
To Our Shareholders

株主の皆様へ

第48期中間株主通信
2019年２月21日～2019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。ここに 
当社第48期中間期（2019年2月21日から2019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、梅雨明けの遅れによる天候不順の影響により気温が 
低下し、前年好調だった季節商品が一部低調となりましたが、キッチン用品や家電、 
ダイニング家具、ベッドルーム家具が好調に推移いたしました結果、売上高は3,215
億98百万円（前年同期比6.6％増）、営業利益は555億77百万円（前年同期比0.6％
減）、経常利益は565億40百万円（前年同期比0.4％減）、親会社株主に帰属する中間
純利益は368億47百万円（前年同期比2.9％減）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54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、108円(中間配
当54円、期末配当54円)を予定しております。

1株当たり中間配当金 54円
（年間配当金 108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
（2019年2月期）

当中間期
（2020年2月期）

通期（計画）
（2020年2月期）

売上高 301,694 321,598 643,000

営業利益 55,890 55,577 104,000

経常利益 56,759 56,540 106,000

親会社株主に帰属する
当期純利益 37,958 36,847 71,500

1株当たり
当期純利益（円）

338.71 328.10 636.28

Business Report

株式会社ニトリホールディングス
証券コード：9843



ニュース ＆ トピックス
News & Topics
2019年秋のコーディネートシリーズが登場

2019年の秋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。

今年の秋は、「ネイビー×柄」をテーマに、全体をネイビー
で統一しつつ、レトロな幾何学
柄やアニマル柄でトレンドを押
さえた遊び心のある空間をご提
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
後も新商品の開発に力を入れて
まいります。

SNSで大好評！
ニトリのベビー用品が全国の店舗で販売開始

ニトリのベビー用品は、１年前から一部地域で限定的に
販売をしておりました。その後SNSで広まりを見せ、大変
ご好評をいただき、この春から全国のお店（一部店舗を除
く）とニトリネットでもご購入いただけるように取り扱い
を拡大いたしました。

“子育てママさんたちがより使いやすい商品を、よりお求
めやすい環境でお届けしたい” 自身も子育て経験のあるニ
トリのママさんバイヤーのそんな思いが込められています。

7年連続となる グッドデザイン賞受賞

子供たちにとっての快適を科学的根拠に基
づきデザインしたランドセル「わんぱく組メ
チャ!ピカ&わんぱく組cubee」、お客様のキ
ッチン内の不便・不満の声を反映し、より使い
やすく、よりキレイに収納できるようデザイ
ンを見直した「Nブランシリーズ」の2商品に
加え、商品を安全・安心にお届けするための

「移動型納品訓練車 モバイル・トレーニング・
ユニット」、ニトリが企画運営し、歴史的建造
物に近代美術の多彩な作品を展示した「小樽
芸術村」が、2019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。

モバイル・トレーニング・ユニット 小樽芸術村

わんぱく組メチャ!ピカ&わんぱく組cubee Nブランシリーズ

札幌市、北海道大学と「みらいIT人財」育成のため連携協定を締結
札幌市、北海道大学、ニトリホールディングスは「みらいIT人財」の育成を通じた札幌・北海道の一層の発展と飛躍を目指して、去る

7月24日連携協定を締結しました。
今日、超スマート社会－Society5.0－の実現に向けて技術基盤の強化

及び人財育成が急務となっています。
日本有数のIT産業の集積地としてIT産業振興を推進する札幌市、文部

科学省「数理及びデータサイエンスに係る教育強化事業」の全国 6 拠点
のひとつに選定され最先端の数理・データサイエンス教育を推進してい
る北海道大学、先進的IT技術を活用して住まいの豊かさを世界に提供す
るニトリホールディングスの3者は、この社会的要請に応えるべく、地域
社会の課題をデータの力で解決し、みらいの社会を創造できる高度IT人
財の育成を目指して連携協定を締結するに至りました。

また、この取組みに対し、公益財団法人 似鳥国際奨学財団からも奨学
生枠を設け、共同でIT人財育成を進めてまいります。

～物流業界で働く人たちに優しい環境の実現を目指して～
「スワップボディコンテナ」中継輸送開始

ホームロジスティクス並びに富士運輸株式会社は、去る３月６日に、コネク
トエリア浜松（静岡県浜松市）にて、「スワップボディコンテナ」を活用した中
継輸送を開始しました。

商品を積載する荷台部分を脱着で
きる車両を使用して、輸送とコンテナ
の積み降ろしを別拠点で同時に行う
ことにより、物流における大幅な効率
化が期待できます。
「スワップボディコンテナ」を活用し

た中継輸送を進めることにより、ドラ
イバーの負担を軽減させ、働き方改革
や女性の活躍にも繋げてまいります。

関西DC 関東DC

中継輸送導入後

中継輸送導入前

2日で出発拠点へ帰着。往復で2日かかる⇒負担大

1日で出発拠点へ帰着。そのまま帰宅可能⇒負担減

関西DC 関東DCコネクトエリア浜松

ボディをスイッチ

「ニトリネット」＆「ニトリアプリ」を同時刷新
2019年8月に、「ニトリネット」と「ニトリアプリ」

を同時刷新いたしました。
「ニトリネット」のリニューアルにより、サイトへの

アクセススピードが大幅に改善し、あわせてコーディ
ネートスタイルから商品検索が可能になる等、お客様
の利便性が向上いたしました。

また、「ニトリアプリ」の刷新においては画像検索エ
ンジン「イメージサーチ」を日本で初導入し、撮影した
写真などから同一または類似商品を検索することや、
商品の店内売場位置情報を取得することが可能となり
ました。

今後も、より便利なITツールを導入することで、お
客様の買いやすさを追求するとともに、当社としても
データを活用した商品開発やサービス向上に努めてま
いります。

ニトリネット
リニューアル

ニトリアプリ
リニューアル

「Alibaba Cloud（アリババクラウド）」の画像検索エンジン
「Image Search（イメージサーチ）」を日本初導入      

撮影した画像から欲しい商品を
トリミング（範囲指定）し検索

同一または類似商品の画像
を表示

【画像検索】 【画像検索後】
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会社概要／株式情報

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2,042,268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
取締役副社長 須藤　文弘
取締役副社長 松元　史明
常務取締役 武田　政則
社外取締役 安藤　隆春
社外取締役 榊原　定征
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（2019年8月21日現在）

株主メモ

株式情報（2019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 21,266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 18.51
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 5,710 5.08
日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社（信託口） 5,430 4.83

公益財団法人似鳥国際奨学財団 4,000 3.56
株式会社北洋銀行 3,860 3.43
ジェーピー　モルガン　チェース　 
バンク　380055 3,531 3.14

似鳥　昭雄 3,409 3.03
似鳥　百百代 3,078 2.74
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
33.14%

金融機関
28.14%

その他国内法人
23.57%

自己株式 1.78%
個人・その他 12.83%

証券会社 0.54%

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


