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新 社 長 紹 介

　このたび、前任の西尾の後を受けて社
長に就任しました服部でございます。経歴
を簡単に申し上げますと、私は入社以来、
一貫して営業畑を歩んできました。東京と
仙台の営業所時代は、シール・ラベル用
粘着製品をはじめ、半導体関連製品や特
殊紙、加工材製品などに幅広く携わって
きました。2000年に電子デバイス事業部
（現アドバンストマテリアルズ事業部門）に
異動してからは半導体関連製品の拡販に
注力し、2009年に同事業部門長、そして
2017年からは全6事業部門を統括する
事業統括本部長を務めてまいりました。
　今後、当社グループのさらなる成長・
発展に向けて、これまで築いてきた社会的
存在価値や企業風土といったものを次の
世代へしっかりと橋渡ししていくこと、そし
てESG＊1やSDGs＊2への取り組みを一層
強化しながら、全てのステークホルダー
の期待に十分応えていける企業グループ
にしていくことが、私の使命であると考え
ております。
　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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リンテックIR（投資家向け広報）誌

プロフィール
1957年10月12日�神奈川県横須賀市生まれ、岩手
県一関市育ち。モットーは「謙虚にしておごらず、努力
することを惜しまず」。趣味はゴルフと毎朝のウオー
キング

略歴
1980年�3月� 日本大学法学部卒業
1980年�4月� 不二紙工株式会社（当社）入社
1980年�5月� 東京北営業所に配属
1984年�5月� 仙台営業所に異動
2000年�3月� 電子デバイス事業部に異動
2009年10月� �事業統括本部アドバンストマテリアルズ

事業部門長
2014年�4月� �執行役員�事業統括本部アドバンスト

マテリアルズ事業部門長
2015年�6月� �取締役執行役員�事業統括本部アドバン�

ストマテリアルズ事業部門長
2017年�4月� �取締役常務執行役員�事業統括本部長
2020年�4月� �代表取締役社長�社長執行役員（現任）

＊1 �ESG：企業が持続的成長を目指すうえで重視すべき
3要素。Environment（環境）、Social（社会）、
Governance（企業統治）の頭文字を取った略語

＊2 �SDGs（エス・ディー・ジーズ）：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

はり絵画家・内田正泰氏は、独自の
技法で色紙をちぎって貼り重ね、日
本の美しい自然を彩り豊かに表現。
四季折々の風や空気、音や薫りを
感じさせ、誰もが抱く「心の原風景」
を思い起こさせてくれます。

表紙：緑陰に咲く
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 2019年度を最終年度とする3か年の中期経営計画「LIP（LINTEC INNOVATION 
PLAN）-2019」は、数値目標については未達という結果に終わりました。これまで当社
では3年ごとに中期経営計画を策定・推進してきましたが、長期ビジョンを軸にした経営
への転換を図るべく、今期はその準備・検討期間として「次なる成長への足掛かりを築く
年」と位置づけ、新たなスタートを切りました。「LIP-2019」の総括や今後の経営方針、
今期の見通しなどについて、服部社長に聞きました。
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まずは、前期（2020年3月期）の業績を振り返ってください。Q
「LIP-2019」の最終年度となった
2020年3月期の世界経済は、米国

では良好な雇用や所得環境を背景に底堅
く推移し、欧州では個人消費が緩やかな
がらも増加しました。中国では米中貿易
摩擦の影響により外需・内需ともに減速が
続きました。一方、我が国においては、雇用
や所得環境の改善が見られたものの、海外
経済の減速による輸出の鈍化に加え、大型
台風などの自然災害や消費増税によって
個人消費が低迷しました。さらに年度末に
かけて新型コロナウイルス感染症の拡大に
より世界経済に厳しさが増してきました。

　このような経営環境の中、連結売上高
は前年同期比4.1%減の2,407億27百万
円、営業利益はパルプ価格の下落はあった
ものの、販売数量の減少をカバーするま
でには至らず、同14.1%減の154億40
百万円、経常利益は同19.5%減の144
億 84百万円、親会社株主に帰属する当
期純利益は米国子会社において、のれん
の減損損失5億45百万円を計上したこと
もあり、同25.6%減の96億20百万円と
なりました。なお、売上高営業利益率は6.4 
%、ROE（自己資本利益率）は5.0%となり
ました。
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次に「LIP-2019」の3年間の総括をお願いします。Q
初年度の2018年3月期は、世界で
景気の拡大基調が継続し、日本に

おいても総じて堅調に推移しました。また、
2016年末に米国のマックタック・アメリカ
社など欧米3社を買収したことなどにより、
連結売上高は前年同期に比べ約430億円
増の2,490億円、営業利益は半導体・電
子部品関連ビジネスが好調に推移したこと
などにより、約35億円増の201億円となり
ました。しかし、2年目の2019年3月期に
おいては、期前半は全体的に底堅く推移し
たものの、期後半に入ってからは米中貿易
摩擦が中国経済に影響を及ぼし、日本に
おいては中国の成長鈍化やIT需要の減速
により輸出が減少するなど、厳しい経営環
境となりました。その結果、連結売上高は
微増にとどまり、営業利益は販売数量の減
少や売上構成の悪化に加え、原燃料価格
の上昇によって減益となりました。
　最終年度である2020年3月期は先ほど
申し上げたとおりであり、「LIP-2019」の最
終数値目標であった連結売上高 2,700
億円、営業利益250億円をいずれも大幅
に下回る結果となりました。しかし定性面に
おいては、長年赤字が続いていた米国子
会社のマディコ社の経営合理化に着手し、
営業黒字化を達成することができたほか、
海外事業の強化によって海外売上高比率

が約5割にまで高まるなど、一定の成果を
得られたと考えています。
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今期（2021年3月期）の業績見通しはどうですか。Q
米中貿易摩擦の長期化に加え、新
型コロナウイルス感染症の世界的

な拡大による経済活動への影響、それらに

関わる数多くのリスクが存在することなど
から、これまでに増して先行き不確実性が
高まっています。今期の業績見通しにつき

「LIP-2019」の結果を受けて、今後の経営方針を教えてください。Q
本来であれば、4月から新たな中
期経営計画を開始するタイミング

でしたが、これまでのように既存の事業展
開の延長線上で3年間の経営計画を立て
るやり方では、大きな未来を描くことはで
きません。そこで当社グループでは、まず
長期ビジョンとして10年後のあるべき姿を
しっかりと描き、その実現に向けたマイル
ストーンとして3か年ごとの中期経営計画
を策定・推進していくこととしました。また、

2021年4月からは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
への大きな影響が見込まれます。そこで
今期は単年度計画の下、「次なる成長へ
の足掛かりを築く年」と位置づけて長期
ビジョンと経営計画策定のための準備・
検討を進め、来期から新たな中期経営計
画をスタートさせてまいります。
　当社グループが持続的成長を遂げてい
くためには、やはりESGやSDGsへの取り

組み強化を根幹に据えた
企業経営が重要になって
くると考えています。10年
後に社会がどのように変
化し、その時、当社グルー
プはどうあるべきかを考
え、世の中のどのような
課題をどう解決していく
のかを明確にしたうえで、
その実現に向けてやるべ
きことを迅速かつ着実に
実行してまいります。

A

A

単年度計画 ３か年計画 ３か年計画 ３か年計画

新たな成長戦略
未来のあるべき姿を最初に描き、そこ
から必要とされる具体的施策を計画
していく「バックキャスティング」の考
え方で策定

長期ビジョンを描き、次なる 
成長への足掛かりを築く年

10年後の 
あるべき姿

マイルストーンとしての
各3か年中期経営計画
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株主還元についてはどのように考えていますか。Q
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。
　この基本方針の下、2020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、1株
当たり78円とさせていただきました。2021
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51.2%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。

ましては、現時点において新型コロナウイ
ルス感染症の収束時期を正確に見通すこ
とは困難であるものの、第3四半期以降は
正常な事業活動に向かうことを前提に、連結
売上高は前年同期比0.3%減の2,400億
円、営業利益は同2.9%減の150億円、経常
利益は同3.6%増の150億円、親会社株主
に帰属する当期純利益は同14.3%増の110
億円と予想しております。

売 上 高 2,400億円 （0.3%減）

営 業 利 益 150億円 （2.9%減）

経 常 利 益 150億円 （3.6%増）

親会社株主に帰属する 
当 期 純 利 益 110億円（14.3%増）

  2021年3月期 連結業績予想 （前年同期比）

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。Q
中期経営計画については数値目標
の未達が続いている状況を受けて、

現在、収益構造の徹底的な解析を進めて
います。まずは収益改善に向けた具体的施
策への着手、さらには新たな事業の柱を構
築するための積極的な新製品・新規技術
の開発に注力してまいります。

　世の中で真に求められているものをいち
早く捉え、独自の発想と技術開発力をもっ
て顧客ニーズに応えていくこと、そして事業
活動を通じて社会的課題の解決に貢献す
ることで企業価値の向上に努めてまいりま
すので、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。

A

A
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Q  現在の仕事について教えてください。

主に営業・管理部門の新卒採用を担当しています。具体的には、当社を知ってもらうため
の合同企業説明会への参加や会社説明会・書類選考の実施、選考過程における学生との
コミュニケーション、内定後のフォロー、新入社員研修の運営などを行っています。学生の
反応が直接感じられる最前線での仕事なので、会社のことをより分かりやすく伝えるために
日々試行錯誤しています。

Q   仕事をするうえで大切にしていることは何ですか。

学生との相互理解です。ミスマッチを起こさないために、入社後の姿を
イメージできるように伝えることを心掛けています。また、可能な限り学生の
考え方や人柄を理解するため、学生とのコミュニケーションを密に取ること
を意識しています。今年は新型コロナウイルスの影響により、会社説明会
や一部の面接をオンライン形式に切り替えました。初めてのことで相手に
直接会えない難しさもありますが、常に相互理解を忘れずに、このような
状況にも対応していきたいと思います。

Q  仕事のやりがいや、今後の抱負を聞かせてください。

採用担当として学生時代から関わってきた社員が成長し、それぞれ
の分野で活躍している姿を見られるのがうれしいですね。現在は入社
に関わる業務が中心ですが、今後は幅広く人事としての経験を重ね、社
内制度の整備など、「リンテックに入社して良かった」と思ってもらえる
環境づくりにも貢献していきたいと考えています。

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、新卒
学生の採用や新入社員のサポートに
携わる本社の人事スタッフをご紹介
します。

働きやすい職場づくり

学生からは事業内容や社風
はもちろん、有給休暇の取り
やすさや育児休業の取得率
など福利厚生についても高
い関心が寄せられます。当社
では誰もが生き生きと安心
して働ける魅力的な職場を
目指し、諸制度の拡充を進め
ています。

新たな成長に向けて活躍する社員を紹介

人事部

黒
くろき

木 美
はるな

那
2016年に入社し、人事部で給与
計算などの労務関連業務に従事。
2018年から現担当に。
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