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見やすく読みまちがえにくいユニ
バーサルデザインフォントを採用
しています。

IPA（イソプロピルアルコール）等の
有害物質を含む「湿し水」を使わな
い水なし印刷を採用し、VOCの発
生を大幅に削減しています。

植物油溶剤のインキ
を使用しています。

世界中の人々へ
    やさしい未来をつむぐ

適切に管理されたFSC®認証林およ
びその他の管理された供給源からの
原材料を用紙の材料にしています。
用紙：当社「FSユトリログロスマット」を
使用しています。



報告対象期間 
2020年4月1日～2021年3月31日（一部対象期間外の内容も含まれます。）

報告対象範囲 
本レポートは大王製紙グループ39社を報告対象としています。

ただし、環境関連データにつきましては、大王製紙㈱及び以下の連結子会
社27社の生産工場となります。
いわき大王製紙（株）／大日製紙（株）／大津板紙（株）／ハリマペーパー
テック（株）／大成製紙（株）／丸菱ペーパーテック（株）／エリエールペー
パー（株）／赤平製紙（株）／エリエールプロダクト（株）／ダイオーペー
パープロダクツ（株）／ダイオープリンティング（株）／三浦印刷（株）／ダ
イオーポスタルケミカル（株）／大和紙工（株）／（株）千明社／大王パッ
ケージ（株）／寄居印刷紙器（株）／上村紙工（株）／ダイオーミルサポート

（株）／ダイオーミルサポート東海（株）／エリエールテクセル（株）／フォレ
スタル・アンチレLTDA.／エリエール・インターナショナル・タイランドCo., 

LTD.／大王（南通）生活用品有限公司／PT.エリエール・インターナショナ
ル・マニュファクチャリング・インドネシア／エリエール・インターナショナ
ル・ターキー・キシセル・バクム・ウルンレリ・ウレティムA.S.／サンテルS.A.

参考にしたガイドラインなど 
環境省｢環境報告書ガイドライン2018年度版｣、ISO26000、IIRC「国際
統合報告フレームワーク日本語訳」、経済産業省「価値協創ガイダンス」

報告書発行年月 
2021年10月（今回）　2022年10月（次回予定）

年度表記について 
本レポートの2020年度、2021年3月期とは、2021年3月31日に終了し
た連結会計年度を指し、その他の年度についても同様とします。

大王製紙グループの
価値創造ストーリー

価値を提供し続ける
ための成長戦略

持続的な成長を
支える基盤

データ＆
インフォメーション

03  大王製紙グループの経営理念
● 存在意義

05  会長メッセージ
07  社長メッセージ
13  大王製紙グループの歩み

● 迅速な意思決定と実行力

15  At a Glance
17  大王製紙グループの強み
19  大王製紙グループのマテリアリティ

● 重要課題

21  大王製紙グループの価値創造

23  大王製紙グループの目指す姿と
中期事業計画
● 長期ビジョン実現へのロードマップ

25  中期事業計画の振り返り
27  第4次中期事業計画の概要
29  財務統括役員メッセージ
31  第4次中期事業計画実現に向け

● 紙･板紙部門
● ホーム＆パーソナルケア部門

35  特集 1  海外戦略と具体的な取り組み

39  DAIO やさしい未来 2030
41  マテリアリティに対する取り組みとSDGs貢献
43  Dedicated  ものづくりへのこだわり
45  Attentive  地域社会とのきずな
47  Integrated  安全で働きがいのある企業風土
49  Organic  地球環境への貢献
51  特集 2  脱炭素社会に向けた取り組み
55  コーポレートガバナンス

● 役員紹介
● コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
● コーポレートガバナンス体制の概要　　
● 各社外役員の選任理由 ● 取締役会の実効性評価
● スキルマトリックス
● 社外取締役メッセージ

65  財務・非財務ハイライト
67  経営者による財政状態、経営成績及び

キャッシュ・フローの状況の分析

70  連結財務諸表
● 連結貸借対照表

71  連結財務諸表
● 連結損益計算書 ● 連結包括利益計算書

72  連結財務諸表
● 連結キャッシュ・フロー計算書

73  投資家情報・会社概要

大王製紙グループの「歩み」「強み」「マテリアリ
ティ」、トップによるメッセージを掲載し、存在意義
を果たすための価値創造プロセスについて、
ストーリー性を重視した構成で説明しています。

これまでの中期事業計画の振り返りと、第４次中期事業計画
の全体像及び、財務面からのサポート、事業別の具体的な
方針等から、計画の実現性や持続的な成長の見通しにつ
いて説明しています。

持続的に成長するための事業を通じた社会課題解決を、SDGs
貢献への取り組みとしてまとめ､経営理念の４つの柱ごとに
整理し、それらを経営面から支えるガバナンス体制・考え方と
ともに説明しています。

経営成績や財務状況の分析・財務諸表等の財務
データ、事業拠点等、各種データを掲載しています。

お問い合わせ先 
大王製紙株式会社 サステナビリティ推進部

〒102-0071
東京都千代田区富士見2-10-2
飯田橋グラン・ブルーム
TEL 03-6856-7500 FAX 03-6856-7605

将来の見通し等に関する記述について 
このレポートに記載されている将来の見通しは、種々の前提に基づくもの
であり、将来の計数数値、施策の実現を確約したり保証したりするもので
はありません。

外部評価 

※ 「 健康経営」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。

「DBJ 健康経営（ヘルスマネジメント）格付」において5年連続
で最高ランクの格付を獲得しました。

「健康経営銘柄」に、パルプ・紙業種で初
めて選定されました。

大王製紙グループwebサイトをご覧ください。 https://www.daio-paper.co.jp/

「健康経営優良法人～ホワイト500～
（大規模法人部門）」に4年連続認定さ
れました。
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