱁ᢞධ䛧䚸 㣗ရ⏝㏵䛺䛹䛷᪤䛻᥇⏝
ᐇ⦼䜒ୖ䛜䛳䛶䛔䜎䛩䚹

䝬䝑䜽䝍䝑䜽 䞉 䜰䝯䝸䜹♫
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ウインドーフィルムメーカー、マディコ社の立て直しが急務
䚷㻝㻥㻤㻣ᖺ䛻㈙䛧䛯⡿ᅜ䛾䝬䝕䜱䝁♫䛿䚸䝬䝃䝏䝳䞊䝉䝑䝒ᕞ䛻ᮏ♫ᕤ
ሙ䜢᭷䛧䛶䛔䜎䛧䛯䛜䚸᪂つ䝡䝆䝛䝇䛾ኴ㝧㟁ụ⏝䝞䝑䜽䝅䞊䝖䛾䜚ୖ
䛢ᛴᣑ䜢ཷ䛡䛶䚸ྠ〇ရ䛾⏕⏘䛻㞟୰䛩䜛䛯䜑䚸㻞㻜㻝㻜ᖺ㻥᭶䛻䝣䝻䝸
䝎ᕞ䛾䜴䜲䞁䝗䞊䝣䜱䝹䝮䝯䞊䜹䞊䜢㈙䚹㻞ᕤሙయไ䛷䛾〇ရ౪⤥యไ
䜢ᩚ䛘䜎䛧䛯䚹䛧䛛䛧䛭䛾⩣ᖺ䛛䜙䚸ኴ㝧ග䝟䝛䝹䛾ᛴ㏿䛺䝁䝰䝕䜱䝔䜱
䛻క䛖䝞䝑䜽䝅䞊䝖䛾౯᱁ୗⴠ䛸ཷὀῶ䛻䜘䛳䛶䚸㻞㻜㻝㻞ᖺ௨㝆䚸Ⴀᴗ
㉥Ꮠ䛜⥆䛔䛶䛝䜎䛧䛯䚹

䝬䝕䜱䝁♫

䚷⌧ᅾ䚸ᢤᮏⓗ䛺⤒Ⴀྜ⌮䜢㐍䜑䛶䛚䜚䚸ᖺ䛻䛿䝞䝑䜽䝅䞊䝖ᴗ
䛛䜙᧔㏥䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸䝣䝻䝸䝎ᕞ䛷᪂䛯䛺ᅵᆅ䞉ᘓ≀䜢ྲྀᚓ䚹ᚋ
䛿䚸䛣䛣䜢᪂䛯䛺⏕⏘ᣐⅬ䛸䛧䛶⏕⏘タഛ䛾㞟⣙䜢ᅗ䛳䛶䛔䛝䜎䛩䚹䜎
䛯䚸㻞㻜㻝㻢ᖺ䛻㈙䛧䛯ᶵ⬟ᛶ䝣䜱䝹䝮䝯䞊䜹䞊䛷䛒䜛㼂㻰㻵♫䛸䛾㐃ᦠᙉ
䛻䜘䛳䛶᪂〇ရ䛾㛤Ⓨ䞉ᕷሙᢞධ䜒✚ᴟ䛥䛫䚸ᮇ䛿㻣ᖺ䜆䜚䛾㯮Ꮠ
䜢┠ᣦ䛧䛶䛔䜎䛩䚹
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電子・光学関連
SWOT分析
Strengths （強み）
䞉༙ᑟయ䛾〇㐀䞉ᐇᕤ⛬䛻䜟䜜䜛䝔䞊䝥䛸⨨䛾⥲ྜᥦຊ
䞉ୡ⏺䛾༙ᑟయ䞉㟁Ꮚ㒊ရ䝯䞊䜹䞊ྛ♫䜈䛾㇏ᐩ䛺⣡ධᐇ⦼䛸⊂⮬䛾ᢏ⾡ຊ

Weaknesses（弱み）
䞉䜶䝺䜽䝖䝻䝙䜽䝇㛵㐃ᕷሙ䛾ᣑ䛻ᑐ䛩䜛䝸䝋䞊䝇㊊䚸୍㒊⨨䛾⣡ᮇ䛾㛗ᮇ
䞉༙ᑟయ㛵㐃䚸㟁Ꮚ㒊ရ㛵㐃䚸ᾮᬗ㛵㐃䛻⥆䛟䚸᪂つᴗ䛾ఙ䜃ᝎ䜏

Opportunities（機会）
䞉㻵㼛㼀䛾ᬑཬ䚸⮬ື㌴䛾㟁䛺䛹䛻క䛖䜶䝺䜽䝖䝻䝙䜽䝇㛵㐃ᕷሙ䛾ᣑ
䞉༙ᑟయ䝟䝑䜿䞊䝆䜔㟁Ꮚ㒊ရ䚸ගᏛ䝕䜱䝇䝥䝺䜲䛻㛵䜟䜛ᢏ⾡㠉᪂

Threats（脅威）
䞉㟁Ꮚᶵჾ䛾䝁䝰䝕䜱䝔䜱䛻క䛖〇ရ౯᱁䛾ୗⴠ
䞉䜶䝺䜽䝖䝻䝙䜽䝇㛵㐃ᕷἣ䛾ᛴ㏿䛺ᝏ䜔Ⅽ᭰䛾ኚື

●アドバンストマテリアルズ事業部門
主要製品
䞉༙ᑟయ㛵㐃⢓╔䝔䞊䝥䞉⨨㻌 㻌

㻌

䞉✚ᒙ䝉䝷䝭䝑䜽䝁䞁䝕䞁䝃㛵㐃䝔䞊䝥

執行役員 事業統括本部 アドバンストマテリアルズ事業部門長

海谷 健司

䚷༙ᑟయ䞉㟁Ꮚ㒊ရᕷሙ䛜䛝䛟ఙ㛗䛩䜛୰䚸㻞㻜㻝㻤ᖺ㻟᭶ᮇ䛿䚸䛭䛾〇㐀ᕤ⛬䛻㛵䜟䜛䝔䞊䝥䞉⨨䛺䛹䛜ዲ
ㄪ䛻᥎⛣䛧䜎䛧䛯䚹䇾ᖖ䛻㻺㼛㻚㻝䛻䛣䛰䜟䜝䛖䇿䛸䛔䛖ᴗ㒊㛛᪉㔪䛾ୗ䚸㢳ᐈ䜔ᕷሙ䛜ồ䜑䛶䛔䜛䜒䛾䜢ᚭᗏⓗ
䛻㏣ồ䛧䚸䝍䜲䝮䝸䞊䛺〇ရ㛤Ⓨ䞉ᥦ䛻ດ䜑䛶䛝䛯䛣䛸䛜䚸᪥䛾ᴗ⦼䛻䛴䛺䛜䛳䛶䛔䜛䛸⮬㈇䛧䛶䛔䜎䛩䚹
䚷༙ᑟయ㛵㐃⢓╔䝔䞊䝥䛚䜘䜃✚ᒙ䝉䝷䝭䝑䜽䝁䞁䝕䞁䝃㛵㐃䝔䞊䝥䛿䚸䝝䜲䜶䞁䝗ྥ䛡䜢୰ᚰ䛸䛩䜛ᙜ♫〇ရ
㟂せ䛾ᛴᣑ䜢ཷ䛡䛶㏆ᖺ䝣䝹✌ാ≧ែ䛻䛒䜛䛯䜑䚸⏕⏘యไ䛾ぢ┤䛧䜔⏕⏘⬟ຊ䛾ቑᙉ䜢㐍䜑䛶䛔䜎䛩䚹
䜎䛯ᚋ䛿䚸ཎᮦᩱ䛸䛺䜛䝧䞊䝇䝣䜱䝹䝮䛾Ᏻᐃⓗ䛺ㄪ㐩䚸䛒䜛䛔䛿ရ㉁㠃䛾ಙ㢗ᛶ䛾☜ಖ䛸䛔䛳䛯ほⅬ䛛
䜙䚸䝃䝥䝷䜲䝲䞊ྛ♫䜈䛾✚ᴟⓗ䛺ሗ㛤♧䜔༠ຊせㄳ䛺䛹䚸䝃䝥䝷䜲䝏䜵䞊䞁䝬䝛䝆䝯䞁䝖䛾୍ᒙ䛾ᙉ䛜
ㄢ㢟䛸䛔䛘䜎䛩䚹

●オプティカル材事業部門
主要製品
䞉 ೫ග 䡡 ┦ᕪ䝣䜱䝹䝮䠋⢓╔ຍᕤ㻌
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事業統括本部 オプティカル材事業部門長 伊藤 晋二
䚷㻞㻜㻝㻤 ᖺ 㻟 ᭶ᮇ䛾ᾮᬗ䝕䜱䝇䝥䝺䜲⏝䝣䜱䝹䝮䛾⢓╔ຍᕤ䝡䝆䝛䝇䛿䚸 ㈍ᩘ㔞䛿ఙ䜃䛯䜒䛾䛾䚸 ୰ᅜ䛾ᾮᬗ
䝟䝛䝹䝯䞊䜹䞊䛾ྎ㢌䛺䛹䜒䛒䛳䛶㈍༢౯䛜ୗ䛜䜚䚸 ୖ㧗䛿ῶᑡ䛧䜎䛧䛯䚹 ᙜ♫䛸䛧䛶䛿䚸 ኚື㈝䛚䜘䜃ᅛ
ᐃ㈝䛾๐ῶ䛻ຍ䛘䚸 ᪥ᮏ 䞉 㡑ᅜ 䞉 ྎ‴䛾ྛ⏕⏘ᣐⅬ䛚䜘䜃༠ᴗ䛩䜛೫ග䝣䜱䝹䝮䝯䞊䜹䞊䛸䛾㛫䛷䜾䝻䞊䝞䝹
䜸䝨䝺䞊䝅䝵䞁䜢ᙉ䛧䚸 ☜ᐇ䛻┈䜢⏕䜏ฟ䛫䜛యไ䜢ᵓ⠏䛧䛶䛔䛛䛺䛡䜜䜀䛺䜚䜎䛫䜣䚹
䚷䜎䛯᭷ᶵ 㻱㻸 䝕䜱䝇䝥䝺䜲ྥ䛡䛻䛴䛔䛶䛿䚸 〇ရᵓ㐀ୖ䚸 ᾮᬗ䝕䜱䝇䝥䝺䜲䛸ẚ䜉䛶೫ග䝣䜱䝹䝮䛾⏝ᯛᩘ䛜
ᑡ䛺䛟䚸 䜎䛯⌧Ⅼ䛷䛿䜎䛰ᕷሙつᶍ䛜䛝䛟䛿䛒䜚䜎䛫䜣䛜䚸 ╔ᐇ䛻ཷὀ䛜ᣑ䛧䛶䛝䛶䛔䜎䛩䚹 ᭷ᶵ 㻱㻸 䛾
䛥䜙䛺䜛ᬑཬ 䞉 ᾐ㏱䜢ぢᤣ䛘䚸 ๓㏙䛾䝣䜱䝹䝮䝯䞊䜹䞊䛸䛾༠ᴗ䜢῝䛥䛫䛺䛜䜙䚸 ᪂䛯䛺ගᏛᶵ⬟ᛶ䝣䜱䝹䝮䛾
ຍᕤ䝡䝆䝛䝇䛻䛴䛔䛶䜒ᶍ⣴䛧䛶䛔䛝䜎䛩䚹

TOPICS
市場の活況も受け、好調を持続する半導体関連テープ
䚷䛒䜙䜖䜛䝰䝜䛜䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖䛻䛴䛺䛜䜛䛂㻵㼛㼀䛃䛾ᬑཬ䜔ḟୡ௦䛾㧗㏿
㏻ಙᢏ⾡䛂㻡㻳䛃䛾ᑟධ䚸䛭䛧䛶⮬ື㌴䛾㟁䛺䛹䛷䚸༙ᑟయᕷሙ䛿⣙
㻠ᖺ࿘ᮇ䛷ዲἣ䛸ἣ䜢⧞䜚㏉䛩䝅䝸䝁䞁䝃䜲䜽䝹䛛䜙⬺༷䛧䚸䛂䝇䞊䝟䞊
䝃䜲䜽䝹䛃䛻ධ䛳䛯䛸䛔䜟䜜䛶䛚䜚䚸ᕷሙ䛾ᑗ᮶䛿㠀ᖖ䛻᫂䜛䛔䛸ぢ䜙䜜
䛶䛔䜎䛩䚹༙ᑟయᕷሙ䛾ᣑ䛸䛔䛖㏣䛔㢼䛰䛡䛷䛺䛟䚸䛘䜀㢳ᐈ䝙䞊
䝈䛻䝬䝑䝏䛧䛯䜴䜵䝝⾲㠃ಖㆤ䝔䞊䝥䛾⥅⥆ⓗ䛺㛤Ⓨ䞉ᥦ䛺䛹䛜ዌຌ
䛧䛶䝅䜵䜰䜢ᣑ䛥䛫䛶䛝䛯䛣䛸䜒䚸㏆ᖺ䛻䛚䛡䜛䜚ୖ䛢ఙ㛗䛾䛝䛺
せᅉ䛸䛺䛳䛶䛔䜎䛩䚹

生産効率の向上と新規材料の事業化を目指す
䚷ᖺ 㻠 ᭶䚸 䜸䝥䝔䜱䜹䝹ᮦᴗ㒊㛛䛾⤌⧊䜢⦅䛧䚸 䛂䜾䝻䞊䝞䝹⟶⌮㒊䛃 䛸 䛂ᶵ⬟ᮦᩱ㒊䛃 䛾 㻞 㒊యไ䛸䛧
䜎䛧䛯䚹 䜾䝻䞊䝞䝹⟶⌮㒊䛿䚸 ᪥ᮏ 䞉 㡑ᅜ 䞉 ྎ‴䛾ྛ⏕⏘ᣐⅬ䜢䝧䞊䝇䛻䚸 䜾䝻䞊䝞䝹䜸䝨䝺䞊䝅䝵䞁䛻䜘䛳䛶
⏕⏘ຠ⋡䜔ရ㉁䜢䛥䜙䛻㧗䜑䛶䛔䛟ᙺ䜢ᢸ䛔䚸 䜎䛯ᶵ⬟ᮦᩱ㒊䛿䚸 ೫ග䝣䜱䝹䝮䛰䛡䛷䛺䛟䚸 ᪂䛧䛔䝕䜱䝇䝥䝺
䜲䛾ᵓ㐀䛻ᑐᛂ䛧䛯ᶵ⬟ᛶᮦᩱ䛾㛤Ⓨ 䞉 ᥦ䜢⾜䛳䛶䛔䜎䛩䚹
䚷䛣䜜䛛䜙䛿䚸 ༠ᴗ䛩䜛೫ග䝣䜱䝹䝮䝯䞊䜹䞊䛸䛾㐃ᦠᙉ䛻䜘䜛⏕⏘ຠ⋡䛾ྥୖ䛻ຍ䛘䚸 䝕䜱䝇䝥䝺䜲䛾ぢ䜔䛩
䛥䜢㧗䜑䜛ගᣑᩓ䝣䜱䝹䝮䜔䚸 䜺䝷䝇௦᭰ᮦᩱ䛸䛺䜛䝝䜲䝞䝸䜰䝣䜱䝹䝮䛸䛔䛳䛯䚸 ೫ග䝣䜱䝹䝮௨እ䛾ගᏛ㛵㐃
㒊ᮦ䛾ᴗᣑ䛻䜒ὀຊ䛧䛶䛔䛛䛺䛡䜜䜀䛺䜚䜎䛫䜣䚹 ᪤䛻༑ศ䛺ᛶ⬟䛜☜❧䛥䜜䛶䛔䜛䛣䜜䜙䛾䜰䜲䝔䝮䛻䛴
䛔䛶䚸 㔞⏘ᑐᛂ䜒ྵ䜑䚸 ᴗ䛻ྥ䛡䛶䛧䛳䛛䜚䛸ྲྀ䜚⤌䜣䛷䛔䛟⪃䛘䛷䛩䚹

೫ග䝣䜱䝹䝮
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洋紙・加工材関連
SWOT分析
Strengths（強み）
䞉ᑒ⟄⏝⣬䜔≉Ṧᶵ⬟⣬䛺䛹䚸ᅜෆᕷሙ䛻䛚䛡䜛㧗䝅䜵䜰䛸ከရ✀ᑠ䝻䝑䝖⏕⏘యไ
䞉ඃ䜜䛯㞳ฎ᪉ᢏ⾡䛸ሬᕤᢏ⾡

Weaknesses（弱み）
䞉ᾏእᕷሙ䛻䛚䛡䜛≉Ṧ⣬䛾㈍⥙䚸䝕䝸䝞䝸䞊యไ䜔䝤䝷䞁䝗ຊ䚸౯᱁➇தຊ
䞉ᑒ⟄⏝⣬䚸≉Ṧᶵ⬟⣬䚸ᕤ⛬⣬䛺䛹䛻⥆䛟䚸᪂〇ရ䛾ఙ䜃ᝎ䜏

Opportunities（機会）
䞉୰ᅜ䜔ᮾ༡䜰䝆䜰䛻䛚䛡䜛㧗ຍ౯್〇ရ䛾㟂せᣑ
䞉ᅜෆእ䛻䛚䛡䜛⎔ቃព㆑䛾㧗䜎䜚

Threats（脅威）
䞉䝨䞊䝟䞊䝺䝇䛻క䛖⣬䛾㟂せῶ㏥
䞉㍺ධ䝟䝹䝥䜢䛿䛨䜑䛸䛩䜛せཎᮦᩱ౯᱁䛾㧗㦐

●洋紙事業部門
主要製品
䞉䜹䝷䞊ᑒ⟄⏝⣬㻌

䞉㧗⣭༳ๅ⏝⣬

䞉Ⰽ⏬⏝⣬㻌

䞉㧗⣭⣬〇ရ⏝⣬

䚷㻌

䞉≉Ṧᶵ⬟⣬

執行役員 事業統括本部 洋紙事業部門長 菅谷 俊巳
䚷㏆ᖺ䛾䝨䞊䝟䞊䝺䝇䛻䜘䜛ᕷሙ⦰ᑠ䜔ཎᮦᩱ౯᱁䛾㧗㦐䜢ཷ䛡䛶䚸㠀ᖖ䛻ཝ䛧䛔ᴗ⎔ቃ䛻┤㠃䛧䛶䛔䜎
䛩䚹䛭䛖䛧䛯୰䚸㻞㻜㻝㻤ᖺ㻟᭶ᮇ䛿⪏Ἔ⪏Ỉ⣬䚸↓ሻ⣬䚸⇕ჾ⏝ཎ⣬䛸䛔䛳䛯≉Ṧᶵ⬟⣬䛜ఙ㛗䛧䚸ୖ㧗䛾
⣙༙ศ䜢༨䜑䜛ຊ䛾䜹䝷䞊ᑒ⟄⏝⣬䛺䛹䛾ⴠ䛱㎸䜏䜢䜹䝞䞊䛧䜎䛧䛯䚹
䚷⌧ᅾ䚸ᙜᴗ㒊㛛䛾䜚ୖ䛢䛾㻥௨ୖ䛜ᅜෆᕷሙྥ䛡䛷䛒䜚䚸䛭䛾䛥䜙䛺䜛䝅䜵䜰䜰䝑䝥䜢ᅗ䜛୍᪉䛷䚸ᾏእᕷ
ሙ䛾㛤ᣅ䛜ᚋ䛾ᴗᣑ䛻ྥ䛡䛯䛝䛺ㄢ㢟䛸䛔䛘䜎䛩䚹ᮾ༡䜰䝆䜰ᆅᇦ䛺䛹䛾⏕άỈ‽䛾ྥୖ䛻క䛳䛶㣗
ရ⏝ໟ⣬䛾㟂せ䛿☜ᐇ䛻㧗䜎䜛䛸ぢ䛶䛚䜚䚸↓ሻ⣬䛺䛹䜒ྵ䜑䚸䛥䜙䛺䜛ᣑ㈍ᒎ㛤䛻ὀຊ䛧䛶䛝䛯䛔䛸⪃䛘䛶䛔
䜎䛩䚹䜎䛯䚸ୡ⏺ⓗ䛺⎔ቃព㆑䛾㧗䜎䜚䜢ཷ䛡䚸㐺ษ䛺᳃ᯘ⟶⌮䛻ᐤ䛩䜛᳃ᯘㄆド䝟䝹䝥䛾⏝ᣑ䜔䚸ᮏ᮶
ᗫᲠ䛥䜜䜛䛿䛪䛾㠀ᮌᮦཎᩱ䜢⏝䛧䛯ΰᢒ⣬䚸䛾⬺䝥䝷䝇䝏䝑䜽䛾ື䛝䛻ᑐᛂ䛧䛯≉Ṧ⣬䛺䛹䛾㛤Ⓨ䜢᥎
㐍䛧䛶䛔䛝䜎䛩䚹
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●加工材事業部門
主要製品
䞉⢓╔〇ရ⏝㞳⣬㻌

䚷䞉ගᏛ㛵㐃〇ရ⏝㞳䝣䜱䝹䝮

䞉ྜᡂ⓶㠉⏝ᕤ⛬⣬㻌

䚷䞉Ⅳ⣲⧄⥔」ྜᮦᩱ⏝ᕤ⛬⣬

執行役員 事業統括本部 加工材事業部門長 岩崎 豊
䚷㻞㻜㻝㻤ᖺ㻟᭶ᮇ䛻䛚䛔䛶䛿䚸䝇䝬䞊䝖䝣䜷䞁ྥ䛡䛾㟁Ꮚᮦᩱ⏝㞳⣬䜔ගᏛ㛵㐃〇ရ⏝㞳䝣䜱䝹䝮䚸䛥䜙䛻䛿ྜ
ᡂ⓶㠉⏝ᕤ⛬⣬䛾䜚ୖ䛢䛜ዲㄪ䛻᥎⛣䛧䜎䛧䛯䚹䝇䝬䞊䝖䝣䜷䞁䛾ฟⲴྎᩘ䛾ఙ䜃⮬య䛿㕌ഴྥ䛻䛒䜚䜎䛩
䛜䚸㧗ᶵ⬟䛻క䛳䛶ᦚ㍕䛥䜜䜛㟁Ꮚ㒊ရ䛾ᩘ䛿ቑ䛘䛶䛚䜚䚸䝝䜲䜶䞁䝗ྥ䛡䛾㞳⣬䞉㞳䝣䜱䝹䝮䛾㟂せᣑ
䛿ᚋ䜒⥆䛟䛸ぢ䛶䛔䜎䛩䚹ྜᡂ⓶㠉⏝ᕤ⛬⣬䛻䛴䛔䛶䛿䚸≉䛻㟂せ䛜ఙ䜃䛶䛔䜛⮬ື㌴ྥ䛡䜢䝍䞊䝀䝑䝖䛻䚸㈍
௦⌮ᗑ䛸䛾㐃ᦠ䜢ᙉ䛧䛶ୡ⏺ྛᅜ䛻ᣑ㈍䜢ᅗ䛳䛶䛔䜎䛩䚹
䚷䜎䛯䚸䛣䜜䜎䛷ཎἜᏳ䛻䜘䛳䛶ప⇞㈝䛾⯟✵ᶵ㟂せ䛜ῶᑡ䛧䚸ཝ䛧䛔ᴗ⎔ቃ䛜⥆䛔䛶䛔䛯Ⅳ⣲⧄⥔」ྜᮦᩱ
⏝ᕤ⛬⣬䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᚋ䛾⯟✵ᶵቑ⏘䛻క䛳䛶䚸ᶵయ䛻䜟䜜䜛Ⅳ⣲⧄⥔」ྜᮦᩱ䛾㟂せᅇ䜢ぢ㎸䜣䛷䛔
䜎䛩䚹䝁䝇䝖๐ῶດຊ䜢⥆䛡䛴䛴䜒䚸༢䛺䜛౯᱁➇த䛻㝗䜛䛣䛸䛺䛟䚸ရ㉁䜔䝃䞊䝡䝇䛾ᕪู䜢ᅗ䛳䛶䛔䛟䛸䛔䛖
ᇶᮏ᪉㔪䛾ୗ䚸䛣䜜䛛䜙䜒㢳ᐈ䝙䞊䝈䛻䛧䛳䛛䜚䛸ᛂ䛘䚸ᣢ⥆ⓗ䛻┈䜢☜ಖ䛧䛶䛔䛡䜛䜘䛖ດ䜑䛶䛔䛝䜎䛩䚹

TOPICS
さらなる伸長が期待される特殊機能紙
䚷ᙜ♫䛾⪏Ἔ⪏Ỉ⣬䛿䚸 ᮌᮦ䝟䝹䝥䛻≉Ṧᶞ⬡䜢ྵ᭷䛥䛫䜛䛣䛸䛷䚸 Ἔ䜔Ỉ䛾ᰁ䜏ฟ䛧䜢ᢚ䛘䛴䛴䚸 㧗䛔Ỉ
Ẽ㏱㐣ᛶ䜢ᐇ⌧䛧䛶䛚䜚䚸 䝣䜯䝇䝖䝣䞊䝗ᗑ䜔䝁䞁䝡䝙䜶䞁䝇䝇䝖䜰䛾䝩䝑䝖䝇䝘䝑䜽䛺䛹䛾ໟ⣬䛸䛧䛶᥇⏝䛜ቑ䛘
䛶䛝䛶䛔䜎䛩䚹 䜎䛯↓ሻ⣬䛿䚸 ≉Ṧᶞ⬡䛻䜘䜚䝟䝹䝥⧄⥔㛫䛾᥋╔ᛶ䜢㧗䜑䛯䚸 ◚䛔䛶䜒ሻ䛜ฟ䛻䛟䛔≉Ṧᶵ
⬟⣬䛷䛩䚹 ༙ᑟయ䜔⢭ᐦᶵᲔ䛺䛹䛾〇㐀⌧ሙ䛷䜟䜜䜛సᴗᣦ♧᭩䜔ᕤ⛬⟶⌮⚊䛺䛹䛸䛧䛶䚸 䜶䝺䜽䝖䝻䝙䜽䝇
ᴗ⏺䛾ఙ㛗䛸䛸䜒䛻㟂せ䛜ᣑ䛧䛶䛔䜎䛩䚹
䚷≉Ṧᶵ⬟⣬ศ㔝䛾ᰕ䛸䛔䛘䜛䛣䜜䜙䛾〇ရ䛻ຍ䛘䚸 ᭱㏆䛿⇕ჾ⏝ཎ⣬䜒䜚ୖ䛢䛜ዲㄪ䛻᥎⛣䛧䛶䛔
䜎䛩䚹ఫᏯ䜔䜸䝣䜱䝇䝡䝹䛺䛹䛻䛚䛔䛶䚸ᒇෆ䛾䜽䝸䞊䞁䛺✵Ẽ䛾☜ಖ䛸┬䜶䝛䝹䜼䞊䛸䜢୧❧䛩䜛⇕ჾ䛿䚸
୰ᅜ䜢䛿䛨䜑䛸䛩䜛ᾏእ䛷ᑟධ䛜㐍䜣䛷䛔䜎䛩䚹 䛭䛾䝣䜱䝹䝍䞊䛸䛧䛶䚸 ඃ䜜䛯྾‵ᛶ䜔㞴⇞ᛶ䜢᭷䛩䜛ᙜ♫〇
ရ䛻ᑐ䛩䜛ホ౯䛿㧗䛟䚸 ᘬ䛝⥆䛝✵ㄪᶵჾ䝯䞊䜹䞊ྛ♫䛻ᑐ䛧䛶✚ᴟᥦ䜢ᅗ䛳䛶䛔䛝䜎䛩䚹 䛣䛖䛧䛯≉Ṧᶵ⬟⣬
ศ㔝䛻䛚䛡䜛୍ᒙ䛾ᕷሙ㛤ᣅ䛜䚸 ᚋ䛾ὒ⣬ᴗ䛻䛸䛳䛶䛝䛺㘽䛸䛺䛳䛶䛟䜛䛸⪃䛘䛶䛔䜎䛩䚹

⪏Ἔ⪏Ỉ⣬
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加工材事業の柱の一つ、合成皮革用工程紙
䚷ྜᡂ⓶㠉䛿䝞䝑䜾䜔㠐䛺䛹䛻ຍ䛘䛶䚸 ⮬ື㌴䛾ෆ⏝㏵䛷᥇⏝䛜ᣑ䛧䛶䛔䜎䛩䚹 ᙜ♫䛷䛿⮬ື㌴ྥ䛡
䛻᭱㐺䛺䜢䝉䝺䜽䝖䛧䛶㈍ಁάື䛻ὀຊ䛧䛶䛔䜛䜋䛛䚸 䛾䝞䝸䜶䞊䝅䝵䞁䜢䛥䜙䛻ᗈ䛢䜛䜉䛟䚸 ୰ᅜ 䞉 ⸽ᕞ䛾
⏕⏘Ꮚ♫䛷᪂䛧䛔䜶䞁䝪䝇᪉ᘧ䛾☜❧䛻ྲྀ䜚⤌䜣䛷䛔䜎䛩䚹 䛭䛾୍᪉䚸 ୡ⏺᭱䛾ᕷሙ䛷䛒䜛୰ᅜ䛻䛚䛔䛶
䛿䚸 ྜᡂ⓶㠉䝯䞊䜹䞊䛜ῶᑡ䛩䜛୰䚸 ᙜ♫䛸➇ྜ䛩䜛ᕤ⛬⣬䝯䞊䜹䞊䛜ቑຍ䛧䚸 ➇த⎔ቃ䛾ኚ䜒⏕䛨䛶䛔䜎䛩䚹
㈍௦⌮ᗑ䛸䛾㐃ᦠᙉ䛺䛹䛻䜘䛳䛶ᕷሙ䛷䛾䝅䜵䜰䜢䛧䛳䛛䜚䛸☜ಖ䛧䚸 䛥䜙䛻ᣑ䛧䛶䛔䛟ィ⏬䛷䛩䚹

工程紙を使用した合成皮革の製造方法
䚷ᕤ⛬⣬䛾ୖ䛻ᶞ⬡䜢ሬ䛳䛶ᇶᕸ䜢㈞䜚ྜ䜟䛫䚸 ⇱ᚋ䛻ᕤ⛬⣬䜢䛜䛩䛣䛸䛷䜢㌿䛧䜎䛩䚹

基布

合成皮革

粘着剤

乾燥
工程紙

ポリウレタン樹脂
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企業価値の創造に向けて

研究開発
䚷䇾ᢏ⾡❧♫䇿 䜢ᶆᴶ䛩䜛䝸䞁䝔䝑䜽䛻䛸䛳䛶䚸 ◊✲㛤Ⓨຊ䛾ᙉ䛿ᣢ⥆ⓗᡂ㛗䜢ᐇ⌧䛩䜛䛯䜑䛾᭱䜒㔜せ䛺⤒Ⴀ
ᡓ␎䛾୍䛴䛷䛩䚹 ᙜ♫䛷䛿䚸 ⊂⮬䛾ᢏ⾡ຊ䜢⏕䛛䛧䛯ᶵ⬟ᛶᮦᩱ䛾㛤Ⓨ䛸䛭䛾ຍᕤᢏ⾡䛾㛤Ⓨ䚸 䛭䛧䛶㢳ᐈ䝙䞊
䝈䜢㔜ど䛧䛯䝬䞊䜿䝑䝖ᑐヰᆺ䛾◊✲䝇䝍䜲䝹䛻䜘䛳䛶䚸 䛥䜎䛦䜎䛺㢳ᐈ䛾ㄢ㢟䜢ゎỴ䛩䜛〇ရ䚸 䛭䛧䛶䛣䜜䜎䛷䛻
䛺䛔⊂ⓗ䛺ᕷሙ≌ᘬᆺ〇ရ䜢⏕䜏ฟ䛧䛶䛔䜎䛩䚹 ᚋ䜒〇ရ㛤Ⓨ䛾䝇䝢䞊䝗䜰䝑䝥䜔᪂つᢏ⾡䛾☜❧䜢┠ᣦ䛧䚸
䛥䜙䛺䜛యไᙉ䜢㐍䜑䛶䛔䛝䜎䛩䚹

粘着応用技術

表面改質技術

粘着剤、各種基材の開発およびその

紙やフィルムの表面に

複合技術により、
「貼る」
「剥がす」

化学的・物理的処理を施すことで、

という粘着製品の基本機能の

その性能を高めたり、

応用領域を拡大します。

新たな機能を付加したりします。

四つの
基盤技術
システム化技術

特殊紙・剥離材製造技術

機械・装置のシステム化をはじめ、

独自の抄紙技術や塗工、含浸、

素材の特性を生かした高度な

貼合技術などを駆使し、従来の紙

システム構築で、先進の

の概念を超える特殊機能紙や

ソリューションをご提案します。

高付加価値材を開発します。

研究開発体制
䚷ᙜ♫䛾◊✲㛤Ⓨᶵ⬟䛜㞟୰䛩䜛◊✲㛤Ⓨᮏ㒊 䞉 ◊✲ᡤ䛷䛿䚸 ᭱᪂
㗦䛾◊✲タഛ䛻ຍ䛘䚸 䜽䝸䞊䞁䝹䞊䝮䜔䝴䞊䝄䞊䛾⏕⏘⎔ቃ䛸ྠ➼䛾
༙ᑟయ㛵㐃⨨䜎䛷䜒ഛ䛧䛶䛔䜎䛩䚹 㻞㻜㻝㻡 ᖺ䛻䛿ᇸ⋢┴䛾᪤ᏑᲷ䛾
㏆㞄ᆅ䛻ඛ➃ᢏ⾡Ჷ䛜ᡂ䚹 ᕤሙ䛾㔞⏘タഛ䛻㏆䛔ᆺ䝔䝇䝖ሬᕤタ
ഛ䜢ᑟධ䛧䚸 㛤Ⓨ䛛䜙㔞⏘䜎䛷䜢䝇䝮䞊䝈䛻⾜䛘䜛యไ䜢ᩚ䛘䜎䛧䛯䚹
⌧ᅾ䚸 ⌧ᴗ䛻┤⤖䛩䜛〇ရ㛤Ⓨ䜢⾜䛖 䛂〇ရ◊✲㒊䛃 䛸䚸 ᑗ᮶䜢ぢᤣ
䛘䛯◊✲㛤Ⓨ䜢⾜䛖 䛂᪂⣲ᮦ◊✲㒊䛃 䜢୰ᚰ䛻⣙ 㻞㻜㻜 ே䛾◊✲ဨ䛜ᅾ

ᆺ䝔䝇䝖ሬᕤタഛ

⡠䛧䛶䛚䜚䚸 ᪥䚻䛭䜜䛮䜜䛾䝔䞊䝬䛻ບ䜣䛷䛔䜎䛩䚹 䜎䛯䚸 ⡿ᅜ 䞉 䝔䜻
䝃䝇ᕞ䛾䝘䝜䝃䜲䜶䞁䝇䠃䝔䜽䝜䝻䝆䞊䝉䞁䝍䞊䛷䛿䚸 ᚑ᮶䛾ᢏ⾡㡿ᇦ
䛸䛿␗䛺䜛᪂䛧䛔ศ㔝䛾◊✲㛤Ⓨ䛻ྲྀ䜚⤌䜣䛷䛔䜎䛩䚹
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研究開発方針
䚷ᙜ♫䛷䛿䚸 ᪤Ꮡᴗ䛻䛚䛡䜛➇தຊ䛾ᙉ䛸᪂つᴗ 䞉 ᪂〇ရ䛾ฟ䛻ྥ䛡䚸 ᡭ䛜䛡䛯䝔䞊䝬䜢ᚲ䛪ᙧ䛻䛩
䜛䛯䜑䛾◊✲㛤Ⓨ䜢᥎㐍䛧䛶䛔䜎䛩䚹 ◊✲㛤Ⓨ䛾ึᮇẁ㝵䛻䛚䛡䜛㢳ᐈ䝙䞊䝈䜔㛤Ⓨ䝥䝻䝉䝇䛾⢭ᰝ䛻㔜䛝䜢
⨨䛟 䛂䝣䝻䞁䝖䝻䞊䝕䜱䞁䜾タィ䛃 䜔䚸㻌᪂つᮦᩱ㛤Ⓨ䛸㔞⏘䛻ྥ䛡䛯䝥䝻䝉䝇㛤Ⓨ䜢ྠ୪⾜䛷᥎㐍䛧䛶䛔䛟 䛂䝽
䞁䝇䝖䝑䝥㛤Ⓨ䛃 䜢䜻䞊䝽䞊䝗䛻㛤Ⓨຠ⋡䛾ྥୖ䛻ດ䜑䛶䛔䜎䛩䚹 䜎䛯䚸 㻞㻜㻝㻣 ᖺ 㻠 ᭶䛻䛿᪂つᴗ䛾ฟ䛺䛹
䜢᥎㐍䛩䜛⏬㒊䜢◊✲ᡤചୗ䛻⛣⟶䚹 䛣䛾⏬㒊䛸᪂⣲ᮦ◊✲㒊䜔〇ရ◊✲㒊䚸ྛᴗ㒊㛛䛸䛜㐃ᦠ䛧䛯䛂䝇
䝔䞊䝆 䞉 䝀䞊䝖 䞉 䝅䝇䝔䝮䛃 䛸䛔䛖◊✲㛤Ⓨ䝇䜻䞊䝮䜢᪂䛯䛻ᵓ⠏䛧䚸 ᪂〇ရ䜢㎿㏿䛻⏕䜏ฟ䛩䜉䛟ྲྀ䜚⤌䜣䛷
䛔䜎䛩䚹
「ステージ・ゲート・システム」
䚷◊✲㛤Ⓨ䝔䞊䝬䜢 䛂╔䛃 䛂ㄪᰝ䛃 䛂䜲䞁䜻䝳䝧䞊䝅䝵䞁䛃 䛂◊✲㛤Ⓨ䛃 䛂〇ရ㛤Ⓨ䛃 䛾 㻡 ẁ㝵䛻ศ䛡䚸 䛭䜜䛮
䜜䛾䝇䝔䞊䝆㛫䛻䝀䞊䝖䜢タ⨨䚹 ྛ䝀䞊䝖䛷ᑂᰝ 䞉 䝏䜵䝑䜽䜢⾜䛔䚸 ◊✲䜢๓䛻㐍䜑䜛䛛䚸 ྲྀ䜚䜔䜑䜛䛛䜢ุ᩿䛩
䜛䝅䝇䝔䝮䛷䛩䚹 せᡤ䛷䛾༑ศ䛺᳨ド䛻䜘䛳䛶㛤Ⓨ䛾ᚋᡠ䜚䜢㜵䛞䚸 ྛ䝔䞊䝬䜢╔ᐇ䛛䛴㎿㏿䛻ᙧ䛻䛩䜛䛣䛸䜢
≺䛔䛸䛧䛶䛚䜚䚸 ◊✲ᡤ䛸ྛᴗ㒊㛛䛜ᐦ᥋䛻㐃ᦠ䛩䜛䛣䛸䛷䚸 㢳ᐈ䝙䞊䝈䜔ᕷሙ䛾ኚ䛻ᑐᛂ䛧䛯᪂䛯䛺౯್
䜢㐀䛧䛶䛔䛝䜎䛩䚹

「ステージ・ゲート・システム 」のイメージ
コーポレート研究

着想

調査

インキュベーション

研究開発

製品開発
事業部門

新素材研究部、製品研究部
企画部

事業部門 中・長期テーマ

ゲート

ゲート

ゲート

ゲート

企画部
新素材研究部、製品研究部
事業部門

知的財産活動
䚷ᙜ♫䛷䛿䚸 㢳ᐈ䝙䞊䝈䛻ᛂ䛘䜛⊂ⓗ䛺〇ရ䛾㛤Ⓨ䜢㏻䛨䛶ᴗ౯್䛾ྥୖ䛻ດ䜑䛶䛚䜚䚸 䛣䜜䜙䛾㛤Ⓨά
ື䛻䜘䛳䛶ᚓ䜙䜜䛯≉チᶒ 䞉 ၟᶆᶒ 䞉 ពᶒ䛺䛹䛾▱ⓗ㈈⏘䜢㔜せ䛺⤒Ⴀ㈨※䛸⨨䛵䛡䛶䛔䜎䛩䚹 ◊✲㛤Ⓨ
ᮏ㒊 䞉 ▱ⓗ㈈⏘㒊䛷䛿䚸 ♫ᶒ䛾ᑛ㔜䜢➨୍䛻⪃䛘䜛䛸䛸䜒䛻䚸 䛂ᢏ⾡❧♫䝸䞁䝔䝑䜽䛃 䛾⏕⥺䛸䜒䛔䛘䜛
▱ⓗ㈈⏘ᶒ䛾ᣑ䜢┠ⓗ䛻䚸 ྛ◊✲㛤Ⓨ㒊㛛䛚䜘䜃ྛᴗ㒊㛛䛸㐃ື䛧䛯♫ⓗ䛛䛴ᡓ␎ⓗ䛺▱ⓗ㈈⏘άື
䜢᥎㐍䛧䛶䛔䜎䛩䚹
䚷ᇶ┙ᴗ㡿ᇦ䛸ᡂ㛗ᴗ㡿ᇦ䛻䛚䛡䜛≉チ䝫䞊䝖䝣䜷䝸䜸䛾ᵓ⠏䚸 ᴗ䛾䜾䝻䞊䝞䝹䛻ᑐᛂ䛧䛯▱ⓗ㈈⏘ᶒ
䛾☜ಖ䛺䛹䛻䜘䛳䛶䚸 ᴗ౯್䛾㧗䛔▱ⓗ㈈⏘䛻ᇶ䛵䛟┈ᛶ䛾ྥୖ䜢┠ᣦ䛧䛶䛔䜎䛩䚹
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持続的成長を支える基盤

ESG の取り組み
䚷ᙜ♫䛷䛿Ⰻ䛝ᴗᕷẸ䛸䛧䛶䚸 䛭䛧䛶䝯䞊䜹䞊䛸䛧䛶䚸 䛒䜙䜖䜛䝇䝔䞊䜽䝩䝹䝎䞊䛛䜙ホ౯䛥䜜䚸 ಙ㢗䛥䜜䜛♫䛷
䛒䜚⥆䛡䜙䜜䜛䜘䛖䚸 㻯㻿㻾 䠄ᴗ䛾♫ⓗ㈐௵䠅 䜢᰿ᖿ䛻⨨䛔䛯ᴗ⤒Ⴀ䜢᥎㐍䛧䛶䛔䜎䛩䚹 䛣䛣䛷䛿䚸 ᣢ⥆ྍ⬟
䛺♫䛾ᐇ⌧䛸ᴗ౯್䛾ྥୖ䛻ྍḞ䛺⎔ቃ 䠄㻱䠅 䞉 ♫ 䠄㻿䠅 䞉 䜺䝞䝘䞁䝇 䠄㻳䠅 䛾ഃ㠃䛛䜙ᙜ♫䛾ྲྀ䜚⤌䜏䛻
䛴䛔䛶䛤⤂䛧䜎䛩䚹

マテリアリティ（重点課題）
䚷ᙜ♫䜾䝹䞊䝥䛷䛿䚸 㻯㻿㻾 άື䛾䛥䜙䛺䜛᥎㐍䛸䝇䝔䞊䜽䝩䝹䝎䞊䛛䜙䛾せㄳ䛻ᛂ䛘䛶䛔䛟䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛧䛶䚸 䜾
䝹䞊䝥䛻䛸䛳䛶䛾䝬䝔䝸䜰䝸䝔䜱䜢≉ᐃ䚹 せ䛺ホ౯ᣦᶆ䛾タᐃ䜢⤒䛶䚸 㻞㻜㻝㻣 ᖺ 㻟 ᭶ᮇ䛛䜙ᮏ᱁ⓗ䛺㐠⏝䜢㛤ጞ
䛧䜎䛧䛯䚹

SDGs 委員会の立ち上げ
䚷ᙜ♫䛷䛿 㻿㻰㻳㼟 䜢⤒Ⴀ䛻⤌䜏㎸䜏䚸 ᮏᴗ䜢㏻䛨䛶䛥䜎䛦䜎䛺♫ⓗㄢ㢟䛾ゎỴ䛻ᐤ䛧䛶䛔䛟䛯䜑䚸 ⤌⧊ᶓ᩿
ⓗ䛺㒊⨫䛾䝯䞁䝞䞊䛷ᵓᡂ䛥䜜䜛 䛂㻿㻰㻳㼟 ጤဨ䛃 䜢 㻞㻜㻝㻤 ᖺ 㻞 ᭶䛻Ⓨ㊊䛥䛫䜎䛧䛯䚹 ྠጤဨ䛷䛿 㻿㻰㻳㼟 䛾 㻝㻣
┠ᶆ䛾୰䛛䜙䚸 䝸䞁䝔䝑䜽䜾䝹䞊䝥䛾䝬䝔䝸䜰䝸䝔䜱䛸㛵㐃ᛶ䛾㧗䛔㡯┠䜢≉ᐃ䛧䚸 ┠ᶆ㐩ᡂ䜈䛾㈉⊩ᗘ䛜㧗䛭䛖
䛺⮬♫〇ရ 䞉 ᢏ⾡䜢㑅ᐃ䚹 ᑗ᮶䛾ᴗ䛻ྥ䛡䛶άື䜢᥎㐍䛧䛶䛔䜎䛩䚹
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䈜㻌ᐇ⦼䛾ᑐ㇟⤌⧊㻌䠖
䠷㻭䠹 䝸䞁䝔䝑䜽 䠄ᰴ䠅 䠋 䠷㻮䠹 䝸䞁䝔䝑䜽䜾䝹䞊䝥䠋 䠷㻯䠹 䝸䞁䝔䝑䜽 䠄ᰴ䠅䚸 ᮾி䝸䞁䝔䝑䜽ຍᕤ 䠄ᰴ䠅 䠋
䠷㻰䠹 䝸䞁䝔䝑䜽 䠄ᰴ䠅 ᮏ♫䚸 㻝㻜 ⏕⏘ᣐⅬ䚸 ◊✲ᡤ䠋 䠷㻱䠹 䝸䞁䝔䝑䜽 䠄ᰴ䠅 䛾⏕⏘ᣐⅬ 䠄ఀዉ䝔䜽䝜䝻䝆䞊䝉䞁䝍䞊䜢㝖䛟䠅䚸 ◊✲ᡤ
マテリアリティ

組織統治

取り組み

グローバルガバナンス
の運営

グローバルガバナンス
体制の強化

原材料の効率的な利用

リンテック原材料調達基本
方針に基づく、環境負荷低
減に配慮した調達活動

大気への排出物の削減

環境中期目標に基づく、
大気への排出物の削減

主要な評価指標 / 実績

関連するSDGs

（1）国内外の相談窓口の活用：6件［B］
（2）各国の法令と自社基準に照らし合わせた、内部監査
部門による監査結果：重大な指摘事項なし［B］
有機溶剤の使用量：21,500t［A］

（1）国内の事業活動におけるCO 2排出量：185,700t［C］
（2）国内の事業活動におけるVOC 排出量：967.4t［E］

環境

労働慣行

社会

製品およびサービスを
通じた環境面での貢献

LCA＊1を考慮した環境配慮
製品の開発・普及

環境配慮製品の開発件数：15件［A］

環境面での
コンプライアンス対応

環境マネジメントシステム
による、環境面でのコンプ
ライアンス対応と管理

環境法令違反件数：0件［D］

労働安全衛生への対応

労働安全衛生マネジメント （1）労働/休業災害発生件数：2件［C］
システムに準拠し、労働安 （2）完全無災害時間：150万時間
全確保のための活動を実施
(熊谷工場・三島工場)［C］

職場における
ダイバーシティの実現

従業員の多様性を尊重し、 （1）女性の管理職比率：12％［B］
働きがいのある職場の整備 （2）育児休業後の復帰率：100％［A］

従業員満足の向上

従業員が意欲を持って
働ける職場環境の構築

新卒3年以内の離職率：6.8％［A］

人権デューディリジェ
ンス＊2の実施

サプライチェーン全体での
人権への配慮およびリスク
の把握

サプライヤーアンケート調査の
回答件数：114社［A］

社会面での
コンプライアンスへの
対応

全社でのコンプライアンス
の浸透と徹底

役員・管理職を対象としたコンプライアンスアンケート調査
回答率：97.8%［B］

製品面での
コンプライアンスへの
対応

品質マネジメントシステム
による事故の撲滅・予防

重大製品事故報告件数：0件［C］

持続可能な消費への貢献 ステークホルダーへ、環境

国内外展示会への出展回数：45回［A］

配慮製品の効果を周知・浸透

地域コミュニティとの
共生を実現

良き企業市民として、地域 （1）工場見学延べ受け入れ人数：717人［C］
社会への社会貢献活動の実施 （2）社会貢献活動の実施：板橋区在住の障がい者の方を
対象としたプロ野球観戦イベントなど

新興国における地産地消
のビジネスモデルの構築

現地調達推進と社会的課題
解決を目指した製品の研究
開発

海外拠点での現地原材料登録システムの構築：グローバルで
の原材料情報を管理するための検索システム開発中［B］

事業面での
貢献
新規分野への進出

特許出願数：412件［A］

現在検討中

㻖㻝㻌㻸㻯㻭㻌 䠖㻌 㻸㼕㼒㼑㻌 㻯㼥㼏㼘㼑㻌 㻭㼟㼟㼑㼟㼟㼙㼑㼚㼠 䛾␎⛠䚹 〇ရ䛾䝷䜲䝣䝃䜲䜽䝹య䜢㏻䛨䛶ᢞධ䛥䜜䜛䜶䝛䝹䜼䞊䜔Ỉ䚸 ཎᮦᩱ䛾㔞䜔ฟ䛥䜜䜛 㻯㻻㻞䚸
䚷䚷㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌᭷ᐖᏛ≀㉁䛺䛹䜢⟬ฟ䛧䚸䚷⎔ቃ䜈䛾ᙳ㡪䜢⥲ྜⓗ䛻ホ౯䛩䜛ᡭἲ䚹
㻖㻞㻌ேᶒ䝕䝳䞊䝕䜱䝸䝆䜵䞁䝇㻌 䠖㻌 ⤌⧊䛜ἲ䜢㑂Ᏺ䛩䜛䛰䛡䛷䛺䛟䚸 ேᶒᐖ䛾༴㝤ᛶ䜢ᅇ㑊䛩䜛䛯䜑䛻ᑐฎ䛩䜛䝥䝻䝉䝇 䠄㻵㻿㻻㻞㻢㻜㻜㻜㻌 㻢㻚㻟㻚㻟
䚷䚷㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌ேᶒ䛻㛵䛩䜛ㄢ㢟 㻝䠅 䜢䛔䛖䚹
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持続的成長を支える基盤

環境（Environment）
䚷⢓╔〇ရ䛸≉Ṧ⣬䛾䝸䞊䝕䜱䞁䜾䜹䞁䝟䝙䞊䛸䛧䛶䚸 ᙜ♫䛿ከ䛟䛾ཎᮦᩱ䜔▼⇞ᩱ䚸 Ỉ䛺䛹䜢⏝䛧䛶〇ရ䜢
⏕⏘䛧䛶䛔䜎䛩䚹 ᚋ䜒ᣢ⥆ྍ⬟䛺♫䛾ᐇ⌧䛻ྥ䛡䛶䚸 ⎔ቃ㈇Ⲵ≀㉁䞉ᗫᲠ≀䛾ฟ㔞๐ῶ䜔䚸 䜶䝛䝹䜼䞊䞉
⏝Ỉ䛾⏝㔞๐ῶ䛻ດ䜑䛶䛔䛝䜎䛩䚹
䠄㻞㻜㻝㻤 ᖺ 㻟 ᭶ᮇ䠅

OUTPUT

リンテック
の事業活動

INPUT
パルプ

特殊紙

115,000 t
製品

紙

粘・接着製品

36,500 t

原材料

原料調達

9,400 t

● 有価物販売量

185,700 t

研究開発
大気

35,500 t

への
排出

機械部品
など

600 t
購入電力
162,000 MWh

水

6.4 t

NOx
（窒素酸化物）

65.1 t
1.2 t

PRTR＊1
対象物質

水域排水

排水

500 t
6,637,000 m3

（熊谷工場・三島工場）

CO2排出量の内訳

51,000 ㎘
（原油換算 9,000㎘）

SOx
（硫黄酸化物）

ばい塵

製造

（原油換算 41,000㎘）

36,000MWh

10,520 t
7,730 t

CO2
（二酸化炭素）

その他薬品

電力

6,950 t
4,190 t
500 t

・焼却量
● 自社内有効利用量

有機溶剤

● 自家発電

11,640 t

・外部有効利用量
・最終埋立量

2,300 t

燃料
（原油換算）

29,890 t

● 廃棄物排出量

廃棄物

剥離剤

エネルギー

1,200 t

廃棄物
発生量

33,900 t
21,300 t

43,900 t
106,300 t

粘着
関連機器

フィルム

粘着剤

69,400 t

加工材
（剥離紙など）

● スコープ1*2

販売

直接排出
・A重油
・都市ガス
・LPG等

用水

8,263,000 m

3

103,600t

● スコープ2*3
エネルギー起源間接排出
・購入電力等

82,100t

（総量管理：90,600t）
（総量管理：97,200t）
総量管理：スコープ１、スコープ２に該当する項目について、省エネ法対象
範囲以外も含めた集計方法。集計対象は、
リンテックおよび東京
リンテック加工（株）、
リンテックサービス（株）、プリンテック（株）、
リンテックカスタマ ー サ ービ ス
（株）
、
湘 南リンテック加 工
（株）
。

㻖㻝㻌㻼㻾㼀㻾 ไᗘ 䠖 ᴗ⪅䛜ᑐ㇟Ꮫ≀㉁䜢ฟ 䞉 ⛣ື䛧䛯㝿䛻䛿䚸 䛭䛾㔞䜢ᢕᥱ䛧䚸 ᅜ䛻ᒆ䛡ฟ䜛⩏ົ䜢ᐃ䜑䛯ไᗘ
㻖㻞㻌䝇䝁䞊䝥 㻝 䠖 ⮬♫䛷㉎ධ䛧䛯⇞ᩱ䛾⏝䛻క䛔┤᥋ฟ䛥䜜䛯 㻯㻻㻞 䛺䛹䛾 ᐊຠᯝ䜺䝇ฟ㔞䛾䛣䛸䚹 ᾮኳ↛䜺䝇 䠄㻸㻺㻳䠅䚸䝥䝻䝟䞁䜺䝇
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䠄㻸㻼㻳䠅䚸䚷㒔ᕷ䜺䝇䚸 ⅉἜ䚸㍍Ἔ䚸䜺䝋䝸䞁䛺䛹䚸䜺䝇䜔ᾮయ⇞ᩱ䛜ᑐ㇟
㻖㻟㻌䝇䝁䞊䝥 㻞 䠖 ⮬♫䛷㉎ධ䛧䛯㟁ຊ䜔Ẽ䛺䛹䜢♫䛷䛴䛟䜛㝿䛻ฟ䛥䜜䜛 㻯㻻㻞 䛺䛹䛾

ᐊຠᯝ䜺䝇ฟ㔞䛾䛣䛸

䈜 㻝㻌⎔ቃሗ࿌䛻䛚䛡䜛ᩘ್䝕䞊䝍䛿䚸 䝸䞁䝔䝑䜽 䠄ᰴ䠅 ᮏ♫䚸 㻝㻜 ⏕⏘ᣐⅬ䚸 ◊✲ᡤ䚸 ᮾி䝸䞁䝔䝑䜽ຍᕤ 䠄ᰴ䠅 䜢ᑐ㇟䛻㞟ィ䛧䛶䛔䜎䛩䚹
䈜 㻞㻌⏝Ỉ䛻䛴䛔䛶䛿䚸 㞟ィ䛿 㼠 䜢⏝䛧䛶䛔䜎䛩䛜䚸 ᙜ䝺䝫䞊䝖䛷䛿ੑ㻌䛻ኚ䛧䛶ሗ࿌䛧䛶䛔䜎䛩䚹
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環境マネジメント
䚷ᙜ♫䜾䝹䞊䝥䛷䛿䚸 䝸䞁䝔䝑䜽䛾ᮏ♫䜔ᕤሙ䚸 ◊✲ᡤ䜢䛿䛨䜑䚸 ᅜෆ䜾䝹䞊䝥♫䛾ᮾி䝸䞁䝔䝑䜽ຍᕤᰴᘧ
♫䛚䜘䜃ᾏእ䜾䝹䞊䝥♫䜢ྜ䜟䛫䛯 㻞㻡 ᣐⅬ䛻䛚䛔䛶䚸ᅜ㝿つ᱁ 䛂㻵㻿㻻㻝㻠㻜㻜㻝䛃 䛾䜾䝻䞊䝞䝹⤫ྜㄆド䜢ྲྀᚓ䚹
㻞㻜㻝㻤 ᖺ 㻟 ᭶䛻䛿 䛂㻵㻿㻻㻝㻠㻜㻜㻝㻦㻞㻜㻝㻡䛃 䜈䛾⛣⾜సᴗ䛜䛧䜎䛧䛯䚹 ᚋ䜒ᾏእ䜾䝹䞊䝥♫䛾䜾䝻䞊䝞䝹⤫ྜ
ㄆド䛾ྲྀᚓ䜢᥎㐍䛧䚸 䜾䝹䞊䝥య䛸䛧䛶䛾⎔ቃಖ䜈䛾ྲྀ䜚⤌䜏䜢ᙉ䛧䛶䛔䛝䜎䛩䚹

環境負荷の低減
䚷ᣢ⥆ྍ⬟䛺♫䛾ᐇ⌧䜢┠ᣦ䛧䚸 ᙜ♫䜾䝹䞊䝥䛷䛿⎔ቃ䛻㈇Ⲵ䜢䛡䛺䛔䜒䛾䛵䛟䜚䛻ྲྀ䜚⤌䜣䛷䛔䜎䛩䚹 ᙜ
♫䛾 㻞㻜㻝㻤 ᖺ 㻟 ᭶ᮇ䛾 㻯㻻㻞 ฟ㔞䛻䛴䛔䛶䛿䚸 ๓ᮇ䛾ฟ㔞 㻝㻥㻡㻘㻜㻜㻜㼠 䜢ୗᅇ䜛 㻝㻤㻡㻘㻣㻜㻜㼠 䛸䛺䜚䜎䛧䛯䚹 ᗫᲠ≀
䛾Ⓨ⏕㔞䛿๓ᮇ䛾 㻟㻜㻘㻞㻠㻜㼠 䜢ୗᅇ䜛 㻞㻥㻘㻤㻥㻜㼠 䛸䛺䜚䜎䛧䛯䚹 䛧䛛䛧䚸 ᭱⤊ᇙ❧ẚ⋡䛿 㻝㻚㻢㻣䠂䛸䛺䜚䚸 㻝㻜 ᖺ㐃⥆䛷
㐩ᡂ䛧䛶䛝䛯᭱⤊ᇙ❧ẚ⋡ 㻝㻚㻜䠂௨ୗ䛾䝊䝻䜶䝭䝑䝅䝵䞁䛿㐩ᡂ䛷䛝䜎䛫䜣䛷䛧䛯䚹 〇⣬ᕤ⛬䛾⏝Ỉ⏝㔞䛻䛴䛔
䛶䛿䚸 ཎ༢䛷๓ᮇẚ 㻜㻚㻤䠂ᨵၿ䛧䜎䛧䛯䚹 䛭䛾䜋䛛䚸 Ẽ୰䛻ฟ䛩䜛᭷ᶵ⁐䛺䛹䛾 㼂㻻㻯㻔 Ⓨᛶ᭷ᶵ
ྜ≀ 㻕 䛾๐ῶ䛺䛹䛻䜒ྲྀ䜚⤌䜣䛷䛔䜎䛩 㻔 ୗグཧ↷ 㻕䚹

各種環境関連法令・規制の遵守
䚷ᙜ♫䜾䝹䞊䝥䛷䛿ᅜෆእ䛻䛚䛡䜛⎔ቃ㛵㐃ἲ௧䜔つไ䜢㑂Ᏺ䛧䚸 ⎔ቃ䛻㈇Ⲵ䜢䛘䜛Ꮫ≀㉁䛾๐ῶ䛻ດ䜑
䛶䛔䜎䛩䚹 㻾㻱㻭㻯㻴 つ๎ 㻖㻝 䜔 㻾㼛㻴㻿 ᣦ௧ 㻖㻞 䛷ᐃ䜑䜙䜜䛯ไ㝈≀㉁䜈䛾ᑐᛂ䛿䜒䛱䜝䜣䚸 ㉎ධཎᮦᩱ䛻䛴䛔䛶䛿
⎔ቃ㈇Ⲵ≀㉁ྵ᭷ㄪᰝ䜢ᐇ䛧䚸 ᚲせ䛺ሗ䜢䛚ᐈᵝ䛻㛤♧䛧䛶䛔䜎䛩䚹
䚷䜎䛯䚸 㻞㻜㻝㻤 ᖺ 㻟 ᭶ᮇ䛻ᒆ䛡ฟ䛯ᙜ♫䛻䛚䛡䜛 㻼㻾㼀㻾 ไᗘ䛾ᑐ㇟≀㉁䛿 㻥 ≀㉁䛷䚸 ⥲ྲྀᢅ㔞䛿 㻣㻘㻤㻟㻤㼠䚸 䛖䛱᭷
ᶵ⁐䛷䛒䜛䝖䝹䜶䞁䛜 㻣㻘㻣㻡㻞㼠 䛷䛧䛯䚹 䝖䝹䜶䞁䛾Ẽ䜈䛾ฟ㔞䛿 㻠㻤㻞㼠 䛷๓ᮇ䜘䜚 㻝㻝㼠 ቑຍ䛧䚸 ᗫᲠ≀䛸䛧䛶
ฎ⌮䛥䜜䜛⛣ື㔞䛿 㻠㻤㻟㼠 䛷๓ᮇ䜘䜚 㻝㻢㼠 ቑຍ䛧䜎䛧䛯䚹
㻖㻝㻌㻾㻱㻭㻯㻴 つ๎ 䠖 㻱㼁 䛾Ꮫ≀㉁つไ䛷䚸 Ꮫ≀㉁䛾Ⓩ㘓 䞉 ホ౯ 䞉 ㄆྍ 䞉 ไ㝈䛻㛵䛩䜛つ๎䛾␎⛠
㻖㻞㻌㻾㼛㻴㻿 ᣦ௧ 䠖 㟁Ẽ 䞉 㟁Ꮚᶵჾ䜈䛾≉ᐃ᭷ᐖ≀㉁䛾⏝䜢ไ㝈䛩䜛 㻱㼁 ᣦ௧

トルエンの排出量・移動量
大気への排出量 :

482 t

リンテックの工場
排ガス処理装置

除去量:

6,787 t

（除去率約93.4%）

トルエン取扱量:

7,752 t

剥離紙・粘着製品
などの製造工程

トルエンの流れ
移動量
（廃棄物として処理）:

注）除去率＝除去量／（取扱量−移動量）×100
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グリーン調達
䚷ᙜ♫䜾䝹䞊䝥䛷䛿䚸 ⎔ቃ㈇Ⲵపῶ䜢┠ᣦ䛧䛯ㄪ㐩άື䜢᥎㐍䛧䛶䛚䜚䚸 ཎᮦᩱ䚸 㒊ရ䚸 ㈨ᮦ䛾Ꮫ≀㉁⟶
⌮䜢ᚭᗏ䛧䛶䛔䜎䛩䚹 ᪂䛯䛺ᮦᩱ䜢ㄪ㐩䛩䜛ሙྜ䜔᪂䛯䛺つไ䛜⾜䜟䜜䛯㝿䛻䛿䚸 䝃䝥䝷䜲䝲䞊䛾⌮ゎ䜢ᚓ䛺
䛜䜙つไ≀㉁䛾ྵ᭷ㄪᰝ䜢⾜䛳䛶䛔䜎䛩䚹 ᙜ♫䛷䛿 㻞㻜㻝㻤 ᖺ 㻟 ᭶ᮇ䚸⣙ 㻡㻘㻜㻜㻜 ရ✀䜢ᑐ㇟䛻ㄪᰝ䜢ᐇ䛧䜎䛧䛯䚹
ᚋ䜒䝃䝥䝷䜲䝲䞊䛸ඹ䛻⎔ቃಖάື䛾᥎㐍䜔Ꮫ≀㉁⟶⌮䛾ᚭᗏ䛻ྲྀ䜚⤌䜣䛷䛔䛝䜎䛩䚹

環境配慮製品
䚷㏆ᖺ䛾⎔ቃព㆑䛾㧗䜎䜚䜢ཷ䛡䚸 ᙜ♫䜾䝹䞊䝥䛷䛿䝸䝴䞊䝇 㻔 ⏝ 㻕䞉䝸䝃䜲䜽䝹 㻔 ⏕⏝ 㻕 䜔┬䜶䝛䛸䛔䛳
䛯ᖜᗈ䛔䝙䞊䝈䛻ᑐᛂ䛧䛯〇ရ䛾㛤Ⓨ䛻ὀຊ䛧䛶䛔䜎䛩䚹 䜎䛯䚸 ⢓╔〇ရ䜔㞳⣬䛺䛹䛾ຍᕤᮦ䛾〇㐀㐣⛬䛻
䛚䛔䛶䚸 ᭷ᶵ⁐䜢⏝䛧䛺䛔ฎ᪉䛾㛤Ⓨ䛻䜒ດ䜑䛶䛔䜎䛩䚹

・再生 PET を利用したアルミ蒸着タイプのラベル素材
䚷⏝῭䜏䝨䝑䝖䝪䝖䝹䜢ཎᩱ䛸䛧䛶 䛂䝯䜹䝙䜹䝹䝸䝃䜲䜽䝹䛃 䛸䜀䜜䜛
⏕ฎ⌮᪉ἲ䜢⏝䛔䛶䛴䛟䜙䜜䛯 㻼㻱㼀 䝣䜱䝹䝮䛻䚸 䝅䝹䝞䞊䛾ගἑឤ䜢
䛩䜛䜰䝹䝭╔䜢䛧䚸 ⾲㠃ᇶᮦ䛸䛧䛶᥇⏝䛧䛯䝷䝧䝹⣲ᮦ䚹 ⾲㠃ᇶᮦ䛻
⏕ 㻼㻱㼀 ᶞ⬡䜢ୡ⏺᭱㧗Ỉ‽䛾 㻤㻜䠂௨ୖ⏝䛧䛺䛜䜙䚸 㧗⣭ឤ䛾䛒䜛㔠ᒓ
ㄪ䛾ගἑ䜔䚸 㠀⏕╔ 㻼㻱㼀 䝣䜱䝹䝮ᇶᮦ䛾䝷䝧䝹⣲ᮦ䛸ྠ➼䛾≀ᛶ䜢ᐇ
⌧䛧䛶䛔䜎䛩䚹

・環境負荷の少ないホットメルト粘着剤を使ったラベル素材
䚷⡿䛾Ꮚ♫䛷䛒䜛䝬䝑䜽䝍䝑䜽 䞉 䜰䝯䝸䜹♫䛜〇㐀 䞉 ㈍䛩䜛䝷䝧䝹⣲ᮦ䚹
⇕䛷⁐䛛䛧䛶ሬᕤ䛩䜛䝩䝑䝖䝯䝹䝖䝍䜲䝥䛸䜀䜜䜛⢓╔䛿䚸 ሬᕤ䛻᭷ᶵ
⁐䜢ᚲせ䛸䛧䛺䛔䛯䜑䚸 ⎔ቃ䜈䛾㈇Ⲵ䛜ᑡ䛺䛔⢓╔䛷䛩䚹

・室内や車内の温度上昇を抑えるウインドーフィルム
䚷䚷ᘓ≀䜔㌴୧䛾❆䜺䝷䝇㠃䛻㈞䜛䛣䛸䛷䚸ᬬ䛥䛾ཎᅉ䛸䛺䜛᪥ᕪ䛧䛾⇕䜶䝛䝹䜼䞊
䜢ᖜ䛻䜹䝑䝖䚹 ෆ㒊䛾

ᗘୖ᪼䜢ᢚไ䛩䜛䛣䛸䛷✵ㄪຠ⋡䜢ྥୖ䛥䛫䚸 ⠇㟁 䞉 ┬䜶

䝛䝹䜼䞊ᑐ⟇䛻㈉⊩䛧䜎䛩䚹 䜹䞊䝔䞁䜔䝤䝷䜲䞁䝗䛺䛹䛸␗䛺䜚䚸 ᫂䜛䛥䜔ᬒほ䜢☜ಖ
䛷䛝䜛䜋䛛䚸 ⣸እ⥺䜢 㻥㻥䠂௨ୖ䜹䝑䝖䛧䚸 䜺䝷䝇◚ᦆ䛾◚∦䛾㣕ᩓ䜒ᢚไ䛧䜎䛩䚹
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持続的成長を支える基盤

社会（Society）
䚷ᴗάື䜢⥅⥆䞉ᣑ䛧䛶䛔䛟䛻䛿䚸䛒䜙䜖䜛䝇䝔䞊䜽䝩䝹䝎䞊䛸䛾Ⰻዲ䛺㛵ಀ䛵䛟䜚䛜ྍḞ䛷䛩䚹 ᙜ♫䜾䝹䞊
䝥䛷䛿ᚑᴗဨ䛾ാ䛝䜔䛩䛔⎔ቃ䛾ᩚഛ䚸 㢳ᐈ䜔䝃䝥䝷䜲䝲䞊䛸䛾䝟䞊䝖䝘䞊䝅䝑䝥䛾ᙉ䚸 ရ㉁䛾㧗䛔〇ရ䛾
Ᏻᐃ౪⤥䛺䛹䛻ྥ䛡䛯ྲྀ䜚⤌䜏䜢㐍䜑䛶䛔䜎䛩䚹 䜎䛯䚸 ♫㈉⊩άື䛻䜒✚ᴟⓗ䛻ྲྀ䜚⤌䜣䛷䛔䜎䛩䚹

多様性と人権の尊重
䚷ᙜ♫䜾䝹䞊䝥䛷䛿䚸 ᚑᴗဨ䛻ᑐ䛧䛶ே✀ 䞉 ಙ᮲ 䞉 ᛶู 䞉 ᏛṔ 䞉 ᅜ⡠ 䞉 ᐀ᩍ 䞉 ᖺ㱋䛺䛹䛻䜘䜛ᕪู䜢䛫䛪䚸 䝎
䜲䝞䞊䝅䝔䜱 㻔 ከᵝᛶ 㻕 䜢ᑛ㔜䛧䛶䛔䜎䛩䚹 ᚑᴗဨ䛾᥇⏝䜔ᑵປ䛻䛚䛡䜛ᙜ䛺ᕪู⾜Ⅽ䚸 ඣ❺ປാ䚸 䝝䝷䝇䝯
䞁䝖䛾⚗Ṇ䛺䛹䚸 ປാ㛵㐃ἲつ䛾㑂Ᏺ䜢ᚭᗏ䛧䛶䛚䜚䚸 䛶䛾ᚑᴗဨ䛜᫂䜛䛟άຊ䜢ᣢ䛳䛶䛻ྲྀ䜚⤌䜑䜛⫋
ሙ⎔ቃ䛾ᩚഛ䜢㐍䜑䛶䛔䜎䛩䚹 ẖᖺ䚸 䜾䝹䞊䝥♫䜢ᑐ㇟䛸䛩䜛ேᶒ䛚䜘䜃ປാ䛻㛵䛩䜛ᐇែㄪᰝ䜢ᐇ䛧䛶
䛚䜚䚸 ྛᅜ 䞉 ྛᆅᇦ䛷䛾ἲ௧㑂Ᏺ䛿䜒䛱䜝䜣䚸 ᇶᮏⓗேᶒ䛜ᑛ㔜䛥䜜䛯Ᏻ䛷ᗣ䛺ປാ⎔ቃ䛜☜ಖ䛥䜜䛶䛔
䜛䛣䛸䜢☜ㄆ䛧䛶䛔䜎䛩䚹
䜎䛯䚸 ᚑᴗဨ䛜⫋ሙ䛾ᝎ䜏䜔ἲ௧㐪䜢⥲ົ 䞉 ேᮏ㒊䜔㢳ၥᘚㆤኈ䛻┦ㄯ䛷䛝䜛❆ཱྀ䛸䛧䛶䚸 䝦䝹䝥䝷䜲䞁
㻔 ෆ㒊㏻ሗไᗘ 㻕 䜢タ䛡䛶䛔䜎䛩䚹 㻞㻜㻝㻡 ᖺ䛛䜙ᾏእ䜾䝹䞊䝥♫䛛䜙䛾㏻ሗ䜒ᑐ㇟䛸䛺䜚䚸 ⱥㄒ䛷䛾㏻ሗ䛻䜒ᑐ
ᛂ䛧䛶䛔䜎䛩䚹

従業員教育
䚷ᙜ♫䛷䛿⥆ᖺᩘ䜔䜻䝱䝸䜰䛻ᛂ䛨䛯ேᮦᩍ⫱䝥䝻䜾䝷䝮䛸䛧䛶䚸 ♫㝵
ᒙู◊ಟไᗘ䜢ᑟධ䛧䛶䛔䜎䛩䚹 䜎䛯䚸 ㄒᏛ䛾⩦ᚓ䜔ዪᛶ䛾ά㌍䛺䛹䜢┠
ⓗ䛸䛧䛯䝔䞊䝬ู䛾㞟ྜ◊ಟ䜔㏻ಙ◊ಟ䜒⾜䛖䛺䛹䚸 䜾䝻䞊䝞䝹ேᮦ䛾⫱
ᡂ䜔ዪᛶᚑᴗဨ䛾䜻䝱䝸䜰䜰䝑䝥䜢ಁ㐍䚹 ᚑᴗဨ䛾⬟ຊྥୖ 䞉 ேᮦ⫱ᡂ䛻
ᖺ㛫⣙ 㻟㻘㻜㻜㻜 䛾㈝⏝䜢䛛䛡䛶䛔䜎䛩䚹 䛭䛾䜋䛛䚸 䜲䞁䝖䝷䝛䝑䝖䜢⏝䛔
䛯 䛂䡁 㻙 䝷䞊䝙䞁䜾䛃 䜢ᐇ䛧䚸 ⎔ቃ䜔ရ㉁䚸 㻮㻯㻹㻿㻔 ᴗ⥅⥆䝬䝛䝆䝯䞁䝖
䝅䝇䝔䝮 㻕䚸 䝁䞁䝥䝷䜲䜰䞁䝇䚸 㻯㻿㻾 䛸䛔䛳䛯䝔䞊䝬䛻䛴䛔䛶ᚑᴗဨ䛾⌮ゎ

ዪᛶᚑᴗဨ䛾䛯䜑䛾䜻䝱䝸䜰䜰䝑䝥◊ಟ

ᗘྥୖ䛻䜒ດ䜑䛶䛔䜎䛩䚹

災害ゼロに向けて
䚷ᙜ♫䜾䝹䞊䝥䛾⏕⏘⌧ሙ䛷䛿Ᏻ䜢᭱ඃඛ䛧䚸 ປാ⅏ᐖ䝊䝻䜢┠ᣦ䛧䛶
᧯ᴗ䛧䛶䛔䜎䛩䚹 ᪥㡭䛛䜙䚸 䝸䝇䜽䜢ホ౯䛧䛶Ᏻᇶ‽䜢タ䛡䜛䝸䝇䜽䜰䝉䝇
䝯䞁䝖䜔༴㝤ண▱カ⦎䚸 ྛ✀Ᏻ䝟䝖䝻䞊䝹䛻䜘䜛 㻡㻿 䠆䛾ᚭᗏ䛺䛹䚸 䛥䜎䛦
䜎䛺ྲྀ䜚⤌䜏䜢ᐇ䚹 䜎䛯䚸 ᅜෆእ䛾ྛᴗᡤ䛷䛿Ᏻ⾨⏕ጤဨ䜢ẖ᭶
㛤ദ䛧䚸 Ᏻάື䛾㐍ᤖ≧ἣ䜢☜ㄆ 䞉 ඹ᭷䛧䛶䛔䜛䜋䛛䚸 㻞㻜㻝㻣 ᖺ䛛䜙䛿ᅜ
ෆ⏕⏘ᣐⅬ䛾Ᏻᢸᙜ⪅䜢㞟䜑䛯Ᏻ䜢㛤ദ䛧䚸 ྛᴗᡤ䛾ྲྀ䜚⤌䜏
䛻䛴䛔䛶ሗ䜢⾜䛳䛶䛔䜎䛩䚹 ᚋ䜒⅏ᐖ䝊䝻䛻ྥ䛡䛶䚸 䛥䜎䛦䜎䛺ά

䝖䝑䝥䛻䜘䜛Ᏻ䝟䝖䝻䞊䝹

ື䛻ྲྀ䜚⤌䜣䛷䛔䛝䜎䛩䚹 䚷䚷
㻖㻡㻿 䠖 ᩚ⌮ 䞉 ᩚ㡻 䞉 Ύᤲ 䞉 Ύ₩ 䞉 ㌫ 㻔 䛧䛴䛡 㻕
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品質管理の徹底
䚷ᙜ♫䜾䝹䞊䝥䛷䛿䚸 ᅜෆእ䛾 㻝㻥 ᣐⅬ䛷ရ㉁䝬䝛䝆䝯䞁䝖䝅䝇䝔䝮䛾ᅜ㝿つ᱁䛷䛒䜛 䛂㻵㻿㻻㻥㻜㻜㻝㻦㻞㻜㻝㻡䛃 䛾ㄆド
䜢ྲྀᚓ䛧䛶䛚䜚䚸 ᑐ㇟㒊⨫䛾ᣑ䜔㛵㐃ᴗᡤ䛾⤫ྜㄆドྲྀᚓ䛺䛹䚸 䛥䜙䛺䜛ရ㉁ಖドయไ䛾ᙉ䛻ྲྀ䜚⤌䜣
䛷䛔䜎䛩䚹 ရ㉁ᨾ௳ᩘ䛻䛴䛔䛶䛿䚸 㻞㻜㻜㻠 ᖺ 㻟 ᭶ᮇ䜢 㻝㻜㻜 䛸䛧䛯ሙྜ䚸 㻞㻜㻝㻤 ᖺ 㻟 ᭶ᮇ䛿 㻝㻜 䛻䜎䛷ῶᑡ䚹 䜎䛯䚸
ရ㉁ᨾ䛜Ⓨ⏕䛧䛯㝿䛾㎿㏿䛺ሗ㞟䛛䜙䚸 䛭䛾ཎᅉศᯒ䛚䜘䜃Ⓨ㜵Ṇ䜎䛷䜢┠ⓗ䛸䛧䛯⟶⌮䝅䝇䝔䝮䜢
ᵓ⠏ 䞉 㐠⏝䛧䚸 ㏿䜔䛛䛺ᑐᛂ䛜ྲྀ䜜䜛యไ䜢ᅜෆእ䛷ᩚഛ䛧䛶䛔䜎䛩䚹

事業継続への取り組み
䚷ᙜ♫䜾䝹䞊䝥䛷䛿୍⅏ᐖ䛺䛹䛜Ⓨ⏕䛧䛶䜒䚸 ᴗ䛾⥅⥆䛒䜛䛔䛿᪩ᮇ㛤䛜䛷䛝䜛యไ䛾ᵓ⠏䛻ྲྀ䜚⤌䜣䛷
䛚䜚䚸 ᅜෆᣐⅬ䛸ᮾி䝸䞁䝔䝑䜽ຍᕤᰴᘧ♫䚸 䝸䞁䝔䝑䜽 䞉 䝇䝨䝅䝱䝸䝔䜱䞊 䞉 䝣䜱䝹䝮䝈 㻔 ྎ‴ 㻕 ♫䛜 㻮㻯㻹㻿
䛾ᅜ㝿つ᱁ 䛂㻵㻿㻻㻞㻞㻟㻜㻝㻦㻞㻜㻝㻞䛃 䛾ㄆド䜢ྲྀᚓ䛧䛶䛔䜎䛩䚹 ᴗάື䜢୰᩿䛥䛫䜛䜘䛖䛺⮬↛⅏ᐖ䜔ᨾ䛺䛹䛜Ⓨ
⏕䛧䛯㝿䚸 ᚑᴗဨ䛾Ᏻ䜢☜ಖ䛧䛯䛖䛘䛷㏿䜔䛛䛻〇ရ౪⤥䜢㛤䛧䚸 㢳ᐈ䜢䛿䛨䜑䛸䛩䜛䝇䝔䞊䜽䝩䝹䝎䞊䜈
䛾ᙳ㡪䜢᭱ᑠ㝈䛻ᢚ䛘䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䚸 ྛᣐⅬ䛷ຮᙉ䜔₇⩦䜢ᐇ䛧䛶䛔䜎䛩䚹
䚷䜎䛯䚸 〇ရ䛾Ᏻᐃ౪⤥䛻ᚲせ䛺ཎᮦᩱ䛾䝃䝥䝷䜲䝲䞊䛻ᑐ䛧䛶䜒䚸 䛭䛾ᴗ⥅⥆⬟ຊ䛾ホ౯䜢㐍䜑䜛䛸䛸䜒䛻䚸
㻮㻯㻼㻔 ᴗ⥅⥆ィ⏬ 㻕 䛾ᑟධ䛸䚸 䛭䜜䜢⤌⧊ⓗ䛻㐠⏝䛩䜛యไ䛾ᩚഛ䜢せㄳ䛧䛶䛔䜎䛩䚹

公正な取引
䚷ᙜ♫䜾䝹䞊䝥䛷䛿䚸 䛶䛾䝃䝥䝷䜲䝲䞊䛸䛾㛫䛷⮬⏤䛺➇தཎ⌮䛻ᇶ䛵䛟බṇ 䞉 ㏱᫂䛺ྲྀᘬ䜢⾜䛖䛣䛸䜢ᇶᮏ
᪉㔪䛸䛧䚸 㛵㐃ἲつ 䞉 ♫つ⠊䜢㑂Ᏺ䛧䛯ㄪ㐩άື䜢⾜䛳䛶䛔䜎䛩䚹 䜎䛯䚸 せ䝃䝥䝷䜲䝲䞊䛻䛴䛔䛶䛿䚸 䛂⮬
ᕫ┘ᰝ䝏䜵䝑䜽䝅䞊䝖䛃 䜢㏻䛨䛶䚸 䛂ရ㉁䛃 䛂Ꮫ≀㉁⟶⌮䛃 䛂⤒Ⴀ 䞉 䝃䞊䝡䝇䛃 䛂㻯㻿㻾䛃 䛾 㻠 㡯┠䛾ホ౯䜢⾜䛳䛶
䛚䜚䚸 ᐃᮇⓗ䛻㉎㈙䝥䝻䝉䝇䛾ぢ┤䛧䜢ᅗ䜚䛴䛴䚸 䝟䞊䝖䝘䞊䝅䝑䝥䛾⥔ᣢ 䞉 ᙉ䛻ດ䜑䛶䛔䜎䛩䚹

社会貢献活動
䚷ᙜ♫䜾䝹䞊䝥䛿ᆅᇦ䜔♫䛻ᨭ䛘䜙䜜䚸 䛭䛾୍㒊䛷䛒䜛䛣䛸䜢ㄆ㆑䛧䚸 䛥䜎䛦
䜎䛺♫㈉⊩άື䜢⾜䛖䛣䛸䛷䚸 ᴗάື䛷ᚓ䛯┈䜢♫䛻㑏ඖ䛧䛶䛔䜎䛩䚹
䚷䝸䞁䝔䝑䜽ᮏ♫䛷䛿䚸 ᡤᅾᆅ䛷䛒䜛ᮾி㒔ᯈᶫ༊ᅾఫ䛾㞀䛜䛔⪅䛾᪉䛺䛹䜢
ᑐ㇟䛻ẖᖺ䛥䜎䛦䜎䛺ᨭάື䜢⾜䛳䛶䛔䜎䛩䚹 㻞㻜㻝㻣 ᖺ 㻝㻜 ᭶䛻䛿䚸 㞀䛜䛔䛾
᭷↓䛻䛛䛛䜟䜙䛪㡢ᴦ䜢㏻䛨䛶ὶ䜢῝䜑䜛䜲䝧䞁䝖䛸䛧䛶䚸 䝆䝱䝈䝁䞁䝃䞊䝖䜢
㛤ദ䚹 㞀䛜䛔⪅䛾᪉䜔ᆅᇦ䛾᪉䛺䛹⣙ 㻡㻜㻜 ே䛻ᴦ䛧䜣䛷䛔䛯䛰䛝䜎䛧䛯䚹 䜎䛯

ᆅᇦ䛾᪉䜢ᣍᚅ䛧䛶㛤ദ䛧䛯䝁䞁䝃䞊䝖

㻞㻜㻝㻤 ᖺ 㻡 ᭶䛻䛿䚸 ᅇ䛷 㻝㻞 ᅇ┠䛸䛺䜛㞀䛜䛔⪅䛾᪉䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯䝥䝻㔝⌫ほ
ᡓ䜲䝧䞁䝖䜢ᐇ䛧䚸 ຓ⪅䛾᪉䜢ྵ䜑䚸 㐣ཤ᭱ከ䛸䛺䜛ィ 㻝㻠㻠 ே䜢ᮾி䝗䞊䝮
䛻䛤ᣍᚅ䛧䜎䛧䛯䚹 䛭䛾䜋䛛䚸 㞟ᅋ⊩⾑䜔⅏ᐖ⯆ᨭ䛺䛹䛾άື䛻䜒ྲྀ䜚⤌
䜣䛷䛔䜎䛩䚹
䚷ᮏ♫௨እ䛷䜒䚸 ྛᣐⅬ࿘㎶䛾Ύᤲάື䜢䛿䛨䜑䚸 ᆅᇦ䛾䛚⚍䜚䜈䛾ཧຍ 䞉
༠㈶䚸ᕤሙぢᏛ䛾ཷ䛡ධ䜜䛺䛹䚸ᆅᇦ䛻᰿䛦䛧䛯䛥䜎䛦䜎䛺άື䜢⾜䛳䛶䛔䜎䛩䚹
䛥䜙䛻ᾏእ䛾ྛᣐⅬ䛻䛚䛔䛶䜒䚸 ᳜ᶞάື䜔ᨭ䜢ᚲせ䛸䛩䜛ே䜈䛾ᐤ䚸 ྛ

ᾏእᏊ♫䛻䜘䜛䝬䞁䜾䝻䞊䝤᳜ᶞάື

✀䝪䝷䞁䝔䜱䜰άື䛺䛹䜢ᐇ䚹 ᚋ䜒ᙜ♫䜾䝹䞊䝥䛷䛿䚸 Ⰻ䛝ᴗᕷẸ䛸䛧䛶
✚ᴟⓗ䛻♫㈉⊩άື䜢⾜䛔䚸 ♫䛸䛾ඹ⏕䜢ᅗ䛳䛶䛔䛝䜎䛩䚹
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リンテックの働き方改革
䚷୰ᮇ⤒Ⴀィ⏬ 䛂㻸㻵㻼㻙㻞㻜㻝㻥䛃 䛾㔜Ⅼ⟇䛾୍䛴䛸䛧䛶䚸 ᙜ♫䛷䛿 䛂ാ䛝᪉ᨵ㠉䛸ከᵝ䛺ேᮦ䛾⫱ᡂ䞉ά㌍ಁ㐍䛃
䜢ᥖ䛢䛶䛚䜚䚸 ᚑᴗဨ୍ே䜂䛸䜚䛜䜘䜚ാ䛝䜔䛩䛔⫋ሙ⎔ቃ䛵䛟䜚䜢᥎㐍䛧䚸 ປാ⏕⏘ᛶ䛾ྥୖ䛻ດ䜑䛶䛔䜎䛩䚹

ワークライフバランスの実現
䚷ᙜ♫䛷䛿䚸 ⟶⌮⫋䜒ྵ䜑䛶㛗㛫ປാ䛾ᢚไ䛻ດ䜑䜛୍᪉䛷䚸 ᭷⤥ఇᬤ
䛾ྲྀᚓ䜢ಁ㐍䛩䜛䛯䜑䚸 ᚑᴗဨ䛜๓䛻୍ᐃ䛾᭷⤥ఇᬤྲྀᚓ᪥䜢ᣦᐃ䛩
䜛 䛂ィ⏬ᖺఇไᗘ䛃 䜢 㻞㻜㻝㻢 ᖺ 㻟 ᭶ᮇ䛻ᑟධ䛧䛶䛔䜎䛩䚹 ᑟධ๓䛾 㻞㻜㻝㻡 ᖺ
㻟 ᭶ᮇ䛻⣙ 㻡㻝䠂䛰䛳䛯᭷⤥ఇᬤྲྀᚓ⋡䛿䚸 㻞㻜㻝㻤 ᖺ 㻟 ᭶ᮇ䛻䛿 㻢㻠䠂䛸䛺䜚
䜎䛧䛯䚹 䜎䛯 㻞㻜㻝㻢 ᖺ䛻䛿䚸 ㆤఇᴗ䛾ྲྀᚓྍ⬟᪥ᩘ䜔ㆤ䛻䜘䜛▷
ົ䛾㐺⏝ᮇ㛫䜢ᘏ㛗䛧䛯䜋䛛䚸 ⫱ඣ䛻䜘䜛▷ົ䛾㐺⏝ᑐ㇟䛸䛺䜛Ꮚ౪
䛾ᖺ㱋䜢ᘬ䛝ୖ䛢䜎䛧䛯䚹 䛥䜙䛻 㻞㻜㻝㻤 ᖺ 㻠 ᭶䛛䜙䛿ⱝᡭ♫ဨ䛾㈤㔠ቑ㢠䜔

䛸ㆤ䛾୧❧ᨭ◊ಟ

㏥⫋㔠䛾ᘬ䛝ୖ䛢䚸 ᑵᴗつ๎䛾ᨵᐃ䛻䜘䜛ఇᬤ䛾ྲྀᚓ᪥ᩘ䛾ᣑ 䞉 ྲྀᚓ
᮲௳䛾⦆䜢ᅗ䜛䛺䛹䚸 ㄡ䜒䛜⏕䛝⏕䛝䛸ാ䛟䛣䛸䛜䛷䛝䜛⎔ቃ 䞉 ไᗘ䛵䛟䜚
䜢㐍䜑䛶䛔䜎䛩䚹

ダイバーシティに向けた取り組み
䚷ዪᛶᚑᴗဨ䛾ά㌍ಁ㐍䛾୍⎔䛸䛧䛶䚸 ᙜ♫䛷䛿ዪᛶᚑᴗဨ䜔⟶⌮⫋ྥ䛡䛾ྛ◊ಟ䜢㏻䛨䛶䚸 ዪᛶᚑᴗဨ⮬㌟
䜔⫋ሙయ䛾ព㆑ᨵ㠉䜢᥎㐍䚹 䜎䛯䚸 ฟ⏘䜔ᐙ᪘䛾ㆤ䚸 㓄അ⪅䛾㌿䛺䛹䛻䜘䜚㏥⫋䛧䛯ᚑᴗဨ䜢༶ᡓຊ䛸
䛧䛶㞠⏝䛩䜛 䛂䝆䝵䝤䝸䝍䞊䞁ไᗘ䛃 䜒ᑟධ䛧䛶䛔䜎䛩䚹 䛥䜙䛻䚸 㻢㻜 ṓ䛾ᐃᖺ䜢㏄䛘䛯ᚑᴗဨ䜢 㻝 ᖺ㛫䛾᭷ᮇ
ዎ⣙䛷᭱㛗 㻢㻡 ṓ䜎䛷㞠⏝䛩䜛 䛂ᐃᖺ㞠⏝ไᗘ䛃 䜢タ䛡䛶䛔䜛䜋䛛䚸 ᐃᖺ䛾 㻢㻡 ṓ䜈䛾ᘬ䛝ୖ䛢䜢᳨ウ䛧䛶
䛔䜎䛩䚹 䛭䛾䜋䛛䚸 ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶♫ෆタഛ䛾ᨵಟ䜢⾜䛔䚸 㞀䛜䛔⪅㞠⏝⋡䛾ྥୖ䛻䜒ດ䜑䛶䛔䜎䛩䚹 㻞㻜㻝㻤 ᖺ 㻟
᭶ᮇ䛾ྠ㞠⏝⋡䛿ἲᐃ㞠⏝⋡ 㻞㻚㻜䠂䛻ᑐ䛧䚸 㻞㻚㻝㻥䠂䛸䛺䜚䜎䛧䛯䚹

ダイバーシティ促進検討委員会
䚷ዪᛶ䛾䜻䝱䝸䜰ಁ㐍䛚䜘䜃䛸ᐙᗞ䛾୧❧䝃䝫䞊䝖䜢┠ᣦ䛧䛶 㻞㻜㻝㻟 ᖺ䛻Ⓨ㊊䛧䛯䚸 ♫ᶓ᩿ⓗ䛺⤌⧊
䛷䛒䜛 䛂ዪᛶά㌍ಁ㐍᳨ウጤဨ䛃 䜢䚸 㻞㻜㻝㻢 ᖺ䛻 䛂䝎䜲䝞䞊䝅䝔䜱ಁ㐍᳨ウጤဨ䛃 䛻ᨵ⤌䚹 䛣䜜䜎䛷
ே㒊䛸㐃ᦠ䛧䛺䛜䜙䚸 䛸ㆤ䛾୧❧ᨭ䜢┠ⓗ䛸䛧䛯 䛂ㆤ䝃䝫䞊䝖䝝䞁䝗䝤䝑䜽䛃 䛾ไస䜔ྛ⫋
ሙ䛾⟶⌮⫋䛺䛹䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯◊ಟ䜢⾜䛳䛶䛝䜎䛧䛯䚹 ᚋ䛿യᚑᴗဨ䜈䛾ᨭ䛺䛹䚸 䜘䜚ᖜᗈ䛔ከᵝ䛺
ᚑᴗဨ䛾䜻䝱䝸䜰ಁ㐍䚸ാ䛝䜔䛩䛔⫋ሙ⎔ቃ䛵䛟䜚䛻ྥ䛡䛶䚸䛥䜎䛦䜎䛺ྲྀ䜚⤌䜏䜢᳨ウ䞉ᐇ䛧䛶䛔䛝䜎䛩䚹
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持続的成長を支える基盤

ガバナンス（Governance）
基本的な考え方
ᙜ♫䜾䝹䞊䝥䛿ἲ௧㑂Ᏺ䜢ᚭᗏ䛧䚸 ⤒Ⴀ䛾㏱᫂ᛶ䛸ᴗ⌮䛾ព㆑䜢㧗䜑䚸 ㎿㏿䛺ពᛮỴᐃ䛚䜘䜃ຠ⋡ⓗ䛺
ᴗົᇳ⾜䜢䛧䛶䛔䛟䛣䛸䛜䚸 䝁䞊䝫䝺䞊䝖 䞉 䜺䝞䝘䞁䝇䛾ᇶᮏ䛷䛒䜛䛸⪃䛘䛶䛔䜎䛩䚹 䛭䛾ᐇ䛸ᙉ䜢㏻䛨䛶䚸
䜾䝹䞊䝥䛾ᴗ౯್䛚䜘䜃ᰴඹྠ┈䛾䛥䜙䛺䜛ྥୖ䜢┠ᣦ䛧䛶䛔䛝䜎䛩䚹

企業統治の体制
1. 企業統治の体制
ᙜ♫䛿䚸 ♫䛾ᶵ㛵タィ䛸䛧䛶┘ᰝ➼ጤဨタ⨨♫䜢㑅ᢥ䛧䛶䛔䜎䛩䚹 ྲྀ⥾ᙺ䛷䛾㆟Ỵᶒ䜢ᣢ䛴┘ᰝ➼ጤ
ဨ䛷䛒䜛ྲྀ⥾ᙺ䜢⨨䛝䚸 ྲྀ⥾ᙺ䛾┘╩ᶵ⬟䜢ᙉ䛩䜛䛣䛸䛷䚸 䝁䞊䝫䝺䞊䝖 䞉 䜺䝞䝘䞁䝇䛾୍ᒙ䛾ᐇ䛸䛥䜙
䛺䜛⤒Ⴀ䛾ຠ⋡䜢ᅗ䜛యไ䛸䛧䛶䛔䜎䛩䚹 ྲྀ⥾ᙺ 㻝㻡 ே 㻔 䛖䛱┘ᰝ➼ጤဨ 㻠 ே 㻕 䜢㑅௵䛧䛶䛚䜚䚸 ྲྀ⥾ᙺ䛾䛖䛱
㻠 ே䛜♫እྲྀ⥾ᙺ䛷䛩䚹
䚷ྲྀ⥾ᙺ䛻䛴䛔䛶䛿䚸 ⤒Ⴀ䛻㛵䛩䜛㔜せ䛺ពᛮỴᐃ䜢⾜䛖䛯䜑ẖ᭶ 㻝 ᅇ㛤ദ䛩䜛䜋䛛䚸 ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶⮫䛻
㛤ദ䛧䚸 ㎿㏿䛺ពᛮỴᐃ䛻ດ䜑䛶䛔䜎䛩䚹 䜎䛯䚸 ᴗົ䛾ᇳ⾜䜢ᢸ䛖ᇳ⾜ᙺဨ 㻔 ྲྀ⥾ᙺවົ⪅䜢ྵ䜐 㻕 䜢୰ᚰ䛸䛧
䛯⤒Ⴀ㆟䜒ẖ᭶ 㻝 ᅇ㛤ദ䛧䚸 ྛ㒊㛛㛫䛾ሗ䛾ඹ᭷䜢㏻䛨䛶䚸 ᴗົᇳ⾜䛾ຠ⋡䛻ດ䜑䛶䛔䜎䛩䚹
䚷┘ᰝ➼ጤဨ䛻䛴䛔䛶䛿ẖ᭶ 㻝 ᅇ㛤ദ䛧䚸 ᙜ♫䛾ෆ㒊┘ᰝ㒊㛛䛷䛒䜛┘ᰝᐊ䛛䜙ሗ࿌䛥䜜䛯㡯䜢୰ᚰ䛻䚸
䝰䝙䝍䝸䞁䜾┘ᰝ䜢ᐇ䛧䛶䛔䜎䛩䚹 ┘ᰝ➼ጤဨ䛿ྲྀ⥾ᙺ䛻ᑐ䛩䜛⫋ົ䛾ᇳ⾜䛾ጇᙜᛶ 䞉 㐺ἲᛶ┘ᰝ䜢⾜䛖
䜋䛛䚸 ୍ே䜂䛸䜚䛾┘ᰝ➼ጤဨ䛿䚸 ྲྀ⥾ᙺ䛻䛚䛡䜛㆟Ỵᶒ䛾⾜䜢㏻䛨䛶䚸 ྲྀ⥾ᙺ䛾⫋ົ䛾ᇳ⾜䜢┘╩䛩䜛
ᙺ䜒ᢸ䛳䛶䛔䜎䛩䚹

コーポレート・ガバナンス体制

機関設計

監査等委員会設置会社

取締役の人数（うち社外取締役の人数）

15人（4人）

監査等委員の人数（うち社外取締役の人数）

4人（3人）

独立役員の人数

2人

取締役の任期

1年

取締役会の回数（2018 年 3月期）

14 回

執行役員制度の導入

あり

買収防衛策の導入

なし

監査法人

EY新日本有限責任監査法人

LINTEC ANNUAL REPORT 2018

37

コーポレート・ガバナンスの歴史
1990

2004

2007

2008

2011

監査役会設置会社として、リンテック株式会社が発足

2015

2016

2018

機関設計を監査等委員会設置会社に変更

執行役員制度を導入

社外取締役1人を選任

社外取締役を2人に増員

社外取締役を4人に増員

取締役会の実効性評価を開始

買収防衛策を導入

買収防衛策を廃止

・取締役会実効性評価
㻞㻜㻝㻤 ᖺ 㻠 ᭶䛻ᐇ䛧䛯ྲྀ⥾ᙺᐇຠᛶホ౯䛾ᴫせ䛻䛴䛔䛶䛿䚸 ḟ䛾䛸䛚䜚䛷䛩䚹
㻔 ᴫせ 㻕
ྲྀ⥾ᙺဨ䛻ᑐ䛧䚸 䝁䞊䝫䝺䞊䝖䜺䝞䝘䞁䝇 䞉 䝁䞊䝗䛻グ㍕䛥䜜䛯ㅖཎ๎䜢㋃䜎䛘䛶䚸 ྲྀ⥾ᙺ䛾ᵓᡂ 䞉 㐠Ⴀ➼
䛻䛴䛔䛶୍㒊⮬⏤グ㏙䛾䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ䜢ᐇ䛧䜎䛧䛯䚹 ᚓ䜙䜜䛯⤖ᯝ䜢௦⾲ྲྀ⥾ᙺ䛜ศᯒホ౯䛧䚸 ᙜ♫䛾⊂
❧ᙺဨ䛷䛒䜛♫እྲྀ⥾ᙺ䛛䜙᭱⤊ホ౯䜢ᚓ䜎䛧䛯䚹 ♫እྲྀ⥾ᙺ䛛䜙䛿䚸 ẖᖺ䜰䞁䜿䞊䝖䛾ෆᐜ䜢ኚ᭦䛩䜛䛺䛹䛾
ᕤኵ䛜䛒䜚䚸 ㉁ၥタᐃ䛚䜘䜃ᡭἲ䛿䛚䛚䜐䛽ྜ⌮ⓗ䛸䛔䛘䚸 ᅇ⟅䜢㋃䜎䛘䛶ḟᖺᗘ䛾⟇䜢᳨ウ䛩䜛 㻼㻰㻯㻭 䝃
䜲䜽䝹 㻖 䛾ᡭἲ䛿䚸 ྲྀ⥾ᙺ䛾ᐇຠᛶ䜢☜ಖ䛩䜛䛯䜑䛾☜ᐇ䛺ᡭẁ䛷䛒䜛䛸䛾ホ౯䜢ᚓ䜎䛧䛯䚹 䜎䛯ྛྲྀ⥾ᙺ
䛛䜙䛾ᅇ⟅䛻䛴䛔䛶䛿䚸 ✚ᴟⓗ䛻ホ౯䛩䜛ពぢ䛜䛒䜛୍᪉䛷䚸 ᚋ䛾ᨵၿⅬ䜒ྵ䜑䛯ᣦ 䞉 ぢゎ䛜䛒䜛䛾䛿䚸
䛒䜛䜉䛝ྲྀ⥾ᙺ䛾ጼ䜢ᶍ⣴䛩䜛䛖䛘䛷ཧ⪃䛸䛺䜚䚸 ᚋ䜒ᙜヱᣦ 䞉 ぢゎ䜢㋃䜎䛘䛯⟇䜢᳨ウ䛧䛶䛔䛟䜉䛝䛷
䛒䜛䛸䛾せᮃ䜒ฟ䛥䜜䜎䛧䛯䚹 䛛䛛䜛ホ౯䜢㋃䜎䛘䚸 ᙜ♫䛿ᘬ䛝⥆䛝ྲྀ⥾ᙺ䛾ᐇຠᛶ䜢㧗䜑䜛䛯䜑䛾䛥䜙䛺䜛
⎔ቃᩚഛ䜢㐍䜑䛶䛔䛝䜎䛩䚹
㻖㻌㻼㻰㻯㻭 䝃䜲䜽䝹䠖㻼㼘㼍㼚㻔 ィ⏬ 㻕 䊻 㻰㼛㻔 ᐇ⾜ 㻕 䊻 㻯㼔㼑㼏㼗㻔 ホ౯ 㻕 䊻 㻭㼏㼠㼕㼛㼚㻔 ᨵၿ 㻕 䛸䛔䛖 㻠 ẁ㝵䛾άື䜢⧞䜚㏉䛧⾜䛖䛣䛸䛷䚸⥅⥆ⓗ䛻䝥䝻䝉䝇䜢
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌ᨵၿ䛧䛶䛔䛟䛸䛔䛖⪃䛘᪉

・取締役に対するトレーニングの方針
㻔㻝㻕 ᪂௵⪅䝖䝺䞊䝙䞁䜾
ᑵ௵ᚋ䛻䚸 ἲົ 䞉 ィ➼䛾⤒Ⴀ䛻ᚲせ䛺▱㆑䛻㛵䛩䜛እ㒊ᶵ㛵䝖䝺䞊䝙䞁䜾䜢ᐇ䛩䜛䚹
㻔㻞㻕 ᐃᮇ䝖䝺䞊䝙䞁䜾
ᖺ 㻝 䡚 㻞 ᅇ⛬ᗘ䚸ᘚㆤኈ➼䛾እ㒊ㅮᖌ䜢ᣍ䛔䛶ၥ㢟䜢䝔䞊䝬䛸䛧䛯䝖䝺䞊䝙䞁䜾䜢ᐇ䛧䚸䝪䞊䝗䝯䞁䝞䞊
䛸䛧䛶䛾ุ᩿䝉䞁䝇䜢☻䛟ᶵ䜢ᥦ౪䛩䜛䚹
㻔㻟㻕 ᐃᮇ䝖䝺䞊䝙䞁䜾
ྛྲྀ⥾ᙺ䛿ᚲせ䛻ᛂ䛨䚸 㐺ᐅ䝉䝭䝘䞊➼䜢♫㈝⏝䛻䜘䜚ཷㅮ䛧䚸 ⮬䜙䛾ᴗົ䛾ᇳ⾜䛻㈨䛩䜛ᑓ㛛▱㆑䛾⩦
ᚓ䜢⾜䛖䚹
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2. 内部統制システムの整備状況
䚷ྲྀ⥾ᙺ䛾⫋ົ䛾ᇳ⾜䛜ἲ௧䛚䜘䜃ᐃḰ䛻㐺ྜ䛩䜛䛣䛸䜢☜ಖ䛩䜛䛯䜑䛾యไ䛸䛭䛾ᴗົ䛾㐺ṇ䜢☜ಖ䛩䜛
䛯䜑䛾యไ䛻䛴䛔䛶䛿௨ୗ䛾䛸䛚䜚䛷䛩䚹

・取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
䚷ྲྀ⥾ᙺ䛚䜘䜃⏝ே䛾⫋ົ䛾ᇳ⾜䛜䚸 ἲ௧䛚䜘䜃ᐃḰ䜢㑂Ᏺ䛧䚸 䛛䛴⌮ほ䜢ᣢ䛳䛶⾜䜟䜜䜛䜘䛖䚸 ᙜ♫䛿
♫ 䛂⮳ㄔ䛸㐀䛃 䛚䜘䜃䛣䜜䜢ᇶ䛸䛧䛯 䛂⾜ືつ⠊䛃 䜢ᐃ䜑䜛䚹 ἲ௧䛚䜘䜃ᐃḰ䛾㑂Ᏺయไ䛾ᐇຠᛶ䜢☜ಖ
䛩䜛䛯䜑䚸 ♫㛗┤㎄⤌⧊䛾┘ᰝᐊ䛿䚸 䛂ෆ㒊┘ᰝつ⛬䛃 䛻ᇶ䛵䛟┘ᰝ䜢㏻䛨䛶䚸 ♫䛾䛶䛾ᴗົ䛜ἲ௧䚸 ᐃ
Ḱ䛚䜘䜃♫ෆつ⛬䛻䛾䛳䛸䜚㐺ṇ䛛䛴ጇᙜ䛻ᐇ䛥䜜䛶䛔䜛䛛䜢ㄪᰝ 䞉 ᳨ド䛧䚸 䛭䛾⤖ᯝ䜢ྲྀ⥾ᙺ䛻ᐃᮇⓗ
䛻ሗ࿌䛩䜛䚹

・取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
䚷ሗ䛾ಖᏑ䛚䜘䜃⟶⌮䛻䛴䛔䛶䛿䚸 ἲ௧䛻䜘䜚ᐃ䜑䜙䜜䛯ᩥ᭩䜢ྵ䜑䛶ᩥ᭩䛾✀㢮䛤䛸䛻䝹䞊䝹䜢ྲྀ䜚Ỵ䜑䚸
ಖᏑ 䞉 ⟶⌮䛩䜛䚹

・損失の危機の管理に関する規程その他の体制
䚷㒊㛛䛤䛸䛻䝬䝙䝳䜰䝹䜢㐍䜑䚸 㐠⏝䛾ᚭᗏ䜢ᅗ䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸 䝸䝇䜽䜢ᮍ↛䛻ᅇ㑊䛒䜛䛔䛿పῶ䛩䜛ດຊ䜢⾜䛖䚹
ಶู䝸䝇䜽䛻䛴䛔䛶䛿㒔ᗘ䚸 ᑐᛂ䛾᳨ウ䛸ᩚഛ䜢㐍䜑䜛䚹 ⅏ᐖⓎ⏕䛺䛹䛾⥭ᛴ䛾䛯䜑䛻䚸 ㏻ᖖᴗົ䛻䜘䜛䝸䝇䜽
⟶⌮䛸䛿ู䛻 䛂♫༴ᶵ⟶⌮つ⛬䛃 䛚䜘䜃䛣䜜䛻ᇶ䛵䛟 䛂㻮㻯㻹㻿㻔 ᴗ⥅⥆䝬䝛䝆䝯䞁䝖䝅䝇䝔䝮 㻕䛃 䜢ᐃ䜑䚸 ㎿㏿
䛻༴ᶵ⟶⌮⤌⧊䜢❧䛱ୖ䛢䜙䜜䜛యไ䛾ᩚഛ䛻ດ䜑䜛䚹

・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
䚷䛂ᴗົศᤸつ⛬䛃 䛻ᇶ䛵䛝䚸 ྛ⤌⧊䛾ᙺศᢸ䛻ᑐᛂ䛧䛯ྲྀ⥾ᙺ䛾ᢸᙜ⫋ົ䜢ᐃ䜑䜛䛸䛸䜒䛻䚸 ᇳ⾜ᙺဨไᗘ
䛾ᑟධ䛻䜘䜚䚸 ⤒Ⴀ䛸ᇳ⾜䛾ศ㞳䛚䜘䜃ពᛮỴᐃ䛾㎿㏿䜢ᅗ䜛䚹 ຍ䛘䛶䚸 ⎔ቃኚ䛻ᑐᛂ䛷䛝䜛䜘䛖䛻㝶
⤌⧊䜢ぢ┤䛧䚸ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶⤌⧊ᶓ᩿ⓗ䛺ጤဨ䜢㝶Ⓨ㊊䛥䛫䜛䛺䛹䛻䜘䜚䚸⫋ົᇳ⾜䛾ຠ⋡ᛶ䛾⥔ᣢ䜢ᅗ䜛䚹

・当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
䚷䛂㛵ಀ♫ᴗົつ⛬䛃 䛻ᇶ䛵䛝䚸 ᙜ♫䛾ྛ⟶㒊㛛䛜ᙜ♫䜾䝹䞊䝥ྛ♫䛾ᴗົ⤫ไ䜢⾜䛖䛣䛸䛻䜘䜚䚸 䜾䝹䞊
䝥య䛸䛧䛶䛾ᴗົ䛾㐺ṇ䛾⥔ᣢ䛻ດ䜑䜛䚹 䛂㛵ಀ♫ᴗົつ⛬䛃 䛻ᇶ䛵䛝䚸 䜾䝹䞊䝥ྛ♫䛛䜙ᐃᮇⓗ䛻䜎䛯
䛿ᚲせ䛻ᛂ䛨䚸 ᴗ⦼䚸 䝸䝇䜽䚸 䛭䛾䛾㔜せ䛺ሗ࿌䜢ཷ䛡䜛యไ䛾ᩚഛ䛻ດ䜑䚸 ᙜ♫䛿ᚲせ䛻ᛂ䛨䚸 㐺ษ䛺㒊
㛛䛛䜙⤒Ⴀ⟶⌮ 䞉 䝃䝫䞊䝖䜢⾜䛔䚸 䜾䝹䞊䝥ྛ♫䛻䛚䛡䜛⤒Ⴀ䛾ຠ⋡䜢᥎㐍䛩䜛䚹 䜾䝹䞊䝥ྛ♫䛜ἲ௧䚸 ᐃ
Ḱ䛻㐺ྜ䛩䜛䛣䛸䜢☜ಖ䛩䜛䛯䜑䚸 ྛ♫䛾ෆ㒊┘ᰝయไ䛻䜘䜛┘ᰝ䛾ᐇ䛚䜘䜃ᙜ♫䛾┘ᰝᐊ䛻䜘䜛┘ᰝ䜢ᐇ
䛩䜛䚹

・監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
および当該使用人に対する監査等委員会の指示の実行性確保に関する事項
䚷┘ᰝ➼ጤဨ┘ᰝ䛾ᐇຠᛶ䜢䜘䜚୍ᒙ㧗䜑䚸 䛛䛴┘ᰝ⫋ົ䜢䛥䜙䛻䛻㐙⾜䛩䜛䛯䜑䛾యไ䜢☜ಖ䛩䜛䛯
䜑䚸 ┘ᰝ➼ጤဨ䛾ᴗົ䜢⿵ຓ䛩䜛┘ᰝ➼ጤဨົᒁ䜢タ⨨䛧䛶䚸 䛭䛾௵䛻ᙜ䛯䜙䛫䜛䚹 ┘ᰝ➼ጤဨ
ົᒁ䝇䝍䝑䝣䜈䛾ே␗ື䞉ேホ౯䞉ᠬᡄฎศ䛿┘ᰝ➼ጤဨ䛾ྠព䜢ᚓ䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䜒䛾䛸䛩䜛䚹 䜎䛯䚸
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┘ᰝ➼ጤဨົᒁ䝇䝍䝑䝣䜈䛾ᣦ♧௧䛿┘ᰝ➼ጤဨ䛷䛒䜛ྲྀ⥾ᙺ 㻔 ௨ୗ䚸 䛂┘ᰝ➼ጤဨ䛃 䛸䛔䛖 㻕 䛜⾜䛖䜒
䛾䛸䛧䚸 ┘ᰝ➼ጤဨ䛛䜙ཷ䛡䛯ᙜヱᣦ♧௧䛻䛴䛔䛶䛿䚸 ᙜヱ┘ᰝ➼ጤဨ䛾⫋ົ䛻ᚲせ䛷䛺䛔䜒䛾䜢㝖䛝䚸 ྲྀ
⥾ᙺ䚸 䜋䛛䛾⏝ே䛾ᣦ௧䛿ཷ䛡䛺䛔䛣䛸䛸䛩䜛䚹

・監査等委員会への報告に関する体制および報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り
扱いを受けないことを確保するための体制
䚷ᙜ♫䜾䝹䞊䝥䛾䛶䛾ྲྀ⥾ᙺ 䞉 ᚑᴗဨ䛿䚸 ἲ௧➼䛾㐪⾜Ⅽ䛺䛹䚸 ᙜ♫䜎䛯䛿ᙜ♫䜾䝹䞊䝥♫䛻ᑐ䛧䚸 ⴭ䛧
䛔ᦆᐖ䜢ཬ䜌䛩䛚䛭䜜䛾䛒䜛ᐇ䛻䛴䛔䛶䚸 ᙜ♫┘ᰝ➼ጤဨ䛻ᑐ䛧䛶ሗ࿌䜢⾜䛖䚹 䜎䛯䚸 ᙜ♫┘ᰝ➼ጤဨ䛿
ᙜ♫䜾䝹䞊䝥䛾䛶䛾ྲྀ⥾ᙺ䞉ᚑᴗဨ䛻ᑐ䛧䚸ᴗ䛻㛵䛩䜛ሗ࿌䜢┤᥋ồ䜑䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜒䛾䛸䛩䜛䚹 ᙜ♫䛿 䛂ෆ
㒊㏻ሗไᗘ㐠⏝つ⛬䛃 䛚䜘䜃 䛂䜾䝻䞊䝞䝹ෆ㒊㏻ሗไᗘつ⛬䛃 䛻䜘䜚䚸 ᙜ♫䜾䝹䞊䝥䛾䛶䛾ᙺဨ 䞉 ᚑᴗဨ䛜
⏝䛷䛝䜛䝦䝹䝥䝷䜲䞁䜢タ⨨䛧䚸 ሗ࿌⪅䛜ᙜヱ㏻ሗ 䞉 ሗ࿌䜢䛧䛯䛣䛸䜢⌮⏤䛸䛧䛶䛺ྲྀ䜚ᢅ䛔䜢ཷ䛡䜛䛣䛸䛜
䛺䛔యไ䛾⥔ᣢ䛻ດ䜑䜛䚹 䛺䛚䚸 䝦䝹䝥䝷䜲䞁䜢㏻䛨䛯ෆ㒊㏻ሗ䛜䛒䛳䛯ሙྜ䛿䚸 ┘ᰝ➼ጤဨ䜈ሗ࿌䛩䜛䚹

・監査等委員の職務の遂行について生じる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
䚷ᙜ♫䛾┘ᰝ➼ጤဨ䛜䛭䛾⫋ົ䛾ᇳ⾜䛻䛴䛔䛶⏕䛪䜛㈝⏝䛾๓ᡶ䛔䜎䛯䛿ൾ㑏➼䛾ㄳồ䜢䛧䛯䛸䛝䛿䚸 ᢸᙜ㒊
⨫䛻䛚䛔䛶ᑂ㆟䛾䛖䛘䚸 ᙜヱ㈝⏝䛜ᙜヱ┘ᰝ➼ጤဨ䛾⫋ົ䛾ᇳ⾜䛻ᚲせ䛷䛺䛔䛸ㄆ䜑䜙䜜䛯ሙྜ䜢㝖䛝䚸 ㏿
䜔䛛䛻ᙜヱ㈝⏝䜎䛯䛿മົ䜢ฎ⌮䛩䜛䚹 䜎䛯䚸 ┘ᰝ➼ጤဨ䛜䚸 ⊂⮬䛾እ㒊ᑓ㛛ᐙ 㻔 ᘚㆤኈ 䞉 බㄆィኈ➼ 㻕
䜢┘ᰝ➼ጤဨ䛾䛯䜑䛾㢳ၥ䛸䛩䜛䛣䛸䜢ồ䜑䛯ሙྜ䚸 ᙜ♫䛿ᙜヱ┘ᰝ➼ጤဨ䛾⫋ົ䛾ᇳ⾜䛻ᚲせ䛷䛺䛔䛸
ㄆ䜑䜙䜜䛯ሙྜ䜢㝖䛝䚸 䛭䛾㈝⏝䜢㈇ᢸ䛩䜛䚹

・その他監査等委員会監査が実効的に行われることを確保するための体制
䚷┘ᰝ➼ጤဨ䛻♫䛾ሗ䛜㞀ᐖ䛺䛟ධ䜛䛯䜑䛾యไ䜢☜ಖ䛩䜛┠ⓗ䛷䚸 ┘ᰝ➼ጤဨ䜢㝖䛟ྲྀ⥾ᙺ䚸 ⏝ே
䛾䜏䛺䜙䛪ィ┘ᰝே䚸 㢳ၥᘚㆤኈ䚸 㢳ၥ⛯⌮ኈ䛺䛹䛛䜙䛾ሗ䜒ධ䜛⎔ቃ䛾ᩚഛ䛻ດ䜑䚸 ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ䛸䛾
ᐃᮇⓗྜ䚸 ⤒Ⴀ㆟䚸 ᡓ␎㆟䛺䛹䛾㔜せ㆟䜈䛾┘ᰝ➼ጤဨ䛾ฟᖍ䞉ពぢ㝞㏙䛾ሙ䜢ไᗘ䛸䛧䛶☜ಖ䛩䜛䚹

3. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその体制の整備状況
䚷ᙜ♫䛿䚸 ᕷẸ♫䛾⛛ᗎ䜔Ᏻ䛻⬣ጾ䜢䛘䜛♫ⓗໃຊ䜔ᅋయ䛻ᑐ䛧䛶䛿Ẏ↛䛸䛧䛯ែᗘ䛷⮫䜏䚸 ୍ษ
䛾㛵ಀ䜢㐽᩿䛧䛶䛔䜎䛩䚹 䛂䝸䞁䝔䝑䜽⾜ືつ⠊䛃 䛻䛚䛔䛶䚸 䛭䛾᪨䜢᫂グ䛧䛶䛚䜚䚸 ᙺဨ䛚䜘䜃ᚑᴗဨ䜈ᚭᗏ䛧
䛶䛔䜎䛩䚹
䚷䜎䛯䚸 ྠໃຊ䜔ᅋయ䛛䜙䛾ᙜ䛺せồ䛻䛿᩿ᅛ䛯䜛⾜ື䜢ᇳ䛳䛶䛚䜚䚸 ᖹ⣲䜘䜚㆙ᐹ䚸 ᭀຊ㏣ᨺ㐠ື᥎㐍䝉
䞁䝍䞊䚸 ᘚㆤኈ➼䛾ᑓ㛛ᶵ㛵䛸⥭ᐦ䛺㐃ᦠ㛵ಀ䜢ᵓ⠏䛧䛶䛔䜎䛩䚹 䛾Ⓨ⏕䛻䛿䛣䜜䜙䛾ᶵ㛵䛚䜘䜃ᅋయ䚸
ᘚㆤኈ➼䛸ᐦ᥋䛻㐃ᦠ䛧䚸 ㎿㏿䛛䛴⤌⧊ⓗ䛻ᑐฎ䛧䛶䛔䜎䛩䚹

4. リスク管理体制の整備の状況
䚷ᙜ♫䛿䚸 䛂♫༴ᶵ⟶⌮つ⛬䛃 䜢ᐃ䜑䚸 䝸䝇䜽䛜Ⓨ⏕䛧䛯㝿䛻ᴗ౯್䛻䛘䜛ᙳ㡪䛚䜘䜃ᦆᐖ䜢᭱ᑠ㝈䛻䛸䛹
䜑䜛䛯䜑䛾యไ䜢ᩚ䛘䛶䛔䜎䛩䚹 䜎䛯䚸 ሗ䛾ಖᏑ䛚䜘䜃⟶⌮䛻䛴䛔䛶䛿䚸 䛂ሗ䝉䜻䝳䝸䝔䜱䞊⟶⌮つ⛬䛃 䛂Ⴀᴗ
⛎ᐦ⟶⌮つ⛬䛃 䜢ไᐃ䛧䚸⟶⌮䛧䛶䛔䜎䛩䚹 䛺䛚䚸㻯㻿㻾 ᥎㐍ᐊ䛜୰ᚰ䛸䛺䛳䛶䚸♫ⓗ䛺䝸䝇䜽ホ౯䜢⾜䛳䛶䛔䜎䛩䚹
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5. 責任限定契約の内容
䚷ᙜ♫䛿䚸 ♫ἲ➨ 㻠㻞㻣 ᮲➨ 㻝 㡯䛻ᇶ䛵䛝䚸 㠀ᴗົᇳ⾜ྲྀ⥾ᙺ䛸䛾㛫䛻䛚䛔䛶䚸 ♫ἲ➨ 㻠㻞㻟 ᮲➨ 㻝 㡯䛾㈺
ൾ㈐௵䜢㝈ᐃ䛩䜛ዎ⣙䜢⥾⤖䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䚸 ♫እྲྀ⥾ᙺ䛷䛒䜛⚟ᓥ୍ᏲẶ䚸 㔝ἑᚭẶ䚸 ᒸဴẶ䛚䜘䜃⃝
ຍዉᏊẶ䛾 㻠 ே䛸⥾⤖䛧䛶䛔䜎䛩䚹 䛺䛚䚸 ᙜヱዎ⣙䛻ᇶ䛵䛟㈺ൾ㈐௵㝈ᗘ㢠䛿䚸 㻝㻜 ⓒ䛸ἲ௧䛾ᐃ䜑䜛᭱ప
㈐௵㝈ᗘ㢠䛸䛾䛔䛪䜜䛛㧗䛔㢠䛸䛺䜚䜎䛩䚹

内部監査および監査等委員会監査
1. 内部監査の状況
䚷ෆ㒊┘ᰝ䛻䛴䛔䛶䛿䚸 ┘ᰝᐊ䛜ྛ㒊㛛䚸 ᴗᡤ䚸 ᕤሙ䚸 㛵ಀᏊ♫䜈䛾┘ᰝ䜢ᐃᮇⓗ䛻ᐇ䛧䚸 ᴗົᇳ⾜
䛾䝥䝻䝉䝇䛸⤖ᯝ䛻䛴䛔䛶䚸 㐺ἲᛶ䛸♫ෆつᐃ䛸䛾ᩚྜᛶ䜢᳨ド䛧䛶䛔䜎䛩䚹 䜎䛯䚸 䛣䜜䜙䛾ෆ㒊┘ᰝ䛻㛵䛩䜛
≧ἣ䛻䛴䛔䛶䛿䚸 ┘ᰝ➼ጤဨ䛻ᑐ䛧䛶㝶ሗ࿌䛧䚸 ┘ᰝ⤖ᯝ䛻㛵䛩䜛ពぢ䜢⾜䛔䜎䛩䚹

2. 監査等委員会監査の状況
䚷ᙜ♫䛾┘ᰝ➼ጤဨ䛿┘ᰝ➼ጤဨ䛷䛒䜛ྲྀ⥾ᙺ 㻠 ே䛷ᵓᡂ䛥䜜䛶䛚䜚䚸 䛖䛱 㻟 ே䛜♫እྲྀ⥾ᙺ䛷䛩䚹 ┘ᰝ➼
ጤဨ䛿ෆ㒊⤫ไ䝅䝇䝔䝮䜢ά⏝䛧䛺䛜䜙┘ᰝᐊ䛚䜘䜃ィ┘ᰝே䛸㐃ᦠ䛧䚸 ᚲせ䛺ሗ࿌䜢ཷ䛡䜛䛸䛸䜒䛻䚸 ព
ぢ䛺䛹䜢㏻䛨䛶䚸 ྲྀ⥾ᙺ䛾⫋ົᇳ⾜䛾┘ᰝ䜢⾜䛔䜎䛩䚹 䜎䛯䚸 ྛ┘ᰝ➼ጤဨ䛿⤒Ⴀ㆟䛺䛹䛻ฟᖍ䛧䚸 ┘
ᰝ䛻ᚲせ䛺ሗ䛾ධᡭ䜢⾜䛔䚸 ྲྀ⥾ᙺ䛸䛧䛶ྲྀ⥾ᙺ䛻ฟᖍ䛧䚸 ពぢ䛾㝞㏙䜔Ỵ㆟䜈䛾ཧຍ䜢㏻䛨䛶䚸 ྲྀ⥾ᙺ
䛾⫋ົᇳ⾜䛾┘╩䜢⾜䛔䜎䛩䚹
䚷䛺䛚䚸 ┘ᰝ➼ጤဨ䛾ᒸ⏣ᾈᚿẶ䛿ᙜ♫䛾⟶⌮㒊㛛䛚䜘䜃┘ᰝ㒊㛛䛺䛹䛻䛚䛔䛶䚸 㔝ἑᚭẶ䛿᪥ᮏ〇⣬ᰴᘧ
♫䛾⟶⌮㒊㛛䛻䛚䛔䛶䚸 䛭䜜䛮䜜㛗ᖺ䛾⤒㦂䜢㔜䛽䛶䛝䛶䛔䜛䛣䛸䛛䜙䚸 ㈈ົ䛚䜘䜃ィ䛻㛵䛩䜛┦ᙜ⛬ᗘ
䛾▱ぢ䜢᭷䛧䛶䛔䜎䛩䚹
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社外取締役
1. 社外取締役
䚷ᙜ♫䛿䚸 ♫እྲྀ⥾ᙺ䛸䛧䛶⚟ᓥ୍ᏲẶ䚸 㔝ἑᚭẶ䚸 ᒸဴẶ䛚䜘䜃⃝ຍዉᏊẶ䛾 㻠 ே䜢㑅௵䛧䛶䛚䜚䚸
⚟ᓥ୍ᏲẶ䜢㝖䛟 㻟 ே䛿┘ᰝ➼ጤဨ䛷䛩䚹
氏名

各社外取締役と当社との人的・資本的・取引関係、その他の利害関係

選任の理由

福島 一 守

同氏と当社の間には特別の利害関係はありませんが、同氏が常務
執行役員を務める日本製紙株式会社は当社の主要な取引先であり、
同社と当社の間には、原材料等の仕入れで2,197百万円、製品等
の売り上げで21百万円の取引(いずれも2018年3月期実績)が存
在しています。また、同社は当社の主要な株主であり、2018年
3月末時点において21,737,792株(当社発行済株式総数[自己株
式を除く]の30.12％)を保有しています。

同氏は、日本製紙株式会社における役員経験ならびに同社生産部
門および営業部門における長年の業務経験を通じて得られた知識・
経験等を基に、当社取締役会の監督機能強化の役割を果たしてい
ただくことができる人材であり、社外取締役として選任しています。

野沢 徹

同氏と当社の間には特別の利害関係はありませんが、同氏が取締
役常務執行役員を務める日本製紙株式会社は当社の主要な取引先
であり、同社と当社の間には、原材料等の仕入れで2,197百万円、
製品等の売り上げで21百万円の取引 (いずれも2018年3月期実
績)が存在しています。また、同社は当社の主要な株主であり、
2018年3月末時点において21,737,792株(当社発行済株式総
数[自己株式を除く]の30.12％)を保有しています。

同氏は、日本製紙株式会社における役員経験および同社管理部門
における長年の業務経験を通じて得られた知識・経験等を基に、
当社取締役会の監査・監督機能強化の役割を果たしていただくこ
とができる人材であり、取締役である監査等委員として選任して
います。

大岡 哲

同氏と当社の間には特別の利害関係はありません。

同氏は、政策金融における長年の経験や豊かな国際経験と専門的
学識経験、さらには当社とは異なる業界における社外取締役とし
て得られた知識・経験等を基に、当社取締役会の監査・監督機能
強化の役割を果たしていただくことができる人材であり、取締役
である監査等委員として選任しています。また、同氏は株式会社
東京証券取引所の定める独立役員に指定されています。

大澤 加奈子 同氏と当社の間には特別の利害関係はありません。

同氏は、弁護士としての高度な法律知識および幅広い見識、さら
には国内外の企業法務に携わることで得られた知識・経験等を基
に、当社取締役会の監査・監督機能強化の役割を果たしていただ
くことができる人材であり、取締役である監査等委員として選任
しています。また、同氏は株式会社東京証券取引所の定める独立
役員に指定されています。

2. 社外取締役の独立性に関する当社の考え方
䚷ᙜ♫䛿䚸 ♫እྲྀ⥾ᙺ䛾⊂❧ᛶ䛻㛵䛩䜛ᇶ‽䜔᪉㔪䜢ᐃ䜑䛶䛿䛔䜎䛫䜣䛜䚸 ⊂❧ᛶ䛻㛵䛧䛶䛿䚸 ᰴᘧ♫ᮾ
ிドๆྲྀᘬᡤ䛜ᐃ䜑䜛ᇶ‽䜢ཧ⪃䛻䛧䛶䛔䜎䛩䚹 䜎䛯䚸 ᑵ௵䛿ᙜ♫䛛䜙䛾せㄳ䛻ᇶ䛵䛟䜒䛾䛷䛒䜛䛣䛸䛛䜙䚸 ⤒
Ⴀ䛾⊂❧ᛶ䛿☜ಖ䛥䜜䛶䛔䜛䛸ㄆ㆑䛧䛶䛔䜎䛩䚹

3. 社外取締役による取締役の職務執行の監督と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携
ならびに内部統制部門との関係
䚷♫እྲྀ⥾ᙺ䛿ྲྀ⥾ᙺ䜈ฟᖍ䛧䚸 ㆟ᑂ㆟䛺䛹䛻ᚲせ䛛䛴᭷ຠ䛺Ⓨゝ䜢㐺ᐅ⾜䛳䛶䛔䜛䜋䛛䚸 ෆ㒊┘ᰝ㒊㛛䚸
ィ┘ᰝே䛸㐃ᦠ䜢ྲྀ䜚䚸 ྲྀ⥾ᙺ䛾⫋ົᇳ⾜䜢┘╩䛧䛶䛔䜎䛩䚹
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役員の報酬等
1. 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円）
基本報酬

株式報酬型
ストックオプション

対象となる役員の員数
（人）

賞与

取締役
（監査等委員を除く）
（社外取締役を除く）

451

338

21

90

13

19

19

—

—

2

20

20

—

—

5

取締役
（監査等委員）
（社外取締役を除く）

社外役員

2. 役員の報酬等の額の決定に関する方針
・取締役 ( 監査等委員を除く ) の報酬
䚷ᙜ♫䛾ྲྀ⥾ᙺ 㻔 ┘ᰝ➼ጤဨ䜢㝖䛟 㻕 䛾ሗ㓘䛿䚸 ḟ䛾䛸䛚䜚ᵓᡂ䛥䜜䛶䛔䜎䛩䚹
䠄㻝㻕㻌ᇶᮏሗ㓘
䞉 ᙺู䛻ᨭ⤥䛥䜜䜛ᐃ㢠㒊ศ䛸䚸 ᙺဨᣢᰴ䜈䛾ᣐฟ㒊ศ䛛䜙ᡂ䜛
䞉 䛣䛾䛖䛱ᚋ⪅䛿䚸 ᙺဨᣢᰴ⤒⏤䛷ᐃᮇⓗ䛻⮬♫ᰴᘧ㉎ධ䛚䜘䜃ಖ᭷䜢䛥䛫䜛䜒䛾䛷䚸 䛂㛗ᮇ䜲䞁䝉䞁䝔䜱䚷
䚷 䝤ሗ㓘䛃 䛸䛧䛶タᐃ
㻔㻞 㻕㻌㈹
䞉 㐃⤖ᴗ⦼䛻ᑐ䛩䜛ホ౯䜢ᫎ䛥䛫䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸 䛂▷ᮇ䜲䞁䝉䞁䝔䜱䝤ሗ㓘䛃 㻔 ᴗ⦼㐃ືሗ㓘 㻕 䛸䛧䛶タᐃ䚹
䚷 䛯䛰䛧䚸 ᨭ⤥⥲㢠䛿 㻝㻡㻜 ⓒ䜢㉸䛘䛺䛔㔠㢠䛸䛩䜛
䠄㻟㻕㻌ᰴᘧሗ㓘ᆺ䝇䝖䝑䜽䜸䝥䝅䝵䞁
䞉 ᙺဨᣢᰴ䛸୪䜆 䛂㛗ᮇ䜲䞁䝉䞁䝔䜱䝤ሗ㓘䛃 䛸䛧䛶タᐃ

・取締役 ( 監査等委員 ) の報酬
䚷┘ᰝ➼ጤဨ䛾ሗ㓘䛿䚸ᰴ⥲䛷Ỵ㆟䛥䜜䛯ሗ㓘㢠䛾⠊ᅖෆ䛷䚸ಶ䚻䛾┘ᰝ➼ጤဨ䛾⫋ົ䛸㈐௵䜢ᇶ䛻䚸䛂ྲྀ
⥾ᙺሗ㓘ෆつ䛃 䛻ᇶ䛵䛝䚸 ┘ᰝ➼ጤဨ䛾༠㆟䛻䜘䜚Ỵᐃ䛩䜛䛣䛸䛻䛧䛶䛔䜎䛩䚹
䚷䛺䛚䚸 㻞㻜㻝㻤 ᖺ 㻢 ᭶ 㻞㻝 ᪥㛤ദ䛾ᐃᰴ⥲䛻䛚䛔䛶䚸 ᙜ♫䛾ྲྀ⥾ᙺ 㻔 ♫እྲྀ⥾ᙺ䛚䜘䜃┘ᰝ➼ጤဨ䜢㝖䛟 㻕
䛻㛗ᮇ䜲䞁䝉䞁䝔䜱䝤ሗ㓘䛸䛧䛶䚸 䛂ᰴᘧሗ㓘ᆺ䝇䝖䝑䜽䜸䝥䝅䝵䞁䛸䛧䛶䛾᪂ᰴண⣙ᶒ䛃 䛚䜘䜃ᇶᮏሗ㓘䛻ྵ䜎䜜
䜛 䛂ᙺဨᣢᰴ䜈䛾ᣐฟ䛃 䛻௦䛘䛶䚸 ᪂䛯䛻ㆡΏไ㝈ᰴᘧ䛾䜚ᙜ䛶䜢Ỵ㆟䛧䛶䛔䜎䛩䚹 ᙜヱᰴ⥲௨㝆
䛾 䛂ᙺဨ䛾ሗ㓘➼䛾㢠䛾Ỵᐃ䛻㛵䛩䜛᪉㔪䛃 䛿ḟ䛾䛸䛚䜚䛷䛩䚹
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・取締役 ( 監査等委員を除く ) の報酬
䚷ᙜ♫䛾ྲྀ⥾ᙺ 㻔 ┘ᰝ➼ጤဨ䜢㝖䛟 㻕 䛾ሗ㓘䛿䚸 ḟ䛾䛸䛚䜚ᵓᡂ䛥䜜䛶䛔䜎䛩䚹
㻔㻝㻕 ᇶᮏሗ㓘
䞉 ᙺู䛻ᐃ㢠䜢ᨭ⤥䛧䚸 ᨭ⤥⥲㢠䛿 㻠㻞㻜 ⓒ䜢㉸䛘䛺䛔㔠㢠䛸䛩䜛
㻔㻞㻕 ㈹
䞉 ⌧⾜᪉㔪䛸ኚ᭦䛺䛧
㻔㻟㻕 ㆡΏไ㝈ᰴᘧ
䞉 ᰴ౯ୖ᪼䛚䜘䜃ᴗ౯್ྥୖ䜈䛾㈉⊩ពḧ䜢㧗䜑䜛䛯䜑䛾 䛂㛗ᮇ䜲䞁䝉䞁䝔䜱䝤ሗ㓘䛃 䛸䛧䛶タᐃ䛧䚸 ᨭ䚷
䚷⤥⥲㢠䛿 㻢㻜 ⓒ䜢㉸䛘䛺䛔㔠㢠䛸䛩䜛
䚷䛣䜜䜙䛾ሗ㓘䛿䛭䜜䛮䜜ᰴ⥲䛷ሗ㓘㢠䜢Ỵ㆟䛧䛶䛚䜚䚸 䛭䛾㢠䛾⠊ᅖෆ䛷䚸 ಶ䚻䛾ྲྀ⥾ᙺ 㻔 ┘ᰝ➼ጤဨ
䜢㝖䛟 㻕 䛾⫋ົ䛸㈐௵䜢ᇶ䛻䚸 䛂ྲྀ⥾ᙺሗ㓘ෆつ䛃 䛻ᇶ䛵䛝䚸 ྲྀ⥾ᙺ䛷Ỵᐃ䛩䜛䛣䛸䛻䛧䛶䛔䜎䛩䚹
䚷䛺䛚䚸 ྲྀ⥾ᙺ 㻔 ┘ᰝ➼ጤဨ䜢㝖䛟 㻕 䛾ホ౯䚸 ሗ㓘䛾Ỵᐃ䛻㛵䛧䛶䛿䚸 ᐈほᛶ䚸 ㏱᫂ᛶ䜢㧗䜑䜛䛯䜑䛻䚸 ௦⾲
ྲྀ⥾ᙺ♫㛗䛾䜰䝗䝞䜲䝄䝸䞊ᶵ㛵䛸䛧䛶䚸 ♫እ᭷㆑⪅䜢ྵ䜐ホ౯ሗ㓘ㅎၥ㆟䛜タ䛡䜙䜜䛶䛚䜚䚸 ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶
௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗䛻ຓゝ䛚䜘䜃ᥦゝ䜢⾜䛳䛶䛔䜎䛩䚹

・社外取締役 ( 監査等委員を除く ) の報酬
䚷♫እྲྀ⥾ᙺ 㻔 ┘ᰝ➼ጤဨ䜢㝖䛟 㻕 䛾ሗ㓘䛿䚸 ᰴ⥲䛷Ỵ㆟䛥䜜䛯ሗ㓘㢠䛾⠊ᅖෆ䛷䚸 ಶ䚻䛾♫እྲྀ⥾ᙺ䛾
⫋ົ䛸㈐௵䜢ᇶ䛻䚸 䛂ྲྀ⥾ᙺሗ㓘ෆつ䛃 䛻ᇶ䛵䛝䚸 ྲྀ⥾ᙺ䛷Ỵᐃ䛩䜛䛣䛸䛻䛧䛶䛔䜎䛩䚹

・取締役 ( 監査等委員 ) の報酬
䚷⌧⾜᪉㔪䛸ኚ᭦䛺䛧
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買収防衛策の導入の有無
䚷ᙜ♫䛿䚸 ᰴᘧ♫䛾ᨭ㓄䛻㛵䛩䜛ᇶᮏ᪉㔪䛻ᇶ䛵䛟 䛂つᶍ㈙䝹䞊䝹䛃 䜢䚸 ᭷ຠᮇ㛫䛜‶䛸䛺䜛 㻞㻜㻝㻤
ᖺ 㻢 ᭶ 㻞㻝 ᪥㛤ദ䛾➨ 㻝㻞㻠 ᮇᐃᰴ⥲⤊⤖䛾䜢䜒䛳䛶ᗫṆ䛧䜎䛧䛯䚹 䛣䜜䛻క䛔ᰴᘧ♫䛾ᨭ㓄䛻㛵䛩
䜛ᇶᮏ᪉㔪䜒ᗫṆ䛧䜎䛧䛯䛜䚸 ᙜ♫䛿ᗫṆᚋ䛻䛚䛔䛶䜒䚸 ᙜ♫ᰴᘧ䜈䛾つᶍ㈙⾜Ⅽ䜢⾜䛔䚸 䜎䛯䛿⾜䛚䛖
䛸䛩䜛⪅䛻ᑐ䛧䛶䛿䚸 ᙜ♫䛾ᴗ౯್䛚䜘䜃ᰴඹྠ䛾┈䜢☜ಖ䛩䜛ほⅬ䛛䜙䚸 㛵ಀ䛩䜛ἲ௧䛻ᚑ䛔䚸 ᰴ
䛾ⓙᵝ䛜つᶍ㈙⾜Ⅽ䛾㠀䜢㐺ษ䛻ุ᩿䛩䜛䛯䜑䛻ᚲせ䛛䛴༑ศ䛺ሗ䛾ᥦ౪䜢ồ䜑䛶䛔䛝䜎䛩䚹 ే䛫
䛶ᙜ♫ྲྀ⥾ᙺ䛾ពぢ➼䜢㛤♧䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸 ᰴ䛾ⓙᵝ䛾᳨ウ䛾䛯䜑䛻ᚲせ䛺㛫䛸ሗ䛾☜ಖ䛻ດ䜑䛶䛔
䛝䜎䛩䚹 䜎䛯䚸 ௬䛻つᶍ㈙⾜Ⅽ䛻ᑐ䛩䜛㏿䜔䛛䛺ᑐᢠᥐ⨨䜢ㅮ䛨䛺䛡䜜䜀䚸 ᙜ♫䛾ᴗ౯್䛚䜘䜃ᰴඹ
ྠ䛾┈䛜ẋᦆ䛥䜜䜛䛚䛭䜜䛜䛒䜛䛸ྜ⌮ⓗ䛻ุ᩿䛥䜜䜛䛸䛝䛻䛿䚸 ᰴ䛛䜙⤒Ⴀ䜢㈇ク䛥䜜䛯ᙜ♫ྲྀ⥾ᙺ䛾
ᙜ↛䛾㈐ົ䛸䛧䛶䚸 㛵㐃䛩䜛ἲ௧䛾チᐜ䛩䜛⠊ᅖෆ䛻䛚䛔䛶䚸 ᙜヱⅬ䛷᭱䜒㐺ษ䛸⪃䛘䜙䜜䜛ලయⓗ䛺ᥐ⨨
䛾ෆᐜ䜢㏿䜔䛛䛻Ỵᐃ䛧䚸ᐇ⾜䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸ᙜ♫䛾ᴗ౯್䛚䜘䜃ᰴඹྠ䛾┈䛾☜ಖ䛻ດ䜑䛶䛔䛝䜎䛩䚹

政策保有株式の保有方針
䚷ᙜ♫䛿ྲྀᘬඛ䛸䛾㛗ᮇⓗ 䞉 Ᏻᐃⓗ䛺㛵ಀ䜢ᵓ⠏ 䞉 ⥔ᣢ䛩䜛䛣䛸䛜㔜せ䛸⪃䛘䛶䛔䜎䛩䚹 䛣䛾䛯䜑䚸 ྲྀᘬඛ䛸䛾
ᴗୖ䛾㛵ಀ䛺䛹䜢⥲ྜⓗ䛻຺䛧䚸 ྲྀᘬඛ䛾ᰴᘧ䜢ᨻ⟇ⓗ䛻ಖ᭷䛧䛶䛔䜎䛩䚹 ᨻ⟇ᰴᘧಖ᭷䛻䛴䛔䛶䛿䚸 
ᴗ㛫䛾ಙ㢗 䞉 㐃ᦠ㛵ಀ䜢㧗䜑䜛䛣䛸䛜䛚䛔䛾ᴗ౯್ྥୖ䛻䛴䛺䛜䜛ྲྀᘬඛ䛾ᰴᘧ䜢ᑐ㇟䛸䛧䛶䛚䜚䚸 䛛䛛
䜛ほⅬ䛛䜙㐺ᐅ䚸 ಖ᭷䜢ぢ┤䛧䛶䛔䜎䛩䚹 ㆟Ỵᶒ⾜䛻ᙜ䛯䛳䛶䛿䚸 ᢞ㈨ඛᴗ䛾⤒Ⴀ᪉㔪䜢ᑛ㔜䛧䚸 ᴗ౯
್ྥୖ䚸 ᰴ㑏ඖྥୖ䛻䛴䛺䛜䜛䜒䛾䛷䛒䜛䛛䜢ៅ㔜䛻☜ㄆ䛧䛯䛖䛘䛷䚸 ㆟䜈䛾㈶ྰ䜢ุ᩿䛧䜎䛩䚹

株式の保有状況
ಖ᭷┠ⓗ䛜⣧ᢞ㈨┠ⓗ௨እ䛾┠ⓗ䛷䛒䜛ᢞ㈨ᰴᘧ
㖭ᩘ 䠖 㻠㻟 㖭
㈚ᑐ↷⾲ィୖ㢠䛾ྜィ㢠 䠖 㻞㻘㻝㻤㻡 ⓒ
㻔 ᙜᴗᖺᗘ 㻕
≉ᐃᢞ㈨ᰴᘧ
上位10銘柄

株式数（千株）

賃借対照表計上額（百万円）

保有目的

1,160

1,167

フジプレアム株式会社

936

361

同上

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ

159

111

同上

35

92

同上

株式会社キングジム

76

78

同上

株式会社イムラ封筒

100

52

同上

株式会社みずほフィナンシャルグループ

東レ株式会社

綜研化学株式会社

取引関係の強化

206

39

同上

小津産業株式会社

15

35

同上

株式会社有沢製作所

35

34

同上

朝日印刷株式会社

27

34

同上
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株主との対話
䚷ᙜ♫䛿䚸 ᣢ⥆ⓗᡂ㛗䛸୰ 䞉 㛗ᮇⓗ䛺ᴗ౯್䛾ྥୖ䛻㈨䛩䜛䚸 ᰴ 䞉 ᢞ㈨ᐙ䛸䛾ᘓタⓗ䛺ᑐヰ䜢ಁ㐍䛩䜛䛯
䜑䚸 ḟ䛾ᇶᮏ᪉㔪䛻ἢ䛳䛶 㻵㻾 άື䛾యไᩚഛ䛸✚ᴟⓗ䛺ྲྀ䜚⤌䜏䛻ດ䜑䛶䛔䜎䛩䚹
㻔㻝㻕 ᰴ 䞉 ᢞ㈨ᐙ䛸䛾ಶู㠃ㄯ䜢䛿䛨䜑䛸䛩䜛ྛ✀ 㻵㻾 άື䛿䚸 㻵㻾 ᢸᙜᙺဨ䛜㐠Ⴀ⤫ᣓ䛧䚸 ᑐヰ䛾ᑐᛂ⪅䛻䛴䛔
䛶䛿䚸 ᰴ 䞉 ᢞ㈨ᐙ䛾ᕼᮃ䛸㠃ㄯ䛾䛺㛵ᚰ㡯䜒㋃䜎䛘䛯䛖䛘䛷䚸 ྜ⌮ⓗ䛺⠊ᅖ䛷⤒Ⴀ㝕ᖿ㒊䜎䛯䛿ྲྀ
⥾ᙺ䛜ᑐᛂ䛧䛶䛔䜎䛩䚹 㻞㻜㻝㻤 ᖺ 㻟 ᭶ᮇ䛿䚸 㻝㻡㻜 ♫௨ୖ䛾ᅜෆእᶵ㛵ᢞ㈨ᐙ 䞉 䜰䝘䝸䝇䝖䛸䛾㠃ㄯ䜢ᐇ䛧䜎
䛧䛯䚹
㻔㻞㻕 ྛ✀ 㻵㻾 άື䛿䚸 ᗈሗ 䞉 㻵㻾 ᐊ䚸 ⤒⌮㒊䚸 ⥲ົ 䞉 ἲົ㒊䚸 ⤒Ⴀ⏬ᐊ䛺䛹䛜୰ᚰ䛸䛺䛳䛶ᐇ䛧䛶䛔䜎䛩䚹 㛵
㐃㒊⨫䛿᪥ᖖⓗ䛻ሗ䜢⾜䛔䚸 ⤒Ⴀ䝖䝑䝥䛸㛵㐃㒊⨫䛸䛾䝭䞊䝔䜱䞁䜾䜢㐺ᐅ⾜䛖䛺䛹ᚲせ䛺ሗ䜢ඹ᭷
䛧䚸 ⥭ᐦ䛺㐃ᦠ䜢ᅗ䛳䛶䛔䜎䛩䚹
㻔㻟㻕 ಶู㠃ㄯ௨እ䛾 㻵㻾 άື䛸䛧䛶䚸 Ỵ⟬ㄝ᫂䜔୰ᮇ⤒Ⴀィ⏬ㄝ᫂䜢ᐃᮇⓗ䛻㛤ദ䛧䛶䛔䜛䜋䛛䚸 ᾏእᢞ㈨
ᐙゼၥ䜔ᾏእᢞ㈨ᐙ䜢㞟䜑䛶⾜䜟䜜䜛 㻵㻾 䝁䞁䝣䜯䝺䞁䝇䜈䛾ཧຍ䚸 䜎䛯䚸 タぢᏛ䜔ᴗㄝ᫂䚸 ಶே
ᢞ㈨ᐙྥ䛡♫ㄝ᫂䛺䛹䜢㐺ᐅᐇ䛧䛶䛔䜎䛩䚹 㻞㻜㻝㻤 ᖺ 㻟 ᭶ᮇ䛿䚸 ᮾி䛷⾜䜟䜜䛯 㻵㻾 䝁䞁䝣䜯䝺䞁䝇䛻
ィ 㻟 ᅇཧຍ䛧䜎䛧䛯䚹 䛥䜙䛻䚸 ᰴ㏻ಙㄅ䜔䜰䝙䝳䜰䝹䝺䝫䞊䝖䚸 䝩䞊䝮䝨䞊䝆䛾 㻵㻾 䝃䜲䝖䜢㏻䛨䛶ᅜෆእ䜈
䛾ሗᥦ౪䛾ᐇ䜢ᅗ䜛䛸䛸䜒䛻䚸 ᰴ㏻ಙㄅ䜔 㻵㻾 䝃䜲䝖䛷䜰䞁䜿䞊䝖䜢ᐇ䛧䛶䚸 ᰴ 䞉 ᢞ㈨ᐙ䛾ኌ䜢ᗈ䛟
㞟䜑䛶䛔䜎䛩䚹
㻔㻠㻕㻌 㻵㻾 άື䜢㏻䛨䛶ᢕᥱ䛧䛯ᰴ 䞉 ᢞ㈨ᐙ䛾ពぢ 䞉 ᠱᛕ䛿䚸 ྲྀ⥾ᙺ䛷ᅄ༙ᮇ䛤䛸䛻⾜䜟䜜䜛ᴗົሗ࿌䛻䛚䛔
䛶㛵㐃㒊⨫䛛䜙⤒Ⴀᒙ䜈䝣䜱䞊䝗䝞䝑䜽䛩䜛䜋䛛䚸 ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶䚸 㐺ᐅ䚸 ⤒Ⴀᒙ䛻ሗ࿌䛧䛶䛔䜎䛩䚹
㻔㻡㻕 ᰴ 䞉 ᢞ㈨ᐙ䛸䛾ᑐヰ䛻㝿䛧䛶䛿䚸 䜲䞁䝃䜲䝎䞊ሗ䛜ྵ䜎䜜䛺䛔䜘䛖♫ෆ䛾 䛂䜲䞁䝃䜲䝎䞊ྲྀᘬ㜵Ṇつ๎䛃
䛻ᇶ䛵䛔䛶䚸 䛭䛾⟶⌮䜢ᚭᗏ䛧䛶䛔䜎䛩䚹 䜎䛯䚸 Ỵ⟬ሗ䛾₃䛘䛔䜢㜵䛞䚸 බᖹᛶ䜢☜ಖ䛩䜛䛯䜑䚸 䛂䝕䜱䝇
䜽䝻䞊䝆䝱䞊䝫䝸䝅䞊䛃 䛻䛶ྛᅄ༙ᮇỴ⟬Ⓨ⾲᪥䛾⣙ 㻝 䛛᭶๓䛛䜙Ỵ⟬Ⓨ⾲᪥䜎䛷䜢ỿ㯲ᮇ㛫䛸䛧䛶䛚䜚䚸 䛣
䛾ᮇ㛫୰䛿Ỵ⟬ 䞉 ᴗ⦼ぢ㏻䛧䛻㛵䛩䜛㉁ၥ䜈䛾ᅇ⟅䜔䝁䝯䞁䝖䜢ᕪ䛧᥍䛘䜛䛣䛸䛸䛧䛶䛔䜎䛩䚹
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コーポレート・ガバナンス体制図
株主総会
選任／解任

選任／解任

選任／解任

意思決定

報告・答申

取締役会（取締役）
監査・監督

監査等委員会
（監査等委員である
取締役）

連携

会計
監査人

代表取締役
会計監査
内部統制監査

経営会議（執行役員）

連携

報告

業務執行部門
CSR推進室
推進

管理部門、営業部門、生産部門、
技術部門、国内・海外子会社

監査室
内部監査

業務執行
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持続的成長を支える基盤

社外取締役メッセージ
ガバナンスの強化に向けて
これからも客観的な視点で率直な意見を伝えていきます。
取締役会について
䚷ᙜ♫䛾♫እྲྀ⥾ᙺ䛻ᑵ௵䛧䛶 㻟 ᖺ䛜⤒㐣䛧䜎䛧䛯䛜䚸 ᑵ௵┤ᚋ䛸ẚ㍑䛩䜛䛸䚸 ྲྀ⥾ᙺ䛷䛾Ⓨゝ䜔㆟ㄽ䛿䜘䜚ά
Ⓨ䛻⾜䜟䜜䜛䜘䛖䛻䛺䛳䛯䛸ឤ䛨䛶䛔䜎䛩䚹 䝸䞁䝔䝑䜽䛾ᴗ㡿ᇦ䛿ከᒱ䛻䜟䛯䜚䚸 䛭䜜䛮䜜䛜␗䛺䜛ᴗ≉ᛶ䜔ᑓ
㛛ᛶ䜢ᣢ䛳䛶䛔䜛䛣䛸䛛䜙䚸 ྲྀ⥾ᙺ䛰䛡䛷䛿䛺䛛䛺䛛⌮ゎ䛧䛵䜙䛔㠃䜒䛒䜚䜎䛩䚹 ⚾⮬㌟䛸䛧䛶䛿䚸 ẖ᭶㛤ദ䛥䜜
䜛ᇳ⾜ᙺဨ䜒ཧຍ䛧䛯⤒Ⴀ㆟䛻ฟᖍ䛩䜛䛣䛸䛷⌮ゎ䜢῝䜑䜛୍᪉䚸 ྲྀ⥾ᙺ䛷䛿䛒䛘䛶ᑓ㛛እ䛾❧ሙ 䞉 どⅬ䛛
䜙⋡┤䛺ពぢ䜔ၥ䜢ᢞ䛢䛛䛡䜛䛣䛸䛷䚸 ㆟ㄽ䜢῝䜑䜛䛝䛳䛛䛡䛵䛟䜚䜒䛷䛝䛶䛔䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛛䛸ᛮ䛳䛶䛔䜎䛩䚹
䚷ྲྀ⥾ᙺ䛾ᐇຠᛶホ౯䛻䛴䛔䛶䛿䚸 ྛᙺဨ䛻ᑐ䛧䛶ྲྀ⥾ᙺ䛾ᵓᡂ 䞉 㐠Ⴀ䛺䛹䛻㛵䛩䜛䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ䛜ẖᖺ
ᐇ䛥䜜䛶䛔䜎䛩䚹 䛣䜜䛻䛴䛔䛶䛿䚸 ⚾䜒⊂❧♫እྲྀ⥾ᙺ䛾❧ሙ䛛䜙ホ౯䛥䛫䛶䛔䛯䛰䛔䛶䛚䜚䚸 䜰䞁䜿䞊䝖䛾ᅇ
⟅䜢㋃䜎䛘䛶ḟᖺᗘ䛾⟇䜢᳨ウ䛩䜛 㻼㻰㻯㻭 䝃䜲䜽䝹䛾ᡭἲ䛿䚸 ྲྀ⥾ᙺ䛾ᐇຠᛶ☜ಖ䛾䛯䜑䛾☜ᐇ䛺ᡭẁ䛸
⪃䛘䛶䛔䜎䛩䚹 タၥෆᐜ䜒ẖᖺኚ᭦䛩䜛䛺䛹䛾ᕤኵ䛜䛺䛥䜜䛶䛚䜚䚸 ┤㏆䛾䜰䞁䜿䞊䝖䛷䛿ᴗ䛾♫ⓗ㈐௵䜔
㻿㻰㻳㼟 䛻䛴䛔䛶䜒✚ᴟⓗ䛻ពぢ䛜ฟ䛥䜜䜛䛺䛹䚸 㠀ᖖ䛻᭷ព⩏䛺䜒䛾䛻䛺䛳䛶䛝䛶䛔䜛䛸䛔䛖ᐇឤ䜢ᣢ䛳䛶䛔䜎䛩䚹

企業価値向上への取り組み
䚷䝁䞊䝫䝺䞊䝖 䞉 䜺䝞䝘䞁䝇䛻㛵䛩䜛䝸䞁䝔䝑䜽䛾᭱㏆䛾ື䛝䛸䛧䛶䛿䚸䛂ᙺဨሗ㓘ไᗘ䛾ᨵᐃ䛃䛸 䛂㈙㜵⾨⟇ 䠄つ
ᶍ㈙䝹䞊䝹䠅 䛾ᗫṆ䛃 䛜ᣲ䛢䜙䜜䜎䛩䚹 ๓⪅䛿ྲྀ⥾ᙺ䛾⮬♫ᰴಖ᭷䜢ಁ㐍䛧䚸 ᰴ౯ኚື䛾ᐖ䜢ᰴ䛾ⓙᵝ䛸
ඹ᭷䛩䜛䛣䛸䛷ᰴ౯ୖ᪼䛚䜘䜃ᴗ౯್ྥୖ䜈䛾㈉⊩ពḧ䜢㧗䜑䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛧䛶䛚䜚䚸 ඛ⯡䛾ᰴ⥲䛻䛚䛔䛶
ᢎㄆ䜢㡬䛝䜎䛧䛯䚹 䜎䛯䚸 ᚋ⪅䛾㈙㜵⾨⟇䛻䛴䛔䛶䛿䚸 እ㒊⎔ቃ䛾ኚ䜔ᰴ 䞉 ᢞ㈨ᐙ䛾ⓙᵝ䛾䛤ពぢ䛺䛹䜢㋃
䜎䛘䛴䛴䚸 䛭䛾䝸䝇䜽䛸䝥䝻䝣䜱䝑䝖䚸 䛭䛧䛶䛭䜜䛮䜜䛾᰿ᣐ䛾⣡ᚓᛶ䛺䛹䛻䛴䛔䛶ៅ㔜䛻᳨ウ䜢㔜䛽䛯⤖ᯝ䚸 ᭷ຠᮇ
㛫䛜‶䛸䛺䜛䛣䛾 㻢 ᭶䜢䜒䛳䛶ᗫṆ䛩䜛䛣䛸䛜ྲྀ⥾ᙺ䛷Ỵᐃ䛥䜜䜎䛧䛯䚹 ⚾䛸䛧䛶䛿䚸 䛹䛱䜙䜒ᰴ䛾ⓙᵝ䛸䛾
ᐖ䜢୍⮴䛥䛫䚸 㛗ᮇⓗ䛻䝸䞁䝔䝑䜽䛾ᴗ౯್ྥୖ䛻㈨䛩䜛䜒䛾䛰䛸⪃䛘䛶䛔䜎䛩䚹
䚷୍᪉䛷ᚋ䛾ㄢ㢟䜒䛒䜚䜎䛩䚹䛣䛾 㻢 ᭶䚸᪥ᮏ䛷䛿䝁䞊䝫䝺䞊䝖䜺䝞䝘䞁䝇䞉䝁䞊䝗䛾ᨵゞ䛜⾜䜟䜜䜎䛧䛯䚹䛣䜜䛻క䛔䚸
ᨻ⟇ಖ᭷ᰴᘧ䛾⦰ῶ䜔 㻯㻱㻻 䛾㑅ゎ௵䛺䛹䛻䛴䛔䛶䚸䜘䜚ලయᛶ䜔ᐈほᛶ䚸㏱᫂ᛶ䛜ồ䜑䜙䜜䜛䜘䛖䛻䛺䛳䛶䛝䜎䛧䛯䚹
䛣䜜䛛䜙䜒䛣䛖䛧䛯ὶ䜜䛿⥆䛔䛶䛔䛟䛸⪃䛘䜙䜜䜎䛩䛾䛷䚸 ᚋ୍ᒙ䚸 ㆟ㄽ䜢῝䜑䛶䛔䛟䛣䛸䛜ᚲせ䛰䛸ឤ䛨䛶䛔䜎䛩䚹
䚷䜎䛯䚸 䝸䞁䝔䝑䜽䛿 㻞㻜㻝㻢 ᖺ䛻 㻹 䠃 㻭 䛻䜘䜚Ḣ⡿ 㻟 ♫䜢㈙䛩䜛䛺䛹䚸 ㏆ᖺ䚸 ᴗ䛾䜾䝻䞊䝞䝹䜢ຍ㏿䛧䛶䛔䜎䛩䚹
⤌⧊䛜䛝䛟䛺䜜䜀䚸 䛹䛖䛧䛶䜒䜺䝞䝘䞁䝇䜢㝮䚻䛻䜎䛷⾜䛝Ώ䜙䛫䜛䛣䛸䛜㞴䛧䛟䛺䛳䛶䛝䜎䛩䚹 ᅜෆ䛻䛴䛔䛶䛿䚸 ┘
ᰝᐊ䛻䜘䜛ෆ㒊⤫ไ䛜༑ศᶵ⬟䛧䛶䛔䜎䛩䛜䚸 ᚋ䛿䚸 ⡿ᅜ䛾䝸䞁䝔䝑䜽 䞉 㼁㻿㻭 䝩䞊䝹䝕䜱䞁䜾♫䜔䝅䞁䜺䝫䞊䝹䛾
䝸䞁䝔䝑䜽 䞉 䜰䝆䜰䝟䝅䝣䜱䝑䜽♫䛺䛹ྛ䜶䝸䜰䛾⤫ᣓ♫䛸䜒㐃ᦠ䛧䛶䚸 䜾䝹䞊䝥య䛾䜺䝞䝘䞁䝇ᙉ䛻ྥ䛡䛯⤌
䜏䛵䛟䜚䜢䛧䛶䛔䛟䛣䛸䛜㔜せ䛻䛺䛳䛶䛝䜎䛩䚹 䛣䛖䛧䛯ㄢ㢟䜢୍䛴୍䛴╔ᐇ䛻䜽䝸䜰䛧䚸 䝸䞁䝔䝑䜽䛜ᣢ⥆ⓗⓎᒎ䜢㐙䛢
䛶䛔䛡䜛䜘䛖䚸 ᘚㆤኈ䛸䛧䛶䛾⤒㦂䜔▱ぢ䜒⏕䛛䛧䛺䛜䜙㈉⊩䛧䛶䛔䛝䛯䛔䛸ᛮ䛔䜎䛩䚹
ྲྀ⥾ᙺ 㻔 ♫እ 㻕㻛 ┘ᰝ➼ጤဨ
⃝㻌ຍዉᏊ
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役員一覧（2018 年 6 月 21 日）
代表取締役会長
ෆ㻌ᙪ
㻔  㻞㻜 ᖺ 㻝 ᭶ 㻞 ᪥⏕ 㻕

 㻠㻞 ᖺ䚷㻟 ᭶㻌ᙜ♫ධ♫
ᖹᡂ䚷 㻢 ᖺ䚷㻠 ᭶㻌ᙜ♫ྡྂᒇᨭᗑ㛗
ᖹᡂ 㻝㻞 ᖺ䚷㻢 ᭶㻌ᙜ♫ྲྀ⥾ᙺ㻌⏕⏘ᮏ㒊㱟㔝ᕤሙ㛗
ᖹᡂ 㻝㻢 ᖺ䚷㻢 ᭶㻌ᙜ♫௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗
ᖹᡂ 㻞㻢 ᖺ䚷㻠 ᭶㻌ᙜ♫௦⾲ྲྀ⥾ᙺ㛗 㼇 ⌧௵ 㼉

㻌
代表取締役社長 社長執行役員 㻌
すᑿ㻌ᘯஅ
㻔  㻞㻥 ᖺ 㻝㻜 ᭶ 㻝㻤 ᪥⏕ 㻕

取締役 常務執行役員
᭹㒊㻌┿㻌
㻔  㻟㻞 ᖺ 㻝㻜 ᭶ 㻝㻞 ᪥⏕ 㻕

Ụ㒊㻌⩏
㻔  㻞㻤 ᖺ 㻝 ᭶ 㻞㻢 ᪥⏕ 㻕

୰ᮧ㻌Ꮥ
㻔  㻞㻤 ᖺ 㻝㻞 ᭶ 㻞㻟 ᪥⏕ 㻕㻌

ᕝᮧ㻌ᝅᖹ
㻔  㻟㻝 ᖺ 㻝 ᭶ 㻝㻞 ᪥⏕ 㻕

ᮃ᭶㻌⤒
㻔  㻟㻟 ᖺ 㻡 ᭶ 㻝㻞 ᪥⏕ 㻕
取締役 執行役員

㻌
㻌

㻌
㻌

㻌
㻌

 㻡㻟 ᖺ䚷㻠 ᭶㻌ᙜ♫ධ♫
ᖹᡂ 㻞㻞 ᖺ䚷㻢 ᭶㻌ᙜ♫ྲྀ⥾ᙺ㻌⤒Ⴀ⏬ᐊ㛗
ᖹᡂ 㻞㻢 ᖺ䚷㻠 ᭶㻌ᙜ♫௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗㻌♫㛗ᇳ⾜ᙺဨ 㼇 ⌧௵ 㼉
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
 㻡㻡 ᖺ䚷㻠 ᭶㻌ᙜ♫ධ♫
ᖹᡂ 㻞㻢 ᖺ䚷㻠 ᭶㻌ᙜ♫ᇳ⾜ᙺဨ㻌ᴗ⤫ᣓᮏ㒊䜰䝗䝞䞁䝇䝖䝬䝔䝸䜰䝹䝈ᴗ㒊㛛㛗
ᖹᡂ 㻞㻥 ᖺ䚷㻠 ᭶㻌ᙜ♫ྲྀ⥾ᙺᖖົᇳ⾜ᙺဨ㻌ᴗ⤫ᣓᮏ㒊㛗 㼇 ⌧௵ 㼉
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
 㻡㻜 ᖺ䚷㻟 ᭶㻌ᙜ♫ධ♫
ᖹᡂ 㻞㻜 ᖺ䚷㻢 ᭶㻌ᙜ♫ྲྀ⥾ᙺ㻌ᢏ⾡⤫ᣓᮏ㒊ᮏ㒊㛗ව◊✲ᡤ㛗ව▱ⓗ㈈⏘㒊㛗
ᖹᡂ 㻞㻤 ᖺ䚷㻠 ᭶㻌ᙜ♫ྲྀ⥾ᙺᖖົᇳ⾜ᙺဨ㻌 ᴗ⤫ᣓᮏ㒊ᮏ㒊㛗ව䜸䝥䝔䜱䜹䝹ᮦ
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᴗ㒊㛛⟶ᤸ 㼇 ⌧௵ 㼉
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
 㻡㻝 ᖺ䚷㻠 ᭶㻌ᙜ♫ධ♫
ᖹᡂ 㻞㻟 ᖺ䚷㻢 ᭶㻌ᙜ♫ᇳ⾜ᙺဨ㻌ᴗ⤫ᣓᮏ㒊ὒ⣬ᴗ㒊㛛㛗වຍᕤᮦᴗ㒊㛛ᢸᙜ
ᖹᡂ 㻞㻥 ᖺ䚷㻠 ᭶㻌ᙜ♫ྲྀ⥾ᙺᖖົᇳ⾜ᙺဨ㻌ᴗ⤫ᣓᮏ㒊ᮏ㒊㛗 㼇 ⌧௵ 㼉
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
 㻡㻠 ᖺ䚷㻠 ᭶㻌ᙜ♫ධ♫
ᖹᡂ 㻞㻟 ᖺ䚷㻢 ᭶㻌ᙜ♫ᇳ⾜ᙺဨ㻌⍅ᚓ⛉ 㻔 ⸽ᕞ 㻕 ⛉ᢏ᭷㝈බྖⴷ㛗ව⥲⤒⌮ 㻔 ฟྥ 㻕
ᖹᡂ 㻞㻥 ᖺ䚷㻠 ᭶㻌ᙜ♫ྲྀ⥾ᙺᖖົᇳ⾜ᙺဨ㻌 ⏕⏘ᮏ㒊㛗වရ㉁ 䞉 ⎔ቃ⤫ᣓᮏ㒊⟶ᤸ
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㼇 ⌧௵ 㼉
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
 㻡㻤 ᖺ䚷㻝 ᭶㻌ᙜ♫ධ♫
ᖹᡂ 㻞㻟 ᖺ䚷㻢 ᭶㻌ᙜ♫ᇳ⾜ᙺဨ㻌⥲ົ 䞉 ேᮏ㒊㛗ව⥲ົ 䞉 ἲົ㒊㛗වே㒊㛗
ᖹᡂ 㻞㻣 ᖺ䚷㻢 ᭶㻌ᙜ♫ྲྀ⥾ᙺᖖົᇳ⾜ᙺဨ㻌⥲ົ 䞉 ேᮏ㒊㛗 㼇 ⌧௵ 㼉
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌

᳃ᕝ㻌⚽
㻔  㻟㻜 ᖺ 㻝㻞 ᭶ 㻟㻜 ᪥⏕ 㻕

 㻡㻠 ᖺ䚷㻠 ᭶㻌ᙜ♫ධ♫
ᖹᡂ 㻞㻡 ᖺ䚷㻠 ᭶㻌ᙜ♫ᇳ⾜ᙺဨ㻌ᴗ⤫ᣓᮏ㒊⏘ᴗᕤᮦᴗ㒊㛛㛗
ᖹᡂ 㻞㻣 ᖺ䚷㻢 ᭶㻌ᙜ♫ྲྀ⥾ᙺᇳ⾜ᙺဨ㻌ᴗ⤫ᣓᮏ㒊⏘ᴗᕤᮦᴗ㒊㛛㛗 㼇 ⌧௵ 㼉

すᕝ㻌῟୍
㻔  㻟㻜 ᖺ 㻥 ᭶ 㻝㻞 ᪥⏕ 㻕

 㻡㻟 ᖺ䚷㻠 ᭶㻌ᙜ♫ධ♫
ᖹᡂ 㻞㻡 ᖺ䚷㻠 ᭶㻌ᙜ♫ᇳ⾜ᙺဨ㻌⏕⏘ᮏ㒊⇃㇂ᕤሙ㛗වὒ⣬〇㐀㒊㛗
ᖹᡂ 㻞㻥 ᖺ䚷㻢 ᭶㻌ᙜ♫ྲྀ⥾ᙺᇳ⾜ᙺဨ㻌⏕⏘ᮏ㒊ᮏ㒊㛗ව⇃㇂ᕤሙ㛗 㼇 ⌧௵ 㼉
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
 㻡㻡 ᖺ䚷㻠 ᭶㻌ᙜ♫ධ♫
ᖹᡂ 㻞㻡 ᖺ䚷㻠 ᭶㻌ᙜ♫ᇳ⾜ᙺဨ㻌⏕⏘ᮏ㒊༓ⴥᕤሙ㛗
ᖹᡂ 㻞㻥 ᖺ䚷㻢 ᭶㻌ᙜ♫ྲྀ⥾ᙺᇳ⾜ᙺဨ㻌⏕⏘ᮏ㒊ᮏ㒊㛗ව㱟㔝ᕤሙ㛗 㼇 ⌧௵ 㼉

ⱝ⊃㻌Ẏᙪ
㻔  㻟㻝 ᖺ 㻢 ᭶ 㻞㻟 ᪥⏕ 㻕
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取締役（社外）
⚟ᓥ㻌୍Ᏺ
㻔  㻟㻟 ᖺ 㻞 ᭶ 㻝㻞 ᪥⏕ 㻕

 㻡㻡 ᖺ䚷㻠 ᭶㻌ᒣ㝧ᅜ⟇䝟䝹䝥ᰴᘧ♫ධ♫
ᖹᡂ 㻞㻡 ᖺ䚷㻠 ᭶㻌᪥ᮏ〇⣬ᰴᘧ♫ᇳ⾜ᙺဨ㻌㔲㊰ᕤሙ㛗
ᖹᡂ 㻞㻥 ᖺ䚷㻢 ᭶㻌ྠ♫ᖖົᇳ⾜ᙺဨ㻌ሗ 䡡 ⏘ᴗ⏝⣬Ⴀᴗᮏ㒊㛗 㼇 ⌧௵ 㼉
ᖹᡂ 㻞㻥 ᖺ䚷㻢 ᭶㻌ᙜ♫♫እྲྀ⥾ᙺ 㼇 ⌧௵ 㼉

取締役 / 監査等委員
ᒸ⏣㻌ᾈᚿ
㻔  㻞㻥 ᖺ 㻤 ᭶ 㻞㻡 ᪥⏕ 㻕

 㻡㻠 ᖺ䚷㻠 ᭶㻌ᙜ♫ධ♫
ᖹᡂ 㻞㻠 ᖺ 㻝㻜 ᭶㻌ᙜ♫┘ᰝᐊ㛗
ᖹᡂ 㻞㻥 ᖺ䚷㻢 ᭶㻌ᙜ♫ྲྀ⥾ᙺ㻌㻛㻌┘ᰝ➼ጤဨ 㼇 ⌧௵ 㼉

取締役 ( 社外 ) / 監査等委員
㔝ἑ㻌ᚭ
㻔  㻟㻠 ᖺ 㻟 ᭶ 㻝㻜 ᪥⏕ 㻕

ᒸ㻌ဴ㻌
㻔  㻞㻢 ᖺ 㻠 ᭶ 㻞㻠 ᪥⏕ 㻕

⃝㻌ຍዉᏊ
㻔  㻠㻡 ᖺ 㻝㻞 ᭶ 㻞㻞 ᪥⏕ 㻕

 㻡㻢 ᖺ䚷㻠 ᭶㻌༑ᲄ〇⣬ᰴᘧ♫ධ♫
ᖹᡂ 㻞㻢 ᖺ䚷㻢 ᭶㻌ᙜ♫♫እ┘ᰝᙺ
ᖹᡂ 㻞㻣 ᖺ䚷㻢 ᭶㻌ᙜ♫♫እྲྀ⥾ᙺ㻌㻛㻌┘ᰝ➼ጤဨ 㼇 ⌧௵ 㼉
ᖹᡂ 㻞㻥 ᖺ䚷㻢 ᭶㻌᪥ᮏ〇⣬ᰴᘧ♫ྲྀ⥾ᙺᖖົᇳ⾜ᙺဨ㻌⏬ᮏ㒊㛗䚸 㛵㐃ᴗᢸᙜ㻌㻌㻌㻌
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌䚷䚷䚷㼇 ⌧௵ 㼉
㻌
㻌
㻌
㻌
 㻡㻜 ᖺ䚷㻠 ᭶㻌᪥ᮏ㛤Ⓨ㖟⾜ධ⾜
ᖹᡂ 㻝㻡 ᖺ䚷㻠 ᭶㻌୰ኸᏛᏛ㝔ၟᏛ◊✲⛉ㅮᖌ 㼇 ⌧௵ 㼉
ᖹᡂ 㻝㻤 ᖺ䚷㻢 ᭶㻌䝸䝵䞊䝡ᰴᘧ♫♫እྲྀ⥾ᙺ 㼇 ⌧௵ 㼉
ᖹᡂ 㻞㻠 ᖺ䚷㻢 ᭶㻌ᙜ♫♫እྲྀ⥾ᙺ
ᖹᡂ 㻞㻣 ᖺ䚷㻢 ᭶㻌ᙜ♫♫እྲྀ⥾ᙺ㻌㻛㻌┘ᰝ➼ጤဨ 㼇 ⌧௵ 㼉㻌 㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
ᖹᡂ 㻝㻜 ᖺ䚷㻠 ᭶㻌ᘚㆤኈⓏ㘓䚷Ლ㇂⥈ྜἲᚊົᡤධᡤ 㼇 ⌧ᅾ䛻⮳䜛 㼉
ᖹᡂ 㻝㻣 ᖺ 㻝㻜 ᭶㻌⡿ᅜ䝙䝳䞊䝶䞊䜽ᕞᘚㆤኈ㈨᱁ྲྀᚓ
ᖹᡂ 㻞㻣 ᖺ䚷㻢 ᭶㻌ᙜ♫♫እྲྀ⥾ᙺ㻌㻛㻌┘ᰝ➼ጤဨ 㼇 ⌧௵ 㼉

執行役員
す㻌ᚭ
ᮧ⏣㻌๎ኵ
᳜ᯇ㻌ⱱ
ᒾᓮ㻌㇏
ᔱ㻌ṇᗈ
┒ᮏ㻌⣧㑻
᭶⏣㻌㐩ஓ
Ⳣ㇂㻌ಇᕭ
ᯇᑿ㻌༤அ
ᾏ㇂㻌ྖ
ྜྷṊ㻌ṇ
ᰘ㔝㻌ὒ୍㻌
すゅ㻌ᑦᚿ
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⏕⏘ᮏ㒊୕ᓥᕤሙ㛗㻌 㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
ᴗ⤫ᣓᮏ㒊㜰ᨭᗑ㛗㻌ව㻌す᪥ᮏᢸᙜ㻌㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
ᗈሗ 䞉 㻵㻾 ᐊ㛗㻌 㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
ᴗ⤫ᣓᮏ㒊ຍᕤᮦᴗ㒊㛛㛗㻌㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻸㻵㻺㼀㻱㻯㻌㼁㻿㻭㻌㻴㻻㻸㻰㻵㻺㻳㻘㻌㻵㻺㻯㻚㻌௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻸㻵㻺㼀㻱㻯㻌㻭㻿㻵㻭㻌㻼㻭㻯㻵㻲㻵㻯㻌㻾㻱㻳㻵㻻㻺㻭㻸㻌㻴㻱㻭㻰㻽㼁㻭㻾㼀㻱㻾㻿㻌㻼㻾㻵㼂㻭㼀㻱㻌㻸㻵㻹㻵㼀㻱㻰㻌௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
◊✲㛤Ⓨᮏ㒊㛗㻌ව㻌◊✲ᡤ㛗㻌 㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
ᴗ⤫ᣓᮏ㒊ὒ⣬ᴗ㒊㛛㛗㻌ව㻌ᮾிὒ⣬Ⴀᴗ㒊㛗㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
⏕⏘ᮏ㒊࿃ጔᕤሙ㛗㻌 㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
ᴗ⤫ᣓᮏ㒊䜰䝗䝞䞁䝇䝖䝬䝔䝸䜰䝹䝈ᴗ㒊㛛㛗㻌㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
ᴗ⤫ᣓᮏ㒊༳ๅ 䞉 ሗᮦᴗ㒊㛛㛗㻌 㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
⟶⌮ᮏ㒊㛗㻌ව㻌⤒⌮㒊㛗㻌㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
⤒Ⴀ⏬ᐊ㛗
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経営者による説明および分析
経営成績
䚷㻞㻜㻝㻤 ᖺ 㻟 ᭶ᮇ䛾㐃⤖ୖ㧗䛿䚸 㻞㻜㻝㻢 ᖺᮎ䛻㈙䛧䛯Ḣ⡿ 㻟 ♫䛾ᙳ㡪䛻ຍ䛘䚸 ༙ᑟయ 䞉 㟁Ꮚ㒊ရ㛵㐃䝡䝆䝛
䝇䛜ዲㄪ䛻᥎⛣䛧䛯䛣䛸䛺䛹䛻䜘䜚䚸 ๓ᖺྠᮇẚ 㻞㻜㻚㻥㻑 ቑ䛾 㻞㻘㻠㻥㻜 ൨䛸䛺䜚䜎䛧䛯䚹
䚷ୖ⥲┈䛻䛴䛔䛶䛿䚸 ୖ㧗䛿ቑຍ䛧䜎䛧䛯䛜䚸 ཎ⇞ᩱ౯᱁䛾ୖ᪼䛺䛹䛻䜘䜚䚸 ྠ 㻝㻤㻚㻤䠂ቑ䛾 㻢㻞㻤 ൨䛸䛺
䜚䜎䛧䛯䚹 Ⴀᴗ┈䛿䚸 ㈙䛧䛯Ꮚ♫䛾䛾䜜䜣ൾ༷䛜䛒䜚䜎䛧䛯䛜䚸 ㈍ᩘ㔞䛾ቑຍ䜔ཎ౯పῶຠᯝ䛺䛹䛻
䜘䜚䚸 ྠ 㻞㻝㻚㻝䠂ቑ䛾 㻞㻜㻝 ൨䛸䛺䜚䜎䛧䛯䚹 ⛯㔠➼ㄪᩚ๓ᙜᮇ⣧┈䛿䚸 ⡿ᅜᏊ♫䛻䛚䛔䛶ᴗᵓ㐀ᨵၿᘬ
ᙜ㔠⧞ධ㢠䜔䚸 䛾䜜䜣䛾ῶᦆᦆኻ䜢≉ูᦆኻ䛸䛧䛶ィୖ䛧䛯䛣䛸䛺䛹䛻䜘䜚䚸 ྠ 㻤㻚㻞䠂ቑ䛾 㻝㻢㻣 ൨䛸䛺䜚䜎䛧䛯䚹
⛯ຠᯝィ㐺⏝ᚋ䛾ἲே⛯➼㈇ᢸ㢠䛿䚸 ๓ᖺྠᮇ䛻Ⓨ⏕䛧䛯⛯ຠᯝ䛾䝥䝷䝇ᙳ㡪䛜䛺䛟䛺䛳䛯䛣䛸䛺䛹䛻䜘䜚䚸
ྠ 㻟㻝㻚㻢㻑 ቑ䛾 㻡㻡 ൨䛸䛺䜚䜎䛧䛯䚹 ௨ୖ䛾⤖ᯝ䚸 ぶ♫ᰴ䛻ᖐᒓ䛩䜛ᙜᮇ⣧┈䛿䚸 ྠ 㻝㻚㻣䠂ῶ䛾 㻝㻝㻟 ൨
䛸䛺䜚䜎䛧䛯䚹
䚷䜎䛯䚸㻝 ᰴᙜ䛯䜚ᙜᮇ⣧┈䛿๓ᮇ䛾 㻝㻡㻤㻚㻢㻥 䛛䜙 㻝㻡㻢㻚㻜㻞 䛻䚸⮬ᕫ㈨ᮏᙜᮇ⣧┈⋡ 㻔㻾㻻㻱㻕 䛿๓ᮇ䛾 㻢㻚㻢䠂
䛛䜙 㻢㻚㻞䠂䛻ῶᑡ䛧䜎䛧䛯䚹

セグメント別売上高
億円

2,490
印刷材・産業工材関連 42.1% 増

2,060

印刷材・
産業工材関連

・印刷・情報材事業部門において、ラベル用粘着フィルムが飲料用キャンペーンラベルや化粧品などの
アイキャッチラベル需要の増加により国内で順調に推移。海外では東南アジア地域において堅調に推移
・産業工材事業部門において、通販向け装置が国内で堅調に推移したほか、二輪を含む自動車用粘着製品や
ウインドーフィルムがアジア地域において堅調に推移
・2016年末に買収した欧米子会社3社による売上高の増加

1,217

857
電子・光学関連 6.8%増

電子・光学関連

832

・アドバンストマテリアルズ事業部門において、半導体関連粘着テープや装置がスマートフォン用やクラウドサーバー
用などの需要が好調だったことにより大幅に増加したほか、積層セラミックコンデンサ関連テープがスマートフォン
用や自動車用などの需要が好調だったことにより増加
・オプティカル材事業部門において、液晶ディスプレイ関連粘着製品が販売数量は堅調に推移したものの、売上構成の
変化と販売単価下落の影響を大きく受けて減少

889

洋紙・加工材関連 3.6%増
・洋紙事業部門において、カラー封筒用紙が低調だったものの、工業用特殊紙や耐油耐水紙が堅調に推移
洋紙・加工材関連

371

・加工材事業部門において、電子材料用剥離紙や光学関連製品用剥離フィルムが好調に推移したほか、
合成皮革用工程紙も堅調に推移

2017/3
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営業利益増減要因
༢య 䠖 ㈍ᩘ㔞䛾ቑຍ䛚䜘䜃ୖᵓᡂ䛾ᨵၿ

㻠㻟 ൨

༢య 䠖 ཎ౯పῶຠᯝ䛺䛹

㻝㻞 ൨

༢య 䠖 ㈍༢౯䛾ୗⴠ㻌

䚷䚷䠉 㻢 ൨

༢య 䠖 ཎ⇞ᩱ౯᱁䛾ୖ᪼㻌

䠉 㻝㻡 ൨

༢య 䠖 ᅛᐃ㈝䛾ቑຍ㻌 㻌

䠉 㻝㻣 ൨

㐃⤖ 䠖 ㈍ᩘ㔞䛾ቑຍ䛺䛹㻌

㻝㻤 ൨

財政状態
（資産）
䚷ᙜ㐃⤖ィᖺᗘᮎ䛾⥲㈨⏘䛿 㻞㻘㻥㻞㻣 ൨䛸䛺䜚䚸 ๓㐃⤖ィᖺᗘᮎ䛻ẚ䜉䛶 㻝㻤㻡 ൨䛾ቑຍ䛸䛺䜚䜎䛧䛯䚹
䛺ቑῶせᅉ䛿௨ୗ䛾䛸䛚䜚䛷䛩䚹
䞉 䛂⌧㔠ཬ䜃㡸㔠䛃 䛾ቑຍ㻌

㻝㻟㻢 ൨

䞉 䛂ཷྲྀᡭᙧཬ䜃㔠䛃 䛾ቑຍ㻌

㻡㻤 ൨

䞉 䛂䛯䛺༺㈨⏘䛃 䛾ቑຍ㻌㻌

㻟㻥 ൨

㻌

䞉 䛂᭷ᙧᅛᐃ㈨⏘䛃 䛾ቑຍ㻌
䞉 䛂䛾䜜䜣䛃 䛾ῶᑡ㻌

㻝㻡 ൨
䕧 㻡㻠 ൨

（負債）
䚷ᙜ㐃⤖ィᖺᗘᮎ䛾㈇മ䛿 㻝㻘㻜㻢㻟 ൨䛸䛺䜚䚸 ๓㐃⤖ィᖺᗘᮎ䛻ẚ䜉䛶 㻝㻜㻤 ൨䛾ቑຍ䛸䛺䜚䜎䛧䛯䚹
䛺ቑῶせᅉ䛿௨ୗ䛾䛸䛚䜚䛷䛩䚹
䞉 䛂ᨭᡶᡭᙧཬ䜃㈙㔠䛃 䛾ቑຍ
䞉 䛂▷ᮇධ㔠䛃 䛾ቑຍ䚷
䞉 䛂㛗ᮇධ㔠䛃 䛾ῶᑡ

㻥㻢 ൨
㻌㻝㻣 ൨
㻌䕧 㻟㻠 ൨

（純資産）
䚷ᙜ㐃⤖ィᖺᗘᮎ䛾⣧㈨⏘䛿 㻝㻘㻤㻢㻠 ൨䛸䛺䜚䚸 ๓㐃⤖ィᖺᗘᮎ䛻ẚ䜉䛶 㻣㻣 ൨䛾ቑຍ䛸䛺䜚䜎䛧䛯䚹
䛺ቑῶせᅉ䛿௨ୗ䛾䛸䛚䜚䛷䛩䚹
䞉 䛂┈వ㔠䛃 䛾ቑຍ

㻢㻡 ൨

䞉 䛂Ⅽ᭰⟬ㄪᩚ຺ᐃ䛃 䛾ቑຍ

㻝㻞 ൨

䚷㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌
キャッシュ・フロー
䚷ᙜ㐃⤖ィᖺᗘᮎ䛻䛚䛡䜛⌧㔠ཬ䜃⌧㔠ྠ➼≀䛾ṧ㧗䛿 㻡㻡㻜 ൨䛸䛺䜚䚸 ๓㐃⤖ィᖺᗘᮎ䛻ẚ䜉䛶 㻝㻟㻤
൨䛾ቑຍ䛸䛺䜚䜎䛧䛯䚹

（営業活動によるキャッシュ・フロー）
䚷Ⴀᴗάື䛻䜘䜛䜻䝱䝑䝅䝳 䞉 䝣䝻䞊䛿䚸 ๓㐃⤖ィᖺᗘ䛻ẚ㍑䛧䛶 㻞㻡 ൨ቑຍ䛾 㻞㻢㻤 ൨䛸䛺䜚䜎䛧䛯䚹
䛺ቑῶせᅉ䛿௨ୗ䛾䛸䛚䜚䛷䛩䚹
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䞉 䛂⛯㔠➼ㄪᩚ๓ᙜᮇ⣧┈䛃 䛾ቑຍ㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌
䞉 䛂ῶ౯ൾ༷㈝䛃 䛾ቑຍ䚷䚷㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌䚷
䞉 䛂䛾䜜䜣ൾ༷㢠䛃 䛾ቑຍ䚷䚷㻌㻌㻌㻌

㻝㻟 ൨
㻌㻝㻢 ൨
㻟㻝 ൨

䞉 䛂ୖമᶒ䛾ቑῶ㢠䛃 䛾ῶᑡ䚷䚷㻌㻌㻌

㻌䕧 㻟㻣 ൨

䞉 䛂䛯䛺༺㈨⏘䛾ቑῶ㢠䛃 䛾ῶᑡ䚷䚷㻌

䕧 㻠㻡 ൨

䞉 䛂ධമົ䛾ቑῶ㢠䛃 䛾ቑຍ䚷䚷㻌㻌
䞉 䛂ῶᦆᦆኻ䛃 䛾ቑຍ䚷䚷㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌

㻡㻡 ൨
㻌㻝㻜 ൨

（投資活動によるキャッシュ・フロー）
䚷ᢞ㈨άື䛻䜘䜛䜻䝱䝑䝅䝳 䞉 䝣䝻䞊䛿䚸 ๓㐃⤖ィᖺᗘ䛻ẚ㍑䛧䛶 㻠㻜㻤 ൨ቑຍ䛾䕧 㻣㻡 ൨䛸䛺䜚䜎䛧䛯䚹
䛺ቑῶせᅉ䛿௨ୗ䛾䛸䛚䜚䛷䛩䚹
䞉 䛂ᐃᮇ㡸㔠䛾㡸ධ䛻䜘䜛ᨭฟ䛃 䛾ቑຍ

㻟㻟 ൨

䞉 䛂ᐃᮇ㡸㔠䛾ᡶᡠ䛻䜘䜛ධ䛃 䛾ῶᑡ

䕧 㻠㻝 ൨

䞉 䛂᭷ᙧᅛᐃ㈨⏘䛾ྲྀᚓ䛻䜘䜛ᨭฟ䛃 䛾ቑຍ

㻡㻜 ൨

䞉 䛂㐃⤖䛾⠊ᅖ䛾ኚ᭦䜢క䛖Ꮚ♫ᰴᘧཬ䜃
Ꮚ♫ᣢศ䛾ྲྀᚓ䛻䜘䜛ᨭฟ䛃 䛾ቑຍ

㻟㻢㻢 ൨

（財務活動によるキャッシュ・フロー）
䚷㈈ົάື䛻䜘䜛䜻䝱䝑䝅䝳 䞉 䝣䝻䞊䛿䚸 ๓㐃⤖ィᖺᗘ䛻ẚ㍑䛧䛶 㻝㻝㻢 ൨ῶᑡ䛾䕧 㻢㻠 ൨䛸䛺䜚䜎䛧䛯䚹
䛺ቑῶせᅉ䛿௨ୗ䛾䛸䛚䜚䛷䛩䚹
䞉 䛂▷ᮇධ㔠䛾⣧ቑῶ㢠䛃 䛾ቑຍ䚷
䞉 䛂㛗ᮇධ䜜䛻䜘䜛ධ䛃 䛾ῶᑡ䚷䚷
䞉 䛂㛗ᮇධ㔠䛾㏉῭䛻䜘䜛ᨭฟ䛃 䛾ቑຍ
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㻟㻠 ൨
䕧 㻞㻜㻥 ൨
㻌㻌㻢㻞 ൨
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事業等のリスク
䚷ᙜ♫䛚䜘䜃ᙜ♫䜾䝹䞊䝥䛾ᴗ䛻ᙳ㡪䜢ཬ䜌䛩ྍ⬟ᛶ䛾䛒䜛䝸䝇䜽䛻䛿䚸 ௨ୗ䛾䜘䛖䛺䜒䛾䛜䛒䜚䜎䛩䛜䚸 ௨
ୗ䛾ෆᐜ䛿䚸 ண䛥䜜䜛䛺䝸䝇䜽䜢ලయⓗ䛻♧䛧䛯䜒䛾䛷䛒䜚䚸 䛶䛾䝸䝇䜽䛷䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹

1. 経済情勢の変動
䚷ᙜ♫䜾䝹䞊䝥䛾ᴗ䛿䚸 䛒䜙䜖䜛⏘ᴗ䛻ᒎ㛤䛧䛶䛚䜚䚸 ᅜෆእ䛾⤒῭ໃ䛾ᙳ㡪䜢┤᥋䛚䜘䜃㛫᥋ⓗ䛻ཷ䛡
䜎䛩䚹 ᚋ䛾⤒῭ໃ䛾ືྥ䛻䜘䛳䛶䛿䚸 ᙜ♫䜾䝹䞊䝥䛾ᴗ⦼䛻ᙳ㡪䜢ཬ䜌䛩ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜚䜎䛩䚹
䚷䜎䛯䚸 ᙜ♫䛾䜶䝺䜽䝖䝻䝙䜽䝇㛵㐃ᴗ䛻䛚䛔䛶䛿䚸 ୡ⏺䛾䜶䝺䜽䝖䝻䝙䜽䝇⏘ᴗ䛾ືྥ䛾ᙳ㡪䜢┤᥋ཷ䛡䜎䛩䚹
ᚋ䛾ᕷሙືྥ䛻䜘䛳䛶䛿䚸 ᙜ♫䜾䝹䞊䝥䛾ᴗ⦼䛻ᙳ㡪䜢ཬ䜌䛩ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜚䜎䛩䚹

2. 販売価格の変動
䚷ᙜ♫䜾䝹䞊䝥䛜ᴗ䜢ᒎ㛤䛩䜛ᕷሙ䛿䚸 ᅜෆእ䛻䛚䛔䛶ཝ䛧䛔➇ྜ≧ែ䛻䛒䜚䚸 ༑ศ䛺┈䜢☜ಖ䛩䜛䛻㊊
䜛㈍༢౯䛾⥔ᣢ䜔䚸 ㈍䝅䜵䜰䛾☜ಖ䛜䛷䛝䛺䛔ሙྜ䛜䛒䜚䜎䛩䚹 䝁䝇䝖๐ῶ䛻䜘䜛┈䛾⥔ᣢ䛸䛝䜑⣽䛛䛔
㢳ᐈ䝃䞊䝡䝇䛻䜘䜛䝅䜵䜰䛾ᅇ䛜ᅔ㞴䛷䛒䜛ሙྜ䚸 ᙜ♫䜾䝹䞊䝥䛾ᴗ⦼䛻ᙳ㡪䜢ཬ䜌䛩ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜚䜎䛩䚹

3. 原材料等の価格の変動
䚷ᙜ♫䜾䝹䞊䝥䛿䚸 〇⣬⏝䝟䝹䝥䜔ྛ✀▼〇ရ䛺䛹䜢ཎᮦᩱ䚸 ⇞ᩱ䛸䛧䛶ከ䛟⏝䛧䛶䛚䜚䚸 䛭䛾౯᱁䛿ᅾᗜ
Ỉ‽䜔㟂⤥䝞䝷䞁䝇䛻䜘䛳䛶ኚື䛩䜛ᕷἣ〇ရ䛷䛩䚹 ཎᮦᩱ➼䛾㉎ධ䛻㝿䛧䛶䛿䚸 ᕷἣືྥ䜢ぢᴟ䜑䛯Ⓨὀ䛻
ດ䜑䛶䛿䛔䜎䛩䛜䚸 ౯᱁䛾ᛴ⃭䛺ኚື䛻䜘䛳䛶䛿䚸 ᙜ♫䜾䝹䞊䝥䛾ᴗ⦼䛻ᙳ㡪䜢ཬ䜌䛩ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜚䜎䛩䚹

4. 為替相場の変動
䚷ᙜ♫䜾䝹䞊䝥䛿䚸 ᾏእ䛛䜙䛾እ㈌ᘓ䛶䛻䜘䜛㈨ᮦ䛾ㄪ㐩䚸 ᾏእ䜈䛾እ㈌ᘓ䛶䛾㈍䛚䜘䜃ᾏእ䜢ྵ䜐䜾䝹䞊
䝥♫㛫䛷䛾䝣䜯䜲䝘䞁䝇䜢⾜䛳䛶䛚䜚䚸 Ⅽ᭰┦ሙ䛾ኚື䛻䜘䛳䛶䛿ᙜ♫䜾䝹䞊䝥䛾ᴗ⦼䜈ᙳ㡪䜢ཬ䜌䛩ྍ⬟ᛶ
䛜䛒䜚䜎䛩䚹

5. 海外事業展開について
䚷ᙜ♫䜾䝹䞊䝥䛿䚸 ୡ⏺ྛᆅ䛷⏕⏘ 䞉 ᴗᒎ㛤䜢㐍䜑䛶䛔䜎䛩䚹 䛣䜜䜙䛾ᅜ䛻䛚䛔䛶ḟ䛾䜘䛖䛺㇟䛜Ⓨ⏕䛧䛯
ሙྜ䚸 ᙜ♫䜾䝹䞊䝥䛾ᴗ⦼䛻ᙳ㡪䜢ཬ䜌䛩ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜚䜎䛩䚹
㻔㻝㻕 䝔䝻䚸 ᨻኚ䚸 䜽䞊䝕䝍䞊➼䛻䜘䜛ᨻᏳ䛸Ᏻᝏ
㻔㻞㻕 ᚑᴗဨ䛾䝇䝖䚸 䝪䜲䝁䝑䝖➼䛻䜘䜛ປാத㆟䛾Ⓨ⏕
㻔㻟㻕 㟁ຊ䚸 ⏝Ỉ䚸 ㏻ಙ➼䛾䜲䞁䝣䝷䛾㞀ᐖ
㻔㻠㻕 ఏᰁ䛾Ⓨ⏕
㻔㻡㻕 䛭䛾ணᮇ䛫䛼⛯ไ䚸 እⅭ䚸 ㏻㛵➼䛻㛵䛩䜛ἲᚊ䚸 つไ䛾ኚ᭦䛺䛹

䛾㇟

㻔㻢㻕 ᩥ䜔ၟ័⩦䛾㐪䛔䛻䜘䜛㔠ᅇ䚸 ྲྀᘬඛ䛸䛾㛵ಀ䛻䛚䛡䜛ၥ㢟䛾Ⓨ⏕
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6. 新製品開発について
䚷ᙜ♫䜾䝹䞊䝥䛿䚸 ⥲ྜᢏ⾡ຊ䛷ᕷሙ䝙䞊䝈䛻ᑐᛂ䛧䚸 ➇தຊ䛾䛒䜛㧗ຍ౯್〇ရ䜢ᕷሙ䛻ᢞධ䛧䛶䛔䛟䛣䛸
䜢┠ᶆ䛻◊✲㛤Ⓨ䜢᥎㐍䛧䛶䛚䜚䚸◊✲䝇䝍䝑䝣䛾ቑဨ䜔䚸⏘Ꮫඹྠ◊✲➼䜈䛾⤒Ⴀ㈨※ᢞධ䜢ᙉ䛧䛶䛔䜎䛩䚹
䚷䛧䛛䛧䛺䛜䜙䚸 䛣䛾䜘䛖䛺◊✲㛤Ⓨ䜈䛾⤒Ⴀ㈨※䛾ᢞධ䛜ᚲ䛪䛧䜒᪂〇ရ䛾㛤Ⓨ䚸 䛥䜙䛻䛿Ⴀᴗධ䛾ቑຍ䛻
⤖䜃䛴䛟䛸䛿㝈䜚䜎䛫䜣䚹 㛤Ⓨᮇ㛫䛜㛗ᮇ䛻䜟䛯䛳䛯䛣䛸䛺䛹䛻䜘䜚䚸 㛤Ⓨ䜢୰Ṇ䛫䛦䜛䜢ᚓ䛺䛔䜘䛖䛺㇟䛜Ⓨ
⏕䛧䛯ሙྜ䛿䚸 〇ရ㛤Ⓨ䝁䝇䝖䜢ᅇ䛷䛝䛪䚸 ᙜ♫䜾䝹䞊䝥䛾ᴗ⦼䛻ᙳ㡪䜢ཬ䜌䛩ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜚䜎䛩䚹

7. 知的財産権について
䚷ᙜ♫䜾䝹䞊䝥䛿䚸 ⊂⮬䛻✚䛧䛶䛝䛯䛥䜎䛦䜎䛺〇㐀ᢏ⾡䛻䛴䛔䛶ᅜෆእ䛻䛚䛔䛶ᚲせ䛺▱ⓗ㈈⏘ᶒಖㆤᡭ⥆
䛝䜢⾜䛳䛶䛔䜎䛩䛜䚸 ἲⓗไ㝈䛰䛡䛷䛿䛺ಖㆤ䛿ྍ⬟䛷䛒䜚䚸 ྲྀᚓ䛧䛯ᶒ䜢㐺ษ䛻ಖㆤ䛷䛝䛺䛔ሙྜ
䛜䛒䜚䜎䛩䚹 䜎䛯䚸 ᙜ♫䜾䝹䞊䝥䛾〇ရ䛻㛵䛧䛶➨୕⪅䜘䜚▱ⓗ㈈⏘ᶒᐖ䛾ᥦッ䜢ཷ䛡䜛ሙྜ䛜䛒䜚䜎䛩䚹 䛣
䛾䜘䛖䛺ሙྜ䚸 ᙜ♫䜾䝹䞊䝥䛾ᴗ⦼䛻ᙳ㡪䜢ཬ䜌䛩ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜚䜎䛩䚹

8. 重要な訴訟等について
䚷ᙜ♫䜾䝹䞊䝥䛜ᅜෆእ䛷ᴗάື䜢⾜䛖䛻䛒䛯䜚䚸〇㐀≀㈐௵ 㻔㻼㻸㻕 㛵㐃䚸⎔ቃ㛵㐃䚸▱ⓗᡤ᭷ᶒ㛵㐃➼䛻㛵䛧䚸
ッゴ䛭䛾䛾ㄳồ䛜ᥦ㉳䛥䜜䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜚䚸 䛭䛾ෆᐜ䛻䜘䛳䛶䛿ᙜ♫䜾䝹䞊䝥䛾ᴗ⦼䛻ᙳ㡪䜢ཬ䜌䛩ྍ⬟ᛶ
䛜䛒䜚䜎䛩䚹

9. 法規制について
䚷ᙜ♫䜾䝹䞊䝥䛜ᴗάື䜢ᒎ㛤䛩䜛ྛᅜ䛻䛚䛔䛶䚸 ྛ✀ἲつไ䛾㐺⏝䜢ཷ䛡䛶䛔䜎䛩䚹 䛣䜜䜙䛾つไ䛾㑂Ᏺ
䛻ດ䜑䛶䛔䜎䛩䛜䚸 つไ䛾ᙉ䜎䛯䛿ኚ᭦䛜䛺䛥䜜䛯ሙྜ䛻䛿䚸 ᙜ♫䜾䝹䞊䝥䛾ᴗάື䛜ไ㝈䛥䜜䚸 ᴗ⦼䛻
ᙳ㡪䜢ཬ䜌䛩ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜚䜎䛩䚹
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