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3.再生
地球を再生する

環境保全に積極的に取組み、
多様な生物が共生・繁栄でき
る自然豊かな地球に再生（リ
ジェネレーション）します

1.衛生
人々の健康を守る

衛生用品・習慣を普及
させて人々の健康を守
り、あらゆる地域で共
生社会を実現します

2.人生
人生の質を向上させる

より良い暮らしができ
るサービスを提供する
ことで、人々のQOLを
向上させます

「3つの生きる」
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50％以上
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H&PC売上構成比

H&PC海外売上構成

お客さま

高品質・高付加価値の
商品とサービス

取引先

共に成長

従業員
及びその家族

安心第一の
職場環境

地域社会

生活・産業・
文化の発展

株主・投資家

安定的な配当・
株価向上
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-24.9％

■ 新聞･洋紙
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■ 衛生用紙
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■ 包装･機能材

＋22.8％
■ 板紙

0 50 100 150 200 250 300
2014年
月平均
2017年
月平均
2020年
月平均
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● クラフトパルプ
＋7.5％

衛 生 再 生人 生

2014年対2020年増減率

新聞･洋紙の需要減を捉え、板紙や衛生用紙
等の売れる品種へシフトすることで、全品種の
生産量合計は2014年と同等

迅速な意思決定と実行力
×

需要に応じたフレキシブルな生産体制

SECTION 03 SECTION 04
持続的な成長を支える基盤 データ＆インフォメーション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

SECTION 02SECTION 01

大王製紙グループの目指す姿と中期事業計画

2012年に新生大王製紙としてリスタートした当社グループは、

中期事業計画において、「構造改革」と「海外展開」を中心に取り組んできました。

2027年3月期には、売上高8,000億円～1兆円（うちH&PC事業の構成比50％以上、

H&PC海外事業の構成比30％以上）、営業利益率10％を達成することを長期ビジョンに掲げ、

次なる成長と新たな未来に向けて、戦略的に事業ポートフォリオを変革しながら、

持続的に成長し続ける企業グループを目指していきます。

構造改革による生産品種シフトの軌跡

経営理念

海外事業展開の軌跡

長期ビジョンに掲げた目標からのバッ
クキャスティングで中期事業計画を策
定し、「構造改革による事業基盤の強
靭化と事業ポートフォリオの変革」なら
びに「海外成長市場への進出による
H&PC事業の強化・拡大」の2つの経
営戦略を推し進めてきました。
構造改革については三島工場のパル
プのフル生産を維持しながら、マシン
を停機せずに戦略的な生産品種シフト
を進め、クラフトパルプを増産。需要が
拡大している衛生用紙や板紙の品種

構成を高め、マシン稼働率の維持と同
時に競争優位性のさらなる向上を実
現しています。
海外事業展開においては、ベビー用紙
おむつを軸に、中国、タイ、インドネシ
アに生産工場を設立し、アジアで地産
地消の体制を構築。第3次中期事業計
画では、ブラジル及びトルコにおいて
M & A を 実 施 し 、南 米 と M E N A

（Middle East and North Africa）
の新規市場に新たな「点」を打つこと
ができました。

当社グループでは、こうした事業戦略
を遂行しながら、グローバル喫緊課題
である気候変動対応をはじめとする
ESG（環境、社会、ガバナンス）の視点
での課題解決や、SDGsが目指す持続
可能な社会の実現に向けても取り組
みを進め、経営理念「世界中の人々へ 
やさしい未来をつむぐ」の実現を目指
しています。

品種別生産数量推移（当社）

海外地域別売上高の推移
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2020年度2019年度2018年度2017年度2016年度2015年度2014年度2013年度2012年度

第１次中計（2012～2014年度） 第3次中計（2018～2020年度）第2次中計（2015～2017年度）

4.9％
7.7％ 11.1％

5,629億円5,313億円
4,502億円
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売上高（億円）

Restart ～確かな変革、更なる成長 Move on 革進と飛翔Step-up ～飛躍と拡大 

■ 新聞・洋紙　　■ 産業用紙・段ボール　　■ Ｈ＆ＰＣ・国内事業　　■ Ｈ＆ＰＣ・海外事業　　■ その他事業　　● 営業利益

SECTION 03 SECTION 04
持続的な成長を支える基盤 データ＆インフォメーション

中期事業計画の振り返り

第1次から第3次までの中期事業計画9年間では、構造改革によって

紙･板紙事業で安定的に売上を維持しながら、H&PC事業で大きく伸ばしました。

8期連続増収、3期連続営業増益を記録すると共に、次なる成長と新たな未来に向けた土台作りができました。

第4次中期事業計画以降も紙･板紙事業とH&PC事業を横断した抜本的な構造改革を進め、

海外展開においては、アジア・ブラジル・トルコを起点に、「点」から「面」への拡大を進めるなど、

本格的に複合事業化を推進して、「事業の立体化」に取り組んでいきます。

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

SECTION 02SECTION 01

第2次中期事業計画
（2015年度～2017年度）：

第２次中期事業計画では、引き続き、
洋紙事業の構造転換を進め、収益極
大化に向けた品種構成への転換を図
りました。また板紙・段ボール事業も、
いわき3号抄紙機の稼働等でさらなる
強化を進めました。
H&PC国内事業においては、日清紡
ホールディングスから紙製品事業を譲
り受け、衛生用紙のシェアが向上した
ほか、エリエールのブランド力を生かし
た高付加価値商品の拡販に注力しま
した。また、エリエールプロダクトの福
島工場稼働により、国内吸収体製品の

供給体制を拡充しました。海外事業では、タ
イ・中国・インドネシアで生産設備を増設し
て商品ラインナップを拡充して拡販を進め
るとともに、日本から韓国・ロシア・台湾等
への輸出販売を拡大しました。
さらに、将来を見据えた新規事業である、セ
ルロースナノファイバー（CNF）においては、
CNF乾燥体製造パイロットプラントを稼働さ
せ、CNFラインナップの拡充を図りました。

● 経営基盤の再構築
● 徹底したコストダウンと品種シフトによる洋紙事業の収益改善
● 板紙・段ボール事業の強化
● H&PC事業の拡大

振
り
返
り

基
本
方
針

● 洋紙事業の構造転換
● 板紙・段ボール事業の強化

● H&PC事業のさらなる成長と加速
● 新規事業/セルロースナノファイバー
（CNF）の開発

H&PC海外事業の推進
国内M&A実施により
売上高を大幅拡大
利益目標は未達

● 紙･板紙事業とH&PC事業を横断した抜本的な構造改革
● H&PCのグローバルな事業拡大と収益力強化
● セルロースナノファイバー（CNF）の早期事業化

構造改革と財務体質
改善により
経営基盤を再構築

（単位：億円） 目標 実績
売上高 4,500 4,502
経常利益 225 217
有利子負債 4,000 3,750
自己資本比率 17% 23.7%
ネットD/Eレシオ 3.8倍 2.4倍

（単位：億円） 目標 実績
売上高 5,000 5,313
経常利益 250 128
純有利子負債 2,500 2,800
自己資本比率 28% 25.9%
ネットD/Eレシオ 1.5倍 1.6倍

（単位：億円） 目標 実績
売上高 6,150 5,629
営業利益※ 320 369
H&PC海外売上比率 15% 11.1%
ROE 8% 10.1%
ネットD/Eレシオ 1.6倍 1.3倍

事業を横断した構造改革と
海外M&Aを実施
売上高を除くすべての項目
で目標を達成

第1次中期事業計画
（2012年度～2014年度）： Restart ～確かな変革、更なる成長 Step-up ～飛躍と拡大 Move on 革進と飛翔

第３次中期事業計画
（2018年度～2020年度）：

事業別売上高・営業利益推移

第1次中期事業計画では、継続的な洋紙需要の減少と三島工場のパルプのフル生
産維持を起点に、構造改革に着手しました。徹底したコストダウンと品種シフトを通
じて洋紙事業の収益力を改善させるべく、クラフトパルプの増産によりパルプ費を
低減し、洋紙品種の高付加価値化による収益力強化に努めました。同時に、洋紙需
要に見合う最適生産体制とするために、可児工場・三島工場の洋紙マシンを板紙マ
シンへとシフトし板紙の需要増に対応する体制としたほか、段ボール会社の統合・一
体運営も進め、板紙・段ボール事業を強化しました。
一方、成長戦略としてH&PC事業のさらなる拡大に向け、ベビー用紙おむつを主力
商品として、2011年にタイ、2012年に中国（南通）・2014年にインドネシアに生産
工場を設立し、アジアで「地産地消」の体制を構
築しました。
また経営基盤の再構築を図るべく、ガバナンス
の再構築と財務体質の改善にも注力しました。

第３次中期事業計画では、紙・板紙事業とH&PC事業を横断した抜本的な構
造改革に着手しました。洋紙から板紙へのシフトによって捻出したパルプを、
衛生用紙に活用するため、2018年10月に川之江工場を再稼働させ、日清紡
ホールディングスの紙製品事業も合わせて、衛生用紙事業のシェア拡大と収
益力の強化に注力しました。成長戦略では、H&PC海外事業において、中国
でプレミアムトイレットティシューの拡販に注力しました。さらに、ブラジル（サ
ンテル社）ならびにトルコ（ウゼン社）でのM&Aで、南米とMENAの新規市場
での「点」を打ちました。 新規事業では、2020年7月にはFIT制度（固定価格
買取制度）バイオマス発電事業を開始したほか、CNFの事業化でも卓球ラ
ケット用部材や電気自動車レースカーへの実装等、前進が見られました。

●構造改革の継続と海外の成長戦略の推進（海外事業の黒字化）
●資本効率を意識した経営の浸透と財務体質の強化

●洋紙から成長事業への抜本的な構造改革
●海外新規市場への拡大

振り返り 振り返り振り返り

●さらなる洋紙事業の構造転換
●H&PC事業の生産設備増強

課題 課題 課題

※中期事業計画の利益指標は、第3次から「営業利益」を採用
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SECTION 03 SECTION 04
持続的な成長を支える基盤 データ＆インフォメーション

● 新聞･洋紙
● 産業用紙･段ボール

● 衛生用紙
● ベビー用紙おむつ

●フェミニンケア商品
● 大人用紙おむつ

● CNF事業
● RFID事業（ICタグ）

● 安定供給の維持
● 加工分野の印刷･段ボール強化
● 需要の見込める品種へのシフト
●ＥＣ需要、脱プラ需要の取り込み

● 衛生用紙事業の盤石化と
吸収体事業の強化

● ブランド･ロイヤルティ向上
●ＥＣチャネル強化
● 高品質･高付加価値商品の

継続的な提案
● with/after コロナ対応

● プレミアム戦略
● 伸長セグメント･エリアへの展開加速
● Ｍ＆Ａを活用した成長加速
● 複合事業化の推進

●ＣＮＦ事業の早期事業化
● 潜在的な成長市場への参入

第4次中期事業計画の概要

2021年度より、新たな第4次中期事業計画が

「GEAR UP　次なる成長、新たな未来へ」のスローガンの下、始動しました。

長期ビジョンの達成に向けて、新たな未来に向けた取り組みをもう一段ギアを上げて実行していきます。

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

SECTION 02SECTION 01

第４次中期事業計画の基本方針

セグメント別売上高・営業利益の推移と見通し

事業部門戦略の全体像
紙・板紙事業では、洋紙需要が縮小する中で、需要の見込
める品種へのシフトやEC需要、脱プラ需要の取り込みを
通じて比較優位による事業強化を目指します。
H&PC事業は、衛生用紙、ベビー用紙おむつ、フェミニンケ
ア商品、大人用紙おむつの全カテゴリーでのシェア拡大を

図りながら、海外事業をグループ全体の成長をけん引する
ドライバーとして、成長機会の最大化を図ります。
これら事業に加えて、環境意識の高まりの中で、CNF事業
やRFID事業を、第3の柱となる事業へと育成することで、
将来の成長機会の創出につなげていきます。

2021/
3月期

2020/
3月期

2019/
3月期

345
0

345

-19

626

-8

2024/
3月期（計画）

1,350

70

2021/
3月期

2020/
3月期

2019/
3月期

3,165

81

2024/
3月期（計画）

3,300

180

3,178

199

3,025

196

紙･板紙事業 H&PC海外事業
■ 売上高 （億円）　■ 営業利益 （億円） ■ 売上高 （億円）　■ 営業利益 （億円）

2021/
3月期

2020/
3月期

2019/
3月期

1,606

43

2024/
3月期（計画）

2,250 230

1,702

99

1,754
155

■ 売上高 （億円）　■ 営業利益 （億円）

H&PC国内事業

強靭な事業ポートフォリオの確立 
1

財務体質の強化
2

気候変動問題への対応
（2050年カーボンニュートラルの実現）

紙･板紙事業

マテリアリティ

Ｈ＆ＰＣ海外事業 新規事業

さらなる成長機会の追求 成長機会の最大化 将来の成長機会の創出

比較優位による事業強化 全カテゴリーシェア拡大 海外事業が成長を牽引 第3の柱となる事業の創出

●メディア用途の縮小加速
● 包む用途の多様化
●ＥＣ市場の構造的な成長

● 衛生意識の高まり
● 生活様式の変容
● 用途の細分化、多様化

●ＥＣ市場の構造的な成長
● 高齢化社会の進展

● 環境保全意識の高まり
● 新興国の経済成長
● 社会課題の変化

環境変化 環境変化 環境変化

3

● 紙･板紙事業における継続的な構造
改革での競争優位性確立

● H&PC事業における複合事業化の加速・
さらなるM&Aでグループの成長を牽引 

● CNF等の新規事業を通じた将来の
成長機会を創出

● 構造改革と戦略投資の効果発現に
よるキャッシュ創出力の強化とキャッ
シュフローの改善

● ROIC導入による資本コスト･資本
収益性を意識した経営の推進

● 信用格付A格の取得・維持

2023年度連結売上高7,200億円（2020年度比＋1,571億円）
2023年度連結営業利益510億円（2020年度比＋141億円）を目指す

成長分野のH&PC事業に投資を優先的に配分

● 再生可能エネルギーの利用促進で、
2050年までに脱炭素化

● 継続的な植林の適正管理と植林面積
の拡大に向けた取り組み

● CNFや脱プラ製品の事業推進で、環境
に配慮した素材への転換を促進

第１次中計
（2014年度）

第２次中計
（2017年度）

第３次中計
（2020年度）

第４次中計
（2023年度）

第５次中計
（2026年度）のイメージ

売上高 4,502 5,313 5,629 7,200 8,000-1兆円

営業利益（営業利益率） 218（4.8%） 111（2.1%） 369（6.6%） 510（7.1%） 800-1,000（10%）

H&PC海外売上比率 4.9% 7.7% 11.1% 18.8% 30%以上

ROE 10.0% 2.2% 10.1% 10.0%以上 12%以上

ネットD/E レシオ 1.9倍 1.6倍 1.3倍 1.0倍 1.0倍以下

（単位：億円）

第3次中計（2020年度） 第４次中計（2023年度）計画

事業 売上高（億円） 営業利益（億円） 営業利益率 売上高（億円） 営業利益（億円） 営業利益率

紙・板紙事業 3,025 196 6.5% 3,300 180 5.5%

H&PC事業 2,380 147 6.2% 3,600 300 8.3%

（内訳） 国内事業 1,754 155 8.8% 2,250 230 10.2%

海外事業 626 -8 ー 1,350 70 5.2%

その他事業（調整額含む） 225 26 11.4% 300 30 10.0%

合計 5,629 369 6.6% 7,200 510 7.1%

初めて「H&PC事業」が「紙･板紙事業」を
売上規模で逆転

Ｈ＆ＰＣ国内事業

事業ポートフォリオの戦略的変革 グローバル展開の加速 新規事業の創出
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大王製紙グループの価値創造ストーリー

SECTION 01 SECTION 04
データ＆インフォメーション

SECTION 02
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

SECTION 03

2026年度に向けたグループの成長を
強固な財務基盤とリスクマネジメントで支えていく

代表取締役副社長　
副社長執行役員

阿達 敏洋
（コーポレート部門担当／経営管理本部長／
コンプライアンス担当／サステナビリティ担当）

財務統括役員メッセージ

10年前を振り返りますと、第1次中期事業計画がスタート
する前年の2012年3月期のネットD/Eレシオは3.7倍と、
借入金が非常に多い財務状況にあり、加えて手持ちの資
金も多く、資金効率の面でも課題を多く抱えていました。
　対外的にもビジョンや中期事業計画を公表し、新生大王
製紙グループとしてのリスタートを進め、財務面では体質
改善を図るべく、グループ全体の資金繰りを一元化する
キャッシュマネジメントシステムを導入しました。
　関連会社32社ごとの調達機能を大王製紙本社財務部
門に集約し、キャッシュマネジメントシステムを導入した結
果、取引銀行数は100行から4分の１の25行に縮小し、
400億円を超える有利子負債の減少と資金効率の向上を
実現しました。また、同システムを通して子会社の銀行口座
を常時可視化するとともに、支払いを大王製紙本体に集約
したことで子会社のガバナンスも強化しました。
　ノンコア資産についても整理・売却を進め、バランスシー

トのスリム化を図りました。それに伴い、当社の信用格付け
は、第1次中計の「BB」格から第3次中計の「BBB＋（ポジ
ティブ）」まで格上げされ、社債発行等、資金調達手段も多
様化させました。
　第1次中計、第2次中計の6年間は、成長投資については
案件を厳選してきましたが、財務体質の改善が進んだ第3
次中計にはレバレッジを利かせた成長投資も実施しまし
た。取引銀行数の大幅な削減により1行当たりの調達額が
増加したことで、金利面での優遇も得られました。
　こうした一連の財務改善施策により、ネットD/Eレシオは
2020年度末で1.3倍にまで改善が図れたほか、2020年
度は売上高、経常利益、当期純利益が過去最高を更新する
など、財務体質の改善は着実に進捗したと思います。この
結果、第4次中計初年度（2021年9月現在）ではJCR･R&I
ともに「A－/安定的」の格付を取得しています。

Q   これまでの10年間を振り返っての財務成果について、総括してください。

第4次中計で掲げた3つの基本方針の一つは「財務体質の
強化」です。次期の第5次中計でのさらなる成長を可能とす
るキャッシュ創出力を強化するために、キャッシュ・フローの
改善を図っていきます。
　先行きが不透明な景気動向を考慮し、第4次中計の3年

間での設備投資については、同期間の減価償却費と同等
水準に収めることを基本方針とすることで投資を厳選し、第
4次中計期間中では信用格付け（JCR・R&I）の「A」格を維
持、第5次中計での更なる格上げにつなげます。
　また、資本効率の向上に向けて、資本コスト・資本収益性

Q  「第4次中期事業計画」に向けて、財務面ではどのような貢献をしていきますか。

第4次中計の3年間では約1,250億円の設備投資を計画
していますが、そのうち765億円をH&PC事業を中心に、
成長投資に振り分ける予定です。大王製紙グループをこれ
までけん引してきた紙・板紙事業は、今後も年間約3,000
億円の売上を維持していく考えですが、洋紙マーケットその
ものが縮小している中で、今後のグループの成長をけん引
していくのはH&PC事業になります。H&PC事業はティ
シュー、トイレット等の衛生用紙、ベビー用紙おむつなどの
吸収体製品を中心に国内では全カテゴリーでシェアを拡大

しているほか、海外でも中国、タイ、インドネシアに加え、
M&Aによってブラジル、トルコにも拠点を拡大しています。
成長投資765億円の内、H&PC事業に555億円を配分す
るほか、紙・板紙事業、さらには長期を見据えて脱炭素化へ
の貢献も期待されるセルロースナノファイバー（CNF）の新
規事業等にも、それぞれ105億円投資します。1,250億円
とは別に、M&A投資枠として300億円を設け、当社の成長
につながる良質な案件があった際には機動的に活用して
いく考えです。

Q   持続的な成長を果たすためのアセットアロケーションの考え方について教えてください。

これまでは主に回収期間法と事業戦略をもとにその可否を
判断してきましたが、第4次中計以降は新たにROICを導入
して、設備投資の見直しや、施策の進捗についての検証を
行っていきます。ROIC分析においては、各事業部門を横並
びで比較するのではなく、市場規模や成長性なども加味し

ながら事業部門ごとに達成に向けた進捗などの推移を見
ていきます。また投資判断においては、金額的なリターンに
とどまらず、CO2排出量の削減効果などの非財務指標も含
めて検討し、総合的に判断し意思決定をしていきます。

Q   個別の投資案件についてはどのように分析・判断していますか。

株主への利益還元は、これまでも経営の最重要課題とし
て、安定的な配当の実施を重視してきました。今後は、成長
投資や財務体質とのバランスも勘案し、これまでの安定配
当を継続しながらDOE（純資産配当率）も新たな指標とし

て加え、成長に伴う純資産の充実を株主還元にも反映させ
ていく方針です。DOE水準については、2020年度は
1.2％となっていますが、中長期的には2.0％を目指してい
きます。

Q   株主還元に関してはどのような方針ですか。

第5次中計の最終年度の2026年度には売上高8,000億
円～1兆円の達成を目指していますが、その過程で実行し
ていくであろうM&A、生産部門での増設、海外進出等の
成長戦略を進める上では、当然、財務経理・環境・ITセキュ
リティ・法務コンプライアンス等のリスクマネジメントの対
処が求められます。
　当社の強みはアイデアを具現化し、意思決定・投資ス
ピードを上げ、マシン・新会社の立ち上げ、より早く利益を
発現する事こそが会社の成長スピードにつながっていると
思います。
　私はコーポレート部門に対し常々会社の成長スピードに

ブレーキをかけてはならぬ「Never Stop Growing（成長
を止めるな）」と言っています。
　営業や工場などのライン部門が進める成長スピードをリ
スクマネジメント等で弱めてしまうことのないよう、例えば、
ライン部門の動きを先回りしてリスクとなる落とし穴を予
め察知し、その穴を埋め、ライン部門のスピードを落すこと
なく走れるような体制を構築していきたいと考えています。
　そのためにも、コーポレート部門のスキルマトリックスを
運用し、専門的な知識を有し、リスクの予見や検討、解決能
力に長けた人財をしっかりと育成していきたいと思います。

Q   最後に、現状認識している課題について聞かせてください。

を意識した経営を推進するために、ROEに加えて事業別収
益性評価や投資判断基準の社内管理指標の一つとして、
新たにROIC（投下資本利益率）を導入しました。
　今後、第5次中計に向けて、海外事業のさらなる拡大や国
内外でのEC等での事業展開の加速も行っていきますが、各

部門が直面する外的変化に対して、経理財務面からしっかり
とサポートをしていきます。そのために経理財務面では、①
国内外のグループガバナンスの整備、②グローバル経理財
務人財の育成、③非財務情報の開示とIR活動を通じた企業
価値向上の３つを重点課題に掲げて取り組んでいきます。
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SECTION 01 SECTION 04
データ＆インフォメーション

サステナブルな梱包を可能にする
新素材の
トータルパッケージ提案

新聞・洋紙事業部 産業用紙・段ボール事業部

第4次中期事業計画実現に向け

事業部概要・特性
新聞・洋紙事業部の強みとして、三島工場の競争力のある
パルプを活用して、部門を超えたマシン改造による品種シ
フトを行い、常に抄紙マシンをフル生産させて売り切ること
で収益力の向上を図っている点が挙げられます。また関係
会社や部署の枠を超えて連携営業（一体運営）による、エン
ドユーザーへの洋紙（川上）から印刷（川下）までの一貫した
トータル提案も差別化要因となっています。

市場環境認識（リスクと機会）
２０２０年度はコロナ禍で前年度比▲２０％と洋紙需要の減
退が進みました。デジタル化やペーパーレス化が加速し需
要は戻らず、毎年▲５％の需要減退が続くと想定していま
す。さらなるマシンシフトと品種シフトを進め、洋紙の品種
の中でも高付加価値商品への販売を進めます。また、
SDGsに貢献できる商品のニーズが取引先から増えてお
り、これに対応する環境に配慮した新商品開発による構造
転換も進めていきます。

中期事業計画への寄与
今後も需要の大幅な回復は望めない見通しのなか、三島
工場の優位性を活かし、生産品種を入れ替えながら高付加

価値化の追求、および高い稼働率を維持することで、新聞・
洋紙をより筋肉質な事業へと深化させます。また商業印刷
の需要も縮小傾向ですが、高付加価値印刷物（シール・ラ
ベル・ビジネスフォーム）の需要は今後も底堅い見通しで
す。全品種ワンストップ営業と、高付加価値印刷物の強化
により、印刷事業の売上規模は、第3次中期事業計画330
億円から第4次中期事業計画で400億円を目標に強化・拡
販して、洋紙から印刷までのトータルでの収益力を強化し
ます。紙・板紙部門では、第３次中期事業計画での実績
（2020年度実績）である売上高3,025億円、営業利益
196億円から、第4次中期事業計画最終年度（2023年度
目標）には3,300億円、180億円を目指します。

事業を通じた社会課題解決
コロナ禍での衛生意識の高まりは今後も続くと予測、これ
を機会と捉え、抗菌・抗ウイルスフィルムの提案を進めます。
また、脱炭素社会への関心の高まりを踏まえ､引き続き、古
紙配合・脱プラスチック・脱ラミネート用紙・水解性タック紙
やFSC認証紙等の「環境にやさしい商品」を提供すること
で、SDGs達成に貢献すべく、事業を通じた社会課題解決
に取り組んでいきます。

事業部概要・特性
包む紙（板紙･段ボール、包装用紙、機能紙等）の品揃えや
部門を跨いだ一体運営によるトータルパッケージ提案が事
業部の強みであり、段ボール原紙については、業界で唯一
全品種ワンストップデリバリーが可能です。市場ポジション
は、板紙が業界4位、段ボール同4位、包装が同2位となっ
ていますが、薄紙から厚紙、機能紙まで、業界トップクラス
の品揃えを誇ります。

市場環境認識（リスクと機会）
製紙と加工の一貫化が進む中、当社も川下の段ボール、製
袋会社のM&Aを進めますが、緩やかなアライアンスのネッ
トワーク作りも行い、独立系のコンバーターとの関係強化
を図ります。また世界的に脱プラの機運が高まるなか、プラ
スチック容器、カトラリーをターゲットにエリプラペーパーの
拡販と食品2次包装用の減プラ提案としてヒートシール
紙、RPS（Reduce Plastic Support）ペーパーの拡販を進
めます。

中期事業計画への寄与
紙･板紙部門の第4次中期事業計画最終年度（2023年

度）目標は、売上高3,300億円、営業利益180億円です。
板紙については、N7マシンの輸出事業の黒字化を進め営
業利益率5%以上を目指します。包装用紙は脱プラ減プラ
需要を取り込むため、付加価値化した最終製品をエンド
ユーザーへの直接提案し拡販のスピードアップを図り、業
界トップシェアを獲得（現状22％→26%）します。段ボール
は現有設備のフル生産、およびM&Aを含む事業の拡大と
H&PCの海外拠点を活用した海外展開の検討を進め600
億円の売上を目指します。

事業を通じた社会課題解決
当社の包装用紙の品揃えは5g/㎡の薄紙から1,000g/㎡
を超える厚紙まであり、プラスチック容器やカトラリー、食
品2次包装等の紙化提案による脱プラ、減プラから、SDGs
達成へ貢献します。また紙包装は単なる物を包むだけでな
く、物を大切に扱い、贈る相手を喜ばせたいという日本独
特の文化であると言われています。デジタル化が進む時代
だからこそ、人と人の気持ちをつなぐ紙包装文化を継承･
発展させ人々の豊かな暮らしに貢献していきます。

事業部長メッセージ

需要減を補う社会課題解決や
市場ニーズに対応した
新商品開発を推進

事業部長メッセージ

川端 哲哉

執行役員
紙・板紙部門 

新聞・洋紙事業部長

石田 厚

取締役 常務執行役員
紙・板紙部門

 産業用紙・段ボール事業部長

紙・板紙部門

［ 新発売商品 ］
「エリプラ プレミア シリーズ」
飲料用マドラー

［ 機能性商品 ］
「FS-RPS」を使用した外装
（（株）不二家 様）

主
な
商
品

SECTION 02
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

SECTION 03

主
な
商
品

［ 環境配慮型商品 ］
古紙利用可能なタック紙

「WD-エコタック」

［ 機能性商品 ］
抗菌･抗ウィルスフィルム

「ヴィレス粘着シート」
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SECTION 01 SECTION 04
データ＆インフォメーション第4次中期事業計画実現に向け

国内事業部 海外事業部

事業部概要・特性
1979年の誕生以来、日用品ブランドとして多くの消費者
に認知され、高品質により信頼を得ている｢エリエール｣は、
衛生用紙（ティシューペーパー、トイレットティシュー､キッチ
ンタオル）市場でNo.1シェア※となっています。また市場･
環境の変化に柔軟かつ迅速に対応できる体制も強みで、コ
ロナ禍に対し設備増強など生産体制を変え、市場ニーズに
対応しています。

市場環境認識（リスクと機会）
コロナ禍を背景にした衛生志向の高まりにより、ペーパー
タオルへの使用の変化と除菌ウエットの使用頻度拡大､ま
た在宅比率の増加に伴いキッチンタオルや住居用掃除用
品の需要が拡大しており、生活者ニーズをとらえた品揃え
強化や高付加価値商品の積極的な投入を続けます｡一方
ベビーケアやフェミニンケアなどは､人口減から需要減が
予想されますが、生活者から驚いていただける選ばれる価
値のある（価値=便益/コスト）商品を提案することでシェア
の拡大を図ります。

中期事業計画への寄与
H&PC部門国内事業部は、第3次中期事業計画では最終年
度（2020年度）に売上高1,753億円､営業利益154億円､

営業利益率8.8%と過去最高売上・営業利益金額を達成しま
した。第4次中期事業計画は､2023年度売上高2,250億
円、営業利益230億円､営業利益率10.2%を目標とし、成長
の牽引役としての役割を果たしていきます｡新規カテゴリー
「マスク」の上市､「除菌ウエット」「ペーパータオル」の拡販を
行い､ニーズに対応した生産体制の迅速な対応により売上･
収益の拡大に大きく貢献できました｡今後も最適な生販在
管理を進めていくと共に､安定供給を進めて行く考えです｡

事業を通じた社会課題解決
昨今、世界的な問題となっている「生理貧困」について、当社
としても大きな社会問題と捉えています。一方、当社の生理
用品ブランド「エリス」の認知向上は今後の吸収体事業の売
上拡大に不可欠です。これらを両立する活動として２０１８年
より「ハートサポートプロジェクト」と銘打ち、アフリカ（ケニ
ア・ザンビア）で、生理の知識教育や職業訓練へのアクセス
等、女性の自立支援を継続して実施しています。国内でも、
自治体への生理用ナプキンの寄付による支援活動を実施
しています。また、「キレキラ！」ブランドで、日本初のトイレク
リーナーの外装パッケージを紙化（脱プラ）した商品を企画
品として上市しました。引き続き、ブランド向上を図りなが
ら、社会課題解決につながる事業を展開していきます。

事業部概要・特性
当社が提供している紙おむつや紙製品といった日用消費
財は、ローカルメーカーの台頭により「Made In Japan」だ
けでは優位性が薄れています。「地産地消」を基本とし、現
地のことは現地にて現地ローカル社員と一緒になって消費
者動向を捉え、店頭の変化を観察しながらマーケットを予
測し、迅速に意思決定しています。また消費者の嗜好や
マーケットの変化を敏感に感じ取り、1～2年先の姿を予測
し素早く対応していく点が強みとして挙げられます。

市場環境認識（リスクと機会）
①コロナ感染拡大による休店･閉店 → Eコマースでの販売
強化（代理店開拓､販促強化）、②少子化 → ベビー関連だ
けでなく、フェミニンや紙製品、ウエットティシューやヘルス
ケア商品などの複合事業化、③為替変動 → 輸出販売のコ
ントロール、④ローカルメーカーの台頭 → 各地での新技術
の開発、特許･意匠の取得の4項目を想定しています。

中期事業計画への寄与
第5次中期事業計画最終年度（2026年度）に、海外売上
30％超えを達成するため、売上高3,000億円、営業利益率
10%以上を目標に、その中間地点となる第４次中期事業計
画最終年度（2023年度）に、売上高1,350億円、営業利益

率5.2%以上を目指します。中国では、GOO.Nを中心とし
たブランド価値向上のための投資を進めながら、複合事業
化を本格的に進めていきます。東南アジアでは、衛生意識
の向上に伴う紙製品やウエットティシューの需要増への対
応といった複合事業化の拡大に加え、エリア特性に応じた
代理店政策の見直しが進んでおり、黒字化が視野に入って
います。また現状、課長職以上の70％が現地社員ですが、
現地社員の中から役員クラスに昇格させるべく、目標を明
確にしたうえで、引き続き人財の育成を進めていきます。

事業を通じた社会課題解決
海外で持続的に成長していくため、各国の文化･宗教･習慣
を尊重し、①コロナウイルス感染症拡大を抑止するアル
コール殺菌ウエットティシューの販売　②インドネシアの伝
統小売（ワルン）における､低所得層への個包装紙おむつの
販売　③アフリカを中心とした開発途上国への進出準備
のための現地での生理教育等の啓発活動や職業訓練支援
などの事業を通じた社会課題解決を継続して進めます。ま
た､環境問題に対応するため、脱プラ、ロス品のリサイク
ル、買電から再生可能エネルギー（太陽光）を活用した自家
発電に変えていくなど、コストダウンとの両立を図ります。

事業部長メッセージ

生活者ニーズをとらえた品揃え強化や
高付加価値商品の
積極的な投入

事業部長メッセージ

全社売上高に占める海外の割合
30%達成を目指す

設楽 裕之

取締役 常務執行役員
ホーム＆パーソナルケア部門

 国内事業部長

山上 俊樹

常務執行役員
ホーム＆パーソナルケア部門

 海外事業部長 兼 海外事業推進本部長

ホーム＆パーソナルケア部門

主
な
商
品

［ 新発売商品 ］
「キレキラ!ルームクリーナー」

［ 機能性商品 ］
「GOO.Nプラス」

主
な
商
品

SECTION 02
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

SECTION 03

※出典先：インテージＳＲＩティシューペーパー・トイレットティシュー・キッチンタオル市場（２０２０年度金額ベース）

［ 新発売商品 ］
タイ  ベビー用紙おむつ

（Mommy Kiss）

［ 機能性商品 ］
中国  アルコール殺菌

ウエットティシュー
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370
億円

2023年度

620
億円

2023年度

19※
億円

2020年度

64
億円

2020年度

80
億円

2023年度

140
億円

2023年度

317
億円

2020年度

226※

億円

2020年度

東アジア

中南米

東南アジア

2020年度 626億円

2023年度 1,350億円
（新規M&A140億円を含む）

海外地域別売上高目標

MENA +ロシア
（中東･北アフリカ）

大王製紙グループの価値創造ストーリー

SECTION 01 SECTION 04
データ＆インフォメーション

ベビー用
紙おむつ
55％

ベビー用
紙おむつ
64%

ベビー用
紙おむつ
95％

大人用紙おむつ・
ウエットティシュー・その他

衛生用紙衛生用紙衛生用紙

フェミニンケア

フェミニンケア

大人用紙おむつ・
ウエットティシュー・その他大人用紙おむつ・

ウエットティシュー・
その他フェミニンケア

1,350
億円

2023年度

626
億円

2020年度

345
億円

2018年度
45％36％5％

2020年 2023年

8%
32% ● 紙製品

● フェミニンケア
● 大人用紙おむつ

■ ベビー用紙おむつ

SECTION 02
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

SECTION 03

海外戦略と具体的な取り組み

第4次中期事業計画では、ホーム＆
パーソナルケア（H&PC）海外事業
は成長エンジンの柱として、既進出
国での複合事業化と新規市場への
進出により、事業のさらなる拡大を
目指します。海外子会社での全社
営業利益黒字化、M&Aにより本格
進出したブラジル、トルコでのシナ
ジー発現と、輸出事業の拡大などに
取り組みます。

「世界中の人々へ やさしい未来をつむぐ」という経営理念のもとで、
海外拠点においても社会課題解決に取り組んでいます。温室効果
ガスの削減として、工場の屋根に太陽光パネルを設置しクリーンエ

ネルギーを活用することやグリーンカーテンの設置により、省エネに
取り組んでいます。また、中国の工場では、設立9周年を迎え2年ぶ
りにイベントを開催することができ士気高揚につながりました。

2018年10月からトイレットを始めとした
衛生用紙の販売を開始し、複合事業化に
着手しました。さらに日本の9倍を超える
約7,000億円のフェミニンケア市場に参
入し、ベビー用紙おむつ事業で培ったブ
ランド力と販売網を生かして、早期に軌道
に乗せていきます。2022年1月には第2
工場にフェミニンケアのマシンを順次導入
し、現地生産を開始する予定です。
ベビー用紙おむつと同様に地産地消の戦
略により、衛生用紙等も含めた中国での
複合事業化を推進していきます。

2011年タイ、2012年中国に続いて、2014年インドネシアにベ
ビー用紙おむつの現地生産販売会社を設立しました。2020年に
はトルコ、ブラジルも加え、各地域での現地生産・販売により事業
拡大を進めています。また、ベビー用紙おむつは30ヵ国に販売エ
リアを広げており、今後、この販売チャネルを活用して各国でフェ
ミニンケア商品、大人用紙おむつ、衛生用紙等への事業複合化を
展開し、新たな海外拠点を開設し、さらなる飛躍に向けた取り組み
を推進しています。

2023年度売上高目標1,350億円に向けて、2021年度の売上高
は前年比130％を目指しています。消費者嗜好や店頭の変化をつ
かみ、いちはやくマーケット動向を予測し迅速な意思決定及び実
行力を生かして複合化を推進しており、ベビー用紙おむつを伸長
させながらその他のカテゴリーの構成比を高めます。2023年度
は衛生用紙やフェミニンケア、大人用紙おむつ等のカテゴリーの
売上構成比45％まで高め、売上と収益を拡大していく方針です。

中国事業においては、超プレミアムゾーン
での拡販と需要が伸長する3級都市での
事業拡大に取り組んでいます。
主力のベビー用紙おむつでは、GOO.N
のブランド力を生かして、需要が拡大する
超プレミアムゾーンにおいて、常に最上位
の商品に品揃えを充実させ、ブランド力の
強化が進んでいます。また、これまで1級
都市、2級都市での販売に注力し、現地
ニーズに基づいたものづくりを行い、
GOO.Nブランドは高品質と評価されて
います。今後さらに中国事業を拡大させ
ていくために、市場の8割を構成する3級
都市以下へ販路を拡大していきます。

中国事業の取り組み

中国事業 複合化の推進

カテゴリー複合化の推進

環境保全活動・海外現地社員との一体化への取り組み

海外事業全体　複合化の推進

ベビー用紙おむつ戦略

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000
（億円）

2014年
（出所：ニールセン、中国統計年鑑より当社推計（16.80円/元））

2017年 2019年 2020年

■ プレミアム
■ スタンダード
■ エコノミー 26%19%

9%

1%

超プレミアム

常に最上位ゾーンの商品を投入
中国市場規模推移（ゾーン別）

カテゴリー別売上構成比の推移

市場へ本格参入

ゾーン別･販売チャネル別の
商品細分化

認知度の高いＧＯＯ．Ｎとの
クロスセリングによる店頭露出の最大化

0

1,000

2,000

3,000

4,000
（億円）

2017年
（出所：ニールセン（16.80円/元））

2018年 2019年 2020年

84%81%

３級都市
■ １級･２級都市

中国ベビーショップ 都市ランク別 市場動向　　　　　　　　 　　　　　　　　　　
3級都市への本格進出

紙製品・ウエットティシューの
さらなる拡売

アルコール殺菌
ウエットティシュー

GOO.Nブランドの
品質認知を獲得、確立

Elis光の羽の贅沢 抑菌トイレットペーパーElis 天使の紗織

鎏金の産着
（最上位品）

※2020年度のブラジル・トルコのＭ＆Ａ実施によ
る売上高への反映は9カ月分

「鎏金」シリーズの店頭陳列強化

小晴天の産着
（3級都市向け）

「小晴天の産着」の３級都市ベビーショップでの
店舗装飾と売場演出の様子

EICN（中国） 太陽光パネル設置EIT（タイ） 太陽光パネル設置 EICN グリーンカーテン EICN 設立9周年社内イベント

特 集

1
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ウクライナ
東欧

北アフリカ
中東

ロシア

カザフスタン

大王製紙グループの価値創造ストーリー

SECTION 01 SECTION 04
データ＆インフォメーション

カテゴリー複合化の推進

大王製紙グループのノウハウ活用と複合化の推進
2020年 2023年

25%

27%

● フェミニンケア
● ウエットティシュー
● 紙製品

■ ベビー用紙
　 おむつ

2020年 2023年

0%

3%■ ベビー用紙
　 おむつ

● ウエットティシュー
● その他

特集1　海外戦略と具体的な取り組み

SECTION 02
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

SECTION 03

タイ事業の取り組み

インドネシア事業の取り組み

トルコ事業の取り組み

ブラジル事業の取り組み

インドネシアでは新商品のディズニーキャ
ラクターを採用したベビー用紙おむつを
活用して、流動層の獲得を強化していきま
す。また、個包装パック採用により伝統的
店舗（ワルン）への販路拡大、伸長を続け
るECの販売構成比を引き上げベビー用
紙おむつの売上拡大を進めています。そ
のため、SNSを活用しブランド認知の獲得
を図り、商品特長理解を促進します。
複合事業化に向けては、タイ生産品の輸
入販売を行いながら今後の複合事業化を
具体化していきます。

ブラジルではコロナ禍においても生活必
需品である衛生用紙・パーソナルケア商
品の需要は堅調であり、工場は順調に操
業を継続しています。2020年6月に丸
紅・サンテル社との協働により、運営体制
を構築してきました。
ブラジル事業を中国に次ぐ中核事業へと
成長させるべく、丸紅・サンテル社・当社の
3社の強みを生かしてシナジー効果の最
大化を実現していきます。具体的には、ベ
ビー用紙おむつを始め、プレミアムゾーン
でのラインナップの充実を図り、工場の再
編と新マシンの導入、販売戦略と商品開
発の強化により、生産・開発・販売部門の
一体運営を推進していきます。さらには輸
出販売の拡大を推進し、南米市場におけ
るプレゼンスを高めていきます。

タイでは既にフェミニンケア商品、ウエット
ティシューの現地生産を開始し、ベトナム、
マレーシアなどの周辺国への輸出販売も
拡大しています。
ベビー用紙おむつの安定黒字化の実現
に向けて、プレミアム品をリニューアルし
拡販を行います。好調なフェミニンケア事
業は、香り付きのラインナップを増やして
いきます。都市部から地方部への配荷拡
大に取り組み、取組み販売店の厳選と集
中販促を実施します。また、ECを活用した
高収益商品の拡販を進めます。

トルコでは事業のさらなる拡大に向けて、
GOO.Nブランドのベビー用紙おむつの
販売を準備しており、日本から技術者を
派遣し現地生産化の計画を進めていま
す。ベビー用紙おむつのプレミアムゾーン
への新規参入によりブランドの確立を図
り、トルコ国内の販売を強化するとともに、
トルコの地理的な優位性を生かした周辺
国への輸出展開を積極的に推進していき
ます。
また、当社グループでは新たな商品カテ
ゴリーとなるボディソープなどの液体石
けん事業をグループ内でも水平展開し、
将来の戦略商品のひとつとして育成して
いきます。

カテゴリー複合化の推進 戦略的立地条件を生かした輸出展開で事業拡大

商品ラインナップの拡充

店頭展開、広告・販促活動の強化
生産・開発体制の改革

ベビー用紙おむつ
（プレミアム品 :マミーキッス）

ブラガンサパウリスタ工場

フェミニンケア
（香り付き）

ウエットティシュー

店頭展開、広告・販促活動の強化

ウエットティシュー使用シーン訴求小型店舗での販売 フェミニンケア商品エリス強粘着訴求

ベビー用紙おむつ
（エコノミー品）

ベビー用紙おむつ
（３rd品）

ワルンでの販売 ECブランドサイト Instagram 広告Instagram インフルエンサー

エリエールインターナショナルターキー
本社工場

ベビー用紙おむつ

フェミニンケア商品 衛生用紙

ベビー用紙おむつ シャンプー、ハンドソープ、
シャワージェル

ウエットティシュー

ウエットティシュー
（タイ生産品）
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