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WAVE読者の皆様へ

　日ごろはリンテックをご支援いただき、厚く御礼を 
申し上げます。ここに当社IR（投資家向け広報）誌

「WAVE」第49号をお届けいたします。
　当誌は、株主や投資家の皆様とのコミュニケー
ションの充実を目的に、四半期ごとの決算情報をは
じめ、経営方針や事業戦略、製品・技術情報、さら
には最新のトピックスなどタイムリーな情報を掲載
しております。
　また、定期的に読者アンケートを実施して、株
主・投資家の皆様からのご意見・ご要望をお聞き
し、誌面づくりやIR活動の参考にさせていただいて
おります。今号では、第47号（2012年6月発行）
で行ったアンケート結果のご報告として、皆様から
寄せられた貴重なご意見・ご要望の一部をご紹介
させていただきました。
　今後もより充実した情報提供に努めてまいりま
すので、引き続きご愛読くださいますようお願い申
し上げます。

欧州・北米でＩＲ活動を実施
当社では、経営層による欧州・北米の投資家訪問を 

毎年実施しています。今年も9月に、主にロンドンの投
資家を集め開催されるIRイベント「みずほインベストメン 
トコンファレンス」に参加したほか、パリ、エディンバラの
投資家訪問を行いました。また10月には、北米4都市を
訪問。今回の欧米ＩＲでは計30社以上の投資家との
ミーティングを実施し、当社への理解を深めていただきました。今後も、国内株式市場への影響力が
増している海外投資家向けのIR活動を積極的に展開していきます。

当社ホームページのCSR情報コーナーを全面リニューアル
　「2012年版CSRレポート」の発行に伴い、当社ホームページの 
CSR*情報コーナーを全面リニューアルしました。当社グルー 
プでは、社是「至誠と創造」のもと、CSRを根幹に置いた企業経 
営を積極的に推進するとともに、社内で勉強会を開催するなど、 
CSR経営に対する国内外グループ会社社員の理解促進を図っ
ています。今後もさまざまなツールを通じて、当社の継続的な取 
り組みを、より幅広いステークホルダーのかたがたにお伝えしてい
きます。

*   CSR：Corporate Social Responsibility ＝ 企業の社会的責任
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　今後の見通しにつきましては、米国経済に立ち
直りの兆しは見られるものの、長引く欧州問題やア
ジア経済の減速などを背景とした外需の落ち込み
が懸念され、また我が国においても円高による輸
出の低迷や内需の弱含みなど、先行きは極めて厳
しいものとなっております。
　このような状況下、当社グループは引き続き売り
上げの確保と利益の最大化に取り組んでまいりま
すが、太陽電池用バックシートや液晶関連粘着 
製品などの需要が当初の想定を下回る見込みで
あることなど、事業環境の悪化を勘案し、業績予想 
の見直しを行った結果、本年5月10日に発表いた 
しました2013年3月期の通期連結業績予想を 
下記のとおり修正いたしました。なお、中間配当金 

 今後の見通し  

事業環境の悪化を勘案し、  
通期業績予想を修正いたしました。

社 長 執 行 役 員　大
お お う ち

内 昭
あ き ひ こ

彦代表取締役社長

当第2四半期連結累計期間における世界経済
は、長期化する欧州債務問題が欧米や新興国など
の実体経済に大きな影響を及ぼし、減速感が増し
てまいりました。一方、我が国においては、長引く
円高や中国などのアジア経済の減速による輸出の
鈍化、加えて内需の不振などにより、厳しい状況が
続きました。

この結果、連結売上高は960億76百万円（前年
同期比8.4％減）、営業利益は57億14百万円 （同 
35.9％減）、経常利益は56億33百万円  （同35.7 
％減）、四半期純利益は41億22百万円（同29.9％
減）となりました。

事業セグメント別の売上高、営業利益と事業部 
門別の売り上げの概況は以下のとおりです。

 2013年3月期第2四半期連結累計期間の業績概況

世界経済の減速や内需の不振により、減収減益となりました。

印刷材・産業工材関連	 	 売上高：420億62百万円（9.4％減）　営業利益：15億52百万円（56.1％減）

 印刷・情報材事業	 ：		シール・ラベル用粘着紙・粘着フィルムは、国内では消費や輸出の不振に伴う需要の低
迷により、前年同期に比べ減少となり、海外でも欧州問題がアジアの生産活動に大きな
影響を及ぼしたことにより受注が減少し、当事業部門は前年同期に比べ減少となりました。

 産業工材事業	 ：			自動車用粘着製品は、国内においてエコカー補助金などにより自動車生産台数が回復 
したことや、アジア地域で自動車、二輪用の受注が堅調だったことから前年同期を上回り 
ましたが、太陽電池用バックシートは世界的な需要の低迷や競合他社との価格競争の
激化に伴うシェア低下により前年同期に比べ大きく減少し、当事業部門は前年同期に比べ
減少となりました。

電子・光学関連	 	 売上高：365億65百万円（7.4％減）　営業利益：16億91百万円（36.5％減）

 アドバンストマテリアルズ事業	：			半導体関連テープは開発製品の拡販効果などもあり前年同期並みとなり、半導体関連
装置は受注が回復し前年同期に比べ大幅な増加となりました。また、積層セラミックコン
デンサー製造用コートフィルムは旺

おうせい
盛なスマートフォン需要などによって引き続き堅調に 

推移したこともあり、当事業部門は前年同期に比べ増加となりました。

 オプティカル材事業	 ：			液晶ディスプレー関連製品はスマートフォン需要の効果がありましたが、薄型テレビ向けの 
需要が総じて低調であったことなどにより、当事業部門は前年同期に比べ減少となりました。

洋紙・加工材関連	 	 売上高：174億48百万円（8.0％減）　営業利益：24億50百万円（10.2％減）

 洋紙事業	 ：			主力のカラー封筒用紙、建材用紙など全般的に需要が低迷したことにより、当事業部門
は前年同期に比べ減少となりました。

 加工材事業	 ：			主力の剝離紙や光学関連用剝離フィルムなど全般的に需要が低迷したことにより、当事
業部門は前年同期に比べ減少となりました。

※（　）内は前年同期比

社長メッセージ

株主・投資家の皆様へ

※   業績予想などにつきましては、2013年3月期第2四半期決算発表日（2012年11月7日）現在において想定できる経済情勢、市場動向および 
計画などに基づき作成したものであり、実際の業績などは今後さまざまな要因によって予想値と異なる可能性があります。

につきましては当初予想どおりの1株当たり17円
とさせていただきました。期末配当金につきまして
も当初予想の1株 当たり17円を変更せず、年間 
配当金は34円を予定しております。
　当社グループでは、今後もさらなる成長に向け、
海外事業の強化・拡大、国内事業の拡大と高収益
化、独創的新製品の創出などの重点施策を推し進
めてまいります。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。

第 2四半期累計
実績

通期 
当初予想（5/10発表）

通期
修正予想（11/7発表）

売 上 高 	960億７６百万円	（　8.4％減） 	2,100億円	（　4.5％増） 	1,970億円	（　1.9％減）

営 業 利 益 	 57億１４百万円	（35.9％減） 	 150億円	（　7.3％増） 	 120億円	（14.1％減）

経 常 利 益 	 56億33百万円	（35.7％減） 	 145億円	（　6.5％増） 	 120億円	（11.8％減）

当期純利益 	 41億22百万円	（29.9％減） 	 100億円	（15.6％増） 	 85億円	（　1.7％減）

2013年3月期	連結業績予想（前年同期比／前期比）



リンテック・インドネシア社

会社概要

会 社 名：LINTEC (THAILAND) CO., LTD.
所 在 地：タイ・チャチェンサオ県 ウェルグロー工業団地
設 立：2011年6月
資 本 金：15億バーツ
敷地面積：約4万7千㎡
従業員数：39人(2012年9月30日現在)
事業内容：シール・ラベル用、二輪を含む自動車用、  
 工業用粘着製品および剝離紙の製造販売
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製品需要が拡大する東南アジア
日本のおよそ5倍に相当する6億人もの人口を抱

え、近年著しい経済発展を遂げている東南アジア。 
持続的な経済成長を背景に、購買力のある中間層 
の人口が増加しているといわれています。日用品 
だけでなく、自動車や家電製品などの耐久消費財
への需要も高まっており、当社グループの海外事 
業戦略の中で最重要地域の一つとなっています。

タイで新工場が完成		
当社では2011年6月、東南アジアの中でも多く

の日系企業が進出するタイにおいて、新たな生産
子会社としてリンテック・タイランド社を設立し、工
場建設を進めてきました。先般完成した新工場は、
フィルム粘着塗工設備、剝離紙生産設備、裁断加工 
設備などを完備し、シール・ラベル用粘着フィルム、
二輪を含む自動車用粘着製品、各種工業用粘着
製品、剝離紙などの生産を順次開始しています。敷 
地内には第2期建設工事の余地も残しており、今後、 
需要動向を見ながらできるだけ早期に、次なる新棟
建設や生産設備の増強を図っていく考えです。

東南アジアにおけるネットワーク
　当社グループは成長著しい東南アジア市場にお
いて、販売子会社であるリンテック・シンガポール社 
を中核拠点に、フィリピン、ベトナム（ホーチミン）、
タイ（バンコク）に広がる販売拠点ネットワークを
駆使して事業拡大に注力してきました。現在さら
に、インド、欧州市場などをも見据えて一層の販売 
促進に努めています。

さらなる事業基盤強化へ
　当社グループでは、新興国需要を確実に取り
込んでいくため、インドもしくはベトナムを最有力候
補としてタイに続く新工場建設を視野に入れてい 
ます。今後、経済や市場動向を慎重に見極めながら 
投資判断を行っていく考えで、これに先立ち両国で
は、リンテック・シンガポール社が中心となって製品
の拡販・デリバリー体制の整備を進めています。
　ベトナムでは、ハノイに新たな販売拠点を設立し
て裁断加工設備などを導入し、2013年の夏に本

　また生産面では、これまでリンテック・インドネシ
ア社がシール・ラベル用の粘着紙・粘着フィルムや 
二輪を含む自動車用粘着製品などを、同国内およ
び東南アジア各国に供給してきましたが、旺

おう
盛
せい

な
需要によりすでにフル稼働の状態となっていました。 
今回、タイにも工場が完成したことで生産能力は
大幅に向上し、製品供給体制が強化されました。

格営業を開始する計画です。またインドでは、この
たびニューデリーにある駐在員事務所の現地法人
化が完了。さらに来春をめどに、倉庫や裁断加工
設備を備えたデリバリーセンターをムンバイに開設
し、インド市場の拡大に対応していきます。
　今後も当社グループでは、お客様により近い所
で製品を生産し、安定的に供給していく「メード・
イン・マーケット」の考え方を基本に、さらなるグロー
バル生産・販売体制の強化を目指していきます。

東南アジア事業が
新たなステージへ

　アジアを中心に海外事業の強化・拡大を積極的に進めているリンテック。2012年6月に
竣工した中国・蘇州子会社の第 2 工場に続き、この 9 月、タイに粘着フィルムおよび剝離紙
の新工場を完成させました。今回は、印刷・情報材関連、産業工材関連などを中心に、東南
アジアにおける当社の事業展開と今後の展望についてご紹介します。

—タイに粘着フィルム・剝離紙の生産工場が完成

インドネシア
PT. LINTEC INDONESIA

ハノイムンバイ

シンガポール
LINTEC SINGAPORE PRIVATE LIMITED

タイ
LINTEC BKK PTE LIMITED
LINTEC (THAILAND) CO., LTD.

フィリピン
LINTEC PHILIPPINES (PEZA), INC.

ベトナム
LINTEC VIETNAM CO., LTD.

 生産子会社
 販売子会社

インド
LINTEC INDIA PRIVATE LIMITED

ウェルグロー工業団地
首都バンコクから東へ50 
kmに位置する。洪水のリ
スクが低い地域で、2011 
年の大洪水でも被害が出
なかった。現在、多くの日系 
メーカーが工場を構えて
いる。

ウェルグロー
工業団地

バンコク
タイ

スペシャルレポート



顧客ニーズにきめ細かくこたえる多品種小ロット生産
　剝離紙・剝離フィルムと並んで熊谷工場の主力製品である特殊紙。同工場 
では、大手製紙会社のように一般紙を大型抄紙機で大量生産するのとは異なり、
特殊仕様の設備で色や紙質、機能の異なる製品ごとに個々に材料を配合し、

“オーダーメード”で生産しています。顧客ニーズにきめ細かくこたえる多品種 
小ロット生産で、製紙業界における独自の地位を築いています。

VOL.7

CL I N T E
工 場 探 訪

熊谷工場
リンテックの各工場を順次ご紹介する“工場探訪”。
第7回は熊谷工場です。

熊谷工場
って？

洋紙・加工材事業の主力生産拠点
　1960年に操業を開始し、西の三島工場
（愛媛県）と並ぶ洋紙・加工材関連の主力

生産拠点として発展してきた熊谷工場。カラー封筒用紙
や色画用紙、高級印刷用紙などの特殊紙の生産を行っ
ているほか、シール・ラベル用など各種粘着紙・粘着フィ
ルムの糊

のり
面を保護する剝離紙・剝離フィルムを手掛ける

工場としては、国内最大級の規模を誇っています。

剝離材の生産で粘着事業をサポート
　抄紙機と剝離塗工設備を有する熊谷工場
では、剝離紙については原紙の抄造から剝

離剤の塗工まで、工場内で一貫生産しています。粘着製
品メーカーとして、剝離紙・剝離フィルムを自社内で調達
できることは、品質・コスト・納期面で他社にはない大き
な強みとなっています。また、粘着製品以外に使われる
各種工業用の剝離材も含め、これらは社外にも供給して
おり、独自の剝離力コントロールや精密塗工技術が市場
で高く評価されています。

カラー封筒用紙、高級印刷用紙
事務用の色付き封筒や、おしゃれなデザインのファン

シー封筒。当社はこれらカラー封筒用紙の国内トップ
メーカーです。多彩な色や風合いの製品を取りそろえ、
中には99％以上の高不透明度を実現し、中身が透けず
プライバシー保護に最適なアイテムもあります。そのほか、 
カレンダー用紙や地図用紙、あるいは高級感のある書籍
やパンフレットに使われている印刷用紙など、当社の特殊
紙は皆様の身近なところで活躍しています。

“紙の常識”を覆す紙
さらに当社では、唐揚げやホットドッグなどの包装紙に

最適な耐油紙、水や溶剤に強いクリーニングタグ用の耐
洗紙、吸湿性や難燃性に優れ、建物の屋内保温性を高め
る全熱交換器に使われる原紙などの「特殊機能紙」も数多 
く開発・提供しています。パルプに特殊材料を配合したり、
紙に薬剤を浸透または表面に塗工したり、あるいは紙自体
をプレスしたりすることで、従来の“紙の常識”を覆す高い 
機能性を実現しています。

熊谷工場の
ここに注目！	

所 在 地：埼玉県熊谷市
敷地面積：約11万㎡
従業員数： 522人（2012年 9月30日現在）
生産品目：  特殊紙、剝離紙・剝離フィルムなど

剝離塗工設備
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特殊紙
リンテックの製品は、実は生活のさまざまなシーンで活躍し、皆様の身の回りに深く浸透しています。

今回は、多彩な色や風合い、質感、そのほか高い機能性を付与した紙、「特殊紙」をご紹介します。

身の回りのリンテック製品

　昨今、コンビニエンスストアの出店増加、特にレジ周りにおける、唐揚げやポテト 
フライなどの調理食品の販売拡充を受けて、食品包装用の耐油紙に対するニーズ
が拡大しています。油がしみ出すことを防ぎながら、水蒸気は透過して、食品の 
おいしさをしっかりと保持できるのが特徴で、袋状などへの加工適性の面からも、 
当社製品はユーザーからご好評を頂いています。今後は、これら特殊機能紙の 
ラインアップ強化を図り、紙の新たな市場を切り開いていきたいと考えています。

篠
しの

原
はら

	健
けん

吾
ご

　洋紙事業部門 東京洋紙営業部

抄紙機

●	営業担当より一言

埼玉県

熊谷工場

“熊谷市”ってこんな所  
都心から約60km、埼玉県北部に位置する。「日本一暑い町」
として知られ、2007年には観測史上最高気温となる40.9度
を記録した。毎年7月に行われる「熊谷うちわ祭」は、「関東一
の祗園」と称され、約70万人の人出でにぎわう。
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　安心できる安全な食品。新鮮な野菜本来のお
いしさ。地球環境を壊さない農業。物質的な贅沢
という意味ではない、どんなものを食べるのかと 
いう「消費の質」を問う人びとが着実に増えている
ように思う。私自身、1998年に栃木県の那須に
引っ越して以来、食生活が大きく変化した。
　中でも一番変わったことといえば、満足感だろ
う。新鮮で元気な野菜を食べると、量はそんなに
多くなくてもとても満たされる。那須で有機農法に
よる野菜や米づくりに取り組むまでは経験したこと
がない感覚だった。
　実は私、那須に移住する以前、東京で一人暮ら
しをしていた時は、安全な食品を求めてタクシー
に乗って有機野菜を買いに行っていた。それが今
では、畑でできた野菜をその場で食べることがで
きる（採れたてキャベツに自家製味噌をつけて食
べるおいしさといったら！！！）。そんなときには、単
なる栄養物質ではない、「生命力」とでもいうべき
ものを丸ごといただくという実感がある。血が全
身をぐんぐん巡り、目がぱっちり覚める。
　思うに野菜には、本来この「生命力」が入ってい
る。それが、収穫され、配送され、陳列され、買わ
れ、冷蔵庫に入れられ…。ようやく料理されて私
たちの口に入るころには、失われてしまうのでは 

自然が与えてくれる「生命力」や自然の中で暮らす豊かさを多くの人に伝えたいという高木さん。
リンテックもこの素晴らしい自然を守るべく、地球環境に優しい製品の開発に取り組んでいます。

*     トレーサビリティ：生産、処理・加工、流通・販売などの履歴
 を追跡し、把握できるようにすること　

ないか。そして私たちはどこかでこの「生命力」を 
求め、欠乏感を埋めるために大食いに走るのかも
しれない。元気な野菜を食べることで得られる充足 
感は、サラダバーでしんなりした野菜を山盛りにし
ても得られないものかもしれないが。
　元気な野菜たちを自分の手でつくりだす生活環境 
があることは、恵まれていると思う。とはいえ、農業 
はまったくの素人だった私のこと。那須で暮らし始
めた最初の年の畑仕事は、失敗の連続だった。赤
く熟す前に腐ってしまったイチゴ。人差し指くらい
の背丈にしか伸びなかったホウレンソウ。チンゲン
菜にしか見えない白菜。でも、失敗がこんなに楽
しかったとは！ 何より、生きているって楽しいな、
地球といっしょに暮らしているなという確かな喜び
がある。
　「消費の質」を問う声が増えたことを心強く感じ
ていたのだが、東日本大震災以来、食の安心・安
全に対する人びとの気持ちが不安定になってし
まったように思う。結婚を機に東京でも暮らすよう
になって、那須と東京を往復し、つくる側と買って
消費する側の両方に身を置いているだけにひとき
わ感じることだ。
　ここ数年間、日本でもトレーサビリティ*や認証
制度などが広がってきた。しかし、そうした仕組み

は信頼あってこそ。お店に並んでいる食品の安全
性が信じられなくなり、買うことができなくなってし
まった消費者。生産しているものの汚染に不安を
感じ、ようやく安全性が証明されたものの買っても
らえないという現実にショックを受けた農家。安全
な食品を提供し、提供されているという信頼感が
失せてしまっては、仕組みは意味を持たない。
　そうした状況にあって今私たちに求められるの
は、互いにコミュニケーションを図ろうとする姿勢
ではないだろうか。私も、有機農業が教えてくれた
「生命力」や自然の恵みを感じる暮らしについて
大勢の人に伝えるべく、全国を飛び回っている。
　仕事の都合でたった一晩になってしまうが、今
夜は那須に帰ろう。夜がやってくると、見渡す限り
の（といっても見えないが）真っ暗闇。脳がリセット 
され、地球と一緒にゆっくり休む時間だ。これか 
ら畑では、白菜が雪の布団にくるまって甘みをた 
くわえる。鍋料理が恋しい寒さの日は、収穫して 
元気をいただこう。命の力を誰かに伝えに飛び出
すために。

撮影／鍋島 徳恭

高木 美保（たかぎ みほ）
タレント。1962年東京都生まれ。1984年、映画「Wの悲劇」でデ
ビュー後、ドラマ「華の嵐」の主役をはじめ、NHK大河ドラマなどに
出演。またバラエティー番組にも挑戦し、お茶の間の人気者となる。
1998年11月、自然とともにある生活を求めて、栃木県那須高原に
住まいを移し、農業にも取り組む。現在は芸能活動のみならず、講演
や執筆業など幅広い活動を展開。著書多数あり。テレビ朝日「モー
ニングバード！」（木曜日）にレギュラーコメンテーターとして出演中。元気を

食べる
高木	美保

L I N T E C    E S S A Y
リンテック エッセー
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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、 

詩情あふれる油彩風景画で高い人気を誇る 
小
こば

林
やし

大
ひろ

彦
ひこ

氏の作品を採用した、2013年版
当社オリジナルカレンダー（当社高級印刷 
用紙使用）をお送りさせていただきました。

Q.当社の株主還元策として最も期待すること	
	 は何ですか？	

Q.		当社新聞広告をご覧になったことが	 	
	 ありますか？

Q.		当社の情報開示に関する活動として	 	
	 最も期待することは何ですか？

Q.				「WAVE」第47号で興味深かった	 	
	記事は何ですか？ (複数回答可)

配当に期待する声が多く、「安定配当」が46.4％で 
最多となりました。株主還元は当社の重要な経営課題
の一つであり、配当についても一層の充実を目指して
まいります。

ご覧になったことがあるかたが、前回のアンケートに比
べ約5％増の33.3％となりました。当社では一般紙
や経済紙などへの広告掲載を継続的に行っておりま 
すが、今後さらに社名認知度が高まるよう努めてまい
ります。

「WAVEなどの広報誌の充実」が46.7％となりまし
た。今後も皆様からのご意見などを参考に内容の充実
に努めてまいります。また、「マスメディアの活用」に
ついても新聞・テレビなどへの露出が増えるよう注力し 
てまいります。

前述のとおり、新コーナー「身の回りのリンテック製品」 
が大変好評でした。また、夏場の節電対策に有効な 
建物用ウインドーフィルムの新製品を扱った「主な動 
き・トピックス」も関心を集めました。

主な集計結果

　「WAVE」第47号 （2012年6月発行）において読者の皆様にご協力
をお願いしたアンケートでは、過去最高となる1,175通のご回答を頂き、
誠にありがとうございました。集計結果ならびにお寄せいただきました貴
重なご意見・ご要望をもとに、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。

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

今回頂戴いたしましたご意見・ご要望の中から幾つかについて、ご回答させていただきます。

ご意見・ご要望と当社からのご回答

	株主優待を導入してほしい
株主優待については、多くのご要望を頂いて 
おりますが、当社では業績拡大による株主 
価値の向上と配当によって、株主の皆様か 
らのご支援におこたえしていく方針であり、 
株主優待は実施しておりません。今後とも、
皆様のご期待にこたえるべく、株主還元の
充実に努めてまいります。

	円高に強い会社になってほしい
積極的に事業のグローバル化を推進する当社グループにとって、円高は海外での価格競争力の低下
を招く面もありますが、資材調達においてはコストを下げる効果があり、また、海外への投資の好機と
もいえます。今後、さらに海外の生産体制を強化し、資材の現地調達を増やしていくことで、円高の 
影響を軽減してまいります。

	「身の回りのリンテック製品」は分かりやすかった
前回の読者アンケートで「身の回りにどのようなリンテック製品があるのかをもっと紹介してほしい」
という声を多く頂き、第47号からスタートした新コーナーが大変好評でした。当社の製品は一般の
かたには分かりにくいものが多いので、当社を身近に感じていただくためにも、今後さまざまな製品
を誌面でご紹介していきます。

業績連動型配当
10.7%

安定配当
46.4%

自社株買い
6.2%

安定配当
46.4%

株主優待の導入
15.7%

適正株価の形成
20.5%

その他
0.5%

見たことがない
66.7%

見たことがある
33.3% 会社説明会の実施

10.3%

「WAVE」などの
広報誌の充実
46.7%

株主総会の充実
4.1%

ホームページの充実
12.2%

マスメディアの活用
25.0%

その他
1.7%

身の回りのリンテック製品

社長メッセージ

主な動き・トピックス
スペシャルレポート

LINTEC 工場探訪
決算情報

LINTEC ESSAY
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1株当たり配当金の推移（単位: 円）
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四半期連結財務ハイライト（2012年4月1日〜2012年9月30日） 事業セグメントおよび主な製品

印刷材・産業工材関連 洋紙・加工材関連

印刷・情報材事業
■ 印刷･情報材関連製品
◉   シール・ラベル用  

粘着紙・粘着フィルム
◉ ラベル印刷機

洋紙事業
■ 特殊紙
◉ 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

加工材事業
■ 剝離紙・剝離フィルム
◉ 粘着製品用剝離紙・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

売上高構成比

洋紙・加工材関連
18.1%

2013年3月期
第2四半期累計
96,076百万円

電子・光学関連
38.1%

印刷材・
産業工材関連
43.8%

営業利益構成比

洋紙・
加工材関連
42.9%

2013年3月期
第2四半期累計
5,714百万円

電子・
光学関連
29.6%

調整額
0.3%

印刷材・
産業工材関連
27.2%

産業工材事業
■ 産業材･工業材関連製品
◉ 自動車用粘着製品
◉ 太陽電池用バックシート
◉ 工業用粘着テープ
◉ バーコードプリンタ
◉ ラベリングマシン

■ 建装材関連製品
◉ 屋外看板・広告用フィルム
◉ 内装用化粧シート
◉ ウインドーフィルム

電子・光学関連

アドバンストマテリアルズ事業
■ 電子･情報通信材関連製品
◉ 半導体関連テープ・関連装置
◉ 積層セラミックコンデンサー製造用  
 コートフィルム
◉ RFID関連製品

■ 光デバイス関連製品
◉ タッチパネル関連製品

オプティカル材事業
■ 液晶ディスプレー関連製品
◉ 偏光･位相差フィルム／粘着加工
◉ 偏光フィルム／表面加工
◉ 偏光フィルム用保護フィルム

百万円

四半期（当期）純利益

8,500
（通期予想）

4,122

百万円

総資産・純資産

216,240

136,381

09/3 10/3 11/3 12/3 12/9
0
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営業利益
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百万円

売上高 第2四半期 通期 第2四半期 通期

96,076
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197,000
（通期予想） 

5,714

 12,000
（通期予想） 

（単位：百万円、1株当たり純利益除く） 2013年3月期 
（第2四半期累計）

2012年3月期 
（第2四半期累計） 増減（増減率） 2012年3月期

通期

 売上高 96,076 104,911  △8,835 ( △8.4％ ) 200,905 
 営業利益 5,714 8,908  △3,194 (△35.9％ ) 13,975 
 経常利益 5,633 8,756  △3,123 (△35.7％ ) 13,613 
 四半期（当期）純利益 4,122 5,879  △1,757 (△29.9％ ) 8,648 
 1株当たり四半期（当期）純利益（円） 55.19 78.01  △22.82 (△29.3％ ) 115.26 

（単位：百万円） 2013年3月期 
（第2四半期）

2012年3月期 
通期 増減（増減率）

 総資産 216,240 210,203  6,037 (2.9％ )

 純資産 136,381 132,847  3,534 (2.7％ )
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四半期連結財務諸表
四半期連結貸借対照表（単位：百万円） 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書（単位：百万円）

四半期連結損益計算書 四半期連結包括利益計算書

四半期連結キャッシュ・フロー計算書（単位：百万円）

1

2

3

1  資産合計    「現金及び預金」、「たな卸資産」、「有形固定資産」が増加したことなどにより、総資産は6,037百万円
増加しました。

2  負債合計   「その他流動負債」が減少した一方、「支払手形及び買掛金」が増加したことなどにより、負債は2,503
百万円増加しました。

3  純資産合計 「利益剰余金」、「為替換算調整勘定」の増加などにより、純資産は3,534百万円増加しました。

4  売上高 アドバンストマテリアルズ事業は増加したものの、そのほかの事業が減少し、売上高は8,835百万円 
 減少しました。

5  営業利益   売上高の減少に加え、「販売費及び一般管理費」の増加により、営業利益は3,194百万円減少しました。

6  四半期純利益   営業利益の減少などにより、四半期純利益は1,757百万円減少しました。

ポイント!

当第2四半期 
連結会計期間

前連結
会計年度

資産の部

　流動資産

　　現金及び預金 42,818 40,907

　　受取手形及び売掛金 64,492 64,765

　　たな卸資産 28,154 27,217

　　その他 5,590 4,585

　　貸倒引当金 △257 △246

　　流動資産合計 140,797 137,229

　固定資産

　　有形固定資産

　　　建物及び構築物（純額） 25,565 25,159

　　　機械装置及び運搬具（純額） 22,530 23,348

　　　土地 9,252 9,238

　　　建設仮勘定 5,108 2,716

　　　その他（純額） 1,802 1,810

　　　有形固定資産合計 64,260 62,273

　　無形固定資産 2,936 2,345

　　投資その他の資産

　　　その他 8,474 8,529

　　　貸倒引当金 △228 △175

　　　投資その他の資産合計 8,245 8,354

　　固定資産合計 75,442 72,973

　資産合計 216,240 210,203

当第2四半期
連結累計期間

前第2四半期
連結累計期間

少数株主損益調整前 
四半期純利益 4,117 5,923 

その他の包括利益 892 1,541 

四半期包括利益 5,009 7,464 

当第2四半期 
連結会計期間

前連結
会計年度

負債の部

　流動負債

　　支払手形及び買掛金 49,200 45,612

　　短期借入金 1,420 1,320

　　未払法人税等 1,586 1,223

　　役員賞与引当金 32 30

　　その他 12,137 13,888

　　流動負債合計 64,377 62,075

　固定負債

　　退職給付引当金 14,012 13,914

　　環境対策引当金 132 132

　　その他 1,336 1,232

　　固定負債合計 15,481 15,279

　負債合計 79,859 77,355

純資産の部

　株主資本

　　資本金 23,201 23,201

　　資本剰余金 26,830 26,830

　　利益剰余金 96,909 94,281

　　自己株式 △ 2,751 △2,750

　　株主資本合計 144,190 141,561

　その他の包括利益累計額

　　その他有価証券評価差額金 △85 117

　　為替換算調整勘定 △8,508 △9,561

　　在外子会社年金債務調整額 △164 △160

　　その他の包括利益累計額合計 △8,758 △9,604

　新株予約権 113 94

　少数株主持分 836 796

　純資産合計 136,381 132,847

負債純資産合計 216,240 210,203

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 10,819 8,091

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,168 △ 4,605

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,504 △ 3,370

現金及び現金同等物に係る 
換算差額 241 382

現金及び現金同等物の増減額
（△は減少） 3,387 497

現金及び現金同等物の期首残高 36,036 35,188

現金及び現金同等物の 
四半期末残高 39,424 35,686

4

6

5

当第2四半期
連結累計期間

前第2四半期
連結累計期間

売上高 96,076 104,911 

売上原価 75,587 82,112 

売上総利益 20,488 22,798 

販売費及び一般管理費 14,774 13,889 

営業利益 5,714 8,908 

営業外収益 315 299 

営業外費用 396 451 

経常利益 5,633 8,756 

特別利益 23 22

特別損失 43 235

税金等調整前四半期純利益 5,613 8,543 

法人税、住民税及び事業税 1,655 2,523 

法人税等調整額 △158 97 

法人税等合計 1,496 2,620 

少数株主損益調整前 
四半期純利益 4,117 5,923 

少数株主利益 △5 43 

四半期純利益 4,122 5,879 

決算情報
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IRメール 
配信サービスの 
お知らせ

株主・投資家の皆様へ
さまざまなニュースをタイ 
ムリーにお届けするため、 
IRメール配信サービスを
提供しております。配信
をご希望のかたは、当社
IR情報サイトよりご登録
をお願いいたします。

http://www.lintec.co.jp/ir/

会社名 資本金 出資比率 主な事業内容

 国内
リンテックコマース株式会社 ￥ 400,000,000 100% 印刷材・産業工材関連製品の加工販売
リンテックサインシステム株式会社 ￥ 40,000,000 100% 印刷材・産業工材関連製品の加工販売

富士ライト株式会社  ￥ 18,000,000 83.3% 印刷材・産業工材および洋紙・加工材 
関連製品の加工販売

株式会社レンリ ￥ 10,000,000 100% 洋紙・加工材関連製品の加工販売
 海外
LINTEC USA HOLDING, INC. US$ 100 100% 持株会社
MADICO, INC. US$ 200,000 100%* 印刷材・産業工材関連製品の製造販売
MADICO WINDOW FILMS, INC. US$  101,000 100%* 印刷材・産業工材関連製品の製造販売

LINTEC OF AMERICA, INC.  US$ 1,000 100%* 印刷材・産業工材および電子・光学関連 
製品の販売および研究開発

LINTEC EUROPE B.V.  € 81,680 100% 印刷材・産業工材および洋紙・加工材 
関連製品の販売

LINTEC ADVANCED TECHNOLOGIES（EUROPE）GMBH € 250,000 100% 電子・光学関連製品の販売

琳得科（蘇州）科技有限公司  US$ 38,800,000 100% 印刷材・産業工材および洋紙・加工材 
関連製品の製造販売

琳得科（天津）実業有限公司 US$ 6,920,000 100% 印刷材・産業工材関連製品の製造販売
普林特科（天津）標簽有限公司 ¥ 500,000,000 100% 印刷材・産業工材関連製品の製造販売
LINTEC ADVANCED TECHNOLOGIES（SHANGHAI）, INC. US$ 300,000 100% 電子・光学関連製品の販売 
LINTEC SPECIALITY FILMS（TAIWAN）, INC. NT$ 361,000,000 100% 電子・光学関連製品の製造販売
LINTEC ADVANCED TECHNOLOGIES（TAIWAN）, INC. NT$  146,500,000 100% 電子・光学関連製品の販売
LINTEC KOREA, INC. W 25,000,000,000 100% 電子・光学関連製品の製造販売
LINTEC SPECIALITY FILMS（KOREA）, INC. W 12,000,000,000 100% 電子・光学関連製品の製造販売
LINTEC ADVANCED TECHNOLOGIES（KOREA）, INC. W 2,820,000,000 100% 電子・光学関連製品の販売
PT. LINTEC INDONESIA US$ 17,000,000 65% 印刷材・産業工材関連製品の製造販売

LINTEC SINGAPORE PRIVATE LIMITED  S$ 500,000 100% 印刷材・産業工材および電子・光学関連 
製品の販売

LINTEC（THAILAND）CO., LTD.   1,500,000,000 100% 印刷材・産業工材および洋紙・加工材 
関連製品の製造販売

LINTEC INDUSTRIES（MALAYSIA）SDN. BHD. RM 50,000,000 100% 電子・光学関連製品の製造販売
LINTEC INDUSTRIES（SARAWAK）SDN. BHD. RM 2,384,300 100% 電子・光学関連製品の製造販売

 印刷材・産業工材関連　● 電子・光学関連　  洋紙・加工材関連 *間接所有

社 名 リンテック株式会社（英文：LINTEC Corporation） 
［証券コード：7966］

本 社 東京都板橋区本町23番23号
設 立 1934年10月
資 本 金 232億130万4,911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：4,286人　単体：2,564人（2012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、熊谷、千葉、龍野、新宮、小松島、三島、土居、新居浜 
テクノロジーセンター／伊奈　研究所／蕨　海外事務所／上海  
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会社概要 （2012年9月30日現在）

連結子会社一覧  （2012年9月30日現在）

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1,869,073株を除く） 74,695,167株
単元株式数 100株
株主数 9,152人

株価および出来高の推移
（2011年10月〜 2012年9月）

金融機関
20.67%
証券会社
0.49%

その他の法人
34.60%

自己株式
2.44%

個人その他
20.18%

外国法人等
21.62%

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 http://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丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社

・郵便物送付先 〒137–8081　
東京都江東区東砂7丁目10番11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 http://www.tr.mufg.jp/daikou/

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。

株主メモ

所有者別分布比率

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 29.10
日本トラスティ・サービス 
信託銀行株式会社（信託口９） 2,861 3.83

日本トラスティ・サービス 
信託銀行株式会社（信託口） 2,673 3.58

日本マスタートラスト 
信託銀行株式会社（信託口） 2,500 3.35

ザ チェース マンハッタン バンク  
エヌエイ ロンドン エス エル  
オムニバス アカウント

2,430 3.25

庄司たみ江 2,296 3.08
全国共済農業協同組合連合会 2,295 3.07
塩飽恵以子 2,043 2.74
有限会社啓友社 1,105 1.48
ノーザン トラスト カンパニー  
エイブイエフシー リ 
ノーザン トラスト ガンジー  
アイリッシュ クライアンツ

950 1.27

注1.  当社は自己株式1,869,073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1,869,073株を控除して 
計算しております。

（円）株価

出来高（百株）
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●   本社　〒173–0001　東京都板橋区本町23番23号  
URL　http://www.lintec.co.jp/

発行　広報・IR室 TEL.（03）5248–7741  2012年12月
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代表取締役社長
社長執行役員　大内 昭彦
スペシャルレポート

スマートフォンとリンテック
リンテックの注目製品×研究員
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