
　平成24年10月1日付で、ニトリ麻生店の建て替えに伴い、 
札幌の本社を麻生店の 
4～6階 の オ フ ィ ス 
スペースに移転いたし
ました。
　本社機能の移転と併
せまして、1～3階の店
舗スペースは売場面積、
駐車台数とも大幅に拡
大し、より魅力ある店舗
に生まれ変わりました。

ランドセル「わんぱく組」好評発売中
　平成24年8月より、ニトリのランドセル「わんぱく組」の
2013年モデルの販売を開始いたしました。
　「より強く、より軽く、6年保証」を商品開発のキーワードと
いたしまして、新素材の採用により昨年モデルより軽くて丈夫
なランドセルを実現いたしました。
　2013年モデルの「わんぱく組」は、帝人株式会社との“新
「機能商品」開発プロジェクト”による新商品の第1弾となります。
　ランドセルに続き、今後は本共同プロジェクトの展開を繊維
製品や寝装品等の商品群にも拡大し、多くのお客様に支持され
る「機能商品」をお届けしてまいります。

トータルコーディネートシリーズの拡大
　既存シリーズの改良と新規シリーズの開発によりトータル
コーディネートシリーズを拡大いたしました。今後も、お客様
へコーディネートされた住まいの提案を行ってまいります。

▍商品トピックス

▍本社の移転について

トピックス

丈夫で軽い新素材
「タフガードⓇライト」を採用！

×
共同開発

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
ホームページ　http://www.nitorihd.co.jp/
I R 情 報　http://www.nitori.co.jp/ir/

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
〒183-8701　東京都府中市日鋼町1番10 
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
 0120-176-417

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

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

株主メモ

下記ＵＲＬにアクセスいただき、アクセスコード入力後に表示される
アンケートサイトにてご回答ください。所要時間は5分程度です。

当社では、株主の皆様の声をお聞かせいただくため、
アンケートを実施いたします。お手数ではございますが、

アンケートへのご協力をお願いいたします。

株主の皆様の声をお聞かせください

kabu@wjm.jpへ空メールを送信してください。（タイトル、本文は無記入）
アンケート回答用のURLが直ちに自動返信されます。

空メールによりURL自動返信

いいかぶ 検索検索

●アンケートのお問い合わせ 
  「e -株主リサーチ事務局」

TEL： 03-5777-3900（平日 10：00～17：30）
MAIL：info@e-kabunushi.com

http://ｗｗｗ.e-kabunushi.com
アクセスコード　9843

ご回答いただいた方の中から
抽選で薄謝（図書カード500円）
を進呈させていただきます

●アンケート実施期間は、本書がお手元に
到着してから約2ヶ月間です。

※本アンケートは、株式会社 a2media（エー・ツー・メディア）の提供する
「e-株主リサーチ」サービスにより実施いたします。
（株式会社 a2mediaについての詳細 http://www.a2media.co.jp）
※ご回答内容は統計資料としてのみ使用させていただき、事前の承諾なしにこ
れ以外の目的に使用することはありません。

所在地：札幌市北区新琴似七条一丁目2番39号
アクセス： 札幌市営地下鉄南北線 麻生駅3番口 

より徒歩5分

新本社（麻生店）

第41期 中間株主通信
平成24年2月21日～平成24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



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、東日本大震災の影
響から回復しつつあるものの、欧州政府債務危機や円高の長期化
等、依然として先行き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、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しております。
　また、お客様により安心して商品をご使用いただけるように、
平成24年3月より、家具の一部商品の保証期間を3年から5年に延
長いたしました。

品ぞろえと広告宣伝活動
　品ぞろえといたしましては、トータルコーディネート商品の開
発に継続的に取り組み、お客様へコーディネートされた住まいの
提案を行っております。
　広告宣伝活動といたしましては、全国ネットのテレビCMやチ
ラシ紙面、新聞への全面広告の掲載による集中訴求を行うととも
に、最適な広告手段の実現に向けたメディアミックスによる広告
体制づくりを進めることで、お客様の認知度向上と販促活動の効
率化を図りました。

店舗展開
　店舗面では、更なるドミナント地域の形成とスクラップアンドビ
ルドにより、より来店しやすく、買物しやすい店舗を目指して積極
的に新規出店を行いました。その結果、平成24年8月20日現在の
店舗数は278店舗（国内265店舗、海外13店舗）となり、経営の
基盤は一層充実いたしました。
　また、平成25年秋の米国1号店出店に備え、平成24年5月には
米国カリフォルニア州に現地法人NITORI USA,  INC.（出資比率
100％）を設立いたしました。

配当金
　配当金につきましては、株主の皆様の日頃のご支援にお応えす
るとともに今後も引き続きご支援を賜りたく、利益還元策の一環
として、当中間配当金を前年中間配当金と比べ5円増配の1株あた
り45円とさせていただきました。期末も5円増配を予定している
ことから、1株あたりの年間配当金の予想金額は90円となります。

通期の見通し
　当連結会計年度の業績につきましては、平成24年3月30日に決
算短信で発表いたしました通期の業績予想のとおり、売上高
3,600億円、営業利益632億円、経常利益640億円、当期純利益
375億円と予想しております。
　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41期中間期（平成24
年2月21日から平成24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24年8月20日現在

前期末
平成24年2月20日現在

（資産の部）
流動資産 62,860 67,913
有形固定資産 155,973 146,985
無形固定資産 6,675 6,544
投資その他の資産 45,366 45,710

資産合計 270,876 267,153
（負債の部）
流動負債 57,568 76,433
固定負債 21,605 15,770

負債合計 79,173 92,204
（純資産の部）
株主資本 194,372 177,978
その他の包括利益累計額 △  3,159 △  3,450
新株予約権 468 421
少数株主持分 20 －

純資産合計 191,702 174,949
負債・純資産合計 270,876 267,153

中間連結貸借対照表

（単位：百万円）

科　　目
当中間期

自 平成24年2月21日
至 平成24年8月20日

前中間期
自 平成23年2月21日
至 平成23年8月20日

売上高 170,091 159,296
売上原価 76,182 72,281

売上総利益 93,909 87,014
販売費及び一般管理費 63,521 61,138

営業利益 30,387 25,875
営業外収益 610 700
営業外費用 217 151

経常利益 30,780 26,425
特別利益 18 146
特別損失 104 2,260

税金等調整前中間純利益 30,694 24,311
法人税等 13,202 9,899

少数株主損益調整前中間純利益 17,491 14,412
少数株主利益 20 －

中間純利益 17,471 14,412

中間連結損益計算書

（単位：百万円）

科　　目
当中間期

自 平成24年2月21日
至 平成24年8月20日

前中間期
自 平成23年2月21日
至 平成23年8月20日

営業活動によるキャッシュ・フロー 21,771 25,506
投資活動によるキャッシュ・フロー △� 13,243 △� 12,211
財務活動によるキャッシュ・フロー △� 10,192 △� 3,759
現金及び現金同等物に係る換算差額 41 △  83
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △  1,622 9,451
現金及び現金同等物の期首残高 18,410 14,035
現金及び現金同等物の中間期末残高 16,788 23,486

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、東日本大震災の影
響から回復しつつあるものの、欧州政府債務危機や円高の長期化
等、依然として先行き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、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しております。
　また、お客様により安心して商品をご使用いただけるように、
平成24年3月より、家具の一部商品の保証期間を3年から5年に延
長いたしました。

品ぞろえと広告宣伝活動
　品ぞろえといたしましては、トータルコーディネート商品の開
発に継続的に取り組み、お客様へコーディネートされた住まいの
提案を行っております。
　広告宣伝活動といたしましては、全国ネットのテレビCMやチ
ラシ紙面、新聞への全面広告の掲載による集中訴求を行うととも
に、最適な広告手段の実現に向けたメディアミックスによる広告
体制づくりを進めることで、お客様の認知度向上と販促活動の効
率化を図りました。

店舗展開
　店舗面では、更なるドミナント地域の形成とスクラップアンドビ
ルドにより、より来店しやすく、買物しやすい店舗を目指して積極
的に新規出店を行いました。その結果、平成24年8月20日現在の
店舗数は278店舗（国内265店舗、海外13店舗）となり、経営の
基盤は一層充実いたしました。
　また、平成25年秋の米国1号店出店に備え、平成24年5月には
米国カリフォルニア州に現地法人NITORI USA,  INC.（出資比率
100％）を設立いたしました。

配当金
　配当金につきましては、株主の皆様の日頃のご支援にお応えす
るとともに今後も引き続きご支援を賜りたく、利益還元策の一環
として、当中間配当金を前年中間配当金と比べ5円増配の1株あた
り45円とさせていただきました。期末も5円増配を予定している
ことから、1株あたりの年間配当金の予想金額は90円となります。

通期の見通し
　当連結会計年度の業績につきましては、平成24年3月30日に決
算短信で発表いたしました通期の業績予想のとおり、売上高
3,600億円、営業利益632億円、経常利益640億円、当期純利益
375億円と予想しております。
　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41期中間期（平成24
年2月21日から平成24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24年8月20日現在

前期末
平成24年2月20日現在

（資産の部）
流動資産 62,860 67,913
有形固定資産 155,973 146,985
無形固定資産 6,675 6,544
投資その他の資産 45,366 45,710

資産合計 270,876 267,153
（負債の部）
流動負債 57,568 76,433
固定負債 21,605 15,770

負債合計 79,173 92,204
（純資産の部）
株主資本 194,372 177,978
その他の包括利益累計額 △  3,159 △  3,450
新株予約権 468 421
少数株主持分 20 －

純資産合計 191,702 174,949
負債・純資産合計 270,876 267,153

中間連結貸借対照表

（単位：百万円）

科　　目
当中間期

自 平成24年2月21日
至 平成24年8月20日

前中間期
自 平成23年2月21日
至 平成23年8月20日

売上高 170,091 159,296
売上原価 76,182 72,281

売上総利益 93,909 87,014
販売費及び一般管理費 63,521 61,138

営業利益 30,387 25,875
営業外収益 610 700
営業外費用 217 151

経常利益 30,780 26,425
特別利益 18 146
特別損失 104 2,260

税金等調整前中間純利益 30,694 24,311
法人税等 13,202 9,899

少数株主損益調整前中間純利益 17,491 14,412
少数株主利益 20 －

中間純利益 17,471 14,412

中間連結損益計算書

（単位：百万円）

科　　目
当中間期

自 平成24年2月21日
至 平成24年8月20日

前中間期
自 平成23年2月21日
至 平成23年8月20日

営業活動によるキャッシュ・フロー 21,771 25,506
投資活動によるキャッシュ・フロー △� 13,243 △� 12,211
財務活動によるキャッシュ・フロー △� 10,192 △� 3,759
現金及び現金同等物に係る換算差額 41 △  83
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △  1,622 9,451
現金及び現金同等物の期首残高 18,410 14,035
現金及び現金同等物の中間期末残高 16,788 23,486

中間連結キャッシュ・フロー計算書
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　平成24年10月1日付で、ニトリ麻生店の建て替えに伴い、 
札幌の本社を麻生店の 
4～6階 の オ フ ィ ス 
スペースに移転いたし
ました。
　本社機能の移転と併
せまして、1～3階の店
舗スペースは売場面積、
駐車台数とも大幅に拡
大し、より魅力ある店舗
に生まれ変わりました。

ランドセル「わんぱく組」好評発売中
　平成24年8月より、ニトリのランドセル「わんぱく組」の
2013年モデルの販売を開始いたしました。
　「より強く、より軽く、6年保証」を商品開発のキーワードと
いたしまして、新素材の採用により昨年モデルより軽くて丈夫
なランドセルを実現いたしました。
　2013年モデルの「わんぱく組」は、帝人株式会社との“新
「機能商品」開発プロジェクト”による新商品の第1弾となります。
　ランドセルに続き、今後は本共同プロジェクトの展開を繊維
製品や寝装品等の商品群にも拡大し、多くのお客様に支持され
る「機能商品」をお届けしてまいります。

トータルコーディネートシリーズの拡大
　既存シリーズの改良と新規シリーズの開発によりトータル
コーディネートシリーズを拡大いたしました。今後も、お客様
へコーディネートされた住まいの提案を行ってまいります。

▍商品トピックス

▍本社の移転について

トピックス

丈夫で軽い新素材
「タフガードⓇライト」を採用！

×
共同開発

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
ホームページ　http://www.nitorihd.co.jp/
I R 情 報　http://www.nitori.co.jp/ir/

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
〒183-8701　東京都府中市日鋼町1番10 
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
 0120-176-417

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

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

株主メモ

下記ＵＲＬにアクセスいただき、アクセスコード入力後に表示される
アンケートサイトにてご回答ください。所要時間は5分程度です。

当社では、株主の皆様の声をお聞かせいただくため、
アンケートを実施いたします。お手数ではございますが、

アンケートへのご協力をお願いいたします。

株主の皆様の声をお聞かせください

kabu@wjm.jpへ空メールを送信してください。（タイトル、本文は無記入）
アンケート回答用のURLが直ちに自動返信されます。

空メールによりURL自動返信

いいかぶ 検索検索

●アンケートのお問い合わせ 
  「e -株主リサーチ事務局」

TEL： 03-5777-3900（平日 10：00～17：30）
MAIL：info@e-kabunushi.com

http://ｗｗｗ.e-kabunushi.com
アクセスコード　9843

ご回答いただいた方の中から
抽選で薄謝（図書カード500円）
を進呈させていただきます

●アンケート実施期間は、本書がお手元に
到着してから約2ヶ月間です。

※本アンケートは、株式会社 a2media（エー・ツー・メディア）の提供する
「e-株主リサーチ」サービスにより実施いたします。
（株式会社 a2mediaについての詳細 http://www.a2media.co.jp）
※ご回答内容は統計資料としてのみ使用させていただき、事前の承諾なしにこ
れ以外の目的に使用することはありません。

所在地：札幌市北区新琴似七条一丁目2番39号
アクセス： 札幌市営地下鉄南北線 麻生駅3番口 

より徒歩5分

新本社（麻生店）

第41期 中間株主通信
平成24年2月21日～平成24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
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