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投資家・株主様をはじめとするステークホ
ルダーの皆様に、当社の長期持続的な企業
価値拡大の実現プロセスと可能性をご理
解いただくことを目的に「統合報告書
2021」を発行しました。ニトリグループ
は垂直統合型のサプライチェーンを競争力
の源泉とする国際的にもユニークなビジネ
スモデルを展開する“製造物流IT小売業”で
す。これからはこれまで構築してきたこの
ビジネスモデルを一層進化させることで、
持続的な成長と企業価値向上を支える基
盤を強化していく方針です。今回の統合レ
ポートでは、国際統合報告評議会（IIRC）
の開示フレームワークを参照し、「戦略及
びビジネスモデルの持続性と将来像」をお
伝えするために「結合性」と「ストーリー
性」の強化に力点を置き企画構成をいたし
ました。

本レポートには、当社および関係会社の将
来についての計画や戦略、業績に関する
予想および見通しの記述が含まれていま
す。これらの記述は過去の事実ではなく当
社が現時点で把握可能な情報から判断し
た仮定および所信に基づく見込みです。ま
た、経済動向や個人消費、市場需要、税
制や諸制度に関わるリスクや不確実性を
含んでいます。それゆえ実際の業績は当社
の見込みとは異なる可能性のあることをご
承知おきください。

可能な限り連結決算対象の国内外ニトリグ
ループ各社を報告対象としましたが、項目に
より、報告対象が異なる場合があります。

2020年2月21日～2021年2月20日
活動報告には一部直近の内容も含みます。
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「お、ねだん以上。」
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ロマン

1,000店舗  売上高 1兆円3,000店舗  売上高 3兆円

住まいの豊かさを
世界の人々に提供する。

01

会社情報

ニトリグループ一覧

（2021年2月20日現在）

（2021年2月20日現在）

社 　 　 　 名 株式会社ニトリホールディングス

代 　 表 　 者 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

住 　 　 　 所 札幌本社 〒001-0907 札幌市北区新琴似7条1丁目2番39号　TEL（011）330-6200
東京本部 〒115-0043 東京都北区神谷3丁目6番20号　TEL（03）6741-1235

創 　 　 　 業 1967（昭和42）年12月

設 　 　 　 立 1972（昭和47）年3月

連 結 売 上 高 716,900百万円

連 結 経 常 利 益 138,426百万円

資 　 本 　 金 13,370百万円

連 結 従 業 員 数 36,669人（うち平均臨時雇用者18,269人）

株式会社
ニトリ

ホールディングス
［持株会社］

メーカー機能

販売機能

広告・宣伝機能

施設管理機能

輸入代行会社
似鳥（中国）采購有限公司
似鳥（太倉）商貿物流有限公司
NITORI TRADING VIETNAM COMPANY LIMITED
NITORI TRADING (MALAYSIA)SDN.BHD.
NITORI TRADING THAILAND CO., LTD.
NITORI INDIA PRIVATE LIMITED

物流会社
株式会社ホームロジスティクス

広告代理店
株式会社ニトリパブリック

ファシリティマネジメント
保険代理事業
株式会社ニトリファシリティ

衣類販売会社
株式会社Nプラス

店舗運営会社
株式会社ニトリ
・ホームファニシングストア
・ホームファッションストア
・ニトリモール
・デコホーム
・通販事業
・リフォーム事業
・法人事業　など
株式会社島忠
・島忠
・島忠ホームズ
・ニトリホームズ

海外販売会社
宜得利家居股份有限公司
似鳥（中国）投資有限公司
明応商貿（上海）有限公司
似鳥（上海）家居有限公司
似鳥（上海）家居銷售有限公司
NITORI USA, INC.

カーペット・ラグ製造会社
サイアムニトリ株式会社

海外製造会社
NITORI FURNITURE
VIETNAM EPE
NITORI FURNITURE
Ba Ria-Vung Tau Co., Ltd.

商社・企画開発・物流機能

カーテン製造会社
株式会社ホーム・デコ
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ロマンとビジョン
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