
To Our Shareholders株主の皆様へ

第49期中間株主通信
2020年２月21日～2020年8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。
この度の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に罹患された皆様並びに令和2

年7月豪雨により、甚大な被害を受けた皆様に心よりお見舞い申しあげます。
ここに当社第49期中間期（2020年2月21日から2020年8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、緊急事態宣言の解除後、全店舗の営業を再開し、より多

くのお客様にご来店いただいたことで売上が大きく伸長いたしました。特に、巣ごも
り需要の高まりやテレワークの浸透を受け、収納整理用品やホームオフィス家具、キ
ッチンダイニング家具が売上を牽引したほか、梅雨明け後の気温上昇の影響もあり季
節寝具・寝装品の売上が好調に推移した結果、当連結会計年度の売上高は3,624億81
百万円（前年同期比12.7％増）、営業利益は805億96百万円（前年同期比45.0％増）、
経常利益は810億67百万円（前年同期比43.4％増）、親会社株主に帰属する当期純利
益は497億64百万円（前年同期比35.1％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。

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57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、115円(中間配
当金57円、期末配当金58円)を予定しております。

1株当たり中間配当金 57円
（年間配当金 115円予想）

代表取締役社長
兼最高執行責任者（COO）

白 井   俊 之

（百万円）

前中間期
（2020年2月期）

当中間期
（2021年2月期）

通期（計画）
（2021年2月期）

売上高 321,598 362,481 702,600

営業利益 55,577 80,596 132,900

経常利益 56,540 81,067 134,100

親会社株主に帰属する
当期純利益 36,847 49,764 85,300

1株当たり
当期純利益（円）

328.10 441.70 756.04
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ニュース ＆ トピックス
News & Topics
2020年秋冬のコーディネートシリーズが登場

ほっこり、あたたかな2020年秋冬の新作コーディネートを展開いたしました。
今回のコーディネートは、ヴィンテージスタイルの家具にもマッチする落ち着きのあるネイビーと、ふわふわ素材を組み合わ

せたやわらかなレッドを基調としたスタイルの2パターンをご提案しております。
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とサービスに力

を入れてまいります。

婦人服専門店「Ｎ＋」（エヌプラス）
『トータルコーディネートの大人服。』

新規事業として婦人服専門店「Ｎ＋」を展開しております。
2020年8月28日にニトリ赤羽店、ニトリ環八用賀店の両店舗内にインショップ出店したほか、関東のショッピングセンター

内にも出店しており、現在9店舗を展開しております（2020年10月19日現在）。
「大人の女性のためのお求めやすく、着心地も良く、気軽にカラーコーディネートができる」アパレルブランドをコンセプトに、

体形の変化にも対応できる豊
富なサイズやパターンを取り
揃え、大人の女性がトータル
コーディネートできるアイテ
ムを提案しております。

2013年より8年連続となるグッドデザイン賞受賞
「かるいタオル」「全天候型気象室によるカーテン機能評価手法」について、2020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。
「かるいタオル」は、あっと驚く軽さと吸水スピード、乾きやすさを、今までにない極細綿糸で織り上げることで実現いたしました。

家事の効率化と肌触りへのこだわりを両立させています。
「全天候型気象室によるカーテン機能評価手法」とは、帝人ラボとの協業により、カーテン使用後の室内の温度変化等を可視化

できるよう指標化したものです。お客様がカーテンを購入される時に、使用後の室内の温度変化や節電費用等の機能面をご確認
いただけることが評価につながりました。 

全天候型気象室

全天候型気象室によるカーテン機能評価手法が用いられた実際の店頭POP

コロナ禍におけるニトリグループの取り組み
私たちニトリグループは、「住まいの豊かさを世界の人々に提供する。」とのロマンのもと、お客様の不平・不満・不便の解決を徹底

的に考えることで、常に時代のニーズに応じた商品を提供し続けてきました。
このコロナ禍においても、お客様、従業員の健康を守ることを第一優先に、厳しい感染拡大防止策を講じながら「お、ねだん以上。」

の商品やサービスを提供し、持続的な成長を目指した企業活動を継続しています。以下に取り組みの例をいくつかご紹介いたします。

⃝ニーズの変化への対応
緊急事態宣言下においては、多くの企業が

在宅勤務を取り入れたこともあり「ホーム 
オフィス家具」が多くのお客様からご支持を
いただきました。また、簡易家具・収納整理用
品や食器類、キッチン・ダイニング用品といっ
た、自宅で過ごす時間をより快適にするため
の商品も需要が高まりました。

このニーズの変化に対しニトリグループで
は、商品の企画から製造、物流に至るまですべ
てを自社で賄う“垂直統合型のサプライチェー
ン”の強みを活かして柔軟に対応し、必要な商
品を必要な時に購入していただけるよう体制
を強化いたしました。

⃝ニトリアプリの強化
お客様の店舗滞在時間を短縮するための取

り組みとして、ニトリアプリの機能強化を実
施しました。アプリ上で商品の検索のほか、
店舗毎の商品在庫や商品位置の確認が可能と
なり、ソーシャル・ディスタンスの確保と接客
時間の短縮を実現しました。

STEP 1
商品検索

STEP 2
店舗別商品在庫確認

STEP 3
商品位置表示

かるいタオル

Ｎ＋ニトリ赤羽店の外観
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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．上記の所有株式数は株主名簿に基づき記載しております。
２．自己株式1,378,331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． 日本マスタートラスト信託銀行株式会社及び株式会社日本カストディ

銀行の所有株式数は、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。

５． 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、2020年7月27日に
JTCホールディングス株式会社と資産管理サービス信託銀行株式会社
と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号変更しております。

社名 株式会社ニトリホールディングス
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

【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（執行役員副社長） 須藤　文弘
取締役（執行役員副社長） 松元　史明
取締役 武田　政則
社外取締役 榊原　定征
社外取締役 宮内　義彦
取締役（監査等委員）（常勤） 久保　隆男
社外取締役（監査等委員） 安藤　隆春
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（2020年8月20日現在）

株主メモ

株式情報（2020年8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 18,351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 18.40
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 6,955 6.15
株式会社日本カストディ銀行（信託口） 5,119 4.53
公益財団法人似鳥国際奨学財団 4,000 3.54
株式会社北洋銀行 3,860 3.41
似鳥　昭雄 3,410 3.02
似鳥　百百代 3,078 2.72
株式会社日本カストディ銀行（信託口９） 2,155 1.91
日本生命保険相互会社 2,056 1.82
全国共済農業協同組合連合会 2,007 1.78

外国法人等
33.03%

金融機関
29.51%

その他国内法人
23.33%

自己株式 1.20%
個人・その他 11.78%

証券会社 1.15%

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

https://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。

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


