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にともない、個人情報の保護管理体制の構築をはかるため、全社的な取り組みを推進してまいり
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　当中間期の経済・市場環境

　当第２四半期連結累計期間（2019年３月１日～2019年８月

31日）における我が国経済は、米中貿易摩擦や中東情勢の悪化な

どを背景にした世界経済の減速を受けて輸出の伸び悩みが続い

たものの、個人消費や設備投資、公共投資などの内需が堅調に推

移したことにより景気を下支えしました。一方で、混迷する世界情

勢の影響により足許では企業業績やインバウンド需要にも陰りが

見えており、情勢が更に悪化することになれば、国内の景気後退リ

スクが高まってくるものと予想されます。

　当業界におきましては、企業のペーパーレス化や国内での人口

の減少を背景とする構造的な需要の減退は不可避の状況にあり、

個人需要をターゲットとした販売戦略の流れが進むとともに、専

門小売店から量販店・通販への販売チャネルのシフトや、海外マー

ケット進出への取り組みも更に強まっていく状況にあります。

　当中間期の取り組み

　このような状況のもと、当社グループでは事務用品等事業にお

きまして「良い品はお徳です」をモットーに、お客様に喜ばれる製

品・機能性やデザイン性に優れた魅力ある製品の開発を積極的に

進め、売上の拡大に努めてまいりました。

　主な新製品としましては、働く女性をターゲットにした「Ｂｌｏｏ

ｍｉｎ（ブルーミン）シリーズ」や新たな働き方の可能性を拡げる

「ＳＭＡＲＴ ＦＩＴ ＡＬＴＮＡ（スマートフィットオルトナ）シリーズ」が

代表取締役会長
田中 経久

代表取締役社長
田中 宏和

アイテムを拡充させて売上を伸ばしたほか、第28回日本文具大賞の

機能部門優秀賞を受賞した「ＡＱＵＡ　ＤＲＯＰｓ（アクアドロップス）

ドキュメントファイル」、コンパクトに収納できる折りたたみ式の

「コンパクトスライドカッター」等もご好評をいただきました。

　また既存製品では、シリコン素材の動物シリーズ「ＳＭＡＲＴ ＦＩＴ 

ＰｕｎｉＬａｂｏ（スマートフィットプニラボ）シリーズ」や机収納

シリーズの「机上台」、「ＡＱＵＡ ＤＲＯＰｓ（アクアドロップス）クリップ

ファイル」、「ルーパーファイル」等が引き続き堅調に売上を伸ばし

ました。

　しかしながら事務用品等事業では、このような新製品の積極的

な投入が売上に貢献したものの、想定額には及ばなかったため既

製品の落ち込みをカバーし切れず、前年同期比減収となりました。

　一方で不動産賃貸事業につきましては、テナントの入居率が良

好な水準で推移するとともに、賃料単価の確保にも努めたことで、

前年同期比増収となりました。

　当中間期の業績
　

　以上により、当第２四半期連結累計期間における売上高は

5,094百万円（前年同期比1.9％減）となりました。

　利益面につきましては、売上の減少に加えて原材料や外注製品

の仕入価格が上昇したことにより、営業利益は265百万円（前年

同期比26.5％減）、経常利益は244百万円（前年同期比37.6％

減）、親会社株主に帰属する当期純利益は162百万円（前年同期

比30.0％減）となりました。

　通期の見通し

　通期の当社グループの見通しにつきましては、事務用品等事業

ではＳＭＡＲＴ ＦＩＴ　ＰｕｎｉＬａｂｏシリーズ、机収納シリーズ、

ＳＭＡＲＴ ＦＩＴ ＡＬＴＮＡシリーズ等パーソナル向けの新製品が

引き続き堅調に推移していく一方で、既存製品の落ち込みは避け

られないことから新製品の積極的な投入によりカバーしていくもの

と見込まれます。

　販売チャネルについては、国内市場では専門小売店向けを中心

に縮小していく傾向にありますが、通販・量販向けを強化するとと

もに、海外向けも伸張していくものと見込まれます。

　また、不動産賃貸事業では、本社ビルのテナント入居率が引き

続き良好な水準を維持するとともに、下期より新築の東京支店ビ

ルの一部賃貸が開始となり、通期では増収が見込まれます。

　一方で利益面では、原材料や外注製品の仕入価格上昇による

コスト増加や消費税引き上げに伴う値下げ圧力等が懸念され、引

き続き厳しい環境が続くものと見込まれます。

　以上により2020年2月期通期の売上高は10,300百万円（前

連結会計年度比は2.2％増）、営業利益は500百万円（前連結会

計年度比は28.9％減）、経常利益は500百万円（前連結会計年度

比は32.4％減）、親会社株主に帰属する当期純利益は350百万

円（前連結会計年度比は25.3％減）を見込んでおります。

　株主の皆様におかれましては、今後ともより一層のご支援とご

鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

2019年11月

株 主 の 皆 様 へ

PICK UP ITEM

ご あ い さつ
　株主の皆様には平素より格別のご高配を賜り厚くお礼
申し上げます。
　さて、当社グループの第72期中間期（2019年３月１日
から2019年８月31日まで）の決算にあたり、事業の概況
をご報告申し上げます。

プニラボ

シリコン素材の動物シリーズに
新しい仲間と新アイテムが登場。

ツイストノート with ペン
（メモサイズ）

Pastello ツイストノート
やさしい花がぱっと咲くように
あなたの毎日が
華やかな時間に包まれます。

ブルーミン

サッと取り出してスグに書ける！
便利な専用ペン付きメモ。

ツイストノートに人気の
パステルカラーが登場。
使い方に合わせて選べる５サイズ。

新しい機能性と上質感を
融合させたSMART  FIT
シリーズの上級ライン。

スマート
フィット
オルトナ
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　当中間期の経済・市場環境

　当第２四半期連結累計期間（2019年３月１日～2019年８月

31日）における我が国経済は、米中貿易摩擦や中東情勢の悪化な

どを背景にした世界経済の減速を受けて輸出の伸び悩みが続い

たものの、個人消費や設備投資、公共投資などの内需が堅調に推

移したことにより景気を下支えしました。一方で、混迷する世界情

勢の影響により足許では企業業績やインバウンド需要にも陰りが

見えており、情勢が更に悪化することになれば、国内の景気後退リ

スクが高まってくるものと予想されます。

　当業界におきましては、企業のペーパーレス化や国内での人口

の減少を背景とする構造的な需要の減退は不可避の状況にあり、

個人需要をターゲットとした販売戦略の流れが進むとともに、専

門小売店から量販店・通販への販売チャネルのシフトや、海外マー

ケット進出への取り組みも更に強まっていく状況にあります。

　当中間期の取り組み

　このような状況のもと、当社グループでは事務用品等事業にお

きまして「良い品はお徳です」をモットーに、お客様に喜ばれる製

品・機能性やデザイン性に優れた魅力ある製品の開発を積極的に

進め、売上の拡大に努めてまいりました。

　主な新製品としましては、働く女性をターゲットにした「Ｂｌｏｏ

ｍｉｎ（ブルーミン）シリーズ」や新たな働き方の可能性を拡げる

「ＳＭＡＲＴ ＦＩＴ ＡＬＴＮＡ（スマートフィットオルトナ）シリーズ」が

代表取締役会長
田中 経久

代表取締役社長
田中 宏和

アイテムを拡充させて売上を伸ばしたほか、第28回日本文具大賞の

機能部門優秀賞を受賞した「ＡＱＵＡ　ＤＲＯＰｓ（アクアドロップス）

ドキュメントファイル」、コンパクトに収納できる折りたたみ式の

「コンパクトスライドカッター」等もご好評をいただきました。

　また既存製品では、シリコン素材の動物シリーズ「ＳＭＡＲＴ ＦＩＴ 

ＰｕｎｉＬａｂｏ（スマートフィットプニラボ）シリーズ」や机収納

シリーズの「机上台」、「ＡＱＵＡ ＤＲＯＰｓ（アクアドロップス）クリップ

ファイル」、「ルーパーファイル」等が引き続き堅調に売上を伸ばし

ました。

　しかしながら事務用品等事業では、このような新製品の積極的

な投入が売上に貢献したものの、想定額には及ばなかったため既

製品の落ち込みをカバーし切れず、前年同期比減収となりました。

　一方で不動産賃貸事業につきましては、テナントの入居率が良

好な水準で推移するとともに、賃料単価の確保にも努めたことで、

前年同期比増収となりました。

　当中間期の業績
　

　以上により、当第２四半期連結累計期間における売上高は

5,094百万円（前年同期比1.9％減）となりました。

　利益面につきましては、売上の減少に加えて原材料や外注製品

の仕入価格が上昇したことにより、営業利益は265百万円（前年

同期比26.5％減）、経常利益は244百万円（前年同期比37.6％

減）、親会社株主に帰属する当期純利益は162百万円（前年同期

比30.0％減）となりました。

　通期の見通し

　通期の当社グループの見通しにつきましては、事務用品等事業

ではＳＭＡＲＴ ＦＩＴ　ＰｕｎｉＬａｂｏシリーズ、机収納シリーズ、

ＳＭＡＲＴ ＦＩＴ ＡＬＴＮＡシリーズ等パーソナル向けの新製品が

引き続き堅調に推移していく一方で、既存製品の落ち込みは避け

られないことから新製品の積極的な投入によりカバーしていくもの

と見込まれます。

　販売チャネルについては、国内市場では専門小売店向けを中心

に縮小していく傾向にありますが、通販・量販向けを強化するとと

もに、海外向けも伸張していくものと見込まれます。

　また、不動産賃貸事業では、本社ビルのテナント入居率が引き

続き良好な水準を維持するとともに、下期より新築の東京支店ビ

ルの一部賃貸が開始となり、通期では増収が見込まれます。

　一方で利益面では、原材料や外注製品の仕入価格上昇による

コスト増加や消費税引き上げに伴う値下げ圧力等が懸念され、引

き続き厳しい環境が続くものと見込まれます。

　以上により2020年2月期通期の売上高は10,300百万円（前

連結会計年度比は2.2％増）、営業利益は500百万円（前連結会

計年度比は28.9％減）、経常利益は500百万円（前連結会計年度

比は32.4％減）、親会社株主に帰属する当期純利益は350百万

円（前連結会計年度比は25.3％減）を見込んでおります。

　株主の皆様におかれましては、今後ともより一層のご支援とご

鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

2019年11月

株 主 の 皆 様 へ

PICK UP ITEM

ご あ い さつ
　株主の皆様には平素より格別のご高配を賜り厚くお礼
申し上げます。
　さて、当社グループの第72期中間期（2019年３月１日
から2019年８月31日まで）の決算にあたり、事業の概況
をご報告申し上げます。

プニラボ

シリコン素材の動物シリーズに
新しい仲間と新アイテムが登場。

ツイストノート with ペン
（メモサイズ）

Pastello ツイストノート
やさしい花がぱっと咲くように
あなたの毎日が
華やかな時間に包まれます。

ブルーミン

サッと取り出してスグに書ける！
便利な専用ペン付きメモ。

ツイストノートに人気の
パステルカラーが登場。
使い方に合わせて選べる５サイズ。

新しい機能性と上質感を
融合させたSMART  FIT
シリーズの上級ライン。

スマート
フィット
オルトナ

21

第72期 中間決算報告書第72期 中間決算報告書

第72期中間決算報告書　株主通信／2稿／2019.10.15



毎日の暮らしを快適にし、マーケットの   主役となる新製品を開発しております。

インデックス仕切りに
書類をはさむだけで
分類・整理ができる！
持ち運びにも便利な
薄型タイプ。

ロッカーや書庫などのスチール面に
強力磁石でしっかり貼り付くマグネットラック。

ペットボトルを入れて冷蔵庫の横に。 側面に引き出しハンドル付き。

キッチン用品を入れて
冷蔵庫の横に。

エチケット用品を入れて
ロッカー扉に。

工具セットを入れて
キャビネット横に。間口が大きく

開きます。

側面を押せば
間口が広がって
取り出しやすく
なります。

背面は
カードポケット。

ストッパー

吊り下げ
リング

ゴムバンドを外し、仕切りを
広げて書類をはさみます。

フタを閉じてから
表紙を閉じます。

ゴムバンドで書類が横から
抜け落ちるのを防ぎます。

マグネットラック・Ｌ＜横型＞

オフィス内の移動バッグとして大好評!

『文紙MESSE2019』の
機能性部門で
グランプリにあたる
「最優秀知事賞」を
受賞致しました。

ツールバッグ
（ヨコ型）

軽いのに
しっかり自立する、
大容量で便利な
ツールバッグ。

ツールバッグ
（タテ型）

持ち運びに便利な
シンプルタイプの
大容量ツールバッグ。

ツールバッグ 
ライト

オフィス内の移動用バッグや、車内のツールバッグなどで大活躍。

オフィス・車内のツールバッグやお出かけ時のレジャーバッグとして。

おでかけ時のレジャーバッグとして。

大容量

大容量

MAGNET RACK
マグネットラック

マグネットラック・Ｌ
＜縦型＞

マグネットラック・Mマグネットラック・S

スリムキーケースパスポーチ

寝ころびペンポーチ

 寝ころびポーチ エッグポーチ／
エッグポーチ ＢＩＧサイズ

スタンドペンケース BIGサイズスタンドペンケース

書類のとじ方
1 2 3180°大きく開く

フタ

ドキュメントファイル

BIG サイズ

かわいい
手のり
サイズ

ペンが
約22本
入ります。

ペンが
約15本
入ります。

ペンが
約14本
入ります。

プニラボ

シリコン素材の動物シリーズに新しい仲間と新アイテムが登場。

カギは
１～３本程度
収納
できます。

受賞しました！

限定品 限定品

受賞しました！
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毎日の暮らしを快適にし、マーケットの   主役となる新製品を開発しております。

インデックス仕切りに
書類をはさむだけで
分類・整理ができる！
持ち運びにも便利な
薄型タイプ。

ロッカーや書庫などのスチール面に
強力磁石でしっかり貼り付くマグネットラック。

ペットボトルを入れて冷蔵庫の横に。 側面に引き出しハンドル付き。

キッチン用品を入れて
冷蔵庫の横に。

エチケット用品を入れて
ロッカー扉に。

工具セットを入れて
キャビネット横に。間口が大きく

開きます。

側面を押せば
間口が広がって
取り出しやすく
なります。

背面は
カードポケット。

ストッパー

吊り下げ
リング

ゴムバンドを外し、仕切りを
広げて書類をはさみます。

フタを閉じてから
表紙を閉じます。

ゴムバンドで書類が横から
抜け落ちるのを防ぎます。

マグネットラック・Ｌ＜横型＞

オフィス内の移動バッグとして大好評!

『文紙MESSE2019』の
機能性部門で
グランプリにあたる
「最優秀知事賞」を
受賞致しました。

ツールバッグ
（ヨコ型）

軽いのに
しっかり自立する、
大容量で便利な
ツールバッグ。

ツールバッグ
（タテ型）

持ち運びに便利な
シンプルタイプの
大容量ツールバッグ。

ツールバッグ 
ライト

オフィス内の移動用バッグや、車内のツールバッグなどで大活躍。

オフィス・車内のツールバッグやお出かけ時のレジャーバッグとして。

おでかけ時のレジャーバッグとして。

大容量

大容量

MAGNET RACK
マグネットラック

マグネットラック・Ｌ
＜縦型＞

マグネットラック・Mマグネットラック・S

スリムキーケースパスポーチ

寝ころびペンポーチ

 寝ころびポーチ エッグポーチ／
エッグポーチ ＢＩＧサイズ

スタンドペンケース BIGサイズスタンドペンケース

書類のとじ方
1 2 3180°大きく開く

フタ

ドキュメントファイル

BIG サイズ

かわいい
手のり
サイズ

ペンが
約22本
入ります。

ペンが
約15本
入ります。

ペンが
約14本
入ります。

プニラボ

シリコン素材の動物シリーズに新しい仲間と新アイテムが登場。

カギは
１～３本程度
収納
できます。

受賞しました！

限定品 限定品

受賞しました！
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［ 部門紹介 ］
　ノート・バインダーやクリヤーブック等を展開しています。
当社のクリヤーブックはページめくりがスムーズな製本タイプ
のクリヤーブックをはじめ、高透明ポケットタイプ等豊富なバリ
エーションが揃っています。

［ 主要製品 ］
クリヤーブック、クリヤーポケット、ツイストノート、
多穴リングバインダー、コンピューターバインダー

部門別業績の概況

ファイル部門

［ 業績の概況 ］
　ＡＱＵＡ ＤＲＯＰｓ（アクアドロップス）クリップファイル、
ＳＭＡＲＴ ＦＩＴ（スマートフィット）クリップファイルが好調
に売上を伸ばし、ルーパーファイル・カラークリヤーホル
ダー等が引き続き安定した売上を確保いたしましたが、リ
ングファイル等法人向けの既存製品の売上が伸び悩みま
した。その結果、ファイル部門の売上高は1,534百万円（前
年同期比6.4％減）となりました。

バインダー・
クリヤーブック部門

［ 業績の概況 ］
　ＲＥＱＵＥＳＴシリーズのクリヤーポケットの売上が堅調
に推移したことに加えて、通販向けＯＥＭ製品も順調に売
上を伸ばしましたが、クリヤーブック、ツイストノート等の製
品で成熟化が進み、売上が伸び悩みました。その結果、バ
インダー・クリヤーブック部門の売上高は1,059百万円（前
年同期比4.4％減）となりました。

収納整理用品部門

［ 業績の概況 ］
　ＳＭＡＲＴ ＦＩＴ ＰｕｎｉＬａｂｏ（スマートフィットプニラ
ボ）シリーズのスタンドペンケースや机収納シリーズの机上
台、ＳＭＡＲＴ ＦＩＴ ＡＬＴＮＡ（スマートフィットオルトナ）
シリーズのツールバッグ、Ｂｌｏｏｍｉｎ（ブルーミン）シリー
ズのスタンドペンケース等が売上を伸ばしました。その結
果、収納整理用品部門の売上高は1,771百万円（前年同
期比2.4％増）となりました。

その他事務用品部門

［ 業績の概況 ］
　コンパクトホッチキス、コンパクトスライドカッターの売
上が堅調に推移しましたが、病院向けメディカル用品等が
総じて伸び悩みました。その結果、その他事務用品部門の
売上高は514百万円（前年同期比3.6％減）となりました。

事 務 用 品 等 事 業  連結売上高4,878百万円 構成比率95.8％

不 動 産 賃 貸 事 業  連結売上高216百万円 構成比率4.2％

34.8% 10.1%

4.2%
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［ 部門紹介 ］
　ファイリングの用途に応じた様々なタイプのファイルを展開
しています。しっかりととじることができる「穴をあけてとじる
ファイル」と、クリヤーホルダー等のような整理に便利な「穴を
あけずにとじるファイル」に区分されます。

［ 主要製品 ］
クリヤーホルダー、リングファイル、パンチレスファイル、
ルーパーファイル、クリップファイル

［ 部門紹介 ］
　筆記具をスマートに収納できるペンケース、書類、文具等の
持ち歩きに便利なバッグ、様々なものの収納に便利なクリヤー
ケースや、デスクトレー、クリップボード等を展開しています。
軽くて丈夫な持ち運びのしやすさを実現したバッグ等様々な
製品を揃えています。

［ 主要製品 ］
ペンケース
机上台
クリップボード
クリヤーケース
バッグ・イン・バッグ
デスクトレー
カードホルダー

［ 主要製品 ］
オートパンチ
コンパクトパンチ
コンパクトホッチキス
コンパクトスライドカッター
ペーパードリル
カルテフォルダー
多穴パンチ

［ 部門紹介 ］
　書類に穴をあけるオートパンチやペーパードリル、コンパクト
に収納できるホッチキス、パンチ、スライドカッター、医療機関
でのカルテ整理に適したメディカル用品等を展開しています。

［ 業績の概況 ］
　不動産賃貸事業は、売上高は216百万円（前年同期比18.2％増）となり、営業利益は67百万円（前年同期比

100.2％増）となりました。

　連結子会社大江ビルサービス（株）が、大江ビル（本社）、大阪配送センター等の不動産管理を行っています。
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（注 1）記載金額は表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

（注 2）「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第 28 号平成 30
年 2 月 16 日）等を第 1 四半期連結会計期間の期首から適用しており、前第 2 四半
期連結会計期間末及び前連結会計年度末に係る数値については、当該会計基準等を
遡って適用した後の数値となっております。

科目
当第2四半期

連結会計期間末
（2019年8月31日現在）

前第2四半期
連結会計期間末
（2018年8月31日現在）

前連結会計年度末
（2019年2月28日現在）

資産の部
　流動資産 5,851 5,739 6,080
　固定資産 7,149 7,406 7,315
　　有形固定資産 5,883 5,712 5,829
　　無形固定資産 22 32 27
　　投資その他の資産 1,243 1,662 1,458
　資産合計 13,000 13,146 13,395
負債の部
　流動負債 1,457 1,596 1,720
　固定負債 2,376 2,364 2,380
　負債合計 3,833 3,961 4,101
純資産の部
　株主資本 8,845 8,548 8,784
　　資本金 1,830 1,830 1,830
　　資本剰余金 1,411 1,411 1,411
　　利益剰余金 6,003 5,707 5,942
　　自己株式 △ 400 △ 400 △ 400
　その他の包括利益累計額合計 322 636 510
　　その他有価証券評価差額金 328 614 472
　　繰延ヘッジ損益 △ 40 △ 0 0
　　為替換算調整勘定 99 105 111
　　退職給付に係る調整累計額 △ 65 △ 83 △ 73
　純資産合計 9,167 9,185 9,294
　負債・純資産合計 13,000 13,146 13,395

科目
当第2四半期
連結累計期間

（　　）
前第2四半期
連結累計期間

（　　）
前連結会計年度

（　　）
売上高 5,094 5,193 10,080
　売上原価 3,376 3,377 6,476
売上総利益 1,717 1,815 3,604
　販売費及び一般管理費 1,452 1,453 2,901
営業利益 265 361 703
　営業外収益 20 37 54
　営業外費用 42 7 17
経常利益 244 392 740
　特別利益 － － 38
　特別損失 5 2 28
税金等調整前四半期純利益
又は税金等調整前当期純利益 239 389 749
　法人税等 76 156 281
四半期純利益又は当期純利益 162 232 468
親会社株主に帰属する四半期純利益
又は親会社株主に帰属する当期純利益 162 232 468

科目
当第2四半期
連結累計期間

（　　）
前第2四半期
連結累計期間

（　　）
前連結会計年度

（　　）
営業活動によるキャッシュ・フロー 930 247 △ 3
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 254 △ 323 △ 618
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 54 △ 75 55
現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 1 △ 1 △ 1
現金及び現金同等物の増減額 620 △ 153 △ 568
現金及び現金同等物の期首残高 1,271 1,840 1,840
現金及び現金同等物の期末残高 1,892 1,686 1,271

（注）記載金額は表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

自2019年3月  1日
至2019年8月31日

自2019年3月  1日
至2019年8月31日

自2018年3月  1日
至2018年8月31日

自2018年3月  1日
至2018年8月31日

自2018年3月  1日
至2019年2月28日

自2018年3月  1日
至2019年2月28日

連結貸借対照表 （単位：百万円） 連結損益計算書 （単位：百万円）

連結キャッシュ・フロー計算書（単位：百万円）

（注）記載金額は表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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■ 不動産賃貸事業

　 216百万円
　 4.2％

連結売上高
5,094百万円

■ その他事務用品部門

　 514百万円
　 10.1％

■ ファイル部門

　 1,534百万円
　 30.1％

■ 事務用品等事業

　 4,878百万円
　 95.8％

■ 収納整理用品部門

　 1,771百万円
　 34.8％

2018年
2月期末

2018年
2月期

2019年
2月期末

2019年
2月期

13,39513,636
10,080

2020年
2月期中間期末

2020年
2月期（予想）

13,000
10,300

総資産
自己資本比率

■ バインダー・
　 クリヤーブック部門

　 1,059百万円
　 20.8％

66.2
69.4 70.5

連結売上高期末

（注）記載金額は表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

部門別売上高

10,034

（単位：百万円・％）総資産・自己資本比率 連結売上高 （単位：百万円）

連結売上高中間

5,0945,1935,116
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国　内　　　大江ビルサービス株式会社
　　　　　　  （大阪府大阪市）

海　外　　　LIHIT LAB. VIETNAM INC.
　　　　　　  （ベトナム社会主義共和国ハイフォン市）
　　　　　　  （ISO9001, ISO14001 認証取得） 
　　　　　　  （SA8000：2008 認証取得）

商 　 　 号

創 　 　 業

設 　 　 立

資 本 金

事 業 内 容

従 業 員 数

ホームページアドレス

株式会社リヒトラブ
（英文名  LIHIT LAB., INC.）

昭和 13 年 5 月

昭和 23 年 5 月

18 億 3000 万円

事務用品の製造・販売および不動産の賃貸

167 名 

www.lihit-lab.com/

代表取締役会長
代表取締役社長
常務取締役
常務取締役
取締役
取締役
取締役
取締役※

監査役（常勤）
監査役（常勤）
監査役※
監査役※
執行役員
執行役員
執行役員
執行役員
執行役員

田中　経久
田中　宏和
田中　文浩
道家　義則
田中　収一
有本　佳照
早川　大介
大澤　政人

上野　鉃二
林　　　毅
山下　忠雄
和中　修二
樋上　誠治
室田　徹紀
後藤　文宣
安達　和史
金谷　　寛

（注） ※印の取締役は社外取締役、監査役は社外監査役であります。

本　　社

東京支店

営 業 所

　札　幌

　名古屋

　広　島

　福　岡

静岡事業部

〒540-8526 大阪市中央区農人橋1-1-22

〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町1-6-6

〒003-0804 札幌市白石区菊水4条2-1-6政陽ビル

〒460-0011 名古屋市中区大須1-7-2加賀ビル3F

〒732-0827 広島市南区稲荷町1-1ロイヤルタワー10F

〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-3-11 KDX博多南ビル2F

〒439-0031 静岡県菊川市加茂1300-10

LIHIT LAB. VIETNAM INC.

静岡事業部 

東京支店

会社概要 （2019年8月31日現在）

役員・執行役員 （2019年8月31日現在）

事業所 （2019年8月31日現在）

関連子会社 （2019年8月31日現在）
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会社が発行する株式の総数
発 行 済 株 式 の 総 数

株 主 数

リヒトラブ共栄会
田中 経久
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱UFJ 銀行
日本生命保険相互会社
明治安田生命保険相互会社
リヒト精光株式会社
シーダム株式会社
DBS BANK LTD. 700152
第一樹脂工業株式会社

4,000,000 株
1,907,850 株 

（自己株式 210,914 株を含む）
1,582 名

155
86
73
65
54
52
36
24
23
22

： 
： 

： 

（注）株式数は千株未満を切り捨て、また自己株式210,914株を保有しておりますが、 
上記大株主から除いて表示しております。

株 主 名 持株数（千株）

個人その他
（87.7%）

外国法人等
（1.1%）

その他の法人
（9.6%）

自己名義株式
（0.1%）

金融機関
（0.5%）

金融商品取引業者
（1.0%）

株主数
個人その他
（43.2%）

外国法人等
（2.4%）

その他の法人
（28.7%）

金融機関
（14.3%）

金融商品取引業者
（0.4%）

自己名義株式
（11.0%）

株式数

事 業 年 度

期末配当金受領株主確定日

中間配当金受領確定日

定 時 株 主 総 会

単 元 株 式 数

株 主 名 簿 管 理 人
特別口座の口座管理機関

同 連 絡 先

上 場 証 券 取 引 所

公 告 の 方 法

３月１日～翌年２月末日

２月末日

８月31日

毎年５月

100株

三菱UFJ信託銀行株式会社

三菱UFJ信託銀行株式会社
大阪証券代行部
〒541-8502
大阪市中央区伏見町3-6-3
TEL0120-094-777（通話料無料）

株式会社東京証券取引所 市場第二部
株式会社名古屋証券取引所 市場第二部

電子公告により行う
公告掲載URL
http://www.lihit-lab.com/corporation/ir.htm/
ただし、電子公告によることが出来な
い事故、その他のやむを得ない事由が
生じたときは、日本経済新聞に公告い
たします。

お知らせ
1.

2.

3.

株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、
原則、口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）で承るこ
ととなっております。口座を開設されている証券会社等にお問合せ
ください。株主名簿管理人（三菱 UFJ 信託銀行）ではお取り扱い
できませんのでご注意ください。

特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、
三菱 UFJ 信託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記特
別口座の口座管理機関（三菱 UFJ 信託銀行）にお問合せください。
なお、三菱 UFJ 信託銀行全国各支店にてもお取次ぎいたします。

未受領の配当金につきましては、三菱 UFJ 信託銀行本支店でお支
払いいたします。

株式の状況 （2019年8月31日現在）

大株主の状況 （2019年8月31日現在）

株式の分布状況 （2019年8月31日現在）

株主メモ



当社は、2006年7月3日付で、財団法人日本情報処理開発協会（JIPDEC）より、プライバシー
マーク付与の認定を受けました。当社は、2005年4月1日より個人情報保護法が施行されたこと
にともない、個人情報の保護管理体制の構築をはかるため、全社的な取り組みを推進してまいり
ました。今後におきましても、個人情報の適切な保護・管理は、当社の重要な社会的責任と位置
付け、継続的な従業員教育とコンプライアンス・プログラムの改善を実施してまいります。

ホームページのご紹介

       

プロフィールから商品情報まで情報満載！
●  弊社の概要・歴史・IR情報などの
　  会社情報が充実！
●  新商品から定番商品まで弊社商品を
　  詳しく紹介！
●  スマートフォンにも対応！
●  Instagram・Facebook・Twitter
　  でも最新情報を提供！

関連商品から動画・商品詳細まで。
充実したWEBページへ簡単アクセス！

QRコードを読み込んで該当ページへジャンプ。

スマート
フォン

IRサイト
会社案内・IR情報
がわかります。

www.lihit-lab.com/company/ir/

72FILE.

株 主 の 皆 様 へ
第72期中間決算報告書
2019年3月1日～2019年8月31日

証券コード：7975

www.lihit-lab.com/
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