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株主の皆様へ

To Our Shareholders

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4 7期中間期（ 2018年2月21日から2018年8月2 0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、接触冷感素材の「Nクール」シリーズ等の季節商品を
中心とした寝具・寝装品が売上を牽引したことに加え、機能性カーテンをはじめと
するウィンドウカバリングやベッドルーム家具、ソファ等も好調に推移いたしまし
「ニトリFun!ウィーク」等の各種キャンペーンが売上に寄与いたしました結果、
た。また、
売上高は3 , 0 1 6億9 4百万円（前年同期比6.3%増）
、営業利益は5 5 8億9 0百万円
（前年同期比16.1%増）
、経常利益は567億59百万円（前年同期比16.7%増）、親会社
株主に帰属する中間純利益は379億58百万円（前年同期比8 . 3 %増）の増収増益と
なりました。
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。

財務ハイライト
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97円予想）

配当金

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。
当期の中間配当金につきましては、当初予想の
通り47円の配当を行うことといたしました。なお、
当期の年間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。

News & Topics
ニュース ＆ トピックス

秋冬向けコーディネート商品を販売開始
2018年度の秋冬向けコーディネート商品を8月より販売開始いたしました。
「自分だけの特等席を作ろう！」をコンセプトに
ナチュラルかつ遊び心のある空間を演出しております。
今回のコーディネートは、自然とつながりを感じるキャビンのような空間＜THE LAND＞と、懐かしさのある安心できる空間
＜Winter Holiday＞の2パターンを提案しております。
トータルコーディネートを推進するニトリでは、お客様の暮らしをより豊かにするべく、今後も新商品の開発に力を入れてまいります。

海外における店舗展開
中国30店舗、台湾30店舗の達成
2018年7月6日に台湾30店舗目となる「重新家樂福店」、2018年9月28日には中国30店舗目となる「武漢王家湾摩尔城店」
をオープンいたしました。
これにより、2018年10月1日時点の海外の店舗数は、65店舗となりました（米国5店舗含む）。
これからも「住まいの豊かさを世界の人々に提供する。」という当社のロマンを実現するため、積極的に海外展開を進めてま
いります。

ニトリのキッズ・ベビーサイトが初オープン
＜重新家樂福店＞（台湾）

創業の地

2018年７月よりキッズサイト「KodoMONO」を新設いた
しました。
『こどもと暮らす、楽しくゆたかな空間。
』をコンセ
プトに、ベビー用品からキッズ用品までお子様との暮らしを
つくるアイテムやアイデアをご提案いたします。
家族に見守られながら大きくなっていくお子様の成長を、
ニトリはキッズ・ベビー用品のコーディネートをお求めやすい
価格で提案することで応援してまいります。

6年連続となる グッドデザイン賞受賞

ネジを使わず組み立て時間を大幅に削減した「Ｎクリッ
クボックス」
、従来よりも約20％軽量化した「超軽量土鍋 浮
雲」、熱と視線は通さず光を通す「レースカーテン エコナチュ
レ」、花粉とほこりをキャッチする「カーテン キャッチクリー
ン」の4商品が、2018年度グッドデザイン賞(主催：公益財団
法人日本デザイン振興会)を受賞いたしました。

北海道のさらなる観光発展に寄与（小樽エリア）

小樽芸術村「ルイス・C・ティファニー
ステンドグラスギャラリー」一般公開開始

https://page.nitori-net.jp/kodomono/index.html

Nクリックボックス

カーテン キャッチクリーン

超軽量土鍋

レースカーテン エコナチュレ

浮雲

＜武漢王家湾摩尔城店＞（中国）

当社が運営する「小樽芸術村」の「似鳥美術館」において、
2 0 1 8年8月2 2日より「ルイス・C・ティファニー ステンド
グラスギャラリー」の一般公開を開始いたしました。
光の芸術家ルイス・C・ティファニー作品のコレクションと
して、オパールセントガラスや虹色に輝くファブリルガラスな
どアールヌーヴォーを牽引した代表的な教会ステンドグラス
作品を中心に、
「似鳥美術館」1階に展示しております。

「銀鱗荘」の運営開始
当社は小樽の老舗料亭・温泉旅館である「銀鱗荘」を
購 入 し、2 0 1 8年8月2 0日 よ り、当 社 子 会 社 が 運 営 を
開始いたしました。
北海道文化財百選の一つにも数えられる歴史的建築
であり、宿泊施設としても第一級の本施設において、
超一流のサービスを提供し、道内外はじめ海外からも
観光客を招き入れることで、小樽エリアの振興に貢献
してまいります。
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社名

株式会社ニトリホールディングス

株式状況

設立

1972年（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

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

20,091名

大株主
株主名

【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

取締役副社長

池田

匡紀

取締役副社長

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

株式会社ニトリ商事
ジェーピー モルガン チェース
バンク 380055
日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社（信託口）
公益財団法人似鳥国際奨学財団

所有株式数
（千株）

持株比率
（％）

5,079

4.52

4,458

3.97

4,000

3.56

20,799 18.53

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 3,984

3.55

似鳥

3.04

株式会社北洋銀行

3,860

似鳥

3,078

昭雄

3,409

百百代

日本生命保険相互会社

2,056

全国共済農業協同組合連合会

2,007

3.44

2.74

1.83

1.79

(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2,183,848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。

所有者別株式分布状況
外国法人等
35.58%

自己株式 1.91%
個人・その他 12.70%
その他国内法人
金融機関
23.58%
24.90 %
証券会社 1.32%

株主メモ
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

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
事務取扱場所 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
郵便物送付先

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 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
特別口座の口座管理機関 三井住友信託銀行株式会社
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。

電話照会先
公告の方法

〒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
当社ウェブサイトに掲載
https://www.nitorihd.co.jp/ir/

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。

ニトリホールディングス ウェブサイト

IR情報

ウェブサイトのご案内
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。
https://www.nitorihd.co.jp/

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

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

