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株主・投資家の皆さまとの対話

投資家ミーティング

年間 約500回

投資家の皆さまと活発なディスカッションを行っています。商況な

どについて適宜アップデートしているほか、当社の本質的な強み

に対する理解浸透に努めています。定期的に国内及び欧米やア

ジアにおける海外ロードショーを行うことで、国内外の投資家の

皆さまとコミュニケーションを深めています。

投資家向け店舗見学会

年間 約20回

ユニーの業態転換店や東南アジアにおける店舗など、テーマ別の

見学会を通じて、現場責任者が投資家の皆さまに店舗の状況な

どについて説明することで、現場の「生の声」をお届けしています。

決算説明会

四半期ごとに決算説明会を実施しています。投資家にとって重要

と判断される事項が発生した場合の十分な説明、説明資料の充

実、説明会内容を迅速かつ公平にウェブ上で公開している点など、

当社のフェア・ディスクロージャーの姿勢は高く評価されています。

各部門リーダーとのディスカッション

アナリスト・機関投資家の皆さまと、当社グループ各部門リーダー

がディスカッションする機会を定期的に設け、事業戦略の将来性

に関する率直な意見交換を行っています。

会社の概況 （2019年6月30日現在）  

株価チャート  

 当社終値（円）  日経平均（円）

 出来高（千株）　

商号  株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 

（英文名： Pan Pacific International Holdings Corporation）

事業内容  グループ会社株式保有によるグループ経営企画・管理、子会社の 

管理業務受託、不動産管理など

本店所在地  〒153-0042 

東京都目黒区青葉台二丁目19番10号 

TEL. 03-5725-7532　FAX. 03-5725-7322

設立年月日  1980年9月5日

資本金  226億75百万円

決算期  6月末日

従業員数  69名（連結：13,546名）

株式の状況

※  株主総数は前期末に比較して312名減少しています。
※  当社は2019年9月1日付で1株につき4株の株式分割を実施していま
すが、本ページの株式情報につきましては、2019年6月期末現在にお
ける分割前の情報を記載しています。

発行可能株式総数 468,000,000株

発行済株式の総数 158,321,760株

自己株式の総数 4,680株

株主総数 7,728名

金融機関・ 
金融商品 
取引業者
26.0% 
（104名）

個人その他
1.6%
（6,874名）

その他法人
7.8%
（90名）

外国法人等
64.6%
（660名）

※ 自己株式(4,680株)は、個人その他に含まれています。

※  出資比率は自己株式（4,680株）を控除して計算しています。各信託口の持株数には、信託業務に係る株式数
が含まれています。当社が実質所有株式数を確認できる株主については、その実質所有株式数を上記大株主
の状況に反映させています。

大株主 
株主名 持株数（株） 出資比率（%）

CREDIT SUISSE AG HONG KONG TRUST A/C CLIENTS 

FOR DQ WINDMOLEN B. V.
31,307,000 19.77

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 8,634,000 5.45

株式会社安隆商事 8,280,000 5.23

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 7,888,100 4.98

みずほ信託銀行株式会社(0700121信託口) 4,495,800 2.84

公益財団法人安田奨学財団 3,600,000 2.27

株式会社ゆうちょ銀行 2,692,100 1.70

GIC PRIVATE LIMITED - C 2,588,700 1.64

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) 2,313,400 1.46

CREDIT SUISSE AG HONG KONG TR A/C CL FOR: 
LA MANCHA HOLDINGS PTE LTD. 2,200,000 1.39

株式・株主情報 （2019年6月30日現在）  

フェア、アクティブ、クイックなIR活動
PPIHグループは、ステークホルダーの皆さまと積極的に対話を行うことにより、社会の変化やニーズを捉えて、課題解決に努めています。

　株主や投資家の皆さまに対して、フェア(公正なIR活動)、アクティブ（積極的なIR活動）、クイック(タイミング良く適切なIR活動)を基本

コンセプトに、IR活動を行っています。1on1のミーティングはもとより、店舗見学会やラージ・スモールミーティングなどの活動を通じて、

経営の透明性向上と資本市場との良好な関係の構築を行っています。

所有者別
株式分布

※ 当社は2015年7月1日付で1株につき2株の株式分割、2019年9月1日付で1株につき4株の株式分割を実施し、株価については分割後の調整を反映しています。

会社情報



PPRM： Pan Pacific Retail Management

PPRM（USA）

Pan Pacific Strategy Institute
海外における総合小売事業、 
食品や生活関連商品の開発・輸入・販売

PPRM（Asia）

MARUKAI HAWAII

QSI

MARUKAI CORPORATION

Don Quijote USA

DONKI Thonglor

PPRM（Hong Kong）

PPRM（Singapore）

海外リテール 
部門

UDリテール
総合スーパー事業「アピタ」「ピアゴ」を業態転換した 
「MEGAドン・キホーテUNY」「ドン・キホーテUNY」を運営

UDリテール

富士屋商事

ライラック

ドン・キホーテ
多様な商品を扱うバラエティ型総合ディスカウ 
ントストア事業「ドン・キホーテ」などを運営

ストアークルーズ

ユニー
食品・日用品をはじめ、衣料品・住居 
関連商品などを扱う総合スーパー事業
「アピタ」「ピアゴ」を運営

ユニフード
UCS

ネクスコム
サンリフォーム

99イチバ

マイサポート
サン総合メンテナンス

長崎屋
食品や日用品をメインにした主婦・ファミリー向けの大型ディスカウントストア事業 
「MEGAドン・キホーテ」を運営

ダイシン百貨店
「MEGAドン・キホーテ大森山王店」を運営

ドイト
職人向けプロユース商品からDIY用品まで 
扱うホームセンター「ドイト」を運営

WITH DOIT

パン・パシフィック・インターナショナル・トレーディング
海外での商品企画・製造管理業務、海外からの商品調達コンサルティング業務の事業

国内リテール 
部門ほか

ディワン
PPIHグループの店舗開発事業などを行う不動産開発事業

日本アセットマーケティング
テナント賃貸・不動産管理、施設の保守・メンテナンス事業

パンパシフィックフーズ
日本商業施設
不動産の賃貸、管理、売買及び 
その仲介並びに駐車場の運営管理の事業

不動産部門 
ほか

パン・パシフィックデータサービス
リアリット
モバイル・クーポン、ウェブサイト運営管理 
などを行うインターネットサービス事業

ジャパンインバウンドソリューションズ
観光立国実現のための訪日観光・国際交流の推進、プロモーション事業

広告 
プロモーション 

部門

パン・パシフィックシェアードサービス
PPIHグループ全体の総務・経理・法務などの 
バックオフィス業務

オペレーションシェアードサービスオペレーション
サポート部門

パン・パシフィックリテールサポート
PPIHグループ全体の営業サポート業務

営業サポート
部門

大 中（正称細め） 小（正称なし）

大 中（正称細め） 小（正称なし）

大 中（正称細め） 小（正称なし）

大 中（正称細め） 小（正称なし）

大 中（正称細め） 小（正称なし）大 中（正称細め） 小（正称なし）
大 中（正称細め） 小（正称なし）

PPSS

PPRS
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PPIHグループの主な会社と事業領域 （2019年9月25日現在）  外部評価・表彰  

「１枚であっても企業価値を効果的に
伝えるIR資料のスライド」を表彰し、
その好事例を共有することで、IR担当
者に対して具体的なヒントを提供する
ことを目的とした、IRグッドビジュアル
賞実行委員会（一般社団法人日本IR
協議会、株式会社バリュークリエイト）
が主催する「第６回IRグッドビジュア
ル賞」を受賞しました。

資料の見やすさ

「より少ない銘柄で市場の実勢を的確に表す」ことを目的に開発された時
価総額加重型の指数「日経株価指数300」に採用されました。東京証
券取引所第一部に上場する銘柄（親株式、内国株）から選定された300
銘柄で構成されています。

日本を代表する格付会社「日本格付研究所（JCR）」による債務履行の 
確実性の程度を示す信用格付で、長期発行体格付「A＋」と評価されて
います。キャッシュ・フロー創出力や自己資本の蓄積などが評価され、財務
構成はおおむね安定して推移していくとして、格付の見通しは「安定的」
であると認定されています。

日経株価指数300

長期発行体格付「A+」

企業の男女平等に対する取り組みや、
情報開示の姿勢や実績を評価する、ブ
ルームバーグの「2019年男女平等指数
（Gender-Equality Index）構成銘柄」
に初めて選定。世界36ヵ国のグローバ
ル企業230社が選定され、そのうち日
本企業は14社で、国内小売業界では
唯一当社が選定されました。

企業などのLGBTに関する取り組みを
評価する「PRIDE指標」において、
2017年は「シルバー」受賞、2018年と
2019年は最高評価の「ゴールド」を受賞
しました。2018年7月から結婚祝い 
金などの福利厚生を、同性パートナー
シップ制度を利用する従業員も受けら
れるようになったことなどが評価され 
ました。

9
男女平等に対する取り組み LGBTに関する取り組み

2013 - 2019 年度選定

資本の効率的活用や投資者を意識し
た経営観点など、グローバルな投資基
準に求められる諸要件を満たした「投
資者にとって投資魅力の高い会社」で
構成される株価指数「JPX日経イン
デックス400」の構成銘柄に、2013
年から7回連続で採用されています。

投資魅力の高い会社

ウェブサイトの使いやすさや情報の充
実度などを評価する「Gomez IRサイ
トランキング2018」において、当社IR
サイトが「銀賞」を獲得。業種別で
は、小売業部門で第1位となりました。
さらに、日興アイ・アール株式会社の
「2018年度全上場企業ホームページ
充実度ランキング調査」でも優秀サイ
トに選定されました。

ウェブサイトの使いやすさ

世界的に著名な米国大手金融情報誌
「Institutional Investor」による、世界
の機関投資家・アナリストの投票をも
とに優れたIR活動を行う日本の上場企
業を選出する「The 2019 All-Japan 
Executive Team Rankings（ベストIR
企業ランキング）」のRetailing（小売
業）セクターで最も栄誉ある「Most 
Honored Company」に2年連続で選
ばれました。

優れたIR活動

企業情報開示の促進向上を目的に、
公益財団法人日本証券アナリスト協会
が実施する「ディスクロージャー優良企
業選定」（2019年度）において、小売業
部門第1位に選定されました。当該部
門の対象22社のうち、「経営陣のIR姿
勢等」「説明会等」「フェア・ディスクロー
ジャー」「コーポレート・ガバナンス関連」
「自主的情報開示」の各項目がいずれ
も高評価となりました。

優れたIR活動

Section 1 

存在意義
Section 2 

価値創造
Section 3 
経営基盤
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