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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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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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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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Q  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。

Q    「LSP」を導入する目的と重点地域について教えてください。

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  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。

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、社内
の統合システムを活用して海外拠点
の業務改善を推進するITスタッフを
ご紹介します。

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。

新たな成長に向けて活躍する社員を紹介

情報システム部  
グローバル支援課

佐
さ ま た

俣 大
だいすけ

輔

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。
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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
街に戻ります。子供たちの教育のために
移住して早6年近く。年に何回も飛行機
で往復する暮らしにもすっかり慣れまし
た。出稼ぎ大黒柱母さんです。
パースは西オーストラリア州の南端近

くにあります。人口は200万人ほどで、
日本の福岡市をイメージするといいかも
しれません。中心部にはコンパクトな都
市があって、その周囲が住宅地、そしてす
ぐそばにインド洋が広がり、美しい自然が
ある、とても住みやすい街です。
引っ越しの直接のきっかけは、夫が仕

事を辞めたことです。ずっと共働きでした
し、この先もそうだと思っていましたから、
家計を一緒に支えている夫が仕事を辞め
たのは私にとって予想外の出来事で、大
きな不安がありました。でも、変化をポジ
ティブにとらえようと思い立ち「夫が仕事

をしていないからこそできること」を探し
始めたのです。

私は商社に勤務していた父の赴任先
だったオーストラリアで生まれ、幼い頃に
シンガポール、香港などで暮らした経験
があります。その記憶は今でも大事な財
産です。ですから、夫が東京にいなくて
も良くなったのなら、東京以外の場所で、
しかもいろいろな文化が混ざっている自
然の豊かな場所で子供を育ててみようと 
思いました。子供たちと夫はどこかに住ん
で、自分は東京と行ったり来たりして家族 
を支えればいいではないかと。

そこで、多文化社会で豊かな自然があ
り、時差がほとんどなくて親日国でもある
オーストラリアに移住することにしたので
す。ただでさえ世帯収入が激減したのに、
海外に引っ越すなんてどうかしていると思
うでしょう。今思い返しても、本当にどうか 
していたと思います。でも、思い切って実行 

ESSAY
エッセーリンテック 

L INTEC     

画面越しの親子時間
小島	慶子
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して良かったです。幸い二人の息子たちは
オーストラリアが大好きで、今では言葉の
苦労もなく学校に通っています。
出稼ぎ生活に慣れたとは言え、家族の

そばにいられないのはとても寂しいです。
時差が1時間しかないので毎朝毎晩テレ
ビ電話で話せるし、メッセージのやり取り
もできますが、やっぱりハグしたり、一緒に
買い物に出かけたりしたい。そう考える
と、人と人をつなぐのは言葉よりも、体温と
か、なんとなくそばにいる気配とか、言葉
ではないものの方が大きいのでしょうね。
いつも夕食後はテレビ電話をつなぎっ

ぱなしにして、息子たちの部屋に端末を
置いてもらいます。私は原稿を書いてい
るし、息子たちは映画を見たり勉強をした
りしているので会話はそんなにないのだ
けど、画面越しにつながっているだけでも
お互いなんとなく安心するものです。
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

いますから、自力では動けません。食卓
で話していたのに、食べ終わった息子た
ちが私を連れて行くのを忘れて部屋に
戻ってしまい、一人テーブルに取り残され
たりしたときには「寂しいーー!」と叫んで
気づいてもらいます。「ああ、ごめんご
めん」と端末を取りに来た息子たちは「マ
マ、僕たちのどっちの部屋に来たい?」と
聞いてくれて、久々に整理整頓したク
ローゼットの中身や、飼っている魚とかを
見せてくれます。天気の良い昼間には庭
に連れ出してくれることも。画面越しに
息子たちの顔を見上げていると、なんだ
か自分がうんと歳をとって、車椅子であ
ちこちに連れて行ってもらっているような
気持ちになります。おばあちゃんになるま
で生きられるかはわからないけど、いつ
かすっかり中年になった息子たちと「あ
の頃はまだホログラム＊じゃなくて、テレビ
電話だったよね!」などと思い出話ができ
たら嬉しいです。

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。

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。

＊�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�
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読者アンケートへのご協力ありがとうございました
アンケート結果のご報告

　「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

Q.	「WAVE」に点数をつけるなら、	
	5点満点で何点ですか?

5点
31.7%2点

0.9%

1点
0.7%

3点
17.1%

4点
49.6%

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
研究開発に関する情報
経営方針・事業戦略
国内外の拠点情報
IR活動の状況
社員の紹介

ESGに関する取り組み
その他

637件
533件

472件
109件
108件
99件

35件
15件

	読者の方からの声

	集計結果

	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。

毎号の表紙の
写真がすてき

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

文字が大きく、横文字が
少ないので読みやすい

今回はやや説明が
多かったと思う

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

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
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	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。

	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

	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
「C

ク ロ マ
LOMA（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。

78 78
円

　1株当たり配当金   

0

20

40

60

80

/19/3期 20/3期
（予想）

18/3期17/3期16/3期15/3期14/3期13/3期

6666
54

48
42

34

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
色彩で魅力的に描いた織

お だ
田�義

よ し お
郎氏の作品集です。

ご意見・ご要望について

13



決算情報  2020年3月期第2四半期連結累計期間

14 15

四半期連結財務諸表

四半期連結貸借対照表（要約）

（単位：百万円） 当第2四半期 
連結会計期間

前連結
会計年度

流動資産 162,031 175,597

固定資産 116,145 114,722

❶ 資産合計 278,177 290,320

流動負債 62,498 72,994

固定負債 25,869 27,099

❷ 負債合計 88,367 100,094

❸ 純資産合計 189,809 190,226

負債純資産合計 278,177 290,320

四半期連結損益計算書及び 
四半期連結包括利益計算書（要約）

（単位：百万円） 当第2四半期 
連結累計期間

前第2四半期�
連結累計期間

❹ 売上高 118,765 125,088

売上総利益 28,456 31,376

販売費及び 
一般管理費 21,508 21,549

❺ 営業利益 6,948 9,826

経常利益  6,490 10,107

税金等調整前 
四半期純利益 6,490 10,107

❻ 親会社株主に帰属する
四半期純利益 4,542 7,169

四半期包括利益 2,342 3,518

�ポイント	!
	資産合計� �たな卸資産、有形固定資産が増加しましたが、前連結会計年度末日が金融機関の休

日であった影響などで、現金及び預金、受取手形及び売掛金が減少したことなどに�
より、総資産は121億42百万円減少しました。

	負債合計� �前連結会計年度末日が金融機関の休日であった影響などで、支払手形及び買掛金が
減少したことなどにより、負債は117億26百万円減少しました。

	純資産合計� �利益剰余金が増加しましたが、為替換算調整勘定が減少したことなどにより、純資産は
4億16百万円減少しました。

	売上高   印刷・情報材事業部門が増加しましたが、アドバンストマテリアルズ事業部門が大き
く減少したことなどにより、売上高は63億23百万円減少しました。

	営業利益� �販売数量の減少などにより、営業利益は28億77百万円減少しました。

	親会社株主に帰属する	
四半期純利益

� ��営業利益の減少などにより、親会社株主に帰属する四半期純利益は26億26百万
円減少しました。



決算情報  2020年3月期第2四半期連結累計期間
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124.59
（通期予想）

62.8962.89

円

純資産総資産
1株当たり四半期（当期）純利益

16/3期 17/3期 18/3期 19/3期 20/3期

通期 当第2四半期累計

0
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150

200

四半期連結財務諸表

百万円

0

3,000

6,000

9,000

12,000

7,4717,471

20/3期19/3期18/3期17/3期

通期設備投資額 当第2四半期累計

4,0674,067

百万円

0

2,500

5,000

7,500

10,000

通期研究開発費 当第2四半期累計当第3四半期累計

20/3期19/3期18/3期17/3期

四半期連結キャッシュ・フロー計算書（要約）

（単位：百万円） 当第2四半期 
連結累計期間

前第2四半期�
連結累計期間

営業活動による
キャッシュ・フロー 4,774 10,423
投資活動による
キャッシュ・フロー △5,804 △5,774
財務活動による
キャッシュ・フロー △5,075 △3,652
現金及び現金同等物の
四半期末残高 51,391 55,129

%

0

20

40

60

80
百万円

純資産 自己資本比率（右目盛り）総資産
総資産・純資産・自己資本比率

189,809189,809

278,177278,177

16/3末 17/3末 18/3末 19/9末19/3末

純資産総資産

68.068.0

自己資本比率（右目盛り）
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320,000
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（通期予想）

円

1株当たり配当金・配当性向

%
1株当たり配当金 配当性向（右目盛り）
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セグメント情報  2020年3月期第2四半期連結累計期間

印刷材・産業工材関連

売上高  612億 92	百万円  （1.9%増）
営業利益  7億 70	百万円 （63.4%減）

※  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 439億9百万円（2.7%増）
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・通販関連が堅調
だったものの、食品関連や飲料用キャンペーンラベル、化粧品な
どのアイキャッチラベルが低調に推移しました。海外では中国で
米中貿易摩擦の影響を受けましたが、アセアン地域などにおい
て堅調に推移しました。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。

産業工材事業部門		売上高 173億83百万円（0.0%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

二輪を含む自動車用粘着製品はインド市場低迷の影響を受け
て低調に推移しましたが、ウインドーフィルムが国内外ともに堅
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
並みとなりました。

売上高    営業利益
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百万円
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セグメント情報  2020年3月期第2四半期連結累計期間

電子・光学関連

売上高  388億96百万円 （14.9%減）
営業利益  45億34百万円 （24.8%減）

アドバンストマテリアルズ事業部門		売上高 210億7百万円（18.2%減）
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低迷の影響を受けて減少となり、
半導体関連装置は設備投資抑制の影響を受けて大幅な減少と
なりました。また、積層セラミックコンデンサ関連テープについて
も、自動車用、スマートフォン用ともに市場の生産調整の影響を
受けて大幅な減少となりました。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。

オプティカル材事業部門		売上高 178億88百万円（10.6%減）
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大型テレビ用が堅調だったも
のの、スマートフォン用などの中小型向けは需要低迷の影響を受
けて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    営業利益
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セグメント情報 

洋紙事業部門		売上高 85億6百万円（4.1%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が堅調に推移したほか、建材用紙や

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 100億70百万円（9.3%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

電子材料用剝離紙は堅調だったものの、一般粘着製品用剝離
紙や光学関連製品用剝離フィルム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
15.6%

印刷材・
産業工材関連
51.6%

電子・
光学関連
32.8%

営業利益構成比

洋紙・
加工材関連
23.0%

印刷材・
産業工材関連
11.2%

電子・
光学関連
65.8%

売上高    営業利益
洋紙・加工材関連

売上高  185億76百万円 （3.6%減）
営業利益  15億88百万円 （2.4%減）
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（円）株価

出来高（百株）
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月5 8 9762 4318/1011 12 19/1

1,900

2,200

2,500

2,800

3,100
金融機関
22.83%

証券会社
1.22%

自己株式
5.70%

外国法人等
20.93%

個人・その他
16.16%

その他の法人
33.16%

株式情報 （2019年9月30日現在）

所有者別分布比率株価および出来高の推移（2018年10月〜2019年9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4,363,806株を除く） 72,237,134株

単元株式数 100株
株主数 6,539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 30.09
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 3,368 4.66
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 3,059 4.23
全国共済農業協同組合連合会 2,625 3.63
庄司 たみ江 1,796 2.48
塩飽 恵以子 1,543 2.13
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口9） 1,110 1.53
GOVERNMENT OF NORWAY 1,081 1.49
リンテック従業員持株会 987 1.36
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口5） 952 1.31

注1.���当社は自己株式4,363,806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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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。

●   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12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

会社概要 （2019年9月30日現在）

株主メモ

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 232億4,959万6,161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 （2019年3月31日現在）

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：38社

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。

IRメール配信サービス
のお知らせ

当社では新製品情報なども含め、�
株主・投資家の皆様へさまざまな�
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ご提供�
しています。配信をご希望の方は、�
下記の当社IR情報サイトよりご登
録をお願いいたします。

www.lintec.co.jp/ir

※�スマートフォンで上記QRコードを
読み取ると、登録ページへ簡単に
アクセスできます。
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