新たな成長に向けて活躍する社員を紹介
フ     ロ     ン     ト

ラ     イ     ン

FRONT LINE
— 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、社内
の統合システムを活用して海外拠点

情報システム部
グローバル支援課

ご紹介します。

佐俣 大輔

の業務改善を推進するITスタッフを

Q

さ ま た

だいすけ

2010年に入社し、本社の情報シス
テム部に配属。その後、2年間にわ
たるリンテック・アジアパシフィック
社（シンガポール）への出向を経て、
2019年1月より現職。

現在の仕事について教えてください。

私が所属しているグローバル支援課では、
「 LSP（Lintec Standard Package）
」と
呼ばれるシステムの開発とその海外拠点への導入を進めています。これは従来の社内シス
テムの後継として開発した、受発注や在庫などの管理を統合的に行うシステムです。現在、
私はシンガポールの販売子会社をはじめとする海外各拠点への同システムの導入・運用を
サポートすることで、各社の業務改善を図っています。
「LSP」を導入する目的と重点地域について教えてください。
Q 	
このシステムを導入すれば、各拠点の受注から出荷までの業務の一元
管理が可能となり、各種データを収集して業務の効率化やコスト削減に
つなげることができます。まずはシステム導入の必要性が高い東南アジア
を中心に整備を進めており、私も2 年ほど前までシンガポールに駐在して
いました。今でも必要があれば現地に赴いてサポートを続けています。
Q

リンテック・
アジアパシフィック社
2015年に、東南アジア
およびインドの地域統括
会社としてシンガポールに
設立。域内における包括
的な事業戦略を立案・推
進するほか、経営基盤の
整備などを行っている。

仕事をするうえでの課題や今後の抱負を聞かせてください。
システムを導入したら終わりではなく、現地スタッフのトレーニングや
トラブル時の対応など、導入後も継続的にきちんとフォローしていくこと
が重要になります。経理の知識や現場の業務についての知見が求めら
れるのはもちろん、言語や国民性の違いといった難しさもあります。こう
した課題を一つずつ乗り越えながら、東南アジア各社、そして将来的に
はグループ全体の業務の効率化に貢献していきたいと思います。
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リンテック

LINTEC

エッセー

E S S AY

画面越しの親子時間
小島 慶子

私は普段は日本で働いていて、時々家
族が暮らすオーストラリアのパースという

をしていないからこそできること」を探し
始めたのです。

街に戻ります。子供たちの教育のために

私は商社に勤務していた父の赴任先

移住して早 6 年近く。年に何回も飛行機

だったオーストラリアで生まれ、幼い頃に

で往復する暮らしにもすっかり慣れまし

シンガポール、香港などで暮らした経験

た。出稼ぎ大黒柱母さんです。

があります。その記憶は今でも大事な財

パースは西オーストラリア州の南端近

産です。ですから、夫が東京にいなくて

くにあります。人口は 200 万人ほどで、

も良くなったのなら、東京以外の場所で、

日本の福岡市をイメージするといいかも

しかもいろいろな文化が混ざっている自

しれません。中心部にはコンパクトな都

然の豊かな場所で子供を育ててみようと

市があって、その周囲が住宅地、そしてす

思いました。子供たちと夫はどこかに住ん

ぐそばにインド洋が広がり、美しい自然が

で、自分は東京と行ったり来たりして家族

ある、とても住みやすい街です。

を支えればいいではないかと。

引っ越しの直接のきっかけは、夫が仕

そこで、多文化社会で豊かな自然があ

事を辞めたことです。ずっと共働きでした

り、時差がほとんどなくて親日国でもある

し、この先もそうだと思っていましたから、

オーストラリアに移住することにしたので

家計を一緒に支えている夫が仕事を辞め

す。ただでさえ世帯収入が激減したのに、

たのは私にとって予想外の出来事で、大

海外に引っ越すなんてどうかしていると思

きな不安がありました。でも、変化をポジ

うでしょう。今思い返しても、本当にどうか

ティブにとらえようと思い立ち「夫が仕事

していたと思います。でも、思い切って実行
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小島 慶子
1972年生まれ。1995年にアナウンサーとしてTBSへ入社。1999年に「第36
回ギャラクシー賞」のラジオ部門 DJパーソナリティー賞を受賞。2010 年に独立
して以降は、テレビやラジオなど各種メディアへの出演、執筆、講演活動を行う。
自身の経験を生かし、東京大学大学院情報学環客員研究員（メディア表現と
多様性）、「オーストラリアnow」親善大使、NPO法人キッズドア アドバイザーと
しても活動するなど、多岐にわたる分野で活躍中。

して良かったです。幸い二人の息子たちは

いますから、自力では動けません。食卓

オーストラリアが大好きで、今では言葉の

で話していたのに、食べ終わった息子た

苦労もなく学校に通っています。

ちが 私を連れて行くのを忘れて部 屋に

出稼ぎ生活に慣れたとは言え、家族の

戻ってしまい、一人テーブルに取り残され

そばにいられないのはとても寂しいです。

たりしたときには「寂しいーー !」と叫んで

時差が 1 時間しかないので毎朝毎晩テレ

気づいてもらいます。
「ああ、ごめんご

ビ電話で話せるし、メッセージのやり取り

めん」と端末を取りに来た息子たちは「マ

もできますが、やっぱりハグしたり、一緒に

マ、僕たちのどっちの部屋に来たい? 」と

買い物に出かけたりしたい。そう考える

聞 いてくれ て、久々に 整 理 整 頓したク

と、人と人をつなぐのは言葉よりも、体温と

ローゼットの中身や、飼っている魚とかを

か、なんとなくそばにいる気配とか、言葉

見せてくれます。天気の良い昼間には庭

ではないものの方が大きいのでしょうね。

に連れ出してくれることも。画 面 越しに

いつも夕食後はテレビ電話をつなぎっ

息子たちの顔を見上げていると、なんだ

ぱなしにして、息子たちの部屋に端末を

か自分がうんと歳をとって、車椅子であ

置いてもらいます。私は原稿を書いてい

ちこちに連れて行ってもらっているような

るし、息子たちは映画を見たり勉強をした

気持ちになります。おばあちゃんになるま

りしているので会話はそんなにないのだ

で生きられるかはわからないけど、いつ

けど、画面越しにつながっているだけでも

かすっかり中年になった息子たちと「あ

お互いなんとなく安心するものです。

の頃はまだホログラム＊じゃなくて、テレビ

テレビ電話をしている時は、私はタブ
レット端末の画面の中に閉じ込められて

電話だったよね!」などと思い出話ができ
たら嬉しいです。

＊ ホログラム：レーザー光線などを利用して映像を立体的に映しだせるため、通話相手をより身近に感じることが
できる近未来の映像表現

タブレット端末の画面越しに、遠く離れたお子さんたちと一緒の時間を楽しみ、その未来の姿にも思い
をはせる小 島さん。タブレットと同じように、未 来 の 通 信・映 像 機 器にもリンテックのさまざまな
技術が生かされているかもしれませんね。
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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75号（2019年6月発行）
で皆様にご協力をお願いしたアンケートでは、
合計 1,017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いた
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。
「 WAVE」について

集計結果

Q.「
 WAVE」に点数をつけるなら、
5点満点で何点ですか?

1点
0.7%
2点
0.9%

Q.「
 WAVE」に掲載してほしい情報は
  何ですか?
（三つまで）

製品・技術に関する情報
5点
31.7%

4点
49.6%

国内外の拠点情報
社員の紹介

ESGに関する取り組み
その他

読者の方からの声
私たちの身近にある製品が
紹介されていると
会社に親しみが持てる
文字が大きく、横文字が
少ないので読みやすい

社長インタビューの中に
黄色いマーカーが引かれていて
ポイントが分かりやすかった
毎号の表紙の
写真がすてき

533件

経営方針・事業戦略
IR活動の状況

3点
17.1%

637件

研究開発に関する情報

今回はやや説明が
多かったと思う

109件

472件

108件

99件
35件

15件

リンテックエッセーは
他社にはない企画なので
毎回楽しみにしている
冊子タイトル「WAVE」
の由来を教えてほしい

編集担当者より
今年で創刊 28 年目を迎えた「WAVE」。点数をつけていただいたところ、平均 4.1 点
という結果になりました。これまで皆様から寄せられた声を参考に誌面の改善を図って
きましたが、今後もより興味深く、分かりやすく、読みやすい誌面づくりに注力し、さら
に評価していただける株主通信誌となるよう努めてまいります。なお「WAVE」という
タイトルは、優れた技術力で全世界にムーブメントを起こしていこうという意志が込めら
れた当社のシンボルマーク「リンテックウエーブ」がその由来となっています。
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ご意見・ご要望について

株主優待を導入してほしい
当社では、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
株主還元の基本方針としており、株主優待
は実施しておりません。今後も配当や業績
拡大による株主価値の向上に努め、さらなる
株主還元の充実を図ってまいります。

1株当たり配当金
円
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（予想）

廃プラスチックの削減に向けた製品開発に期待している
当社では、回収後のペットボトルを原料とした再生 PETフィルムを採用したラベル素材
や、植物由来の原料を利活用したバイオマス粘着剤を使用したラベル素材などの開発
を強化しています。また、海洋プラスチックごみの削減に向けて経済産業省が主導する
ク

ロ

マ

「 CLOMA（Japan Clean Ocean Material Alliance）
」に加盟し、ストロー用原紙
などのさまざまなプラスチック代替製品の検討・開発にも着手しています。
もっと社名の認知度を高めてほしい
当社では、全国紙および各地域の有力紙などにおいて、継続的に新聞広告を展開して
います（ 9ページ参照）
。そのほか、毎年 12 月に開催される全日本フィギュアスケート
選手権大会 に一昨年から協賛し、
リンクフェンスに社名広告を掲出しています。今後も
※

このようなPR活動を積極的に行い、認知度の向上に努めてまいります。
※2019年12月19日
（木）
〜22日
（日）にフジテレビ系列でゴールデンタイムに放送予定

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、
2020 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、豊かな季節の趣に包ま
れた世界各地の名景を奥行きのある構図と上品な
お

だ

よしお

色彩で魅力的に描いた織田 義郎氏の作品集です。

13

/

