
To Our Shareholders

株主の皆様へ

第46期株主通信
2017年２月21日～2018年2月20日

配当金

財務ハイライト

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46期（2017年2月21日から2018年2月20日まで）の概況についてご報告申し
あげます。 

営業概況といたしましては、積極的な新規出店による人件費、賃借料及び物流コス
トの増加等により販管費率が上昇したものの、寝具・寝装品やベッドルーム家具、ソ
ファが売上を牽引し、為替予約も荒利益率改善に寄与した結果、売上高は5,720億60
百万円（前期比11.5％増）、営業利益は933億78百万円（前期比8.9％増）、経常利益
は948億60百万円（前期比8.3％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は642億19
百万円（前期比7.0％増）となり、31期連続増収増益となりました。

当社グループは、お陰様で2017年12月に創業50周年の節目を迎えました。これ
からも進化し成長し続ける企業であるために、創業以来大切にしてきた「現状否定」の
文化のもと改革への挑戦を続けてまいります。株主の皆様には、一層のご支援ご鞭撻
を賜りますようお願い申しあげます。

当社は、将来にわたり安定的な配当を実施する
ことを経営の重要政策と考えております。内部留
保資金につきましては、今後予想される小売業界
における競争の激化に対処すべく、経営基盤の更
なる充実・強化のための有効投資に活用する方針
であります。

当期の期末配当金につきましては、当初予想の
通り47円とし、中間配当45円と合わせて合計で 
1株当たり92円の配当を行うことといたしました。
なお、次期の配当金につきましては、97円(中間配
当47円、期末配当50円)を予定しております。

1株当たり期末配当金 47円
（年間配当金 92円）

代表取締役社長
兼最高執行責任者（COO）

白 井   俊 之

（百万円）

2017年
2月期

2018年
2月期

2019年
2月期（計画）

売上高 512,958 572,060 614,000

営業利益 85,776 93,378 99,000

経常利益 87,563 94,860 100,000

親会社株主に帰属する
当期純利益 59,999 64,219 68,000

1株当たり当期純利益（円） 540.93 574.49 607.37

Business Report

株式会社ニトリホールディングス
証券コード：9843
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ロゴ、デザインを一新した
インテリア雑貨「デコホーム」がオープン

カチタスとの家具・インテリア設置
済み住宅の販売がスタート

『コーディネート』をもっと楽しく。
新ブランド「& Style」誕生！

アール・ヌーヴォー、アール・デコの
彫刻展示室を新設

小樽芸術村グランドオープン

神奈川県横浜市に「デコホーム トレッサ横浜店」をオープ
ンいたしました。「デコホーム トレッサ横浜店」は、既存のニ
トリとデコホームを差別化させていく上で転換となるお店
となるよう、インテリア雑貨を充実させるとともに、トレン
ドに合わせた商品展開を実現いたしました。より一層お買い
物を楽しんでいただけるお店を目指してまいります。

当社と株式会社カチタスは、業務提携の取り組
みの一環として、家具・インテリア設置済み住宅の
販売を2018年2月1日から開始いたしました。

ニトリの家具・インテリアをカチタスが販売する
住宅に設置することで、一層魅力的なライフスタイ
ルにふさわしい居住空間を提供してまいります。

お客様の「豊かな暮らし」の応援を目的とした新たな商品戦略として、
クオリティ・ブランド「& Style（アンドスタイル）」を発表いたしました。
「& Style」では“私らしさが部屋になる。”をテーマに、より品質やデザ

インを重視し、上質な生活空間を気軽に楽しんでいただけるよう、スタイ
ル提案をしてまいります。

「似鳥家具店」を創業 日本流通業界初の
自動立体倉庫導入

本州1号店オープン

関東物流センター新設

200店舗突破

売上高2,000億円突破

100店舗突破

売上高1,000億円突破

300店舗突破

売上高3,000億円突破

アメリカ初出店
「Aki-Home Tustin店・ 
Fullerton店」
同時オープン

400店舗突破

売上高4,000億円突破

東京証券取引所（市場第一部）に上場札幌証券取引所に上場

小樽芸術村の「似鳥美術館」
では、2018年4月1日よりアー
ル・ヌーヴォー、アール・デコの
彫刻作品を展示する新しい展
示室を増設いたしました。また、
日本を代表する作家作品を新
たに収蔵し、展示公開いたしま
した。

2017年8月1日より「旧三井
銀行小樽支店」を、小樽を代表
する歴史的建造物の一つとして
公開し、さらに9月1日より「旧
北海道拓殖銀行小樽支店」を修
復し、「アールヌーヴォー・アー
ルデコグラスギャラリー」をは
じめ、所蔵する美術品を一堂に集めて「似鳥美術館」として公
開いたしました。今後も、北海道のさらなる観光発展に寄与
するとともに、国内外の多くの方々が優れた文化・芸術に触
れ、 情操を育み、感動を共有できる場所にしてまいります。 似鳥美術館1F 新展示室 展示風景

ニトリグループは、
2017年で創業50年を迎えました。
50年はひとつの通過点。
次の100年、200年へと挑戦は続いていきます。

「健康経営優良法人2018～ホワイト500～」に認定
経済産業省と日本健康会議が実施する「健康経営

優良法人2018～ホワイト500～」に、2017年に続
いて2年連続で認定されました。健康経営優良法人
認定制度は、地域の健康課題に即した取り組みや、
日本健康会議が進める健康増進の取り組みの中で、
特に優良な健康経営を実践している法人を顕彰する
制度です。当社は「従業員の健康管理を経営的な視
点で考え、戦略的に取り組んでいる企業」として評
価され認定を受けました。
「住まいの豊かさを提供する。」をロマン(志)とするニトリグループは、今後も、

従業員が働きやすい職場環境づくりやワークライフバランスの充実、心身の健康
確保を目的とし、従業員の健康に関する様々な取り組みを積極的に行い、社会の
人々へのさらなる貢献を図ってまいります。

ニトリグループは、従業員の健康を重
要な経営資源のひとつであると考えます。

グループのロマンとビジョンの達成と、
従業員の自己実現のため、会社、労働組
合、健康保険組合が一体となって従業員
とその家族の健康づくりを支援していき
ます。
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株式に関する住所変更等のお届出及びご照会について
　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及び
ご照会につきましては、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、右記の電話照会先にご連絡
ください。

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

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及び住所
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。

(注)１．上記の持株数は株主名簿に基づき記載しております。
２．自己株式2,322,256株は上記大株主からは除外しております。
３．持株比率は自己株式を控除して計算しております。
４． 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社及び日本マスタートラ

スト信託銀行株式会社の所有株式数は、証券投資信託及び退職給付
信託を受けている株式であります。

社名 株式会社ニトリホールディングス
設立 1972（昭和47年）3月
住所 【東京本部】 

〒115-0043　
東京都北区神谷三丁目6番20号

【札幌本社】 
〒001-0907　
札幌市北区新琴似七条一丁目2番39号

資本金 13,370百万円
役員 代表取締役会長兼最高経営責任者（CEO）似鳥　昭雄

代表取締役社長兼最高執行責任者（COO）白井　俊之
専務取締役 池田　匡紀
専務取締役 須藤　文弘
常務取締役 武田　政則
社外取締役 安藤　隆春
取締役（監査等委員）（常勤） 久保　隆男
社外取締役（監査等委員） 竹島　一彦
社外取締役（監査等委員） 鈴木　和宏
社外取締役（監査等委員） 立岡　恒良

会社概要（2018年5月17日現在）

株主メモ

株式情報（2018年2月20日現在）

大株主

所有者別株式分布状況

株式状況 発行可能株式総数 288,000,000株
発行済株式の総数 114,443,496株
株主総数 18,353名

株主名 所有株式数
（千株）

持株比率
（％）

株式会社ニトリ商事 20,799 18.55
日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社（信託口） 4,515 4.03

ジェーピー　モルガン　チェース　 
バンク　380055 4,277 3.81

公益財団法人似鳥国際奨学財団 4,000 3.57
株式会社北洋銀行 3,860 3.44
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 3,812 3.40
似鳥　昭雄 3,409 3.04
似鳥　百百代 3,078 2.75
日本生命保険相互会社 2,056 1.83
全国共済農業協同組合連合会 2,007 1.79

外国法人等
36.66%

金融機関
24.57%

その他国内法人
23.43%

自己株式 2.03%
個人・その他 12.37%

証券会社 0.94%

事業年度 毎年2月21日から翌年2月20日まで
定時株主総会 事業年度末日の翌日から3ヶ月以内
株主確定基準日 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

株主名簿管理人及び
特別口座の口座管理機関

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

株主名簿管理人
事務取扱場所

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

郵便物送付先 〒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

電話照会先 0120-782-031
公告の方法 当社ウェブサイトに掲載

http://www.nitorihd.co.jp/ir/

当社ウェブサイトでは、ニュースリ
リースによる最新情報のほか、事業内
容や投資家情報を発信しております。

http://www.nitorihd.co.jp/ http://www.nitorihd.co.jp/ir/

ウェブサイトのご案内

ニトリホールディングス ウェブサイト

会社概要／株式情報
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