
FILE.

72株 主 の 皆 様 へ
第 72 期 決 算 報 告 書

2019年3月1日〜2020年2月29日

証券コード：7975



代表取締役会長

田中 経久
代表取締役社長

田中 宏和

　当連結会計年度における我が国経済は、これまで景気を下支
えしてきた個人消費や設備投資等の内需が消費税引き上げや
台風被害の影響で陰りを見せ始め、加えて足元では新型コロナ
ウイルスの感染拡大により輸出やインバウンド需要が大きく落
ち込んでおり、景気下振れのリスクが急速に高まっております。
このまま感染拡大が長期化するとともに、米中貿易摩擦や英国
のＥＵ離脱問題等が深刻化した場合には世界経済の混乱や悪化
が更に強ま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少子高齢化
を背景とする構造的な需要減退が着実に進んでいることから、
女性や若年層をメインターゲットとした個人需要の取り込みや文
具の枠にとらわれない日用品全般への商品構成拡充、量販店・
通販・海外マーケットへの販売チャネルのシフト等の取り組みが
一段と強まっていく状況にあります。

当期の経済・市場環境

当期の取り組み

　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、シリコン素材でかわいい動物柄の 

株主の皆様へ

ごあいさつ

PICK UP ITEM

　株主の皆様には平素より格別のご高配を賜り厚く
お礼申しあげます。
　さて、当社グループの第72期（2019年3月1日から
2020年2月29日まで）の決算にあたり、事業の概況を
ご報告申しあげます。

プ ニラボ

「SMART FIT ALTNA 
ツールバッグ（ヨコ型）」 
が文紙MESSE2019の 
機能性部門でグランプリ 
にあたる最優秀知事賞
を受賞しました。

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。

「AQUA DROPs（アクアドロッ
プス）ドキュメントファイル」は
第28回日本文具大賞機能部門
の優秀賞を受賞しました。
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「ＳＭＡＲＴ ＦＩＴ ＰｕｎｉＬａｂｏ（スマートフィットプニラボ）シリー
ズ」やワーキングシーンをスマートにサポートする「ＳＭＡＲＴ ＦＩＴ  
ＡＬＴＮＡ（スマートフィットオルトナ）シリーズ 」が新アイテムを
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」、パステルカラーの「Ｐａｓｔｅｌｌｏ（パステロ） 
ツイストノート」等もご好評をいただきました。
　また既存製品では、机収納シリーズの「机上台」、「ルーパーファ
イル」、「ＲＥＱＵＥＳＴ（リクエスト）クリヤーポケット」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につきましては、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、想定額には至らなかっ
たことから既製品の落ち込みをカバーし切れず、前連結会計年度
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
トの入居率が引き続き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により、前連結会計年度比増収となりました。

度比33.3％減）、親会社株主に帰属する当期純利益は337百万円
（前連結会計年度比28.0％減）となりました。

　次期の経済環境につきましては、新型コロナウイルスの収束
時期が現時点では予測困難であり、その動向次第で景気の行方
が左右される不安定な状況下にあります。加えて、米中貿易摩
擦や英国のＥＵ離脱問題も収束の見通しが立っておらず、これら
が深刻化することにより、世界経済並びに国際政治情勢は更に
悪化していく可能性があります。
　日本経済におきましては、東京オリンピック・パラリンピックに
向けたインバウンド需要拡大の期待感が薄れるとともに、世界経
済の悪化に伴う輸出の減速や消費税率引き上げの影響により、
景気後退局面に入るリスクが懸念されます。
　事務用品業界におきましては、パーソナル需要が拡大かつ多
様化していく一方で、法人需要は減退し価格競争が激しくなって
いくものと予想されます。また、流通・販売チャネルの構造的な
変革とともに業界内での淘汰が進み、メーカーから小売に跨る
業界再編の動きが加速していく可能性があります。
　当社におきましては、このような環境のもと、お客様のニーズ
を的確に捉え真にご満足いただける製品の開発により一層注力
していくとともに、国内外のマーケットへの積極的な開拓を推進
してまいります。
 2020年5月

次期の見通し

当期の業績

　以上により、当連結会計年度における売上高は9,816百万円
（前連結会計年度比2.6％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493百万円（前連
結会計年度比29.9％減）、経常利益は493百万円（前連結会計年

机上台USB付

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。

USB機器が手元で接続でき、
スマートフォンスタンドにも
なるUSBハブ付き机上台。
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使って"良かった" 使って"楽しい" がどんどん    広がるそんな新製品を創っていきたい。

360°折り返して
使えます。

Ａ３用紙が収容できる
見開きオープンポケット付き

クリヤーブック。

立てて使えるケー
スファイル。

クリヤーホルダー
などの整理に。

360°折り返して使
える

ポケット交換タイプ
のクリヤーブック。

3 トピックス・主な新製品紹介



使って"良かった" 使って"楽しい" がどんどん    広がるそんな新製品を創っていきたい。
WIDE OPEN

& KEEP！

大きく開いて
中身が見やすい
ジャバラポーチ。

ハンドルを下げると
ゼムクリップが出てきます。

フラットに持ち運び
ができて

大きく開くペンポー
チ。

散らばりがちなゼ
ムクリップが

ワンタッチでとめら
れるゼムクリップと

め機。
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事務用品等事業 連結売上高9,373百万円　構成比率95.5%

不動産賃貸事業 連結売上高442百万円　構成比率4.5%

ファイル部門

　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、クリップファイル等を主要製品とするファイル部
門の売上高は2,835百万円（前連結会計年度比6.7％減）となり
ました。主力のルーパーファイルやカラークリヤーホルダーが売
上を伸ばしましたが、前期好調であったＲＥＱＵＥＳＴ（リクエスト） 
Ｄ型リングファイルやＡＱＵＡ ＤＲＯＰｓ（アクアドロップス）クリッ
プファイルが伸び悩みました。

［ 業績の概況 ］

　不動産賃貸事業は、本社ビルのテナント稼働率が改善したこと等により、売上高は442百万円（前連結会計
年度比10.4％増）となり、営業利益は144百万円（前連結会計年度比52.4％増）となりました。

［ 業績の概況 ］

バインダー・
クリヤーブック部門

　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
バインダー等を主要製品とするバインダー・クリヤーブック部門 
の売上高は2,036百万円（前連結会計年度比3.4％減）となりま
した。ＲＥＱＵＥＳＴシリーズやＯＥＭ製品のクリヤーポケットの売
上が堅調に推移しましたが、主力のＲＥＱＵＥＳＴクリヤーブックが
伸び悩みました。

［ 業績の概況 ］

　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。

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。

部門紹介

■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

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

主要製品

20.7%28.9%

5 部門別業績の概況



収納整理用品部門

　ペンケース、机上台、クリヤーケース、バッグ、デスクトレー等
を主要製品とする収納整理用品部門の売上高は3,544百万円

（前連結会計年度比5.4％増）となりました。机収納シリーズの 
机上台や新製品のＳＭＡＲＴ ＦＩＴ ＡＬＴＮＡ（スマートフィットオルトナ） 
ツールバッグが売上を大きく伸ばし、売上全体の底上げに貢献 
しました。主力のＳＭＡＲＴ ＦＩＴ ＰｕｎｉＬａｂｏ（スマートフィットプニラボ） 
スタンドペンケースも底堅く推移しました。

［ 業績の概況 ］

その他事務用品部門

　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。

部門紹介
　コンパクトに収納できるスライドカッター、パンチ、ホッチキス、書
類に穴をあけるオートパンチやペーパードリル、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。

部門紹介

　コンパクトスライドカッター、コンパクトパンチ、コンパクトホッ
チキス、オートパンチ、ペーパードリル、カルテフォルダー等を主
要製品とするその他事務用品部門の売上高は956百万円（前連
結会計年度比18.2％減）となりました。オフィス機器のオートパ
ンチの落ち込みや病院向けメディカル用品の伸び悩みにより売
上減となりました。

［ 業績の概況 ］

■ 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

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

主要製品

　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。

36.2% 9.7%

4.5%
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科目
当連結会計年度 前連結会計年度

売上高 9,816 10,080 
　売上原価 6,432 6,476 
売上総利益 3,384 3,604 
　販売費及び一般管理費 2,890 2,901 
営業利益 493 703 
　営業外収益 43 54 
　営業外費用 42 17 
経常利益 493 740 
　特別利益 ― 38 
　特別損失 8 28 
税金等調整前当期純利益 484 749 
　法人税、住民税及び事業税 170 261 
　法人税等調整額 △23 19 
当期純利益 337 468 
親会社株主に帰属する当期純利益 337 468 

（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2020年2月29日（ ）自2018年3月  1日

至2019年2月28日

科目
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 858 △3 
投資活動によるキャッシュ・フロー △332 △618 
財務活動によるキャッシュ・フロー △118 55 
現金及び現金同等物に係る換算差額 0 △1 
現金及び現金同等物の増減額 407 △568 
現金及び現金同等物の期首残高 1,271 1,840 
現金及び現金同等物の期末残高 1,679 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2020年2月29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）

科目
当連結会計

年度末
(2020年2月29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 6,212 6,080 
固定資産 6,980 7,315 
　有形固定資産 5,757 5,829 
　無形固定資産 18 27 
　投資その他の資産 1,204 1,458 
資産合計 13,192 13,395 

負債の部

流動負債 1,839 1,720 
固定負債 1,954 2,380 
負債合計 3,794 4,101 

純資産の部

株主資本 9,019 8,784 
　資本金 1,830 1,830 
　資本剰余金 1,411 1,411 
　利益剰余金 6,178 5,942 
　自己株式 △400 △400 
その他の包括利益累計額合計 378 510 
　その他有価証券評価差額金 304 472 
　繰延ヘッジ損益 21 0 
　為替換算調整勘定 103 111 
　退職給付に係る調整累計額 △50 △73 
純資産合計 9,398 9,294 
負債・純資産合計 13,192 13,395 

（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）等を当連結会計年度の期首から適用しており、前連結会計年度に係
る数値については、当該会計基準等を遡って適用した数値となっております。

7 連結財務諸表



総資産・自己資本比率 （単位：百万円・％）

部門別売上高

連結売上高 （単位：百万円）

連結売上高
9,816百万円

■ ファイル部門
2,835百万円　28.9％

■ 事務用品等事業
9,373百万円　95.5％

■ バインダー・
クリヤーブック部門
2,036百万円　20.7％

■ その他事務用品部門
956百万円　9.7％

■ 不動産賃貸事業
442百万円　4.5％

■ 収納整理用品部門
3,544百万円　36.2％

（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。

総資産 
自己資本比率

連結売上高

13,636

2018年
2月期末

2019年
2月期末

2020年
2月期末

66.2

13,395

69.4 71.2

13,192

2019年
2月期

2020年
2月期

2021年
2月期（予想）

10,080
9,816 10,000
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商 号 株式会社リヒトラブ （英文名　LIHIT LAB.,INC.)

創 業 昭和13年5月

設 立 昭和23年5月

資 本 金 18億3000万円

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 164名

ホームページ
アドレス www.lihit-lab.com/

本 社 〒540-8526 大阪市中央区農人橋1-1-22

東 京 支 店 〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町1-6-6

営 業 所

札 幌 〒003-0804 札幌市白石区菊水4条2-1-6政陽ビル

名 古 屋 〒460-0011 名古屋市中区大須1-7-2加賀ビル3F

広 島 〒732-0827 広島市南区稲荷町1-1ロイヤルタワー10F

福 岡 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-3-11 KDX博多駅南ビル2F

静岡事業部 〒439-0031 静岡県菊川市加茂1300-10

会社概要 (2020年2月29日現在） 事業所 (2020年5月28日現在)

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)

関連子会社 (2020年2月29日現在)

役員・執行役員 (2020年5月28日現在)

代表取締役会長 田中　経久 監査役（常勤） 上野　鉃二

代表取締役社長 田中　宏和 監査役（常勤） 林　　　毅

常務取締役 田中　文浩 監査役※ 山下　忠雄

常務取締役 田中　収一 監査役※ 和中　修二

常務取締役 早川　大介 執行役員 室田　徹紀

取締役 有本　佳照 執行役員 後藤　文宣

取締役 安達　和史 執行役員 池田　道利

取締役※ 大澤　政人 執行役員 松山　敦志

　 　 執行役員 大盛　章夫
（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。

東京支店（2019年5月新築） 静岡事業部 

LIHIT LAB. VIETNAM INC.

9 会社情報



会社が発行する株式の総数 4,000,000株

発 行 済 株 式 の 総 数 1,907,850株
（自己株式210,957株を含む）

株 主 数 1,605名

事業年度 ３月１日〜翌年２月末日

期末配当金受領株主
確定日 ２月末日

中間配当金受領
確定日 ８月31日

定時株主総会 毎年５月

単元株式数 100株

株主名簿管理人
特別口座の
口座管理機関

三菱UFJ信託銀行株式会社

同連絡先

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）

上場証券取引所 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

公告の方法

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. 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。

2. 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。

3. 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 (2020年2月29日現在) 株主メモ

大株主の状況 (2020年2月29日現在)

株主名 持株数（千株）

リヒトラブ共栄会 164

田中　経久 86

株式会社三井住友銀行 73

株式会社三菱UFJ銀行 65

日本生命保険相互会社 54

明治安田生命保険相互会社 52

リヒト精光株式会社 36

シーダム株式会社 24

DBS BANK LTD. 700152 23

第一樹脂工業株式会社 22
（注）株式数は千株未満を切り捨て、また自己株式210,957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。

株式の分布状況 （2020年2月29日現在）

株式数
個人その他

（43.49%）

その他の法人
（28.44%）

金融機関
（14.25%）

自己名義株式
（11.06%） 金融商品取引業者

（0.47%）

外国法人等
（2.29%）

株主数

その他の法人
（9.28%）

金融機関
（0.44%）

自己名義株式
（0.06%）

金融商品取引業者
（0.94%）外国法人等

（0.87%）

個人その他
（88.41%）
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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！

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/

www.lihit-lab.com/

● 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！

当社は、2006年7月3日付で、一般財団法人日本情報経済社会推進協会（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。




