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　当事業年度は、リフォーム事業をより
強化してまいりました。大型店舗に約
60坪のショールームを設け、現在では
関東圏を中心に北海道から沖縄まで23
拠点で展開しております。
　施工のご提案に加え、当社の強みで
ありますトータルコーディネートのご提
案まで一貫して任せていただける当社
独自の「トータルリフォーム」を、今後
も規模を拡大して推進してまいります。

▍リフォーム事業の拡大
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毎年2月21日から翌年2月20日まで
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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。

株主ご優待制度の内容
　毎年2月20日現在の株主名簿に記録された50株以上ご所有の株主様に、
株主お買物優待券を年1回発行し、全国のニトリ、デコホームの各営業店
舗でのお買物をご優待いたします。
株主お買物優待券の発行基準

ご所有株式数 お買物優待券の種類 枚数

50株以上1,000株未満 1枚につきお買上げ金額20,000円を
上限とした10％割引 10枚

1,000株以上
1枚につきお買上げ金額20,000円を

上限とした10％割引 10枚

1枚につきお買上げ金額50,000円を
上限とした10％割引 5枚

株主お買物優待券の有効期間
　株主お買物優待券の到着後翌年5月20日まで
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第41期 株主通信
平成24年2月21日～平成25年2月20日

株式会社ニトリホールディングス

証券コード 9843

▍お客様の利便性向上のための取り組み
　平成24年12月から、ニトリの通販
サイト（ニトリネット等）において
5,000円以上お買い上げに対する送料
を無料といたしました。
（一部除外品がございます。）

　ニトリメンバーズカードのポイント
ご利用単位を500ポイントから100ポイ
ントに変更いたしました。

　触れると冷たさを感じ、夏でも心地よい肌ざわりに包まれて
お休みいただける「Nクールシリーズ」、繊維に特殊加工をほど
こすことで寒い季節をあたたかく、かしこく省エネ・節電でき
るアイテム「Nウォームシリーズ」等を開発し、お客様視点の
機能商品を充実させました。

　また、当事業年度より帝人
株式会社様との新「機能商品」
開発プロジェクトをスタートい
たしました。素材開発から商
品企画、販売までそれぞれの
強みを活かして、「ホコリが出
にくい寝具シリーズ」をはじめ
とする機能商品の開発を、積
極的に推進しております。

▍機能商品の開発

×
共同開発

Nクールシリーズ Nウォームシリーズ

ホコリが出にくい寝具シリーズ



当事業年度の概況
　当連結会計年度におけるわが国経済は、東日本大震災の影響か
ら緩やかに回復しつつあるものの、欧州の債務危機による海外経
済の停滞や雇用・所得環境の先行きに対する不透明感等から、依
然として厳しい状況で推移いたしました。
　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いたしました。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。さ
らに、平成24年11月30日より、お客様の低価格志向のご要望にお応
えし、全国のニトリ店舗で867品目の一斉値下げを実施いたしました。
　品ぞろえといたしましては、お客様に毎日の暮らしの中で、気
軽にコーディネートを楽しんでいただけるように、トータルコー
ディネート商品の開発に引き続き取り組んでおります。
　また、物流コストの削減を推進し、中国上海市にあるプロセス
センターをはじめとした海外物流拠点を積極的に活用することで、
グループ全体での効率改善を行いました。

グループ300店舗達成と海外展開
　平成25年2月20日現在で国内店舗数が286店舗、台湾の店舗数
が14店舗となり、国内外のグループ合計で300店舗を達成し、経
営の基盤は一層充実いたしました。
　海外子会社では、台湾の現地法人「宜得利家居股份有限公司」
が、店舗数拡大による知名度の向上等により単年度黒字化を達成
いたしました。また、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.」を設立し、平成25年秋の米国
1号店の出店に向けて準備を進めております。

当事業年度の成果
　これらの結果、当社グループ（当社および連結子会社）の当連
結会計年度の売上高は3,487億89百万円（前期比5.4％増）、営業
利益は615億50百万円（前期比6.2％増）、経常利益は621億95
百万円（前期比5.1％増）、当期純利益は358億11百万円（前期
比6.7％増）となり、26期連続増収増益（当期純利益は14期連続
増益）を達成いたしました。

配当金
　当社は、株主の皆様の負託に応え、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。
　当事業年度につきましては、中間配当として1株当たり45円を
実施しており、期末配当45円と合計で1株当たり90円とさせてい
ただきました。
　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（平成24年2月
21日から平成25年2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 当連結会計年度
平成25年2月20日現在

前連結会計年度
平成24年2月20日現在

（資産の部）
流動資産 72,562 67,913
有形固定資産 160,470 146,985
無形固定資産 6,731 6,544
投資その他の資産 44,526 45,710

資産合計 284,290 267,153
（負債の部）
流動負債 55,294 76,433
固定負債 19,231 15,770

負債合計 74,525 92,204
（純資産の部）
株主資本 209,242 177,978
その他の包括利益累計額 △  117 △  3,450
新株予約権 603 421
少数株主持分 36 －

純資産合計 209,764 174,949
負債・純資産合計 284,290 267,153

連結貸借対照表

（単位：百万円）

科　　目
当連結会計年度
自 平成24年2月21日
至 平成25年2月20日

前連結会計年度
自 平成23年2月21日
至 平成24年2月20日

売上高 348,789 331,016
売上原価 156,172 147,077

売上総利益 192,616 183,938
販売費及び一般管理費 131,066 125,987

営業利益 61,550 57,951
営業外収益 1,091 1,453
営業外費用 446 253

経常利益 62,195 59,151
特別利益 923 170
特別損失 382 2,852

税金等調整前当期純利益 62,736 56,469
法人税等 26,888 22,920

少数株主損益調整前当期純利益 35,847 33,548
少数株主利益 36 －

当期純利益 35,811 33,548

連結損益計算書

（単位：百万円）

科　　目
当連結会計年度
自 平成24年2月21日
至 平成25年2月20日

前連結会計年度
自 平成23年2月21日
至 平成24年2月20日

営業活動によるキャッシュ・フロー 41,989 43,908
投資活動によるキャッシュ・フロー △� 21,937 △� 22,925
財務活動によるキャッシュ・フロー △� 22,047 △� 16,099
現金及び現金同等物に係る換算差額 401 △  422
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △  1,594 4,460
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期末残高 16,816 18,410

連結キャッシュ・フロー計算書
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平成15年度　100店舗　達成
平成21年度　200店舗　達成
平成24年度　300店舗　達成

300店舗目　宜野湾店（沖縄）
平成24年度（平成25年2月）オープン
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平成24年度　300店舗　達成

300店舗目　宜野湾店（沖縄）
平成24年度（平成25年2月）オープン



当事業年度の概況
　当連結会計年度におけるわが国経済は、東日本大震災の影響か
ら緩やかに回復しつつあるものの、欧州の債務危機による海外経
済の停滞や雇用・所得環境の先行きに対する不透明感等から、依
然として厳しい状況で推移いたしました。
　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いたしました。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。さ
らに、平成24年11月30日より、お客様の低価格志向のご要望にお応
えし、全国のニトリ店舗で867品目の一斉値下げを実施いたしました。
　品ぞろえといたしましては、お客様に毎日の暮らしの中で、気
軽にコーディネートを楽しんでいただけるように、トータルコー
ディネート商品の開発に引き続き取り組んでおります。
　また、物流コストの削減を推進し、中国上海市にあるプロセス
センターをはじめとした海外物流拠点を積極的に活用することで、
グループ全体での効率改善を行いました。

グループ300店舗達成と海外展開
　平成25年2月20日現在で国内店舗数が286店舗、台湾の店舗数
が14店舗となり、国内外のグループ合計で300店舗を達成し、経
営の基盤は一層充実いたしました。
　海外子会社では、台湾の現地法人「宜得利家居股份有限公司」
が、店舗数拡大による知名度の向上等により単年度黒字化を達成
いたしました。また、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.」を設立し、平成25年秋の米国
1号店の出店に向けて準備を進めております。

当事業年度の成果
　これらの結果、当社グループ（当社および連結子会社）の当連
結会計年度の売上高は3,487億89百万円（前期比5.4％増）、営業
利益は615億50百万円（前期比6.2％増）、経常利益は621億95
百万円（前期比5.1％増）、当期純利益は358億11百万円（前期
比6.7％増）となり、26期連続増収増益（当期純利益は14期連続
増益）を達成いたしました。

配当金
　当社は、株主の皆様の負託に応え、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。
　当事業年度につきましては、中間配当として1株当たり45円を
実施しており、期末配当45円と合計で1株当たり90円とさせてい
ただきました。
　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（平成24年2月
21日から平成25年2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 当連結会計年度
平成25年2月20日現在

前連結会計年度
平成24年2月20日現在

（資産の部）
流動資産 72,562 67,913
有形固定資産 160,470 146,985
無形固定資産 6,731 6,544
投資その他の資産 44,526 45,710

資産合計 284,290 267,153
（負債の部）
流動負債 55,294 76,433
固定負債 19,231 15,770

負債合計 74,525 92,204
（純資産の部）
株主資本 209,242 177,978
その他の包括利益累計額 △  117 △  3,450
新株予約権 603 421
少数株主持分 36 －

純資産合計 209,764 174,949
負債・純資産合計 284,290 267,153

連結貸借対照表

（単位：百万円）

科　　目
当連結会計年度
自 平成24年2月21日
至 平成25年2月20日

前連結会計年度
自 平成23年2月21日
至 平成24年2月20日

売上高 348,789 331,016
売上原価 156,172 147,077

売上総利益 192,616 183,938
販売費及び一般管理費 131,066 125,987

営業利益 61,550 57,951
営業外収益 1,091 1,453
営業外費用 446 253

経常利益 62,195 59,151
特別利益 923 170
特別損失 382 2,852

税金等調整前当期純利益 62,736 56,469
法人税等 26,888 22,920

少数株主損益調整前当期純利益 35,847 33,548
少数株主利益 36 －

当期純利益 35,811 33,548

連結損益計算書

（単位：百万円）
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至 平成25年2月20日

前連結会計年度
自 平成23年2月21日
至 平成24年2月20日

営業活動によるキャッシュ・フロー 41,989 43,908
投資活動によるキャッシュ・フロー △� 21,937 △� 22,925
財務活動によるキャッシュ・フロー △� 22,047 △� 16,099
現金及び現金同等物に係る換算差額 401 △  422
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △  1,594 4,460
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期末残高 16,816 18,410

連結キャッシュ・フロー計算書
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　当事業年度は、リフォーム事業をより
強化してまいりました。大型店舗に約
60坪のショールームを設け、現在では
関東圏を中心に北海道から沖縄まで23
拠点で展開しております。
　施工のご提案に加え、当社の強みで
ありますトータルコーディネートのご提
案まで一貫して任せていただける当社
独自の「トータルリフォーム」を、今後
も規模を拡大して推進してまいります。

▍リフォーム事業の拡大

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
〒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

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。

株主ご優待制度の内容
　毎年2月20日現在の株主名簿に記録された50株以上ご所有の株主様に、
株主お買物優待券を年1回発行し、全国のニトリ、デコホームの各営業店
舗でのお買物をご優待いたします。
株主お買物優待券の発行基準

ご所有株式数 お買物優待券の種類 枚数

50株以上1,000株未満 1枚につきお買上げ金額20,000円を
上限とした10％割引 10枚

1,000株以上
1枚につきお買上げ金額20,000円を

上限とした10％割引 10枚

1枚につきお買上げ金額50,000円を
上限とした10％割引 5枚

株主お買物優待券の有効期間
　株主お買物優待券の到着後翌年5月20日まで

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

株主ご優待

株主メモ

第41期 株主通信
平成24年2月21日～平成25年2月20日

株式会社ニトリホールディングス

証券コード 9843

▍お客様の利便性向上のための取り組み
　平成24年12月から、ニトリの通販
サイト（ニトリネット等）において
5,000円以上お買い上げに対する送料
を無料といたしました。
（一部除外品がございます。）

　ニトリメンバーズカードのポイント
ご利用単位を500ポイントから100ポイ
ントに変更いたしました。

　触れると冷たさを感じ、夏でも心地よい肌ざわりに包まれて
お休みいただける「Nクールシリーズ」、繊維に特殊加工をほど
こすことで寒い季節をあたたかく、かしこく省エネ・節電でき
るアイテム「Nウォームシリーズ」等を開発し、お客様視点の
機能商品を充実させました。

　また、当事業年度より帝人
株式会社様との新「機能商品」
開発プロジェクトをスタートい
たしました。素材開発から商
品企画、販売までそれぞれの
強みを活かして、「ホコリが出
にくい寝具シリーズ」をはじめ
とする機能商品の開発を、積
極的に推進しております。

▍機能商品の開発

×
共同開発

Nクールシリーズ Nウォームシリーズ

ホコリが出にくい寝具シリーズ
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