
第58期　　事業報告書

平成17年3月１日から平成18年2月28日まで



株主の皆様へ

株主の皆様には益々ご清栄のこととお慶び申しあげます。
平素は格別のご支援を賜りまして、ありがたく厚くお礼申
しあげます。
さて、当社第58期（平成17年３月１日から平成18年２月28
日まで）の決算にあたり、営業の概況につきましてご報告申
しあげます。
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お願い申しあげます。

平成18年５月

当連結会計年度の我が国経済は、企業部門における業績向
上が設備投資の増加や雇用環境の改善をもたらすとともに、
個人部門の所得状況の好転を導き消費の回復を本格化させる
という好循環へと舞台を移してきております。
反面、円安傾向や原油価格の高止まりは、原材料価格上昇
の要因となり価格転嫁できない一部加工業種の収益を圧迫す
る結果を招いており、米中経済の今後の動向等と併せ、当面
は業種・業態・事業規模により収益環境に温度差がある状況
が続くものと思われます。
当業界におきましては、海外より流入する低価格商品との
競争激化や環境対応商品・ユニバーサル商品等のユーザーの
嗜好変化を視野に入れた新製品開発競争が同時進行しており、
一段と厳しい状況を作り出しております。
当社グループはこのような状況のもとで、一昨年ベトナム
のハイフォン市に設立いたしました生産子会社LIHIT LAB.
VIETNAM INC.が昨年秋に本格稼働を開始しましたのをはじ
め、各部門が総力を結集して業務の効率化に努めるとともに、
｢人にやさしく、環境にもやさしい」のコンセプトで開発いた
しました高付加価値・環境配慮型ブランド「アバンティ（先
進）シリーズ」と価格訴求型ブランド ｢リクエストシリーズ」
を中心に積極的な市場展開を行ってまいりました。
なお、LIHIT LAB. VIETNAM INC.を当連結会計年度より連
結子法人等に加えております。
以上の結果、当連結会計年度の売上高は97億３千７百万円

（前連結会計年度比1.3％増）となりました。
事業別では、事務用品等の売上高は92億７千４百万円とな
り、前連結会計年度に比べ９千万円（1.0％）の増収となり、
不動産賃貸収入は４億６千２百万円で、前連結会計年度に比
べ３千６百万円（8.6％）の増収となりました。
次に利益面につきましては、販売費及び一般管理費の圧縮

営業の概況

■営業の状況

ユーノビファイルスライドバーファイル

1

代表取締役社長



2

などに努めましたが、原材料コストの上昇等により、営業利
益は１億９千２百万円（前連結会計年度比59.5％減)、経常利
益は２億３百万円（同55.8％減）とそれぞれ減益となりまし
た。当期純損益は、｢固定資産の減損に係る会計基準」の早期
適用による２億２千９百万円の減損損失の計上等により、５
千４百万円の当期純損失となりました。

事務用品等
事務用品等事業は、以下の４部門に大別しております。
◆ファイル部門
ファイル部門におきましては、｢穴をあけてとじるファイル」
と「穴をあけずにとじるファイル」に区分しております。前
者は書類の綴じ厚に応じて背幅が変わる ｢ユーノビファイル」
が「ユーノビクイックファイル」と共に好調に売上を伸ばし
ました。後者ではユーザーの嗜好変化により、｢クリヤーホル
ダー｣「パンチレスファイル」の売上が減少した一方で、｢ク
リップファイル｣「スライドバーファイル｣ ｢ボックスファイ
ル」が新製品の投入等により売上伸長いたしました。
また「アバンティシリーズ」で投入した新製品の「リング
ファイル」｢スーパーパンチレスファイル」が順調に市場に浸
透してまいりました。その結果、ファイル部門の売上高は38
億２千９百万円（前連結会計年度比0.7％減）となりました。
◆バインダー・クリヤーブック部門
バインダー・クリヤーブック部門におきましては、ノー

リクエスト
スタックボックス

ト・バインダーは売れ筋商品の入れ替わりにより売上は横這
いとなりましたが、クリヤーブックは全般的に好調に推移し、
ポケット枚数が増えない「固定式タイプ｣、ポケット枚数が増
やせる「交換式タイプ」の何れもが売上伸長いたしました。
その結果、バインダー・クリヤーブック部門の売上高は16億
９千９百万円（前連結会計年度比7.4％増）となりました。
◆収納整理用品部門
収納整理用品部門におきましては、バッグ・クリヤーケー

スが市場競争激化により売上が減少、デスクトレーの売上も
微減となりました。その結果、収納整理用品部門の売上高は
15億５千３百万円（前連結会計年度比9.7％減）となりました。
◆その他事務用品部門
その他事務用品部門におきましては、オートパンチが前年の
特需の実績が補えず売上減少いたしましたが、メディカル用品
は、医院向け外来カルテシステムを中心に順調に推移し売上伸
長いたしました。その結果、その他事務用品部門の売上高は21
億９千２百万円（前連結会計年度比8.4％増）となりました。
以上の結果、事務用品等事業の売上高は92億７千４百万円

（前連結会計年度比1.0％増）となりました。
不動産賃貸
賃貸収入は大江ビル（本社）・大阪配送センター共に安定的
に推移いたしました。
その結果、不動産賃貸事業の売上高は４億６千２百万円

（前連結会計年度比8.6％増）となりました。

次期の経済環境につきましては、円安傾向と原油価格高止
まりによる原材料価格の継続的上昇等の不安要因に加えて、
米国・中国等の金融政策による影響や世界経済の動向には引
き続き注視する必要があると思われます。
当社グループといたしましては、営業力強化による収益の

拡大はもとより、生産及び物流の合理化と財務体質の強化等、
経営全般の効率化をさらに推進し、業績の向上に努めてまい
る所存でございます。
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お願い申しあげます。

■会社が対処すべき課題

区　　分

事務用品等
不動産賃貸
合　　計

金額（千円）
9,183,483
425,961

9,609,444

構成比（％）
95.6
4.4

100.0

金額（千円）
9,274,478
462,653

9,737,132

構成比（％）
95.2
4.8

100.0

金額（千円）
90,994
36,692
127,687

増減率（％）
1.0
8.6
1.3

前連結会計年度
自　平成16年3月 1 日
至　平成17年2月28日

当連結会計年度
自　平成17年3月 1 日
至　平成18年2月28日

前連結会計年度比増減

・・・・・
・・・・・・

◆事業別の業績
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すべてはお客様のために…

LIHIT LAB. Avanti リングファイル・ツイストリング

軽くひねるだけで開く
ツイストリング　閲覧しやすい

KADO-LOCK加工

ユニバーサルデザイン商品

LIHIT LAB. Avanti エルグランド・クリヤーブック

表紙とポケットに
50％再生ポリプロピレン使用の
「グリーン購入法」適合商品

エコロジー商品

つながる、まもる。�

のファイル・イズム�
ファイル専門メーカーとしてLIHIT LAB.はいつも考えています。�
使いやすく、ここちよいこと。エコロジーであること。オリジナリティがあること。�
LIHIT LAB.はさらなるテーマを追求します。�
ファイルのあり方をもっともっと創造したいと願いを込めて。�
オフィスや病院、学校などで人と人とのコミュニケーションに役立つように。�
そして、ファイルされる大切な情報を守るために。�
いつも時代の求めるものを提供したい。�
それがLIHIT LAB.の企業スピリット　　　　　　ファイル・イズムです。�
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LIHIT LAB. シークレットサポートホルダー

外から個人情報の書類が
見えない不透明カラーホルダー

個人情報保護対策商品

LIHIT MED. カルテブック

カルテのファイリングなど医療
事務用品の専門ブランドLIHIT MED.

メディカルサポート商品

LIHIT LAB. オーダーメイド

お客様のこだわりを形にして
ご提案いたします

オーダーメイド商品
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連結財務諸表

前連結会計年度当連結会計年度

（単位：千円）

科　目
平成18年2月28日現在 平成17年2月28日現在

負債の部

流動負債 2,581,780 2,697,793

支払手形及び買掛金 1,315,063 1,395,374

短期借入金 767,000 682,000

未払法人税等 43,451 153,171

賞与引当金 109,170 112,127

その他 347,096 355,120

固定負債 2,213,476 2,143,393

長期借入金 435,000 435,000

繰延税金負債 422,054 392,910

退職給付引当金 954,304 943,749

役員退職慰労引当金 116,355 105,343

長期預り保証金 285,762 266,390

負債合計 4,795,257 4,841,186

資本の部

資本金 1,830,000 1,830,000

資本剰余金 1,411,242 1,410,969

利益剰余金 5,754,255 5,963,235

株式等評価差額金 444,780 192,483

為替換算調整勘定 9,356 ━

自己株式 △151,376 △148,086

資本合計 9,298,259 9,248,602

負債・資本合計 14,093,516 14,089,788

前連結会計年度当連結会計年度

（単位：千円）

科　目
平成18年2月28日現在 平成17年2月28日現在

資産の部

流動資産 4,791,676 4,840,279

現金及び預金 786,071 929,201

受取手形及び売掛金 1,799,891 1,841,320

たな卸資産 2,096,197 1,954,893

繰延税金資産 57,481 67,396

その他 62,222 62,097

貸倒引当金 △10,187 △14,629

固定資産 9,301,839 9,249,509

有形固定資産 7,732,446 8,151,560

建物及び構築物 3,425,774 3,559,899

機械装置及び運搬具 1,282,730 1,325,422

土地 2,713,547 2,929,461

建設仮勘定 135,792 152,786

その他 174,601 183,990

無形固定資産 48,167 51,687

投資その他の資産 1,521,226 1,046,261

投資有価証券 1,236,212 760,564

その他 294,747 298,306

貸倒引当金 △9,732 △12,609

資産合計 14,093,516 14,089,788

■連結貸借対照表（要約）

（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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前連結会計年度当連結会計年度

（単位：千円）

科　目 平成17年3月 1 日から 平成16年3月 1 日から
平成18年2月28日まで 平成17年2月28日まで

売上高 9,737,132 9,609,444

売上原価 6,838,571 6,464,971

売上総利益 2,898,560 3,144,473

販売費及び一般管理費 2,706,171 2,668,908

営業利益 192,389 475,565

営業外収益 43,012 36,940

営業外費用 31,554 50,805

経常利益 203,847 461,700

特別利益 4,248 14,994

特別損失 260,361 12,604

税金等調整前当期純利益又は △52,265 464,089税金等調整前当期純損失（△）

法人税、住民税及び事業税 135,500 222,500

法人税等調整額 △133,386 △10,747

当期純利益又は当期純損失（△） △54,378 252,337

■連結損益計算書（要約）
前連結会計年度当連結会計年度

（単位：千円）

科　目 平成17年3月 1 日から 平成16年3月 1 日から
平成18年2月28日まで 平成17年2月28日まで

資本剰余金の部

資本剰余金期首残高 1,410,969 1,410,780

資本剰余金増加高 272 189

自己株式処分差益 272 189

資本剰余金期末残高 1,411,242 1,410,969

利益剰余金の部

利益剰余金期首残高 5,963,235 5,867,558

利益剰余金増加高 ━ 252,337

当期純利益 ― 252,337

利益剰余金減少高 208,979 156,660

配当金 128,201 128,260

役員賞与金 26,400 28,400

当期純損失 54,378 ―

利益剰余金期末残高 5,754,255 5,963,235

■連結剰余金計算書

前連結会計年度当連結会計年度

（単位：千円）

科　目 平成17年3月 1 日から 平成16年3月 1 日から
平成18年2月28日まで 平成17年2月28日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー 374,145 576,197

投資活動によるキャッシュ・フロー △530,465 △555,699

財務活動によるキャッシュ・フロー △45,846 △704,058

現金及び現金同等物に係る換算差額 6,930 ━

現金及び現金同等物の減少額 △195,235 △683,561

現金及び現金同等物の期首残高 929,201 1,612,762

新規連結による現金及び現金同等物の増加額 52,105 ━

現金及び現金同等物の期末残高 786,071 929,201

■連結キャッシュ・フロー計算書（要約）
（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。

（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。

（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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単体財務諸表

前　期当　期

（単位：千円）

科　目
平成18年2月28日現在 平成17年2月28日現在

負債の部

流動負債 2,584,208 2,665,559

支払手形及び買掛金 1,394,119 1,395,374

短期借入金 767,000 682,000

未払法人税等 35,445 152,272

賞与引当金 108,100 111,300

その他 279,542 324,613

固定負債 2,213,476 2,143,393

長期借入金 435,000 435,000

繰延税金負債 422,054 392,910

退職給付引当金 954,304 943,749

役員退職慰労引当金 116,355 105,343

長期預り保証金 285,762 266,390

負債合計 4,797,684 4,808,953

資本の部

資本金 1,830,000 1,830,000

資本剰余金 1,411,242 1,410,969

利益剰余金 5,695,458 5,879,435

株式等評価差額金 444,780 192,483

自己株式 △151,376 △148,086

資本合計 9,230,106 9,164,801

負債・資本合計 14,027,791 13,973,755

前　期当　期

（単位：千円）

科　目
平成18年2月28日現在 平成17年2月28日現在

資産の部

流動資産 4,762,456 4,690,934

現金及び預金 565,333 779,228

受取手形及び売掛金 1,840,326 1,841,320

たな卸資産 2,029,430 1,953,491

繰延税金資産 56,512 66,934

その他 281,021 64,550

貸倒引当金 △10,167 △14,590

固定資産 9,265,334 9,282,821

有形固定資産 7,617,947 8,150,908

建物及び構築物 3,359,934 3,559,326

機械装置及び運搬具 1,234,274 1,325,422

土地 2,713,547 2,929,461

建設仮勘定 135,792 152,786

その他 174,397 183,911

無形固定資産 47,368 51,651

投資その他の資産 1,600,018 1,080,261

投資有価証券 1,270,211 794,563

その他 339,539 298,306

貸倒引当金 △9,732 △12,609

資産合計 14,027,791 13,973,755

■貸借対照表（要約）

（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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前　期当　期

（単位：円）

科　目
平成18年2月期 平成17年2月期

当期未処分利益 370,475,481 605,236,894

任意積立金取崩額

固定資産圧縮積立金取崩額 38,664,528 40,987,163

特別償却準備金取崩額 5,586,361 8,227,593

合計 414,726,370 654,451,650

これを次のとおり処分いたします。

利益配当金 128,132,361 128,201,059

（1株につき7円）（1株につき7円）

役員賞与金 26,000,000 26,000,000

（うち監査役分） （5,000,000） （5,000,000）

任意積立金

別途積立金 ― 100,000,000

次期繰越利益 260,594,009 400,250,591

■利益処分
前　期当　期
（単位：千円）

科　目 平成17年3月 1 日から 平成16年3月 1 日から
平成18年2月28日まで 平成17年2月28日まで

売上高 9,674,020 9,550,294

売上原価 6,802,556 6,442,258

販売費及び一般管理費 2,663,388 2,641,777

営業利益 208,075 466,259

営業外収益 45,270 41,201

営業外費用 30,468 50,613

経常利益 222,877 456,847

特別利益 4,229 14,991

特別損失 260,361 12,604

税引前当期純利益又は △33,253 459,233税引前当期純損失（△）

法人税、住民税及び事業税 129,400 220,000

法人税等調整額 △132,878 △11,408

当期純利益又は当期純損失（△） △29,775 250,642

前期繰越利益 400,250 354,594

当期未処分利益 370,475 605,236

■損益計算書（要約）

（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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■会社の概要 ■役員

■主な事業所

■主な事業内容

商　　号 株式会社リヒトラブ

（英文名 LIHIT LAB.,INC.）

設　　立 昭和23年5月25日

資 本 金 18億3,000万円

事業内容 事務用品の製造・販売および不動産の賃貸

従業員数 207名

ホームページアドレス http://www.lihit-lab.com/

当社は、事務用品の製造・販売および不動産の賃貸を行ってお

ります。

代 表 取 締 役 社 長 田　中　経　久
常　務　取　締　役 田　中　宏　和
取　　　締　　　役 松　尾　利　一
取　　　締　　　役 長　屋　忠　雄
取　　　締　　　役 田　中　文　浩
取　　　締　　　役 広　畑　元　一
取　　　締　　　役 谷　口　裕　二
取　　　締　　　役 大　内　高　明
監　査　役（常勤） 江　草　　　稔
監　査　役（常勤） 島　津　　　正
監　　　査　　　役 大　澤　小吉郎
監　　　査　　　役 河　野　修一郎
（注）監査役のうち、大澤小吉郎氏、河野修一郎氏は、会社法第２条第

16号に定める社外監査役であります。
本　　　　　　　社 大阪府大阪市
東　 京　 支　 店 東京都中央区
営　　　業　　　所 札　幌：北海道札幌市

名古屋：愛知県名古屋市
広　島：広島県広島市
福　岡：福岡県福岡市

静 岡 事 業 部 工 場 静岡県菊川市
静岡事業部物流センター 静岡県菊川市

LIHIT LAB. VIETNAM INC. 静岡事業部

（平成18年5月25日現在）
（平成18年2月28日現在）

■関連子会社

国内　大江ビルサービス株式会社　大阪府大阪市
アイ.ダブリュー.ガティ株式会社　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
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株式の情報
■株式の状況 ■株式の分布状況

■大株主

会社が発行する株式の総数 40,000,000株

発行済株式の総数 19,078,500株

株　　主　　数 2,392名

当社への出資状況 当社の当該株主へ
の出資の状況

持株数 議決権比率 持株数 出資比率
株　主　名

千株 ％ 千株 ％
田中経久 945 5.24 ― ―

田中莞二 868 4.82 ― ―

リヒトラブ共栄会 827 4.59 ― ―

株式会社三菱東京UFJ銀行 805 4.47 ― ―

株式会社三井住友銀行 735 4.08 ― ―

富士火災海上保険株式会社 704 3.91 271 0.06

日本生命保険相互会社 643 3.57 ― ―

明治安田生命保険相互会社 523 2.90 ― ―

（注）1. 当社は、自己株式773,877株を保有しておりますが、上記大株主
から除いております。

2. 株式数は千株未満を切り捨て、議決権比率及び出資比率は小数
点第３位以下を四捨五入して表示しております。

（平成18年2月28日現在）

■自己株式の取得、処分等および保有

q取得株式

普通株式 12,251株

取得価額の総額 3,764,542円

w処分株式

普通株式 2,437株

処分価額の総額 747,740円

③失効手続をした株式

該当事項はありません。

④決算期末における保有株式

普通株式 773,877株

株主数分布状況�

株式数分布状況�

外国法人等�

0.17%

自己株式�

0.04%

個人その他�

90.26%

その他の法人�

8.70%

金融機関�

0.41%

証券会社�

0.42%

証券会社�

0.30%

個人その他�

50.74%

その他の法人�

24.69%

金融機関�

20.16%

自己株式�

4.06%

外国法人等�

0.05%

総数�
2,392人�

総数�
19,078,500株�



環境に配慮し、再生紙と大豆油インキを使用�
しております。�

決　　算　　期 2月末日

株主総会基準日 2月末日
剰余金配当基準日 2月末日又は8月31日

公　告　方　法 電子公告とする。

公　告　掲　載　の
http://www.lihit-lab.com/corporation/ir.htmホームページアドレス

株主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内１丁目4番5号

同事務取扱場所 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丁目6番3号
電話0120-094-777（通話料無料）

同　取　次　所 三菱UFJ信託銀行株式会社　本支店
野村證券株式会社　　　本支店

※株式関係のお手続き用紙のご請求は、次の三菱UFJ信
託銀行株式会社の電話およびインターネットでも24時間
承っております。

電話（通話料無料） 0120-244-479（本店証券代行部）
0120-684-479（大阪証券代行部）

ホームページアドレス http://www.tr.mufg.jp/daikou/

当社のホームページアドレス

http://www.lihit-lab.com/

株主メモ

■単元未満株式の買増制度について
当社は、単元未満株式の買増制度を採用しており

ます。単元未満（1,000株未満）株式をお持ちの株主

様は、その単元未満株式の数と併せて１単元（1,000

株）になる数の株式を当社に対して買増請求してい

ただくことができます。お手続きにつきましては、

当社株主名簿管理人の三菱UFJ信託銀行株式会社へ

お問い合わせください。また、証券保管振替機構を

ご利用の株主様は、お取引口座を開設しておられま

す証券会社へお問い合わせください。

お 知 ら せ


