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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
 2020年3月期第3四半期連結累計期間（前年同期比）

 2020年3月期 連結業績予想（前年同期比）

売 上 高 2,370 億円   （5.6%減）

営 業 利 益 135 億円（24.9%減）

経 常 利 益 125 億円（30.5%減）

親会社株主に帰属する 
当 期 純 利 益 90 億円（30.4%減）

売上高

 179,307百万円   （5.2%減）

営業利益

 11,799百万円 （19.4%減）

経常利益

 11,292百万円 （22.7%減）

親会社株主に帰属する四半期純利益

 7,985百万円 （21.5%減）

　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3四
半期連結累計期間の業績は、米中貿易摩
擦による世界経済の減速や半導体・電子
部品関連市場の生産調整の影響を受けた
ことなどにより、減収減益となりました。
　第3四半期に入り半導体市場などにお
いて需要回復の動きが見られるようにな
りましたが、その一方で新型肺炎の感染
拡大による先行き不透明感が増してきて
います。当社グループとしてはこれらの動
向に注視しながら、今後も引き続き拡販に
努め、業績向上に向けて全社一丸となって
邁進してまいります。
　新年度となる4月からは、取締役常務
執行役員の服

はっとり
部 真

まこと
が社長に就任し、新たな

経営体制がスタートします。新社長の下、
来期1年間を「次なる成長への足掛かりを 

築く年」と位置づけ、10年先を見据えた
長期ビジョンと、それを実現するための3
か年中期経営計画を検討・策定していく
ことで、当社グループのあるべき姿を目指
してまいります。
　私が社長を務めさせていただいた6年
間、株主・投資家の皆様には多大なご支援
を賜り、改めて厚く御礼を申し上げます。
新体制となる4月以降もリンテックに変わ
らぬご支援を賜りますよう、何とぞよろしく
お願い申し上げます。

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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粘着製品の一貫生産体制

剝離紙用原紙

抄紙

特殊紙技術を生かした
製品の外販

剝離技術を生かした 
製品の外販

剝離紙・剝離フィルム

剝離剤開発・塗工

表面改質剤開発・塗工
粘着製品と関連装置の
トータルソリューション 

を提供

  1990年4月 3社合併 
FSK+四国製紙+創研化工  リンテック誕生

　リンテックの社名の由来は「リンケージ（結合）」と「テクノロジー（技術）」。そこには人と
人、技術と技術を高次元で融合させていくことで新たな事業領域を切り開き、世界に飛躍
していこうという強い決意が込められています。この合併により、剝離紙用原紙の生産か
ら剝離剤の開発・塗工、表面基材の改質加工、そして粘着剤の開発・塗工・貼り合わせまで、
さまざまな技術を自社で確立し、粘着製品の一貫生産体制を実現しました。

粘着剤開発・塗工
貼り合わせ

粘着紙・粘着フィルム
粘着剤層

装置開発

 1990年4月、粘着製品および関連装置メーカーのFSK（株）と、特殊紙・剝離紙
メーカーの四国製紙（株）、そして粘着製品・剝離フィルムメーカーの創研化工（株） 
が合併して誕生したリンテック。今年4月で30周年を迎える当社グループの売上高
は、この30年間で2倍以上にまで拡大しました。今号では、特に近年の業績をけん
引してきたエレクトロニクス分野と海外における事業展開にフォーカスしつつ、リン
テックの原点と成長の歴史を振り返ります。

スペシャルレポート

リンテック30年の歩み

表面改質剤層

表面基材（紙・フィルム）

剝離基材（紙・フィルム）

剝離剤層紙
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合併初年度売上高
1,026億円

2019年3月期 
過去最高売上高

2,509億円

半導体・電子部品関連製品を中心とする 
エレクトロニクス分野の伸長 と
海外事業の積極展開 が 

成長をけん引

初の売上高
2,000億円超え

マックタック・アメリカ社など
欧米3社の買収による増収

 連結売上高の推移
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 成長を支えてきた半導体・電子部品関連製品
　合併4年前の1986年、FSKは紫外線（UV）の照射に
より粘着力を自在にコントロールできるUV硬化型の半導
体ウェハ切断工程用固定テープを開発。以来、当社グルー
プは今日まで半導体関連分野に積極投資し、数多くの高
機能テープを市場に送り出してきました。テープを貼付・剝
離する装置や紫外線を照射する装置なども手がけ、粘着
製品と装置を合わせたプロセス提案力を強みに、市場で独
自の地位を築いています。
　また現在、エレクトロニクス分野のもう一つの主力事業
となっているのが、積層セラミックコンデンサ関連テープで
す。優れた表面平滑性や耐熱性、剝離性などを誇る当社
の剝離フィルムは、コンデンサ内部の緻密な積層構造の形
成に欠かせないものとなっています。

 さらなる需要拡大が期待される成長事業
　安定的な収益基盤であった主力のラベル用粘着製品な
どに対し、こうした最先端製品を扱うアドバンストマテリア
ルズ事業部門の売上高は近年の成長が著しく、10年前
に比べて約2倍の500億円超に達しています。昨年のエレ
クトロニクス関連市場は、スマートフォン需要の縮小などに
よって調整局面を迎えていましたが、次世代高速通信規格
「5G」の商用化などに伴い、再び回復の動きが見え始め 
ています。また、あらゆるモノがインターネットにつながる 
「IoT」や「AI（人工知能）」の普及拡大などもあり、半導
体・電子部品関連製品は今後も大きく伸長していくことが
期待されています。

Focus1

エレクトロニクス分野の伸長

半導体関連粘着テープ

スペシャルレポート
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世界の半導体市場予測

出所： WSTS（世界半導体市場統計）
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Focus2

海外事業の積極展開

 海外売上高比率が約5割に
　リンテックグループは、お客様により近い 
ところで製品を生産し、安定的に供給してい
こうという「メード・イン・マーケット」の考え方
を基本として、アジア地域を中心に生産・ 
販売拠点の拡充を推進してきました。その 
結果、グループ全体の海外売上高は15年 
ほど前から増加のペースを上げ、現在では 
海外売上高比率は47.8%と約5割にまで 
高まっています。

 19の国と地域に38の連結子会社を展開
　当社グループでは合併後の1994年、東南アジア地域に
おける初めての販売拠点としてシンガポール営業所を開設
（翌年に現地法人化）したほか、粘着製品の生産拠点とし
てリンテック・インドネシア社を設立。その後、マレーシア、
中国、韓国、台湾と、アジア地域において相次いで生産子
会社を設立してきました。
　さらに、タイに生産子会社を設立した2011年以降も東南
アジアやインドにおいて販売拠点網を拡充し、2015年1月
にはこの地域の統括会社をシンガポールに設立。また、
2016年には北米市場で第3位のシェアを持つラベル用 
粘着製品メーカーのマックタック・アメリカ社など欧米3社を
買収し、欧米市場への本格展開の足掛かりも築きました。
現在では19の国と地域に38の連結子会社を有しており、 
今後、拠点のない地域への進出なども視野に、グローバル
生産・販売体制のさらなる強化を図っていきます。

リンテック・インドネシア社

マックタック・アメリカ社

海外売上高比率

13.8%
47.8%

2004年3月期 2019年3月期
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連結売上高
1,589億円

連結売上高
2,509億円

国内 国内

海外 海外
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