
お客様
快適な生活に加え、電力使用低減による
省コスト化で家計に貢献

ニトリグループ
お客様への利便性の提供と次世代消費者
ニーズ獲得による持続的な成長

地球環境
省エネルギー化による環境負荷低減

Nクール・Nウォームシリーズ品種拡充のあゆみ

➡  関連トピック：P40
➡  詳細：「2020年度 グッドデザイン賞」受賞 ニュースリリース
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ニトリグループのサステナビリティ

課題認識と共有価値の創出

ニトリグループの取り組み事例（SDGsに繋がる取り組み）
環境配慮型機能性商品

社会課題 ニトリグループ 共有価値

そのときどきのお客様のニーズと時代背景を正しく認識し、それに応えることのできる商品をつくる―。
お客様の「不平・不満・不便」を解決するための企業努力が、結果的に環境負荷軽減や社会課題解決に繋がっていくと考えて
います。ニトリグループではお客様の「不平・不満・不便」を解決し、日常の暮らしを豊かにするという目的の達成と同時に、
その商品を使用することで、電力使用量の低減など、環境負荷軽減にも繋がる機能を有した商品＝「環境配慮型機能性商品（グ
リーンプロダクツ）」の開発を進めています。「環境配慮型機能性商品」は、より安く、より高機能かつ、環境配慮設計に基づ
き開発されていることから、「省エネ・省資源」でお客様の家計に優しいと同時に、結果的にCO2削減などの環境負荷軽減にも
大きく貢献します。

ニトリグループは、お客様へ「商品の機能性」をより分かりやすくお伝
えするための努力を続けています。2020年度グッドデザイン賞を受賞した
「カーテンの遮熱・保温の効果表示」への取り組みもその一つです。この取
り組みは、帝人ラボとの協業により、全天候型気象室に実際に6畳の実験
室を建て、日照条件などの変化によるカーテンの遮熱効果や保温効果を測
定、各カーテンごとの機能を数値化するというもの。これにより、各商品
案内POPに、これまで曖昧だったカーテン自体の機能性、省エネ効果など
を具体的に表示することが可能に。ご購入前に、商品ごとの具体的な機能
が分かることで、商品を使用した際の遮熱・保温効果に加え、省エネによ
る節電効果や環境負荷軽減への貢献度などをイメージし、比較検討のうえ
で、ご購入いただくことができます。お客様が本当に求めている商品を正
しくご提案、ご提供することで、お客様とともに環境負荷軽減への取り組
みを拡大していきます。

「夏は冷房、冬は暖房を使用しなくても、就寝時に快適に過ごせないだろう
か」―そんな声から生まれた商品が、寝具類からスタートした「Nウォーム（吸
湿発熱）」シリーズ（2011年発売）と「Nクール（接触冷感）」シリーズ（2012
年発売）です。原材料調達段階での糸の素材配分調整から自社で管理することで、
十分な機能を備えた商品を低価格かつ適正品質で開発できたことが大きな強み
となり、大ヒットに繋がりました。おかげさまで、Nクールシリーズは累計販
売枚数5,300万個を突破。Nウォームシリーズは累計販売枚数約3,480万個を突
破しています。
また、Nクール・Nウォームをご使用いただくことで、ご家庭での冷暖房使用を抑えることができ、エネルギー使用量の削減に
も寄与します。現在では、お客様のニーズに応え、寝具以外の他品種にもシリーズを拡充中。赤ちゃんやペットに至るまで、お客
様の快適な生活と環境負荷軽減への貢献度を、さらに高め続けています。

「ベッドマットレスは、その大きさ故に持ち帰ることができない」―この常識を、
私たちは変えたいと考えました。その答えが、マットレスの圧縮です。ニトリグルー
プ独自の特殊な圧縮技術により、商品のパッケージを4分の1までダウンサイジング
することで、お客様が、商品をご購入した当日にお持ち帰り可能となり、配送料も
不要、後日の配送日までお待ちいただくことなく、すぐにご使用いただけるように
なりました。また、パッケージのダウンサイジングにより、輸送時にコンテナやト
ラック1台に積載可能な商品数も最大4倍に増加。商品輸送効率が大幅に向上し、輸
送コスト削減と、輸送に伴うCO2排出量の削減にも繋がっています。

お客様にも環境にも良いものを「お、ねだん以上。」で

商品ecoレベルの見える化。より分かりやすく、より選びやすい商品機能表示へ

夏も冬も快適な生活 × 省エネ

当日持ち帰り可能 × CO2排出量削減

ニトリグループのEESG

ガバナンス 品質管理

物流

貿易

商品開発 原材料調達

製造

システム
開発

販売（店舗）

販売（通販）

商品企画 快適さと環境配慮を両立できる
商品による新たな価値提供

喫緊の課題である気候変動への
対応を受け、製品ライフサイクル
全体での環境配慮が重要

「お客様の快適さ」と「環境負
荷軽減」を両立できる機能を
もった商品の開発、販売

全天候型気象室

「視線や紫外線、外気は気になる、けど部屋が暗いのは嫌だ…」―プライバシー
をしっかり守り、快適な室温を保ちながらも、外からの光はしっかり取り入れた
い。そんなお客様のニーズにお応えできるカーテンが、ニトリの機能性レースカー
テン「エコナチュレ」シリーズです。新素材「遮熱採光糸」を使用し、外から室
内が見えにくく、視線をカットする一方で、外からの光は通して、お部屋の中は
明るく保ちます。さらに、夏は外からの熱を、冬は外からの冷気をカット。お部
屋の温度が外気に左右されにくくなるため、家庭の冷暖房効率が高まり、省エネ
にも繋がります。

採光しながら、視線・紫外線・外気カット × 省エネ

「お、ねだん以上。」の商品・サービス提供による豊かな暮らしへの貢献
マテリアリティ 1

環境に配慮した事業推進
マテリアリティ 3
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https://www.nitorihd.co.jp/news/items/f034ec883e6179070543c0ddd7aa0dce.pdf


再生資源の利用実績ペットボトルのリサイクル工程（全工程一貫生産）

サイアムニトリでのペットボトル再利用本数
（2018年5月グループ加入～2021年2月度まで）

約3億本

2020年度のカーペット・ラグ出荷枚数 約93万枚

サイアムニトリを含むソフト商品における
再生ポリエステル使用量（2020年度）

合計
12,000t以上

上記のバージン素材に対する構成比（％） 31％

ニトリグループのサステナビリティ

グループ会社であるタイの自社工場サイアムニトリは、ペットボトルをリサイクルした再生ポリエステルから、特殊な技術を用
いてカーペット・ラグを製造し、日本に提供している唯一の工場です。500mlのペットボトル約100本分から抽出した再生ポリエ
ステルで、ニトリの6畳カーペット１枚分を製造することが可能。年間で約1億本のペットボトルを再利用しており、そこから製造
されるカーペットは約375万㎡（東京ドーム約80個分）にも及びます。また、その製造工程において、汚水が発生しない着色方法
をとるなど、環境にも配慮した事業を行っています。さらに、この取り組みは、通常カーペットやラグを製造する際に必要な、石
油由来の合成繊維を使用しないため、化石燃料といった限りある資源の使用量削減にも貢献しています。通常、再生素材を使用す
ると商品原価が上昇し売価も高くなりがちですが、ニトリグループ独自の技術と徹底したコスト削減対策により、低価格で品質に
優れた商品の製造を実現しています。今後は、カーペット類以外の商品にもリサイクル繊維の利用を拡大し、更なる環境負荷軽減、
循環型社会形成に向けた取り組みを促進していきます。

ペットボトルのリサイクルによるカーペット・ラグ製造

ニトリグループの取り組み事例（SDGsに繋がる取り組み）
資源の循環・有効利用

従来の「大量生産・大量消費・大量廃棄」
の社会システムの影響で、有限な資源は消
費され続け、廃棄量は増え続けています。
今後は、限られた資源の有効活用と、廃
棄量削減への対策が求められています。

お客様
●価値ある商品をより安く
●エシカル消費という新しい
　選択

地球環境
●環境保全
（天然資源の使用量および廃棄
物の削減）
●循環型社会形成

課題認識と共有価値の創出

社会課題 ニトリグループ 共有価値

商品の製造から販売までを一貫して実施している私たちにとって、木材を
中心とした資源の有限性を認識し、その持続可能性に配慮することは、企業
の責任であり、重要な使命と考えています。資源をムダなく、余すことなく
有効活用することや、資源循環の促進に取り組むことは、商品の製造コスト
抑制による商品の低価格化のみならず、製品ライフサイクルにおける資源使
用量および廃棄物の処分量削減にも直結しています。また、商品の製造工程
における徹底した品質管理と同時に、大気や水の汚染防止と低減、化学物質
の管理徹底により、環境保護にも取り組んでいます。

限りある資源をムダなく、余すことなく

ニトリグループでは「未来にいいこと。みんなにいいこと。」のキャッチフレー
ズのもと、「つくる・はこぶ・つかう」のそれぞれの段階において、エコにつ
ながる取り組みのうえ生産した商品を「Nitori’secology」と位置付け、開発
を進めています。「つくる」ときにリサイクル材を活用し、限りある資源を守る。
「はこぶ」ときの梱包サイズを小さくし、排出CO2を減らす。「つかう」ことが
省エネルギーにつながる機能を開発する。―川上から川下までを担うニトリ
グループだからこそ、販売者責任だけでなく、製造者責任も自らに課し、環
境への配慮に関しても独自基準を設けています。今後も、環境にやさしい商
品として「Nitori’secology」基準を満たす商品の拡大を目指していきます。

ニトリが取り組む、環境を考えたものづくり

ガバナンス

物流

貿易

商品企画

商品開発

システム
開発

販売（店舗）

販売（通販）

原材料調達

品質管理

製造
資源の有効利用と再利用による
環境保全と
循環型社会形成への貢献

●資源の有効活用による環境
保全

●再生素材の積極的な活用によ
る循環型社会形成への貢献

●廃棄物削減に向けた取り組み

➡  関連動画：「ペットボトルからカーペットを作っています」（ニトリ公式YouTube）

ニトリグループのEESG
「お、ねだん以上。」の商品・サービス提供による豊かな暮らしへの貢献
マテリアリティ 1

環境に配慮した事業推進
マテリアリティ 3

ペットボトルを粉砕して
チップ化

木材をはじめとする天然資源を使用した多種多様な商品を製造・販売する私たちにとって、その使用量を抑え、コスト削減と環境
保全に取り組むことは必須課題です。家具を製造している海外自社工場のニトリファニチャーでは、通常廃棄する木材の端材をほぼ
100％再利用して、商品の材料として使用しています。また、ウレタンの製造においても、ソファ及びマットレス製品の製造工程で発生
した切れ端を、ほぼ100％再利用し、再生ウレタンを生成しています。このように、限られた資源を余すことなく使用し、極限まで廃
棄物を発生させないことで、原材料のコスト削減のみならず、廃棄物の焼却処分量を削減し、CO2排出量の抑制にも貢献しています。

資源の有効活用

木材の端材 端材同士を組み上げ、
部材として活用

製造工程で発生した
ウレタンの切れ端

再生ウレタンを生成

チップを溶かし
染色して綿状に

撚って糸にし
カーペットに加工

商品を輸送・配送時の衝撃から守り、品質を維持するために使用する梱包用緩衝
材。ニトリグループでは、主に家具商品に使用している発泡スチロール（プラスチック）
の緩衝材を、リサイクル可能な紙素材を使った緩衝材へと変更することで、店舗や配
送センターで発生する発泡スチロール（プラスチックごみ）の廃棄量を年間約78％削
減しました。また、お客様ご購入後のプラスチックごみ削減にも繋がっています。

梱包用緩衝材の素材変更によるプラスチックごみ削減

従来の発泡
スチロール緩衝材

リサイクル可能な
緩衝材
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https://www.youtube.com/watch?v=zFPoZhz_yjg


ガバナンス

物流

貿易

商品企画

商品開発
原材料

製造

システム
開発

販売（通販）

販売（店舗）

品質

「正しい」ものづくりと
「責任ある調達」による
安全・安心の提供と
サプライヤーとの持続可能な成長

ニトリグループのサステナビリティ

ニトリグループの取り組み事例（SDGsに繋がる取り組み）
責任ある調達

ニトリグループは現在、約770社の海外サプライヤーと取引をしています。ともにロマンの実現を目指すパートナーであるサプライヤー
に対しても、法令遵守のみならず、製品安全文化構築に向けた考え方や管理手法を共有し、以下のプロセスにおいて、厳しい基準を
設け、PDCAサイクルを回し続けています。サプライヤーと「真のパートナーシップ」を確立し、共に持続的な成長を目指します。

海外サプライヤーとの
「一体協業体制」による品質管理の徹底

調査・契約／商品開発品質活動 量産品質確認活動

●労働者の権利保護及び安全・安心
な労働環境への課題

●サイレントチェンジに代表されるよう
なサプライチェーンにおける品質問題

●サプライチェーン全体における人
権・労働環境問題

●自社工場での徹底した品質管理と
労働環境整備

●独自の厳しい基準と現地調査に基
づくサプライヤー契約

●サプライヤーへの製品安全文化構築
に向けた考え方・取り組みの共有

お客様
●安全・安心な商品の購入

ニトリグループ
●製品安全・安心の提供
●生産性向上
●サプライヤーとの持続可能な成長

サプライヤー
●品質管理技術・生産性の向上
●安心して働ける労働環境

新規サプライヤーの選定・現地調査・契約
独自の厳しい基準を設け、現地調査を行った上でサプライヤーを選
定し品質保証を含む契約を締結

開発技術評価会
商品開発時に、製品事故や不具合、
誤った使用方法によるリスク等の品
質問題を未然に防ぐため、RPN（危
険度評価）を用いたFMEA（故障モー
ド影響解析）手法による評価を実施

法令確認
有害物質含有、家庭用品品質表示法、
食品衛生法、電気用品安全法等の確認

量産前確認／量産時立ち合い
●量産する商品の最終確認
（仕様・法令・品質）
●重要工程ポイントの監視
●生産工程での不具合実績共有・
対策実施
●指摘事項の改善確認・フォロー

不具合品解析
●市場で発生した不具合品を回収し、QIM（QualityImprovementMeeting）
解析へ。原因と対策を明らかにした上で、製造工場への改善要求を提出
●上記改善対策の効果を検証し、求める品質に達するまで繰り返し
改善要求

課題認識と共有価値の創出

社会課題 ニトリグループ 共有価値

ニトリグループはものづくりにおいて『安さ・品質・コーディネーション』が最も大切であると考え
ています。この品質という言葉には、適正な機能や製品安全への取り組みに加え、その製造工程にお
いて正しいプロセス（誠実さ、人権尊重、法令遵守、労働安全、環境保護など）を経て作られた商品
であることも含まれています。自社工場だけでなく、ともにロマンの実現を目指すパートナーであるサ
プライヤーに対しても、環境への配慮、社会的責任を履行することの重要性、製品安全文化の構築に
向けた考え方を説明・共有することで、サプライチェーン全体において持続可能な成長を目指します。

ニトリグループは、国内に1拠点・海外に3拠点の「自社工場」を有するメーカーでもあり、そ
こで働く従業員数は合計10,000人以上にものぼります。各自社工場では、その製造工程におけ
る品質管理に注力しており、例えばベトナムの工場（ニトリファニチャー）では、現地の品質管理
を専門とする独立部署が主体となり、品質管理等を中心とする自主監査を行っています。また、
お客様の声を集約して改善・改革をする「製品安全・アフター※削減対策会議」への参加や、
NWC（NitoriWorldCircle：日々の業務から問題点を発見し、改善・改革をするニトリグループ
独自の小集団活動）へも積極的に参加。品質改善と生産性向上のために、日々高いモチベーショ
ンで業務に取り組んでいます。またニトリグループでは、労働環境の整備・向上が、品質の安定
にも繋がるという考えの下、工場内の管理を専門に担う部署が、労働安全や勤怠管理に対するモ
ニタリングを実施。事故に発展するような危険がないか、休憩時間がしっかり確保できているか
等を厳しくチェックしています。また、併設された食堂では、食事を無料で提供。ボリューム満点
で美味しいと、現地従業員に好評です。その地域に自社工場があることで現地の雇用を創出し、
地域社会の発展にも貢献しています。また、自社工場の品質管理徹底・労働環境向上への取り組
みは、貴重なノウハウとして、海外サプライヤーとのパートナーシップ構築にも活かされています。

「正しい」ものづくりと「責任ある調達」の追求

自社工場における品質管理徹底と労働環境向上への取り組み

ニトリグループでは、日々の業務から問題点を発見し、改
善・改革へ繋げることを目的とした小集団活動＝NWC（Nitori
WorldCircle）を毎年開催しています。2020年度は、国内外
合わせて全415チームが参加。そのうち91チームが海外サプラ
イヤーからのエントリーでした。その活動テーマは、二次サプ
ライヤーも巻き込んだ品質改善や、工程能力平準化による生産
効率向上、不具合品へのアプ
ローチによる廃棄率削減等、サ
プライヤーが主体となり改善・
改革に取り組んだ事例が数多く
発表されました。

ニトリグループは、サプライヤーとの公平公正かつ透明性の
高いオープンな関係を築き、共に成長していくことが重要だと
考えています。各サプライヤー工場において4M（人、設備、
材料、方法）に変更が発生した際には必ず申請をしてもらう等、
サイレントチェンジ防止への取り組みを徹底。また、海外経営
方針説明会及び年間表彰式では、製品安全情報の共有と表彰
により、サプライヤーのモチベーション向上を図っています。そ
のほか年2回の製品安全・品質会議を開催。商品・品質に関す
る内容はもちろんのこと、サプライヤーとニトリグループ取引先
憲章・公正取引宣言書を取り交わし、真のパートナーシップ確
立を目指しています。また、環境配慮・人権尊重・コンプライ
アンスの重要性等についても強調して伝達しています。

製品安全文化の
構築

サプライヤー主体の
改善・改革提案

NWCの様子
（2020年度は新型コロナウイルスの影響でリモート開催）ニトリファニチャーの食堂で、

食事を楽しむ現地従業員※お客様からのお困りごとのお申し出のこと。

梱包前、品質管理部門による
製品チェックの様子

開発技術評価会

量産前確認/量産時立ち合い

➡  関連トピック：P45

ニトリグループのEESSG
環境に配慮した事業推進

マテリアリティ 3

地域社会への貢献

マテリアリティ 5

品質管理の徹底による
製品安全・安心の提供

マテリアリティ 2

サプライチェーンにおける
公平公正な取引と人権尊重

マテリアリティ 4

継続工場監査・緊急事故対応監査（コンプライアンス監査） 市場品質分析活動
継続した工場監査
●不具合品の削減を目指し、品質管理体制がニトリグループの要求
を満たしているかを「現場」「現物」「現実」の三現主義に基づい
て調査し、現場改善を提言（2020年度は合計426回の現場改善
提言を実施）
●事象ごとに、人的要因だけでな
く、その根本原因となる検品体
制や道具の有無、仕組み等、5S
の視点に加え、社会課題（児
童・強制労働問題等）への対応
も踏まえた幅広い観点での監査
を実施

入荷検査/作業（軽微なもの）
●入荷検査の徹底により市場への
不具合品流出防止
●重篤不具合品はコンテナ返品へ
（総検査本数：約75万本）

各種法令等の再確認
有害物質（ホルムアルデヒド等）
混入商品の流出防止対策強化のた
め、海外輸入品の製品安全確認
機能設備を設置（恒温恒湿庫／2
室を完備し、製品段階のホルムア
ルデヒド放散量を計測）

継続した工場監査

入荷検査

恒温恒湿庫
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商品パッケージのダウンサイジングによるCO2削減

課題認識と共有価値の創出

ニトリグループのサステナビリティ

ニトリグループの取り組み事例（SDGsに繋がる取り組み）
輸送効率向上による環境負荷軽減

貿易、輸送、配送などのあらゆる物流シーンで
ムダを省き効率化することで、環境にやさしい「グ
リーン物流」の実現に取り組んでいます。商品梱
包のダウンサイジングや組立家具の構成比拡大を
進め、コンテナやトラック1台あたりの積載率を増
やし、物流過程におけるCO2排出量削減に繋げて
います。例えばマットレスの梱包を約4分の1に圧
縮することにより、コンテナやトラックの積載率
が向上し、その分商品の移動に伴う必要コンテナ数・トラック台数も削減できます。ニトリグループ独自の特殊な圧縮技術を施
したマットレスの種類拡大と、販売数量増加の効果もあり、2020年度は年間約3,087tのCO2排出量を削減しました。ニトリグルー
プはものづくりと物流を一体で考え、全体最適を追求することで、経済価値と環境価値の創出拡大に取り組んでいます。

従来の方式 コンテナラウンドユース

荷
輸入者

輸出者

港
湾

荷

空

荷

空
輸入者

輸出者
空

港
湾荷

従来の方式 コンテナラウンドユース

荷
輸入者

輸出者

港
湾

荷

空

荷

空
輸入者

輸出者
空

港
湾荷

地球温暖化による気候変動は、製造・物流業において大きな損害をもたらす可能性
があります。豪雨や大型台風といった異常気象は、企業が事業活動を行うために欠か
せない経営資源に深刻な影響を与え、その範囲はサプライチェーン全体に及びます。
これらの気候変動による様々な事業継続リスクを認識し、サプライチェーンのあらゆ
る段階において全体最適を考えながら、効率化・最適化に努めることにより、CO2排
出量を削減し、気候変動への影響緩和に寄与します。また、事業活動に必要不可欠な
エネルギーの有限性を認識し、サプライチェーン全体におけるエネルギー使用の効率
化および使用量の削減にも取り組みます。

ニトリグループの持続可能な成長のためには、社会課題に配慮した事業推進が必要不
可欠です。企業の責任として求められる環境対策や、物流業界における恒常的なドライ
バー不足といった社会課題の解決には「あらゆる業務の効率化」が欠かせません。例えば、
トラックの積載率向上や物流拠点の最適化など、輸送効率向上に向けた取り組みは、必
要となるトラックの台数や移動距離の削減に繋がり、それらは結果としてCO2排出量や
消費電力の削減に加え、事業に関わる方々の労働環境改善にも繋がります。また、IE手
法（ムダ・ムラ・ムリのない最適な方法を導き出す手法）を用いた動作レベルの分析に
より、新たな道具の開発や、作業上の動線短縮による身体負担低減・業務の効率化にも
努めています。更には、一人ひとりが安全で安心して仕事ができる環境を目指し、大型
天井扇やエアコン設置、空調服の配布など、熱中症対策にも取り組んでいます。

気候変動の緩和に向けて、ニトリグループの環境に配慮した事業推進

効率化により、環境負荷軽減も、働きやすさの実現も
2025年までに、全国8拠点に自社物流センターの新設を計
画しています。拠点間の移動回数や移動距離の削減が可能と
なり、モノの流れがよりスムーズに。お客様にスピーディー
に商品をお届けできるだ
けでなく、物流コストの
削減、従業員の労働環境
向上、そしてCO2排出量
削減という環境負荷軽減
にも貢献します。

荷下ろし後の輸入コンテナを輸出に利用するコンテナラウ
ンドユースを拡大することで、2020年度は年間約3,200本を
超えるコンテナを有効利用。年間約103tのCO2排出量削減に
繋がっています。

国内物流拠点網
の最適化

コンテナラウンド
ユースの拡大

2021年5月に着工の
北海道石狩市の新物流拠点

ガバナンス

商品企画

商品開発 原材料調達

製造

システム
開発

販売（店舗）

販売（通販） 物流

品質管理

貿易

輸送効率向上など
あらゆる業務の効率化による
CO2排出量削減と働きやすさの実現

➡   詳細： ホームロジスティクス 
公式サイト

大型天井扇を設置した物流センター

ニトリグループ
●輸送効率の向上により物流コスト削減
●人材の確保
●労働生産性の向上
地球環境
CO2削減による地球温暖化緩和
従業員
●安全安心な労働環境の確保
●業務負担低減による誰もが
働きやすい環境の確保

共有価値

●事業活動における環境負荷軽減への要請
●気候変動問題に関する移行リスク及び自
然災害などによる事業継続リスクの高まり

●物流コストの高騰と物流業界全体の人材
不足及び労働環境の不整備

社会課題 ニトリグループ

サプライチェーン全体でのあらゆる業務の効率化
●輸送効率の向上による物流過程でのCO2排出量削減
●省エネ対策によるエネルギー使用量削減
●あらゆる業務の省力化と、安全な労働環
境整備による誰もが働きやすい環境づくり

➡  関連トピック：P34

➡  関連トピック：P24

➡  関連データ：P60-61

ニトリグループのEESSG

近年、長時間労働や高齢化によるドライバー不足が社会問題となっています。こ
の問題は、ニトリグループの物流を担うホームロジスティクス社においても、事業
継続に関わる重要課題と認識しています。その課題解決の手段として、トラックの
積み荷部分を分離できるスワップボディコンテナを導入。これまでドライバーが行
っていた荷物の積み下ろしを、倉庫内作業者が行えることで、ドライバーにとって
最も作業負担の大きい積み下ろし作業の負担を軽減しました。加えて、長距離拠点
間のトラック輸送において、1人のドライバーが連続して走行する距離と時間を短縮
できることにより、労働環境の改善・働き方改革に繋がっています。また、このス
ワップボディコンテナを活用し、異業種三社で共同輸送事業に取り組むことで、国
内物流全体における空輸送の削減とドライバー作業負担を低減。トラック運航台数
50％、CO2排出量年間約880t、ドライバーの積み下ろし時間年間12,450時間の削減
を実現しました。このことが認められ、2020年12月「グリーン物流パートナーシッ
プ会議優良事業者表彰」において「国土交通大臣賞」を三社共同で受賞することが
できました。

スワップボディコンテナ導入による
労働環境改善とCO2排出量削減

環境に配慮した事業推進
マテリアリティ 3

働きがいのある環境づくりとダイバーシティーの推進
マテリアリティ 6

39 40

https://www.homelogi.co.jp/
https://www.homelogi.co.jp/


課題認識と共有価値の創出

ニトリグループのサステナビリティニトリグループのサステナビリティ

ニトリグループは、
お客様の様々なライフスタイルに対応し、
住まいに関する包括的なサービスを提供する
「ライフスタイル総合提案企業」を目指しています。

事業領域の
拡大による
新たな取り組み

ニトリグループの取り組み事例（SDGsに繋がる取り組み）

中古住宅買取再販市場販売戸数No.1 株式会社カチタスとの資本業務提携
カチタスは、地域に根差した全国100以上の拠点で自ら調査を行い、仕入れ、リフォームし、さらに販売まで一気通貫で行

うことで、良質な住宅を低価格で提供している企業です。現在はオンラインで気軽に内覧の疑似体験ができるパノラマ画像に、
さらにCGでニトリの家具を設置した「バーチャルホームステージング」を導入し、より臨場感と現実感のある家選びを支援す
る取り組みを行っています。お客様が入居後の生活をイメージしやすくなるだけでなく、住宅購入後のスムーズな新生活ス
タートを支援します。このような中古住宅の流通促進は、空き家問題といった社会課題の解決、地域活性化に繋がるだけでな
く、環境負荷軽減にも寄与。新築住宅に比べて、中古住宅のCO2排出量は約1/4に抑制可能に、木材使用量は約1/7に抑制可能
です。今後も、中古住宅市場の活性化により、持続可能なまちづくりに貢献していきます。

島忠は、「全社員が生き生きと働き、事業を通じて社会に貢献する事」が大切だと考えてい
ます。社会・人・環境の調和と、持続可能な社会を目指し、ステークホルダーの皆様から信
頼される企業であるために、法令遵守はもちろん誠実・公正でサステナビリティを重視した
事業活動に取り組んでいきます。また、ESG課題の解決やSDGsに対しても様々な形で貢献
します。その例として、島忠では「使用済用土」を回収し、製造元で設備している専用の機
械を通し焼成・消毒殺菌したのちリサイクル用土として新しい土に生まれ変わらせる取り組
みを行っています。この取り組みは、廃棄物削減と、循環型社会形成に寄与するだけでなく、
「新しい土で植物を育てたいけれど、古い土の処分に困る」というお客様の「不平・不満・不
便」の解消にも繋がります。
※本サービスは対象商品を購入されたお客様に限定したサービスです。

事業を通じて社会に貢献
用土リサイクルの取り組み

日々の暮らしに必要な商品を「いつでも・どこでも・誰でも」気軽に購
入できるように―「増え続ける客数こそ、社会貢献のバロメーター」と、
私たちは考えています。2021年2月期末時点で店舗数は国内外合わせて
722店舗。これまで出店が困難だった商圏人口10万人以下の地域や、都
市部への出店も進めており、リアル店舗へのアクセシビリティを高めてい
ます。同時に、ECサイト「ニトリネット」では、取扱商品の拡大や、ニト
リのコーディネートルームを360度観覧できるバーチャルショールームなど
新サービス導入により、より便利な買い方を提案しています。お客様に支
持される店づくりやサービスの充実により、コロナ禍の2020年度において
も買上客数は前年比112.8％となり、より多くのお客様の住まいの豊かさ
に貢献することができました。今後も地域の「デスティネーションストア
（そこに行けば欲しいものがそろう店）」
として、更なる店舗網拡大と共に、「リ
アルとネットのシームレス化」により、
お客様の便利で楽しい買い物への貢献
を拡大し続けます。

私たちは「誰でも気軽に・手軽にコーディネー
トを楽しめること」を目指しています。自分好みの
コーディネートスタイルで商品を選ぶことができる。
「色・柄・カタチ」が揃っており、誰でも自然にコー
ディネートが出来る。そして買いやすい価格で、沢
山選べて楽しい。―このようにニトリの店舗・EC
サイトでは、お客様の日常生活をワントーンアップ
する仕掛けを、たくさん散りばめています。これか
らも私たちは、お客様の大切な「おうち時間」に
寄り添っていきます。

住まいの豊かさを
より多くの人々に

コーディネートを
みんなのものに

より多くの人々へ
「買いたい＆住みたい」をお届け

ガバナンス 品質管理

物流

貿易

商品企画

商品開発 原材料調達

製造

販売（通販）

システム
開発

販売（店舗）

店舗網拡大とO2O推進による
お客様の便利で楽しい
買い物への貢献

バーチャルショールーム

●リアルとネットのシームレス化
●商圏人口の少ない地域や都市部
などへの出店

●誰でも気軽にコーディネートを楽
しめる商品・売場づくり

ニトリグループ

お客様
●リアル店舗とネットを相互に利用
できる便利な買い物が可能

●住まいの豊かさとコーディネート
の楽しさを実感

地域社会
そこに暮らす人 と々地域社会がより豊かに
ニトリグループ
●お客様の来店頻度向上
●買上客数増加

共有価値

●場所や時間にとらわれない買い方
や、あらゆる地域の人々のニーズ
へ対応することが求められている

●進む高齢化に対する小商圏化へ
の期待

社会課題

ニトリグループのESSG ニトリグループのEESSG地域社会への貢献
マテリアリティ 5

「お、ねだん以上。」の商品・サービス提供による豊かな暮らしへの貢献
マテリアリティ 1

➡  詳細：カチタスESGレポート

※1出所：「住宅の建設・改修・解体に起因するCO2排出量の2050年までの予測」表4床面積当たりのCO2排出量より「戸建・木造」
※2出所：林野庁「森林・林業・木材産業の現状と課題（2021年3月）」3.木材産業の現状と課題
※3出所：2018年12月に施工した当社の標準的な物件のリフォーム実績

約1/4 約1/7

➡  詳細：島忠のサステナビリティ
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ジョブシャドウイングとは、受講者がさまざまな企業や組織の社
員の ｢影｣ のように同行し、業務体験することで、将来の働き方や
生き方を考えるキャリア教育のひとつ。2020年度は、入社4年目の
社員70名が参加し、全10部署※が受け入れ部署として協力しまし
た。本部部署の業務を実際に体験することで、受講者は座学では伝
わりにくい業務のやりがいや楽しさを実感。さらに、実際に働く社員
のそばで業務を体感すること
で、その難しさや意義までも
理解でき、若手社員が自らの
キャリアプランをより明確に
描くことに繋がっています。

広告
宣伝

通販

メーカー

物流

IT営業
企画

商社教育

店舗運営

ニトリグループの代表的な研修制度であるアメリカセミナーは、入社2
年目で参加する「入門コース」から選抜式の「上級コース」まで様々なコー
スが存在し、毎年約1,200名が参加します。長年続くこのセミナーの目的
は、「豊かな暮らし」を五感で体験し、会社のロマンを再認識すること。
ニトリグループのロマンの原点であるアメリカの地で、大衆の暮らしを支
えるチェーンストア企業の最新の取り組みや売場、商品を視察し、従業員
は多くの気づきと学びを得ます。しかし、2020年度は新型コロナウイルス
の影響でアメリカセミナーの全コースが中止。長期的かつ継続的な取り組
みが不可欠な人材育成において、その教育の歩みを止めることがないよ
う、即座に国内での研修に切り替え、様々な研修を立ち上げました。

ニトリグループ独自のビジネスモデルである“製造物流IT小売業”を支えるの
は、物事を総合的に考え、新しい価値を創造できるスペシャリストです。その育
成のために、2～3年ごとに多様な職種を経験していく「配転教育」は欠かせませ
ん。一人ひとりが豊富な知識と幅広い経験を得るために考え出された、人材育成
の基盤となる教育システムです。業界や職種の垣根を超えた課題解決を余儀なく
される今の時代に求められるのは、広範囲にわたる領域の知見を活かし、幾多の
専門性を組み合わせてイノベーションを起こせる人材。ニトリグループは、配転
教育によって個人が専門性の柱を増やし、広い視野から課題を解決に導ける「ニ
トリ型スペシャリスト」を数多く輩出しています。この強力な“多数精鋭”の組織
を強みに、今後も持続的成長を目指します。

従業員教育は、社内の教育機関である「ニトリ大学」が中心となり実施。『「知の深化」と「知の探索」による「イノベーショ
ン創出人材」の育成』を軸に据え、さまざまな学びの機会を従業員へ提供しています。
「知の深化」では、ニトリグループが大切にしている理念、知識、経験をより深く学びます。「知の探索」では、社員の飽くな
き知的好奇心に応えるために、時代に即した最新技術、価値観、知識を反映したカリキュラムを用意しています。

ニトリ型スペシャリストが持続的成長の礎を築く

互いに教え合い、高め合う組織へ

二トリグループの未来を支える自律した人材を育成

配転教育

研修制度

教育制度

コアコンピタンス
他社には真似できない
「ニトリらしさ」

グローバル
日本を飛び出して、
世界で活躍する能力

テクノロジー
IT技術を活用し、
未来を変革する知識

ニトリグループのサステナビリティ

社会に貢献する真のスペシャリストの育成を目指し、
幅広い領域の配転教育により人材力を高め、
「多数精鋭」の組織づくりを実現します。

人材育成

適
切
な
人
材
登
用

基本社員情報

● GLOBIS
● 資格取得奨励金
● 教育マイレージ
● 社内コンテスト

受
講
履
歴
デ
ー
タ
を
連
携

将来の目標
キャリアプラン

受講履歴
業務経験
成果・評価
職務適性
資格情報
…他タレント情報

ニトリ大学の3本の柱

グ
ロ
ー
バ
ル

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

コ
ア
コ
ン
ピ
タ
ン
ス

3
本
の
柱

基
盤

自己育成支援

Workdayの導入で、
個人に寄り添った人材登用を実現

「個」の成長を後押しし、
会社の成長へとつなげる

ニトリグループの社員は年に2回、自身
が解決したい社会課題や30年後になりた
い姿から逆算した「キャリアプラン」を
会社へ提出します。それら個人のもつキ
ャリア志向や学習履歴、経歴やスキルな
どの人材情報は全て、人材プラットフ
ォーム「Workday」に集約。テクノロジー
の活用により膨大な情報を一元管理する
ことで、個人に寄り添った最適な人材登
用を実現しています。

事業領域が拡大するなか、チェーンストア
理論を中心としたこれまでの社内での学びに
加え、経営の理論やデジタル知識などビジネ
ススキルの重要性も高まっています。ニトリ
グループでは2019年から「グロービス学び
放題」の永年プランを全社員に付与。知的
好奇心の赴くままに知識を獲得できる環境
を整備し、個人の成長を後押ししています。
2020年度の、1か月あたりの社内の総学習
時間は約5,000時間と、グロービス学び放題
の活用が社員に浸透しつつあります。 ➡ ニトリグループの研修時間データ：P62

NCCS（ニトリカラーコーディネートスクール）

GCON（Global Communication Online at Nitori）

パート・アルバイト社員向けの研修

ジョブシャドウイング研修

店舗デジタルサイネージ導入

約1年かけてインテリアコーディネーションの知識を学び、コーデ
ィネーションのプロを目指す、わが社の社内講座。パート・アルバイ
トを含む全従業員が受講できます。「コーディネートはセンスではな
い、ルールである。」という考えのもと、受講者はコーディネートの
正しい知識を習得し、学んだ知識を「実務を想定した課題」を通し
てアウトプットしていきながら、お客様の要望に合わせてコーディ
ネートを提案できるスキルを身につけます。基礎知識を学ぶ「基礎
コース」、お客様の要望を踏まえたプランの提案を身につける「アド
バイザーコース」など、スキルレ
ベルにあわせて4つのコースを用
意。NCCSの受講が商品部や法人
事業部への配転に繋がる事も多
く、キャリア構築の一助を担う重
要な教育機会となっています。

社員の語学力強化を目的とした、オンライン形式のビジネス会話
講座です。ニトリグループの実務を想定したビジネス会話を身に付け
ることで、社内のグローバルリテラシーの向上を目指します。講座内
容やテキストはすべて、実際に業務に即した内容になるよう人材教育
部が一から作り上げており、グローバルで活躍できる即戦力を育成
する講座となっています。特徴は、
社内の語学堪能な社員が講師を務
めていること。これまでに26名の
社員が講師として活躍しており、
個人がスキルを活かせる場をつく
ることで、学び合い成長し合う文
化の醸成に繋げています。

従業員全体の約9割を占めるパート・アルバイト社員は、ニトリグループを支える大切な人材です。
パート・アルバイト社員が、業務を通してやりがいや成長を実感できるよう、様々な研修を設けていま
す。特に、全国の店舗で働くパート・アルバイト社員の方に向けては、コロナ禍でも教育の機会を減ら
さぬように、店舗運営部が中心となりオンライン研修を充実させています。研修は、専任の教育トレー
ナ―が講師を務め、録画ではなくライブで実施。双方向でのコミュニケーションを重視することで、受
講者の学習意欲を引き出す研修となっています。本部が一括して教育を担うことで、店舗ごとの教育の
質と機会のバラつきを失くし、ニトリグループで働く全ての従業員が、成長する楽しさや業務へのやりが
いを感じながら、安心して売場に立てるように、取り組んでいます。

研修例：新人教育/レジの操作方法/ソファの商品知識/カーテンの商品知識など

従業員に学びの機会を与え、その成長を後押しするための研修・取り組み

安心して働ける職場環境づくりや、従業員のエンゲージメン
トの向上を目指し、会社と従業員のコミュニケーションの活性
化に力を入れています。その一環として、店舗で働く社員・パー
ト・アルバイト社員の知識・満足度向上のために各店舗の従業
員が視聴できる場所にモニターを設置し、会社の最新情報を配
信。配信する情報は各部署
から常時募ることで、偏り
のないフレッシュな情報を
配信できる体制となってい
ます。新商品紹介動画など
は、とても参考になったと
声があがっています。

ニトリグループのESSG 働きがいのある環境づくりとダイバーシティーの推進
マテリアリティ 6

※商品部、組織開発室、品質業
務改革室、内部統制室など

2019年度アメリカセミナーリーダーコースの様子
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●ハラスメント防止規定の制定　
●各種相談窓口の設置、自己申告制度の整備
●労務管理コンテンツの制作
●管理者向けのコミュニケーション実践型
研修実施

●健診チャレンジ　
●チーム対抗方式によるウォーキングキャンペーン

多様性を尊重する文化・
一人ひとりが輝ける環境づくり

個人・グループ・部署単位の取り組みや成果を会社全体で取り上げ、きちんと評価することで、従業員のモチベーションの
向上とイノベーションの創出へと繋げていくため、さまざまな社内表彰制度やコンテストを開催しています。これらは、企業の
活性化はもちろん、隠れた能力の発掘や優秀な人材の発見など、組織として発展していく上でも大きな役割を果たしています。

成果を正当に評価する仕組みが、改革を生み出す社内表彰制度

社長賞（年間表彰／四半期表彰）

ハラスメント防止対策

健康増進イベント

NWC（Nitori World Circle）

コーディネートコンテスト

ウェルネスの推進

労務管理

接客コンテスト

グループ全体や各部署の課
題に対し、その解決に向けた改
善・改革活動に取り組み、経費
削減・利益向上などの成果をあ
げたグループを表彰。取り組み
内容や成果の大きさによって、
金賞・銀賞・銅賞・特別賞を授
与し、それぞれに応じた賞金を贈呈します。受賞グループは四半
期ごとに開催される表彰式で発表され、特に年間表彰は経営方針
説明会で授賞式を実施し、その成果を社内へと発信しています。

志を同じくするメンバーで
サークルを結成し、日頃の業務
から問題点を発見、改善・改革
を推進する活動で、今年15年目
を迎える歴史ある活動です。本
活動は世界各地のニトリグルー
プ拠点でおこなわれ、現場の声
を直接経営陣に提言できる場として重要な役割を果たしています。
最優秀賞を受賞したサークルは、7日間のベトナムセミナーへの参
加が約束されており、成長意欲のある若手が多く参加しています。

自慢の自宅写真を投稿し、こだわりのコーディネートを競う、ニ
トリグループ全従業員参加型のコンテスト。ニトリグループは、お客
様へコーディネートされた暮らしの豊かさを広めていくことを目指し
ます。そのため、まずは従業員に実生活空間のなかでコーディネー
トを表現し、その楽しさを体感
してもらう目的で、2019年から
年1回開催しています。2020年
は470件もの応募が集まり、受
賞者は表彰式での発表とインセ
ンティブとしてニトリ商品券が
贈られました。

●社内研修での健康教育プログラムの実施
●メンタル疾患予防教育及びセルフケア対
策本の制作・配布

●異業種企業6社・健康保険組合と協業し、
オリジナル女性健康冊子を制作。女性社
員約7,100名へ配布

●外部講師による労務管理セミナー（年4回開催）
●労務管理に関わる動画学習コンテンツの配信

従業員のレベルアップとモチベーションアップの場として、2017年
よりスタート。従業員同士が互いに支え合い、高め合う企業を目指し
て、毎年開催しています。お客様へ感謝を伝えるための接客を身に
つけ、洗練させていくとともに、ホスピタリティの大切さを感じても
らうこともコンテストの重要な目的です。全国の社員、パート・アル
バイト社員が、その垣根なく接客スキルやコミュニケーション力を披
露し合い、優勝者を決定します。
立場や環境に関わらず、全員に
平等にチャンスが与えられ、成
長できることがニトリグループの
強さへと繋がっています。

2020年度年間表彰：総エントリー数70件／受賞チーム30件

2020年：参加者総勢約18,000名
2019年NWC：エントリー341サークル
2020年NWC：エントリー415サークル

➡ 「マイナビ×日経新聞2022年卒大学生対象人気企業ランキング」文系総合5位、理系総合13位

➡ 楽天みん就インターン人気企業ランキング（22年卒学生会員対象）1位

ニトリグループの社内表彰制度・コンテスト

ニトリグループの主な取り組み

学生に寄り添い、「夢」への一歩を支えたい新卒採用

新卒採用

インターンシップ

海外採用

ニトリグループの採用フィロソフィは「君の夢は、君を創る」。学生が自身の働く目的や将来
の夢をしっかりと考えた上で、ニトリグループへの入社を決めることができるよう、入社3～6
年目のリクルーターが一人ひとりに寄り添い、入社までをサポートします。また、2020年度は、
コロナ禍の下、オンラインを活用して採用活動を継続。会社説明会には延べ19,000名以上が参
加するなど、多くの学生と向き合い、採用人数を減らすことなく終えることができました。

ニトリグループのインターンシップは、「困っている就活生をゼロにする」ことを目指しています。学生が働く目的や自己分析・
企業比較の方法を学ぶことで、前向きに就職活動に向き合うことができるよう、支援することが目的です。2020年度は29,000名
がニトリグループのインターンシップへ参加。就職活動を始めた学生の最初のステップとして、有益でありたいと考えています。

グローバル展開を進めるニトリグループにとって、グローバル人材は必要不可欠。世界を舞台に活躍する人材を求めて、海外採用にも力
を入れています。これまで、海外の合同説明会に参加してリクルーター自ら現地で人材の発掘に努めていましたが、2020年はコロナ禍の影
響で各イベントが中止。そのため、海外の大学や学生団体との直接交渉を行うことで、オンラインの合同説明会に参加して採用活動を継続
しました。また、国内でもグローバル志向の強い人材の採用を目指して、外国語大学などのイベントにも積極的に参加しています。

オンライン説明会には社長である白井も参加

2020年度トータルコーディネート部内最優秀賞

➡ 関連トピック：P37 - 38

私たちは、職場の安全確保に努めるとともに、
ニトリグループで働くすべての人々が
健康で働きやすい職場環境を目指します。

ニトリグループは、従業員一人ひとりの人権を尊重し、
職場におけるあらゆるコミュニケーションにおいて、
多様性が損なわれないように調和を図ります。

働く環境整備

ダイバーシティ

ニトリグループでは、従業員一人ひとりの心身の健康こそが企業の成長に欠かせないと考え、従業
員とその家族の健康維持・増進に積極的に取り組んでいます。2013年に企業独自の「ニトリ健康保
険組合」を設立し、2016年には「健康経営宣言」を行いました。グループのロマンとビジョンの達
成と従業員の自己実現のため、会社、労働組合、健康保険組合が一体となって取り組みを続けていま
す。その結果、2021年に5回目となる「健康経営優良法人～ホワイト500～」の認定を受けました。

健康経営が、未来をつくる

結婚や出産、育児、介護、傷病など従業員が個人の事情にあわせて多
様な働き方を選択できるよう、制度の拡充に取り組んでいます。また、制
度を活用しやすい風土づくりに向けて、両立支援制度の概要や利用方法
をまとめたガイドブックを全社員へ配布し、マネジャー層を対象としたセ
ミナーも実施しています。
私たちは、従業員の生活を充実させることで、仕事のパフォーマンス向

上が期待できると考えており、ご家族を含めたファミリーフレンドリーな企
業を目指しています。2016年には半日有給制度を、2017年には勤務間イ
ンターバル制度を導入。同時に、残業抑制に向けて、サービス残業に対し
ては企業として厳正な態度を示すとともに、月間30時間を超えるペースで
残業している本人・管理者に対し人事労務部から案内をおこない、また月
間45時間を超えた場合にはマネジメント層へ業務改善報告書の提出を求
めるなど、会社全体で残業抑制を推進しています。
その他、ワークスタイルの変革に伴い、業務生産
性向上を目的に2016年に短時間勤
務者向けの在宅勤務制度、2018年
にテレワーク制度を導入しました。
これら継続的な取り組みが評価さ
れ、第5回ホワイト企業アワードに
おいて、最優秀賞を受賞しました。

ニトリグループでは、ダイバーシティ＆インクルージョ
ンを推進しています。結婚や出産、育児、介護や、国
籍、LGBTQなどさまざまな事情や背景をもつ従業員
が、互いを認め合い、尊重し合える企業文化を醸成
することで、働きがいのある環境がつくられ、企業成
長にも繋がると考えています。特に女性の活躍支援に
は力を入れており、例えば、個々が能力を最大限発揮
して業務に邁進できるよう、2014年からキャリア支援
セミナーを実施。毎回、年齢や立場の違う全国の女
性社員が参加し、ワークライフバランスやキャリアプ
ランについてのディスカッションや、働き方について
の意見交換を行っています。この場で出た意見が、会
社への提言として次の施策につながることも多く、従
業員の声を大切にし
ながら、女性一人ひ
とりがいきいきと働
ける企業を目指して
います。

仕事とプライベートの
両立こそ生産性向上の鍵

※コロナ禍の影響で2020年のベトナムセミナーは実施なし

キャリア支援セミナーの様子
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ニトリグループのサステナビリティ

ニトリグループの
中長期課題の議論の深化

ニトリグループの
中長期課題の議論の深化
［昨年度からの継続課題］

取締役会資料の
事前配布・事前説明の徹底

ESG、SDGsに関する
議論の拡充

業務執行に関する
決定権限の委任の推進

業務執行に関する
決定権限の委任の推進
［昨年度からの継続課題］

取締役会上程資料の
レベル標準化及び向上

女性取締役の登用に
向けた議論の継続
※2021年度 株主総会にて
女性取締役登用を達成済

3.25
①規模・構成

②運営状況⑧自身の取組み

③審議事項

④支援体制⑥リスク管理

⑦ステーク
　ホルダー
対応
3.44

⑤資料

3.523.78

3.6

3.733.75

3.47

2.5

4
3.75

3.5
3.25

3

2.75

選択項目
4. 適切
3. 一応適切
2. 不十分
1. 要改善

2019年度
2020年度

ニトリグループ
は生活用品を取
り扱う社会インフ
ラ企業として、災
害発生時、被災
エリアのお客様が
必要とされる商
品をいち早くお届
けする使命があると考えています。お客様が１日でも早く日常
生活を取り戻すことができるように、過去の災害発生時に起
きた問題点を多角的に分析することで、被災地域の店舗を最
短で復旧させるためのノウハウづくりと、被災後に需要が高ま
る商品の供給体制づくりを並行して進める“未来の減災対策プ
ロジェクト”を実施しています。また、実際に各地で発生した
地震や豪雨などの自然災害に対して、国や地方自治体からの
要請に基づき、避難所や仮設住宅への緊急支援物資の調達・
配送をグループ一丸となり積極的に行っています。今後も国
内外問わず、必要に応じた支援を実施していきます。

公益財団法人似鳥文化財団は、文化・芸術・伝統の発展・継
承を支援し、新しい文化形成の架け橋となるべく、2011年4月
に設立。ニトリとの共同事業として、これまで公共性・公益性が
高く、地域への貢献が期待できる活動や、植樹活動に対して支
援を行ってきました(植樹実績：累計500万本を超える植樹活動
に支援)。また、ニトリで運営していた北海道小樽市の美術館群
「小樽芸術村」の事業運営を2020年10月に引き継ぎ、同財団で
の公益事業として開始（2019年度は年間25万人以上のお客様
が来場)。今後も同財団
とともに観光発展への
寄与と、歴史的建造物
や優れた美術品など文
化資源の保護・活用を
目的とした活動を推
進・拡大していきます。
※2021年5月には「小樽芸術村」を中心とした小樽運河地区の文化観光を
推進する拠点計画が、文化庁の補助事業として認定されました。

デジタル技術やデー
タの力で地域社会の課
題を解決し、みらいの
社会を創造できる「み
らいIT人材」の育成を
目指して、2019年7月
に札幌市、北海道大学
とニトリホールディングスにて連携協定を締結しました。さら
に、この取組みを北海道全域に拡充・強化するため、2021年
3月に北海道が加わり、四者が連携して、小中学生、高校生、
大学・大学院生までの各段階に向けた人材育成を展開してい
ます。北海道大学に設置された「ニトリみらい社会デザイン
講座」では、ニトリが提供したデータと課題を用いた公募型
の研究や、実店舗を活用した最先端の研究が行われ、研究成
果は論文や学会で発表されるなど、実践的な人材育成も行わ
れています。ニトリ創業の地である北海道から未来を担う人材
が多数輩出され、地域で活躍することでまち全体の活力を生
み出し、さらには世界の架け橋ともなっていくことを目指して
取組みを進めていきます。

似鳥国際奨学財団は、「ニトリグループが描くロマンの実現
に、大きな力を貸して下さったアジア諸国の方々へ恩返しをし
たい」という思いから、ニトリ創業者である似鳥昭雄が私財を
寄附し、2005年3月に設立。世界各国の友好親善と人材育成
に寄与する為、返済不要の給付型奨学金事業を行っています。
これまでに43の国と地域、延べ7,040名の学生さんを支援して
きました。また、交流会や勉強会などのイベントを開催し、奨
学生が国や年代を越えて交流できる場を多く設けています。ご
来賓をはじめ、OB・OGからのアドバイスや、仲間のスピーチ
に刺激を受けることで、
奨学生一人ひとりが成
長できる貴重な機会と
なっています。今後も
国内外問わずさまざま
なかたちで支援の輪を
拡大していきます。

「みらいIT人材」の
育成

似鳥国際奨学財団

減災対策プロジェクト・
災害支援

似鳥文化財団

災害後の商品供給による
減災プロジェクト

時間の経過とともに
必要とされるものも
変わっていく

災害発生時
お客様のニーズ

必要とされる商品をお届け
一日も早い生活再建へ

在庫輸送
配達

人
の
動
き

モ
ノ
の
動
き

デ
ー
タ
の
動
き

物流
倉庫

全国からの
応援

ノウハウの
蓄積

被災地域の
店舗

本部

お
客
様
の
声

ニトリグループのサステナビリティ

「ニトリがあってよかった」そう実感していただける企業を目指して、
ニトリグループを育て、支えてくださるあらゆる国・地域・社会に
恩返しをするために、「人づくり」、「災害対策」、「環境支援」を
重点分野とした様々な地域貢献活動を行っています。

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を経営上の最重要課題
と位置付けており、その実現のために、コーポレート・ガバナンス体制の充実
が必要であると考えております。コーポレート・ガバナンス体制の充実に向けて、
いかなる経営環境の変化にも迅速に対応できる組織体制を構築し、上場企業
として公正かつ透明性をもって経営を行う姿勢を貫き、すべてのステークホル
ダーに対して適宜、正確な情報開示を行うと同時に、企業の社会的責任及び
企業倫理の確立に向けた社内体制の整備を進めてまいります。

地域貢献活動 コーポレート
・

ガバナンス

➡ これまでの災害支援：ニトリホールディングスサイト

取締役会の実効性評価

当社取締役会は、2020年度の取締役会の実効性を
分析・評価するにあたり、前年度に実施した実効性評
価で明らかになった課題について、その改善状況や進
捗状況を確認いたしました。また、アンケート形式に
よる各取締役の評価をもとに、個別のインタビューを
実施の上、結果について取締役会にて、取締役会の機
能向上に向けた討議を実施致しました。

① 取締役会の規模・構成
② 取締役会の運営状況
③ 取締役会の審議事項
④ 取締役会の支援体制

⑤ 取締役会の資料
⑥ リスク管理
⑦ ステークホルダー対応
⑧ 自身の取組み

2020年度の取組み 2021年度取締役会の優先課題

上記の実効性評価を踏まえ、当社取締役会の現状と将来につき、
当社社外取締役のインタビューを掲載しております。

ニトリグループのESSG ニトリグループのESGG地域社会への貢献
マテリアリティ 5

実効性のあるコーポレート・ガバナンス
マテリアリティ 7

アンケートの評価カテゴリー

継続課題

解決課題

継続課題

新設課題

➡ 詳細：公益財団法人 似鳥国際奨学財団 公式サイト
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