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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

AA

6 7



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

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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Q  現在の仕事について教えてください。

主に自動車用ウインドーフィルムの営業を担当しています。
シンガポール国内だけでなく、東南アジアで特に需要の高い
インドネシアやタイ、ベトナムなどでも拡販を目指し、月の半分
はシンガポール国外に出張しています。最近では、自動車用
だけでなく、建築業界などに向けて建物用ウインドーフィルム
の販売にも注力しています。

Q   日本と現地の自動車用フィルム市場では、どのような違いがありますか。

ウインドーフィルムの施工率が大きく異なります。日本では車内外からの視認性を確保す
るため、フロントガラスや運転席、助手席の側面には透明度の高いフィルムしか貼れないなど
の規制があり、フィルムの施工率はあまり高くありません。一方、年間を通して気温が高く
日差しの強い東南アジアでは、車内の温度上昇を抑えるフィルムがユーザーにとって必需
品であり、貼ることが一般的となっているため、日本の数倍の市場規模があります。

Q  今後、東南アジア市場でどのようにウインドーフィルムを拡販していきますか。 

ブランディングがとても重要と考えており、まずは“メードインジャ
パン”の高い品質や施工性といった強みをしっかりと訴求することで、
リンテック製品の認知度とイメージの向上につなげていきます。また、
米国のグループ会社であるウインドーフィルムメーカーのマディコ社や
機能性フィルムメーカーのVDI社との連携を深め、より市場のニーズ
にマッチした新製品の開発・販売強化に努めていきます。

 ウインドーフィルム

自動車や建物などの窓ガラス
に貼るだけで、さまざまな効果
を発揮するフィルム。日射熱に
よる車内や室内の温度上昇を
抑制するほか、紫外線を99％
以上カットし、ガラス破損時に
は破片の飛散を低減する機能
などを持つ。

岩
いわした

下 昇
しょうへい

平
2013年入社。産業工材事業部門 
建装材営業部（現ウインドーフィルム
営業部）などを経て、2016年12月
から同社に赴任。 

リンテック・ 
シンガポール社

F
フ     ロ     ン     ト

RONT L
ラ     イ     ン

INE
— 最前線 —  

各現場の最前線で活躍する社員を紹介する当
コーナー。今回は、東南アジアの主力販売拠点である
リンテック・シンガポール社でウインドーフィルムの
拡販に努める営業スタッフをご紹介します。

新たな成長に向けて活躍する社員を紹介
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当社グループでは、自動車用と建物用のウインドーフィ
ルムを「W

ウ イ ン コ ス
INCOS」ブランドで国内外に販売しています。

現在注力しているのが、経済成長が著しい東南アジアで
の自動車用ウインドーフィルムの拡販です。各自動車メー
カーやディーラー、一般ユーザーへのブランディング強化
を重視し、英語に加えて現地語にも対応した製品サイト 
の開設や各地で開催される自動車関連展示会への出展、
製品サンプル帳の配布などを通じて、「WINCOS」の強み
である高い品質を訴求しています。今般、現地で生産・販売
されている車種に本格採用されたことを機に、さらに活動を
強化していく方針です。

当社では、株主・投資家の皆様へ決算情報や新製品情報などのニュースを幅広くお届け
するため、IRメール配信サービスを実施しています。このたびシステムを一新し、よりタイム
リーに情報をお届けできるようになりました。もちろん無料でご利用いただけますので、ご希
望の方は当社ホームページの株主・投資家情報サイトよりご登録をお願いいたします。

自動車用ウインドーフィルム

インドネシア語の製品サイト。今後、
東南アジアの他言語にも対応予定

※  2019年6月3日以前にご登録された方には、三菱UFJ信託銀行株式会社のIR
メール配信サービス「RIMSNET」により配信を行っておりますが、同サービスに
よる配信は2019年6月末をもって終了させていただきます。大変お手数をお掛
けしますが、上記手順にて再登録していただきますようお願い申し上げます。

トピ ッ ク ス

東南アジア市場に向けて自動車用ウインドーフィルムを拡販

IRメール配信サービスをぜひご利用ください

登録画面で情報を入力し、 
「送信」を押して登録完了

「IRメール配信のご登録」を押す。 
またはスマートフォンで以下のQR
コードを読み取り、サイトを開く

情報を
入力

押す

押す
押す

株主・投資家情報サイト
www.lintec.co.jp/ir

「IRメールマガジン 
 新規登録」を押す1 32
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最近とても気になることがあります。
一つは老人の孤独死、二つ目は高齢運
転者による悲惨な交通事故、三つ目は若
い親が幼い子供を虐待死させる事件の
数々。もう一つがオレオレ詐欺や振り込
め詐欺と呼ばれる悪辣卑劣な犯罪です。
いずれも『昭和』の頃には頻繁に現れる
ものではありませんでした。 
これらの事故・事件・犯罪はそれぞれ
別々の視点で語られるけれども、僕には
その根は全て繋がっているように見えます。
それは「家族構成の変化」です。昭和
の中頃までは家の中に祖父・祖母・父・
母・子供という《３世代同居》の時代があ
りました。わざわざ高齢者が自分で運転
しなくても良かった時代です。また家の中
に自然に「老人の眼」があったので、若い
夫婦が無残に子供を虐待する前に祖父母
が止める事も出来得たのです。更に同居
は一家が互いの情報を把握できるため、
オレオレ詐欺などは通用しませんでした。
年金だけでは生きて行けないという社会
制度も大きな問題ではありますが、家族

構成の変化の影響が大きいと僕は考えて
います。
きっかけは１９７０年代、若者達が社会
の変革を求める中で、ニューファミリーや
核家族、つまり「親と同居せず」という新
しい生活ルールが生まれました。若い夫
婦達は親に監視されて影響を受け続ける
古い家庭から開放され、自分達だけに都
合の良い生活空間を作りました。
ただ、当時から僕はこの新しい家族のス

タイルに不審を抱いていました。「親と同居
せず」のルールなら「子供とも同居せず」
です。そして夫婦は二人きりになり、片方が
死ねば当然独居になり、やがて独りで死ぬ。
当然の帰結です。だが当時僕は、この新し
いルールを作った人達はその行く末を「覚
悟している」のではなく、「気づいていない」
か、或いは「考えたくない」のではないか
という疑念を持っていました。
そんな時代に僕はうたづくりを始めた
のです。
うたづくりの仕事で一番大切なことは、

「変だ」と思うことを「変じゃない？」と問い

うたづくりの仕事
ESSAY
エッセーリンテック 

L INTEC     

さだ まさし
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かける「勇気」です。表現方法は作り手に
よるでしょうが、当時僕の作った歌は「精
霊流し」「無縁坂」「雨やどり」「秋桜」
「案山子」「関白宣言」「親父の一番長い
日」など、ことごとく家族の歌でした。
『このままだと日本の家族は壊れないで
すか？』、ひいては『日本の良さや人情が
変質しますよ』、そして『本当に今の流れ
で良いのですか？』という疑問を歌ったつ
もりでしたが、僕の歌は「古い価値観を呼
び戻そうとする間違った、危険な考えだ」
と強い批判にさらされました。それで僕の
歌の真意が届く迄に数十年掛かりました。
歌のテーマは勿論こればかりではあり

ません。「アメリカへの疑問」「拝金主義」
「報われない小さな善意」「交通加害者の
苦悩」といった難しいテーマも歌ってきま
した。今でも『メッセージ』こそが歌の真
価であると信じています。
だが気づけば、「音楽の質」が急激に変
化しました。歌においてそれは顕著です。
メッセージ性やオリジナル性が失われ、

コピーを恥とせず、主張は消え、聴くものか
ら観るものに変わり、人の奏でる音色をデジ
タルデータが代行します。そこには『複製
技術時代の芸術』でヴァルター・ベンヤミン
が予見したとおり『アウラ』、すなわちオーラ
は存在しません。体温も不在です。
憂うべき時代ではありますが、僕は諦め

ない。音楽家の魂が今こそ最も発揮される
時代だと思うからです。音楽には「ライブ」
という聖域があります。「ライブ」にはコピー
も複製も存在せず、ただストレートに「オリ
ジナルが持つ質」のみが問われます。あ
る意味では最も怖ろしい現場です。だから
こそ、ここで生きようと思うのです。
音楽家として生き残ることはとても大切

ですが、もっと大切なことは人として、この
国に生まれ生きる人間としての「体温」を
訴え続けられる「音楽の居場所」を護るこ
とでしょう。
生命ある限り、「正しい」と思うことを、
小さな声でも良いから歌い続けるつもり
です。

さだ まさし
シンガーソングライター、小説家。長崎県長崎市出身。1973年にフォークデュオ
「グレープ」としてデビューし、1976年ソロ・シンガーとして活動を開始。通算
4,300回を超えるコンサートを行う傍ら、小説家としても活躍。書き下ろし小説
の多くがドラマや映画化され、幅広い世代に愛されている。また、2015年8月、
風に立つライオン基金を設立（2017年7月、公益法人として認定）。さまざまな
助成事業や被災地支援事業を行っている。

オリジナル性や音楽家の「体温」が感じられるライブを通じて、歌の真価であるメッセージを伝えて
いくことを大切にしている さださん。リンテックも独自の技術開発を通じて、お客様にとって真に価値
のある製品の提供に努めています。
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 ポイント !
 資産合計   現金及び預金、たな卸資産が増加しましたが、受取手形及び売掛金、のれんが減少

したことなどにより、総資産は24億13百万円減少しました。
 負債合計   退職給付に係る負債が増加しましたが、支払手形及び買掛金、長期借入金、流動負債

その他が減少したことなどにより、負債は62億18百万円減少しました。
 純資産合計   為替換算調整勘定が減少しましたが、利益剰余金が増加したことなどにより、純資産は

38億5百万円増加しました。
 売上高  印刷・情報材事業部門と加工材事業部門が減少しましたが、産業工材事業部門やアド

バンストマテリアルズ事業部門などが増加したことにより、売上高は19億12百万円
増加しました。

 営業利益   米国子会社の収益改善などがありましたが、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などにより、営業利益は21億18
百万円減少しました。

 親会社株主に帰属する 
当期純利益

    前連結会計年度に米国子会社において、のれんの減損損失10億41百万円、事業構
造改善引当金繰入額10億24百万円を計上したことなどにより、親会社株主に帰属す
る当期純利益は16億80百万円増加しました。

決算情報  2019年3月期連結会計年度

連結財務諸表

連結貸借対照表（要約）

（単位：百万円） 当連結 
会計年度

前連結
会計年度

流動資産 175,597 173,593

固定資産 114,722 119,139

❶ 資産合計 290,320 292,733

流動負債 72,994 77,849

固定負債 27,099 28,463

❷ 負債合計 100,094 106,312

❸ 純資産合計 190,226 186,420

負債純資産合計 290,320 292,733

連結損益計算書及び 
連結包括利益計算書（要約）

（単位：百万円） 当連結 
会計年度

前連結
会計年度

❹ 売上高 250,942 249,030

売上総利益 61,278 62,823

販売費及び 
一般管理費 43,300 42,727

❺ 営業利益 17,977 20,095

経常利益 17,993 18,389

税金等調整前 
当期純利益 18,338 16,666

❻ 親会社株主に帰属する
当期純利益 12,937 11,257

包括利益 8,954 12,460
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決算情報  2019年3月期連結会計年度

連結財務諸表
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連結キャッシュ・フロー計算書（要約）

（単位：百万円） 当連結 
会計年度

前連結
会計年度

営業活動による
キャッシュ・フロー 22,858 26,819
投資活動による
キャッシュ・フロー △10,299 △7,532
財務活動による
キャッシュ・フロー △8,246 △6,363
現金及び現金同等物に
係る換算差額 △1,051 834
現金及び現金同等物の
期末残高 58,303 55,042

0

4,000

8,000

12,000

16,000

19/3期18/3期17/3期16/3期

8,7008,700

3,2953,295

減価償却費 のれん償却額
百万円

減価償却費・のれん償却額

百万円

設備投資額

0

4,000

8,000

12,000

16,000

19/3期18/3期17/3期16/3期

9,5169,516

当第3四半期累計 研究開発費

百万円

0

2,500

5,000

7,500

10,000
8,3198,319

19/3期18/3期17/3期16/3期

当第3四半期累計
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セグメント情報  2019年3月期連結会計年度

印刷材・産業工材関連

売上高 1,229億 35 百万円  （1.0%増）

営業利益 37億 61 百万円 （23.7%増）

※  セグメント別の営業利益および営業利益構成比は、セグメント間取引消去前の数値に基づいています。
※  （　）内は前年同期比

印刷・情報材事業部門  売上高 866億18百万円（0.6%減）

主要製品
 シール・ラベル用粘着紙・粘着フィルム
 バーコードラベル用粘着紙・粘着フィルム

シール・ラベル用粘着製品は、国内では宅配・通販関連や化粧品
などのアイキャッチラベルの需要が堅調だったものの、期前半の
自然災害や酷暑などの影響を受けて食品・飲料関連が低調に
推移しました。海外ではアセアン地域において堅調に推移しまし
たが、中国での需要が低迷したほか、米国子会社で円高による
目減り影響を受けました。この結果、当事業部門の売上高は前年
同期に比べ減少しました。

産業工材事業部門  売上高 363億17百万円（5.1%増）

主要製品
 自動車用粘着製品  工業用粘着テープ
 ラベリングマシン  ウインドーフィルム
 内装用化粧フィルム  屋外看板・広告用フィルム

国内では通販向け装置が堅調に推移しました。海外では二輪
を含む自動車用粘着製品がインドやアセアン地域において順調
だったほか、自動車用ウインドーフィルムも好調に推移しました。
この結果、当事業部門の売上高は前年同期に比べ増加しました。

売上高  営業利益
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3,000
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19/3期18/3期
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セグメント情報  2019年3月期連結会計年度

電子・光学関連

売上高 903億 16 百万円 （1.6%増）

営業利益 111億 50 百万円 （6.9%減）

アドバンストマテリアルズ事業部門  売上高 530億44百万円（2.7%増）

主要製品
 半導体関連粘着テープ  半導体関連装置
  積層セラミックコンデンサ関連テープ

半導体関連粘着テープは市場の生産調整の影響を受けて減少
しました。半導体関連装置は設備投資抑制の影響を受けたもの
の前年同期並みとなりました。積層セラミックコンデンサ関連
テープはスマートフォン、車載、サーバー用などの需要が好調だっ
たことにより増加しました。この結果、当事業部門の売上高は前
年同期に比べ増加しました。

オプティカル材事業部門  売上高 372億71百万円（0.1%増）

主要製品
  偏光・位相差フィルム／粘着加工
  偏光フィルム／表面加工

光学ディスプレイ関連粘着製品はスマートフォン用などが期後半
に需要低迷の影響を受けましたが、大型テレビ用は年間を通じて
順調に推移しました。この結果、当事業部門の売上高は前年同期
に比べ増加しました。

売上高  営業利益
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セグメント情報 

洋紙事業部門  売上高 166億72百万円（1.4%増）

主要製品
 カラー封筒用紙  色画用紙  特殊機能紙
 高級印刷用紙  高級紙製品用紙

隠蔽
ぺい
性を付与した封筒用紙やファストフード向けの耐油耐水紙

などが順調に推移しました。この結果、当事業部門の売上高は
前年同期に比べ増加しました。

加工材事業部門  売上高 210億17百万円（4.5%減）

主要製品
 粘着製品用剝離紙  光学関連製品用剝離フィルム
 合成皮革用工程紙  炭素繊維複合材料用工程紙

炭素繊維複合材料用工程紙は順調だったものの、一般粘着製
品用および電子材料用剝離紙が低調に推移しました。この結果、
当事業部門の売上高は前年同期に比べ減少しました。

売上高構成比

洋紙・
加工材関連
15.0%

印刷材・
産業工材関連
49.0%

電子・
光学関連
36.0%

営業利益構成比

洋紙・
加工材関連
16.6%

印刷材・
産業工材関連
21.0%

電子・
光学関連
62.4%

売上高  営業利益
洋紙・加工材関連

売上高 376億 89 百万円 （2.0%減）

営業利益 29億 70 百万円 （40.5%減）
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主な海外連結子会社 （2019年3月31日現在）
■ 印刷材・産業工材関連　■ 電子・光学関連　■ 洋紙・加工材関連

米国 リンテック・USAホールディング社 北米の地域統括会社

リンテック・オブ・アメリカ社 ■■ シール・ラベル用粘着製品、自動車用粘着製品、大判プリント 
関連製品、半導体関連製品などの販売および研究開発

マックタック・アメリカ社 ■ シール・ラベル用粘着製品、大判プリント関連製品、工業用粘着
テープなどの製造販売

マディコ社 ■ ウインドーフィルムなどの製造販売
VDI社 ■ 機能性フィルムの製造販売

オランダ リンテック・ヨーロッパ社 ■■ シール・ラベル用粘着製品、自動車用粘着製品、合成皮革用 
工程紙などの販売

英国 リンテック・ヨーロッパ（UK）社 ■ シール・ラベル用粘着製品、大判プリント関連製品などの販売

ドイツ リンテック・アドバンスト・テクノロジーズ 
（ヨーロッパ）社 ■ 半導体関連製品などの販売

中国 琳得科（蘇州）科技有限公司 ■■ シール・ラベル用粘着製品、合成皮革用工程紙などの製造販売
普林特科（天津）標簽有限公司 ■ シール・ラベル用粘着製品の製造販売
リンテック・アドバンスト・テクノロジーズ（上海）社 ■ 半導体関連製品などの販売

台湾 リンテック・スペシャリティー・フィルムズ（台湾）社 ■ 光学関連製品の製造販売

リンテック・ハイテック台湾社 ■ シール・ラベル用粘着製品、二輪用・自動車用粘着製品、 
工業用粘着テープ、ウインドーフィルムなどの販売

リンテック・アドバンスト・テクノロジーズ（台湾）社 ■ 半導体関連製品などの販売
韓国 リンテック・コリア社 ■ 半導体関連製品、積層セラミックコンデンサ関連テープなどの

製造販売
リンテック・スペシャリティー・フィルムズ（韓国）社 ■ 光学関連製品の製造販売
リンテック・アドバンスト・テクノロジーズ（韓国）社 ■ 半導体関連製品などの販売

シンガポール リンテック・アジアパシフィック社 東南アジアおよびインドの地域統括会社

リンテック・シンガポール社 ■■ シール・ラベル用粘着製品、二輪用・自動車用粘着製品、 
半導体関連製品などの販売

インドネシア リンテック・インドネシア社 ■ シール・ラベル用粘着製品、二輪用・自動車用粘着製品などの
製造販売

リンテック・ジャカルタ社 ■ シール・ラベル用粘着製品、二輪用・自動車用粘着製品などの
販売

タイ リンテック・タイランド社 ■■ シール・ラベル用粘着製品、二輪用・自動車用粘着製品、 
粘着製品用剝離紙などの製造販売

マレーシア リンテック・インダストリーズ（マレーシア）社 ■ 積層セラミックコンデンサ関連テープの製造販売
リンテック・インダストリーズ（サラワク）社 ■ 積層セラミックコンデンサ関連テープの製造販売
リンテック・クアラルンプール社 ■ シール・ラベル用粘着製品などの販売
 リンテック・アドバンスト・テクノロジーズ 

（マレーシア）社 ■ 半導体関連製品などの販売

ベトナム リンテック・ベトナム社 ■ シール・ラベル用粘着製品、二輪用・自動車用粘着製品などの
販売

リンテック・ハノイ・ベトナム社 ■ シール・ラベル用粘着製品、二輪用・自動車用粘着製品などの
販売

フィリピン  リンテック・アドバンスト・テクノロジーズ 
（フィリピン）社 ■ 半導体関連製品などの販売

リンテック・フィリピン（ペザ）社 ■ シール・ラベル用粘着製品などの販売
インド リンテック・インディア社 ■ シール・ラベル用粘着製品、二輪用・自動車用粘着製品などの

販売

※ リンテック・インドネシア社への出資比率は65%、そのほかの会社への出資比率は100%です。
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取締役

代表取締役会長 大内　昭彦　
代表取締役社長 社長執行役員 西尾　弘之　
取 締 役 常 務 執 行 役 員 服部　真　　
取 締 役 常務執行役員 中村　孝　　
取 締 役 常務執行役員 川村　悟平　
取 締 役 常務執行役員 望月　経利　
取 締 役 常務執行役員 森川　秀二　
取 締 役 上席執行役員 西川　淳一　
取 締 役 上席執行役員 若狭　毅彦　
取締役（社外）  大春　敦　　
取締役（社外）  飯塚　匡信　

監査等委員である取締役

取 締 役 ／監 査 等 委 員 岡田　浩志　
取締役（社外）  ／監 査 等 委 員 大岡　哲　　
取締役（社外）  ／監 査 等 委 員 大澤　加奈子

執行役員

上席執行役員 大西　徹　

上席執行役員 村田　則夫

上席執行役員 植松　茂　

上席執行役員 岩崎　豊　

執 行 役 員 大嶋　正広

執 行 役 員 盛本　純郎

執 行 役 員 月田　達也

執 行 役 員 菅谷　俊巳

執 行 役 員 松尾　博之

執 行 役 員 海谷　健司

執 行 役 員 吉武　正昭

執 行 役 員 柴野　洋一

執 行 役 員 西角　尚志

執 行 役 員 持田　欣也

執 行 役 員 所司　悟　

会社概要 （2019年3月31日現在）

役員一覧 （2019年6月20日現在）

社 名 リンテック株式会社（英文：LINTEC Corporation）

本 社 東京都板橋区本町23-23

設 立 1934年10月15日

資 本 金 232億2,066万4,911円

事 業 年 度 毎年4月1日から翌年3月31日まで

従 業 員 数 連結：4,888人　単体：2,573人

事 業 所  営業拠点：東京、札幌、名古屋、大阪、福岡など全国11か所 
生産拠点：  吾妻（群馬県）、熊谷･伊奈（埼玉県）、千葉（千葉県）、 

龍野･新宮（兵庫県）、小松島（徳島県）、三島･土居･新居浜（愛媛県）
研究拠点：蕨・さいたま（埼玉県）

連 結 子 会 社 国内：3社　海外：37社
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（円）株価

出来高（百株）

月11 2 319/11218/4 5 6 7 8 9 10
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3,500 金融機関
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証券会社
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自己株式
5.71%

外国法人等
21.66%

個人・その他
15.95%

その他の法人
33.45%

株式情報 （2019年3月31日現在）

所有者別分布比率株価および出来高の推移（2018年4月〜2019年3月）

株式の状況
発行可能株式総数 300,000,000株
発行済株式の総数 
（ただし自己株式4,371,170株を除く） 72,205,170株

単元株式数 100株
株主数 6,374人

大株主の状況（上位10人）

株主名  持株数（千株）  持株比率（%）

日本製紙株式会社 21,737 30.10
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 3,347 4.63
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 2,989 4.14
全国共済農業協同組合連合会 2,593 3.59
庄司 たみ江 1,796 2.48
塩飽 恵以子 1,543 2.13
GOVERNMENT OF NORWAY 1,123 1.55
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口9） 1,019 1.41
リンテック従業員持株会 948 1.31
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口5） 931 1.29

注1.   当社は自己株式4,371,170株を保有しておりますが、上記表からは除外しております。
注2.   持株比率の算定に当たっては、自己株式を控除して計算しております。
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　当社では、より質の高いIR活動を推進していくために、読者の皆様のご意見やご要望を幅広くお聞かせ
いただきたいと考えております。つきましては、添付のはがきにご回答のうえ、ご返送いただけましたら
幸いです。何とぞご協力のほどお願い申し上げます。（2019年9月30日締め切り）

なお、アンケートにお答えいただいた皆様には、後日お礼として「2020年版リンテック・オリジナルカレンダー」
をお送りさせていただきます。＊発送は11月中旬以降を予定しています。

ご協力ありがとうございました。

ア . 5千株以上 エ. 100株〜200株未満
イ . 1千株〜5千株未満  オ. 100株未満
ウ . 200株〜1千株未満  カ. 保有していない

ア . 10年以上 エ. 1年〜3年未満
イ . 5年〜10年未満 オ. 1年未満
ウ . 3年〜5年未満

ア . 株価の値上がりが期待できるから
イ . 配当金が魅力的だから
ウ . リンテックのファンだから
エ . 当誌「WAVE」を読むのが楽しみだから
オ . リンテック・オリジナルカレンダーが好きだから
カ .  自分や知人が勤めている（いた）から
キ . その他（　　　　）

ア . 適正株価の形成 エ. 株主優待の導入
イ . 安定配当 オ. 自社株買い
ウ . 業績連動型配当 カ. その他 （　　　　）

ア . 新聞の記事を読んで
イ . 「会社四季報」などの投資情報誌を見て
ウ . インターネットで調べて
エ . IRイベント（会社説明会など）に参加して
オ . 証券会社からの情報で
カ . 知人の勧めで
キ . 自分や知人が勤めている（いた）から
ク . その他（　　　　）

①  「WAVE」に点数をつけるなら、5点満点で 
何点ですか？

③  当社ホームページの株主・投資家情報サイトを御覧
になったことはありますか?

④ 当社新聞広告を御覧になったことはありますか？

①   当社株式を保有されていますか？
それは何株ですか？

② 保有期間はどのくらいですか？

④  当社株式を保有する理由として当てはまるものは
何ですか? （複数回答可）

⑤   当社の株主還元策として最も期待することは
何ですか？ 一つだけお選びください。

③ 当社株式の購入のきっかけは何ですか？

※①でカ．を選ばれた方は  質問2  にお進みください。

ア . 経営方針・事業戦略
イ . 研究開発に関する情報
ウ . 製品・技術に関する情報
エ . 国内外の拠点情報

オ . 社員の紹介
カ . IR活動の状況
キ . ESGに関する取り組み
ク . その他（ ）

ア . 日頃からよく見ている エ . 一度は見たことがある
イ . 決算発表のたびに見ている  オ . 見たことはない
ウ . 何度か見たことはある カ . ネット閲覧環境がない

ア . ある　新聞名（ ）　イ．ない

当誌「WAVE」や当社の広報・IR活動について 
ご質問します。

質問2

質問1

質問3
当社へのご意見・ご要望、質問2①の点数の理
由、当社広告についてのご意見・ご感想などを
ぜひお聞かせください。（記述回答）

当社株式への投資についてご質問します。

アンケートへのご協力のお願い

②  「WAVE」に掲載してほしい情報は何ですか? 
（三つまで）

ア . 5点　イ.4点　ウ.3点　エ.2点　オ.1点
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社名の由来は、リンケージ（結合）とテクノロジー（技術）。ロゴマークは、地球を表す
楕円に「LINTEC」「LINKAGE（結合）」「LOYALTY（誠実）」を表す三つの「L」を
組み合わせたデザインとなっています。

●   本社　〒173–0001　東京都板橋区本町23–23
URL　www.lintec.co.jp

発行　広報・IR室 2019年6月
TEL.（03）5248–7741
FAX.（03）5248–7754

住所変更、単元未満株式の買取・買増等のお申し出先について
株主様の口座のある証券会社にお申し出ください。なお、証券会社に口座がないため特別口座が開設されました
株主様は、特別口座の口座管理機関である三菱UFJ信託銀行株式会社にお申し出ください。

未払配当金の支払いについて
株主名簿管理人である三菱UFJ信託銀行株式会社にお申し出ください。

定 時 株 主 総 会 6月
配 当 基 準 日 期末：3月31日 中間：9月30日
法 定 公 告 掲 載
ホームページアドレス www.lintec.co.jp/koukoku

株 主 名 簿 管 理 人 およ び
特別口座の口座管理機関

東京都千代田区丸の内1–4–5
三菱UFJ信託銀行株式会社

・ 郵便物送付先 〒137– 8081
新東京郵便局私書箱29号 
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

・ フリーダイヤル ® 0120 –232 – 711
・ ホームページアドレス www.tr.mufg.jp/daikou

株主メモ

No.71（2018年6月発行） No.73（2018年12月発行） No.74（2019年3月発行）No.72（2018年9月発行）

● 当誌「WAVE」のバックナンバーは当社ホームページで御覧いただけます。（www.lintec.co.jp/ ir）

ユニバーサルデザイン（UD）の
考えに基づいた見やすいデザ
インの文字を採用しています。
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