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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。

服
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社 長 執 行 役 員

次なる成長への足掛かりを築く年

社長インタビュー
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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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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

10 11



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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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

192,298192,298

278,972278,972
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68.768.7
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240,000

320,000
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%
1株当たり配当金 配当性向（右目盛り）
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7878
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0
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%

ROE（自己資本利益率）・ROA（総資産経常利益率）
ROE ROA

16/3期 17/3期 18/3期 19/3期 20/3期

5.05.0

5.15.1

0

2
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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

90,316 81,929

20/3期19/3期 0

5,000

10,000

15,000
百万円

11,150 10,981

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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主な海外連結子会社 （2020年3月31日現在）
■ 印刷材・産業工材関連　■ 電子・光学関連　■ 洋紙・加工材関連

米国 リンテック・USAホールディング社 北米の地域統括会社

リンテック・オブ・アメリカ社 ■■ シール・ラベル用粘着製品、自動車用粘着製品、大判プリント 
関連製品、半導体関連製品などの販売および研究開発

マックタック・アメリカ社 ■ シール・ラベル用粘着製品、大判プリント関連製品、工業用粘着
テープなどの製造販売

マディコ社 ■ ウインドーフィルムなどの製造販売
VDI社 ■ 機能性フィルムの製造販売

オランダ リンテック・ヨーロッパ社 ■■ シール・ラベル用粘着製品、自動車用粘着製品、合成皮革用 
工程紙などの販売

英国 リンテック・ヨーロッパ（UK）社 ■ シール・ラベル用粘着製品、大判プリント関連製品などの販売

ドイツ リンテック・アドバンスト・テクノロジーズ 
（ヨーロッパ）社 ■ 半導体関連製品などの販売

中国 琳得科（蘇州）科技有限公司 ■■ シール・ラベル用粘着製品、合成皮革用工程紙などの製造販売
普林特科（天津）標簽有限公司 ■ シール・ラベル用粘着製品の製造販売
リンテック・アドバンスト・テクノロジーズ（上海）社 ■ 半導体関連製品などの販売

台湾 リンテック・スペシャリティー・フィルムズ（台湾）社 ■ 光学関連製品の製造販売

リンテック・ハイテック台湾社 ■ シール・ラベル用粘着製品、二輪用・自動車用粘着製品、 
工業用粘着テープ、ウインドーフィルムなどの販売

リンテック・アドバンスト・テクノロジーズ（台湾）社 ■ 半導体関連製品などの販売
韓国 リンテック・コリア社 ■ 半導体関連製品、積層セラミックコンデンサ関連テープなどの

製造販売
リンテック・スペシャリティー・フィルムズ（韓国）社 ■ 光学関連製品の製造販売
リンテック・アドバンスト・テクノロジーズ（韓国）社 ■ 半導体関連製品などの販売

シンガポール リンテック・アジアパシフィック社 東南アジアおよびインドの地域統括会社

リンテック・シンガポール社 ■■ シール・ラベル用粘着製品、二輪用・自動車用粘着製品、 
半導体関連製品などの販売

インドネシア リンテック・インドネシア社 ■ シール・ラベル用粘着製品、二輪用・自動車用粘着製品などの
製造販売

リンテック・ジャカルタ社 ■ シール・ラベル用粘着製品、二輪用・自動車用粘着製品などの
販売

タイ リンテック・タイランド社 ■■ シール・ラベル用粘着製品、二輪用・自動車用粘着製品、 
粘着製品用剝離紙などの製造販売

マレーシア リンテック・インダストリーズ（マレーシア）社 ■ 積層セラミックコンデンサ関連テープの製造販売
リンテック・インダストリーズ（サラワク）社 ■ 積層セラミックコンデンサ関連テープの製造販売
リンテック・クアラルンプール社 ■ シール・ラベル用粘着製品などの販売
 リンテック・アドバンスト・テクノロジーズ 

（マレーシア）社 ■ 半導体関連製品などの販売

ベトナム リンテック・ベトナム社 ■ シール・ラベル用粘着製品、二輪用・自動車用粘着製品などの
販売

リンテック・ハノイ・ベトナム社 ■ シール・ラベル用粘着製品、二輪用・自動車用粘着製品などの
販売

フィリピン  リンテック・アドバンスト・テクノロジーズ 
（フィリピン）社 ■ 半導体関連製品などの販売

リンテック・フィリピン（ペザ）社 ■ シール・ラベル用粘着製品などの販売
インド リンテック・インディア社 ■ シール・ラベル用粘着製品、二輪用・自動車用粘着製品などの

販売

※ リンテック・インドネシア社への出資比率は65%、そのほかの会社への出資比率は100%です。
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取締役

代表取締役会長 大内　昭彦　

代表取締役社長 社長執行役員 服部　真　　

取 締 役 専務執行役員 川村　悟平　

取 締 役 専務執行役員 望月　経利　

取 締 役 常務執行役員 海谷　健司　

取締役（社外）  掛橋　裕哉　

取締役（社外）  奥島　晶子　

監査等委員である取締役

取 締 役 ／監 査 等 委 員 岡田　浩志　

取締役（社外）  ／監 査 等 委 員 大岡　哲　　

取締役（社外）  ／監 査 等 委 員 大澤　加奈子

執行役員

常務執行役員 森川　秀二
常務執行役員 西川　淳一
常務執行役員 若狭　毅彦
上席執行役員 大西　徹　
上席執行役員 村田　則夫
上席執行役員 植松　茂　
上席執行役員 岩崎　豊　
上席執行役員 盛本　純郎
上席執行役員 月田　達也
上席執行役員 菅谷　俊巳
上席執行役員 吉武　正昭
上席執行役員 持田　欣也
執 行 役 員 大嶋　正広
執 行 役 員 松尾　博之
執 行 役 員 柴野　洋一
執 行 役 員 西角　尚志
執 行 役 員 所司　悟　
執 行 役 員 峯浦　芳久
執 行 役 員 妹尾　秀男

会社概要 （2020年3月31日現在）

役員一覧 （2020年6月22日現在）

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：4,948人　単体：2,584人

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
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（円）株価

出来高（百株）

月11 2 320/11219/4 5 6 7 8 9 10
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証券会社
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自己株式
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外国法人等
19.28%

個人・その他
16.01%

その他の法人
33.15%

株式情報 （2020年3月31日現在）

所有者別分布比率株価および出来高の推移（2019年4月〜2020年3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4,352,574株を除く） 72,248,366株

単元株式数 100株
株主数 6,220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 30.08
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 4,385 6.07
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 3,334 4.61
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
株式会社かんぽ生命保険 1,335 1.84
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口9） 1,013 1.40
リンテック従業員持株会 1,013 1.40
JP MORGAN CHASE BANK 385151 1,009 1.39

注1.���当社は自己株式4,352,574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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　当社では、より質の高いIR活動を推進していくために、読者の皆様のご意見やご要望を幅広くお聞かせ
いただきたいと考えております。つきましては、添付のはがきにご回答のうえ、ご返送いただけましたら
幸いです。何とぞご協力のほどお願い申し上げます。（2020年9月30日締め切り）

ご協力ありがとうございました。

ア�.�5千株以上� エ.�100株〜200株未満
イ�.�1千株〜5千株未満� オ.�100株未満
ウ�.�200株〜1千株未満� カ.�保有していない

ア�.�10年以上� エ.�1年〜3年未満
イ�.�5年〜10年未満� オ.�1年未満
ウ�.�3年〜5年未満

ア�.�株価の値上がりが期待できるから
イ�.�配当金が魅力的だから
ウ�.�リンテックのファンだから
エ�.�当誌「LINTEC�WAVE」を読むのが楽しみだから
オ�.�リンテック・オリジナルカレンダーが好きだから
カ�.��自分や知人が勤めている（いた）から
キ�.�その他（　　　　）

ア�.�適正株価の形成� エ.�株主優待の導入
イ�.�安定配当� オ.�自社株買い
ウ�.�業績連動型配当� カ.�その他�（　　　　）

ア�.�新聞の記事を読んで
イ�.�「会社四季報」などの投資情報誌を見て
ウ�.�インターネットで調べて
エ�.�IRイベント（会社説明会など）に参加して
オ�.�証券会社からの情報で　　
カ�.�知人の勧めで
キ�.�自分や知人が勤めている（いた）から
ク�.�その他（　　　　）

①  皆様には3か月ごとに「LINTEC WAVE」をお届け
していますが、どの程度読まれていますか?

③  当社ホームページの株主・投資家情報サイトを御覧
になったことはありますか?

④ 当社新聞広告を御覧になったことはありますか？

①   当社株式を保有されていますか？  
それは何株ですか？

② 保有期間はどのくらいですか？

④  当社株式を保有する理由として当てはまるものは
何ですか? （複数回答可）

⑤   当社の株主還元策として最も期待することは  
何ですか？ 一つだけお選びください。

③ 当社株式の購入のきっかけは何ですか？

※①でカ．を選ばれた方は� 質問2 �にお進みください。

ア�.�ほぼ全ページを読む
イ�.�興味のあるページは読む
ウ�.�全体的に軽く目を通す
エ�.�ほとんど読まない

ア�.�日頃からよく見ている� エ�.�一度は見たことがある
イ�.�決算発表のたびに見ている� オ�.�見たことはない
ウ�.�何度か見たことはある� カ�.�ネット閲覧環境がない

ア�.�ある　新聞名（　　　　　　　　　　　）　イ．ない

当誌「LINTEC WAVE」や当社の広報・IR 
活動についてご質問します。

質問1

質問2

質問3
当社へのご意見・ご要望、「LINTEC WAVE」や 
広告についてのご感想、新社長に期待すること
などをお聞かせください。（記述回答）

当社株式への投資についてご質問します。

なお、アンケートにお答えいただいた皆様には、後日お礼として「2021年版リンテック・オリジナルカレンダー」
をお送りさせていただきます。＊発送は11月中旬以降を予定しています。

アンケートへのご協力のお願い

②  今号の「LINTEC WAVE」を御覧いただき、5点
満点で点数をつけるなら何点ですか?

ア�.�5点　イ.4点　ウ.3点　エ.2点　オ.1点
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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）の三つの「L」で表現したウエーブ（波）
を組み合わせてデザイン。世界を舞台に飛躍していこうという決意を込めています。

●   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 2020年6月
TEL.（03）5248–7741
FAX.（03）5248–7754

No.75（2019年6月発行） No.77（2019年12月発行） No.78（2020年3月発行）No.76（2019年9月発行）

● 当誌「LINTEC WAVE」のバックナンバーは当社ホームページで御覧いただけます。（www.lintec.co.jp/ ir）

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。

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

株主メモ
2021年版オリジナルカレンダー

プレゼントのお知らせ

本誌23ページの読者アンケートに
お答えいただいた皆様には後日、
当社オリジナルカレンダーを送付
させていただきます。本誌に回答用
はがき（切手不要）を挟み込んでお
りますので、ぜひご協力ください。

※�画像は2020年版
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