
9月12日  
•��東京ドームのプロ野球
公式戦に板橋区在住の
障がい者の方や少年野
球チームの小学生など
をご招待

9月24日～27日  
•��ベルギーで開催された
世界最大のラベル関連
展示会「ラベルエキスポ・�
ヨーロッパ�2019」に出展

10月27日  
•��板橋区在住の障がい者
の方や地域の方などを
対象にジャズコンサート
を開催

11月1日  
•��大判デジタルプリント用
粘着シートに再剝離タイ
プの新アイテムを追加
発売

5月29日  
•��植物由来の原料を粘着剤に利活用したシール・
ラベル用粘着製品に無溶剤タイプの新アイテムを
追加発売

6月1日  
•��ミドルグレードの自動
車用ウインドーフィルム
を国内外で標準ライン
アップ

6月28日  
•��リンテック・アドバンスト・�
テクノロジーズ（台湾）社
の新棟が竣工

7月1日  
•��シール・ラベル用粘着製品のグローバルブランド
「Livasta（リバスタ）」を立ち上げ

•��植物由来の原料を粘着剤に利活用したシール・
ラベル用粘着製品に低温環境対応の強粘着タイプ
を追加発売

2019

第125期 定時株主総会・株主説明会（6月20日）

2020年3月期 第1四半期 決算発表（8月9日）2019年3月期 決算発表（5月9日）

4 75 86 9

1年間の主な動き 2019年4月〜2020年3月

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、右記の当社
IR情報サイトよりご登録をお願いいたします。

※�スマートフォンなどで左
記の二次元コードを読み
取ると、登録ページへ簡
単にアクセスできます。

www.lintec.co.jp/ir

IRメール配信
サービスの
お知らせ
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廃プラスチック問題への関心が高まる
中、シールやラベルに対する環境配慮へ
のニーズも拡大しており、当社ではその対
応を進めています。今年2月には、使用済
みのペットボトルからつくられた再生PET
樹脂を表面基材に100%使用し、環境負
荷の少ない無溶剤タイプの粘着剤を用い
たシール・ラベル用粘着フィルムを発売。
そのほか、植物由来原料を使用した製品
のラインアップを拡充するなど、環境配慮
製品の開発・拡販に注力しています。

環境に配慮したシール・ラベル用粘着製品の開発・拡販に注力

11月30日  
•��障がい者の方などをプロ野
球観戦にご招待する取り組
みなどが評価され、「東京
都スポーツ推進企業」の認
定を5年連続で取得

12月19日～22日  
•��「第88回�全日本フィギュアスケート選手権大会」
に協賛

1月29日  
•��金属調でありながら透明�
感のある特殊蒸着ラベル
用粘着製品（左）を発売

2月3日  
•��表面基材に再生PET樹脂を100%使用したシール・
ラベル用粘着製品を発売

•��植物由来の原料を表面基材に採用したラミネート
フィルムを発売

2020

2020年3月期 第2四半期 決算発表（11月8日） 2020年3月期 第3四半期 決算発表（2月10日）

10 111 212 3

1年間の主な動き 2019年4月〜2020年3月

シール・ラベルの構成図と
環境配慮への対応

植物由来原料使用、薄膜化など
表面基材

粘着剤

剝離紙・剝離フィルム
無溶剤化、薄膜化など

ラミネートフィルム

再生樹脂使用、薄膜化など

無溶剤化、植物由来原料使用など

表面基材に再生PET
樹脂を100%使用した
シール・ラベル用粘着
フィルム

2019
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自分が楽しくなければ
 周りを楽しくできない

ESSAY
エッセーリンテック 

L INTEC     

山本 博

中学1年の時にアーチェリーと出会い、
この競技に青春時代を捧げてきた。幸い
1984年ロサンゼルス五輪で銅メダル、
2004年アテネ五輪で銀メダルを獲得す
ることができた。それと同時並行で高校
や大学で教員として生きてきた。そんな
日々を振り返りつつ、私にとっての「仕事
（競技と教職）へのこだわり」を聞いていた
だければと思っている。
スポーツは遊びが起源である。だから
本来的に楽しくなければ意味がない。ま
た、人に頼る前に、まずは自分が創意工夫
しなければならない。私は45年間の競技
人生において一度もコーチに指導を仰い
だことはない。人に相談することはあるが、
それはあくまで学ぶためである。すなわち、
こだわりその1は「他人に頼らない」ことに
なるだろうか。
その2は「成功体験を重ねる」こと。と
ても達成できそうもない高い目標を掲げ
ると、挫折だけを味わってやる気をなくし
てしまう。それを避けるためには、あと少

し背伸びすれば届く程度の目標を立て、
意識を高めて行動を改善する。そのよう
にして、小さな成功を体験したら、次はも
う少し高いところを目指す。そんなふうに
階段を少しずつ上がって行くと、ある日、
劇的に成長した自分と出会うことができる
ようになる。
とはいえ、苦手分野で悪戦苦闘してい
ては効率も悪いし、成果も得られない。だ
から、その3は「得意な分野に励む」こと。
好きこそものの上手なれ。私の場合はそ
れがアーチェリーだった。70m先の的の
真ん中に当てるために日々研鑽する。命
中すれば、これ以上の幸せはない。外れた
としても研究課題が与えられたのだと考え
直すことができる。得意分野だからこそ、
集中力も増すし、成功も失敗も糧になる。
そこから導き出されるその4は、「失敗を
恐れず挑む心を楽しむ」ということになる
だろうか。映画の名台詞に、「負け犬とは負
けることを怖れて何もしないヤツのことだ」
というのがある。だから私は、とにかく挑ん
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で挑んで挑み続けてきた。もちろん、それ
でも成果を得られないことはある。
そんな時、私は5つ目のこだわりという
か、新たな教訓を得た。ロサンゼルス五輪
が終わったあとの16年間、私はすっかり
長いトンネルに入ってしまった。いくら努
力しても改善が見られないどころか、むし
ろ成績は悪化していく。何度も諦めか
かったが、あと一日頑張れば…と、自分を
励まして模索の日々を送った。ケガと戦
い、道具を工夫し、体を鍛え直し、さらに練
習を積み増し、あらゆる努力の積み重ね
が重い扉を開けてくれたのは、2000年シ
ドニー五輪が終わった秋。不思議なほど
成績が一変した。
そこに至る16年間が、「楽しくない時
は忍耐力が養われる」という、こだわりそ
の5を教えてくれた。2004年アテネ五輪
で厳しい戦いを勝ち抜いて銀メダルを獲
得することができたのは、ひとえにあの16
年間のおかげである。悶 と々苦しんで過ご
した日々の中で、強い忍耐力が養われてい
たのだ。人生は楽しいばかりでは強くなれ

ないと思い知った。
スポーツの落とし穴に、勝利至上主義が
ある。本来、スポーツは競技者自身を豊か
にし、見ている人に幸せを届けるべきもの
である。ところが勝利だけを自己目的化す
ると、非人間的なしごきや意図的な反則、
時にはドーピングなどを招くことになる。
だから最後のこだわりは、「本来の目的を
忘れるな。当面の目標はそのためにある」
ということになる。
振り返れば45年の競技人生はあっとい

う間であり、教師としての35年間も瞬くう
ちに過ぎたような気がする。教師として最
も大切なことは、自分が誰よりも授業が大
好きで楽しいと感じることだ。学生たちが
時計の針さえ忘れるほど夢中になってくれ
る授業こそ、私の理想とするものだ。その
ための創意工夫をするときは、私自身も時
を忘れることがある。これからもアスリート
として教師として、もっと楽しい時間を創
出することを目指して私は前に進んでいく
だけだ。それが私にとっての人生であり、
かけがえのない幸せと感じているからだ。

東京五輪・パラリンピックは開催延期となってしまいましたが、人々に幸せを届けるスポーツの魅力
は変わりません。競技や授業を通じて周りの人を楽しませたいという山本さんと同じように、リン
テックもより魅力的な製品開発を通じて、さらに社会に貢献できるよう努めていきます。

山本 博（やまもと ひろし）

アーチェリー選手、大学教授�博士（医学）。1962年生まれ、神奈川県出身。五輪
5大会に出場し、1984年ロサンゼルス五輪で銅メダル、20年後の2004年アテ
ネ五輪では銀メダルを獲得。現在も現役選手として活躍するとともに、日本体育
大学教授として教鞭を執る。東京都体育協会会長、東京オリンピック・パラリン
ピック競技大会組織委員会�顧問会議顧問と多方面で活躍。
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�ポイント !
 資産合計� �有形固定資産が増加しましたが、現金及び預金、受取手形及び売掛金、のれんが減少

したことなどにより、総資産は113億48百万円減少しました。
 負債合計� �1年内返済予定の長期借入金が増加しましたが、支払手形及び買掛金、長期借入金が

減少したことなどにより、負債は134億20百万円減少しました。
 純資産合計� �為替換算調整勘定が減少しましたが、利益剰余金が増加したことなどにより、純資産は

20億71百万円増加しました。
 売上高� �電子・光学関連が大きく減少したことなどにより、売上高は102億15百万円減少しま

した。
 営業利益� �主要原材料であるパルプ価格の下落はありましたが、販売数量が減少したことなどに

より、営業利益は25億37百万円減少しました。
 親会社株主に帰属する 
当期純利益

� ��営業利益の減少に加え、米国子会社においてのれんの減損損失を計上したことなどに
より、親会社株主に帰属する当期純利益は33億16百万円減少しました。

決算情報  2020年3月期連結会計年度

連結財務諸表

連結貸借対照表（要約）

（単位：百万円） 当連結 
会計年度

前連結
会計年度

流動資産 163,660 175,597

固定資産 115,311 114,722

❶ 資産合計 278,972 290,320

流動負債 66,119 72,994

固定負債 20,554 27,099

❷ 負債合計 86,674 100,094

❸ 純資産合計 192,298 190,226

負債純資産合計 278,972 290,320

連結損益計算書及び 
連結包括利益計算書（要約）

（単位：百万円） 当連結 
会計年度

前連結
会計年度

❹ 売上高 240,727 250,942

売上総利益 58,440 61,278

販売費及び 
一般管理費 42,999 43,300

❺ 営業利益 15,440 17,977

経常利益 14,484 17,993

税金等調整前 
当期純利益 13,939 18,338

❻ 親会社株主に帰属する
当期純利益 9,620 12,937

包括利益 7,649 8,954
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決算情報  2020年3月期連結会計年度

連結財務諸表

%
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0

2

4

6

8

連結キャッシュ・フロー計算書（要約）

（単位：百万円） 当連結 
会計年度

前連結
会計年度

営業活動による
キャッシュ・フロー 18,501 22,858
投資活動による
キャッシュ・フロー △13,818 △10,299
財務活動による
キャッシュ・フロー △10,284 △8,246
現金及び現金同等物に
係る換算差額 △441 △1,051
現金及び現金同等物の
期末残高 52,260 58,303

0

4,000

8,000

12,000

16,000

9,4919,491

3,2643,264

減価償却費 のれん償却額
百万円

減価償却費・のれん償却額

20/3期19/3期18/3期17/3期

百万円

設備投資額

0

4,000

8,000

12,000

16,000

20/3期19/3期18/3期17/3期

12,91412,914

当第3四半期累計 研究開発費

百万円

0

2,500

5,000

7,500

10,000

7,8607,860

20/3期19/3期18/3期17/3期

当第3四半期累計
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セグメント情報  2020年3月期連結会計年度

印刷材・産業工材関連

売上高 1,224億 36 百万円  （0.4%減）

営業利益 9億 28 百万円 （75.3%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

当セグメントの事業部門別の売り上げの概況は次のとおりです。

印刷・情報材事業部門  売上高 868億19百万円（0.0%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、国内では天候不順の影響を受けて
食品・飲料関連の表示ラベルや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。海外では中国で景気減速の影響を受け
ましたが、米国では新規顧客への拡販効果もあり堅調に推移し
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。

産業工材事業部門  売上高 356億17百万円（1.5%減）

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

ウインドーフィルムは国内外ともに順調に推移しましたが、二輪
を含む自動車用粘着製品がインド市場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

0

50,000

100,000

150,000
百万円

122,935122,436

20/3期19/3期 0

1,500

3,000

4,500
百万円

3,761

928

20/3期19/3期
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セグメント情報  2020年3月期連結会計年度

電子・光学関連

売上高 819億 29 百万円 （9.3%減）

営業利益 109億 81 百万円 （1.5%減）

当セグメントの事業部門別の売り上げの概況は次のとおりです。

アドバンストマテリアルズ事業部門  売上高 476億54百万円（8.9%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第3四半期に入って需要が回復したこと
などにより増加しましたが、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、自動車用やスマートフォン用が市場
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 342億74百万円（9.8%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、大型テレビ用は堅調だったも
のの、スマートフォン用などの中小型向けが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

0

40,000

80,000

120,000
百万円
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20/3期19/3期 0
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10,000

15,000
百万円
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20/3期19/3期
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セグメント情報 

当セグメントの事業部門別の売り上げの概況は次のとおりです。

洋紙事業部門  売上高 167億44百万円（0.4%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

主力のカラー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 196億16百万円（6.7%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
15.1%

印刷材・
産業工材関連
50.9%

電子・
光学関連
34.0%

営業利益構成比

洋紙・
加工材関連
22.7%

印刷材・
産業工材関連
6.0%

電子・
光学関連
71.3%

売上高  営業利益
洋紙・加工材関連

売上高 363億 61 百万円 （3.5%減）

営業利益 35億   2 百万円 （17.9%増）
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