About ニトリグループ
会長メッセージ

お客様に「豊かさ」を
提供し続けることこそが
ニトリグループの存在意義
代表取締役会長 兼 最高経営責任者（CEO）

似鳥 昭雄

新型コロナウイルス感染症でお亡くなりになられた方々、ご遺族の皆様には謹んで哀悼の意を表します。
また罹患された皆様、感染拡大により生活に影響を受けられている皆様に、心よりお見舞いを申し上げます。
一部の珪藻土製品に法令の基準を超えるアスベストが含まれていたこと、そのため自主回収にご協力を
いただいておりますことにつきましては、お客様第一を掲げるニトリとしてはあってはならないことで、多大な
るご心配とご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫びいたします。

成長の原動力は
「住まいの豊かさを提供する」
というロマン

これまでニトリグループは「住まいの豊かさを世界

ル販売事業推進 海外出店加速に向けて）
。2022年2

の人々に提供する。
」というロマンを掲げ、お客様の

月期は中国14店舗、台湾7店舗、アメリカ1店舗の出

暮らしを良くしたいという一心で歩んできました。そ

店に加え、東南アジアへの進出も計画しています。

して、改めてロマンを突き詰めた時、エクステリアを

ニトリグループの成長の基盤は人材です。私は一人

含むホームセンター事業を展開する島忠は、ニトリグ

ひとりの社員が自己実現できる会社を目指していま

ループの家具・インテリア事業の延長線上にあり、多

す。会社のためではなく、自分の成長のために働き、

くのお客様へより一層の豊かさを提供するために欠

自らキャリアの可能性を広げられる社員を増やしたい

2021年2月期ニトリグループは、34期連続となる

ておりますが、このような有事の中での「変化に対

かせない存在であると確信し、この度、経営統合に

のです。そのため、
「配転教育」を通して好奇心を育

増収増益を達成しました。これもひとえに、商品を

する対応力」こそ、ロマンの実現とビジョンの達成

至りました（→P3 島忠との経営統合）
。これからは

てるなど、個々の能力を最大限発揮できる環境の整

お買い求めくださったお客様をはじめとするステー

に向けての成長に必要不可欠だと考えています。こ

共にロマンとビジョンの実現に向けて歩んでいきたい

備、教育体制や制度構築などに取り組んでいます。社

クホルダーの皆様のおかげであり、心より感謝申し

の変化に対応すべく今までのやりかたを見直し、現

と思っています。

員が自己実現のために成長することが結果的に、ニト

上げます。

状否定と改革に取り組み、これからの成長について

新型コロナウイルス感染拡大により「100年に一

改めて考え直す1年となりました。

また、ニトリグループは2032年までに「3,000店

リグループの持続的な成長にも繋がることになりま

舗、売上高3兆円」というビジョンの達成に向け、第

す。教育という「未来投資」は今後も積極的に続けて
いきます。

度の危機」に直面した2021年2月期は外出自粛や移

創業以来、ピンチをチャンスに変えることで、ニト

2期30年計画を実行中です。その中で重要課題は海

動制限などにより経済活動が停滞し、個人消費が低

リグループは成長してまいりました。現在直面してい

外事業の拡大です。わたしたちは、2007年の台湾へ

迷した結果、社会構造そして消費構造は大きく変わ

るこの未だかつて経験したことのない状況下でも、ロ

の海外出店を皮切りに海外進出を進めてきました。

界の人々に提供する。
」というロマンの実現、そして次

りました。当社においても、4月は営業時間の短縮や

マンの実現に向けて、乗り越えていくというグループ

しかし、この2年間、世界展開を見据え、足場を固め

の50年、100年後の豊かな暮らしの実現に向け、グ

一部店舗の休業などを余儀なくされましたが、お客

の想いは変わりません。ロマンこそが、企業行動の

るため
「
【日中合同】
グローバル事業強化プロジェクト」

ループ一丸となり、挑戦し続けて参ります。ステーク

様に安心してお買い物をしていただけるよう、感染

原点であり、わたしたちの原動力となっています。こ

防止対策を行った上で営業を継続してまいりました。

の先もロマンの実現に向け成長を続けて参ります。

依然として取り巻く経営環境は不透明な状態が続い
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引き続き進化をしていく
2032 年ビジョン達成に向けて、

（2018年12月～2020年2月）を立ち上げ、独自のビ
ジネスモデルを鍛え上げることで海外出店加速に向

ニトリグループはこれからも「住まいの豊かさを世

ホルダーの皆様におかれましては、引き続きご支援の
ほどよろしくお願い申し上げます。

けて事業推進体制を再構築しました（→P5 グローバ

08

About ニトリグループ
ニトリグループの価値創造のあゆみ
ロマン

『お、ねだん以上。』を可能にする、ニトリグループの自前主義。
商品の企画から製造、物流、販売までを自社でプロデュースしています。

「住まいの豊かさを世界の人々に提供する。」

現在～

● 世界各地に広がるソーシング活動で低価格を実現

ロマンの舞台を世界へ

● 海外工場における製造プロセスの指導と管理、
サプライヤーとの密な協働で高品質を実現
● 貿易業務を自社で実施。
商品輸入から配達までの独自物流網を構築しコストダウンを実現

時代ニーズと提供価値
「欧米並みの豊かさを」
―それが、
創業の原点。

今では常識となった“ワンルーム
コーディネート”の先駆者。

顧客視点の商品開発で
高額品の低価格化を実現。

圧倒的な安さ、お客様目線で

従来のような種類別商品展示

かつては10万円以上した羽

品質
機能

安さ

不況時に値下げを実行、
“価値ある安さ”を貫く。

ものづくり・物流の効率化で
経済価値と環境価値を両立。

素材まで遡り生活関連用品の
“高機能化”を追求。

原油価格高騰で多くの企業が

梱包サイズを小さくし、
コンテ

吸湿発熱素材などを使用した

考えられた品質、色やスタイ

をやめ、
リビング・ダイニング

毛布団。ニトリグループは原

値上げに踏み切った2008年。

ナ積載率を向上させることに

「Nウォーム」
シリーズ（2011年

ルで 統 一 され た 品 揃 え ― 。

ルーム、ベッドルーム、キッズ

材料から見直すことで品質は

不況時こそお客様に還元した

つながる
「ベッド用マットレス

発売）や、接触冷感素材などを

1972年のアメリカ視察で“日

ルームなど、生活シーンごと

保ちつつ1万円を切る価格を

いという思いから、ニトリは

の圧縮技術」
をはじめとして、

使用した「Nクール」シリーズ

常の豊かな暮らし”を支える

にモデルルームを設置。他社

実現しました。
このほかソファ

“値下げ宣言”を発表。
2012年

ニトリグループはものづくり・

（2012年発売）は、次々と商品

チェーンストアから受けた
「感

に先駆けて“コーディネートさ

やベッドなどの家具、
そしてラ

までに5,000品目以上の商品

物流の効率化を追求し、経済

ラインアップを拡大しながら機

動」
と
「決意」が、ニトリグルー

れた住空間”を体験できる売

ンドセルの低価格化にも貢献

を平均20％値下げし、大きな

価値と環境価値の両立に取り

能も改善。
お客様から高く評価

プの原点です。

場を創出しました。

しています。

支持を集めました。

組んでいます。

されています。

「お、
ねだん以上。」
コーディ
ネーション

巻頭特集 ①

株式会社島忠との
経営統合について
➡

巻頭特集 ②

グローバル
販売事業推進
海外出店
加速に向けて
➡

新しいビジネスモデル“製造物流IT小売業”の確立

1967
「似鳥家具店」
を創業

1986

2003

2007

海外商品の直輸入を本格化

100店舗、
売上高1,000億円達成

台湾出店

一歩先を行く

創業の精神

国内全国展開・海外出店

2008

欧米のように

1994

豊かなものにしたい」

2004

海外

「ニトリネット」
開設

海外自社工場の稼働
日本品質の商品を低価格で

インターネット

メーカー直接仕入れ体制へ

実現させるために、

通信販売事業へも

インドネシアで

参入開始

家具屋からの脱却

自社工場を立ち上げ

1973

2009

2014

200店舗、
売上高2,000億円達成

中国出店

2013

百貨店内初となる
プランタン銀座出店

値下げ宣言

米国出店

リーマンショック後に

Aki-Home

1,000品目の

グローバル展開本格化

トータルコーディネートの実現
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5,129
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一箇所で揃えられる大型店舗

21

611
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420

331

経常利益（億円）

ベトナム バリア・ブンタウ
新工場稼働

値下げを実施

300

722

海外

471

毎日の暮らしをより楽しく

売上高（億円）

2017

海外

2015

海外

便利にするための商品を
●

P5

グローバル化と事業領域の拡大

価格競争力をつける

「日本人の住まいを、

●

海外
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2032年ビジョン達成に向けて
グローバル展開の加速と

2032年ビジョン達成に向けての戦略
成長戦略の方向性、企業成長の考え方

事業領域の拡大を促進
2021年総括
厳しい環境下でも

が、その製造プロセスを担っています。商品の安定
供給が脅かされるリスクに対処すべく、ニトリグ
ループでは商品毎に生産国の見直しや産地分散を

「住まいの豊かさを世界の人々に提供する。
」という

進め、複数のサプライヤーから調達が可能な生産

ロマンの実現のために、3,000店舗・売上高3兆円を

体制の構築を目指していきます。わたしたちは、ど

達成するという2032年ビジョンまで、概ねあと10年

のような状況下でもお客様に、安心してお買い物を

となりました。海外事業の成長の飛躍的な加速、デス

していただける環境、欲しい物が欲しいときに、欲

ティネーションストア化による既存国内事業の更なる

しい数だけ買い物ができる環境を提供するべく、引

34期連続増収増益を達成

発展を通じて達成することを目指してまいりました。

き続き商品の安定供給体制の強化に努めてまいり

そこに、2021年2月期に経営統合した島忠とのシナ

ます。

2021年2月期は、新型コロナウイルス感染拡大に

ジーの早期実現による新たなフォーマットづくりを通

また、新型コロナウイルス感染症対策に長期間耐

より、厳しい社会環境でございました。これまでよ

じたホームセンター事業が成長ドライバーとして加わ

え忍ばざるを得ない体験を経たことで、経済全般、

り多くの時間を自宅で過ごす新しい生活様式の定着、

り、ビジョン達成に向けた道筋が明らかになったと考

お客様の消費行動や意識はコロナ以前に戻ることは

テレワークの浸透を受け、いわゆる巣ごもり消費が

えています。これら１つ１つは、独立した戦略であると

なく、大きく変化したと考えています。アフターコ

伸長しました。整理収納用品やキッチン・ダイニン

同時に、相乗効果を創出することで、より強力な成長

ロナを見据え、かかる経営環境の変化に対応し、引

グ用品、パソコンデスクやワークチェア等のホーム

戦略となります。現在の家具・ホームファッションフ

き続きロマンの実現と中長期ビジョン達成に向けて

オフィス家具の売上が伸びました。また、チャネル

ォーマットに加え、ホームセンターフォーマット、家

グループ一丸となって取り組んでまいります。

としては、とりわけEC事業の拡大が極めて顕著に推

具・ホームファッションとホームセンターの融合型フ

移しました。お客様、従業員の安心・安全を確保す

ォーマットも可能となり、国内のみならず海外出店を

2021年2月期の振り返り

るための感染予防対策を講じながら、生活関連用品

進めるにあたり、進出国のお客様のニーズに応えるメ

ニトリグループは「住まいの豊かさを世界の人々に

の安定供給を担う社会的インフラとしての役割を強

ニューが拡大します。これらの戦略を支え、実行する

提供する。
」というロマンを実現するために、中長期ビ

く意識して営業を続けたことを、お客様にご支持い

ニトリグループの「人材」にも統合・融合により経験、

ジョンである「2022年1,000店舗・売上高1兆円、

ただいたのだと考えています。

ノウハウの厚みが増しています。ニトリグループは「企

2032年3,000店舗・売上高3兆円」の達成に向けて、

業の成長の鍵は人材である」という考えのもと、“多数

３つの重点方針を設定しています。

これらの結果、2021年2月期の連結業績は、売上
高7,169億円（前年比11.6%増）
、営業利益1,376億

精鋭”の組織づくり、社員教育に力を入れてきました。

87百万円（前年比28.1%増）
、経常利益1,384億26百

この人材、組織を活用し、わたしたちは2032年ビジョ

万円（前年比26.4%増）となり、34期連続の増収増

ンを達成すべく、邁進して参ります。

益を達成しました。増収増益が始まった1988年2月
期と比較して店舗数が45倍、売上高が69倍、経常利

Afterコロナにおけるビジョン達成に向けて

益が276倍となりました。1店舗あたりの売上高の増

新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大は、国

（1）グループ成長軌道の確立と新たな挑戦
（2）お客様の暮らしを豊かにする商品・店・サービスの提供
（3）グローバルチェーンを支える組織と仕組み改革
（1）
グループ
成長軌道の確立と
新たな挑戦

内外の経済活動に重大な影響を及ぼしました。同時

加および利益率の向上も実現しております。

に、様々な場面に潜むリスクも浮かびあがりました。
経済活動の停滞や急回復に伴う総需要の急変リス

売上高／経常利益
（億円） ■■ 売上高 ■■ 経常利益
8,000

（億円）
1,500
7,169 1,384

6,000
5,129

875

6,422

6,081

5,720
948

1,030

1,200

1,095

900

4,000

2,000

代表取締役社長 兼 最高執行責任者（COO）

白井 俊之
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ク、行動様式の変化に伴う顧客ニーズの急激な変化
が引き起こすリスク、海外調達・生産活動、物流
等、サプライチェーンの混乱から生じるリスクな
ど、枚挙にいとまがないと言えます。

ビジョン実現への

（2）
お客様の
暮らしを豊かにする
商品・店・サービス
の提供

3つの重点方針

（3）
グローバル
チェーンを支える
組織と仕組み改革

その中でも、ニトリグループの事業活動に大きく

600

影響するのが、海外での調達・生産活動にかかる

300

リスクです。自社で企画するPB商品が9割を占める

この方針に基づき、毎年重点課題を定め、ビジョ
ン達成への歩みを着実に進めています。

ニトリグループでは、それらを海外から調達してい
0

2017

2018

2019

2020

0

2021

（2月期）

ます。アジアを中心に所在する自社および協力工場
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【表1】

2021年2月期 重点課題

人となりました。2026年2月期アプリ会員2,500万人

2022年2月期の重点課題について

を達成すべく、引き続きアプリ機能や会員向けサー

2022年2月期は中長期ビジョンの実現に向けた３つ
の重点方針のもと、５つの重点課題（表2）を設定し

ビスの拡充に注力してまいります。

1   コーディネート提案の推進とO2Oの推進

「②グローバル事業展開と事業領域の拡大」では、

2   グローバル事業展開と事業領域の拡大

ました。
「②海外事業規模拡大を見据えた足場固めか

今後の海外出店加速に向けた取り組み、島忠との経

らの成長再加速」では、中国、台湾で出店を加速する

営統合、大人の女性向けのアパレルブランドの「N+」

などの施策に取り組みます（→P5 グローバル販売事

要不可欠な課題として、外部有識者の意見を踏まえ、

の店舗拡大など、チャレンジの多い1年となりました。

業推進 海外出店加速に向けて）
。
「③物流・IT・組織

社内役員会及び取締役会での議論を経て、特定したも

「N+」はニトリ店舗のインショップとして、また、関

を中心にニトリのビジネス基盤を変革」では、最適な

のです。

西にも出店することで2020年2月期末の4店舗から

物流拠点網の整備を進め、店舗のローコストオペレー

7つの重要課題（マテリアリティ）に基づき、関連部

17店舗へ拡大いたしました。2022年2月期にはニト

ションを進化させるロジスティクスへと改革していきま

署が集まり情報共有や活動促進を目的とした“サステナ

リと島忠ホームズの融合型店舗「ニトリホームズ」や

す。2025年までに総額約2,000億円を投じ、自社物流

ビリティ経営推進委員会”を定期的に開催し、話し合い

ニトリ発の飲食店「ニトリダイニング

みんなのグリ

センターを全国に8ヵ所新設予定となっています。物

の場を設けています。また、本部従業員のみならず店

コーディネート提案の推進では、新たなプロトタイプ

ル」もオープンします。ロマンとビジョンの実現に向

流網再構築の第一歩として、2021年5月に北海道石

舗で働く従業員へも情報を共有し、活動への参画を促

（標準型）店舗として位置づけているニトリ成増店や

けてチャレンジしていくニトリグループの姿勢・DNA

狩市に新たな物流拠点を着工いたします。また、物流

すために、各店舗に設置しているディスプレイでニトリ

草加店をはじめ、関東の複数店舗において、商品分

は今後とも、グループの持続的な成長に欠かせない

コスト自体の削減施策も実施し、物流経費率の更なる

グループのESG・SDGsへの取り組みについて配信する

類や商品構成の整理を行い、コーディネートシリー

ものであり、将来にわたり受け継がれていくと考えて

低減を目指します。
「⑤島忠との経営統合による早期

など、社内啓蒙活動に力を入れています。とりわけ、近

ズ別の提案をすることとしました。また、プレゼン

います。

シナジー実現」については、ニトリグループの強みで

年の若い社員たちは、これらの環境・社会課題に関す

テーションの強化を実施するなど、トータルコーディ

➡ P3 島忠との経営統合

ある“製造物流IT小売業”を活かして、業務効率を向

る関心度が高く、毎月開催している店舗従業員と経営

上していきます。両社の経験・強みを最大限に引き出

層・幹部社員との対話会でも多くの質問が寄せられる

たしました。その結果、コーディネートを魅せる売場

し、より幅広い商品をお客様へ提供し、住まいに関す

ようになりました。これからの企業の成長を担う若手社

の比率は2020年2月期の25%から2021年2月期には

る包括的な商品・サービスを提供できるよう事業を展

員たちがサステナビリティやESG・SDGsに関する意識

60%へと大きく伸長いたしました。O2O推進の取り

開してまいります（→P3 島忠との経営統合）
。

を持ってくれることは非常に嬉しく、また心強く思いま

3   商品開発・生産体制・品質管理体制の強化
4   国内物流拠点の再構築
5   全社業務の生産性向上
6   未来に向けての人材育成

「①コーディネート提案の推進とO2Oの推進」の

ネートをより楽しんでいただける売場づくりに注力い

➡ P5 グローバル販売事業推進 海外出店加速に向けて

組みとしては、ニトリアプリ会員を対象とした商品購

ニトリグループのサステナビリティ

入時のポイント追加付与の実施、屋内サイズ計測

国内外の現場の若手社員まで、全従業員が参画し、グ

ツール「サイズwithメモ」機能の追加などにより、

ニトリグループはお客様の「不平・不満・不便」を

ループ一丸となって、これらの課題に取り組み、持続的

お 客 様 にとって一 層 便 利な「お買い物 」を提 案。

解決することを最優先に考え、行動しています。その

な成長とニトリグループらしいサステナビリティ経営を

2021年2月期末時点のニトリアプリ会員数は908万

姿勢は ESG・SDGsへの取り組みにおいても同様です。

実現していきます。

世の中の環境・ 社会課題に対し、独自の“製造物流IT
小売業”という一気通貫のビジネスモデルを活かして環

【表2】

2022年2月期 重点課題

1

日本国内の寡占化、
デスティネーションストア化の加速

具体的な内容
●
●

ニトリ、
デコホーム、
通販事業の前期を上回る目標設定
ニトリ、
デコホームの積極出店

中国2桁出店
（14店舗）
● 台湾過去最大の7店舗出店
● 東南アジアへの出店
● 米国ECへの注力
●

2

海外事業規模拡大を見据えた足場固めからの
成長再加速

最適な物流拠点の整備と再構築
● 業務プロセスと生産性の改革
● ECモール構築、
OMO施策など未来戦略として
新たなビジネスモデル転換へ向けたDXを推進
●

3

物流・IT・組織を中心に
ニトリのビジネス基盤を変革

4

“製造物流IT小売業”を活かした
サステナビリティ活動と社内外への浸透

5

島忠との経営統合による
早期シナジー実現

●

企業の持続的な成長と、
環境・社会・経済価値を創出し、
ニトリグループらしいサステナビリティ経営を実現

島忠をチェーンストア経営へと進化させ、
数値の向上を目指す
統合推進委員会の設置
● 島忠商品のPB開発
● ニトリとの融合店出店
●
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す。ニトリグループは、経営層や本部従業員のみならず、

●

ステークホルダーの皆様へ

境・社会・経済価値を創出する、それがニトリグルー

一部珪藻土製品に法令の基準を超えるアスベストが

プらしいサステナビリティ経営であると考えています。

含まれていたことで回収のご協力をいただく事態とな

2021年2月にニトリグループのサステナビリティ経営

り、お客様をはじめ多くのステークホルダーの皆様に

推進体制をより強化するため、新たに「SDGs推進室」

多大なるご心配とご迷惑をおかけしてしまったことに

を設けました。
「ロマン実現に向けた歩みとともに、世

つきまして、この場を借りて改めてお詫び申し上げま

の中の課題を解決し、より良い未来を目指します。
」とい

す。安心・安全な商品の提供を目指す当社としてはあ

うサステナビリティ方針のもと、時代の変化に応じた適

ってはならないことであり、より一層、品質管理体制

切な情報開示の拡充と、企業として求められる社会課題

を強化し、信頼の回復に努めてまいります。

を解決すべく、取り組みを推進してまいります。その第

ニトリグループは、中長期ビジョンの達成に向けた

一歩として、わたしたちが目指すサステナビリティ経営

成長戦略を着実に遂行してまいります。お客様、株

に向けた７つの重要課題（マテリアリティ）を特定いた

主・投資家の皆様をはじめとするステークホルダーの

しました（→P29 ニトリグループのサステナビリティ）
。

皆様におかれましては引き続きご理解、ご支援を賜り

これらは当社グループが持続的に成長していくために必

ますようお願い申し上げます。
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About ニトリグループ

About ニトリグループ

ニトリグループの今
欧米のような豊かな暮らしを日本でも―創業から変わらぬこの思いを原点に、ニトリグループは常にお客様のニー
ズに応じた商品を提供し続けてきました。ニトリグループの“今”はビジョン達成に向けた“未来”への通過点です。

ロマンの実現・ビジョンの達成に向けて
ニトリグループはロマンを実現するために、2002年に策定した、

売上高

お客様の数

2032年までに3,000店舗、売上高3兆円の達成を目指す、
「第2期

アプリ会員数

30年計画」を現在推進しています。そして新たに2025年度までの5
ヵ年計画を策定したことで、計画の確実な実行を目指します。

7,169

10,200

億円

908

万人 約

約

※お買い求めいただいたお客様の数

店舗展開

ロマン

海外お取引先様数

34

店舗

651

万人

2

中国

店舗

2022年ビジョン

店舗

35

日本国内

アメリカ

約

台湾

年間配送件数

310

社

ニトリグループ2025年度までの5ヵ年計画

グループ従業員数

2021年度

50,276

17.7

※就業人員数と臨時従業員数の
合計（8時間換算）
は36,669人
（うち平均臨時雇用者18,269人）

（億円）

6,000

6,081

6,422

7,169

（億円）

5,000

1,000

921

4,117
3,750

3,314

3,543

750

681

1. 既存事業の成長押上げ
国内ドミナント戦略の再構築
オン／オフライン融合施策
● コーディネート戦略の加速
● ECモール化へ発展
● 中国出店の加速
KPI：買上客数 2億人超
店舗数グローバル 1,400店舗
アプリ会員 2,500万人
EC売上 1,500億円
●

親会社株主に帰属する当期純利益

（億円）

8,000

713

2. ロジスティクス戦略
顧客視点での最適な拠点再配置
業務プロセス改革
投資額：5年間で 2,000億円超

●
●

4,000

2,500

500

2,000

1,250

250
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2019

2020

2021（2月期）

0

2019

2020

2021（2月期）

0

1. グローバル事業への本格展開
2. 総合的なライフスタイル提案
3. DX戦略によるビジネス基盤改革
4. ビジネス領域拡大に向けた
M&A／アライアンス

3. グループシナジー／アライアンス推進
●
●

0

中長期戦略

●

※数値は2月期のもの

売上総利益

2025年度

5カ年計画

人

万TEU

売上高

3,000 店舗
3 兆円

※主に12の国・地域

年間取扱いコンテナ量

万件

1,000 店舗
1兆円

770

店舗

住まいの
豊かさを
世界の人々に
提供する。

2032年ビジョン

2019

2020

株式会社島忠とのシナジーの早期実現
Ｎ+多店舗展開

2021（2月期）
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