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（免責事項）  
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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株主・投資家の皆様へ

　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼
申し上げます。
　当社グループの2020年3月期第2四
半期連結累計期間の業績は、米中貿易	
摩擦の長期化などによる世界経済減速の
影響や、半導体・電子部品関連市場の生産
調整の影響を大きく受けたことなどにより、
上記のとおり減収減益となりました。
　今後の見通しにつきましては、電子・光
学関連製品がメーカーの生産調整や設
備投資抑制などにより低調に推移する見
込みであることなどから、通期の連結業績
予想を以下のとおり修正いたしました。　	

　なお、来期から新たな3か年の中期経営
計画をスタートさせる予定でしたが、計画
の2年目に当たる2021年4月から収益認
識に関する会計基準が強制適用となり、
売上高や利益率への大きな影響が想定さ
れることなどから、来期は単年度計画とし、
次期中期経営計画は2022年3月期から	
スタートすることといたしました。10年先を
見据えた長期ビジョンを掲げ、中期経営計
画はそれを実現するための3年ごとの目標
と位置づけてまいります。
　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。

 2020年3月期第2四半期連結累計期間（前年同期比）

売上高

118,765	百万円 （5.1%減）
営業利益

	 6,	948	百万円 （29.3%減）
経常利益

	 6,	490	百万円 （35.8%減）
親会社株主に帰属する四半期純利益

	 4,	542	百万円 （36.6%減）

2020年3月期	連結業績予想 2019年3月期
当初予想  修正予想（増減率） 実績

売 上 高 2,600億円 2,370億円		（8.8%減） 2,509億42百万円
営 業 利 益 190億円 	 	135億円	（28.9%減） 179億77百万円
経 常 利 益 185億円 	 	125億円	（32.4%減） 179億93百万円
親会社株主に帰属する 
当 期 純 利 益 135億円 	 	 	90億円	（33.3%減） 129億37百万円

西
に し

尾
お

 弘
ひ ろ

之
ゆ き代表取締役社長

社長執行役員
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 地震や台風などの防災対策フィルム
ガラスが割れた際に破片の飛散防止効果を発揮
する強粘着タイプのフィルムです。一般的な防災
対策フィルムと比べて約2倍の厚みがあり、高い効
果を発揮します。もちろん、食器棚や本棚のガラス
などにもご使用いただけます。

 透明タイプの紫外線カットフィルム
人体に悪影響を及ぼす紫外線は、冬でも窓から入り込ん
できます。特に、波長が380〜400ナノ（10億分の1）メー	
トルの広領域紫外線は肌にダメージを与えますが、この
フィルムを窓ガラス全面に貼ることで、その領域を含む
99%の紫外線をカットし、家具や各種調度品、壁紙など
の退色も低減します。高透明で傷にも強く、きれいに剝
がせる弱粘着タイプです。

 当誌第75号で実施した読者アンケートにおい
て、「リンテック製品を購入したい」「どこで買え
るか教えてほしい」といったご意見を多く頂きま
した。そこで今号では、ホーム用品を中心に扱う
当社子会社のリンテックコマース（株）の商品を
ご紹介します。

スペシャルレポート

快適で楽しい暮らしを演出
リンテックのホーム用品

リンテックコマース株式会社

設　　立：�1995年
従業員数：�35人（2019年9月末）
事業内容：�ホーム用品などの販売
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ガラスフィルム



強粘着タイプのガラスフィルムをきれいに貼るには
1 		ガラス面のサイズを測り、そのサイズより5mm程度小さめ
にフィルムをカットします。

2 		200ccの水に中性洗剤を2〜3滴の割合で混ぜた水溶液
をつくり、ガラス面にスプレーして、ゴムベラで汚れを取り
除きます。フィルムを貼る前に再度、ガラス面にスプレーし
ます。

3 		保護フィルムを剝がしながら、粘着剤面に水溶液をスプレー
し、貼る位置を決めてガラスに貼り付けます。

4 		フィルムの表面にもスプレーした後、ゴムベラで中央から端
に向けて、水と空気を押し出します。

5 		ガラスとフィルムの間に水が残っているので、しばらく触れ
ないようにします。24時間※経過すれば完成です。

 半透明の目隠しフィルム
ガラスの採光性を保ちつつ、プラ
イバシー保護やデザイン性といっ
たニーズにも配慮した半透明の
目隠しフィルムです。強粘着タイ
プで、モザイクタイル模様など3柄
をラインアップしています。

1

2

3

4

 ポイント
•��窓ガラスの屋内側から貼ってください（外貼り専用タイプを除く）。
•��貼る際は二人で作業するのがお薦めです。

未施工 施工済み

How to apply?

※温度や湿度などの条件によって必要な時間は異なります。
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スペシャルレポート

 ちょっと障子・ふすまシール
全てを張り替えるまでもない部分的な補
修に適した製品です。裏紙を剝がして貼
るだけで、障子やふすまの穴や汚れを目
立たなくすることができます。白無地をは
じめ13種類をラインアップしています。

 極強プラスチック障子紙
ペットや子供が触っても破れにく
い、障子紙とプラスチックフィルム
を貼り合わせた強化障子紙です。
有害な紫外線を92%以上カット
し、畳などの退色も抑制します。専	
用の障子用両面テープ（別売り）
で簡単に貼ることができます。

  壁紙をキズ・汚れから保護するシート
猫の爪研ぎによる傷や手あかなどの
汚れを防止する壁紙保護シートです。

半透明タイプな
ので、貼っても
目立ちません。
きれいに剝がせ
る弱粘着タイプ
です。

 ちょっと壁紙
壁紙の破れや汚れを補修できる小さい
サイズの壁紙です。水滴が付着しても
拭き取れるので、台所
や洗面所など水回りに
もご使用いただけます。	
強粘着タイプで、6種類
の柄と3種類のサイズを
ラインアップしています。
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壁紙保護・補修シート

障子紙・ふすま紙



ご注文はこちらから
　リンテックコマースのホームページでは、ここでご紹介したほかにも多数の商品が
掲載されており、各ページから楽天市場、ヤフーショッピング、アマゾンなどの通販サ
イトにアクセスしてご購入いただけます。また、大手ホームセンターなどの取扱店でも
お求めいただけます。詳細はホームページの取扱店一覧を御覧ください。
　なお、電話でのご注文にも対応しておりますので、	
下記までお気軽にお問い合わせください。

How to order?

リンテックコマース（株） コンシューマー営業部
電話� �（03）6231-6125
所在地� �〒111-0036�東京都台東区松が谷1-3-5��

JPR上野イーストビル6階
受付時間� �10：00〜17：00（月〜金）�

※祝日、同社指定定休日を除く

ホームページ：www.lintec-c.com

  フローリング保護シート
椅子の脚やキャスターによ
る傷つき、液体の染み込み
を防止するフローリング保護
シートです。程よい厚みが
あるので貼りやすく、きれ
いに剝がせる弱粘着タイプ
です。

 結露吸水シート
ガラスから滴り落ちる結露を吸水する
シートです。速乾性に優れ、吸水して約
60分後には95%
以上※が乾燥しま	
す。カーテンの結露
ぬれ防止に効果
的です。

こちらのQRコードからホームページに
アクセスしていただけます。

※一定条件下による当社調べ
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注目商品
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