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表紙 ：ヨセミテ国立公園
米国・カリフォルニア州にある自然公
園。氷河の浸食でできた深い渓谷や多
数の岩山、巨大な滝など、壮大な景観
が広がる。1984年に世界遺産に登録。
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業績予想などの将来に関する記述は、当社が現在入手
している情報および合理的であると判断する一定の前提
に基づいており、実際の業績などはさまざまな要因に
より大きく異なる可能性があります。
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5月12日

•東 京ドームのプロ野球公式戦に板橋区在住の
障がい者の方や少年野球チームの小学生などを
ご招待
7月10日

• よりシンプルで実用的な装置
設計を実現した、ラベルを自動
で貼付するラベリングマシンの
新機種を発売

2017年4月〜 2018年3月
2018年3月期 第1四半期 決算発表（8月7日）
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2018年3月期 第2四半期 決算発表（11月9日）

9月25日～28日 

• ベ ルギーで開催された
世界最大のラベル関連

2018

12

1

2

3

2018年3月期 第3四半期 決算発表（2月9日）

12月1日 

• 平塚事業所と富士ライト
（株）を統合し、
裁断・加工
子会社として湘南リンテック加工（株）を設立

展示会「ラベルエキスポ・
ヨーロッパ2017」に各種
新製品を出展

• 自 動車のボディー の 塗
装面を汚れや傷などから
守る「ウインコス ペイント

10月20日

•改 ざん防止用ラベル素

プロテクションフィルム」
を発売

材に非転着タイプの新
アイテムを追加発売

12月21日～24日

「第86回
•
全日本フィギュアスケート選手権大会」
に協賛
10月28日

• 板 橋区在住の障がい者
の方や地域の方などを
対象にジャズコンサート
を開催
11月21日

•油 面用ラベル素材に透明タイプの新アイテムを
追加発売

1月19日

•商 業施設やオフィス、ホ
テルなどで幅広く使用
可能な内装用化粧フィ
ルム「パロア」のライン
アップを刷新

3月16日・29日

•大阪・東京で個人投資家向け会社説明会を実施

11月30日

• 障がい者の方などをプロ野
球観戦にご招待する取り組
みなどが評価され、
「東京
都スポーツ推進企業」の認
定を3年連続で取得
3

社長インタビュー

イノベーションをさらに加速する年
2019年度を最終年度とする3か年中期経営計画「LIP（LINTEC INNOVATION
PLAN）-2019」は、今年4月から2年目に入りました。初年度の成果や進捗状況、そして
今期（2019年3月期）の見通しなどについて西尾社長に聞きました。

中期経営計画「LIP-2019」

（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

代表取締役社長
社長執行役員

4

にし

お

ひろゆき

西尾 弘之

Q

まずは、前期（2018年3月期）の業績を振り返ってください。
「LIP-2019」の初年度となった前期

おいては2016年末の欧米3社*買収の影響

の世界経済は、
米国では企業業績や

もあり、連結売上高は前年同期比20.9%増

個人消費の改善により景気が拡大し、欧州

の2,490億30百万円、営業利益は同21.1%

においても緩やかな回復基調が続きました。

増の200億95百万円、経常利益は同17.2%

また、中国をはじめとするアジア地域では、

増の183億89百万円となりました。親会社

内需や輸出の増加などを背景に景気は持ち

株主に帰属する当期純利益は、米国子会社

直しの動きが見られました。一方、我が国に

のマディコ社において事業構造改善引当金

おいても、好調な外需などにより企業業績

繰入額 10億 24百万円を、また、買収した

が改善したことに加え、雇用環境の改善を

米国のVDI社においてのれんの減損損失

背景に個人消費も緩やかに持ち直すなど、

10億41百万円をそれぞれ特別損失として

総じて堅調に推移しました。

計上したことなどにより、同1.7%減の112億

A

このような経営環境の中、当社グループに

57百万円となりました。なお、売上高営業

＊欧 米3社：米国のマックタック・アメリカ社とVDI 社、英国のリンテック・ヨーロッパ（UK）社
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利益率は8.1%、ROEは6.2%となりました。

それらに関連する特別損失を計上したことに

売上高は、買収した欧米3社の影響に加え、

よって最終利益は減益となるなど、課題が

半導体・電子部品関連ビジネスが好調に推
移したことなどにより、 過去最高となりまし
た。営業利益については20%以上の増益を
記録しましたが、その多くをエレクトロニクス
関連事業が稼ぎ出した一方で、本来は安定
収益基盤であるべき事業が販売価格競争
の激化や原燃料価格の上昇などで苦戦・低
迷するという、事業ポートフォリオの観点から
はアンバランスな状況となりました。また、
一部海外グループ会社では業績不振が続き、

Q
A

残る結果になったといえます。
212,733
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重点テーマの進捗と成果を教えてください。まず、
「地域戦略の強化」や
「新たな価値の創造」についてはいかがでしょうか。
「地域戦略の強化」については、国
内で引き続き新たな需要の掘り起こ

「LIP-2019」重点テーマ
1. 地域戦略の強化

しに向けた取り組みを進めるとともに、海外

（1）	国内におけるシェア拡大と新市場・新需要の開拓

においても積極的に市場開拓に努めていま

（2）	アジア地域における戦略的投資と事業拡大

す。東南アジア市場では、地域統括会社で
あるリンテック・アジアパシフィック社を核と

（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

した事 業の効率化と拡大に取り組んでお

（1）	顧 客ニーズを超える差別化製品の創出

り、特に昨年は、タイにおける粘着製品の販

（2）	市 場の変化を先取りした次世代製品の開発

売・配送拠点であったリンテック・バンコク
社を、同国内の生産拠点であるリンテック・
タイランド社に統合しました。今後は高性能な
裁断設備の導入に加え、買収したマックタック・
アメリカ社の製品を東南アジア市場に投入
していくほか、ウインドーフィルムの現地販売
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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

代理店の新規開拓などを推し進めていく考え

要所で十分な検証をしていくことで開発プロ

です。北米市場では、マックタック・アメリカ

セスの後戻りを防ぎ、 各テーマを着実かつ

社の販売網を活用した当社高付加価値製品

迅速に形にしていく仕組みです。これによっ

の拡販を目指してまいります。今年 9月にシ

て新製品開発のスピードアップを図り、顧客

カゴ近郊で開催されるラベル関連の展示会

ニーズに対応した新たな価値を提供してい

「ラベルエキスポ・アメリカ2018」への出展

きたいと考えています。

も、今後の展開に向けた足掛かりとして非常
に重要となります。また欧州市場においても、
当社グループ製品の拡販を目指して、オランダ
の販売子会社であるリンテック・ヨーロッパ
社と、買収した英国のリンテック・ヨーロッパ
（UK）
社との連携を一層強化していきます。
次に「 新たな価値の創造」についてです
が、昨年 4月に研究開発本部内の組織変更
を行い、新しい研究開発プロセスを導入しま
した。これは、開発の初期段階において研究
開発部門と営業部門とがより緊密に連携し、

Q
A

2018年5月にタイで開催されたラベル関連展示会
「ラベルエキスポ・サウスイーストアジア2018」で
は、マックタック・アメリカ社の製品をアピール

「企業体質の強靭化」や「持続可能な社会の実現に向けた取り組み」に
ついてはいかがでしょうか。
「企業体質の強靭化」については、
国内外グループ会社の再編と効率

化という点で一定の成果がありました。タイ
における 2 社の統合に加え、国内でも粘着
製品の裁断・加工を手がけてきた当社の平
塚事業所とグループ会社の富士ライト（株）
を統合し、
「湘南リンテック加工（株）」とし
て新たにスタートさせました。今後は 、昨年
12月に新工棟が完成した同社平塚工場に

湘南リンテック加工（株） 平塚工場
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おいて、品質・コスト・デリバリー面でのさら

プロジェクト」を軸とする効率化に向けた活動

なる競争力強化を図っていきます。

以外にも、
「ダイバーシティ促進検討委員会」

また、 業務プロセスの標準化による組織

が中心となって進めている女性の活躍促進、

横断的な業務改革の推進についても、プロ

仕事と介護の両立支援に向けた人事制度

ジェクトを立ち上げて着々と進めています。

の検討、そして社内の啓発活動などの面に

これは、「持続可能な社会の実現に向けた

おいて、計画初年度の進捗としては手応えを

取り組み 」の中で掲げる“働き方改革”とも

感じています。また、本業を通じて社会的課

密接に関わってくる施策です。 業務のやり

題の解決に寄与していくために、さまざまな

方が特定の人にしか分からない“ 属人化 ”

部署のメンバーで構成される「 SDG s * 委

の解消や部署全体としての業務効率向上、

員会」
を立ち上げました。社員一人ひとりが、

そして最終的には優秀な人材のさらなる育

日々の仕事を通じて社会に貢献していると

成・ 活躍促進につなげていきたいと考えて

実感できることは、当社グループのあるべき

います。

姿として私が目指すところであり、グループ

その「 持続可能な社会の実現に向けた
取り組み」については、先の「業務改革推進

全体が成長・発展していくためにも必要なこ
とだと考えています。

＊ SDGs：Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）の略称。2015年に国連サミットで採択され、持続可能な

社会の実現に向けた17の目標（ゴール）と169の指標（ターゲット）で構成される

Q
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今期の業績見通しをお聞かせください。
2019年3月期の見通しにつきまして

純利益は同 42.1%増の160億円と予想して

は、 原燃料価格の上昇や固定費の

おり、過去最高業績を目指します。

増加が予想されますが、さらなる拡販や原
価低減に努めていくほか、業績が低迷して
いた海外グループ会社の改善も見込んでい

2019年3月期 連結業績予想（前年同期比）
売

上

高

2,570億円 （3.2%増）

ます。以上のことから、連結売上高は前年同

営

業

利

益

230億円（14.5%増）

期比 3.2%増の 2,570億円、営業利益は同

経

常

利

益

220億円（19.6%増）

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

160億円（42.1%増）

14.5%増の230億円、経常利益は同19.6%
増の 220億円、親会社株主に帰属する当期
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株主還元についてはどのようにお考えですか。
当社は株主への利益還元の充実を

予定しており、配当性向は 35.2%となる見

経営上の最重要課題の一つと位置

込みです。今後も業績の向上に努め、株主

づけており、利益配分につきましては、経営

還元のさらなる充実を図ってまいります。

基盤の強化を図りつつ、各事業年度の連結
業績を勘案し、安定的かつ継続的な配当を
行っていくことを基本としています。2018
年3月期は特別損失の計上により最終利益
は減益となりましたが、期末配当金は当初予
定どおり33円とし、年間配当金は中間配当
金33円と合わせ、前年同期と同額の1株当
たり66円とさせていただきました。
2019年3月期の年間配当金につきまして
は、1株当たり当期純利益221円75銭の予
想を基に、前年同期比 12円増配の 78円を

Q

212,733

1株当たり配当金・配当性向
1株当たり配当金・配当性向
1株当たり配当金

配当性向（右目盛り）
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最後に株主・投資家の皆様へのメッセージをお願いします。
当社では、
「LIP-2019」の目標達

強靭化に向けた諸施策の展開による原価低

成の成否を左右する 2 年目の今期

減、そして買収した欧米3社との相乗効果の

を「イノベーションをさらに加速する年」と位

創出なども含め、
「LIP-2019」の最終数値目

置づけ、重点テーマの各施策を積極的に推

標である売上高2,700億円、営業利益250

進しています。特に、これまで業績が低迷し

億円の達成を目指し、全社一丸となって邁進

ていたグループ会社の立て直しは喫緊の課

してまいります。

A

題であり、引き続き人員の適正化や拠点の
集約などを進めてまいります。さらに、顧客

株主・投資家の皆様には、引き続きご支援
のほどよろしくお願い申し上げます。

の期待に応える新製品の開発、企業体質の
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