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[H&PC事業]

吸収体商品衛生用紙

国内

供給体制強化･圧倒的シェアNo.1確立
■川之江新マシン稼働

■国内向け衛生用紙の供給体制強化

■物流体制の構築

国内

社会ニーズに適応した商品開発･施策

海外

中国でのプレミアムトイレットロール拡販
■川之江新マシンの原反をEICNで加工

■アジア各国での衛生用紙拡販

海外

ベビー用紙おむつの販売地域･チャネル拡大

複合事業化の加速
■大人用紙おむつ・フェミニンケア・ウエット拡販による複合事業化

新規事業

FIT制度を活用した

バイオマス発電

セルロースナノファイバー
（CNF）

[紙･板紙事業]

三島工場の

３つの強みを最大限に活用

クラフトパルプの競争優位性

国内トップクラスの古紙処理技術

国際貿易港に隣接した立地

1

2

3

「メディア用途の紙」から「梱包・包装用途の紙」へシフト
■メディア用途の紙の安定供給

■パルプ増産・マシン改造による梱包・包装用途の紙の生産体制強化

■難処理古紙活用によるコスト競争力強化

アジア市場への板紙・クラフト紙の輸出拡大

1 2

3

1

1

３

衛生用紙・吸収体

複合事業化

複合事業化

複
合
事
業
化

H&PCのグローバルな事業拡大と収益力強化

紙・板紙事業の構造改革

紙･板紙事業とH&PC事業を横断した抜本的な構造改革

複合事業化

１．主要戦略の全体像
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財務基盤を強化構造改革を加速

新型コロナウイルス感染症拡大による影響

２．当社を取り巻く外部環境と当社の戦略

特に｢メディア用途の紙｣の需要減少インパクトは想定以上に大きいと見込む

洋紙事業
■コロナウイルス禍の前の需要には戻らないと想定

・ 広告チラシ用途の印刷用紙の需要減
・ テレワーク普及等による情報用紙の需要減 など

板紙･段ボール事業
■業種別には足下で好調(加工食品･EC向け等)

■全体的には国内での個人消費の落ち込み等の
マイナス影響は若干有り

ホーム＆パーソナルケア(H&PC)事業

■衛生用紙はテレワーク普及の影響等でオフィス
需要(再生紙品)から家庭需要(パルプ品)への
シフトが加速

■国内･海外ともに人々の衛生意識の高まりから
生活様式の変化による使い捨て拭き取り製品の
需要が好調(マスク、ウエットティシュー、ペーパータオル等)

当社独自の構造改革
「競争力のあるパルプを高収益品種へ活用」

不透明感が増す事業環境への備え
次期中計策定に向けての
投資計画の抜本的な見直しに着手洋紙

洋紙

➡

➡ 衛生用紙

板紙・クラフト紙

構造改革と財務基盤強化の両立

複
合
事
業
化
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３．業績計画の進捗
(参考）

売上高 営業 営業 売上高 営業 営業 売上高 営業 営業 売上高 営業 営業

(億円) 利益 利益率 (億円) 利益 利益率 (億円) 利益 利益率 (億円) 利益 利益率

(億円) (億円) (億円) (億円)

紙・板紙事業 3,165 81 2.6% 3,178 199 6.3% 3,000 140 4.7% 3,400 120 3.5%

H＆PC事業 1,951 43 2.2% 2,047 80 3.9% 2,450 130 5.3% 2,500 180 7.2%

 (内訳)

　海外事業

   国内事業 1,606 43 2.7% 1,702 99 5.8% 1,800 120 6.7% 1,800 130 7.2%

その他事業

(調整額含む)
223 -3 -1.3% 239 27 11.3% 200 10 5.0% 250 20 8.0%

合計 5,339 121 2.3% 5,464 306 5.6% 5,650 280 5.0% 6,150 320 5.2%

-19 -5.5% 650345345 0 0.0%

2020年度 業績予想 2020年度 目標(3次中計)

700 50 7.1%10 1.5%

事業

2018年度 実績 2019年度 実績

新型コロナウイルス感染症拡大による損益への影響

売上高 営業利益 売上高 営業利益

(億円) (億円) (億円) (億円)

紙・板紙事業 -9 -3 -220 -80

+50 +4 +15 +5

その他事業 -0 -0 -4 -4

合計 +41 +1 -209 -79

H＆PC事業 (国内+海外)

事業
2020年度2019年度
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37% 37% 37%
43% 46%

6% 6% 6%

6%
6%9% 11% 12%

13%
14%

48% 46% 44%
38% 34%

2017年 2018年 2019年 2020年

46% 47% 48% 49%

3% 3% 3% 3%
8% 8% 8% 8%

43% 42% 41% 40%

2017年 2018年 2019年 2020年

当社の品種別販売構成の変遷
(販売数量) 

製紙連の国内需要の変遷
(払出数量)

※（出所：製紙連統計データ）

2020対2017

-10％
-3％

+4％

+0％

+6％
+3％

+0％

+0％

４．品種別販売構成の対比

第4次中計
のイメージ

2021年7月
三島ペーパータオルマシン

2021年10月
川之江2号マシン

■ 新聞･印刷･情報用紙 ■ 衛生用紙 ■ 包装用紙 ■ 板紙 ■ 新聞･洋紙 ■ 衛生用紙 ■ 包装･機能材 ■ 板紙

N7マシンは
フルに寄与

衛生用途

メディア用途

梱包･包装用途

2020対2017
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3次中計の主要施策

環境の変化に対応できる体制を構築し、比較優位の三島工場のインフラを活用し、

｢メディア用途の紙｣から｢梱包･包装用途の紙｣へシフトする抜本的な構造改革を実施

５. 主要戦略の進捗

１）紙･板紙事業の構造改革

三島工場N7マシン(2020年4月営業運転開始)

■中国およびアジア諸国の高破裂度ライナーの需要が堅調

外部環境

本年4月に計画通りN7マシンの転抄が完了

環境変化への対応力が格段に向上

洋紙マシン ➡ 板紙マシン
転抄

➡
競争力の高い板紙を

中国･アジア諸国
へ輸出

難処理古紙

41%

7%

52%
2017年度

実績
51%

8%

41%
2020年度

見込

■ 洋紙 ■ 包装･機能材 ■ 板紙

紙・板紙事業における販売構成推移

・ 中国による、欧米からの古紙の輸入制限

・ 家電や精密機器など、中国から周辺国への生産拠点のシフト

（ベトナム･インドネシア･フィリピンなど）



DAIO PAPER CORPORATION 9DAIO PAPER CORPORATION 9

５. 主要戦略の進捗

１）紙･板紙事業の構造改革

クラフトパルプの
コスト競争力･強度･品質

流送パルプの優位性
1

難処理古紙配合による
コスト低減･環境負荷低減

古紙原料の優位性
2

中国･アジアへの輸出に適した
臨海立地(国際貿易港)

工場立地の優位性3

廃棄物の削減と製紙原料への活用

■マテリアル･リサイクル

自社内で発電への置き換え

■サーマル･リサイクル

ゼロ･エミッション

2020年7月に増産工事完了予定

パルプの増産 難処理古紙処理設備の増強

2018年より順次実施

三島工場 N7板紙マシン

設備の優位性 国内トップクラスの生産性

複
合
事
業
化

梱包･包装用途の紙の拡販 今後の展開

■国内の安定供給体制の強化

第4次中期事業計画
(2021～2023)

第3次中期事業計画
(2018～2020)

第2次中期事業計画
(2015～2017)

■アジアをワンマーケットと捉えた
販売体制構築の準備

・需要の旺盛な中国･アジア諸国に
おいて徹底した市場調査を実施
(板紙、クラフト紙）

難処理古紙
石膏ボード剥離紙、金銀ラミネート紙、
ビニール重袋、紙管古紙 等

■生産体制の強化

・可児工場の洋紙マシンをいわき
工場へ移設･板紙への転抄（2014年）

・大王パッケージ茨城工場の

コルゲータ更新（2020年8月予定）

■中国･アジア市場の強化
(板紙･段ボール事業)

N7板紙マシンの優位性
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環境にやさしい「紙」素材への転換を促進

５. 主要戦略の進捗

１）紙･板紙事業の構造改革

エリプラペーパー クラフト紙
バージンパルプ100％でFSC認証紙としての生産や
間伐材配合も可能なプラスチック代替素材の
高密度厚紙

プラスチック製ショッピングバッグから代替可能で、
包装用原紙への｢古紙配合｣や｢FSC認証紙｣
へのニーズを満たした環境配慮型製品

脱・減プラスチックに向けたプラスチック代替素材の採用事例が拡大

カルディコーヒー
(㈱キャメル珈琲様)

東京靴流通センター
(㈱チヨダ様)

フォーエル
(はるやま商事㈱様)

紙製スパチュラ(紙べら)
(FARM SKIN inc.様)

紙製ショッピングバッグ紙製カトラリーなど

■2020年2月

「第29回地球環境大賞 奨励賞」受賞
エリプラペーパーの開発･展開による環境への
取り組みを評価

■2020年1月 新発売

｢FS未晒再生紙100｣
(古紙パルプ100％配合)

｢FS未晒クラフト紙40｣
(古紙パルプ40％以上配合)

紙製ナイフ
(㈱お菓子の香梅様)

紙製ハンガー
(島田商事㈱様)

紙製ピック
(㈱ブルボン様)

H&M
(H&Mヘネス・アンド･マウ

リッツ･ジャパン㈱様)

2019年
12月販売

2020年
4月販売

2020年
4月販売

New

2020年
4月販売

New

New

ヒートシール紙

パンやお菓子などの
食品包装材に採用拡大

ラミネート紙※と比較してプラスチック
使用量を30％以下(当社製品比)に
削減可能

(ポリプロピレン(PP)や、ポリエチレン(PE)を貼り合わせた紙)

その他 機能材

2020年
4月販売

New

ぶどう饅頭
(㈲日乃出本店様)

マスク取替用抗菌シート
マスクの間に挟み繰り返しの使用や、
化粧･口紅のマスクへの付着防止

(昭和紙商事㈱様)

2020年
4月販売

New

New
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印刷グループにおける最適生産体制の構築

洋紙･印刷の一体運営による洋紙事業のさらなる強化

■当社独自の販売戦略と販売体制を磨き、印刷事業を強化･拡大してきた

・最終需要家(印刷会社)のニーズを掴み、商品の提案･販売に繋げるマーケット･イン志向の販売戦略

・商業印刷、POP、シール･ラベル、ビジネスフォームなど複数商材の一括提案が可能な販売体制

５. 主要戦略の進捗

１）紙･板紙事業の構造改革

2020年1月 ㈱千明社のM&A

差別化された商業印刷の生産･販売体制強化に加え、千明社を
含めたグループ各印刷会社を横断した最適生産体制の構築が可能に

千明社 幸手工場 (埼玉県)

第4次中期事業計画
(2021～2023)

第3次中期事業計画
(2018～2020)

第2次中期事業計画
(2015～2017)

M&Aによるシナジー効果発現

■グループ一体運営の醸成

・商業印刷･POP製品等の提案力･販売力強化
(2017年 三浦印刷M&A)

・高付加価値のシール･ラベルや貼箱製品の販売強化
(2017年 ダイオーポスタルケミカルM&A、大和紙工M&A)

・差別化された商業印刷の生産･販売強化
(2020年 千明社M&A)

■コスト競争力向上のための再編･内製化率向上

・商業印刷･ビジネスフォーム印刷等、各業態別に特化した

工場の再編

■シール･ラベル設備の増設･供給体制強化

・需要の伸長の見込めるシール･ラベル設備を増設

内製化率の向上 生産体制の合理化 差別化戦略



DAIO PAPER CORPORATION 12DAIO PAPER CORPORATION 12

全カテゴリーシェアNo.1の地位を盤石にしていく

エリエール+water ソフトパックティシュー

５. 主要戦略の進捗

２） H&PCのグローバルな事業拡大と収益力強化（国内事業）

※（出所：SRIデータ 金額シェア）

ティシュー 24.8％（第１位）

トイレット 30.2％（第１位）

キッチン 30.1％（第１位）

ペーパータオルの供給強化

当社ペーパータオル シェア第1位
※(出所：当社調べ）

※

不織布マスクの国内生産開始
(従来は海外協力工場にて生産)

➡ 6月には2,600万枚/月の能力まで増強

■エアージェットタオルからのシフト

付加価値商品のラインナップ拡大

あらゆる社会的課題の
解決に取り組む

■家庭向けの需要も急増
■医療機関や宅配業者など、必要とする

機関･施設へ優先的に供給

拭き取り製品のニーズへの対応

■布製品から使い捨て製品へのシフト

■携帯用ウエットティシューの需要増

携帯用ボトルタイプ

➡ 除菌ウエットティシュー設備2台増設➡ 三島工場にペーパータオル専抄の

抄紙機･加工機新設 (2021年7月予定)

当社
(参考)

上位3社計

61.5％

無添加ウエットティシュー Puana

51.4％

58.1％

2019年度下期シェア

■新型コロナウイルスの急激な感染拡大を受け、これまで以上に、
生活様式の変化やニーズの多様化に応えていく

(2020年7月･10月予定)

ピュアナ
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５. 主要戦略の進捗

２） H&PCのグローバルな事業拡大と収益力強化（国内事業）

2021年7月

三島工場にペーパータオル専抄抄紙機･加工機新設
2021年10月

川之江工場2号抄紙機新設(衛生用紙)

衛生用紙製品のトップメーカーとして、構造改革のさらなる加速とともに、需要が拡大し
多様化する国内外の市場ニーズにフレキシブルに対応できる供給体制を構築していく

■国内のペーパータオル市場は年々伸長

■従来は法人向け中心の販売

（商業施設、外食産業、医療福祉施設など）

■人々の生活様式の変化により、家庭向けの

ペーパータオルの需要も急増

（タオルからの代替、拭き取り需要）

■国内高付加価値商品を中心に国内での
全品種安定供給

■中国等アジア向けの輸出強化

原反川之江工場に
抄紙機増設

可児工場に
加工機増設

東日本を
中心に販売

中国・アジア
へ販売

西日本を
中心に販売

加工

2021年10月

2021年10月

倍巻きトイレットやソフトパックティ

シューなど、ニーズの多様化に対応
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第4次中期事業計画
(2021～2023)

第3次中期事業計画
(2018～2020)

第2次中期事業計画
(2015～2017)

５. 主要戦略の進捗

２） H&PCのグローバルな事業拡大と収益力強化（国内事業）

さらなる最適生産体制へH&PCにおける生産体制の強化

■衛生用紙の生産体制強化（可児工場、川之江工場、埼玉県行田工場

へのマシン新設、日清紡HD紙製品事業M&A、ソフトパックティシュー上市）

■ペーパータオル設備の増強（大日製紙、南陵工場へのマシン新設）

■吸収体設備の増強（エリエールプロダクト愛媛工場、福島工場稼働）

■物流体制の強化（全国4箇所に大型物流倉庫稼働、パレット輸送化）

■マスクの国内生産開始（まず医療機関･宅配業者などへ優先的に供給）

■川之江工場 2号抄紙機新設 (2021年10月予定)

■中国向け 衛生用紙原反の輸出拡大

■可児工場 加工機新設 (2021年10月予定)

■三島工場 ペーパータオル専抄の抄紙機、加工機新設
(2021年7月予定)

大人用紙おむつ

フェミニンケア ｢生理用品らしくない｣
シンプルなデザイン

ベビー用紙おむつ

ハートサポートプロジェクト2019

SNS投稿に応じてケニア
ナイロビのキベラ地区の
女の子たちへ、石鹸や
下着、トイレットペーパー
などの支援を実施

（2018年に続き2回目の実施）

ウエット製品
トイレのおそうじニーズへの対応

「キレキラ！トイレクリーナー」が
雑誌LDK(2020年1月号)にて
2019年 年間ベストバイを受賞

在宅介護現場への
排泄ケア情報の提供

キャラクターを使った商品発売
と｢知育｣の取り組み

地域包括ケアの現場連携ツールへの情報提供 ノベルティの知育グッズ

消費者からの「もっとシンプルな
デザインでいいのに」という声に
応えた新しい提案



DAIO PAPER CORPORATION 15DAIO PAPER CORPORATION 15

５. 主要戦略の進捗

２） H&PCのグローバルな事業拡大と収益力強化（国内事業）

H&PC事業を支える物流事業

ケイジー物流㈱のM&A (2020年5月公表)

■消費地でのエリア物流体制を構築

■スキルの高い乗務員

■生産能力の増強に伴い、輸送能力の増強が必要

■消費地でのエリア物流体制の構築が必要

■製品の保管効率向上

■運転手の積込時間削減

■荷役時間の削減

■2018年10月に開始後
55.5％まで向上

(主要工場における2019年度実績)

大型物流倉庫稼働

パレット輸送比率の向上

パレット輸送化

エリエールロジスティクスセンター四国中央
(愛媛県)

エリエールロジスティクスセンター可児
(岐阜県)

エリエールロジスティクスセンター富士北山
(静岡県)

エリエールロジスティクスセンター富士南陵
(静岡県)

■消費地でのエリア物流体制のさらなる強化(関東･関西･九州)

■H&PC吸収体製品(紙おむつ等)についてもパレット輸送化を推進
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H&PC海外事業 国別売上高推移

５. 主要戦略の進捗

２） H&PCのグローバルな事業拡大と収益力強化（海外事業）

第4次中期事業計画
(2021～2023)

第3次中期事業計画
(2018～2020)

第1次･第2次中期事業計画
(2012～2017)

アジアから世界へと飛翔アジアでの地産地消体制の構築

■生産･販売拠点の設立（タイ、中国、インドネシア）

■輸出販売の強化（韓国、台湾、ロシア、トルコ等）

■複合事業化の推進（ベビー用紙おむつで確立したブランド力を活用し、
衛生用紙、フェミニンケア等の多品種販売を展開)

■トルコ及び周辺国、南米における事業基盤の構築へ

■さらなる複合事業化の加速

・ 中国第2工場稼働（2020年9月）

・ インドネシアでの多品種展開

億円 中国 タイ インドネシア

トルコ ブラジル
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５. 主要戦略の進捗

２） H&PCのグローバルな事業拡大と収益力強化（海外事業）

アジア

ベビー用紙おむつでタイ･中国･インドネシア

に生産拠点の点を打ち(地産地消)

➡ 点から面へ販売エリアを拡大
(マレーシア･フィリピン･ベトナム他)

➡ 多品種販売による複合事業化で
面から立体へと海外事業を拡大

トルコ及び周辺国 ブラジル
トルコ･ロシア･中東･北アフリカを

「ワンマーケット」と捉えた販売戦略

※ 足下ではウエット等の販売も好調

➡ GOO.Nとの2ブランド制により

50％超をロシアや周辺国へ輸出
していくことで3年以内に黒字化へ

成長ポテンシャルの高い南米における最大

市場であるブラジルで事業基盤を構築

※ 足下では衛生用紙の販売が好調

➡ 機能紙における当社可児工場との
シナジー発現

➡ 将来的にはアフリカ南部や中米
地域への進出も検討
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５. 主要戦略の進捗

２） H&PCのグローバルな事業拡大と収益力強化（海外事業）

中国

精霊の産着
(中堅ベビー

ショップ向け)

天使の産着

地域別･業態･消費者層別に
対応した商品展開

花信風の産着
(EC業態向け)

2020年3月

光の羽 鎏金の産着
パンツタイプ 新発売

高品質で、赤ちゃんの肌に
おむつ跡が付きにくい構造

光の羽の産着

2,100店舗超に配荷(4月末時点)

プレミアムトイレット

最上位ゾーン

ビタミン

■地産地消

■プレミアム

■複合事業化

戦 略

第2工場建設

により強化

➡

2020年9月 第2工場竣工

2020年7月
テープタイプ 発売予定

2020年1月 新発売

贅沢保湿ティシュー

ベビー用ローションティシュー

衛生用紙・吸収体

複合事業化リュウ ジン
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５. 主要戦略の進捗

２） H&PCのグローバルな事業拡大と収益力強化（海外事業）

■現地のニーズに対応するため
エコノミー品の品質改良に着手

（SSサイズへの対応、締め付け改善など）

タイ インドネシア

エリア別マルチ代理店制度への移行による
きめ細かな販売サービスにより拡販を達成

➡ 地方のベビーショップや一般店舗との

関係性強化

需要の8割を占めるジャワ島･スマトラ島に
重点を置いたマルチ代理店体制の構築

➡ エリアを細分化したマルチ代理店制により、
需要構造に応じた商品提案を実施

(ミニマート、ベビーショップ、伝統小売店舗(ワルン)、ECなど)

■フェミニンケアを中心に
複合事業化が順調に推移

■人々の生活様式の変化により
除菌系ウエット品の販売が好調

インドネシアや
周辺国への販売拡大

■需要が拡大している
プレミアム品の販売強化

複合化を推進

2019年6月 現地オーナー会
｢ELLEAIR PARTNERSHIP PROGRAM｣発足

エコノミー品 プレミアム品
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５. 主要戦略の進捗

２） H&PCのグローバルな事業拡大と収益力強化（海外事業）
ブラジルNo.1ブランド「Personal」

衛生用品のマーケットリーダー

衛生用品(BtoC)
売上構成比86％

ブラジル サンテル社

グァイバ工場
(ポルト･アレグレ)

ペンハ工場
(サンパウロ)

ブラガンサ･パウリスタ工場
(サンパウロ近郊)

物流センター

衛生用紙ベビー用
紙おむつ

フェミニン 主力のブラガンサ･パウリスタ工場

特殊紙(BtoB)
売上構成比14％
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５. 主要戦略の進捗

２） H&PCのグローバルな事業拡大と収益力強化（海外事業）

好立地の工場立地と生産技術

トルコ及び周辺国に亘る販売ネットワーク
トルコ ウゼン社

KOMiLi

ゲブゼ工場
(イスタンブール近郊)

ゲブゼ工場
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経営理念の実現に向けた事業活動に取組むことにより、環境保全･地域社会との

共生を通じて持続的な企業価値の向上を目指す

６．事業活動を通じたESGへの主な取り組み

D
ものづくりへの
こだわり

ttentive

ntegrated rganic

◼ 需要構造の変化に対応した構造改革
の取り組み

・洋紙マシンから板紙マシンへの転抄

・衛生用紙の需要増･ニーズの多様化に
対応した生産体制強化

◼ 環境負荷低減の商品開発の取り組み

・脱プラスチック素材の提案

・セルロースナノファイバーの事業化

・無添加ウエットティシュー「Puana」上市

・当社段ボール製の飛沫防止パーテーション

・ホワイト物流、パレット輸送比率の向上

◼ 地域社会との共生の取り組み

・愛媛県･四国中央市の子育て支援事業協賛

・タイでの孤児院･障がい者施設への寄付

・ベビー用紙おむつ自動販売機を商業施設や
道の駅に設置

・ハートサポート2019

◼ QOLの向上への取り組み

・厚生労働省認知症サポーター講座受講社員
による啓蒙活動

・厚生労働省｢地域包括ケアシステム｣における

在宅介護現場への排泄ケア情報の提供

◼ ダイバーシティ&インクルージョン
の取り組み

・ダイバーシティ委員会設置

・役員禁煙チャレンジをはじめと
した健康経営の取り組み

・外部機関からの評価
(健康経営銘柄2019他)

◼ コーポレートガバナンスの強化

・取締役会の実効性評価

・株式報酬制度の導入

◼ 気候変動対応への取り組み

・サステナビリティ委員会設置

・チリでの海外植林

・難処理古紙の有効活用による
ゼロ･エミッションの実現

・FIT制度(再生可能エネルギーの固定価格

買取制度)を活用したバイオマス発電開始

edicated

安全で働きがい
のある企業風土

地域社会との
きずな

地球環境への
貢献

OI

A
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植林面積の拡大によるCO2吸収･固定化石炭使用量の削減によるCO2排出量の削減

６．事業活動を通じたESGへの主な取り組み

持続可能な社会の実現に向けて

昨今、環境にやさしい｢紙｣という素材の優位性が改めて見直されている中、当社は
地球温暖化対策や持続可能な社会の実現に向け、事業活動を推進していく方針

2020年7月

三島工場FITバイオマス
ボイラー稼働

CO2吸収･固定化約170万t
(当社グループのCO2排出量の47.9%に相当)

伐採した跡地には
必ず再植林を実施
(安定的なCO2吸収源)

利益の範囲内で
毎年植林用地を
購入(植林面積拡大)

■フォレスタル･アンチレ社(チリ)の大王製紙グループ

以外への外部売上の拡大

化石燃料の代替素材としての研究

■三島工場･いわき工場にて難処理古紙増配工事

➡ マテリアルリサイクル･サーマルリサイクルの促進

三島工場へのリサイクルボイラーの
導入も検討 原料チップ生産過程で排出される

樹皮やダスト等をペレット化

■いわき工場へリサイクル

ボイラー設置(2023年1月予定）

■2030年度目標

CO2排出原単位2013年比 26％削減

■クラフトパルプ増産等による

バイオマス燃料の活用

三島工場FITバイオマス
ボイラー(建設中)
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参考資料１ 2020年度計画の概況
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紙･板紙事業の
構造改革

三島工場Ｎ７マシンの改造による板紙の生産体制強化

板紙・クラフト紙の輸出販売拡大

設備増強による板紙生産における難処理古紙の増配

三浦印刷･大和紙工のM&Aのシナジー最大化

H&PCのグローバルな
事業拡大と収益力強化
（衛生用紙）

川之江衛生用紙マシン新設による生産体制強化

埼玉県行田工場での衛生用紙原反加工による首都圏への
クイックデリバリー

中国でのプレミアムトイレットロール販売開始

日清紡HD紙製品事業M&Aのシナジー最大化

大型物流倉庫稼動による保管･輸送･荷役の効率化

パレット輸送化による物流効率化

H&PCのグローバルな
事業拡大と収益力強化
（吸収体商品）

海外事業の複合事業化の加速

さらなる事業拡大を見据えた中国第2工場建設･稼働

社会ニーズに対応した商品開発･施策（国内事業）

新規事業
FITバイオマス発電による電力販売開始

セルロースナノファイバーの事業化

改革･戦略 主要戦略 施策
3次中計

2018 2019 2020

成
長
戦
略

事
業
を
横
断
し
た
抜
本
的
な
構
造
改
革

参考資料２ 主要戦略･施策の収益貢献時期
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本資料に記載されている業績予想並びに将来予測は、

現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想

であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。

そのため、様々な要因の変化により、実際の業績は記載

されている将来の見通しとは大きく異なる結果となる可能性

があることをご承知おき下さい。

将来見通しに関する注意事項

※

注意事項


