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　当第２四半期連結累計期間（2020年３月１日～2020年８月
31日）における我が国経済は、新型コロナウイルス感染拡大の
影響により内需・外需ともに大きく落ち込み、実質GDP成長率
がリーマンショック時を上回る大幅なマイナスを記録するなど、
景気の悪化が鮮明となりました。緊急事態宣言の解除後は経済
活動再開の動きが広がり、足元の景気は個人消費や輸出を中心
に持ち直しつつあるものの、ウイルス感染は未だ収束の見通し
が立たない状況にあり、景気の回復は緩やかなペースにとどまる
ものと思われます。また、海外でも新興国を中心に感染拡大が
収まらず、世界経済の回復が遅れることも懸念されます。
　当業界におきましては、コロナ禍の影響で企業のデジタル化が
加速度的に進展しており法人需要が大きく変化している一方で、
女性や若年層を中心とした個人需要の高まりから、付加価値の高
い製品や従来型の事務用品の枠にとらわれない製品が求められ
る傾向が強まっております。その結果、販売チャネルも専門小売
店から量販店・通販へのシフトが一段と進んでいくとともに、海
外マーケットへの販路拡大も強化されていくものと思われます。

当中間期の経済・市場環境

　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。

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73期中間期（2020年3月1日
から2020年8月31日まで）の決算にあたり、事業の概況
をご報告申しあげます。

ワ ー キ ン グ シ ー ン を
スマートにサポートする

「SMART FIT ALTNA 
ツールバッグ（ヨコ型）」 終日（ひねもす）使いたくなる

国産帆布を使用した
新シリーズが登場

泡が軽やかにはじけるイメージを
表紙に使用した新シリーズが登場

当中間期の取り組み
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　主な新製品としましては、国産帆布を使用した「ＨＩＮＥＭＯ（ヒ
ネモ）シリーズ」や軽やかではじけるイメージの「ＣＵＢＥ ＦＩＺＺ

（キューブフィズ）シリーズ」が新たにラインナップされたほか、
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
売上を伸ばしました。
　またウイルス感染の予防アイテムとして、医療・教育現場のほ
か日常生活でも使いやすい「フェイスシールド」を２タイプ開発し、
販売開始するとともに一部製品を自治体に寄付いたしました。
　既存製品の中では、机収納シリーズの「 机上台 」、「 ルーパー
ファイル」、「カラークリヤーホルダー」等が引き続きご好評をい
ただきました。
　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、コロナ禍の影響に
よる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、テナントの稼働率が
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、前年同期比増収となりました。

　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、コロナ禍の影響が続くものと想定されることから、通期
の売上げは前年同期を下回るものと予想されますが、HINEMO
シリーズ、CUBE FIZZシリーズ、SMART FIT ALTNAシリーズ
等パーソナル向けの新製品の積極的な投入等により売上の回復
に努めてまいります。
　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していることから、通期でも増収を見込
んでおります。
　一方で利益面では、売上高の減少が大きく、厳しい環境が続
くものと想定されることから、引き続き利益率の改善と経費削減
に一層注力してまいります。
　以上により2021年2月期通期の売上高は8,700百万円（前
連結会計年度比は13.0％減）、営業利益は400百万円（前連結
会計年度比は27.3％減）、経常利益は400百万円（前連結会計
年度比は27.3％減）、親会社株主に帰属する当期純利益は280
百万円（前連結会計年度比は30.0％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。
 2020年11月

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
4,386百万円（前年同期比13.9％減）となりました。
　利益面につきましては、売上高減少の影響が大きかったもの
の、利益率の改善と経費削減に注力したことにより、営業利益は

通期の見通し

飛沫から顔全体を保護する
選べる2タイプのフェイスシールド

デスク周りを綺麗に整頓でき
テレワークにも便利な机上台

机上台フェイスシールド

257百万円（前年同期比3.1％減）、経常利益は247百万円（前
年同期比1.0％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は173
百万円（前年同期比6.3％増）となりました。
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3 トピックス・主な新製品





事務用品等事業 連結売上高4,153百万円　構成比率94.7％

不動産賃貸事業 連結売上高232百万円　構成比率5.3％

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1,311百万円（前年同期比14.5％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の売上
が堅調に推移しましたが、パンチレスファイルやAQUA DROPs

（アクアドロップス）クリップファイル等が伸び悩みました。

［ 業績の概況 ］

　不動産賃貸事業は、売上高は232百万円（前年同期比7.7％増）となり、営業利益は91百万円（前年同期比
35.6％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1,016百万円（前年同期比4.1％減）となりました。
REQUEST（リクエスト）シリーズやOEM製品のクリヤーポケット
が売上を伸ばしましたが、ツイストノート等が伸び悩みました。

［ 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

29.9％ 23.2％
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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1,434（前
年同期比19.0％減）となりました。机収納シリーズの机上台や
SMART FIT ALTNA（スマートフィットオルトナ）ツールバッグ
が売上を伸ばしましたが、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の円熟化が進み伸
び悩みました。

［ 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、デスク周りを綺麗に整
理できる机上台、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
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、医療機関での整理に
適したカルテフォルダー、飛沫から保護するフェイスシールド等を展
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、フェ
イスシールド等を主要製品とするその他事務用品部門の売上高
は392百万円（前年同期比23.7%減）となりました。新製品の
フェイスシールドが売上に貢献しましたが、オフィス機器のオー
トパンチや、その他病院向けメディカル用品が伸び悩みました。

［ 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
■フェイスシールド

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。

32.7％ 8.9％

5.3％
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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 4,386 5,094 9,816 
　売上原価 2,873 3,376 6,432 
売上総利益 1,513 1,717 3,384 
　販売費及び一般管理費 1,256 1,452 2,890 
営業利益 257 265 493 
　営業外収益 22 20 43 
　営業外費用 32 42 42 
経常利益 247 244 493 
　特別利益 ― ― ― 
　特別損失 0 5 8 
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 246 239 484 
　法人税等 73 76 147 
四半期純利益又は当期純利益 173 162 337 
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 173 162 337 

（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2020年3月  1日
至2020年8月31日 （ ）自2019年3月  1日

至2019年8月31日 （ ）自2019年3月  1日
至2020年2月29日

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 702 930 858 
投資活動によるキャッシュ・フロー △61 △254 △332 
財務活動によるキャッシュ・フロー △253 △54 △118 
現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 △1 0 
現金及び現金同等物の増減額 386 620 407 
現金及び現金同等物の期首残高 1,679 1,271 1,271 
現金及び現金同等物の期末残高 2,065 1,892 1,679 

（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。

科目
当第2四半期

連結会計期間末
(2020年8月31日現在)

前第2四半期
連結会計期間末
(2019年8月31日現在)

前連結会計年度末
(2020年2月29日現在)

資産の部

流動資産 6,055 5,851 6,212 
固定資産 6,780 7,149 6,980 
　有形固定資産 5,659 5,883 5,757 
　無形固定資産 14 22 18 
　投資その他の資産 1,106 1,243 1,204 
資産合計 12,836 13,000 13,192 

負債の部
流動負債 1,603 1,457 1,839 
固定負債 1,821 2,376 1,954 
負債合計 3,424 3,833 3,794 

純資産の部
株主資本 9,107 8,845 9,019 
　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 6,266 6,003 6,178 
　自己株式 △400 △400 △400 
その他の包括利益累計額合計 303 322 378 
　その他有価証券評価差額金 252 328 304 
　繰延ヘッジ損益 △3 △40 21 
　為替換算調整勘定 97 99 103 
　退職給付に係る調整累計額 △42 △65 △50 
純資産合計 9,411 9,167 9,398 
負債・純資産合計 12,836 13,000 13,192 

（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。

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）

（ ）自2020年3月  1日
至2020年8月31日 （ ）自2019年3月  1日

至2019年8月31日 （ ）自2019年3月  1日
至2020年2月29日
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連結売上高
4,386百万円

■ ファイル部門
1,311百万円　29.9％

■ 事務用品等事業
4,153百万円　94.7％

■ バインダー・
クリヤーブック部門
1,016百万円　23.2％

■ その他事務用品部門
392百万円　8.9％

■ 不動産賃貸事業
232百万円　5.3％

■ 収納整理用品部門
1,434百万円　32.7％

（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

連結売上高期末

13,395

2019年
2月期末

2020年
2月期末

2021年
2月期中間期末

69.4

13,192

71.2 73.3

12,836

2019年
2月期

2020年
2月期

2021年
2月期（予想）

10,080
9,816

8,700

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）

5,193 5,094 4,386

連結売上高中間
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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 170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

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)
(SA8000：2014 認証取得)

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

静岡事業部 

LIHIT LAB. VIETNAM INC.

会社概要 (2020年8月31日現在）

役員・執行役員 (2020年8月31日現在）

事業所 (2020年8月31日現在）

関連子会社 (2020年8月31日現在）
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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211,032株を含む）

株 主 数 1,588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
https://www.lihit-lab.com/
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。

株主名 持株数（千株）

リヒトラブ共栄会 177

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 39

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211,032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。

株式数
個人その他

（44.23%）

その他の法人
（28.45%）

金融機関
（13.85%）

自己名義株式
（11.06%） 金融商品取引業者

（0.54%）

外国法人等
（1.87%）

株主数

その他の法人
（9.45%）

金融機関
（0.44%）

自己名義株式
（0.06%）

金融商品取引業者
（0.82%）外国法人等

（0.82%）

個人その他
（88.41%）

株式の状況 (2020年8月31日現在） 株主メモ

大株主の状況 (2020年8月31日現在）

株式の分布状況 (2020年8月31日現在）
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