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より大きく異なる可能性があります。

JUNE 2019 75

リンテックIR（投資家向け広報）誌

4月2日  
•  反射による映り込みを低減し、ガラスの向こう側
をクリアに“魅せる”窓ガラス用低反射フィルムを
発売

5月10日～12日  
•  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」に出展

5月16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

6月1日  
•  特徴的な風合いを持つファンシーペーパーの新
製品として、和のテイストを表現するのに最適な
抹茶色の各種アイテムをラインアップ

6月20日  
•  耐久性に優れた海上輸送用規格対応ラベル素材
を発売

2018

第124期 定時株主総会・株主説明会（6月21日）

2018年3月期 決算発表（5月9日）
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7月17日  
•  再生PETフィルムを使用したアルミ蒸着タイプの
ラベル素材を発売

9月25日～27日  
•  マックタック・アメリカ社が北米最大のラベル関連
展示会「ラベルエキスポ・アメリカ2018」に出展

10月8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1日  
•  米国の子会社であるマディコ社が本社機能をフロ
リダ州の新拠点に移転

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4年連続で
取得

12月21日～24日  
•  「第87回 全日本フィギュアスケート選手権大会」
に協賛

2月15日  
•  窓ガラスに貼ることで室内全体を明るくする採光
フィルムを発売

3月4日  
•  中国の子会社である琳得科（蘇州）科技有限公司
の重慶オフィスを開設

2019
2019年3月期 第1四半期 決算発表（8月9日）

2019年3月期 第2四半期 決算発表（11月9日） 2019年3月期 第3四半期 決算発表（2月8日）
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　当社グループでは現在、3か年の中期経営計画「LIP（LINTEC INNOVATION 
PLAN）-2019」を推進しており、この4月から最終年度がスタートしました。事業環境
が厳しさを増す中、前期（2019年3月期）の業績や今後の見通しについて西尾社長に
聞きました。

西
に し お

尾 弘
ひ ろ

之
ゆ き

代表取締役社長
社 長 執 行 役 員

試練に立ち向かい、その先の成長へ

社長インタビュー
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まずは、前期の業績を振り返ってください。AQ
「LIP-2019」の2年目であった前
期の世界経済は、米国では雇用や

所得環境の改善を背景に成長が持続し、
欧州においても個人消費の拡大により緩
やかな回復基調が続くなど、期前半は全
体的に底堅く推移しました。しかしながら期
後半に入り、米中貿易摩擦の影響によって
中国経済が減速するなど、先行き不透明
感が強まりました。一方、我が国においては、
個人消費や設備投資などは総じて堅調に
推移しましたが、中国経済の鈍化やIT需要
の減速により輸出が減少するなど、厳しさが
顕在化してまいりました。

　このような経営環境の中、連結売上高は
前年同期比0.8%増の2,509億42百万円、
営業利益は同10.5%減の179億77百万
円、経常利益は同2.2%減の179億93百万
円、親会社株主に帰属する当期純利益は同
14.9%増の129億37百万円となりました。
　売上高は昨年に続き過去最高を記録し
ましたが、国内において自然災害や酷暑の
影響で主力のシール・ラベル用粘着製品が
低調に推移したほか、期後半には半導体
市場低迷の影響を受けるなど、全体としては
僅かな伸びにとどまりました。また営業利益
は、米国子会社の収益改善などがありました
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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

が、単体における販売数量の減少や売上構
成の悪化に加え、パルプを中心とする原燃料
価格の上昇によって、当初の予想を大きく下回
りました。最終利益については、2018年3月
期に米国子会社において、のれんの減損損
失10億41百万円と事業構造改善引当金
繰入額10億24百万円を特別損失として
計上したことなどにより増益となりました
が、当初の予想を下回る結果となりました。
なお、売上高営業利益率は7.2%、ROE
（自己資本利益率）は6.9%となりました。
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「LIP-2019」の重点テーマの主な成果や進捗を教えてください。AQ
まず始めに「地域戦略の強化」 に
つきましては、2016年末に買収し

た米国のシール・ラベル用粘着製品メー
カーであるマックタック・アメリカ社との相
乗効果の創出に努め、タイや米国で開催
されたラベル関連展示会への出展などを

通じて、同社製品の東南アジア市場への
投入や当社製品の北米市場での拡販に
注力しました。次に「新たな価値の創造」に
ついては、成長領域における技術開発や
保有技術の深耕による製品開発に努め、
将来有望な新製品の芽が出てきています。

「LIP-2019」重点テーマ

AA
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今期の業績見通しはどうですか。AQ
2020年3月期の見通しにつきまし
ては、人件費などの固定費の増加

はありますが、さらなる拡販や原価低減に
努めていくことで、連結売上高は前年同期
比3.6％増の2,600億円、営業利益は同
5.7％増の190億円、経常利益は同2.8％
増の185億円、親会社株主に帰属する当期
純利益は同4.3％増の135億円と予想し
ております。

また昨年4月、新規事業のさらなる創出を
目的に、事業統括本部内に「事業開発室」
を設置しました。各事業部門間の連携を
今まで以上に高めることによって市場の新
たなニーズを見いだし、早期製品化・事業
化につなげていく方針です。
　続いて「企業体質の強靭化」については、
長年赤字が続いていた米国のマディコ社
において拠点の集約および人員削減など

の経営合理化を図り、営業黒字化を達成す
ることができました。最後に 「持続可能な社
会の実現に向けた取り組み」 ですが、当社
では“働き方改革”を積極的に推進し、残業
の削減や有給休暇取得率の上昇といった
成果が着実に表れてきています。そのほか、
SDGs＊を経営に組み込むべく、2018年
2月に発足させた「SDGs委員会」を通じて
具体的施策の検討を進めています。

冷凍食品向けなどに最適なマックタック・
アメリカ社のラベル素材

フロリダの新拠点に本社機能を移転した
マディコ社

売 上 高 2,600億円（3.6%増）

営 業 利 益 190億円（5.7%増）

経 常 利 益 185億円（2.8%増）

親会社株主に帰属する 
当 期 純 利 益 135億円（4.3%増）

  2020年3月期 連結業績予想 （前年同期比）

＊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
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最終年度の取り組みや今後の成長戦略についてお聞かせください。AQ
「LIP-2019」の最終年度の数値
目標としていた売上高2,700億円、

営業利益 250億円の達成はきわめて厳し
い状況となりましたが、当社グループでは
今期を「試練に立ち向かう年」と位置づけ、
2020年4月からスタートする次期3か年
の中期経営計画を視野に入れながら、将
来に向けた成長基盤づくりを進めてまいり
ます。
　まず、主力のシール・ラベル用粘着製品
については、国内外でのシェア拡大に向けて
グローバルブランドを立ち上げ、販促活動
を一層強化していく考えです。加えて、
2019年から2020年に掛けて国際的な
スポーツイベントが国内で開催されること
から、看板・広告用フィルムなどの需要も
確実に取り込んでいきます。また現在、調
整局面にある半導体市場も期後半から回
復すると見ており、次世代高速通信規格
「5G」の導入、あらゆるモノがインターネット
でつながる「IoT」の拡大、「AI」（人工知能）
の普及などによる需要の増加に対応すべく、

積極的な投資を進めていきます。
　そのほか、のれんの償却負担もあり赤字
が続いているマックタック・アメリカ社など、
業績不振の子会社の立て直しにも引き続き
注力していきます。研究開発面では、事業
開発室と研究開発本部の連携による新規事
業の創出、マックタック・アメリカ社や機能性
フィルムメーカーのVDI社などの海外子会社
が持つ技術の活用、そして地球温暖化対策
や脱プラスチックに貢献する環境配慮製品の
開発などに努めていく方針です。

VDI社

マックタック・
アメリカ社

株主還元についてはどのようにお考えですか。AQ
当社は株主の皆様への利益還元の
充実を経営上の最重要課題の一つ

と位置づけており、利益配分につきましては、

経営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おります。

AA
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この基本方針の下、2019年3月期の期末
配当金は当初予定どおり39円とし、年間配
当金は中間配当金39円と合わせ、前年同
期比12円増配となる1株当たり78円とさせ
ていただきました。
　2020年3月期の年間配当金につきまして
は、前年同期と同額の78円を予定しており、
配当性向は41.7％となる見込みです。 今
後も安定配当を継続しつつ、業績の向上に
よる株主還元のさらなる充実を図ってまい
ります。

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。AQ
昨今の米中貿易摩擦の影響などに
より、当社グループを取り巻く事業

環境はますます不透明感を増しつつあり
ますが、まずは今期の業績予想を確実に
達成し、次期中期経営計画につなげてい
きたいと考えています。
　中・長期的には、さらなる事業拡大に向け
た積極的な設備投資や、高付加価値製品
創出のための研究開発投資、グローバル
での認知度を高めるためのブランディング
強化などに注力していきます。また、会社の
基盤となる人材への投資や温室効果ガス
削減に向けた投資、将来の労働人口減少
に対応するためのIoT、AIなどの活用も
進めていきます。 そして10年後も、20年
後も必要とされる会社であり続けるよう、

社会的課題の解決と企業価値の向上に努
めてまいります。
　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。
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