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当期のハイライト ／ 主な経営指標

主要指標（百万円）

科目　　　　　　　　　　　 期別 2016年1月期 2017年1月期 2018年1月期 2019年1月期 2019年12月期

売上高 92,209 94,640 102,563 104,747 100,017

売上総利益 43,345 44,688 50,572 53,858 50,800

　売上総利益率 (%) 47.0 47.2 49.3 51.4 50.8

営業利益 14,521 16,015 19,412 19,612 17,072

　営業利益率 (%) 15.7 16.9 18.9 18.7 17.1

経常利益 15,080 16,462 20,129 20,398 17,284

　経常利益率 (%) 16.4 17.4 19.6 19.5 17.3

親会社株主に帰属する当期純利益 10,197 11,118 14,515 14,238 11,538

総資産 73,943 78,889 84,467 85,618 90,491

純資産 50,792 53,736 62,812 66,582 70,463

フリー・キャッシュ・フロー（※1） 10,147 12,956 13,508 8,928 10,103

ROE (%)（※2） 21.3 21.8 25.7 22.8 17.5

ROIC (%)（※3）
15.1 16.3  

19.2 22.2 21.2 17.4

EPS（円） 85.15 92.84 121.20 118.89 96.37

1株当たり配当金（円） 42.00 53.00 66.00 68.00 70.00

配当性向（％） 49.3 57.1 54.5 57.2 72.7

連結従業員数（人） 3,743 3,739 4,306 3,875 3,954
（※ 1）フリー・キャッシュ・フロー：（営業活動キャッシュ・フロー）ー（投資活動キャッシュ・フロー）
（※ 2）ROE は自己資本当期純利益率で、分母は期首 ･ 期末平均で算出しています。
（※ 3）投下資本利益率で、NOPAT/ 投下資本で算出。税率は 2018 年 1 月期以降ならびに 2017 年 1 月期の下段は 30.0％、2017 年１月期の上段ならびに 2016 年 1 月期の数値は 40.7％、投下資本は期首・

期末平均で算出しています。
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1 第7次中期経営計画を策定
第6次中期経営計画期間（2018年1月期～ 2019年12月期）が終了し、重要指標
の一つとして掲げた売上総利益率については、当初目標（50.0％）を上回る50.8％
を達成（2019年12月期）しました。2020年2月に公表した第7次中計では、ブラ
ンド戦略、商品戦略、地域戦略の3つの方針を軸に、全地域での健全な成長と収益
性のさらなる向上を目指します。

2「Pigeon Way」のさらなる進化と、ブランドの刷新
ピジョングループ全社員の心と行動の拠り所である「Pigeon Way」の一部であ
った「使命」を、社会におけるピジョンの意味や役割を定義する「存在意義（赤ち
ゃんをいつも真に見つめ続け、この世界をもっと赤ちゃんにやさしい場所にし
ます）」に進化させました。加えて、更なるブランド力向上を目指し、社会に対す
る私たちの約束（ブランドプロミス）〝Celebrate babies the way they are（赤
ちゃん一人ひとりが生まれ持った輝きを育む）″も新たに策定しています。

3 ESG経営の加速
この世界をもっと赤ちゃんにやさしい場所にするために、2019年4月に策定した
「Pigeon ESG/SDGs基本方針」のもと、ESG（環境・社会・ガバナンス）経営をさらに
加速しています。当社が解決しなければならないマテリアリティ（重要課題）を6つ
設定し、赤ちゃん一人ひとりの輝きが尊ばれる世の中を創るために、赤ちゃんとお母
さんを取り巻く社会課題の解決を目指していきます。
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（注）2015 年５月１日を効力発生日として、普通株式１株につき３株の
　　  割合で、株式分割を行っています。

（注）ROE は自己資本当期純利益率で、分母は期首･期末平均
　　 ROIC は投下資本利益率でNOPAT/ 投下資本。税率は30.0％、
          投下資本は期首・期末平均



▶1993年（平成5）
0歳からの保育施設「ピジョンランド
常総」開設
▶1996年（平成8）
ベビーシッターサービス「ピジョン
ウェンディ」開始
▶1999年（平成11）
ピジョンキッズワールド株式会社
（現ピジョンハーツ株式会社）設立

▶1983年（昭和58）
介護用品ブランド「ハビナース」立ち
上げ

▶1975年（昭和50）
シルバー市場向けのハビリス事業部
発足

▶1966年（昭和41）
ピジョン商品、海外への輸出開始

▶1974年（昭和49）
初の海外出張所をシンガポールに
開設
▶1978年（昭和53）
PIGEON SINGAPORE PTE. LTD.
〔シンガポール〕設立

▶1990年（平成2）
THAI PIGEON CO., LTD.〔タイ〕
設立
▶1996年（平成8）
PIGEON INDUSTRIES
（THAILAND） CO., LTD.〔 タイ〕
設立

国内ベビー・ママ事業

海外での展開

子育て支援事業

子育て支援事業

▶2002年（平成14）
PIGEON （SHANGHAI） CO., LTD.
〔中国・上海〕設立
▶2006年（平成18）
PIGEON MANUFACTURING （SHANGHAI）
CO., LTD.〔中国・上海〕設立

中国事業

ヘルスケア・介護事業

ランシノ事業

コーポレート

▶1982年（昭和57）
マタニティ向けウェアを製造販売す
るピジョンテキスタイル株式会社
（ピジョンウィル株式会社）設立
▶1983年（昭和58）
仲田洋一が代表取締役社長に、仲田
祐一が代表取締役会長に就任
▶1985年（昭和60）
「愛」を経営理念に、CIシステムを導入
▶1988年（昭和63）
㈳日本証券業協会（現JASDAQ）に店
頭登録

▶1982年（昭和57）
成長に合わせて飲み口が
替えられる「マグマグ®」発売
▶1985年（昭和60）
日本初の完全立体成型母乳パッド
「フィット」発売
▶1987年（昭和62）
ベビー電子体温計「チビオン®」発売
▶1988年（昭和63）
赤ちゃん特有の哺乳運動「ぜん動様
運動」解明

▶1992年（平成4）
片手で取れるティッシュ方式
「おしりナップ」発売
▶1993年（平成5）
ベビーフード市場に本格参入
▶1994年（平成6）
日本初のベビー用UV ケア商品「UV
ベビースキンケア」発売
▶1995年（平成7）
哺乳びん消毒薬「ミルクポン」（医薬
品）発売

▶1973年（昭和48）
千代田区神田富山町に本社ビル完成
▶1975年（昭和50）
協和特殊紙工株式会社（現ピジョン
ホームプロダクツ株式会社）をグ
ループ化

▶1949年（昭和24）
ピジョンの前身である同孚貿易設立
▶1952年（昭和27）
仲田祐一が代表取締役社長に就任
▶1957年（昭和32）
新たに株式会社ピジョン
哺乳器本舗を設立
▶1966年（昭和41）
株式会社ピジョン哺乳器本舗からピ
ジョン株式会社と社名を変更

▶1975年（昭和50）
世界初のノーバインダー製法「おむ
つライナー」発売
▶1976年（昭和51）
世界初のゴム製「乳歯ブラシ」発売
▶1977年（昭和52）
飲む力が弱い赤ちゃんのため「P型哺
乳器」発売
▶1979年（昭和54）
安定性に優れた「K型哺乳器」発売

▶1949年（昭和24）
日本最初のキャップ式広口哺乳器
「A型哺乳器」発売
▶1956年（昭和31）
育児関連商品の発売
▶1966年（昭和41）
衛生用品第一号
「ベビーパウダー」発売

▶1991年（平成3）
常総研究所（現中央研究所）設立
▶1995年（平成7）
平成7年7月7日東京証券取引所市場
第二部に上場
▶1996年（平成8）
フクヨー茨城株式会社
（現ピジョンマニュファクチャリン
グ茨城）をグループ化
▶1997年（平成9）
東京証券取引所市場第一部に指定
替え

▶2001年（平成13）
事業所内保育施設受託開始
▶2002年（平成14）
認可保育園受託開始

▶2000年（平成12）
ピジョン真中株式会社設立

▶2011年（平成23）
ピジョン真中株式会社
デイサービス開始
▶2015年（平成27）
佐野デイサービスセンター開設
▶2016年（平成28）
「介護の口腔ケア」シリーズ発売

▶2018年（平成30）
座位姿勢保持を重視した
「プロフィットケア」シリーズ発売
▶2019年（平成31）
看護から生まれた
「清潔ケア」シリーズ発売

▶2004年（平成16）
LANSINOH LABORATORIES,INC.
〔アメリカ〕をグループ化

▶2002年（平成14）
母乳を飲む時と同じように「ぜん動
様運動」ができる哺乳器「母乳実感®」
発売
▶2003年（平成15）
赤ちゃんの歩行研究から生まれたベ
ビーシューズ発売

▶2010年（平成22）
「母乳実感®」シリーズリニューアル
ベビーカー市場に本格参入
▶2015年（平成27）
段差をラクラク乗り越えられるベビー
カー「Runfee（ランフィ）」発売
▶2017年（平成29）
B形ベビーカー「Bingle（ビングル）」発売

▶2000年（平成12）
松村誠一が代表取締役社長に、仲田
洋一が代表取締役会長に就任
▶2002年（平成14）
PHP兵庫株式会社(現ピジョンマ
ニュファクチャリング兵庫)をグ
ループ化

▶2013年（平成25）
山下茂が代表取締役社長に、大越昭夫が代表取締役会長に就任
▶2014年（平成26）
『Pigeon Way』制定
ピジョン株式会社がピジョンウィル株式会社を吸収合併
ピジョン奨学財団設立（2016年公益財団として認定）
▶2019年（平成31，令和1）
北澤憲政が代表取締役社長に、山下茂が代表取締役会会長兼取締役会議長に就任

ピジョン
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国内ベビー・ママ事業

ヘルスケア・介護事業

ピジョンの
統合報告書
について

ピジョングループ（ピジョン株式会社および連結子会社）は、株主、投資家の方々をはじめ、ステークホルダーの皆様

とのコミュニケーションを通じ、経済的・社会的価値を最大化することを目指しています。

本統合報告書は、ピジョングループが目指す姿をお伝えすべく経営戦略や事業・ESGについてのご報告を行い、

ピジョングループが創出する企業価値について、一層ご理解を深めていただくことを目的として作成しています。

また2017年からは、これまでのピジョングループの歩みを主に定量面・数値面からご報告を行うインベスターズ

ガイドも作成しました。併せてご一読いただければ幸いです。

▶2006年（平成18）
本社を中央区日本橋久松町に移転
▶2007年（平成19）
大越昭夫が代表取締役社長に、松村
誠一が代表取締役会長に、仲田洋一
が取締役最高顧問に就任

▶2004年（平成16）
独立行政法人国立病院機構院内保育
園の運営を一括受託

▶2004年（平成16）
多比良株式会社（現ピジョンタヒラ
株式会社）をグループ化
▶2007年（平成19）
老化予防用品ブランド「リクープ」立
ち上げ

シンガポール事業

▶2009年（平成21）
インドで販売子会社P IGEON  
INDIA PVT. LTD.〔インド〕設立

▶2011年（平成23）
PIGEON MALAYSIA TRADING 
SDN. BHD.〔マレーシア〕設立
▶2012年（平成24）
DOUBLEHEART CO. LTD.〔韓国〕設立

▶2015年（平成27）
PIGEON INDIA PVT. LTD.〔イン
ド〕工場設立
▶2017年（平成29）
PT PIGEON INDONESIA（イン
ドネシア）を子会社化
▶2019年(令和1)
P T  P I G E O N  B A B Y  L A B  
INDONESIA[インドネシア]設立

▶2009年（平成21）
P I G E O N  I N D U S T R I E S  
（CHANGZHOU） CO., LTD.〔中国・
常州〕設立

ループ化

1975年（昭和50）

1992年（平成4）
片手で取れるティッシュ方式
「おしりナップ」発売
1993年（平成5）

グ茨城）をグループ化
1997年（平成9）
東京証券取引所市場第一部に指定

▶2010年（平成22）
LANS INOH  LABORATORIES  
MEDICAL  DEV ICES  DES IGN  
INDUSTRY AND COMMERCE LTD. 
CO.〔トルコ〕設立
▶2011年（平成23）
LANSINOH LABORATORIES, INC.
〔アメリカ〕が「earth friendly baby」ブ
ランドを取得

▶2014年（平成26）
LANSINOH LABORATÓRIOS 
DO BRASIL LTDA.〔ブラジル〕設立
▶2015年（平成27）
LANSINOH LABORATORIES 
BENELUX NV〔ベルギー〕設立
▶2016年（平成28）
LANSINOH LABORATORIES 
SHANGHAI〔中国〕設立

▶2018年（平成30）
さく乳器「母乳アシスト®」シリーズが
全面リニューアル
▶2019年（令和1）
「ピジョン公式オンラインショップ」オープン
▶2020年（令和2）
上手に吸えるおしゃぶり
「SkinFriendly」
「FunFriends」発売

Pigeon His tor y
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▶1993年（平成5）
0歳からの保育施設「ピジョンランド
常総」開設
▶1996年（平成8）
ベビーシッターサービス「ピジョン
ウェンディ」開始
▶1999年（平成11）
ピジョンキッズワールド株式会社
（現ピジョンハーツ株式会社）設立

▶1983年（昭和58）
介護用品ブランド「ハビナース」立ち
上げ

▶1975年（昭和50）
シルバー市場向けのハビリス事業部
発足

▶1966年（昭和41）
ピジョン商品、海外への輸出開始

▶1974年（昭和49）
初の海外出張所をシンガポールに
開設
▶1978年（昭和53）
PIGEON SINGAPORE PTE. LTD.
〔シンガポール〕設立

▶1990年（平成2）
THAI PIGEON CO., LTD.〔タイ〕
設立
▶1996年（平成8）
PIGEON INDUSTRIES
（THAILAND） CO., LTD.〔 タイ〕
設立

国内ベビー・ママ事業

海外での展開

子育て支援事業

子育て支援事業

▶2002年（平成14）
PIGEON （SHANGHAI） CO., LTD.
〔中国・上海〕設立
▶2006年（平成18）
PIGEON MANUFACTURING （SHANGHAI）
CO., LTD.〔中国・上海〕設立

中国事業

ヘルスケア・介護事業

ランシノ事業

コーポレート

▶1982年（昭和57）
マタニティ向けウェアを製造販売す
るピジョンテキスタイル株式会社
（ピジョンウィル株式会社）設立
▶1983年（昭和58）
仲田洋一が代表取締役社長に、仲田
祐一が代表取締役会長に就任
▶1985年（昭和60）
「愛」を経営理念に、CIシステムを導入
▶1988年（昭和63）
㈳日本証券業協会（現JASDAQ）に店
頭登録

▶1982年（昭和57）
成長に合わせて飲み口が
替えられる「マグマグ®」発売
▶1985年（昭和60）
日本初の完全立体成型母乳パッド
「フィット」発売
▶1987年（昭和62）
ベビー電子体温計「チビオン®」発売
▶1988年（昭和63）
赤ちゃん特有の哺乳運動「ぜん動様
運動」解明

▶1992年（平成4）
片手で取れるティッシュ方式
「おしりナップ」発売
▶1993年（平成5）
ベビーフード市場に本格参入
▶1994年（平成6）
日本初のベビー用UV ケア商品「UV
ベビースキンケア」発売
▶1995年（平成7）
哺乳びん消毒薬「ミルクポン」（医薬
品）発売

▶1973年（昭和48）
千代田区神田富山町に本社ビル完成
▶1975年（昭和50）
協和特殊紙工株式会社（現ピジョン
ホームプロダクツ株式会社）をグ
ループ化

▶1949年（昭和24）
ピジョンの前身である同孚貿易設立
▶1952年（昭和27）
仲田祐一が代表取締役社長に就任
▶1957年（昭和32）
新たに株式会社ピジョン
哺乳器本舗を設立
▶1966年（昭和41）
株式会社ピジョン哺乳器本舗からピ
ジョン株式会社と社名を変更

▶1975年（昭和50）
世界初のノーバインダー製法「おむ
つライナー」発売
▶1976年（昭和51）
世界初のゴム製「乳歯ブラシ」発売
▶1977年（昭和52）
飲む力が弱い赤ちゃんのため「P型哺
乳器」発売
▶1979年（昭和54）
安定性に優れた「K型哺乳器」発売

▶1949年（昭和24）
日本最初のキャップ式広口哺乳器
「A型哺乳器」発売
▶1956年（昭和31）
育児関連商品の発売
▶1966年（昭和41）
衛生用品第一号
「ベビーパウダー」発売

▶1991年（平成3）
常総研究所（現中央研究所）設立
▶1995年（平成7）
平成7年7月7日東京証券取引所市場
第二部に上場
▶1996年（平成8）
フクヨー茨城株式会社
（現ピジョンマニュファクチャリン
グ茨城）をグループ化
▶1997年（平成9）
東京証券取引所市場第一部に指定
替え

▶2001年（平成13）
事業所内保育施設受託開始
▶2002年（平成14）
認可保育園受託開始

▶2000年（平成12）
ピジョン真中株式会社設立

▶2011年（平成23）
ピジョン真中株式会社
デイサービス開始
▶2015年（平成27）
佐野デイサービスセンター開設
▶2016年（平成28）
「介護の口腔ケア」シリーズ発売

▶2018年（平成30）
座位姿勢保持を重視した
「プロフィットケア」シリーズ発売
▶2019年（平成31）
看護から生まれた
「清潔ケア」シリーズ発売

▶2004年（平成16）
LANSINOH LABORATORIES,INC.
〔アメリカ〕をグループ化

▶2002年（平成14）
母乳を飲む時と同じように「ぜん動
様運動」ができる哺乳器「母乳実感®」
発売
▶2003年（平成15）
赤ちゃんの歩行研究から生まれたベ
ビーシューズ発売

▶2010年（平成22）
「母乳実感®」シリーズリニューアル
ベビーカー市場に本格参入
▶2015年（平成27）
段差をラクラク乗り越えられるベビー
カー「Runfee（ランフィ）」発売
▶2017年（平成29）
B形ベビーカー「Bingle（ビングル）」発売

▶2000年（平成12）
松村誠一が代表取締役社長に、仲田
洋一が代表取締役会長に就任
▶2002年（平成14）
PHP兵庫株式会社(現ピジョンマ
ニュファクチャリング兵庫)をグ
ループ化

▶2013年（平成25）
山下茂が代表取締役社長に、大越昭夫が代表取締役会長に就任
▶2014年（平成26）
『Pigeon Way』制定
ピジョン株式会社がピジョンウィル株式会社を吸収合併
ピジョン奨学財団設立（2016年公益財団として認定）
▶2019年（平成31，令和1）
北澤憲政が代表取締役社長に、山下茂が代表取締役会会長兼取締役会議長に就任

ピジョン
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国内ベビー・ママ事業

ヘルスケア・介護事業

ピジョンの
統合報告書
について

ピジョングループ（ピジョン株式会社および連結子会社）は、株主、投資家の方々をはじめ、ステークホルダーの皆様

とのコミュニケーションを通じ、経済的・社会的価値を最大化することを目指しています。

本統合報告書は、ピジョングループが目指す姿をお伝えすべく経営戦略や事業・ESGについてのご報告を行い、

ピジョングループが創出する企業価値について、一層ご理解を深めていただくことを目的として作成しています。

また2017年からは、これまでのピジョングループの歩みを主に定量面・数値面からご報告を行うインベスターズ

ガイドも作成しました。併せてご一読いただければ幸いです。

▶2006年（平成18）
本社を中央区日本橋久松町に移転
▶2007年（平成19）
大越昭夫が代表取締役社長に、松村
誠一が代表取締役会長に、仲田洋一
が取締役最高顧問に就任

▶2004年（平成16）
独立行政法人国立病院機構院内保育
園の運営を一括受託

▶2004年（平成16）
多比良株式会社（現ピジョンタヒラ
株式会社）をグループ化
▶2007年（平成19）
老化予防用品ブランド「リクープ」立
ち上げ

シンガポール事業

▶2009年（平成21）
インドで販売子会社P IGEON  
INDIA PVT. LTD.〔インド〕設立

▶2011年（平成23）
PIGEON MALAYSIA TRADING 
SDN. BHD.〔マレーシア〕設立
▶2012年（平成24）
DOUBLEHEART CO. LTD.〔韓国〕設立

▶2015年（平成27）
PIGEON INDIA PVT. LTD.〔イン
ド〕工場設立
▶2017年（平成29）
PT PIGEON INDONESIA（イン
ドネシア）を子会社化
▶2019年(令和1)
P T  P I G E O N  B A B Y  L A B  
INDONESIA[インドネシア]設立

▶2009年（平成21）
P I G E O N  I N D U S T R I E S  
（CHANGZHOU） CO., LTD.〔中国・
常州〕設立

▶2010年（平成22）
LANS INOH  LABORATORIES  
MEDICAL  DEV ICES  DES IGN  
INDUSTRY AND COMMERCE LTD. 
CO.〔トルコ〕設立
▶2011年（平成23）
LANSINOH LABORATORIES, INC.
〔アメリカ〕が「earth friendly baby」ブ
ランドを取得

▶2014年（平成26）
LANSINOH LABORATÓRIOS 
DO BRASIL LTDA.〔ブラジル〕設立
▶2015年（平成27）
LANSINOH LABORATORIES 
BENELUX NV〔ベルギー〕設立
▶2016年（平成28）
LANSINOH LABORATORIES 
SHANGHAI〔中国〕設立

▶2018年（平成30）
さく乳器「母乳アシスト®」シリーズが
全面リニューアル
▶2019年（令和1）
「ピジョン公式オンラインショップ」オープン
▶2020年（令和2）
上手に吸えるおしゃぶり
「SkinFriendly」
「FunFriends」発売
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取扱商品／サービス

事業環境／当社グループの強み

ベビー、ママ関連用品

哺乳器・乳首、トイレタリー、高級スキンケ
ア商品を中心に新しいライフスタイルを提
案しています。中国ではすでに500種類以
上の商品を市場に展開しており、沿岸主要
都市部では新富裕層の増加による高級志
向の需要増、さらに拡大するEコマースへ
の対応を強化しています。

取扱商品／サービス

事業環境／当社グループの強み

ベビー、ママ関連用品

ピジョンブランドにて、ベビー、ママ関連商
品を販売しています。アジアではタイの生
産拠点の拡充に続き、インドでの流通体制
の構築や販売店舗の拡大、インドネシアで
の事業強化を推し進めています。

取扱商品／サービス

事業環境／当社グループの強み

ベビー、ママ関連用品

米国を中心にランシノブランドで、母乳関
連商品を販売しています。イギリス・ドイ
ツ等の欧州、中国、ブラジル等への事業拡
大も進めています。哺乳器など、商品カテ
ゴリの拡充を図りながら、ブランド強化を
進めています。

連結売上高（※）

〈売上比率〉

100,017百万円

国内ベビー・ママ事業

30.8%
（30,813百万円）

子育て支援事業

3.5%
（3,492百万円）

ヘルスケア・介護事業

6.5%
（6,546百万円）

シンガポール事業

11.5%
（11,482百万円）

ランシノ事業

13.2%
（13,213百万円）

その他

1.3%
（1,343百万円）

※連結売上高は
　セグメント間取引消去後の金額となっています。

中国事業

36.8%
（36,824百万円）

ランシノ事業

シンガポール事業

中国事業

主に北米・欧州・中国

主にASEAN・インド・
中東諸国・オセアニア

主に中国・韓国・東アジア

2020年12月期より、事業部門を各市場に合わせた4事業制
（日本事業、中国事業、シンガポール事業、ランシノ事業）に変
更しました。「報告セグメント変更」については、P.11をご
参照ください。

事業内容 （2019年12月期の報告セグメント）
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取扱商品／サービス

事業環境／当社グループの強み

ベビー、ママ関連用品／ベビー大型用品

半世紀以上にわたる哺乳研究や乳幼児発
達研究をもとに、赤ちゃんの成長過程を深
く掘り下げ、育児の“お困りごと”を見出す
ことから開発した多数の高品質な商品を生
み出してきたところに、ピジョンブランドの
優位性があり、業界でのリーディングカン
パニーとして広く認知されています。

取扱商品／サービス

事業環境／当社グループの強み

介護用品／介護支援サービス

競争優位性のある新商品投入や介護サー
ビスの品質向上などの施策を徹底してい
ます。

取扱商品／サービス

事業環境／当社グループの強み

保育サービス／事業所内保育運営委託／託児
／イベント保育サービス／幼児教育サービス

育児用品で培った「安全・安心・信頼」の
ピジョンブランドのもと、本事業を推進
し、質の高いサービス提供により、皆様
から信頼を得ています。

連結売上高（※）

〈売上比率〉

100,017百万円

国内ベビー・ママ事業

30.8%
（30,813百万円）

子育て支援事業

3.5%
（3,492百万円）

ヘルスケア・介護事業

6.5%
（6,546百万円）

シンガポール事業

11.5%
（11,482百万円）

ランシノ事業

13.2%
（13,213百万円）

その他

1.3%
（1,343百万円）

※連結売上高は
　セグメント間取引消去後の金額となっています。

中国事業

36.8%
（36,824百万円）

国内ベビー・
ママ事業

子育て支援
事業

ヘルスケア・
介護事業
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代表取締役社長

2019年4月に代表取締役社長に就任して約1年が経ちまし
た。この1年、注力してきたことを振り返りますと、まずは組
織を市場別に分け、4事業制（日本事業、中国事業、シンガポー
ル事業、ランシノ事業）としたことで、それぞれの市場特性を
とらえた事業戦略をよりスピーディに展開できるようにな
りました。商品開発部門も各事業にそれぞれ設置し、市場特
性に合わせたモノづくりやマーケティング意思決定のス
ピードをさらに加速したことで、すでにいくつかの新製品が
各事業の展開市場で発売され、順調に売上を伸ばしています。
そして、4事業への権限委譲を進め意思決定をより迅速化す
ると同時に、本社機能を、グループ全体を統括するグローバ
ルヘッドオフィス（GHO）として位置づけて機能の集約・強
化を図りました。（P.9「グローバルヘッドオフィス（GHO）体
制」ご参照）また、ピジョングループ全社員の心と行動の拠り
所である「Pigeon Way」（P.7の図ご参照）についても、これ
までの「使命（Mission）」の部分を「存在意義（Purpose）」へと
進化させ、私たちがこの社会において存在している意味と、

果たすべき役割をより明確にしました。
また、さらなるブランド力向上を目指し、ピジョンブランド
の刷新にも着手しました。ピジョンが社会に約束すること（ブ
ランドプロミス）として「Celebrate babies the way they are
（赤ちゃん一人ひとりが生まれ持った輝きを育む）」を新たに
掲げ、お客様とのさまざまなタッチポイントで、一貫したブ
ランド体験を提供していきます。2020年2月には、株式会社
インターブランドジャパンが選定する「Best Japan Brands 
2020」のトップ100ブランドにランクインし、これまでのブ
ランド価値向上への取り組みが評価され、大変嬉しく思って
います。社内制度においては、まずは日本で、自らのキャリア
を主体的に考える新キャリア制度「Accelerate My Carrer
（AMC）プログラム」の導入を進めたほか、社員の自由な発
想・アイデアを自己実現し、失敗を恐れずチャレンジする姿
勢を後押しする社内ベンチャー制度「Pigeon Frontier 
Award」をスタートさせました。ガバナンス面でも、報酬委員
会、指名委員会を新設するなどさらなる強化を図っています。

 「この世界を、もっと赤ちゃんにやさしい場所にする」ことが、
私たちピジョングループの存在意義

就任 1 年目を振り返って
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第6次中計の最終年度であった2019年12月期の実績は、売
上高は1,000億17百万円、営業利益は170億72百万円、経
常利益は172億84百万円、親会社株主に帰属する当期純利
益は115億38百万円となりました※１。第6次中計は、2019
年1月期までは順調に伸長したものの、最終年度の2019年
12月期が、想定以上の国内出生数の減少や日本事業のイン
バウンド特需の剥落などにより、グループ全体では期初計
画の売上高は未達、修正計画に対しては、親会社株主に帰
属する当期純利益を除いては達成する形で終わりました。
また、グループ全体の売上総利益率では、第6次中計の最終
年度に目標としていた50.0％を上回る50.8％を達成しま
した。中国事業は、現地通貨ベースでの売上高は2桁成長
（対前期比）を達成し、ランシノ事業もほぼすべての展開地
域で順調に事業を拡大させています。シンガポール事業で

は、重点市場の一つとして位置づけるインド市場において、
当社商品を取り扱う薬局が5万店を超えるなど、営業活動
の強化を継続的に実行しています。世界を見渡すと、ビジ
ネスのスピードはこれまで以上に加速しており、特に米
国・中国では、さまざまな分野において、スタートアップ
企業がつくりあげた商品がインターネット販売によって瞬
く間に市場を席捲している状況が起きています。Eコマー
ス市場の拡大に伴う競争激化への対応や、新商品立ち上げ
のスピードなどについては、今後さらに対策を講じていく
必要があると課題認識しています。

第 6 次中期経営計画の振り返り

存在意義

経営理念

社是

ビジョン

行動原則

基本となる
価値観

Purpose

Corporate Philosophy

Credo

Vision

Action Principles

Values

Pigeon Way

Pigeon Wayとは、

私たちの“心”と“行動”の

拠り所であり、

すべての活動の基本となる

考え方です。

─強く信じる経営の根本の考え
「愛」

● 経営理念
─経営理念を端的に表現したもので、
　各人が仕事をする際にいつも大切にし、
　同時に振り返るためのもの
「愛を生むは愛のみ」

● 社是
─目指す理想の状態、到達したい姿

世界中の赤ちゃんとご家族に最も信頼される
育児用品メーカー “Global Number One”

● ビジョン

─我々が社会において存在している意味、
　そして果たすべき役割
赤ちゃんをいつも真に見つめ続け、
この世界をもっと赤ちゃんに
やさしい場所にします

● 存在意義
─社員一人ひとりが大切にするもの
誠実
コミュニケーション・納得・信頼
熱意

● 基本となる価値観
─我々のすべての行動のベースとなり、ガイドとなるもの
迅速さ 　
瞳の中にはいつも消費者
 強い個人によるグローバルコラボレーション 
主体性と論理的な仕事の仕方 　
積極的な改善・改革志向 

● 行動原則

当社は、2019年12月期より決算期を1月31日から12月31日に変
更したため、経過期間となる当期は、1月末決算であった当社および
国内子会社については2019年2月1日から2019年12月31日まで
の11カ月間を連結対象期間としています。このため、対前期増減比
較は記載していません。

※1
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全世界の人口予測を見ると2050年には97億人に到達すると
言われており、地球規模では今後も毎年1.4億人の赤ちゃん
が誕生すると見られています。なかでも、インドや中国を筆
頭に、出生数の上位20カ国だけでも年間出生数は9,160万人
と世界全体の約７割を占める勢いで伸びていくとされてお
り、出生数に経済成長も加わることで、ピジョンのターゲッ
ト市場規模はますます拡大する見通しです。
その一方で、ピジョングループの売上全体の3割強を占める
日本の国内ベビー・ママ事業※1では、2019年の出生数が統
計開始以来初の90万人割れの86.4万人となり、少子化がさ

らに進行し、市場全体の成長が一段と緩やかになる見通しで
す。国内事業ではベビーカーカテゴリなど新規領域の育成等
による安定的な成長を図りながらも、中国・欧米・インド・
インドネシアなどを中心に、海外での事業がピジョングルー
プの成長を大きく牽引していく体制を整備すべく、2019年
1月に組織を市場別に分けた4事業制としました。それぞれ
の市場特性を捉えた事業戦略を、これまで以上にスピーディ
に展開しています。

※1：2020年12月期より報告セグメントを変更し、国内ベビー・ママ事業
は日本事業として統合されました。

グローバル市場をターゲットとした成長戦略

事業環境認識：リスクと成長機会

2020年2月に策定した新しい第7次中期経営計画（2020年
12月期 ～ 2022年12月期）では、中国市場での成功要因を
グローバルに展開し、全地域での健全な成長と収益性のさ
らなる向上を目指します。数値目標としては、およそ10年
後に売上高2,000億円の事業規模を達成することを見据え、
新中計の最終年度となる2022年12月期には売上高で1,260
億円と、2019年12月期から年平均成長率(CAGR)6.8%※2

の成長を目指します（P.9「第7次中期経営計画 定量目標」ご
参照）。この水準を維持するためには、国内事業の成長を
CAGR約3 ～ 4％とすれば、海外では9 ～ 10％で成長を続
けていきたいと考えています。また利益面では営業利益231
億円（CAGR10.3%※2）、親会社株主に帰属する当期純利益
163億円（CAGR12.0％※2）を目指していきます。
その実現のため、新中計ではブランド戦略、基幹商品戦略、
そして市場エリアごとに推し進める地域戦略の3つのテー
マを掲げています。まずブランド戦略に関しては、「Pigeon 
Way」の「存在意義」をベースに、当社ブランドの社会に対す
る約束（ブランドプロミス）として、「Celebrate babies the 
way they are（赤ちゃん一人ひとりが生まれ持った輝きを
育む）」を新たに策定しました。これからのピジョンは、
「Pigeon Way」とこの「ブランドプロミス」に根ざした企業
活動を推進し、お客様と接するあらゆる場面で体現してい
くことで、「お客様に共感され、選ばれるブランド」への成長
を目指していきます。基幹商品戦略については、新商品数の
増加はもちろん、開発アプローチやデザイン、さらには生

産・販売方法についても見直しを行い、グローバルでピ
ジョングループの強みを活かし、競合との差別化ができる
カテゴリ（哺乳器・乳首、さく乳器、スキンケア、オーラル
ケア）で成長加速を図ります。地域戦略については、中国市
場での成功要因をグローバルに展開していくことがテーマ
ではありますが、中国市場とインド市場でのビジネスモデ
ルが大きく異なっているように、中国で成功したビジネス
モデルがそのまま全世界共通のモデルになるということで
はありません。これから出てくる新商品の方向性も、４事業
それぞれがターゲットとするお客様のニーズを満たすのは
もちろん、自由な発想を大切にしたデザイン志向で、美的セ
ンスや感性、使いやすさなどの視点からさらなる魅力を追
求していきます。中国では、生産・販売方法で革新的な新商
品も出していきます。具体的には、今年発売の工場直送のス
キンケア商品「Ssence（エッセンス）」がその第一弾ですが、
防腐剤を一切使わない安全性を特徴とし、Eコマース限定の
受注販売で工場から直接消費者にお届けするピジョン初の
直販方式です。マーケティングだけでなく将来的な研究開
発の面でも有用なデータの蓄積につながると期待していま
す。4事業制によって、ピジョンの持つ研究開発力をスピー
ディに商品開発へとつなげ、それぞれの市場特性に合った
イノベーションを起こすような新商品を次々と出していき
ますので、ぜひご期待ください。

※2：2019年12月期（11カ月）を12カ月換算

第 7 次中期経営計画の概要
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●PIGEON (SHANGHAI) CO., LTD.
●PIGEON MANUFACTURING (SHANGHAI) CO., LTD.
●PIGEON INDUSTRIES (CHANGZHOU) CO., LTD.
●DOUBLEHEART CO. LTD.

●PIGEON SINGAPORE PTE. LTD.　
●PIGEON MALAYSIA (TRADING) SDN. BHD.
●PT PIGEON INDONESIA　
●PT PIGEON BABY LAB INDONESIA
●●PIGEON INDIA PVT. LTD.　
●PIGEON INDUSTRIES (THAILAND) CO., LTD.
●THAI PIGEON CO., LTD.　

●LANSINOH LABORATORIES, INC.　
●LANSINOH LABORATORIES MEDICAL DEVICES DESIGN INDUSTRY AND COMMERCE LTD. CO.
●LANSINOH LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.
●LANSINOH LABORATORIES BENELUX NV　
●LANSINOH LABORATORIES SHANGHAI

関連事業
●ピジョンハーツ㈱
●ピジョン真中㈱　
●ピジョンタヒラ㈱

●ピジョン㈱ ●ピジョンホームプロダクツ㈱

●ピジョンマニュファクチャリング兵庫㈱

●ピジョンマニュファクチャリング茨城㈱

本社部門と収益事業部門との役割・機能・責任の明確化

グローバル

ヘッドオフィス

（GHO）

●生産拠点●販売・サービス

国内ベビー・ママ事業

グローバルヘッドオフィス（GHO）体制

経営目標（百万円）

科目　　　　　　　　　　　　　　期別 19/12期実績
（12カ月換算）※ 20/12期計画 21/12期計画 22/12期計画 CAGR

（年平均成長率）※

売上高 103,513 109,000 116,900 126,000 +6.8%

売上総利益 52,418 56,600 61,400 66,400 +8.2%

営業利益 17,213 18,100 20,200 23,100 +10.3%

親会社株主に帰属する当期純利益 11,593 12,600 14,100 16,300 +12.0%

EPS（円） 96.82 105.23 117.76 136.14

総利益率 50.6% 51.9% 52.5% 52.7%

営業利益率 16.6% 16.6% 17.3% 18.3%

親会社株主に帰属する当期純利益率 11.2% 11.6% 12.1% 12.9%

※2019年12月期（11カ月）を12カ月換算

第7次中期経営計画　定量目標（2020年2月策定時点）

※ROE：自己資本当期純利益率、分母はいずれも期首・期末平均で算出
※ROIC：投下資本利益率（NOPAT/ 投下資本、税率は 30.0％、投下資本は期首・期末平均で算出）

19/12期実績 第7次中期経営計画
　  ROE 17.5％ 20.0％以上

　  ROIC 17.4％ 19.0％以上
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ピジョングループのターゲット市場はグローバルです。日
本では出生数が減少していますが、世界全体で見れば増え
続けており、ピジョンの成長機会はふんだんにあると考え
ています。すでに多くのお客様からご好評いただいている

既存の商品ラインアップに、今後は、それぞれの地域特性
を反映した新商品も迅速に加わっていきますので、引き続
きご期待いただき、変わらぬご支援を賜りますよう、お願
い申し上げます。

ステークホルダーの皆様へ一言

新中計においては、3年間の営業キャッシュ・フローは約560
億円に増加すると見込んでいます。事業から生み出された
キャッシュについては、成長のための投資を優先した上で、
株主の皆様へ還元させていただきます。具体的には、M&Aの
可能性も含めた投資計画では、3年間で海外約160億円、国内
約90億円と、総額250億円の投資を積極的に実施していく予
定です。その上で株主還元については、各事業年度における
前期比増配と連結総還元性向55％程度をめどに実施し、機動
的に株主還元の拡充を行うことを方針としています。具体的

なKPIとしては、自己資本純利益率（ROE）は20.0％以上、投
下資本利益率（ROIC）は19.0％以上を目指します。
当期（2019年12月期）の１株当たり配当金については、業績
を勘案した結果、中間配当金は前年同期比１円増配の35円、
期末配当金も前期末比１円増配の35円と、年間で前期比２円
増配の70円とさせていただきました。配当性向は72.7％と
なりました。また、2020年12月期については、現時点では
年間で2円増配の、1株当たり72円の配当を予定しています。

投資と株主還元

ピジョンではESG※1を経営と一体化した根幹に位置づけて
います。私たちは、1957年の設立以来、経営理念の「愛」を
製品やサービスの形にして提供することによって、世界中
の赤ちゃんとご家族に、喜び、幸せ、そして感動をもたらす
ことを使命として成長を遂げてきました。60 年以上も続く
赤ちゃんの哺乳研究や、消費者の行動観察から潜在的な
ニーズを見出し“お困りごと”の解決につながる新商品・
サービスを生み出す研究開発、そして商品・サービスの普
及・促進を図る取り組みといった私たちの事業そのものが、
赤ちゃんやそのご家族を取り巻く社会課題の解決につなが
ります。
「存在意義」として定義する「この世界をもっと赤ちゃんに
やさしい場所にする」ために、社会課題の解決は当然のこ
とであり経営の重要課題だと捉えています。例えば、これ
まで数値目標を示していなかった環境面での取り組みにつ
いては、CO2排出の削減目標など、具体的なKPI※2を明示
していきます（P.38「気候変動・生物多様性対応」ご参照）。
社会面での取り組みでは、昨年11月に発表した東京本社で
の「母乳バンク」の開設支援があります。これは早産・極低
出生体重児（1,500g未満）に“ドナーミルク”を届ける一般

社団法人日本母乳バンク協会を支援する取り組みです
（P.32「母乳バンク開設支援」ご参照）。ESGの中で特にピ
ジョンが力を入れていきたいのはこの社会（S）の部分であ
り、私たちは常に「Pigeon Way」の「存在意義」と「ブラン
ドプロミス」をしっかりと意識しながら活動することで、
社会課題の解決に寄与する新商品・サービスを投入してい
きます。ガバナンス面では、ピジョンにとって透明公正か
つ迅速果断な意思決定を行う仕組みづくりの強化に資する
体制を追求しながら、2019年度も指名委員会を新設するな
ど、その充実化を図ってきました。2020年３月に開催され
た株主総会では、社外取締役として新たに林千晶氏、山口
絵理子氏の2名の選任が承認されたことによって、社外取
締役は5名と、取締役会における社外役員の比率が3分の1
を超えたほか、取締役・監査役16名のうち外国籍１名、女
性役員４名（取締役3名、監査役1名）となるなど、ダイバー
シティの視点でもさらに一歩前進しました。

ESG 経営の推進

※1 ESG：環境（Environment）、社会（Social）、企業統治（Governance）　　　
　　　　   の観点
※2 KPI：Key Performance Indicators (重要業績評価指標)
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第7次中計に先駆け、2019年より事業部門を各市場に合わ
せた4事業制（日本事業、中国事業、シンガポール事業、ラン
シノ事業）に改正し、各事業における市場特性の的確な把握
と意思決定の迅速化、各種戦略実行のスピードアップに取
り組んでいます。この事業体制改正に伴い、従来「国内ベ
ビー・ママ事業」「子育て支援事業」「ヘルスケア・介護事
業」「中国事業」「シンガポール事業」「ランシノ事業」で分
けていた報告セグメントも、2020年12月期より右図のよ
うに「日本事業」「中国事業」「シンガポール事業」「ランシ
ノ事業」の4つの報告セグメントに区分変更します。
特に「日本事業」については、従来の「国内ベビー・ママ事
業」「子育て支援事業」「ヘルスケア・介護事業」が統合され
るほか、これまで「その他」に区分していた日本国内の生産
子会社によるグループ外への製造販売事業も集約されます。
なお、組織上もこれまで分けられていた「子育て支援事業本
部」と「ヘルスケア・介護事業本部」は、「関連事業本部」とし
て統合されます。

報告セグメント変更

日本

中国

シンガポール

ランシノ

2019年12月期の
報告セグメント

2020年12月期からの
報告セグメント

国内ベビー・ママ

子育て支援

ヘルスケア・介護

その他

中国

シンガポール

ランシノ
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活発な議論で精度の高い意思決定を目指す
ピジョンの取締役会

北澤　これまで4期にわたって社外取締役を務めてこられ
た鳩山さんから見て、ピジョンの取締役会はどのよ
うな印象がありますか。

鳩山　以前から申し上げていますが、ピジョンの取締役会
はすごく聞く耳を持っているのが大きな特長です。
イエスかノーの判断を仰ぐ場ではなく、議題に対し
て社内・社外取締役の多様な視点からさまざまな
意見が出て、活発なディスカッションがなされてい
る。しかも「続きはまた1カ月後に」とせずに、議論
を続けながらその場で意思決定へと進んでいく。そ
こが大きな特長です。最近は特にそういう形での議
事進行が増え、意思決定も速くなり、日本型からグ
ローバル型の経営へとどんどんシフトしていると
感じます。取締役会メンバーの総意が経営判断に反

映されていくという意味で、非常にうまく機能して
いるのではないでしょうか。

北澤　いろいろな議題がありますが、鳩山さんからの意見
や助言は、議題に対する否定的な視点ではなく、「こ
れはやろう、でもここは直そう」といった、前に進む
ための建設的な内容が多く、私はいつも助けられて
います。

鳩山　ありがとうございます。でも社外役員の役割として、
否定すべきものは否定しなければなりませんから、
実は他社さんでは否定することもよくあります。ピ
ジョンでももちろん同じスタンスです。ただピジョ
ンでは議題として上がってくるものに否定すべき
ものがほとんどないため、結果として、「では、どう
やったらもっとうまくいくか」という視点で意見を
言うケースが多いのだと思います。例えば投資採算
性の議論では、OEMと内製化のどちらが投資採算
性を高めるかについて、株主価値の視点を私から提

北澤 憲政代表取締役社長鳩山 玲人社外取締役
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案しました。子会社の案件でも、親会社も含めた視
点でリターンを見ることを提案しました。これらは
私が株主利益の代表という立場を常に自覚してい
るからです。また、昨年12月に発表した通期業績予
想の下方修正に関しても、数字の精査も行い最終的
な方向性を固めるところまでを、すべて取締役会の
中で議論しましたが、あのプロセスは、取締役会が
非常にうまく機能している証左だと私は感じてい
ます。これも役員間での信頼関係がベースにあるか
らこそと思っています。

北澤　そうですね。加えて、ずいぶん前に社外役員から、「ピ
ジョンの取締役会は報告だけでディスカッションが
ない」と指摘されたことで、取締役会を議論の場にし
なければという意識が役員全員に共有されていたこ
ともあると思います。共通の課題認識を持つことで、
取締役会は、資料作成などの準備段階から議論を重
んじる方向へと変化してきたと感じます。

4事業制による権限移譲を進める中でのガバナンス体制

鳩山　またこの1年では、4事業制でローカライズを進めた
結果、各地域・現場で活躍しているローカルチーム
の顔がよく見えるようになり、経営側の理解促進に
もつながっていると感じます。私は適切な質問をす
るよう心がけていますが、現場の活動がより見える
ことで議題についてより深い議論ができるように
なってきたように思うのです。今、ピジョンの事業
戦略は、中国でのサクセスモデルをもとに調整しな
がら全世界に展開することだと私は理解していま
すが、研究開発、商品企画、マーケティングなど、北
澤さんが中国でどのようにローカライズを進めて
きたか、議論の過程で学ぶことも多いです。

北澤　私が中国の経験から学んだことは、日本人が一人現
地に行ったところで何もできないということです。
現地スタッフに仕事を全部任せなければならず、そ
れが結果として奏功し業績にも表れ、そこに連動し
て彼らの報酬にも反映された。この仕組みを今後世
界に広げていくために、4事業に分けそれぞれに権
限を与えました。もちろん軌道修正が必要な部分は
本社GHOがガバナンスを利かせますが、新型コロナ
ウイルス感染症への対応にしても、世界各地で状況
が異なる中、それぞれ現地で自分事としてしっかり
と対策を講じています。

鳩山　私は、北澤さんと自分には共通点が多いと思ってい

ます。北澤さんは中国、前職での私は欧米と、市場こ
そ違いますが、日本企業にいながら海外を軸に事業
展開を進め、しかもその日本ブランドの商品が家族
を笑顔にするという点は共通ですよね。でもそれ以
上に、グローバル化のために徹底的なローカライズ
を重視する考え方も同じなんです。現地に自由度を
与え意思決定を迅速化する。その一方で、グローバ
ルな管理体制を構築してガバナンスを利かせる。こ
のバランスが重要ですよね。

北澤　そうですね。本社からの押しつけではない形で、ブ
ランディングなども含め、グローバルにグリップす
るGHOの機能を、今後さらに強化してガバナンス
の進化につなげたいと思っています。そのためにも
社外役員の方々には引き続き、ピジョンの中にはな
い視点でアドバイスをいただき、特にコンプライア
ンスなど、第三者の視点から客観的に全体を監督い
ただきたいと思っています。鳩山さんは、グローバ
ル視点で幅広いネットワークもお持ちで、かつ言い
たいことを率直に話されるところに私はとても助
けられています。報酬委員会、指名委員会のメン
バーとしても、その知見や豊富なご経験を活かした
アドバイスを引き続き期待しています。

鳩山　はい。社外取締役の役割は、一般的には第三者の目
として会社の意思決定の精度向上に資する機能と
言われますが、私自身はこれに加え、自身の専門領
域やそこでの感度も活かしながら、例えばピジョン
の中にイノベーションを取り込むなどのお手伝い

To Our  S takeholder s

社外取締役との対談
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もしたいと思います。そして、さらに洗練された世
界レベルのガバナンス体制に近づけたいですね。
また、私にはない視点も増えたほうがピジョンに
は有益です。母親・女性の視点だったり、今後新興
国での展開を加速する上では国籍や専門領域など
でのダイバーシティの拡充も引き続き必要だと思
います。

事業バランスに即したダイバーシティの拡充を

北澤　今般就任された新任の社外取締役は、林千晶氏は国内
外でITも含めたイノベーションを、山口絵理子氏は
新興国で自社ブランド展開を推進されてきました。さ
まざまなキャリアを持つ社外取締役ならではの視点、
専門領域の観点でも多様性が広がったと思います。一
方で監査役に対しては、ダイバーシティ以上に監査
役としての機能を重視し、グローバルな監査という
視点で強化を図っています。

鳩山　今後の取締役会では、さらにダイバーシティが反映さ
れた議論ができることを楽しみにしています。株主、
社員、お取引先と、ピジョンのステークホルダーが格
段と増加する中で、社内に足りない視点は外から取
り入れようと、北澤さんご自身がとても能動的に動
かれていますよね。

北澤　そうですね。取締役会は良い方向に動いてきています
ので、今後はその構成も含め、さらなる進化を目指し
たいと思っています。

鳩山　多様化が進む中でも、ピジョンの企業価値の源泉は、
引き続き「Pigeon Way」を実践している人たちの集
まりの部分にあると思います。今後も社外取締役とし
て、ピジョンの意思決定の精度向上に貢献し、株主価
値の向上に寄与していきたいと思います。
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社外取締役をともに務める鳩山さんは、コンシューマーブラ
ンドにおいて海外事業の責任者として卓越した成果を上げて
こられた実績のある「事業家」としてのご経歴をお持ちですが、
同時に「投資家」の視点でのガバナンスやコンプライアンス等
に関する高い見識も兼ね備えておられる稀有な方だと思いま
す。北澤さんのコメントにある「ピジョンの取締役会は報告だ
けでディスカッションがない」と過去に指摘した社外役員は
私なのですが、第1号の社外取締役として私が就任したころと
比べて、ピジョンの取締役会はこの5年間で大きく変革してき
たと実感しています。取締役会での戦略やリスクについての
議論、役員報酬や指名に関わる客観性と透明性の向上、事業展
開の面でグローバル化が進んできたピジョンは、経営体制や
ガバナンスの面でもグローバルな水準へと着実に歩みを進め
てきたと思います。現在、新型コロナウイルスという戦後最大
ともいわれる困難な状況に直面していますが、我々社外取締
役も一丸となってピジョンの経営体制の強化に努めてまいり
たいと思います。

新田 孝之社外取締役

岡田 英理香社外取締役

ピジョンの取締役会は、取締役会での一場面を切り取ったかのよ
うなこの対談内容からもわかる通り、非常に活性化した議論がな
されています。そもそも議案を覆すような議論自体が取締役会の
効果として評価されるものではありませんが、私の知る限り、ピ
ジョンの取締役会で議案を覆した例はありません。社内外の取締
役一人ひとりが自身の考えを示し、深く議論することで、それぞ
れが自分なりの納得感を得て議事が進んでいると感じています。
当期は報酬委員会に次いで指名委員会も発足し、これまで機能し
てきた仕組みが正当性を持てたと評価しています。また2020年
3月にも社外取締役が増えましたが、近い将来、取締役会におけ
る社外比率も半分を超えていくような方向に向かうのではない
でしょうか。新中計では「持続可能な開発目標（SDGs）」への達成
貢献も経営指標の中に組み込まれました。私はピジョンが、社会
課題のみならず、環境負荷の低減にも貢献できればと考えていま
す。また日本が直面している少子化を、市場縮小の脅威として捉
えるのではなく、地球そのものを持続可能としていく意味で、新
しい視点での戦略議論も今後さらに進めていきたいと思います。

To Our  S takeholder s

ピジョンのガバナンス体制・運営について
～北澤・鳩山の対談を受けて、社外取締役からのコメント～
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Pigeon Wayを実践する全社員
人的資本

グループ合計 3,954名
（2019年12月期）

財務資本
連結純資産704億円
自己資本比率 74.8%

（2019年12月期）

価値創造の源泉 創造する企業価値

知的資本
60年以上にわたる哺乳・授乳研究
開発、製造、販売、サービスの
ノウハウや知的財産、
ブランド価値（6億4,500万ドル）

製造資本
グローバルでの品質管理
生産拠点数：国内3、海外7

社会価値
社会価値を

高めるための
重要課題

お客様、お取引先、
病院関係者様との
信頼関係

経済価値

売上高

総利益

営業利益

ROE

事業競争力・
開発力向上

持続的な
環境負荷軽減

ステークホルダー
対応力向上

人材の
「質」の向上

働きやすい
環境づくり

強固な
経営基盤の構築

億円

億円

億円

% %以上

ROIC % %以上

億円

億円

億円

価値創造ストーリー

2019年12月期実績 第7次中期経営計画目標
（2022年12月期）

＊インターブランド社“Best Japan Brands 2020”より

上の図は、投下資本などの価値創造の源泉、バ
リューチェーンの取り組み、創出する企業価値とい
う流れで表したピジョンの価値創造ストーリーで
す。その中心には、経営理念「愛」や社是「愛を生む
は愛のみ」などの、ピジョン社員の“心”と“行動”の
拠り所であり、すべての活動の基本となる考え方を

まとめた「Pigeon Way」があります。事業活動から
創造される企業価値は、大きく経済価値と社会価値
の二つの要素に分かれ、社会価値はまたSDGsの目
指す2030年に向けたゴールへの貢献にもつながる
と考えます。

To Our  S takeholder s
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ピジョンの価値創造を実現するビジネスモデルは、
研究・商品開発から調達、生産、マーケティング、
セールス、物流、消費者使用、消費者サポートのバ
リューチェーンが支えています。「Pigeon Way」を
中心に据えたこのバリューチェーンの中で、ピジョ
ンは「環境負荷の削減（E）」「赤ちゃんとお母さんを

取り巻く社会課題の解決（S）」「強固な経営基盤の構
築（G）」も重視しています。そして、日本事業、中国
事業、シンガポール事業、ランシノ事業の4事業の
成長をドライバーとして、バリューチェーンをより
強固なものにしながら、持続的な価値創造を実現し
ています。
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2020年、ブランド力の向上を目指し、ピジョンブランドを刷新しました。そして、
ピジョンが社会に約束することとして、ブランドプロミス「Celebrate babies 
the way they are（赤ちゃん一人ひとりが生まれ持った輝きを育む）」を新たに掲
げ、お客様とのさまざまな接点において、グローバルで一貫したピジョンブラン
ドを提供していきます。

ブランド強化の背景
ピジョンは設立以来、赤ちゃんの目線に立って、赤ちゃんにとっての幸せとは何
かを、徹底して考え続けてきました。そして、ピジョンならではの着眼点と、その
愚直なまでの一途さによって、日本を代表する育児用品メーカーへと成長してき
ました。
赤ちゃんの視点で、「赤ちゃんのため」にこだわり続けてきたピジョンには、赤
ちゃんに代わって、赤ちゃんの本当の幸せのために大切なことを訴えていく使命
があります。
「この世界を、もっと赤ちゃんにとってやさしい場所にしたい」
そう願っているからこそ、赤ちゃんの幸せのために何ができるのかを、改めて
人々に伝えていきたいと考え、グローバルで一貫したプロミスを策定しました。

ピジョンにしかできないこと
赤ちゃんにとっての幸せを追求し、赤ちゃんのことを徹底的に研究し、寄り添い、
向き合ってきたピジョンは、赤ちゃん一人ひとりが、素晴らしい個性を持ってお
り、また、自ら成長していくことができる力を秘めていることを知っています。
また、すべての赤ちゃんが生まれつき持っているその素晴らしい輝きは、赤ちゃ
んのことを真に見つめ続けてきたピジョンだからこそ磨くことができると考え
ています。
現代の世界では、グローバル化と技術革新を背景に、人々の価値観が多様化して
います。お父さん、お母さんも、子どもを画一的に育てるよりも、一人ひとりが
持って生まれた個性を生かしてあげたいと願うようになってきました。それでも、
赤ちゃんが自分らしく、赤ちゃんらしく、のびのびと過ごし成長していくには、
いまだに多くのハードルが社会に存在しています。世界でただ一つの存在を、
ありのままに受け止めてあげたい。そう願う、お父さん、お母さんとともに、
ピジョンは、赤ちゃんの「ありのまま」が慈しまれる社会を目指していきます。

ブランド力向上の取り組み
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赤ちゃん一人ひとりが生まれ持った輝きを育む

赤ちゃんと徹底的に向き合い続けているピジョンだから。

私たちは知っています。

赤ちゃん一人ひとりが、自分にあったペースで、

自ら成長していく力を持っていることを。

しかしながら、私たち大人は時として、

その世界に一つしかない輝きを画一的な枠組みに押し込み、

曇らせてしまってはいないでしょうか。

赤ちゃんは十人十色。

それぞれ違った個性を持ち生まれてきます。

すべての赤ちゃんが、生まれながらに持つ力を解き放ち、

ありのままに輝ける世界を目指して。

私たちピジョンは、赤ちゃん一人ひとりが持つ

好奇心と成長する力を尊重し、

多様な価値が共鳴し合う、

自由で喜びにあふれた未来を創造していきます。

Pigeon Brand S tor y
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Japan Business

国内ベビー・ママ事業

［日本事業］

●市場の動向および事業環境
日本における出生数は2018年に91.8万人（厚生労働省「2018年人口動態統計の
年間統計（確定数）」）と過去最低を更新し、2019年には、1899年の統計開始以
来初の90万人割れとなる86.4万人と、さらに減少しています（同「2019年人口
動態統計（年間推計）」）。

●ピジョンの市場優位性
60年を超える哺乳研究や乳幼児発達研究を基に、赤ちゃんの成長過程を深く掘り
下げ、育児の“お困りごと”を見出すことから開発した多数の高品質な商品を生み
出してきたところに、ピジョンの強みがあります。ピジョンブランドは、業界のリ
ーディングブランドとして広く認知されており、後発参入のベビーカーでも、シ
ェアを大きく伸ばしています。

日本事業売上高

（百万円）

’19/12期’19/1期 ’20/12期
（計画）
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日本事業 旧国内ベビー・ママ
旧子育て支援 旧ヘルスケア・介護

6,986 

4,472 

35,59335,593

6,546 

3,492 

30,813 30,813 

48,600 48,600 

●事業戦略
国内ベビー・ママ事業では、国内シェア80％超の基幹商品である哺乳器・乳首
に加え、スキンケア商品やベビーカーなどの大型商品についても事業拡大と市
場シェアの向上を図っています。また、ダイレクト・コミュニケーションの継続
によるマタニティ層へのアプローチの強化に加え、医療従事者との協働を目指
した普及活動の推進にも取り組んでいます。

●成長戦略
国内シェア80%超の哺乳器以外にも、さく乳器、母乳パッドなど、国内No.1シェ
アを獲得している製品があります。こうした製品については高シェアの維持に
努めると同時に、成長余地のあるベビーカーでは、現在約20%の市場シェア（金
額ベース）を今後3年間で33%程度まで伸ばし、トップシェアの奪取を図ります。
その一方で、「ももの葉」ローションなどのヒット商品を生み出したスキンケア
カテゴリについては、さらなる成長に向けた投資を行います。

日本の出生数
300
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0

（万人）

’16 ’18’19’17’08’98’88’78’681958年
出典： 厚生労働省統計より当社にて作成

※2020年1月単月
　インテージPOS全国BS・DRG合算拡大推計値より

日本国内での
主要商品別マーケットシェア（金額）※

82%

哺乳器

34%

ベビースキンケア
（洗浄系）

61%

母乳パッド

65%

さく乳器

1位

1位

1位

1位

ピジョングループの事業概況
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2017年、ピジョンが独自に実施した調査で、9割近くのママ・パパが赤ちゃ
んとのお出かけでベビーカーの押しづらさに悩んでいることが判明しまし
た。そこで、段差や、石畳やアスファルトのデコボコ道にあふれる街中でも、
押しやすくて軽い独自のシングルタイヤベビーカーを開発。大型シングルタ
イヤ搭載の「Runfee(ランフィ)」は発売以来、市場を席巻し大好評を博しま
した。ピジョンはその後も、タイヤ研究が専門の大学教授の意見や、タイヤ
の操作ストレスに関する大学との共同実証実験などを通じて、さらに改良
開発を進めています。今では、シングルタイヤ搭載のベビーカーは
「Runfee」に加え、「fino（フィーノ）」「palskip（パルスキップ）」「Bingle
（ビングル）」など豊富なラインアップを取り揃えています。

ピジョンのシングルタイヤ搭載ベビーカーColumn

※2019年12月期に決算期を変更し、経過期間となる2019年12月期は2019年2月1日から2019年12月31日までの11カ月
間を連結対象期間としています。このため、対前期増減比較は記載していません。

●2019年12月期※の成果
売上高は、特に下期に入ってからの訪日外国人等によるインバウンド需要の低下
等もあり、308億13百万円、セグメント利益は46億97百万円となりました。当
期は、イギリス生まれの抱っこひも「caboo(カブー )」シリーズや、ベビースキン
ケアシリーズ「filbaby（フィルベビー）」を新商品として発売したほか、Eコマー
スでは「ピジョン公式オンラインショップ」ならびに「ピジョン公式楽天市場店」
をオープンし、一層の販売強化に取り組みました。また、出産前の方を対象とし
た「おっぱいカレッジ」、母子に寄り添う子育て中の母乳育児をテーマとした医療
従事者向けのピジョンセミナーなどのダイレクト・コミュニケーションの機会
を32回開催し、合計で約3,000名以上の方にご参加いただきました。

▲

ベビーカー市場ではトップシェアの奪取▲

スキンケアカテゴリの強化に向けた投資を実行

第7次中期経営計画での重点戦略（日本事業全体）

521億円（年平均成長率（CAGR）2.5％）

最終年度（2022年12月期）の売上高目標

「Runfee（ランフィ）」シリーズ

「filbaby(フィルベビー)」シリーズ

「caboo(カブー)」シリーズ
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※2019年12月期に決算期を変更し、経過期間となる2019年12月期は2019年2月1日から2019年12月31日までの11カ月
間を連結対象期間としています。このため、対前期増減比較は記載していません。

●2019年12月期※の成果
旧 子育て支援事業では、売上高は34億92百万円、セグメント利益は49百万円とな
りました。2018年3月をもって独立行政法人国立病院機構における院内保育施設
の一括受託契約が終了しましたが、当期においては、事業所内保育施設74カ所にて
サービスを展開しており、サービス内容の質的向上を図りながら事業を展開してい
ます。

関連事業（旧 子育て支援事業）

●市場の動向および事業環境
日本の女性の労働力人口は2018年には3,014万人と前年から77万人増加し、就業
率も全年齢ベースで51.3％と、50年ぶりに5割を超えました（厚生労働省「2018年
働く女性の実状」）。育児と仕事の両立は、もはや女性だけで解決を図る課題ではな
く、社会全体の課題となる中での当社への期待も大きくなっています。

●ピジョンの市場優位性
育児用品で培った「安全・安心・信頼」のピジョンブランドのもと、「子どもの育ち
を第一に」との考えに沿って事業所内保育運営受託などの子育て支援に関わる事業
を推進し、皆様から信頼を得ています。「赤ちゃんのことを一番知っている」ピジョ
ングループならではの保育・サービス内容で、常に質的向上を図りながら事業を展
開しています。

●事業戦略
子育て支援においては、皆様の信頼と評価が社会的な価値となって、事業の成長・
発展につながるため、何よりも優先して事業品質となる保育品質のさらなる向上に
力を注いでいます。

Japan Business［日本事業］

●成長戦略
旧 子育て支援事業で何よりも大切にしていることは、実際に子どもと接する保
育スタッフの質です。言葉の話せない赤ちゃんの要望と気持ちを日々研究して
きたピジョンらしさを体現できる人材の育成に努めています。規模の拡大を求
める前に、どの施設・サービスにも共通する「質の高さ」とその維持を重視し、一
つひとつの施設、一人ひとりのスタッフを大切に育てながら子どもたち一人ひ
とりの笑顔につなげていきます。

子育て支援

認可・認証
保育園の
運営受託

イベント
保育
サービス

幼児教育
サービス
「キッズ
ワールド」

コンサル
ティング
サービス・
研修

事業所内
保育施設の
運営受託

託児施設の
運営受託

　旧  子育て支援事業売上高
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※2019年12月期に決算期を変更し、経過期間となる2019年12月期は2019年2月1日から2019年12月31日までの11カ月
間を連結対象期間としています。このため、対前期増減比較は記載していません。

●2019年12月期※の成果
旧  ヘルスケア・介護事業では、売上高は65億46百万円、セグメント利益は3億86
百万円となりました。2019年2月に介護施設利用者の「座位姿勢保持」を重視した
新シリーズ「プロフィットケア」を発売したほか、入浴できないときでも体を清潔に
保てるスキンケア商品「看護から生まれた『清潔ケア』シリーズ」を発売しました。小
売店および介護施設への営業活動の強化とともに、介護サービスの品質向上などの
施策実行を徹底しています。

関連事業（旧 ヘルスケア・介護事業）

●市場の動向および事業環境
総人口が減少する中で高齢化は急速に進み、65歳以上人口は3,588万人（総務省統計
局2019年9月15日現在推計）、高齢化率（総人口に占める65歳以上人口の割合）は
28.4％と過去最高を更新しています。高齢化の進展に伴い、要介護・要支援認定者数
も2018年には659万人と増加する中、健康長寿に向けた取り組みも進んできています。

●ピジョンの市場優位性
高齢者向けには、生活者の未充足ニーズを的確に切り出す商品企画力や、ベビー用
品で培った品質管理の高さを強みに、競争優位性のある新商品の投入や介護サービ
スの品質向上を図っています。

●事業戦略
高齢者向けでは、おしりふき、からだふき、スキンケア、食事・口腔ケアや、車いす
といった商品の競争力向上を図っています。

●成長戦略
多様なニーズがある高齢者向け市場では、コモディティ化されたものがほとん
どなく、多種多様なベビー商品を扱うベビー用品で培われたピジョンの開発力
は大きな強みとなっています。丁寧な作り込みと厳格な品質管理を他社との差
異化要因として、介護施設向けの営業強化や介護保険制度下でのサービス拡充
を推し進めていきます。

日本の将来人口推計（65歳以上）

出典：国立社会保障・人口問題研究所
「日本の将来推計人口」
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●市場の動向および事業環境
中国は、年間出生数が約1,300万人～1,500万人の巨大市場です。ピジョンは、年
間出生数が90万人を割った日本国内で300億円超の売上高を有していることを
考慮すると、中国全体の可処分所得が増加し続ける中で、中国市場でのピジョン
の成長ポテンシャルは非常に大きいと考えています。中国では、商品の安全性に
対する消費者の関心が高まると同時に、新しくファミリーを形成する世代が
1980年代、1990年代生まれへと移るにしたがい、Eコマースでの購入比率が年々
高まっています。

●ピジョンの市場優位性
ピジョンでは、2002年に中国市場へ本格参入以来、商圏を沿海部から内陸部を含
めた中国全土へと広げ、いわゆる「新富裕層」と呼ばれる世帯を主要ターゲットに、
主力の哺乳器・乳首、トイレタリー、高級スキンケア商品など、500種類以上の
商品を市場に展開し、新しいライフスタイルの提案を実施してきました。当社は、
高品質を背景に安定した価格を維持しており、取り扱い店舗数およびピジョン
コーナー設置店舗数の拡大を図るとともに、急拡大するEコマース市場にも対応
しながら、消費者ニーズに幅広く応えています。ピジョンは、中国の消費者の間
でも、安心・安全、高品質のブランドとしての認知が広く浸透しています。

●事業戦略
ピジョンブランドの認知・浸透に努めると同時に、現在では、全国の280カ所以
上の病産院と150カ所以上の産後ケア施設と提携し母乳育児に関する啓発活動を
行っているほか、病産院を中心に11,000カ所以上に授乳室を設置し、母乳育児支
援活動の強化とブランド力の強化を図っています。生産面では、2008年に設立
したPIGEON MANUFACTURING (SHANGHAI) CO., LTD.で、シリコーン乳
首の製造、哺乳器の製造、洗剤およびトイレタリー製品の製造、商品の組立加工
を行っています。また、消耗品市場の急激な拡大に対応して2011年からは江蘇
省常州市のPIGEON INDUSTRIES (CHANGZHOU) CO., LTD.にて、母乳パッ
ドやおしりふきのほか、日本では投入していないベビー用紙おむつも2013年か
ら生産しています。

●営業展開と販売網の拡充
ピジョンの中国での販売網は、現地代理店との協働で広がり中国全土へ展開してい
ます。小売りルートに対しては、売上拡大に向けて、一次、二次代理店の活性化を進
め流通網を強化しながら、ベビー用品専門店などでの専用売場「ピジョンコーナー」
の深化を進めています。
また昨今、中国大手のEコマースサイトを通じた販売が飛躍的に伸びていることか
ら、代理店およびEコマース事業者との取り組みを強化することで、Eコマース経
由での販売を拡大させています。同時にSNS を活用した直接的な消費者とのコミュ
ニケーションも強化しています。

China Business［中国事業］

中国のGDP成長率推移
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●成長戦略
これまで飛躍的な成長を遂げてきた中国事業は、利益貢献の観点からも大きな事業の
柱となっています。第6次中計下では、Eコマース事業が飛躍的に伸び、現地生産を
開始したスキンケア商品「ももの葉ローション」などの販売も好調で、当初計画通り、
中国での販売は2桁成長を達成しました。また研究開発においても、学会でも発表し
た乳児皮膚の研究成果を活かした商品開発をグローバルに展開するなど、目に見える
成長を遂げています。新中計下では、「こだわり」のモノづくりで高価格化を図ると同
時に、「Ssence（エッセンス）」の販売を通じて、ピジョングループとして初の直販方
式という新しいビジネスモデルの構築を図ります。また最新トレンドをつかむことを
目的に「深圳 Creative Studio」を創設し、デザイン志向をさらに強めていきます。

※2019年12月期に決算期を変更し、経過期間となる11カ月間を連結対象期間とする事業もあるため、対前期増減比較は
記載していません。

●2019年12月期※の成果
売上高は、368億24百万円、セグメント利益は124億83百万円となりました。当
事業では、主力商品の哺乳器・乳首の販売が引き続き堅調に推移する中、さく乳器
や洗濯用品等の販売も順調に伸長しました。また引き続き拡大しているEコマース
を中心に取り組みを強化し、年間最大のEコマースイベントである11月11日の「ダ
ブルイレブン」では、アリババグループのT-mallでの売上高が初めて1日で1億人
民元を超えるなど、高成長を達成しました。SNSを活用した直接的な消費者とのコ
ミュニケーションの活性化にも努めているほか、実店舗での店頭販促や新商品の配
荷促進、病産院活動等の強化も引き続き実施しており、お客様との接点を増やしな
がら事業拡大に向けた取り組みを進めました。

▲

「こだわり」のモノづくりで高価格化▲

「Ssence」での新ビジネスモデル構築

第7次中期経営計画での重点戦略

491億円（年平均成長率（CAGR）9.6％）

最終年度（2022年12月期）の売上高目標

Eコマース市場が世界で最も規模・成長力を有している中
国では、消費市場におけるEコマース比率が20%近くにま
で拡大しています。なかでも、中国Eコマース最大手のア
リババグループが運営する「天猫（T-Mall）」と京東集団の
「京東商城（JD.com）」が、それぞれ11月11日（W11）と6
月18日に開催する年１回のショッピングイベントは、

年々大変な盛り上がりを見せており、W11の1日の売上高
は2019年に過去最高の4兆円（2,684億元）を超えました。
ピジョンでも中国の2大ショッピングイベントへ向けた販
促には力を入れており、2019年には初めて、W11での売
上高が1億元を超えた企業「１億元倶楽部」（全299社）入
りを果たしました。

中国最大のEコマースショッピングイベントで1日の売上高が１億元超にColumn

中国の店頭

2019年のChildren Baby Maternity Expo (CBME) 
展示会の様子  

病産院での育児相談イベント



26 Pigeon  Integrated Report 2020

タイの店頭

ベトナムの店頭

ASEANの実質GDP成長率（10カ国）
（％）
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出典：経済産業省サイト
「ASEAN（東南アジア諸国連合）概況」
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●市場の動向および事業環境
グローバル市場では毎年1.4億人の新生児が誕生する中で、シンガポール事業が
統括する地域は、出生数が世界最大のインドをはじめ、シンガポール、インドネ
シア、マレーシア等のASEAN諸国、中近東諸国（アラブ首長国連邦他）、オセアニ
ア地域、その他（南アフリカ他）と、とても重要なエリアです。なかでも年間出生
数が約2,600万人のインド、約500万人のインドネシアは、ピジョンの重点市場
と位置づけて、事業の拡大を図っています。
シンガポール事業が展開しているエリアは新興国が中心となっており、富裕層の
年間出生数は約167万人ですが、10年後には283万人と1.7倍になると予測され
ています。また、経済成長に伴って中間層（年間可処分所得水準が5,000 ～
35,000米ドル）も拡大しており、上位中間層（所得水準が同12,000米ドル以上）
まで含めたピジョンのターゲット層はさらに拡大する見通しです。

●事業戦略
タイ、インド、インドネシアなどの現地工場で生産した哺乳器・乳首などは、現地
市場ならびに日本を含めた他国向けにも輸出しています。また、長期的な成長に向
けたアフリカ等の新規市場に対しては、2019年に年間出生数756万人のナイジェ
リア市場進出に向けて、現地代理店を新たに設定するなど準備を進めています。
他の地域や国々に比べても所得水準が低い国が多く、また民族・言語・宗教・文化
も多様であることから、それぞれの地域で消費者理解を深め、スピーディにその
ニーズへと対応していくことが重要です。一般に、名目GDPが3,000米ドルを超え
るとその国・地域の消費活動が活発化し、市場の拡大が期待できるとされており、
ピジョンでは今後、中間層向け商品を各カテゴリで開発・市場投入していくこと
で、さらなる成長を目指していきます。

●ピジョンの市場優位性
ピジョンの海外市場における競争優位性は主に２つです。1つ目は、お客様の“お
困りごと”を徹底的に掘り下げた基礎研究と行動観察をベースにつくられた「商
品力」です。２つ目は「現地の良いパートナーとの連携」です。海外展開において
は現地をよく知る代理店、小売店等、現地のパートナーの方々との良好な関係構
築が不可欠で、現地での良好なパートナーのサポートがあることで、事業展開が
加速されています。
1970年代から進出している東南アジアでは、すでにピジョンブランドの顧客認知
が進んでおり、インドネシア、シンガポール、タイ、ベトナムでは、ピジョンは哺乳
器のトップシェアブランドになっています。中近東においても、サウジアラビアや
アラブ首長国連邦などで、哺乳器・乳首を中心に販売を伸ばしています。

Singapore Business［シンガポール事業］

シンガポール事業売上高
（百万円）
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ピジョングループの事業概況
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電動さく乳器「Go mini」

シンガポールでの母乳育児セミナー
（消費者向けイベント）

●成長戦略
新興国市場では、各市場に適した価格帯の商品を投入していくことが課題です。「高
品質で中価格」を実現した電動さく乳器「Go mini」は、ASEAN各国や中南米等の
新興国市場にも投入していきます。第７次中計では、インドネシア工場の生産能力
の増強ならびに取扱品目の拡大と、インド・インドネシアなどの新興市場での現地
調達品の拡充をさらに推し進めていきます。

※2019年12月期に決算期を変更し、経過期間となる11カ月間を連結対象期間とする事業もあるため、対前期増減比較は
記載していません。

●2019年12月期※の成果
売上高は114億82百万円、セグメント利益は20億7百万円となりました。ASEAN
地域・中東諸国・インド等の管轄エリアでは、中間層向け商品の開発・投入を推進
するとともに、当社ブランドの市場浸透を目指して積極的な営業・マーケティング
活動を展開しています。

▲

インドネシア工場拡大による生産能力の増強と取扱品目の拡大▲

インド・インドネシアなどの新興市場での現地調達品の拡充

第7次中期経営計画での重点戦略

176億円（年平均成長率（CAGR）9.0％）

最終年度（2022年12月期）の売上高目標

●重点市場：インドでの事業展開
インドでは、人口が13.3億人と毎年1,000万人以上人口増加を続けており、またそ
の約半数が25歳未満と若いことが特徴です（国連経済社会局“World Population 
Prospects 2017 Revision”）。出生数も増加しており、今後10年でインドの人口は
中国を抜いて世界1位になると予測されています。当社は育児ブランドの認知度を
高めるべく事業を推進しています。すでにデリー、ムンバイ等の大都市を中心とし
た展開のほか、地域に密着した売場展開も行っています。流通体制の整備、強化を
進め、薬局ルートを中心に販売店舗数は5万店舗以上へと拡大しています。

●重点市場：インドネシアでの事業展開
インドネシアでは、2017年に生産拠点のPT PIGEON INDONESIAを連結子会社
化したほか、2019年には新たに販売会社を設立するなど、インドネシア市場での事
業拡大を進めています。商品面では、中間層向けに開発したさく乳器「Go mini」や
「哺乳びん野菜洗い」が新興国を中心に販売を伸ばしています。なかでも、これまで
タイの自社工場で生産、輸入していた「哺乳びん野菜洗い」は、インドネシアの現地
優良サプライヤーからの調達に変更したことで、ピジョンの強みである「高品質」を
保ちながら価格競争力も高め、2019年の年間販売数が前年比18倍超となるなど、
中間層に向けた新たなモノづくりが実現し始めています。

哺乳びん野菜洗い



28 Pigeon  Integrated Report 2020

●市場の動向および事業環境
ランシノ事業の展開エリアは、北米（アメリカ、カナダ他）、欧州（イギリス、ドイ
ツ、ベルギー他）のほか、中国（ランシノ上海）、トルコ、中南米、その他となって
います。2004年に子会社化した米LANSINOH LABORATORIES, INC.（以下
「ランシノ社」）のランシノブランドは、主力の乳首ケアクリームや、母乳パッド、
さく乳器や母乳保存バッグ等の母乳関連商品ブランドとして高い認知度があり、
北米ならびに欧州に加え、2016年からは新たに設立したランシノ上海を通じて
中国市場にも参入するなど、世界的に事業を拡大しています。

ランシノ事業売上高

14,350
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ランシノ
電動さく乳器
「Smartpump 2.0」

ランシノブランドの商品ラインアップ（一例）

Lansinoh Business［ランシノ事業］

●ランシノの市場優位性
世界的に母乳育児が推進される中で、母乳関連商品への需要が高まっています。
1984年のランシノ社設立以来、ランシノブランドの商品はいまや85を超える国・
地域のお客様にご愛用いただき、その高いブランド力と、乳首ケアクリーム、母乳
パッド、母乳保存バッグ、さく乳器などの主力商品の、競合の追随を許さない高い
品質が市場で認知され、強い支持を得ています。また2014年1月からは哺乳器も本
格的に投入しており、「おっぱいケア → さく乳 → 保存 → 授乳」のトータルサポー
トができる母乳育児支援企業としてブランド強化を進めています。

●米国での事業展開
米国市場では、合計特殊出生率が1.76（2016年）、出生数が385万人（2017年）と、経
済先進国の中では比較的安定した水準にあります。母乳育児が推奨されている米国で
は、母乳育児全般を支援する専門家「ラクテーション・コンサルタント」が、出産前後
の女性に対して母乳育児の大切さや、授乳指導・母乳相談などのサポートを行ってお
り、さく乳器などの母乳関連商品の需要が上昇しています。
また、これまでの既存の販売ルートはすでに4万店を超えていますが、加えて昨今、
DME（Durable Medical Equipment：耐久性医療機器）チャネルを通じた電動さく乳
器の販売も伸びています。この背景には、ヘルスケア関連の法律（通称オバマケア：
Obamacare）に基づき、DMEを取り扱うプロバイダー経由で購入したさく乳器には
保険が適用されることがあります。こうしたことから米国では、シェアNo.1の乳首ク
リームや母乳パッドなどに加え、さく乳器が大きくシェアを伸長させています。

●欧州での事業展開
欧州市場では、ドイツ、フランス、ベルギー、トルコなどでの売上が伸長しています。
フランスは欧州で最も高い出生率を維持してきた国で、2018年の出生率は1.88人と
低下を見せたものの、依然安定した水準にあります。ドイツでは、政府による子育て
支援の拡充や移民・難民の受け入れもあり、2016年ごろからベビーブームに沸いて
います。こうしたフランスやドイツなどでは昨今Eコマース比率が伸びている一方、
トルコでは大手ベビーチェーンでの販売が伸びるなど、各国・地域によって異なる事
業戦略を展開しながら、シェアの拡大を図っています。

ピジョングループの事業概況
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●成長戦略
ランシノ事業は、第6次中計下でも全販売エリアで順調な成長を果たしました。
特に米国では、DMEとしての新規販売ルートを順調に成長させることができま
した。新中計下では、乳首クリーム、母乳パッドに続く基幹商品・さく乳器での
リーディングポジション確立を図り、病産院向け商品や臨床研究の拡充にも努
めていきます。また、ランシノブランドも、これまでの“Breastfeeding（授乳）” 
から“Maternal Health（妊娠・出産ケア）”へと拡張を図っていきます。

※2019年12月期に決算期を変更し、経過期間となる11カ月間を連結対象期間とする事業もあるため、対前期増減比較は
記載していません。

●2019年12月期※の成果
売上高は132億13百万円、セグメント利益は17億84百万円となりました。北米で
はDMEチャネルでのさく乳器の売上が順調に推移しており、さらなる強化と拡大
を進めています。またランシノブランドで展開する中国市場および欧州での一層の
事業拡大に向け、Eコマースの強化、マーケティング活動、ブランド強化等の取り組
みを進めています。

▲
“Breastfeeding”から“Maternal Health”へブランド拡張▲
病産院向け商品や臨床研究の拡充を通じて、さく乳器リーダーとしての地位確立

第7次中期経営計画での重点戦略

174億円（年平均成長率（CAGR）9.6％）

最終年度（2022年12月期）の売上高目標

ランシノ社は、創業者のResheda Hagen氏自身の母乳
育児の経験から、ママたちの数々のお困りごとを解決す
ることで母乳育児を支援したいとの強い思いから、1984
年に設立されました。赤ちゃんが口に入れても安心・安
全な「HPAラノリン乳首クリーム」は、楽しみながら母乳
育児を続けたいママたちからの信頼と支持を得て、欧米
を中心に広く販売数を伸ばし、さく乳器や母乳保存バッ
グなど、その他の母乳育児製品とともに、ランシノブラ
ンドの認知が進んでいます。そして、ランシノブランド

の製品は世界中のお客様に高く支持され、毎年多くの賞
を受賞しています。2019年には、オーストラリアで
「Lanolin Nipple Cream（乳首クリーム）」と「Lansinoh 
TheraPearl Breast Therapy gel packs（おっぱいマッ
サージジェルパック）」が「Bounty Awards 2019」でそ
れぞれ金賞と銅賞を受賞しました。また、ポーランドで
は「Compact Single Electric Breast Pump（電動さく
乳器）」が「The Parent’s Award」を受賞するなど、世界中
でたくさんのママの母乳育児をサポートしています。

創業者の母乳育児への思いが今も流れるランシノ製品Column

中国の店頭

世界各国で数々の賞を受賞するランシノ製品



社会課題解決商品・サ－ビスの開発

■ピジョングループを取り巻く環境認識

当社の商品は、60年を超える赤ちゃんの研究と、子育て中の
お客様の声に基づいて開発されており、例えば哺乳器・乳首
は、中央研究所でのモニターやご家庭での訪問観察、病産院
での超音波断層撮影（エコー）による口腔内の観察など、赤
ちゃんの哺乳運動をさまざまな視点から研究することで誕
生しています。 
また、「すべての赤ちゃんがよりよく哺乳できること」を追求す
る当社では、病産院のNICU（新生児集中治療室）での共同
研究に取り組み、「低出生体重児用乳首」、「弱吸啜用乳首」、
「口唇口蓋裂児用哺乳器」「早期産児おしゃぶり」など、低出生
体重児や障がいをもつ赤ちゃんの体への負担を最小限にし
ながら母乳やミルクをしっかり哺乳できる専用商品をご用意
してきました。病産院にいる赤ちゃんの哺乳を常にサポートし
てきたことで蓄積されたノウハウは、一般的な商品開発にも
反映され、ピジョン商品の大きな強みへとつながっています。

口唇口蓋裂児用
哺乳器

弱吸啜用乳首 低出生体重児用
哺乳器

きゅうてつ

こう こうがいれつしん

小さく生まれてきた赤ちゃんのために

※1 出典：ユニセフ「The State of the World’s Children 2019」 https://www.unicef.org/reports/state-of-worlds-children-2019
※2 出典：ユニセフニュース 2019年5月15日 https://www.unicef.or.jp/news/2019/0071.html

早期産児おしゃぶり

【出生数】 年間１億4,020万人※１

・世界で7人に1人（2,000万人以上）が
  2,500g未満の低体重で生まれている※2

・毎年世界で亡くなる250万人の新生児のうち、
  80%以上が低体重で生まれた赤ちゃん※2

【気候変動】
・低炭素社会から脱炭素社会へ

・自然災害の増加と被害増加

・サプライチェーンへの影響

【地球環境保全】
・海洋プラスチック問題

・資源の枯渇　　　

当社のESGへの取り組みの詳細については、
当社ウェブサイトもご覧ください。

（https://www.pigeon.co.jp/sustainability/）

中期目標とSDGs マテリアリティごとの中期目標と関連するSDGsは以下の通りです。
当社はマテリアリティを解決していくことで社会課題（SDGs）解決への貢献を目指します。

●  新たな人事制度の導入
●  リスクマネジメント
●  コンプライアンス強化
●  ブランド力強化
●   ESG 対応力向上

社会解決型の
次世代事業・商品の開発

事業競争力・
開発力向上

環境負荷軽減の
持続的な追求

ステークホルダーにとって
“愛される” 存在になり続ける

グローバルで活躍できる
プロフェッショナル人材の育成

ピジョンで働き続けたいと
思える職場づくりの徹底

持続的な成長を下支えする
強固な経営基盤の構築

持続的な
環境負荷軽減

ステークホルダー
対応力向上

人材の「質」の向上

働きやすい
環境づくり

強固な
経営基盤の構築

●  社会課題解決商品・サービス開発
●  AI ／ IoTによる生産性向上
●  商品開発プロセスの効率化による生産性向上
●  製品品質維持・向上

●  環境方針・環境ビジョンの明確化
●  地球温暖化対応
●  環境配慮型商品・パッケージ
●  プラスチック削減
●  汚染の予防
●  環境負荷軽減のナレッジ共有
●  環境マネジメントシステムの導入
●  環境対策コストのねん出

●  CSR 調達の推進
●  消費者への責任ある対応
●  地域に対する社会貢献活動
●  株主・投資家との責任ある対話

●  人材育成方針の明確化
●  グローバル人材育成・採用
●  各部門の専門性強化

●  ダイバーシティの推進
●  多様な働き方への取り組み
●  ワークライフバランスの推進

ピジョングループは「赤ちゃんをいつも真に見つめ続け、この世界を

もっと赤ちゃんにやさしい場所にする」ために存在する企業として

“Celebrate Babies With All”をサステナブル・ビジョンに掲げ、

ESGに取り組むこと、そして国連の掲げるSDGs達成に貢献することを

経営の重要課題として捉えています。

そして社員一人ひとりが、この世界をもっと赤ちゃんに

やさしい場所にすることを目指して、日々行動しています。

明日生まれる赤ちゃんの未来にも
豊かな地球を残す

環 境
Environment

環境負荷の削減

赤ちゃん一人ひとりの輝きが
尊ばれる世の中を創る

社 会
Socia l

赤ちゃんとお母さんを
取り巻く社会課題の解決 赤ちゃんに寄り添い続けるための

持続的な成長を下支えする

ガバナンス
Governance

強固な
経営基盤の構築
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ピジョングループのESG活動

https://www.unicef.org/reports/state-of-worlds-children-2019
https://www.unicef.or.jp/news/2019/0071.html
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お客様の声に基づいて開発されており、例えば哺乳器・乳首
は、中央研究所でのモニターやご家庭での訪問観察、病産院
での超音波断層撮影（エコー）による口腔内の観察など、赤
ちゃんの哺乳運動をさまざまな視点から研究することで誕
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また、「すべての赤ちゃんがよりよく哺乳できること」を追求す
る当社では、病産院のNICU（新生児集中治療室）での共同
研究に取り組み、「低出生体重児用乳首」、「弱吸啜用乳首」、
「口唇口蓋裂児用哺乳器」「早期産児おしゃぶり」など、低出生
体重児や障がいをもつ赤ちゃんの体への負担を最小限にし
ながら母乳やミルクをしっかり哺乳できる専用商品をご用意
してきました。病産院にいる赤ちゃんの哺乳を常にサポートし
てきたことで蓄積されたノウハウは、一般的な商品開発にも
反映され、ピジョン商品の大きな強みへとつながっています。
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こう こうがいれつしん

小さく生まれてきた赤ちゃんのために

※1 出典：ユニセフ「The State of the World’s Children 2019」 https://www.unicef.org/reports/state-of-worlds-children-2019
※2 出典：ユニセフニュース 2019年5月15日 https://www.unicef.or.jp/news/2019/0071.html
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【出生数】 年間１億4,020万人※１

・世界で7人に1人（2,000万人以上）が
  2,500g未満の低体重で生まれている※2

・毎年世界で亡くなる250万人の新生児のうち、
  80%以上が低体重で生まれた赤ちゃん※2

【気候変動】
・低炭素社会から脱炭素社会へ

・自然災害の増加と被害増加

・サプライチェーンへの影響

【地球環境保全】
・海洋プラスチック問題

・資源の枯渇　　　

当社のESGへの取り組みの詳細については、
当社ウェブサイトもご覧ください。

（https://www.pigeon.co.jp/sustainability/）
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●  環境配慮型商品・パッケージ
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●  環境負荷軽減のナレッジ共有
●  環境マネジメントシステムの導入
●  環境対策コストのねん出
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●  消費者への責任ある対応
●  地域に対する社会貢献活動
●  株主・投資家との責任ある対話

●  人材育成方針の明確化
●  グローバル人材育成・採用
●  各部門の専門性強化

●  ダイバーシティの推進
●  多様な働き方への取り組み
●  ワークライフバランスの推進

ピジョングループは「赤ちゃんをいつも真に見つめ続け、この世界を

もっと赤ちゃんにやさしい場所にする」ために存在する企業として

“Celebrate Babies With All”をサステナブル・ビジョンに掲げ、

ESGに取り組むこと、そして国連の掲げるSDGs達成に貢献することを

経営の重要課題として捉えています。

そして社員一人ひとりが、この世界をもっと赤ちゃんに

やさしい場所にすることを目指して、日々行動しています。

明日生まれる赤ちゃんの未来にも
豊かな地球を残す
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お客様 トップ
マネジメント

：プロセス実行
：監視・分析
：さらなる改善

Plan

Check
Do

Act

：お客様対応品質目標・
  計画策定

商品開発
商品改良
サービス改善
業務改善

お客様相談室

営業・マーケティング部門

法務・コンプライアンス部門

品質管理部門

商品開発部門

母乳バンク開設支援
ピジョンは、早く小さく生まれた赤ちゃんの健やかな成
長を支える活動として、“ドナーミルク”を届ける「母乳
バンク」へのサポートを日本で開始します。
その支援活動の1つとして、国内2拠点目となる「日本橋 
母乳バンク」のピジョン本社での開設に向けて準備を進
めています。（2020年秋竣工予定）

●赤ちゃんとそのご家族を取り巻く課題を解決するための活動

授乳期研究会
ピジョンでは、2015年3月、授乳期のママと赤ちゃんの専門家とともに、授乳期の課
題を見つけ、ソリューションを提供する「ピジョンにっこり授乳期研究会」を発足。
2018年からはNICU（新生児集中治療室）・GCU（新生児治療回復室）に入院し
た後期早産児（妊娠34週～36週で生まれた赤ちゃん）を出産した母親が心の中に
抱える想いを明らかにする研究に取り組み、学会等において発表を行っています。
また、その研究過程にて、母親への心のサポートの必要性が明らかになり、支援
策の一つとして、本研究会の専門家とともにご家族へ向けたサポートブック
（NICU・GCUに入院した後期早産児とそのご家族向け冊子）を作成、無償で提供
しています。

NICU・GCUに入院した後期
早産児とそのご家族向け冊子
「ちょっと早く生まれた赤ちゃん
のサポートBOOK」

▲

苦情対応マネジメントシステム

授乳・さく乳室の設置支援
子育て中の女性社員の労働環境整備と地域・社会への貢献を目的に、本社に「授
乳・さく乳室」を設置し、当社社員のみならず、近隣に勤務・居住するママと赤ち
ゃんにもご利用いただいています。また、出産後の女性の復職支援を目的として、
世界各国で一般企業内などさまざまな場所で設置・支援している「授乳・さく乳
室」の数は、世界16カ国で12,176カ所（2019年12月末現在）に上っています。

●消費者課題の解決
当社にとって、お客様の声は大切な財産であり、1970 年
代から「お客様相談室」を設置し、お客様の声を事業に反
映させるお客様中心の経営を行ってきました。2016年12
月には、国際規格ISO10002（品質マネジメント―顧客満
足―組織における苦情対応のための指針）に適合した苦
情対応マネジメントシステムを構築、また2018年7月に
「消費者志向自主宣言」を行い、さらなるお客様満足度の
向上に努めています。

本社にある「授乳・さく乳室」
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▲

母乳バンクとは？

早産・極低出生体重児（出生体重1,500g未満の赤ちゃん）が、
自分の母親から母乳を得られない場合に、寄付された母乳を
処理した「ドナーミルク」を提供する施設。
母乳バンクでは、国際的な運用基準に基づき、寄付された母
乳の検査や低温殺菌処理を行い、安全に保管がされています。

第59 回日本母性衛生学会総会・学術集会
学術発表（口演）の様子

社会



●人的資源開発

中国では、教育環境の整っていない地域に学校を
建設・寄贈しています。2008年の四川大地震後の
支援の一環としてPIGEON (SHANGHAI) CO., 
LTD.が同省芦山県で「貝親（ピジョン）希望小学校」
を2009年に開校後、2010年には青海省互助県、
2011年には新疆ウイグル自治区、2012年には貴
州省玉屏侗族自治県に、毎年1校のペースで校舎等
を寄贈し、その数は計10校に上ります。希望小学
校の教師・生徒等との交流も継続しており、こう
した取り組みに対して中国政府から表彰されてい
ます。

誰もが安心して出産し、子育てができる社会の実
現の一助となることを目指し、公益財団法人ピジ
ョン奨学財団では、将来、新生児科、小児科又は産
科の医師を志す学生（国内の総合大学医学部又は
医科大学で医学を専攻する学生）に対して、情熱を
持って学業や臨床実習に取り組める環境を提供す
るため、返済不要の奨学金を支給しています。同財
団は、2019年12月期は23大学の94名（5年生と
6年生の合計）の学生に奨学金を支給しています。

医学生へ奨学金を支給する財団への支援活動 海外におけるコミュニティへの社会的投資

当社は、次世代を担う子どもたちが未来の科学の
夢を自由な発想で表現する絵画コンテスト「未来
の科学の夢絵画展」を40年継続して応援していま
す。公益社団法人発明協会が毎年開催するこの絵
画展で、発明協会会長賞ならびに優秀賞（幼稚園・
保育園の部）を受賞されたお子様の通う園に対し
て、創業者の故・仲田
祐一が幼児の創造性育
成のために同協会へ寄
贈した基金から、「仲田
祐一奨励金」を同協会
経由で贈呈しています。

子どもの創造性育成を支援

2019年3月、大学生を対象にしたアイデアコンテ
スト「ベビーカソン」を開催。5大学21名の学生
が参加し、約1カ月の期間に「赤ちゃんやママとそ
のご家族の毎日をもっと快適に楽しく IoTを活
用した未来のベビー
カー」のアイデアを考
案し、コンテスト当日
のプレゼンテーショ
ンをもとに審査を行
いました。

学生アイデアコンテスト「ベビーカソン」

ピジョン赤ちゃん誕生記念育樹キャンペーン
ピジョンでは、1986年から「ピジョン赤ちゃん誕生記念育樹キャンペーン」を、30
年以上にわたり継続して実施しています。赤ちゃんを育てること（育児）と木を育
てること（育樹）はどちらも同じ思いであるという意味を込め、“育児と育樹、心
はひとつ”をスローガンに、その年に生まれた赤ちゃんの誕生を記念して、茨城県
常陸大宮市の国有林および社有地である「ピジョン美和の森」に植樹をしてきま
した。今までで当キャンペーンにご応募いただいた赤ちゃんは延べ175,853人に
なります。
2007年には、このピジョン美和の森にログハウス「すくすくハウス」を建設し、い
つでも訪問いただけるようになっており、応募者の赤ちゃんの名前を載せた植樹
者名簿、応募したママ・パパから赤ちゃんへのメッセージ集など、自由にご覧い
ただいて誕生当時を振り返られるようになっています。今後も、親子の一生の思
い出づくりをお手伝いしていきます。

すくすくハウス

ピジョン赤ちゃん誕生記念育樹キャンペーン
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●ダイバーシティに向けた取り組み
ピジョングループは、企業倫理指針のひとつに「いかなるときも社員の人権・個
性を尊重し、差別のない平等で働きがいのある職場環境を確保するとともに、公
正な評価による自己表現の場を提供する」ことを掲げています。性別、国籍、年齢、
雇用形態など、社員のさまざまなバックグラウンドを基とした違いを尊重して受
け容れ、積極的に活かすことにより、変化し続けるビジネス環境や多様化する顧
客ニーズに対応しています。
また、2018年12月には、ダイバーシティ推進における研修などの取り組みが評価
され、「Forbes JAPAN WOMEN AWARD2018」を受賞しました。表現の自由や結
社の自由、さらには信教の自由などの市民的および政治的権利についても社員と
の対話を図り、その権利を尊重しています。
労働面では、コンプライアンス委員会を中心に、コンプライアンスの徹底に努め、
国内外における労働者の権利・人権を尊重しています。

●プロフェッショナル人材・経営人材の育成
ピジョングループは、全社員に対して技術開発・訓練・実習への参加機会を与え
ています。国内では、男女雇用機会均等法施行以前より職種・コースに男女差は
一切ありません。海外拠点においては、スピーディなキャリアアップを実現する
ことで、離職率は低水準で推移しています。
このほか、6年に1度、2年間にわたって次世代経営人材育成選抜研修を実施し、
当社の永続的発展に向け、「『Pigeon Way』の価値観のもと、人間力を磨き、企業
価値を高め続けられる人材」として、将来の経営層を担うことを想定した次世代
経営人材の育成にも努めています。

●ピジョン風疹ゼロアクション
健康経営の一環として、2019年に「ピジョン風疹ゼロアクション」プロジェクト
を立ち上げました。社員の風疹抗体保有率を上げるための取り組みとして、「抗体
検査と予防接種の費用負担」や専門家をお招きして「風疹の理解を深めるための
社内教育講演会」を行いました。
また、日本で再び風疹が流行しないよう活動をされている「風疹をなくそうの会
『hand in hand』」への社内募金活動も実施しています。
2020年2（ふう）月4（しん）日の「風疹の日」には、これらの活動が認められ、日
本産婦人科医会などの推進する“風疹ゼロ”プロジェクト実行委員会より、積極的
に風疹対策に取り組む企業として表彰されました。　　　　　　

●人的資本向上：働きやすい環境と風土づくり
ピジョングループは、「企業価値は、社会価値と経済価値の総和である」と定義してい
ます。より質の高い商品を世に送り出すためには、社員が働きやすい環境下にあ
ることが必要です。社員を大切にできなければ事業による成功もないと考え、制
度の充実等で環境整備を図り、働きやすい職場の風土づくりに努めています。

若手社員向けのシェアハウスを利用した研修
「ミートザダイバーシティ研修」

アンコンシャスバイアス（無意識の偏見）を
認識するためのVRを利用した研修

風疹の理解を深めるための社内講演会の様子
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●女性の活躍促進支援の強化と子育て支援への取り組み

●ワークライフバランスの推進

当社は、女性社員がこれまで以上に活躍できる環境を整備することを特に重要な
課題と捉え、女性管理職の育成にも注力しています。2019年12月期の女性管理
職比率は、19.7％となりました。女性の活躍推進に関しては、「両立支援制度の拡
充」「職場の意識改革」「女性の気持ちとスキルをバックアップ」を三本柱として
掲げ、制度面でのさらなる充実と社員のマインドセットの両面からの支援を行っ
ています。2018年5月には、くるみん認定を受けた企業の中でも、相当程度両立
支援の制度の導入や利用が進み、高い水準の取り組みを行っている企業に評価さ
れる「プラチナくるみんマーク」を取得しました。子育て支援では、子育てに携わ
る企業として、社員の出産・子育て支援のための制度拡充を早くから進めており、
女性の活躍促進や男性の育児参加促進の観点から、「ひとつきいっしょ」や、「テレ
ワーク」など、さまざまな制度を確立。女性も男性も当たり前に育児休職を取得で
きる職場環境であるだけでなく、育児の経験が実際の商品開発にも活かされるな
どの効果を生んでいます。

労働者保護に関する国内規定や、法令・労働協約等で制定された労働時間は当然
遵守していますが、「19時退出（退社）ルール」「ノー残業デー（週1日）」の設定に
よる社員の長時間労働の抑制や、2019年4月に「テレワーク」を導入するなど、
ワークライフバランスを推進することにより労働生産性を高めるための施策を
実施しています。
この他にも、「ライフ・デザイン休暇・休職制度」や、女性の「早期復職支援制度」、
「待機児童保育費用援助制度」など、出産後の復職支援にも力を入れており、育児
を語れる社員の育成を目指し、職場環境の整備に取り組んでいます。

〈子育て支援、ワークライフバランスに関連する制度の利用状況〉

制度名 内　容 利用状況

ひとつきいっしょ 男性社員を対象とした、
1カ月間の育児休業制度

取得率100％
（2016年1月期から対象社員100%取得） 

取得者数：48名
（2016年1月期からの5年間累計）

19時退出（退社）
ルール

残業しても原則19時には退出
するというルール ひと月当たりの

平均残業時間9.1時間
（2019年12月期）ノー残業デー 毎週水曜日をノー残業デーに指

定し、定時退社を促進する

ライフ・デザイン
休暇・休職

不妊治療や養子縁組を目的とし
た最大2年間の休暇・休職制度

2015年、2016年、2017年、
2019年、2020年 実績あり 

テレワーク 全社員を対象に自宅やサテライ
トオフィスで就業ができる制度 2019年4月から運用開始

「ひとつきいっしょ」の様子

〈女性管理職比率（ピジョン本社）〉

〈有給休暇取得率（ピジョン本社）〉

（%）

0

10

20

30

19.7% 19.7%

’19/12期

15.4%
16.9%

18.7%
16.4%

’15/1期 ’16/1期 ’17/1期 ’18/1期 ’19/1期

（%） 69.5%

0

10

20

30

40

50

60

70

’19/12期’15/1期 ’16/1期 ’17/1期 ’18/1期 ’19/1期

53.4%
60.7%

49.0%
44.0%

39.0%

女性活躍推進法行動計画、次世代育成支援対策実施状況の詳細については当社ウェブサイト
（女性活躍推進法行動計画　https://www.pigeon.co.jp/about/companyinfo/female/）
（次世代育成支援対策実施状況　https://www.pigeon.co.jp/about/companyinfo/next/）もご覧ください。

❶男性の両立支援制度の利用者
を延べ20名以上にする（子の看
護休暇・学校行事参加休暇）

❷性別にかかわらず両立支援
に対する意識を高める

❸テレワーク制度の利用状況、
成果を把握し、改善する

❹ 安心して出産・育児・
復職ができる環境を
整備する

女性活躍推進のための 3カ年行動計画（2020年2月1日～ 2022年12月31日）

ピジョン本社

ピジョン本社
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●労働における安全衛生
労働における安全衛生管理は非常に厳格に実施しています。日本はもちろんのこと、
工場のある中国・タイ・インド・トルコなどにおいても一律当社労働安全基準に
則った管理がなされています。また、国際的に広く採用されている労働安全衛生に
対するマネジメントシステム規格「ISO45001（OHSAS18001）」に適合した体制を
構築し、認証を取得しています。

●公正な事業慣行
当社では、開発の視点から特許侵害等を防止するため、本社に知財関連部署を設け、
グローバルに知財関連を管轄しています。加えて、偽造品問題などが多い中国にお
いては、PIGEON (SHANGHAI) CO., LTD. に法務部を設置し、本社の知財関連部
署と連携しながら知的財産を含む財産権の保全に努めています。
また当社では、過度な政治的関与は行っていません。お取引先とも常に対等な立場
で「Win-Win」の関係を構築できるよう心がけています。さらに行政等との関係に
おいては、利益供与や便宜供与と見られるような接待、贈答品の提供、社会的常識
に照らして合理的根拠のない行為を行わない旨を、社内の「コンプライアンス・ガ
イドブック」に明記しています。また、公正で自由な取引および競争に関しては、競
争法規に則った活動を実施すると同時に、必要とあれば関係当局の調査等にも積極
的に協力しています。そして、コンプライアンス研修などを通じた社員教育を徹底
することで、行政との癒着や反競争的行為への関与の防止に努めています。

〈ISO45001 (OHSAS18001)の認証を取得しているピジョングループ会社〉

事業所・会社名 所在地

ピジョンホームプロダクツ（株） 静岡県

ピジョンマニュファクチャリング兵庫（株） 兵庫県

PIGEON MANUFACTURING (SHANGHAI) CO., LTD. 中国

PIGEON INDUSTRIES (CHANGZHOU) CO., LTD. 中国

PIGEON INDIA PVT. LTD. インド

PIGEON INDUSTRIES (THAILAND) CO., LTD. タイ

THAI PIGEON CO., LTD. タイ

LANSINOH LABORATORIES MEDICAL DEVICES DESIGN INDUSTRY AND COMMERCE LTD. CO. トルコ

※ピジョンマニュファクチャリング茨城（茨城県）およびPT PIGEON INDONESIA（インドネシア）は2020年取得予定

生産拠点における
ISO45001

(OHSAS18001)取得率

80%
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●地球環境保全に対する基本的な考えと環境配慮型商品

●CSR調達の推進

ピジョングループは、地球温暖化の防止に貢献し、持続可能な社会を実現するた
めに、省エネ法や温暖化対策推進法などの法律の遵守はもちろん、省エネ体制の
整備などにグループ全体で取り組んでいます。なかでも生活用品メーカーとして、
使用中はもちろん、使用後の商品廃棄においても地球環境保全に配慮しています。
また、環境保全に配慮した用紙やインクの採用、さらに外箱やパッケージの色数
削減にも取り組んでおり、多くの環境配慮型商品を取り揃えています。

ピジョンが使用している化学物質には、主に、乳首の原料となるゴムがありますが、
天然ゴムは一切使用せず、ケイ素が原材料であるシリコーンゴムを使用すること
で、持続可能な資源の利用に努めています。

〈原料の仕入量〉

’19/12期

PIGEON 
MANUFACTURING 
(SHANGHAI)
 CO., LTD.

  PIGEON 
INDUSTRIES 
(CHANGZHOU) 
CO., LTD.

PT PIGEON 
INDONESIA

PIGEON INDIA 
PVT. LTD.

PIGEON 
INDUSTRIES 
(THAILAND)
 CO., LTD.

THAI PIGEON  
CO., LTD.

LANSINOH 
LABORATORIES 
MEDICAL DEVICES 
DESIGN INDUSTRY AND 
COMMERCE LTD. CO.

シリコーンゴム仕入量
（トン） 620 29 343 28 56 412 33

PPSU仕入量
（トン） 219 12 ̶ ̶ ̶ 214 ̶

プラスチックから紙の容器へ

植物由来のプラスチック

植物由来の調理用カップ リサイクル PET

森を守る森林認証紙

環境
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詰替2個分の商品を、プラスチック製の袋から紙パッ
ク製の容器に変更しました。プラスチック使用量を
削減し、使用後にも解体・リサイクルしやすい容器に
なりました。

詰替用パウチに、植物由来のプラスチックを約39%使用。光合成によってCO2を吸収す
る植物を原料にすることは、温室効果ガスの排出抑制につながると言われています。

調理用カップは、コーンスターチ（トウモロコシから
処理されつくられたデンプン）を主成分とする材料を
採用しています。

ブリスターカバーに40%リサイクルPETを採用して
います。

台紙にFSC®認証紙を使用。FSC®認証制度とは、責任ある管理をされた森林と、限り
ある森林資源を将来にわたって使い続けられるよう適切に調達された林産物に対す
る国際森林認証制度です。



●気候変動・生物多様性対応
ピジョングループでは、気候変動の緩和や生物多様性に配慮すべく、直接・間接
的な温室効果ガス排出量を特定し、削減に努めています。2019年5月には中国生
産会社2社において、同年10月にはインド生産会社1社においてソーラーパネル
を本格稼働し、CO2排出量の削減に努めています。そのほか、光触媒の塗料の使
用や全LED化による節電も進めています。

〈CO2排出量原単位（スコープ1,2）〉

〈産業廃棄物量原単位〉
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PIGEON INDIA PVT. LTD.

ピジョンマニュファクチャリング兵庫（株）では、
ロール状資材の芯材を原材料メーカーへ返却する
ことで、年間約350kg分をリユースしています。

●汚染の予防
ピジョングループは、事業活動に伴い発生する再利用されない産業廃棄物を削減す
るため、産業廃棄物量原単位を年1%削減することを目標に掲げています。
工場においては、生産性の向上・歩留まり改善に努めたほか、ゴミ焼却炉を廃止す
るなど、汚染の予防に努めています。

※集計範囲：PIGEON（SHANGHAI）CO., LTD.を除くグループ全体
※算出対象の廃棄物は、事業系廃棄物のうち事業系一般廃棄物を除いた産業廃棄物とし、
　リサイクル（サーマルリサイクル含む）されるものは含まない
※'19/12期の国内拠点の数値は'19/2 ～ '19/12の11カ月分の実績を使用（決算月変更のため）

※集計範囲：グループ全体（スコープ1,2）
※一部販売拠点のCO2排出量は、電気使用料金から電気使用量を算出し、環境省公表の排出係数を使用して算出
※'19/12期の国内拠点の数値は'19/2 ～ '19/12の11カ月分の実績を使用（決算月変更のため）

第7次中計
(2022年)目標

CO2 排出量原単位
2018年度比
10%削減

第7次中計
(2022年)目標

産業廃棄物量原単位
年1%以上削減

  PIGEON INDUSTRIES (CHANGZHOU) CO., LTD.

PIGEON MANUFACTURING (SHANGHAI) CO., LTD.
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環境



●環境マネジメントシステムの導入
ピジョングループは、グローバルに事業展開する企業として、多くの事業所および
グループ会社が環境マネジメントシステム規格「ISO14001」の認証取得を進めて
おり、2020年中に全生産拠点において取得を予定しています。また、「環境活動」
を単に一時的な環境負荷低減活動としてではなく、PDCAによるスパイラルアップ
を前提としたマネジメントシステムとして取り組んでいます。

〈ISO14001の認証を取得しているピジョングループ会社〉

事業所・会社名 所在地

ピジョン（株）筑波事業所 茨城県

ピジョンホームプロダクツ（株） 静岡県

ピジョンマニュファクチャリング兵庫（株） 兵庫県

ピジョンマニュファクチャリング茨城（株） 茨城県

PIGEON MANUFACTURING (SHANGHAI) CO., LTD. 中国

PIGEON INDUSTRIES (CHANGZHOU) CO., LTD. 中国

PIGEON INDIA PVT. LTD.　 インド

PIGEON INDUSTRIES (THAILAND) CO., LTD. タイ

THAI PIGEON CO., LTD. タイ

LANSINOH LABORATORIES MEDICAL DEVICES DESIGN INDUSTRY AND COMMERCE LTD. CO. トルコ

ピジョン美和の森

ピジョン美和の森に、茨城県の準絶滅危惧種
「イワウチワ」が花を咲かせました。

●地球環境保全への取り組み（環境機会）
森林はCO2を吸収することで地球温暖化を防ぎ、多様な生態系を維持し、また「緑の
ダム」と呼ばれるように高い水質保全機能を持ちながら洪水や渇水を防止する役割
も果たしています。
ピジョンは、茨城県常陸大宮市の国有林および社有地である「ピジョン美和の森」で
の植樹活動を通じて、これまでの33年間で、国有林・私有地を合わせた総面積
45.15ヘクタールの土地に、約14.5万本の苗木を植えています。
うち25.37ヘクタールを占める国有林での植樹による森林貯水便益は、2リットル
入りペットボトルに換算すると594万本分の貯水量・水質浄化量に相当します。森
林保護による地球環境保全の啓蒙活動にも、ささやかながら貢献しています。

（東京ドームの9倍超）

うち、国有林

総面積 45.15ha 25.37ha

貯水量・水質浄化量

2L 594万本分

生産拠点における
ISO14001取得率

90%

※PT PIGEON INDONESIA（インドネシア）は 2020 年取得予定
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コーポレート・ガバナンス組織図
株主総会

各事業部門・グループ会社

取締役会　取締役12名 
（うち社外取締役5名）

監査役会  監査役4名 
（うち常勤監査役2名）
（うち社外監査役2名）

会計監査人

代表取締役2名

経営会議
取締役6名

任意の
報酬委員会
取締役5名

（うち社外取締役3名） 監査役1名

役付執行役員5名
執行役員13名

選任・解任 選任・解任 選任・解任

監査

査
監

報告

会計監査相当性の判断選定・解職・監督

選任・解任・
諮問

助言・
提言

任意の
指名委員会
取締役5名

（うち社外取締役3名）

選任・解任・
諮問

助言・提言

報告

連携

重要案件の
付議・報告

業務執行

指示
報告

リスクマネジメント委員会

監査室8名

告
報
任
解
・
任
選

選
任
・
解
任
・
監
督
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当社は委任型執行役員制度を導入し、経営の意思決定・監
督機能（ガバナンス）と業務執行の相互連携と、取締役の業
務執行責任の明確化を図っています。取締役会は、取締役お
よび執行役員の職務の執行を監督する権限を有しており、
代表取締役会長を議長として開催し、法令、定款および取締
役会規則に定めた事項（経営目標、経営戦略など重要な事業
執行戦略）についての決定を行っています。取締役員数は、
経営の効率化を目的に、2020年3月27日に開催した第63
期定時株主総会において、2名減員の13名以内にスリム化
した一方で、同株主総会において現任の社外取締役である
新田孝之氏、鳩山玲人氏および岡田英理香氏に加えて林千
晶氏および山口絵理子氏を社外取締役として新たに選任し、
社外取締役5名体制へと拡充するとともに、社外取締役およ
び監査役の活発な意見を引き出す取締役会運営を行うこと
で、業務執行の監督機能を強化しています。新田氏、鳩山氏、
岡田氏の3名は、それぞれの専門領域における豊富な経験と
高い知見に基づき、当社の経営戦略およびコーポレート・
ガバナンスの向上につながる助言・提言を行い、取締役会
の意思決定の妥当性を監督しています。新任の林氏には、共
創的なものづくりの豊富な経験や起業家としての高度な知
見を、Design Driven Companyを掲げる当社の経営戦略分
野に寄与できる人材として選任しています。同じく新任の山
口氏には、開発途上国での事業経営における豊富な経験お
よび高度な知見を、さらなる飛躍を目指す当社の海外での
事業分野に活かされることを期待して選任しています。現在
の経営体制は取締役12名（うち、社外取締役５名、女性３名、
外国籍1名）、監査役４名（うち、社外監査役２名、女性１名）
で構成されており、役員体制のダイバーシティ拡充にも努
めています。また当社は、監査役会設置会社として外部から
の経営監視機能を果たすため、社外監査役２名を選任して
います。日本では会社法上、監査役には、取締役会への出席・

意見陳述義務、業務・財産の調査権限など、取締役を監査・
監督するための義務が課せられ、強い権限が付与されてお
り、4年の任期も保障されています。監査役は、監査の方針、
業務の分担等に従い、取締役会等重要会議への出席、取締役
からの聴取や重要決議書類等の閲覧、業務および財産の状
況の調査等により、厳正な監査を実施しています。取締役社
長との定期ミーティングでは、会社の重要課題等について
報告を受けるとともに、社内から聴取した情報等を監査役
からフィードバックをするなど意見交換も行っています。
2019年4月に社外監査役に就任した大津広一氏ならびに太
子堂厚子氏においては、独立した立場からの客観的な視点
に基づき、取締役会への出席や代表取締役その他の取締役
との面談等にて質問や意見を述べ、監査役の法的役割であ
る適法性についての監査に加え、取締役会の意思決定の妥
当性を確保するための助言・提言を行うなど、モニタリン
グ機能を十分果たしています。

●コーポレート・ガバナンス

●役員報酬制度
取締役（独立社外取締役除く）の報酬は、役位に応じた「基本報
酬」、短期インセンティブ報酬としての「賞与」および中長期イ
ンセンティブ報酬としての「株式報酬」により構成されます。
なお、同取締役に対する退職慰労金制度は、2019年4月25日
開催の第62 期定時株主総会終結の時をもって廃止しました。
基本報酬は、職責の大きさに応じて役位ごとに金額を決定し、
賞与は当社グループの連結業績（売上高・営業利益・PVA）の
目標達成度に応じて0～150％の範囲内で変動します。株式
報酬は、業績連動60％、非業績連動40％により構成され、業績
連動は原則として中期経営計画に掲げる業績指標や非財務指
標の目標達成度に応じて0～150％の範囲内で変動します。
役員報酬制度の内容の独立性・客観性・透明性を高めるため
に、取締役会の諮問機関として、委員長および委員の過半数を

ガバナンス



●コンプライアンス
すべての活動の基本となる「Pigeon Way 」に則り、コンプ
ライアンス経営を実践するための普遍的な指針である企
業倫理指針と、社員一人ひとりが企業倫理指針をさまざま
な企業活動の中で具体化していく上でのガイドラインで
ある行動規範から成る、コンプライアンスの基本方針であ
る企業倫理綱領を定めています。この企業倫理指針は、当
社グループ社員一人ひとりが、すべての法令、社会規範お
よびその精神を遵守し、より高い倫理観をもって誠実に行
動することを宣言するもので、ステークホルダーからの厚
い信頼・支持を得るための指針となるものです。このよう
に、企業の理念と経営者の価値観を当社グループ全社員に
伝え続けることが重要であると考え、代表取締役はじめ役
員全員が率先垂範してその精神の徹底を図ることとして
います。コンプライアンス教育についてはe-ラーニングの
実施、国内・海外グループ会社における企業倫理教育の実
施などにより、当社グループ全社員に対するコンプライア
ンスの浸透を図っています。さらに、独占禁止法、景品表
示法など当社事業に関する法律やハラスメントなどコン
プライアンス概論、その他日常の業務に関係して発生する
と思われるコンプライアンスに関する内容を取り上げ、そ
の考え方、対応方法等を理解する目的で、国内グループ全
社員に「ピジョンコンプライアンス通信」を月１回配信し
ています。加えて、年に１回、社員の意識および知識の把
握・向上を目的に、アンケート形式で回答する「コンプラ
イアンスセルフチェック」を実施し、コンプライアンス施
策の向上などに活用しています。
通報制度については、「スピークアップ窓口」（社内用）、「ピ
ジョン・パートナーズライン」（社外用）を各々設置してい
ます。社内外で問題が発見された場合には、その連絡者・
相談者の保護を十分に配慮した上で必要に応じてリスク
マネジメント委員会にて対応を検討し、事実関係の調査を
進めるなど問題点の早期解決を図る体制を整えています。
また、必要に応じて顧問弁護士の助言を得るとで対応およ
び解決の適法性にも留意しています。なお、コンプライア
ンス教育の内容および社内通報制度の通報内容について
は、毎年取締役会および監査役会に報告されています。
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イルス感染拡大防止の観点から、登壇役員および運営スタッ
フのマスク着用ならびに参加株主の皆様へのマスク配布、着
用のお願いおよび間隔を広く保った着席の案内など、感染防
止策を最大限講じた上で開催いたしました。

●内部監査
監査室（8名）を設置し、年間計画に基づいて、当社グループ
全体の各部門に対し内部監査を定期的に実施しています。
監査結果については、取締役および監査役へ報告され、評
価と継続的な改善提言がPDCAサイクルによって実施され
ています。さらに金融商品取引法の財務報告に係る内部統
制（J-SOX）監査を実施しています。

独立社外取締役とする報酬委員会を設置しています。報酬委員
会は原則年4回以上実施し、役員報酬の基本方針や役員報酬制
度の内容等について審議し、取締役会に対して助言・提言を
行っています。取締役の報酬水準は、当社の経営環境および外
部のデータベース等による同業他社（製造業）や同規模の主要企
業をピアグループとして水準を調査・分析した上で、役員報酬
の基本方針に基づき年額800百万円以内（うち社外取締役100
百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人としての給与
は含まない）となっています。なお、上記報酬枠とは別枠で、業
績連動型株式報酬額として3事業年度を対象として600百万円
以内（ただし、2019年12月期については1事業年度を対象とし
て200百万円以内）と設定しています。独立社外取締役および
監査役の報酬については、経営に対する独立性の一層の強化
を図ることを目的に基本報酬のみとしており、退職慰労金制
度はありません。

●株主・投資家との責任のある対話
当社では、社長および担当取締役だけでなく、取締役Kevin 
Vyse-Peacock、社外取締役鳩山玲人もIRミーティングに出
席するなど、積極的に株主・投資家との責任ある対話に努め
ています。株主総会の招集通知は、総会開催約1カ月前に当
社コーポレートサイト等における事前開示し、総会開催3週
間前に発送するなど、株主の皆様の議案検討の時間確保に努
めています。また、パソコン、スマートフォンまたは携帯電
話といった電磁的方法による議決権の行使が可能な環境も
整え、株主総会開催時間中の手話通訳対応、臨時託児所の設
置、当社所定の手続きを経た上で実質株主の方の傍聴出席を
認めるなどの株主総会運営を行っています。なお、2020年
3月27日に開催した第63期定時株主総会では、新型コロナウ

株主・投資家との責任のある対話

第 63 期定時株主総会
（2020 年3月27日開催）

ご来場株主数：159名
議決権行使率：84.5％

機関投資家とのIRミーティング 対応件数：延べ335件
（2019年12月期）

●役員指名プロセス
2019年9月、取締役の選解任や指名の決定プロセスの独立
性・客観性・透明性を高めるために、取締役会の諮問機関
として、委員長および委員の過半数を独立社外取締役とす
る指名委員会を設置しました。また、役員指名ポリシーに
おいて、最高経営責任者（CEO）に求められる人材像を
「『Pigeon Way』の価値観のもと人間力を磨き企業価値（社
会価値、経済価値）を高め続けられる人材」とし、人材要件
に加え選解任基準、後継者計画、任期等を定めています。
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取締役最高顧問 
仲田 洋一

取締役（社外） 
鳩山 玲人

取締役専務執行役員 
板倉 正
グローバルヘッドオフィス責任者
（経営戦略本部、経理財務本部、
監査室 担当）

常勤監査役 
甘利 和久

取締役常務執行役員 
倉知 康典
 
日本事業副責任者
（開発本部、品質管理本部、
お客様コミュニケーション本部、
ロジスティクス本部 担当）

代表取締役会長
兼 取締役会議長 
山下 茂

取締役（社外） 
岡田 英理香

常勤監査役 
松永 勉

取締役（社外） 
林 千晶

代表取締役社長 
北澤 憲政

取締役上席執行役員
Kevin Vyse-Peacock 
ランシノ事業本部長
兼 LANSINOH
LABORATORIES, INC. 
代表取締役社長

監査役（社外） 
大津 広一

取締役専務執行役員 
赤松 栄治
日本事業統括責任者
（管理本部、国内ベビー・ママ事
業本部、関連事業本部 担当）

取締役（社外） 
新田 孝之

取締役（社外） 
山口 絵理子

監査役（社外） 
太子堂 厚子

執行役員

矢 野  亮

田 窪  伸 郎

石 上  光 志

筒 井  克 志

浦 狩  高 年

西 本  浩

松 鳥  浩 司

仲 田  祐 介

牧  裕 康

小 原  裕 子

田 島  和 幸

鶴  孝 則

賀 来  健

上級執行役員
中国事業本部長
兼 PIGEON (SHANGHAI) CO., LTD. 代表取締役

上級執行役員
シンガポール事業本部長
兼 PIGEON SINGAPORE PTE. LTD. 取締役会長

関連事業本部長
兼 ピジョンハーツ 代表取締役社長

経営戦略本部長

管理本部長

開発本部長

国内ベビー・ママ事業本部長

ロジスティクス本部長

経理財務本部長

お客様コミュニケーション本部長

品質管理本部長

PIGEON MANUFACTURING (SHANGHAI) CO., LTD.
代表取締役

ランシノ事業本部 副本部長
兼 LANSINOH LABORATORIES, INC.取締役

取締役・監査役・執行役員 (2020年3月27日現在)

※ 取締役 新田 孝之、鳩山 玲人、岡田 英理香、林 千晶および山口 絵理子は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
※ 監査役 大津 広一および太子堂 厚子は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

ガバナンス
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セグメント別 売上・総利益率

営業利益／営業利益率
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（注）連結売上高はセグメント間取引消去後の金額となっています。
※当社は、2019 年 12 月期より決算期を1月31日から12 月31日に変更したため、当期の連結対象
　期間は、2019 年 2 月1日から2019 年 12 月31日までの11カ月間となっています。
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（注）2019 年 1月期より「海外事業」の名称を変更し、ASEAN・インド・中東諸国・オセアニアを中心
にピジョンブランド事業を行う「シンガポール事業」とした上で、従来、「海外事業」に含まれてい
た、欧米を中心に展開するランシノブランド事業を「ランシノ事業」として独立させました。
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’19/12 期 実績

売上高 構成比 総利益率

連結実績 100,017 100.0% 50.8%

国内ベビー・ママ事業 30,813 30.8% 48.8%

子育て支援事業 3,492 3.5% 12.6%

ヘルスケア・介護事業 6,546 6.5% 31.3%

中国事業 36,824 36.8% 55.3%

シンガポール事業 11,482 11.5% 45.2%

ランシノ事業 13,213 13.2% 58.3%

セグメント間取引消去 △ 3,700 △ 3.7% -

その他 1,343 1.3% 9.1%
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事業全般の概況と経営成果 

当社は、2019年４月25日開催の第62期定時株主総
会において「定款一部変更の件」が承認されたことを
受けて、当期より決算期を１月31日から12月31日に変
更しました。したがって、経過期間となる当期は、１月
決算であった当社および国内子会社については2019
年２月１日から2019年12月31日までの11カ月間を連
結対象期間としています。このため、対前期増減率は
記載していません。なお、12月決算および12月仮決算
を行っている海外子会社については、従来通り、2019
年１月１日から2019年12月31日までの12カ月を連結
対象期間としています。

▲

 2019年12月期の事業環境
当期におけるわが国の経済は、輸出を中心に弱含み
が継続しているものの、雇用・所得環境の着実な改善
や個人消費の持ち直し等、全体として緩やかに回復
が続いています。一方、消費税率引き上げ後の消費者
マインドの動向等には依然留意する必要がある状況
です。また、世界経済においては、通商問題を巡る動
向、中国経済の先行き、英国のEU離脱等の海外経済
の動向や金融資本市場の変動の影響等により不確実
性が高まっています。
このような状況の中、当社グループは「第６次中期
経営計画（2018年１月期～2019年12月期）」におい
て、スローガンを“Building our dreams into the 
future～Global Number Oneの育児用品メーカー
になるための橋をかける～”と掲げ、その最終年度と
してさらなる成長に向けた取り組みを行ってきました。
また下記の３つの基本戦略を定め、グループ事業の拡
大と経営品質の向上を目指しています。
①「Pigeon Way」に基づき、社会の中で「なくてはな
らない会社」、そして、我々のVision「世界の赤ちゃん
とご家庭に最も信頼される育児用品メーカー“Global 
Number One”」の実現に向け、必要な施策を立案し、
実行する。
②事業収益性・効率性の改善やキャッシュ・フローの
最大化により、企業価値のさらなる向上を目指すとと
もに、中長期的に成長が持続するための組織体制、マ
ネジメントシステム、ガバナンス体制を整備・強化する。

③第６次中期経営計画の3年間に、重点商品に対する
経営資源の優先的投入と戦略的投資を行い、その後
のピジョンの二桁成長につながる土台作りを行う。

当期においては、上記事業方針に基づき各事業・
機能戦略に取り組んだ結果、売上高は、1,000億17
百万円となりました。利益面においては、営業利益
170億72百万円、経常利益は172億84百万円、親会
社株主に帰属する当期純利益は115億38百万円とな
りました。

なお、当期の海外連結子会社等の財務諸表項目（収
益および費用）の主な為替換算レートは１米ドル
109.02円（前期は110.43円）、１中国元15.77円（前
期は16.70円）です。

▲

 損益分析
売上原価は、492億16百万円となり、その結果、売
上総利益は508億円となりました。売上総利益率は
50.8％となりました。
販売費及び一般管理費は、337億27百万円となり、
営業利益は170億72百万円、営業利益率は17.1％と
なりました。営業外損益では、為替差損を計上したも
のの、助成金収入が増加したことなどもあり、経常利
益は172億84百万円となりました。親会社株主に帰
属する当期純利益は115億38百万円となりました。

MD&A   
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▲

 ランシノ事業
北米でのDME（Durable Medical Equipment、耐
久性医療機器）チャネルでのさく乳器の売上が順調に
推移しているほか、中国市場や欧州での販売も順調
に推移し、売上高は132億13百万円、セグメント利益
は17億84百万円となりました。

▲

 その他
売上高は13億43百万円、セグメント利益は72百万円
となりました。

財政状態に関する分析 

▲

 資産
資産残高は、904億91百万円となり、前期末と比べ
48億73百万円の増加となりました。流動資産は37億
31百万円増加、固定資産は11億41百万円増加となり
ました。流動資産の増加の主な要因は、現金及び預
金が14億67百万円、受取手形及び売掛金が15億83
百万円、商品及び製品が7億84百万円増加したことに
よるものです。
固定資産の増加の主な要因は、建設仮勘定が５億46
百万円増加したことによるものです。

▲

 負債
負債残高は、200億28百万円となり、前期末と比べ9
億91百万円増加となりました。流動負債は15百万円
増加、固定負債は９億76百万円増加となりました。
流動負債の増加の主な要因は、未払金が7億2百万
円、未払法人税等が6億78百万円減少したものの、支
払手形及び買掛金が3億32百万円、その他が10億41
百万円増加したことによるものです。
固定負債の増加の主な要因は、役員退職慰労引当金
が5億99百万円減少したものの、その他が10億86
百万円増加しことによるものです。

▲

 純資産
純資産残高は704億63百万円となり、前期末と比べ
38億81百万円増加となりました。その主な要因は、
利益剰余金が32億75百万円、為替換算調整勘定が3
億38百万円増加したことによるものです。
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セグメント別状況 

当期の報告セグメントは、「国内ベビー・ママ事業」、
「子育て支援事業」、「ヘルスケア・介護事業」、「中
国事業」、「シンガポール事業」および「ランシノ事
業」の計６セグメントとなっています。セグメントごと
の経営成績は下記の通りです。

▲

 国内ベビー・ママ事業
特に下期に入ってからの訪日外国人等によるインバウ
ンド需要の低下等もあり、売上高は308億13百万円、
セグメント利益は46億97百万円となりました。

▲

 子育て支援事業
2018年3月をもって独立行政法人国立病院機構にお
ける院内保育の一括受託契約が終了しましたが、当期
においては、事業所内保育施設74カ所にてサービス
を展開しており、売上高は34億92百万円、セグメント
利益は49百万円となりました。

▲

 ヘルスケア・介護事業
2019年2月に介護施設利用者の座位姿勢保持を重視
した新シリーズ「プロフィットケア」や入浴できないと
きでも体を清潔に保てるスキンケア商品「看護から生
まれた『清潔ケア』シリーズ」を発売し、売上高は、65
億46百万円、セグメント利益は３億86百万円となりま
した。

▲
 中国事業

主力商品の哺乳器・乳首の販売が引き続き堅調に推
移する中、さく乳器や洗濯用品等の販売も順調に伸長
し、売上高は368億24百万円、セグメント利益は124
億83百万円となりました。

▲

 シンガポール事業
ASEAN地域・中東諸国、インド等において、中間層向
けの商品の開発・投入を推進し、売上高は114億82
百万円、セグメント利益は20億7百万円となりました。



▲

 健全な財務内容
当社グループは、借入れを行っておらず有利子負債は
ありません。当期末における現金及び預金の残高は、
324億16百万円となっており、当期末の自己資本比率
は74.8％と、引き続き高い水準を維持しています。

キャッシュ・フロー 

▲

 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果獲得した現金及び現金同等物（以下
「資金」という）は、140億98百万円（前期は136億
32百万円の獲得）となりました。これは主に税金等調
整前当期純利益171億4百万円、減価償却費32億76
百万円、仕入債務の増加額8億96百万円の増加要因
に対し、売上債権の増加額17億91百万円、たな卸資
産の増加額7億13百万円、法人税等の支払額58億54
百万円等の減少要因によるものです。

▲

 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果支出した資金は、39億95百万円（前
期は47億4百万円の支出）となりました。これは主に
有形固定資産の取得による支出34億13百万円に、無
形固定資産の取得による支出6億6百万円によるもの
です。

▲
 財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動の結果支出した資金は、87億34百万円（前
期は83億38百万円の支出）となりました。これは主
に配当金の支払額82億30百万円によるものです。

▲

 ROE
当社では収益性と資本効率の一段の改善を進めるた
め、自己資本当期純利益率（ROE）を経営指標として
採用しています。当期末のROEは17.5％となりました。

▲

PVA(Pigeon Value Added：ピジョン付加価値)、
ROIC、CCC
当社では企業価値の増大に向けて、フリー・キャッ
シュ・フローを意識した内部管理を行っており、各種
投資判断などの意思決定や各事業部の業績管理評価
には、経済的付加価値をベースにしたPVAを用いて判
断しています。当期は、投下資本685億23百万円（前
期は646億98百万円、計画は695億27百万円）に対
し、PVAスプレッドが12.4%（前期は16.2％、計画は
15.1%）となり、PVAは85億25百万円（前期は104億
94百万円、計画は108億13百万円）と、前期実績、計
画ともに下回りました。
また、NOPAT（Net Operating Profit After Tax：
税引後営業利益）は119億51百万円、（前期は137億
29百万円、計画は140億円）となり、投下資本利益率
（ROIC：税率30.0％）は17.4％（前期は21.2％、計
画は20.1％）となりました。
また、当期のキャッシュ・コンバージョン・サイクル
（CCC）は88.7日となり、前期の75.6日から13.1日悪
化したほか、計画の73.0日を15.7日上回る結果となり
ました。
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株主還元の考え方と施策 

株主の皆様への利益還元を経営の重要施策として位
置付けており、中期的な経営環境の変化や当社グルー
プの事業戦略を勘案して財務基盤の充実を図りつつ、
剰余金の配当などにより、積極的な利益還元を行うこ
とを基本方針としています。また、内部留保金につい
ては、財務体質の強化にとどまらず、さらなる成長の
ための新規事業投資や研究開発投資のほか、生産能
力増強、コスト削減、品質向上などのための生産設備
投資など、経営基盤強化と将来的なグループ収益向
上のために有効に活用していきます。
株主の皆様への利益還元に関する目標としましては、
第６次中期経営計画において、各営業期における前期
比増配と連結総還元性向を55％程度とすることを定
めており、株主の皆様への利益還元策の一層の充実、
強化を目指してきました。
上記の方針、目標に基づき、当期における中間配当金
については1株当たり35円（普通配当35円）を実施し、
期末配当金についても1株当たり35円（普通配当35

円）を実施しました。その結果、当期における年間配
当金は、前期から1株当たり２円増配となる70円（普
通配当70円）となりました。なお、当期の配当性向は
72.7％となっています。

次期の見通し 

2020年12月期の業績見通しについては、売上高
1,090億円、営業利益181億円、経常利益181億円、
親会社株主に帰属する当期純利益126億円を見込ん
でいます。（掲載の数値は2020年2月13日開催の決
算発表会における業績予想です。新型コロナウイルス
感染症の世界的な拡大による事業への影響は含まれ
ていません）

（なお、当統合報告書の過去または現在の事実に関するもの以外の記載
事項は、将来予測に関する記述に該当します。これら将来予測に関する記
述は、現在入手可能な情報に鑑みてなされたピジョングループの仮定およ
び判断に基づくものであり、これには既知または未知のリスクおよび不確
実性ならびにその他の要因が内在しており、それらの要因による影響を受
ける恐れがあります。）

計画 19,809 
実績 19,986
前期 18,622

計画 69,527
実績 68,523
前期 64,698

計画 10,813
実績 8,525
前期 10,494

計画 14,000
実績 11,951
前期 13,729

計画 27,258
実績 27,820 
前期 26,685

計画 22,459
実績 20,718 
前期 19,391

計画 16,709
実績 15,796 
前期 15,723 

計画 10,222
実績 10,908
前期 9,659

計画 7,122
実績 6,719
前期 6,760

上：2019年12月期計画※1

中：2019年12月期実績※2 
下：2019年1月期実績 
単位：百万円

計画 106,200
実績 100,017
前期 104,748

計画 50,900
実績 49,217
前期 50,889

計画 20,000
実績 17,073
前期 19,612

計画 6,000
実績 5,122 
前期 5,884

計画 35,300
実績 33,727
前期 34,246

全社連結

PVA

営業利益

税金

現金他資産･負債

固定資産

売上高

売上原価

販管費

仕入債務

売上債権

棚卸資産

投下資本

NOPAT

共通 5.0%

WACC

運転資本

企業価値の向上に向けて：PVAツリー（2019年12月期）
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※1 PVA算出時B/S項目の各数値は期首・期末平均を使用しています。
※2 当社は、2019年12月期より決算期を1月31日から12月31日に変更したため、当期の連結対象期間は、2019年2月1日から2019年12月31日までの11カ月間となっています。
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■ 連結貸借対照表
（百万円）

科目　　　　　　　　　　　　　　　　　期別 2016年1月期 2017年1月期 2018年1月期 2019年1月期 2019年12月期

資産の部

現金及び預金 24,297 30,052 31,346 30,949 32,416 

受取手形及び売掛金 13,870 16,103 16,440 15,004 16,588 

商品及び製品 6,146 5,328 6,059 7,360 8,144 

その他流動資産 4,600 3,761 4,333 4,888 4,785 

　〈流動資産合計〉 48,913 55,244 58,178 58,201 61,933 

有形固定資産 21,471 20,263  　　21,116 21,127 22,494 

無形固定資産 1,346 1,106 3,307 4,223 3,863 

投資有価証券 1,477 1,481 1,020 889 950 

投資その他の資産合計 2,211 2,273 1,865 1,729 2,200 

　〈固定資産合計〉 25,029 23,644 26,289 27,417 28,558 

　〈資産合計〉 73,943 78,889 84,467 85,618 90,491 

負債の部

支払手形及び買掛金 3,743 4,857 5,194 4,567 4,900 

未払金 2,147 2,477 3,141 3,363 2,660 

未払法人税等 1,505 2,324 2,578 1,951 1,272 

賞与引当金 894 929 1,035 972 928 

その他流動負債 5,934 10,794 5,725 4,770 5,878 

　〈流動負債合計〉 14,223 21,381 17,673 15,623 15,638 

長期借入金 5,000 ̶ ̶ ̶ ̶

その他固定負債 3,926 3,770 3,982 3,412 4,389 

　〈固定負債合計〉 8,926 3,770 3,982 3,412 4,389 

　〈負債合計〉 23,150 25,152 21,655 19,036 20,028 

純資産の部

資本金 5,199 5,199 5,199 5,199 5,199 

資本剰余金 5,180 5,179 5,179 5,179 5,179 

利益剰余金 36,790 42,280 49,729 55,704 58,979 

自己株式 △ 947 △ 948 △ 949 △ 951 △ 1,088

その他有価証券評価差額金 32 47 44 21 25 

為替換算調整勘定 3,311 628 1,490 △ 910 △ 572

非支配株主持分 1,225 1,349 2,119 2,339 2,741 

　〈純資産合計〉 50,792 53,736 62,812 66,582 70,463 

　〈負債、総資産合計〉 73,943 78,889 84,467 85,618 90,491 

（注）百万円未満の数字は切り捨てて表示しています。

（％）

2016年1月期 2017年1月期 2018年1月期 2019年1月期 2019年12月期

自己資本比率 67.0 66.4 71.9 75.0 74.8

ROE 21.3 21.8 25.7 22.8 17.5

ROIC
15.1 16.3  

19.2 22.2 21.2 17.4

■ 自己資本比率、ROE、ROIC

※ROEは自己資本当期純利益率で、分母は期首･期末平均。ROICは投下資本利益率で、税率は2017年1月期の下段、および2018年1月期以降は30.0%、2017 年１月期 の上段ならびに2016年1月期の数値は40.7％、
投下資本は期首・期末平均で算出しています。
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■ 連結損益計算書
（百万円）

科目　　　　　　　　　　　　　　　　　期別 2016年1月期 2017年1月期 2018年1月期 2019年1月期 2019年12月期

売上高 92,209 94,640 102,563 104,747 100,017 

売上原価 48,864 49,951 51,990 50,889 49,216 

売上総利益 43,345 44,688 50,572 53,858 50,800 

　売上総利益率 47.0 47.2 49.3 51.4 50.8 

販売費及び一般管理費 28,823 28,673 31,159 34,246 33,727 

営業利益 14,521 16,015 19,412 19,612 17,072 

　営業利益率 15.7 16.9 18.9 18.7 17.1

営業外収益 1,112 945 1,263 1,295 1,136 

営業外費用 553 498 547 509 924 

経常利益 15,080 16,462 20,129 20,398 17,284 

　経常利益率 16.4 17.4 19.6 19.5 17.3

特別利益 10 122 1,058 243 121 

特別損失 204 350 271 379 300 

税金等調整前当期純利益 14,887 16,234 20,916 20,262 17,104 

法人税、住民税及び事業税 4,548 5,165 5,931 5,794 5,067 

法人税等調整額 △ 124 △ 273 225 △ 127 267 

当期純利益 10,462 11,342 14,759 14,594 11,769 

非支配株主に帰属する当期純利益 265 224 244 356 230 

親会社株主に帰属する当期純利益 10,197 11,118 14,515 14,238 11,538 

（注）百万円未満の数字は切り捨てて表示しています。

（百万円）

科目　　　　　　　　　　　　　　　　　期別 2016年1月期 2017年1月期 2018年1月期 2019年1月期 2019年12月期

営業活動によるキャッシュ・フロー 13,479 14,810 17,094 13,632 14,098 

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 3,332 △ 1,854 △ 3,586 △ 4,704 △ 3,995

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 6,567 △ 6,223 △ 12,812 △ 8,338 △ 8,734

現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 873 △ 891 599 △ 986 98

現金及び現金同等物の増減額 2,706 5,840 1,294 △ 397 1,467

現金及び現金同等物の期首残高 21,590 24,297 30,052 31,346 30,949

現金及び現金同等物の期末残高 24,297 30,052 31,346 30,949 32,416

（注）百万円未満の数字は切り捨てて表示しています。

2016年1月期 2017年1月期 2018年1月期 2019年1月期 2019年12月期

当期純利益（円） 85.15 92.84 121.20 118.89 96.37

配当金額（円） 42.00 53.00 66.00 68.00 70.00

配当性向（％） 49.3 57.1 54.5 57.2 72.7

純資産（円） 413.88 437.43 506.79 536.43 565.64

（人）

2016年1月期 2017年1月期 2018年1月期 2019年1月期 2019年12月期

従業員数（連結） 3,743 3,739 4,306 3,875 3,954 

■ 従業員数

■ 連結キャッシュ・フロー計算書

■ 1株当たり指標
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社 名 ピジョン株式会社

本 社 〒103-8480　東京都中央区日本橋久松町4番4号
TEL: 03-3661-4200　FAX: 03-3661-4320
URL: www.pigeon.co.jp（日本語）
          www.pigeon.com（グローバル）

設 立 1957年8月15日

資 本 金 5,199,597千円

決 算 期 毎年12月31日
※2019年4月25日開催の第62期定時株式総会にて、「定款の一部変更の件」の承認を受け、
　2019年度より決算期を1月31日から12月31日に変更しました。

事 業 内 容 育児・マタニティ・女性ケア・ホームヘルスケア・介護用品等の製造、販売および輸出入、ならびに保育事業

従 業 員 数 361名／グループ合計 3,954名

企業データ  （2019年12月31日現在）

◦ PIGEON SINGAPORE PTE. LTD.

◦ PIGEON MALAYSIA（TRADING）SDN. BHD.

◦ PT PIGEON INDONESIA

◦ PT PIGEON BABY LAB INDONESIA

◦ PIGEON（SHANGHAI）CO., LTD.

◦ PIGEON MANUFACTURING（SHANGHAI）CO., LTD.

◦ PIGEON INDUSTRIES（CHANGZHOU）CO., LTD.

◦ LANSINOH LABORATORIES, INC.

◦ LANSINOH LABORATORIES MEDICAL DEVICES
　 DESIGN INDUSTRY AND COMMERCE LTD. CO.

◦ LANSINOH LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.

◦ LANSINOH LABORATORIES BENELUX

◦ LANSINOH LABORATORIES SHANGHAI

◦ DOUBLEHEART CO. LTD.

◦ PIGEON INDIA PVT. LTD.

◦ PIGEON INDUSTRIES（THAILAND）CO., LTD.

◦ THAI PIGEON CO., LTD.

◦ ピジョンホームプロダクツ（株）

◦ ピジョンハーツ（株）

◦ ピジョンマニュファクチャリング兵庫（株）

◦ ピジョンマニュファクチャリング茨城（株）

◦ ピジョンタヒラ（株）

◦ ピジョン真中（株）

連結対象会社（22社） （2020年4月1日現在）



日本事業（国内ベビー・ママ、関連事業）

◦ピジョン株式会社

◦LANSINOH LABORATORIES, INC.
　アメリカ（ヴァージニア州）　2004年
　妊産婦・乳幼児用品の販売

◦LANSINOH LABORATORIES MEDICAL DEVICES
　DESIGN INDUSTRY AND COMMERCE LTD. CO.
　トルコ　2010年
　妊産婦・乳幼児用品の製造

◦LANSINOH LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.
　ブラジル　2014年
　妊産婦・乳幼児用品の販売

◦LANSINOH LABORATORIES BENELUX NV
　ベルギー　2015年
　妊産婦・乳幼児用品の販売

◦LANSINOH LABORATORIES SHANGHAI
　中国（上海）　2016年
　妊産婦・乳幼児用品の販売

妊産婦・乳幼児用品の販売、研究開発、その他
主要事業所：札幌営業所、仙台支店、東京支店、名古屋支店、大阪支店、広島支店、福岡支店、
　　　　　　筑波事業所、中央研究所、常陸太田物流センター、西日本物流センター

◦ピジョンホームプロダクツ㈱
　静岡県富士市　1985年
　トイレタリー製品の製造・販売

◦ピジョンマニュファクチャリング兵庫㈱
　兵庫県神崎郡神河町　2002年
　不織布関連製品の製造・販売

◦ピジョンマニュファクチャリング茨城㈱
　茨城県常陸太田市　1996年
　不織布関連製品の製造・販売

◦ピジョンハーツ㈱
　東京都中央区　1999年
　保育、託児、ベビーシッターの
　派遣、幼児教育

◦ピジョン真中㈱
　栃木県栃木市　2000年
　在宅介護支援サービス、介護用品の販売

◦ピジョンタヒラ㈱
　東京都中央区　2004年
　介護用品の販売

◦PIGEON (SHANGHAI) CO., LTD.
　中国（上海） 2002年　妊産婦・乳幼児用品の販売

◦PIGEON MANUFACTURING (SHANGHAI) CO., LTD.
　中国（上海） 2006年　妊産婦・乳幼児用品の製造

◦PIGEON INDUSTRIES (CHANGZHOU) CO., LTD.
　中国（江蘇省常州市） 2009年　妊産婦・乳幼児用品の製造

◦DOUBLEHEART CO. LTD.
　韓国　2012年　妊産婦・乳幼児用品の販売

◦PIGEON SINGAPORE PTE. LTD.
　シンガポール　1978年
　妊産婦・乳幼児用品の販売

◦PIGEON MALAYSIA (TRADING) SDN. BHD.
　マレーシア　2011年
　妊産婦・乳幼児用品の販売

◦PT PIGEON INDONESIA　
　インドネシア　2017年
　妊産婦・乳幼児用品の製造

◦PT PIGEON BABY LAB INDONESIA　
　インドネシア　2019年
　妊産婦・乳幼児用品の販売

◦◦PIGEON INDIA PVT. LTD.
　インド　2009年（販売会社）／2015年（工場）
　妊産婦・乳幼児用品の製造・販売

◦PIGEON INDUSTRIES (THAILAND) CO., LTD.
　タイ　1996年
　妊産婦・乳幼児用品の製造

◦THAI PIGEON CO., LTD.
　タイ　1990年
　妊産婦・乳幼児用品の製造

中国事業

シンガポール事業 ランシノ事業

ピジョン株式会社　本社：東京都中央区　1957年
グローバルヘッドオフィス（GHO）
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ピジョングループの事業体制  （2020年4月1日現在）

●販売・サービス　●生産拠点



会社概要

52 Pigeon  Integrated Report 2020

53.0%
外国法人等

個人・その他

64,491千株

11.0%
13,373千株 27.5%

金融機関

33,389千株

1.8%
金融商品取引業者
（証券会社）

2,231千株

5.2%
その他の法人

6,273千株

1.6%
自己名義株式

1,892千株

大株主 （2019年12月31日現在）

株式分布状況 （2019年12月31日現在）

株価・出来高の推移 

株主名（上位10名） 株式数
（千株）

持株比率※

（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 8,079 6.7

BNYMSANV RE MIL RE FSI ICVC-STEWART INV ASIA PACIFIC LEADERS FD 4,789 4.0

THE BANK OF NEW YORK MELLON 140042 4,744 4.0

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 4,398 3.7

BBH FOR MATTHEWS ASIA DIVIDEND FUND 2,970 2.5

HSBC BANK PLC A/C CLIENTS RE UCIT5 JAPAN NON TREATY OMNI A/C 2,819 2.4

ワイ．エヌ株式会社 2,778 2.3

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 2,593 2.2

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口5） 2,451 2.0

THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 2,111 1.8

※持ち株比率は自己株式（1,892,826株）を控除して計算しています。

（円） 出来高（月間合計）株価（調整後終値）
（2015年5月1日（1株→3株）を効力発生日として株式分割）

2015 2016 2017 2018 2019 2020
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株式の状況 （2019年12月31日現在）

●総株主数 ‥‥‥‥‥‥‥17,024名

●議決権保有株主数 ‥‥‥15,357名

●自己株式‥‥‥‥‥ 1,892,826株●発行可能株式総数 ‥‥‥ 360,000,000株

●発行済株式の総数 ‥‥‥‥121,653,486株
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■IRツールクイックレファレンス
本統合報告書は、ピジョングループが目指す姿をお伝えすべく経営戦略や事業・ESGについてのご報告を行い、ピジョングループが創出する企業価値について、
一層ご理解を深めていただくことを目的として作成しています。これまでのピジョングループの歩みを主に定量面・数値面からご報告を行う「インベスターズガ
イド」およびウェブサイトでも、さまざまな情報をご案内しています。

統合報告書2020 目的 コーポレートサイト

表紙裏　当期のハイライト ／ 
　　　　主な経営指標 業績の主な数値を知りたい 投資家向け情報

P.04　事業内容
P.20　事業概況

各事業セグメントの
動向を知りたい

投資家向け情報
各事業紹介

P.43　経営陣による
　　　営業・財務の分析と評価
P.48　連結財務データ

投資判断の参考となる
財務データや

収益構造を知りたい

投資家向け情報
・チャートジェネレーター

P.52　株式の状況 株式の情報を知りたい 株式情報

P.02　Pigeon History
P.50　会社概要

ピジョンの歴史や
企業概要を知りたい

ピジョンの歴史
会社概要

P. 07    Pigeon Way
P.16　価値創造ストーリー
P.18　ブランド力向上の取り組み

企業理念や
経営ビジョンを知りたい

Pigeon Way

P.06　To Our Stakeholders
P.12　社外取締役との対談
P.42　役員・執⾏役員一覧

経営判断のよりどころとなる
上層部の考えを知りたい

投資家向け情報
・トップメッセージ
・中期経営計画　

役員一覧

P.10　 ESG 経営の推進
P.30　ピジョングループの
　　　 ESG 活動

事業と企業価値の
持続的成⻑につながるピジョンの

ESGの取り組みを理解したい

サステナビリティ
・基本方針　・ESGデータブック
・ESG取組状況
ガバナンス➡

➡

➡

➡ ➡

➡ ➡

➡ ➡

➡ ➡

➡ ➡

➡

➡

➡
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（証券コード：7956）

住　所：〒103-8480 東京都中央区日本橋久松町4番4号（本社）
ＴＥＬ：03-3661-4200（大代表）
　　　　03-3661-4188（経営戦略本部 コーポレートコミュニケーション室
　　　　　　　　　　　　広報・ESGグループ）
ＦＡＸ：03-3661-4320
ＵＲＬ：www.pigeon.co.jp

ピジョン株式会社

www.pigeon.co.jp



