ト ピ ッ ク ス
配送用ラベル素材とラベリングマシンが好調
—活況のインターネット通販を当社製品がサポート
—活況のインターネット通販を当社製品がサポート
昨今、ネット通販の普及により、宅配便の取り扱い
個数が年々増加しており、宛名を印字する配送用ラベル
素材や、そのラベルを効率良く自動で貼り付けるラベリン
グマシンの販売が好調に推移しています。当社の強みの
一つである素材と装置のトータル提案によって、
ラベル
の発行・貼付からバーコードによる荷物の自動振り分け
までをサポートし、迅速かつ正確な配送に貢献。大手
通販会社をはじめ、幅広い業界で豊富な採用実績を

「国際物流総合展2018」では、出荷作業
をより効率化する当社のシステムが大きな
注目を集めた

誇っています。
ネット通 販 市 場のさらなる拡 大 が 予 想される中、
最近では梱包形態の多様化や、人手不足などを背景と
した省人化を目的に、物流拠点のラインやマシンの稼働
状況などをインターネットで管理するシステムの導入が
進みつつあります。当社ではそうした最新のニーズを
しっかりと捉え、今後も新製品の開発や新たな市場の
開拓に努めていきます。

宛名を印字したラベルを正確に高速で自動
貼りするラベリングマシン

「全日本フィギュアスケート選手権大会」に協賛
当社では昨年に続き、全日本フィギュアスケート選手権大会に協賛し、
リンクフェンスに
社名広告を掲出します。昨年の大会では、テレビ放映中に当社ウェブサイトへのアクセス
数が急増するなどの大きな反響があり、多くの視聴者の方にリンテックの社名を認知して
いただくことができました。今大会
は来年 3 月に開催される世界選
手権などの最終選考会を兼ねて
おり、また注目選手の出場も予定
されていることから、昨年以上に
高い宣伝効果が期待されます。
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日程：2018年12月21日（金）～24日（月）
会場：東和薬品RACTABドーム（大阪府立門真スポーツセンター）
※ フジテレビ系列でゴールデンタイムに放送予定

リンテック

LINTEC

エッセー

E S S AY

等身大の自分で
渡辺 満里奈

「あなたのこだわりはなんですか？」
これまでに、インタビューの場などで何度
となくされた質問です。その度に答えます。

い思いをするものです。恐れることなかれ。
15 歳でデビューした私は、大人として生
きる社会や仕事のなんたるかを何も知らず、

「こだわりを持たないのが、こだわりです。 考えることもなく、その波に飛び込んでいま
（にこっ）」

した。これまで関わってくれたたくさんの人

すると、
「ああ…そうですか …（ 困った

たちに守られてきたことに心から感謝してい

なぁ）」という顔をされることもしばしば。芸

ます。今、自分の子どもが15歳で芸能界に

能界で生きていくのにこだわりがないなん

入りたいといったら、間違いなく胆を冷やす

て、流されるままなのか!?という思いがある

でしょう。

のかもしれないし、こだわりがない人間は面
白みがないと思うのかもしれません。

最初は喋るのが苦手でした。大人や様々
な年齢の人たちとのコミュニケーションの取

若い時分には、こだわりがないといけない、 り方がわかりませんでした。取材でもあまり
と私も思っていました。私はこれが好きです、 喋ることができずに記者の方を困らせまし
これが嫌いです、私はこういう人間になりた

た。自分がどのように思われるのか、否定的

いんです、10年後はこうしていたいんです、
と

に思われたらどうしよう、こんな華やかな世

主張すること。それも、もちろんある時期に

界にいるのに、つまらない人間と思われたら

は必要かもしれません。あるいは変わった癖

どうしようと必要以上に怖がっていたので

があったほうが、人は面白がってくれるかもし

す。本当に自分と向き合うことができるよう

れません。鋭く尖っていなくちゃいけないと

になったのは、20 代も後半に差し掛かろう

思っていたので、それなりに尖っていた部分

というときでした。自分の中の歪んだところ、

もありました。若い頃は失敗をして、恥ずかし

足りないところ、嫌いなところと向き合うのは

10

渡辺 満里奈（わたなべ

まりな）

タレント。1970年、東京都生まれ。1986年に芸能活動を開始。清潔感あふれる明

るいキャラクターで、テレビ・ラジオ・CMなど幅広く活躍。絵本の読み聞かせコンサート
やDVD などにも多数出演。ナチュラルなライフスタイルを綴る書籍の評価も高い。

とても辛い作業でしたが、いいところもあり

でも私にはそれは窮屈でした。こだわりは、

ます。自分自身を知り、受け入れることができ

ある面では殻を作ってしまうことかもしれな

ました。失敗することを怖がったり、これまで

い。こうでなくてはいけないということは、そこ

のように「こんな風に思われたらどうしよう」 からはみ出せなくなることのような気がする
と不安を感じたりすることがなくなりました。 のです。
ただやるしかないのです。そんな心持ちに
なれたことは大変な収穫です。
それからというもの、仕事に対して肩肘張

こんな私でも、実は唯一大切にしているこ
とがあります。人の話をよく聞くことです。よく
聞いて、まずはやってみる。
「それはできない」

らず楽しくできるようになりました。音楽や

と（なるべく）言わない。結果的に失敗する

映画、台湾、中国茶、ピラティスなど好きな

ことも、手 応えがないこともあるかもしれ

ことを見つけて、それを面白がって追求して

ないけど、勇気を出してやったことはすべて

いく先に、仕事がありました。とても恵まれ

意味があると信じて。そして嘘のない言葉

ていると思います。言葉にこそしませんでし

で伝えること。取り繕うことなく、自分でいる

たが、活動する原点には、まず好きなものあ

こと。そのためには、
まだまだ学ぶことが必要

りき、という姿勢がありました。

ですが。いくつになっても知らないことが山

こだわりを持つというのは、ある面ではと

ほどあります。知りたいことも山ほどあるは

てもいいことです。自分の個性が明確に、誰に

ずです。人はきっと、ずっと成長できると思っ

でもわかります。あの人はこのような人だ、
と。 ています。
人の話をよく聞くことと、
自分を取り繕わないことを大切にしているという渡辺さん。リンテックも
社是に掲げる「至誠と創造」の精神を根幹として、お客様に誠実に、そしてその声にしっかりと耳を
傾けつつ、
新たな付加価値の創出に努めています。
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アンケート結果のご報告

読者アンケートへのご協力ありがとうございました
「WAVE」第71号（2018年6月発行）において読者の皆様にご協力をお願いしたアンケート
では、合計 1,048通のご回答を頂きました。アンケートの集計結果、並びにお寄せいただきました
貴重なご意見・ご要望を基に、今後も一層の経営強化や IR活動の充実に努めてまいります。
ご意見・ご要望
皆様から頂いたご意見・ご要望の中から、今回は下記の3点についてご回答させていただきます。

株主還元の充実を期待している
株主還元につきましては、連結業績を勘案し
ながら安定的かつ継続的な配当を行うことに
よって、株主の皆様からのご支援にお応えし
ていくことを基本としております。今期の年間
配当金は１株当たり78 円を予定しており、
前期に比べ 12 円の増配となります。株主優
待の導入を期待するご意見も頂いております
が、当社では配当や業績拡大による株主価値
の向上によって、さらなる株主還元の充実に
努めていく方針です。

1株当たり配当金
円

78

80
66
60
40

34

42

48

66

54

20
0

13/3期 14/3期 15/3期 16/3期 17/3期 18/3期 19/3期
（予想）

環境問題やガバナンス（企業統治）をより意識した経営を推進してほしい
当社では、粘着製品メーカーとして環境負荷の低減や環境配慮製品の開発・提案に注力
しているほか、企業が守るべき行動規範であるコーポレートガバナンス・コードへの対応
など、企業統治の強化に向けた取り組みについても積極的に推進しています。詳しくは今号
と次号のスペシャルレポートを御覧ください。

「LINTEC ESSAY」を楽しみにしている
本誌第 71 号で 50 回目を迎えた同コーナーでは、テレビなどでおなじみのタレントや
スポーツ選手、文化人の方に書き下ろしのエッセーをご寄稿いただいており、株主通信誌に
は珍しい、柔らかく親しみやすい企画として長年ご好評を頂いています。今後も各分野の
第一線で活躍する方々のエッセーを掲載してまいりますので、ご期待ください。
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主な集計結果

Q.当社株式を保有する理由として最も当てはまるものは何ですか?
「株価の値上がりが期待できるから」が最多となり、

その他
4.6%
WAVEを
読むのが楽しみ
2.3%
自分や知人
が勤務
5.1%
カレンダーが好き11.6%

株価の値上がり
が期待できる
44.0%
配当金が魅力的
19.3%

「配当金が魅力的だから」「リンテックのファンだから」
「リンテック・オリジナルカレンダーが好きだから」が続き
ました。今後も皆様のご期待に沿えるよう、また多くの方
に当社を応援していただけるよう努めてまいります。

リンテックのファン
13.1%

Q.当社ホームページのIR情報サイトを御覧になったことはありますか?
ネット閲覧環境がない
9.1%
見たことはない
35.2%
一度は見たことがある
15.9%

一度以上御覧になったことがある方が55.7%となりま

日頃から
よく見ている
3.4%

した。当社では、継続的にホームページの内容の充実

決算発表のたび
に見ている
8.1%

どにIR情報サイトの更新をお知らせするIRメール配信

何度か見た
ことはある
28.3%

すので、ぜひご利用ください。

を図っており、決算短信やニュースリリースの掲載時な
サービスもご提供しています。同サイトより登録できま
URL http://www.lintec.co.jp/ir/

Q.当社新聞広告を御覧になったことはありますか?
御覧になったことがある方が 52.5% となりました。
今期は、当社の製品や技術を“創作漢字”で表現した新
見たことがない
47.5%

見たことがある
52.5%

しい新聞広告シリーズを展開しており、「見ていて面白
い」
「次の漢字が楽しみ」といったコメントを多く頂きま
した。今後も新聞広告をはじめ、認知度向上につなが
る活動を積極的に展開してまいります。

ご協力ありがとうございました
アンケートにご回答いただいた皆様には、
当 社 高 級 印 刷 用 紙「ニュアージュ CoC」
を 使 用した、2019 年 版 当 社オリジナル
カレンダーをお送りさせていただきました。
今回は、札幌を中心に北海道各地で毎年数
多くの個展を開催するなど、精力的に活動
なかじま としふみ

を続ける中島 敏文氏の水彩画集です。
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