
　低価格でありながら「傷や擦り切れ、破れに強い」、「通気性
や耐水性に優れている」、

「丈夫な構造なのに軽い」、
という特長はそのままに、
刺繍やラインストーン等、
デザイン性にこだわったワ
ンランク上の29,900円モ
デルと、パール加工・撥水
加工を施した生地を使用し、
日本の老舗メーカーで縫製
した、数量限定の39,900
円スペシャルモデルを開発
し、8月2日から販売を開始
いたしました。

▍ランドセル「わんぱく組」の商品ラインナップ充実
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ホームページが新しくなりました
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 0120-782-031
当社ホームページに掲載 
＜http://www.nitori.co.jp/ir/＞
東京証券取引所市場第1部 札幌証券取引所

　当社の企業情報やIR情報などを掲載する企業ホームページと、ネット
ショッピングをお楽しみいただけるニトリネットとの役割を明確にし、
よりご利用いただきやすくなりました。
　全面リニューアルされ、利便性を高めた当社ホームページを、今後と
もご愛顧賜りますよう、お願い申しあげます。

〈企業ホームページ〉

「ホームページ」http://www.nitori.co.jp/
「IR情報」　　　 http://www.nitori.co.jp/ir/

「ニトリネット」http://www.nitori-net.jp/

〈ニトリネット〉

ニトリ公式フェイスブックも開設いたしました。
https://www.facebook.com/nitori.jp

株式に関する住所変更等のお届出およびご照会について
　証券会社に口座を開設されている株主様は、住所変更等のお届出およ
びご照会は、口座のある証券会社宛にお願いいたします。証券会社に口
座を開設されていない株主様は、上記の電話照会先にご連絡ください。
特別口座について
　株券電子化前に「ほふり」（株式会社証券保管振替機構）を利用されて
いなかった株主様には、株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会
社に口座（特別口座）を開設いたしております。特別口座についてのご照
会および住所変更等のお届出は、上記の電話照会先にお願いいたします。

事 業 年 度
定 時 株 主 総 会
株 主 確 定 基 準 日�
�

株主名簿管理人および�
特別口座の口座管理機関
株 主 名 簿 管 理 人
事 務 取 扱 場 所�
〈 郵便物送付先〉�
�
〈 電 話 照 会 先 〉
公 告 の 方 法�

上場金融商品取引所

　10月19日、ロサンゼルス郊外に
「Aki-Home」というブランド名で
2店舗を同時オープンいたしました。
　家具とホームファッション両方を、
ポピュラープライスで取り扱う
チェーン店はアメリカでは数少なく、
コーディネート提案により独自性を
発揮してまいります。
　当初は、ニトリと共通の商品が主
となりますが、販売動向を見ながら、
よりお客様のニーズにお応えできる
商品を提供してまいります。

▍アメリカへの初出店

　9月4日、当社2ヶ所目、関東初と
なる「ニトリモール相模原」をオー
プンいたしました。
　住関連・ファッション・キッズ
各業界のカテゴリーキラーを集積
して差別化を図り、多様な商品を
ポピュラープライスでお求めいた
だける利便性の高いショッピング
センターが生まれました。

▍ニトリモール相模原オープン

　一定の温度を保とうとす
る繊維を中綿素材に採用し
た、一年中使える「温度調
整掛ふとんスマートセル3」
が、本年度グッドデザイン
賞を受賞いたしました。これ
からも、独自の視点で開発し
た機能商品をお求めやすい
価格で提供してまいります。

▍2013年度グッドデザイン賞受賞
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■ 上半期　■ 下半期

当中間期の概況
　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、安倍政権による経
済対策や金融政策の効果に対する期待感から、景気回復の兆しが
見られるものの、長引く欧州経済の低迷や中国をはじめとする新
興国経済の減速等の影響により、依然として不透明な状況が続い
ております。
　家具・インテリア業界におきましても、急激な円安の進行によ
る輸入価格の上昇に加え、低価格志向が浸透したまま販売競争が
激化する等、経営環境はなお予断を許さない状況となっております。
　このような情勢のもと、当社グループといたしましては、商品
面での優位性確保に向けた海外からの開発輸入商品の拡大と産地
の新規開拓等に引き続き注力するとともに、自社企画開発商品の
品質向上へ向けて海外生産工場への生産管理の指導・教育を継続
的に実施いたしました。
　品ぞろえといたしましては、触れたときの冷感と心地よい肌ざ
わりがご好評の「Nクールシリーズ」が、冷感力を前年モデルよ
り更にアップさせるとともに商品群の拡大を進めた結果、売上を
大幅に伸ばしました。更に、引き続きトータルコーディネート商
品の開発に取り組み、商品分類の異なる商品をテーマにあわせて
集積した売場で展開することで、お客様へコーディネートされた
住まいづくりを提案いたしております。
　その他、リフォーム事業におきましては、トータルリフォーム
サービスが提供できるように、ショールームを全国の27拠点にま
で拡大いたしました。
国内外における店舗展開
　より来店しやすく、買物しやすい店舗を目指して、小商圏
フォーマット「デコホーム」を関西に初出店する等、出店を進め
た結果、平成25年8月20日現在、国内店舗数は295店舗、台湾の
店舗数が16店舗となり、国内外のグループ合計で311店舗を達成
し、経営の基盤は一層充実いたしました。また、米国子会社

（NITORI USA, INC.）は、米国出店に向けて調査と準備を進めて
まいりましたが、平成25年10月、ロサンゼルス郊外に2店舗同時
オープンをいたしました。
　更に、当社2ヶ所目の本格的なショッピングモールである「ニ
トリモール相模原」の開発を進め、平成25年9月、ニトリ店舗を
含む33テナントでオープンしております。
当中間期の成果
　これらの結果、当社グループ（当社および連結子会社）の当中
間期の売上高は1,867億7百万円（前年同期比9.8％増）、営業利

益は311億40百万円（前年同期比2.5％増）、経常利益は308億
16百万円（前年同期比0.1％増）、中間純利益は178億19百万円

（前年同期比2.0％増）となりました。
　当中間配当金につきましては、前期中間配当金と同額の1株当
たり45円とさせていただきました。
通期の見通し
　当連結会計年度の見通しにつきましては、平成25年3月29日に
発表いたしました通期の業績予想を修正しております。売上高に
つきまして、新規住宅着工件数の増加や来年4月からの消費税増
税前の駆け込み需要が予想されること等から、80億円増の3,840
億円に修正いたしました。営業利益、経常利益および当期純利益
につきましては、円安の影響による荒利益率の低下等から、前回
発表の業績予想のとおり、営業利益は630億円、経常利益は640
億円、当期純利益は377億円としております。
　株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援を賜りま
すようお願い申しあげます。

　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。
　ここに、当社第42期中間期（平成25
年2月21日から平成25年8月20日まで）
の概況についてご報告申しあげます。

株式会社ニトリホールディングス
代表取締役社長
似鳥昭雄

連結財務諸表（要旨）

財務ハイライト（連結）

株主の皆様へ
（単位：百万円）

科　　目 当中間期末
平成25年8月20日現在

前期末
平成25年2月20日現在

（資産の部）
流動資産 72,873 72,562
有形固定資産 173,391 160,470
無形固定資産 9,432 6,731
投資その他の資産 45,426 44,526

資産合計 301,124 284,290
（負債の部）

流動負債 57,632 55,294
固定負債 17,053 19,231

負債合計 74,686 74,525
（純資産の部）

株主資本 224,650 209,242
その他の包括利益累計額 1,018 △ 117
新株予約権 738 603
少数株主持分 30 36

純資産合計 226,437 209,764
負債・純資産合計 301,124 284,290

中間連結貸借対照表

（単位：百万円）

科　　目
当中間期

自 平成25年2月21日
至 平成25年8月20日

前中間期
自 平成24年2月21日
至 平成24年8月20日

売上高 186,707 170,091
売上原価 88,109 76,182

売上総利益 98,597 93,909
販売費及び一般管理費 67,456 63,521

営業利益 31,140 30,387
営業外収益 513 610
営業外費用 838 217

経常利益 30,816 30,780
特別利益 2 18
特別損失 42 104

税金等調整前中間純利益 30,776 30,694
法人税等 12,937 13,202

少数株主損益調整前中間純利益 17,838 17,491
少数株主利益 19 20

中間純利益 17,819 17,471

中間連結損益計算書

（単位：百万円）

科　　目
当中間期

自 平成25年2月21日
至 平成25年8月20日

前中間期
自 平成24年2月21日
至 平成24年8月20日

営業活動によるキャッシュ・フロー 25,521 21,771
投資活動によるキャッシュ・フロー △� 20,421 △� 13,243
財務活動によるキャッシュ・フロー △� 4,234 △� 10,192
現金及び現金同等物に係る換算差額 1,024 41
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,889 △ 1,622
現金及び現金同等物の期首残高 16,816 18,410
現金及び現金同等物の中間期末残高 18,705 16,788

中間連結キャッシュ・フロー計算書
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当中間期の概況
　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、安倍政権による経
済対策や金融政策の効果に対する期待感から、景気回復の兆しが
見られるものの、長引く欧州経済の低迷や中国をはじめとする新
興国経済の減速等の影響により、依然として不透明な状況が続い
ております。
　家具・インテリア業界におきましても、急激な円安の進行によ
る輸入価格の上昇に加え、低価格志向が浸透したまま販売競争が
激化する等、経営環境はなお予断を許さない状況となっております。
　このような情勢のもと、当社グループといたしましては、商品
面での優位性確保に向けた海外からの開発輸入商品の拡大と産地
の新規開拓等に引き続き注力するとともに、自社企画開発商品の
品質向上へ向けて海外生産工場への生産管理の指導・教育を継続
的に実施いたしました。
　品ぞろえといたしましては、触れたときの冷感と心地よい肌ざ
わりがご好評の「Nクールシリーズ」が、冷感力を前年モデルよ
り更にアップさせるとともに商品群の拡大を進めた結果、売上を
大幅に伸ばしました。更に、引き続きトータルコーディネート商
品の開発に取り組み、商品分類の異なる商品をテーマにあわせて
集積した売場で展開することで、お客様へコーディネートされた
住まいづくりを提案いたしております。
　その他、リフォーム事業におきましては、トータルリフォーム
サービスが提供できるように、ショールームを全国の27拠点にま
で拡大いたしました。
国内外における店舗展開
　より来店しやすく、買物しやすい店舗を目指して、小商圏
フォーマット「デコホーム」を関西に初出店する等、出店を進め
た結果、平成25年8月20日現在、国内店舗数は295店舗、台湾の
店舗数が16店舗となり、国内外のグループ合計で311店舗を達成
し、経営の基盤は一層充実いたしました。また、米国子会社

（NITORI USA, INC.）は、米国出店に向けて調査と準備を進めて
まいりましたが、平成25年10月、ロサンゼルス郊外に2店舗同時
オープンをいたしました。
　更に、当社2ヶ所目の本格的なショッピングモールである「ニ
トリモール相模原」の開発を進め、平成25年9月、ニトリ店舗を
含む33テナントでオープンしております。
当中間期の成果
　これらの結果、当社グループ（当社および連結子会社）の当中
間期の売上高は1,867億7百万円（前年同期比9.8％増）、営業利

益は311億40百万円（前年同期比2.5％増）、経常利益は308億
16百万円（前年同期比0.1％増）、中間純利益は178億19百万円

（前年同期比2.0％増）となりました。
　当中間配当金につきましては、前期中間配当金と同額の1株当
たり45円とさせていただきました。
通期の見通し
　当連結会計年度の見通しにつきましては、平成25年3月29日に
発表いたしました通期の業績予想を修正しております。売上高に
つきまして、新規住宅着工件数の増加や来年4月からの消費税増
税前の駆け込み需要が予想されること等から、80億円増の3,840
億円に修正いたしました。営業利益、経常利益および当期純利益
につきましては、円安の影響による荒利益率の低下等から、前回
発表の業績予想のとおり、営業利益は630億円、経常利益は640
億円、当期純利益は377億円としております。
　株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援を賜りま
すようお願い申しあげます。

　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。
　ここに、当社第42期中間期（平成25
年2月21日から平成25年8月20日まで）
の概況についてご報告申しあげます。

株式会社ニトリホールディングス
代表取締役社長
似鳥昭雄

連結財務諸表（要旨）

財務ハイライト（連結）

株主の皆様へ
（単位：百万円）

科　　目 当中間期末
平成25年8月20日現在

前期末
平成25年2月20日現在

（資産の部）
流動資産 72,873 72,562
有形固定資産 173,391 160,470
無形固定資産 9,432 6,731
投資その他の資産 45,426 44,526

資産合計 301,124 284,290
（負債の部）

流動負債 57,632 55,294
固定負債 17,053 19,231

負債合計 74,686 74,525
（純資産の部）

株主資本 224,650 209,242
その他の包括利益累計額 1,018 △ 117
新株予約権 738 603
少数株主持分 30 36

純資産合計 226,437 209,764
負債・純資産合計 301,124 284,290

中間連結貸借対照表

（単位：百万円）

科　　目
当中間期

自 平成25年2月21日
至 平成25年8月20日

前中間期
自 平成24年2月21日
至 平成24年8月20日

売上高 186,707 170,091
売上原価 88,109 76,182

売上総利益 98,597 93,909
販売費及び一般管理費 67,456 63,521

営業利益 31,140 30,387
営業外収益 513 610
営業外費用 838 217

経常利益 30,816 30,780
特別利益 2 18
特別損失 42 104

税金等調整前中間純利益 30,776 30,694
法人税等 12,937 13,202

少数株主損益調整前中間純利益 17,838 17,491
少数株主利益 19 20

中間純利益 17,819 17,471

中間連結損益計算書

（単位：百万円）

科　　目
当中間期

自 平成25年2月21日
至 平成25年8月20日

前中間期
自 平成24年2月21日
至 平成24年8月20日

営業活動によるキャッシュ・フロー 25,521 21,771
投資活動によるキャッシュ・フロー △� 20,421 △� 13,243
財務活動によるキャッシュ・フロー △� 4,234 △� 10,192
現金及び現金同等物に係る換算差額 1,024 41
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,889 △ 1,622
現金及び現金同等物の期首残高 16,816 18,410
現金及び現金同等物の中間期末残高 18,705 16,788

中間連結キャッシュ・フロー計算書
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当中間期の概況
　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、安倍政権による経
済対策や金融政策の効果に対する期待感から、景気回復の兆しが
見られるものの、長引く欧州経済の低迷や中国をはじめとする新
興国経済の減速等の影響により、依然として不透明な状況が続い
ております。
　家具・インテリア業界におきましても、急激な円安の進行によ
る輸入価格の上昇に加え、低価格志向が浸透したまま販売競争が
激化する等、経営環境はなお予断を許さない状況となっております。
　このような情勢のもと、当社グループといたしましては、商品
面での優位性確保に向けた海外からの開発輸入商品の拡大と産地
の新規開拓等に引き続き注力するとともに、自社企画開発商品の
品質向上へ向けて海外生産工場への生産管理の指導・教育を継続
的に実施いたしました。
　品ぞろえといたしましては、触れたときの冷感と心地よい肌ざ
わりがご好評の「Nクールシリーズ」が、冷感力を前年モデルよ
り更にアップさせるとともに商品群の拡大を進めた結果、売上を
大幅に伸ばしました。更に、引き続きトータルコーディネート商
品の開発に取り組み、商品分類の異なる商品をテーマにあわせて
集積した売場で展開することで、お客様へコーディネートされた
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サービスが提供できるように、ショールームを全国の27拠点にま
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　より来店しやすく、買物しやすい店舗を目指して、小商圏
フォーマット「デコホーム」を関西に初出店する等、出店を進め
た結果、平成25年8月20日現在、国内店舗数は295店舗、台湾の
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　株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援を賜りま
すようお願い申しあげます。

　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。
　ここに、当社第42期中間期（平成25
年2月21日から平成25年8月20日まで）
の概況についてご報告申しあげます。

株式会社ニトリホールディングス
代表取締役社長
似鳥昭雄

連結財務諸表（要旨）

財務ハイライト（連結）

株主の皆様へ
（単位：百万円）

科　　目 当中間期末
平成25年8月20日現在

前期末
平成25年2月20日現在

（資産の部）
流動資産 72,873 72,562
有形固定資産 173,391 160,470
無形固定資産 9,432 6,731
投資その他の資産 45,426 44,526

資産合計 301,124 284,290
（負債の部）

流動負債 57,632 55,294
固定負債 17,053 19,231

負債合計 74,686 74,525
（純資産の部）

株主資本 224,650 209,242
その他の包括利益累計額 1,018 △ 117
新株予約権 738 603
少数株主持分 30 36

純資産合計 226,437 209,764
負債・純資産合計 301,124 284,290

中間連結貸借対照表

（単位：百万円）

科　　目
当中間期

自 平成25年2月21日
至 平成25年8月20日

前中間期
自 平成24年2月21日
至 平成24年8月20日

売上高 186,707 170,091
売上原価 88,109 76,182

売上総利益 98,597 93,909
販売費及び一般管理費 67,456 63,521

営業利益 31,140 30,387
営業外収益 513 610
営業外費用 838 217

経常利益 30,816 30,780
特別利益 2 18
特別損失 42 104

税金等調整前中間純利益 30,776 30,694
法人税等 12,937 13,202

少数株主損益調整前中間純利益 17,838 17,491
少数株主利益 19 20

中間純利益 17,819 17,471

中間連結損益計算書

（単位：百万円）

科　　目
当中間期

自 平成25年2月21日
至 平成25年8月20日

前中間期
自 平成24年2月21日
至 平成24年8月20日

営業活動によるキャッシュ・フロー 25,521 21,771
投資活動によるキャッシュ・フロー △� 20,421 △� 13,243
財務活動によるキャッシュ・フロー △� 4,234 △� 10,192
現金及び現金同等物に係る換算差額 1,024 41
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,889 △ 1,622
現金及び現金同等物の期首残高 16,816 18,410
現金及び現金同等物の中間期末残高 18,705 16,788

中間連結キャッシュ・フロー計算書



　低価格でありながら「傷や擦り切れ、破れに強い」、「通気性
や耐水性に優れている」、

「丈夫な構造なのに軽い」、
という特長はそのままに、
刺繍やラインストーン等、
デザイン性にこだわったワ
ンランク上の29,900円モ
デルと、パール加工・撥水
加工を施した生地を使用し、
日本の老舗メーカーで縫製
した、数量限定の39,900
円スペシャルモデルを開発
し、8月2日から販売を開始
いたしました。

▍ランドセル「わんぱく組」の商品ラインナップ充実

トピックス

×
共同開発

株主メモ

ホームページが新しくなりました

第42期 中間株主通信
平成25年2月21日～平成25年8月20日

株式会社ニトリホールディングス

証券コード 9843

株式会社ニトリホールディングス　東京本部
〒115-0043　東京都北区神谷三丁目6番20号
電　話　（03）6741-1216

毎年2月21日から翌年2月20日まで
事業年度末日の翌日から3か月以内
定時株主総会　2月20日 
期 末 配 当 金　2月20日 
中 間 配 当 金　8月20日
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 
三井住友信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部 
〒168-0063　東京都杉並区和泉二丁目8番4号 
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部 

 0120-782-031
当社ホームページに掲載 
＜http://www.nitori.co.jp/ir/＞
東京証券取引所市場第1部 札幌証券取引所

　当社の企業情報やIR情報などを掲載する企業ホームページと、ネット
ショッピングをお楽しみいただけるニトリネットとの役割を明確にし、
よりご利用いただきやすくなりました。
　全面リニューアルされ、利便性を高めた当社ホームページを、今後と
もご愛顧賜りますよう、お願い申しあげます。

〈企業ホームページ〉

「ホームページ」http://www.nitori.co.jp/
「IR情報」　　　 http://www.nitori.co.jp/ir/

「ニトリネット」http://www.nitori-net.jp/

〈ニトリネット〉

ニトリ公式フェイスブックも開設いたしました。
https://www.facebook.com/nitori.jp

株式に関する住所変更等のお届出およびご照会について
　証券会社に口座を開設されている株主様は、住所変更等のお届出およ
びご照会は、口座のある証券会社宛にお願いいたします。証券会社に口
座を開設されていない株主様は、上記の電話照会先にご連絡ください。
特別口座について
　株券電子化前に「ほふり」（株式会社証券保管振替機構）を利用されて
いなかった株主様には、株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会
社に口座（特別口座）を開設いたしております。特別口座についてのご照
会および住所変更等のお届出は、上記の電話照会先にお願いいたします。

事 業 年 度
定 時 株 主 総 会
株 主 確 定 基 準 日�
�

株主名簿管理人および�
特別口座の口座管理機関
株 主 名 簿 管 理 人
事 務 取 扱 場 所�
〈 郵便物送付先〉�
�
〈 電 話 照 会 先 〉
公 告 の 方 法�

上場金融商品取引所

　10月19日、ロサンゼルス郊外に
「Aki-Home」というブランド名で
2店舗を同時オープンいたしました。
　家具とホームファッション両方を、
ポピュラープライスで取り扱う
チェーン店はアメリカでは数少なく、
コーディネート提案により独自性を
発揮してまいります。
　当初は、ニトリと共通の商品が主
となりますが、販売動向を見ながら、
よりお客様のニーズにお応えできる
商品を提供してまいります。

▍アメリカへの初出店

　9月4日、当社2ヶ所目、関東初と
なる「ニトリモール相模原」をオー
プンいたしました。
　住関連・ファッション・キッズ
各業界のカテゴリーキラーを集積
して差別化を図り、多様な商品を
ポピュラープライスでお求めいた
だける利便性の高いショッピング
センターが生まれました。

▍ニトリモール相模原オープン

　一定の温度を保とうとす
る繊維を中綿素材に採用し
た、一年中使える「温度調
整掛ふとんスマートセル3」
が、本年度グッドデザイン
賞を受賞いたしました。これ
からも、独自の視点で開発し
た機能商品をお求めやすい
価格で提供してまいります。

▍2013年度グッドデザイン賞受賞
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各業界のカテゴリーキラーを集積
して差別化を図り、多様な商品を
ポピュラープライスでお求めいた
だける利便性の高いショッピング
センターが生まれました。

▍ニトリモール相模原オープン

　一定の温度を保とうとす
る繊維を中綿素材に採用し
た、一年中使える「温度調
整掛ふとんスマートセル3」
が、本年度グッドデザイン
賞を受賞いたしました。これ
からも、独自の視点で開発し
た機能商品をお求めやすい
価格で提供してまいります。

▍2013年度グッドデザイン賞受賞


