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DAIO やさしい未来 2030

大王製紙グループは「やさしい未来」を実現するための「3つの生きる」を、創業以来、

事業推進を支えてきた経営理念の4つの柱を通じて成し遂げます。

そして、その経営理念4つの柱を体現する中で過去から取り組んできた社会課題解決と、

世界共通目標のSDGsを連動させて、事業展開を通じて、SDGsの達成に貢献していきます。

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. 新規事業の創出

D Dedicated

ものづくりへのこだわり

2. グローバル展開の加速

1. 事業ポートフォリオの戦略的変革

顧客に最も近いメーカーとして、営業理念『自ら生産した
ものは自らの手で売る』を実行し続けています。
社会ニーズをいちはやく捉え、事業や製品・サービスに反
映させてきました。

A Attentive

地域社会とのきずな

5. 持続可能なサプライチェーンの確立

4. 地域社会との共生

行政、地域の皆様はもとより、製紙・流通・加工・
物流等の関連産業が一体となって取り組んできた
結果、今や創業の地四国中央市は「日本一の紙
のまち」にまで発展いたしました。

I Integrated

安全で働きがいのある企業風土

7. 公正で透明性の高い経営

6. 人権尊重と人財育成、社員への思いやり

“企業の原動力は人”という精神のもと、1958年（昭和33
年）に健康保険組合を設立し、従業員の健康と体力増進を経
営的視点から推進してきました。また、語学教育や海外留学、
技術教育など、「人」の育成に全力を注いできました。

10. 森林保全と生物多様性の維持

O Organic

地球環境への貢献

9. 循環型社会の実現

8. 気候変動への対応

創業者の信条「私の生まれたこの故郷で公害問題を発生
させ、地域に迷惑をかけるような事業なら、やるべきでない」
を受け継ぎ、森のリサイクル（植林）と紙のリサイクル（古紙
高度利用）などに取り組んできました。

SDGs達成に
貢献

「3つの生きる」

経営理念
4つの柱と

取り組んできた
社会課題

事業展開

主な取り組み

CO2排出量削減、吸収・固定化
● バイオマス燃料への転換
●廃棄物燃料の有効利用
●省エネルギー、エネルギー使用効率改善
●物流効率向上、モーダルシフトの推進
●植林によるＣＯ２吸収・固定化

主な取り組み

人権尊重、ダイバーシティの推進
● 女性活躍推進（女性管理職比率向上）
●男性の育児休暇取得の推進
●障がい者の雇用
グローバル人財の育成
● 語学教育の強化
●若手社員の海外研修

働き方改革・健康経営
● 有給休暇取得推進
●禁煙の推進、メンタルヘルスケアの充実

主な取り組み

環境にやさしい商品の販売
● 環境配慮型（古紙等）商品
●脱プラスチック商品
● FSC認証紙

感染症対策商品の販売
● マスク・除菌ウエット・ペーパータオル

高齢化社会対応商品・サービスの提供
● 介護者の不安・負担軽減サービス提供
● アクティブシニア向けの商品の販売

主な取り組み

地域社会の活性化・発展への貢献
● 地元取引先との共生
●設備投資による雇用維持・創出
●紙パルプの産業クラスター形成

各生産拠点での地域共生・支援活動
● 地域経済の活性化
●地域一体での生活・灌漑用水等の
インフラ整備

紙・板紙事業
競争優位を維持 新聞・洋紙 産業用紙

印刷 段ボール

H&PC事業
衛生用紙

吸収体商品

新規事業
CNF※1

RFID※2

紙・パルプ製品

高付加価値化
加工品

※1 CNF：セルロースナノファイバー
※2 RFID（Radio Frequency Identifier）：ICタグ（非接触型の電子タグ）マーケット志向の営業スタイル

需要に応じた品種シフト

３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）
● 古紙の高度利用
●水の循環･再利用

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
社会を実現します衛 生

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）します再 生人 生

大王製紙グループ
サステナビリティ・ビジョン
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持続的な成長を支える基盤 データ＆インフォメーション

マテリアリティに対する取り組みとSDGs貢献

大王製紙グループでは、ＳＤＧｓ達成への貢献を、事業展開を通じて推進するために、

社内に浸透している「経営理念の４つの柱」に区分しています。

特定したマテリアリティ（重要課題）の解決に向けて、各々の事業戦略や取り組み、及び目標値（ＫＰＩ）を設定。

その目標を達成するために、バックキャスティング思考で実施事項を具体化し、

価値を共創することで持続的な企業価値向上を図ります。

マテリアリティ（重要課題）経営理念の４つの柱 SDGsゴール事業戦略

【新聞・洋紙事業】
● 生産体制・販売構成の見直し
● 川下の印刷事業の強化

【産業用紙・段ボール事業】
● 国内での安定供給の継続
● 海外展開の加速

● 洋紙から板紙への転抄
　➡マシン稼動継続による雇用維持

● 海外各拠点での地域発展に貢献
　➡技術・開発能力の向上・雇用維持

● セルロースナノファイバーの商品・用途開発
● RFIDによる業務効率化・働き方改革
● 環境対策商品（脱プラスチック等）の販売
● 感染症対策商品（マスク・除菌ウエット等）の販売　

【H&PC海外事業】
● 既進出国での複合事業化
● 新規市場に進出し事業基盤の構築

【H&PC国内事業】
● 吸収体事業の国内シェア向上
● 衛生用紙との複合事業モデル確立

【新規事業】
● セルロースナノファイバー：多様なラインナップを取り揃え、
  複数分野での用途展開・量産化
● RFID（ICタグ）：ソリューション提案による課題解決

SDGsゴール主な取り組み

● チリで地域の農業・酪農を支援する
 生活・灌漑用水の安定供給

● CSR調達

● 森林認証

地域社会との共生

持続可能な
サプライチェーンの確立

KPI（2030年度時点）

調達アンケート回収率
5段階評価で3.5以上の取引先数
国内外での森林認証の維持継続

100％
90%
100%

事業を通じた主な社会課題解決

2020年度実績

87%
56%
100%

● 難処理古紙の利用促進
● ゼロエミッション
● 水の循環・再利用、適正な用排水処理による排水の浄化

● バイオマス由来燃料への転換、
 廃棄物燃料の有効利用など CO2排出量削減（対2013年比） 46%

板紙への配合率
再資源化率
用水・排水COD売上高当り
原単位（対前年比）

30%
100%

1%／年削減

4.6%

16.7%
98.7%

用水　1.6%
COD　3.0%

● 天然記念物「アレルセ」を現地NPOと連携し保護
● 希少淡水魚「カワバタモロコ」を徳島県と連携し、繁殖・放流

循環型社会の実現

気候変動への対応

森林保全と生物多様性の維持

再 生

再 生

人 生

公正で透明性の高い経営 ● 効果的で透明性の高いガバナンス体制の持続的向上

● ダイバーシティ ：女性活躍推進

 ：男性の育児休業取得推進
 ：障がい者の雇用
● 人財育成 ：語学力の向上
● 働き方改革 ：有給休暇取得推進
 ：時間外労働の削減
● 健康経営 ：禁煙の推進

人権尊重と人財育成、
社員への思いやり

女性管理職比率 （全社） 
  （ホーム＆パーソナルケア）
取得率
雇用比率
TOEIC600点以上取得者数
取得率
時間外労働平均（一般社員）
喫煙率

10.0%
15.5%
100%
2.7 %
600名
90.0%
10.0h
15.0%

2.2%
3.5%
6.0%
2.3%
223名
67.2%
20.8h
26.1%

人 生

再 生

人 生

衛 生

Dedicated

D
ものづくりへの
こだわり

Attentive

A
地域社会との
きずな

Organic

O
地球環境への

貢献

Integrated

I
安全で

働きがいのある
企業風土

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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ELLEX-R55

複合樹脂ペレット

布ナプキン作製方法の教育や
衛生用品の普及による衛生改善▲

将来のアフリカ進出にむけての
基盤構築と

支援国での当社ブランド認知

セルロースナノファイバー（ＣＮＦ）は、環境にやさしい木材繊維（パルプ）を微細化したものです。当社はその特性を生かした用途
開発を進めています。用途開発の２０３０年までの目標を、７分野として取り組んでおり、現状２分野への実用化を実現しました。
CO2削減に向けたニーズの高まりから、ＣＮＦ配合・置換による軽量化、プラスチック削減等の用途への関心が高まり、サンプル
提供数が大きく増加しています。これに対応するため、2021年度に新たにCNF複合樹脂のパイロットプラントを稼働させ、一貫
製造プロセス構築により生産性を飛躍的に改善する計画です。また、当社は水分散液の形態に加え、成形体、乾燥体、高透明度
水分散液、樹脂ペレットの５種類の形態で供給できる体制も確立しており、商業化へのプロセスを加速することで、新規事業化へ
つなげていきます。

SDGsの達成に貢献する取り組み

基本的な考え方
大王製紙グループは、お客様のニーズを最も知るメーカーとし
て、「自ら生産したものは自らの手で売る」を基本スタンスとし、
高品質・高付加価値な商品・サービスを提供するとともに、地球
環境と調和した人にやさしいものづくりを目指しています。
紙・板紙及びホーム＆パーソナルケア商品を生産・販売する総合

製紙メーカーとして、幅広い分野で社会ニーズ・課題をいちはや
く捉え、新たな価値を生み出す研究開発とフレキシブルに生産
体制へ反映させ、透明性の高い原料調達、品質管理の徹底など
に取り組むことで「信頼されるものづくり」を確立し、企業の持続
的成長と社会課題解決の価値共創を実現していきます。

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
マテリアリティ：

グローバル展開の加速

新規事業の創出

ハートサポートプロジェクト

セルロースナノファイバーの用途開発

事業化及び、さまざまな社会課題解決への可能性

CNF
の特性

ガスバリア性
酸素バリア

透明性
光を透過

寸法安定性
石英ガラス並み

軽量･高強度
鉄の1/5の軽さ、
鉄の5倍の強度

細孔制御性
比表面積大

その他機能性
微粒子

分散、保湿効果

用途 ガスバリア
食品袋等 ガラスなどの代替等 自動車のボディ等 人工骨

補強材等
塗料・インキ・
化粧品等

当社が
供給可能な
形態

衛 生

人 生

人 生

再 生

人 生

再 生

主な取り組み

新聞・洋紙の需要減に対応する戦略として､「メディア用途の紙」から「梱包・包装用途の紙」へのシフトを
進めてきました。昨年、三島工場N7号抄紙機を洋紙から板紙へ改造し、地域の雇用を維持するととも
に、パルプをあらゆる紙に利用できる競争力のある生産設備と臨海立地という強みを生かし､中国・東南
アジアへ原紙輸出を開始しています。
国内同様､輸出においても収益性の高いビジネスモデルとするため､現地ユーザーの品質ニーズに合わ
せながらも､市況変動を受けにくい海外専用紙としてFSC認証×古紙×クラフトパルプの高破裂ライナー

「ＤＡＩＯ ＦＳＪＰＫ（ＦＳＣ Ｃｅｒｔｉｆｉｅｄ Ｊａｐａｎ Ｐｒｅｍｉｕｍ Ｋｒａｆｔ Ｌｉｎｅrｂｏａｒｄ）」を開発しました。 クラフトパル
プ設備が不足する中国・東南アジアにおいて、自社クラフトパルプを配合した高破裂ライナーは、高強度
かつ安定した古紙品質をベースに森林認証が取得できる環境対応原紙として、使用国においても認知
されるようになってきました。高破裂、高強度、品質の安定性を実現することで高評価が得られ、当初の
想定以上に顧客基盤拡大と収益力強化が進んでいます。引き続き、事業ポートフォリオの戦略的変革を
進める中で､事業を通じた社会課題解決を考慮した商品開発に取り組んでいきます。

開発途上国において、衛生が行き届いていないことによる感染症の発症
や、技能がないことで職に就けず貧困から抜け出せないという社会課題
解決に、少しでも貢献したいと考えています。２０１８年より『ハートサポー
トプロジェクト』を立ち上げ、これまで女性教諭の雇用や職業訓練へのア
クセス支援等を行ってきました。本年度も「ハートサポート２０２１」と称し、
現地で布ナプキン作製方法を教育し、手に職をつけることでの収入支援
や布ナプキン普及による感染症の抑制に貢献する企画を実施しています。
今後も継続した「ハートサポート」企画により社会課題を解決するとともに、当社の国内でのブランド認知ＵＰとアフリカ進出への
基盤構築を進め、グローバル展開を加速していきます。

「メディア用途の紙」から「梱包・包装用途の紙」へのシフト事業ポートフォリオの戦略的変革

国内でＳＮＳ等を活用し、
支援を呼びかけ▲

当社のブランド認知

現地で ①コミュニティスペースを提供 ②布ナプキン作製を支援

● 新規事業化による
事業拡大

当社の持続可能な成長

● 国内でのブランド認知ＵＰ
● アフリカ進出の基盤構築

当社の持続可能な成長
● 衛生改善（感染症抑止）
● 職業訓練等へのアクセス

社会課題解決

● 成長分野での製品化
● 需要のある海外での販売

当社の持続可能な成長
● マシン稼働継続による雇用維持
● 古紙配合、FSC認証紙の販売

社会課題解決

● 車・スポーツ・美容など、生活の質の向上につながる
分野への環境配慮商品の展開

● 化石由来から天然素材への転換

社会課題解決

2017年度実績 2018年度実績 2019年度実績 2020年度実績 2021年度目標 2023年度目標 2026年度目標 2030年度目標
CNF商品化分野数 1 1 1 2 2 3 5 7

ものづくりへのこだわり

Dedicated

当社の持続可能な成長

新たな価値を生み出す研究開発

透明性の高い原料調達

フレキシブルな生産体制

徹底した品質管理

価値共創 社会課題解決

経営理念
世界中の人々へ やさしい未来をつむぐ

マーケット志向の営業スタイル　「自ら生産したものは自らの手で売る」

社会ニーズ・社会課題を、自ら捉え、製品やサービスに、スピード反映

信頼されるものづくり

大王製紙 三島工場

※目標3のターゲット3、目標4のターゲット5を取り組みの対象にしています。

※目標8のターゲット2、ターゲット4、目標9のターゲット5、目標12のターゲット2、目標17のターゲット16を取り組みの対象にしています。※目標8のターゲット3、ターゲット5、目標12のターゲット2、ターゲット5、目標15のターゲット2を取り組みの対象にしています。

ELLEX-S

水分散液

ELLEX-M

成形体

ELLEX-P

乾燥体

ELLEX-☆
（スター）

高透明度
水分散液

洋紙から板紙へ改造したN7号抄紙機
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価値を提供し続けるための成長戦略

SECTION 02
大王製紙グループの価値創造ストーリー

SECTION 01 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

持続可能なサプライチェーンの確立

地域社会とのきずな

マテリアリティ：持続可能なサプライチェーンの確立

Attentive

基本的な考え方

基本的な考え方

主な取り組み
主な取り組み

大王製紙グループは、世界8カ国に拠点
を有するグローバル企業として、世界中
から信頼される「良き企業市民」を目指
しています。事業活動を通じて地域社会
との共生を図りながら地域の発展に寄
与するために、地域の取り組みを積極的
に支援します。
　国内外で、地域住民・学生を対象とし
た工場見学会や地域コミュニティへの
参加を通じて、当社の事業への理解を
得るとともに、地域社会と調和のある成
長に取り組んでいきます。

大王製紙グループの調達活動は、当社
「ＳＤＧｓ調達ガイドライン」を基に、右記
に挙げる姿勢で取り組んでいきます。

「大王製紙グループ　ＳＤＧｓ調達ガイドライン」

▲ https://www.daio-paper.co.jp/
wp-content/uploads/202105.pdf

1. 法令、社会規範、社内規則の遵守および取引先各国の文化、習慣を尊重し、持続可能
な社会の実現に向けて、サプライチェーンにおける人権、環境保護、安全衛生および
地域社会への貢献などに十分配慮し、企業の社会的責任を果たします。

2. 取引先との良好なパートナーシップを構築して公平、公正な取引を行い、お互いの
品質・技術力の向上および発展に取り組みます。

3. 取引先と協調して事業継続計画の策定や実行状況の把握・推進に取り組み、安定し
た供給体制の確保を目指します。

世界中の人々へ やさしい未来をつむぐ
経営理念

地域社会の活性化･
発展への貢献地域共生・支援活動 少子高齢化への対応

地域社会との調和ある成長

健康延伸につながるサービ
スの提供や地域包括ケアシ
ステムの構築等を通じて、
脆弱層が安心して暮らせる
街づくりを目指しています。
少子高齢化に対応するた
め、人々の快適な暮らしを
サポートする取り組みを進
めています。

各国・各地域の法律や各種
の国際規範、ならびに文化・
宗教・習慣等を尊重し、グ
ローバルな事業展開を通じ
て世界中の生活・文化・産業
の発展に貢献します。

地域住民や学生を対象とし
た工場見学会や、地域のス
ポーツ振興、ボランティア活
動等への参加を通じて、事
業への理解を得るよう努め
ています。
各国・各地域の豊かな発展
に寄与し地域とともに成長
し続けます。

自社及び、サプライチェーンにおいて、品質・技術力を向上させた上で、人権・環境保護・安全衛
生などにおける法令遵守と公平・公正な取引を行うこと、さらにＢＣＰと地域社会への貢献を加え
た大王製紙グループ「ＳＤＧｓ調達ガイドライン」を策定し、取引先へのアナウンス及び、ホーム
ページへの開示を行いました。また、このガイドラインに沿った調達となっていることを確認する
ためサプライヤーへのアンケートを実施し、今回は回収率８７％、５段階評価で３．５以上が５６％で
した。２０３０年目標の回収率１００％、５段階評価で３．５以上を９０％にするため、回答内容等を
フィードバックし、低評価先には改善依頼・支援するよう進めています。また、ガイドラインを①遵
守事項②要請事項③推奨事項に分け、特に遵守事項に重みを置いた評価方法も検討していま
す。引き続き、サプライチェーン全体でＣＳＲ調達を実現するとともに、調和のある成長・発展に取
り組んでいきます。

2017年度実績 2018年度実績 2019年度実績 2020年度実績 2021年度目標 2023年度目標 2026年度目標 2030年度目標
サプライヤーへのアンケート　回収率 ‐ ‐ ‐ 87% 90% 100% 100% 100%
５段階評価で３．５以上の取引先数（率） ‐ ‐ ‐ 56% 65% 75% 85% 90%
国内外での森林認証の維持継続 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ＣＳＲ調達：「ＳＤＧｓ調達ガイドライン」に基づいた調達

地域共生・支援活動 / 少子高齢化への対応

枚方市では、少子高齢化が進み、一部の地域で町内会等で行う資源回収ができなくなっていま
す。また、単身者世帯などでは紙を一般ごみとして排出する人が多く、一般ごみの組成を調査し
た結果、リサイクル可能な紙類が１割強を占めていることが判り、これらの問題を解決するために

行政回収を進めています。この回収した古紙がリサイクルされること
でごみの減量につながり、焼却炉の処理負荷も下げることができま
す。回収した古紙が確実にリサイクルされるように、枚方市・信和商
事・当社の３者で、行政回収した古紙の使用に関する協定の調印を
行いました。枚方市からの古紙の安定供給と、資源有効活用及び、
少子高齢化社会の課題に対応しています。今後も行政、古紙問屋、
当社が一体になり、持続可能なリサイクルの環を目指していきます。

※目標11のターゲット6、目標12のターゲット5、目標17のターゲット17を取り組みの対象
にしています。

※目標2のターゲット3、ターゲット4、目標6のターゲット4、目標11のターゲット1、目標17のターゲット16を取り組みの対象にしています。

※目標8のターゲット7、目標10の
ターゲット3、目標12のターゲット
4、ターゲット6、目標15のターゲッ
ト1、ターゲット2、目標17のター
ゲット16を取り組みの対象にして
います。

大阪府枚方市、信和商事、大王製紙での3者による資源リサイクル

再 生

再 生

①南米チリにあるフォレスタル・アンチレでは、地域一体でのインフラ整備・地域発展に
取り組んでいます。当社所有林のある第１０州オソルノ県プランケ市は毎年乾季に
水不足に悩まされています。２０１６年に同市長や地域住民から井戸設置への協力要
請を受けましたが、井戸では十分に水が出ない可
能性がありました。住民との対話や社内での検討を
継続して実施し、最善の案としてフォレスタル・アン
チレが所有する山林内を流れる川から約２，３００ⅿ
の送水管とタンクに貯水する設備案を提案し、建設
しました。州政府が受け持つ電機･給水設備が整え
ば水の安定供給が可能な状態となりました。

②近隣住民の灌漑用水確保のため、湧水を貯水する１３，０００リットル
のタンクの設置場所と取水設備を提供しました。

③地域経済の発展に寄与するため、先住民団体へ果樹栽培他の技
術講習や資材の提供を行っています。講習により、住民たちが技術
を身につけ、農業の持続的な発展につながるように継続して行っ
ていきます。

プキトラウエ川の取水口 ロス・リスコス地区の学校敷地内に
設置された貯水タンク（２基）

灌漑用水タンク 地域住民への技能講習の様子

地域社会の活性化・発展への貢献

人 生

人 生

川之江工場 工場見学

①地域の農業・酪農を支援する生活・灌漑用水の安定供給の継続
②近隣住民のために灌漑用水タンクの設置場所を提供
③先住民団体への果樹栽培の技術講習の実施

枚方市の古紙回収 古紙ベールの積み込み

持続可能なサプライチェーンの確立
マテリアリティ：

地域社会との共生
マテリアリティ：

SDGsの達成に貢献する取り組み
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価値を提供し続けるための成長戦略

SECTION 02
大王製紙グループの価値創造ストーリー

SECTION 01 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

世界中の人々へ やさしい未来をつむぐ

企業の持続的成長

意識改革・風土改革

エンゲージメント

イノベーション

経営理念

価値を創造する経営基盤の構築

人権尊重
ダイバーシティの推進

人財育成
自律人財の育成

社員への思いやり
健康経営 / 働き方改革 / 安全衛生 / 制度充実

将来への投資 教育研修 ・ 健康経営 ・ 制度充実等 への投資

働きがい モチベーション
向上

個人の成長
優秀な

人財育成･確保､採用
能力発揮

組織の成長
多様な人財の活躍
生産性の向上

業績向上

今後の当社の発展においては、成長エンジンであるH&PC部門を始め全事業での更なる女性の活躍は
必要不可欠です。特に、最も活躍のフィールドが広いH&PC事業部に女性社員を積極的に配属する
とともに､2014年から実施している「異業種交流研修」に加えて、新たに「マネジメントのための実践的
スキル研修」等により女性管理職候補者を計画的に育成します。また､女性以外の社員の意識改革の
取組みとして､社内SNSを活用した社長のダイレクトメッセージの発信（2021年〜）、経営層･管理職を
対象としたダイバーシティ研修（2020年〜）、全社員を対象としたアンコンシャス・バイアス研修（2019
年〜）等を並行して実施しています。さらに、男性の育休100%取得の推進やフレックスタイム制度の
利用、テレワーク等の推進、育児中の社員同士の社内ネットワーク整備、若手社員による部門を横断した
風土改革活動等にも取り組んでいます。生産性を重視した働き方改革とライフ・ワークバランスの推進
により､全ての社員が挑戦･活躍できる風土の構築に向けて継続して改革していきます。

主な取り組み
ダイバーシティ＆インクルージョンの推進 ①多様な人財が活躍できるインフラ整備　②誰もが挑戦できる風土改革の推進

安全で働きがいのある企業風土

Integrated

基本的な考え方
大王製紙グループでは、「誠意と熱意を持つ者が事を成す」と
いう創業の精神のもと、持続的な企業価値の向上に挑戦する
人財を育成していくため、安全で働きがいのある企業風土の
構築に取り組んでいます。
多様化するニーズやリスクへの対応力を高めていくため多様
な人財を生かし、その能力が最大限発揮できる機会を提供す
ることで、イノベーションを生み出し価値創造・競争力の強化

につなげていきます。
健康と安全に配慮した職場環境づくりや、自らの成長・やりが
いが実感できる仕組みと風土をつくり、一人ひとりの役割・職
務と成果に対する公正な評価・処遇を通じて、果敢にチャレン
ジして「自ら考え、決断して実行する」自律型人財を育成して
いきます。

2017年度実績 2018年度実績 2019年度実績 2020年度実績 2021年度目標 2023年度目標 2026年度目標 2030年度目標
女性管理職比率（全社） 1.4% 1.5% 2.0% 2.2% 2.4% 4.5% 6.5% 10.0%
　　　 〃　   　（H&PC） 2.5% 3.1% 3.4% 3.5% 4.3% 6.0% 10.0% 15.5%
女性総合職比率（全社） 13.5% 13.3% 13.7% 13.6% 16.8% 18.0% 24.5% 29.5%
　　　 〃　   　（H&PC） 21.9% 22.4% 21.7% 21.6% 25.0% 28.0% 36.0% 40.0%
男性の育児休業取得率 3.0% 5.0% 4.0% 6.0% 20.0% 100.0% 100.0% 100.0%
障がい者雇用比率 2.1% 2.2% 　2.3% 　2.3% 　2.3% 2.6% 2.7% 2.7%

人権尊重と人財育成、社員への思いやり ／ 公正で透明性の高い経営  

▲

 P57〜コーポレートガバナンス

マテリアリティ：

人 生

人 生

①健康経営　②働き方改革　③安全衛生　④人事制度の充実

活力のある健全な企業グループとして持続的な成長を目指して、社員のエンゲージメントを高めてパ
フォーマンスを向上していくために、2014年度に「大王製紙グループ健康宣言」、2016年度には「働き
方改革宣言」を公表しました。健康経営の重点取組み事項として、「ライフ・ワークバランスの推進」、「生
活習慣の改善」、「メンタルヘルスケアの充実」、「疾病の早期発見・早期治療」を掲げ、各施策をPDCAサ
イクルで推進しています。具体的には、フレックスタイム制度、テレワーク、時間単位年次有給休暇等の
柔軟な勤務制度を導入し、2019年度から開始した全役職員を対象とした「禁煙チャレンジ」による禁煙
活動の推進、さらには、健康相談窓口の設置や長期休業補償制度（GLTD）を導入する等、人生100年
時代に適応し社員が安心して業務を遂行できる環境を継続して整備していきます。

社員への思いやり

2017年度実績 2018年度実績 2019年度実績 2020年度実績 2021年度目標 2023年度目標 2026年度目標 2030年度目標
喫煙率 31.0% 31.2% 30.5% 26.1% 25.0% 22.0% 18.0% 15.0%
時間外労働平均（一般社員） 21.4h 22.0h 23.0h 20.8h 20.0h 18.0h 15.0h 10.0h
有給休暇取得率 58.2% 71.0% 78.0% 67.2% 70.0% 80.0% 80.0% 90.0%

社内ミーティング風景

※目標3のターゲット4、ターゲット6、ターゲット9、目標8のターゲット5、ターゲット8、目標10のターゲット2を取り組みの対象にしています。

※目標５のターゲット１、
ターゲット５、ターゲット
C、目標10のターゲット3
を取り組みの対象にし
ています。

①次世代リーダー・グローバル人財の育成　②自律型人財の育成

中長期的な発展に向けて、次世代リーダー・グローバル人財の育成に継続して取り組んでいます。特に、
成長エンジンである海外事業を担う人財を対象に、従来からの海外留学制度等に加え、【海外勤務に対
する抵抗感の払拭】、【語学力の向上】を目的に以下のとおり取り組んでいます。
また、「自ら考え、決断して実行する」自律型人財の育成を目指して、外部機関でのマネジメント研修や公
募制度でのMBAの取得をはじめ、「Daio Career Challenge」（キャリア選択社内公募制度）等を活用
して、社員が自律的にキャリア形成・能力開発を行うことができる制度を整えています。これらを通じてエ
ンゲージメントを高め、働きがいやモチベーションの向上につなげていきます。

2017年度実績 2018年度実績 2019年度実績 2020年度実績 2021年度目標 2023年度目標 2026年度目標 2030年度目標
次世代リーダー育成者数 36名 45名 52名 60名 68名 84名 108名 140名
ＴＯＥＩＣ６００点以上取得者数 241名 239名 215名 223名 250名 350名 500名 600名
社内公募制度による累計異動者数 31名 32名 36名 41名 49名 70名 100名 150名

人財育成

人 生

※目標4のターゲット3、
ターゲット4を取り組み
の対象にしています。

▲  海外勤務に対する抵抗感の払拭　①若手社員海外研修 ②海外勤務ワークショップ ③グローバルマインドセット研修
▲  語学力の向上　①ＴＯＥＩＣオンラインＩＰテスト ②オンライン英会話費用補助 ③短期語学留学

SDGsの達成に貢献する取り組み
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価値を提供し続けるための成長戦略

SECTION 02
大王製紙グループの価値創造ストーリー

SECTION 01 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

「2030年までに生産活動で排出するＣＯ２を2013年度対比で46%削減」する
目標を掲げ､燃料転換､省エネルギー等に取組んでいます。その施策のひとつ
として三島工場において､メタノール成分を含んだクラフトパルプ製造工程の
排水からバイオガス（有機物を発酵させたときに発生するバイオマス由来のガ
ス）を取り出し､化石燃料の代替として有効利用する設備を2020年10月に稼
働させました。このバイオガスにはメタン成分が含まれており、取り出したガス
をそのまま同工場内にある石灰焼成設備（キルン）で使用することで化石燃料
と置き換え、ＣＯ２排出削減（年間約15,000トン）と排水負荷低減につなげて
います。引き続き、ＣＯ２削減につながる施策を実行し､カーボンニュートラルの
実現に向け取り組みます。

主な取り組み
気候変動への対応  製紙排水を利用したバイオガス発生設備の設置

地球環境への貢献

Organic

基本的な考え方
大王製紙グループは、１９９３年に紙業界で最も早く「ＤＡＩＯ地
球環境憲章」を制定し、この基本方針に基づき事業を通じた
環境問題解決に積極的に取り組んできました。この過去から
の取り組みと本年５月に策定した「大王製紙グループ・サステ
ナビリティ・ビジョン」でのＳＤＧｓ達成への取り組みとを連動さ

せ、経営に織り込んだ推進体制とするため、「ＤＡＩＯ地球環境
憲章」も同時に改定しました。今後も、地球環境と調和した持
続可能な脱炭素社会、循環型社会、自然共生社会を実現に向
け、環境に配慮した事業活動を行っていきます。

マテリアリティ：

①保有林の約半分を天然林として残し、天然記念物「アレルセ」を保護
②吉野川に生息する希少淡水魚「カワバタモロコ」を繁殖・放流

①南米チリ共和国にあるフォレスタル・アンチレＬＴＤＡでは、保有林５９，０００ｈａの約半分に相当
する２８，０００ｈａを天然林として維持し、天然記念物「アレルセ（パタゴニア・ヒバ）」を保護して
います。チリ森林公社及び現地ＮＧＯと話合いの上、専門機関による生息状況調査を実施し、
同専門機関から推奨された事項を参考にしながら適切な保護活動を進めています。
また、保有林内の天然林や絶滅危惧種が生息する可能性がある地域を高保護価値地域に認定し、定期的にモニタリング調査
を行っています。施業実施林に隣接する保護林にプロットを設置し施業前後にモニタリングを行うとともに、本年度から新たに

ドローンを使い上空から撮影した画像を活用し、動植物の生態への影響がないことを確認しています。引
き続き、多様な生物が共生・繁栄できるよう取り組んでいきます。

②ダイオーペーパープロダクツ㈱徳島事業所は、絶滅危惧ⅠＡ類に指定されている「カワバタモロコ」の増
殖・放流会議メンバーで、２０１６年１月に徳島県から譲り受けた２００匹を工場内の貯水槽で繁殖させるこ
とに取り組んでいます。最初の２年間は約５０匹減という結果となりましたが、防鳥対策、稚魚保護ケース
の設置や水温管理を徹底することにより、３年目からは増殖に転じています。まだ、放流するまでには至っ
ていませんが、２０２１年７月時点では７９１匹の個体が確認されており、さらなる増殖のため、水質監視、産
卵床整備、保護ケース清掃等の対策を講じました。譲り受けた２００匹以上を、元の生息地に放流すること
を目標に、今後も徳島県と連携し繁殖活動に取り組んでいきます。

森林保全と生物多様性の維持

再 生

再 生

吉野川に生息する希少淡水魚
「カワバタモロコ」

世界中の人々へ やさしい未来をつむぐ
経営理念

DAIO地球環境憲章

理念
大王製紙グループは､地球環境と調和したグローバルな事業展開を通じて環境問題に積極的に取り組み、

持続可能な社会の実現を目指します。
基本方針

1. 地球温暖化対策の推進
2. 森林保全と生物多様性の維持
3. 資源の有効活用と環境に配慮した資材調達
4. 廃棄物の低減と有効活用

5. 環境負荷低減技術・商品の開発と展開
6. サプライチェーンを含めた環境負荷の低減
7. 法令遵守と積極的な環境コミュニケーション・
地域社会との共生

ボーダレスな
自然共生社会が実現

廃棄物が減少し、
循環型社会が実現

サプライチェーン全体で
カーボンニュートラルが実現

自然豊かな地球が再生され､
森林面積が復元

プラスチックから
天然由来素材への転換が進む

世界中でクリーンエネルギーが
利用されている

循環型社会の実現気候変動への対応

持続可能な資源循環持続可能な資源有効活用

森林保全と生物多様性の維持

持続可能な森林経営

植林
動植物の保護

省エネルギー
エネルギー転換

３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）
素材転換

CO2吸収･固定 GHG削減 環境負荷低減

各方針の詳細は
こちらから

未来像

フォレスタル・アンチレの植林地

※目標7のターゲット2、目標9のターゲット4、目標17のターゲット16を取り組みの対象にしています。 嫌気処理（バイオガス発生）設備

©住友重機械エンバイロメント株式会社

難処理古紙（石膏ボード、ラミネート古紙等）の利用促進

「2030年度までに板紙への配合率を30%」とすることを目標に、難処理古紙の利用を促進に取
り組んでいます。異物（雑誌の付録DVD等のプラスチック類）の混入が多く、これまで焼却処分

されていた古紙を、独自の技術で繊維とプラスチック類に自動分別し、繊
維は製紙原料として利用し、プラスチック類は化石燃料の代替として発電用リサイクルボイラーで燃料と
して利用しています。従来、単に焼却処分されていた廃棄物をエネルギー源として活用することで、化石
燃料が削減できるため、バリューチェーン全体でのＣＯ２削減にも寄与しています。また、いわき大王製紙
では、これまで利用が難しかった廃棄物由来の燃料を使用するリサイクルボイラーを建設中（2023年1
月稼働予定）であり、これにより同工場は非化石エネルギーでの自家発電１００％の工場となります。
古紙の高度利用は､海洋汚染問題の解決（廃プラスチックも燃料として有効活用）にもつながるため、引
き続き目標達成に向けて取り組みます。

循環型社会の実現

いわき大王製紙で建設中の
５号リサイクルボイラー

再 生

2017年度
実績

2018年度
実績

2019年度
実績

2020年度
実績

2021年度
目標

2023年度
目標

2026年度
目標

2030年度
目標

難処理古紙の板紙への配合率 11.6% 13.7% 16.7% 16.7% 21.8% 24.0% 27.0% 30.0%

※目標8のターゲット4、目標12のターゲット5、目標14のターゲット1を取り組みの対象にしています。

※目標6のターゲット6、目標15のターゲット1、ターゲット2、ターゲット4、ターゲット5、目標17のターゲット16、ターゲット17を取り組みの
対象にしています。

気候変動への対応 ／ 循環型社会の実現 ／ 森林保全と生物多様性の維持 

SDGsの達成に貢献する取り組み
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三島工場 石炭ボイラー
1缶目停止

石炭ボイラー
2缶目停止

石炭ボイラー3缶目停止

～2030年 ～2040年 ～2050年

2030年度までに
CO2排出量46％削減
（対2013年度） 石炭ゼロ化へ

新たな製紙技術の導入
（パルプ・紙乾燥工程の

大幅省エネ）

新たな燃料の導入

石炭からの
フェードアウト

再生可能
エネルギー

省エネルギー
の推進

吸収源
植林の適正管理、生長量の高い樹種の導入

エネルギー原単位１％／年削減

太陽光・風力発電設備等の導入

2020年度
高効率黒液回収ボイラー稼働
バイオガス発生設備稼動

黒液・バイオマス燃料の利用拡大

植林面積の拡大

～2020年

2021年度
重油からLNGへ燃料転換

FITバイオマス発電
電力販売から
自家消費へ転換

リサイクル発電設備導入
2022年度

リサイクル発電設備建設
（いわき大王製紙）

価値を提供し続けるための成長戦略

SECTION 02
大王製紙グループの価値創造ストーリー

SECTION 01 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

脱炭素社会に向けた取り組み
特 集

2

大王製紙グループは「２０５０年カーボンニュートラルを目指す」ことを宣言しました。

これまでもエネルギー効率化やバイオマス燃料の活用など、

さまざまな環境配慮の取り組みを進めており、引き続き策定したロードマップに沿って

カーボンニュートラル実現に向けた施策を実行していきます。

2021年6月21日、四国中央市内のエネルギー需要家で作
る「四国中央市カーボンニュートラル協議会」が発足し、当
社は設立メンバーとして参画しました。
　2020年12月、政府が「2050年カーボンニュートラルに
伴うグリーン成長戦略」を策定し、民間企業においてもカー
ボンニュートラル実現に向けた対応が不可欠となってきま
した。
　温暖化対策については、当社も省エネルギーや燃料転
換等を進めており、当社が目標としている「2030年度の
CO2排出量を2013年度対比で46％削減」に向け、各方策
を着実に進めているところです。
　しかし、2050年のカーボンニュートラル実現となると、現
状ではイノベーションに頼らざるを得ない部分もあります。新
技術の導入には、個社による努力に加えて、企業間の連携、
自治体・金融機関との連携が重要であると考えております。
　四国中央市は、紙製品の出荷額が全国１位と紙関連産
業の一大集積地であることと、各種メーカーが一定エリア
に集中して立地するという地理的特性を有しています。本
協議会は、この地理的特性を生かしながら、官民が協力し
てカーボンニュートラル実現に向けた取り組みを実施して
いくこととしています。
　先ずは、第１フェーズとして脱炭素に関する全体像の把握
と最新の技術動向及び政策動向に関する情報収集を行い、
カーボンニュートラル実現に向けたロードマップを作成して
いきます。その後、ロードマップのアップデートを行いながら
実行段階である第２フェーズに移行していき、四国中央市の
カーボンニュートラル実現に貢献していく考えです。
　今後も大王製紙は、「地域社会とのきずな」を大事にしな
がら、地球環境に貢献してまいります。

2050年 カーボンニュートラル実現へのロードマップ
多種多様な燃料を利用できるノウハウや新技術の導入により、積極的に化石燃料の削減に取り組む

「四国中央市カーボンニュートラル
協議会」を設立

〜地域の面的なエネルギー転換の方策・
ロードマップを協議〜

ＴＣＦＤ提言に沿った情報開示

当社は気候変動への対応を経営上の最重要課題として認識しており、気候変動に対する方針・具体的取り組み等は、
サステナビリティ委員会で検討し、定期的に取締役会に報告、審議しています。現在、ＴＣＦＤ提言に沿った情報開示
に向け、まず当社の事業で影響の大きいと思われる紙・板紙事業からシナリオ分析を進めています。来年４月までに
ＴＣＦＤの４つの要素について開示する計画です。
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焼却炉
エネルギー
利用なし

埋立地

CH4

難処理古紙

古紙回収（段ボール、雑誌古紙）

石膏ボード
剥離紙
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価値を提供し続けるための成長戦略

SECTION 02
大王製紙グループの価値創造ストーリー

SECTION 01 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

省エネルギーの推進
（エネルギー原単位１％／
年以上の改善）

2030年 地球温暖化対策の目標
生産活動で排出するCO2を2013年度対比で46％削減

〜 三島工場にある石炭ボイラー３缶のうち、１缶を停止 〜

植林の適正管理と
海外植林面積の拡大

三島工場に
リサイクル発電設備新設

（環境アセスメントを実施中）

国内外の生産工場に
太陽光発電設備設置

大王製紙グループでは、2021年5月にサステナビリティ・
ビジョンを策定し、その中で地球温暖化対策の長期ビジョ
ンとして、2050年までにカーボンニュートラルの実現を目
指すことを宣言いたしました。また、マイルストーンとして

2030年度のCO2排出量を2013年度対比で46％削減す
ることを目標として設定しました。
　また、気候変動に関する情報開示の一環として本年5月
にはTCFDへの賛同を表明いたしました。現在、TCFD提

言に基づいた情報開示の準備を進めているところであり、
2022年4月までに開示する計画です。
　気候変動への対応は避けては通れない道というよりも、
ゴーイングコンサーンとして積極的に進めていくべきもの
と考えています。情報開示のみでなく、具体的な施策を一
つひとつ着実に進めてまいります。
　目標達成に向けた動きは既に開始しており、三島工場で
は、2020年7月に高効率黒液回収ボイラー（FIT）を稼動さ
せるとともに、10月にパルプ排水からバイオガスを取り出
す嫌気処理設備を稼動させました。2021年度は、石灰キ
ルンで使用している重油の一部を低炭素燃料であるLNG
に転換する予定です。
　三島工場以外では、いわき大王製紙へ木くず、廃プラス
チックを燃料とする３缶目のリサイクルボイラーの建設工事

生産本部長メッセージ

環境保全に向けた取り組みを継続し、
カーボンニュートラルの実現に
貢献していきます。

を行っており2022年度に稼働予定です。これにより、同工
場を非化石エネルギーで自家発電100％の工場とします。
また、いわき大王製紙で余剰となった電力は、隣接するエリ
エールプロダクト福島工場に送ることで、同工場の購入電
力も削減する計画です。経済産業省が進めるエネルギーの
使用の合理化等に関する法律（省エネ法）に基づく連携省
エネルギー計画の認定第１号となっています。
　リサイクルボイラーは三島工場にも新設する計画であ
り、現在、環境アセスメントを実施中です。これにより三島
工場の石炭ボイラー３缶のうち1缶を2030年度までに停
止します。その後もバイオマスや廃棄物由来燃料を有効利
用することで石炭への依存度を下げていき、2050年まで
に石炭の使用量ゼロを達成し、カーボンニュートラルを実現
させます。

現状の三島工場 ２０３０年度時点（石炭ボイラー１缶停止）

山﨑 浩史

取締役常務執行役員
生産部門担当 生産本部長

特集2　脱炭素社会に向けた取り組み

5453 Integrated Report 2021Integrated Report 2021



価値を提供し続けるための成長戦略

SECTION 02
大王製紙グループの価値創造ストーリー

SECTION 01 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

コーポレートガバナンス

役員紹介（2021年9月末現在）

代表取締役会長
佐光 正義

監査役
有安 努

取締役 常務執行役員
山﨑 浩史
生産部門担当 
生産本部長
2012年6月 執行役員生産本部
 三島工場長代理
2016年7月 取締役資源･
 資材購買本部長
2019年4月 取締役生産部門生産本部
 副本部長兼三島工場長

2015年6月 執行役員総務本部長
2017年5月 執行役員経営企画本部長
2017年6月 取締役経営企画本部長兼
 安全環境統括部担当
2019年4月 取締役コーポレート部門
 経営企画本部長

2018年7月 執行役員板紙･段ボール
 事業部長
2019年6月 上席執行役員紙･
 板紙部門
 産業用紙･段ボール
 事業部長

2015年6月 専務取締役
2016年4月 代表取締役専務
2019年4月 代表取締役副社長

2012年6月 専務取締役
2016年4月 代表取締役専務
2019年4月 代表取締役副社長

2012年1月 執行役員新聞用紙営業本部長
2016年4月 執行役員洋紙営業本部長
2017年6月 取締役ホーム＆パーソナルケア
 国内事業部長
2018年7月 常務取締役ホーム＆
 パーソナルケア国内事業部長

2005年1月 ホーム＆パーソナルケア事業部
 営業推進本部長
2008年6月 取締役副社長
2011年6月 代表取締役社長

2017年6月 執行役員ホーム＆パーソナルケア
 国内事業部ベビー＆フェミニンケア
 営業本部長
2018年4月 エリエールインターナショナルタイランド
 代表取締役社長
2020年7月 執行役員ホーム＆パーソナルケア部門
 国内事業部
 ヒューマン･ファミリーケア営業本部長

取締役 常務執行役員
石田 厚
紙･板紙部門 
産業用紙･段ボール事業部長

監査役（社外）
長坂 武見

取締役 常務執行役員
設楽 裕之
ホーム＆パーソナルケア部門 
国内事業部長

監査役（社外）
岡田 恭子

代表取締役

取締役

監査役

執行役員

監査役（社外）
山川 洋一郎

取締役（社外）
吉田 伸彦

代表取締役社長
社長執行役員
若林 賴房

取締役（社外）
平石 好伸

取締役（社外）
武井 洋一

取締役（社外）
尾関 春子

取締役 常務執行役員
田中 幸広
コーポレート部門 
総務人事本部長

代表取締役副社長
副社長執行役員
営業管掌 兼
資源・資材購買本部、
グローバルロジスティクス本部担当
岡崎 邦弘

代表取締役副社長
副社長執行役員
コーポレート部門担当 兼
コンプライアンス担当 兼
サステナビリティ担当
阿達 敏洋

常務執行役員 山上 俊樹 Ｈ＆ＰＣ部門 海外事業部長 兼 海外事業推進本部長
溝渕 博士 Ｈ＆ＰＣ部門 商品開発本部長 兼 マーケティング本部、マーケティング・開発支援部担当
藤田 浩幸 サンテルS.A. 取締役会長

上席執行役員 玉城 道彦 生産部門 生産本部新素材研究開発室長
柏原 隆久 大王（南通）生活用品有限公司 董事長 総経理
棚橋 敏勝 生産部門 生産本部副本部長 兼 三島工場長
品川 舟平 コーポレート部門 経営企画本部長
吉田 孝 コーポレート部門 ＩＴ企画本部長

執行役員 井関 哲 グローバルロジスティクス本部長

小川 満 三浦印刷株式会社 代表取締役社長 兼 ダイオープリンティング株式会社 代表取締役会長 兼 
大和紙工株式会社 代表取締役会長 兼 株式会社千明社 代表取締役会長

清水 徹 エリエールインターナショナルターキー 代表取締役社長
吉野 明宏 ダイオーペーパープロダクツ株式会社 代表取締役社長
白峰 幹郎 資源･資材購買本部長
今泉 隆司 コーポレート部門 知的財産部長
井川 準一 コーポレート部門 経営管理本部経理部長
川端 哲哉 紙･板紙部門 新聞･洋紙事業部長
矢野 彰久 生産部門 生産本部三島工場長代理 ＜ユーティリティー部門担当＞ 
竹島 雅彦 エリエールインターナショナルタイランド 代表取締役社長
久米 幸夫 大王（南通）生活用品有限公司 董事 副総経理
斎藤 真 Ｈ＆ＰＣ部門 国内事業部ヒューマン･ファミリーケア営業本部長

監査役
藤井 博充
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価値を提供し続けるための成長戦略

SECTION 02
大王製紙グループの価値創造ストーリー

SECTION 01 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

当社グループは、当社グループが着実で安定した成長を

持続し、中長期的に企業価値を向上させるとともに、地

球環境と調和した事業活動を展開しています。

コーポレートガバナンスの充実を経営上の最も重要な課

題のひとつと位置付け、株主、取引先、従業員及び地域

住民等あらゆるステークホルダーの皆様に信頼される企

業グループとして、社会の生活・文化・産業の発展に貢献

することを目指してまいります。

（1）取締役会
取締役会は、経営陣による職務執行をはじめとする経

営全般に対する監督機能を担い、経営の公正性・透明性

を確保するとともに、法令又は定款に定める重要な業務

執行について意思決定を行っています。

実効性ある経営体制及び取締役会における実質的な議

論を確保するために必要かつ適切な人数で構成するこ

とを基本とし、コーポレートガバナンスにおける社外取締

役の機能の重要性に鑑みて、取締役会に占める独立社

外取締役の比率を３分の１以上の4名選任しています。

（4）経営会議
意思決定の迅速化のために、会長・社長及び各事業部

長・本部長で構成する「経営会議」において、取締役会か

ら委譲された事項につき意思決定を行っています。

経営会議には常勤監査役２名がオブザーバーとして出

席し、当該意思決定の状況を監視しています。

当社は、監査役会設置会社として、取締役会が当社グ

ループ全体の経営方針や重要な業務執行についての

意思決定と業務執行の監督を行うとともに、取締役から

独立した監査役及び監査役会が職務執行状況等の監

督を行っています。また、当社では、2021年4月に「意思

決定と監督を担う取締役会」と「業務執行を行う執行役

員」の位置付けを明確化することで、より一層の経営に

おける意思決定の迅速化及び取締役会の監督機能の

強化等を目的に、役員体制の変更及び執行役員制度の

改定を行いました。今後も、経営における果断で迅速な

意思決定と機動的で強力な業務執行体制を実現し、企

業価値の向上を目指してまいります。

コーポレートガバナンス体制の概要

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強化の主な取り組み

2011 内部通報制度の整備

2012 社外取締役制度を導入
報酬委員会設置

2015 コーポレートガバナンス・ガイドラインの制定

2016 取締役会の実効性評価を開始
大王製紙グループ「経営理念」「行動規範」の制定

2018 指名委員会設置

2019 株式報酬制度の導入

2021 役員体制の変更及び執行役員制度の改定

コーポレートガバナンス体制

監
査
役（
会
）

報
告

報
告

報
告

報
告

報
告

報
告

報
告

連
携

監
査
役
室

会
計
監
査
人

株主総会

監査

補助

会計
監査

監査

報告
報告

指揮・命令

連携

連携

選任・解任・不再任の決定、会計監査相当性の判断

監督

選任・解任選任・解任 選任・解任

取締役会

代表取締役

内部
監査部

報酬委員会 指名委員会

指揮・命令 報告

報告 選定・解職

経営会議取締役
執行役員

各業務執行部門・
グループ会社

コンプライアンス委員会

サステナビリティ委員会

ダイバーシティ委員会

コーポレートガバナンス

（3）会計監査人
会計監査人としてPwCあらた有限責任監査法人を選任

しており、適宜、法令に基づく適正な会計監査が行われ

ています。

なお、会計監査人の選定に際しては、効率的な監査業務

を実施することができる一定の規模とネットワークを持

つこと、監査品質・審査体制が整備されていること、監

査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監

査報酬が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績

などにより総合的に判断しています。

（2）監査役会
監査役会は社外監査役3名を含む5名で構成し、監査役

会で決定した監査計画に基づき、取締役会その他重要

な会議体への出席、経営トップとの意見交換を行うほ

か、会計監査人、内部監査部門と連携して、業務監査及

び会計監査による内部統制システムの整備状況の調査

を実施し、経営に対するチェック機能の強化・充実に努

めています。

（5）任意の委員会
①報酬委員会
報酬委員会は、取締役の報酬の決定に対する客観性・

透明性を高めることを目的とし、当社の常勤取締役の

報酬に関して、取締役会にて決議した報酬決定の方針

に従い、取締役個人ごとの評価・報酬額について決定

し、取締役会に報告します。

独立社外取締役を委員長とし、委員の過半数を独立社

外取締役で構成し、社外監査役２名がオブザーバーとし

て出席しています。

②指名委員会
指名委員会は、取締役候補者の指名と取締役の選解任

等に対する客観性・透明性を高めることを目的とし、取締

役会の諮問機関として、当社の取締役候補者の指名と

取締役の選解任等に関して、取締役会からの諮問を受

けて、当社のコーポレートガバナンス・ガイドラインに定

める指名方針に沿って、答申します。

独立社外取締役を委員長とし、委員の過半数を独立社

外取締役で構成し、社外監査役２名がオブザーバーとし

て出席しています。
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※1 2021年6月29日現在　※2 2020年6月26日就任　※3 2021年6月29日就任

各社外役員の選任理由

社外取締役

社外監査役

氏名 独立
役員 選任理由

取締役会
出席回数

（2020年度）
重要な兼職の状況※1

吉田 伸彦 ◯

他社での代表取締役社長等を歴任される中で培われ
た豊富な経験と幅広い見識を生かすことで、独立した
立場から、社外取締役としての職務を適切に遂行して
いただけるものと判断し、また、有価証券上場規程施
行規則に定められる独立役員の要件を満たしており、
独立役員に指定しています。

15回/15回 一般社団法人日本金属屋根協会
理事兼相談役

武井 洋一 ◯

弁護士としての専門知識と、他社の役員を歴任される
中で培われた高い視座、幅広い経験を生かすことで、
独立した立場から、社外取締役としての職務を適切に
遂行していただけるものと判断し、また、有価証券上
場規程施行規則に定められる独立役員の要件を満た
しており、独立役員に指定しています。

11回/12回※2
明哲綜合法律事務所パートナー弁護士
山崎金属産業株式会社社外監査役
日本トムソン株式会社社外取締役

平石 好伸 ◯

外交官として各国大使を歴任する中で培われた豊富
な経験と高度な専門性、幅広い見識を生かすことで、
独立した立場から、社外取締役としての職務を適切に
遂行していただけるものと判断し、また、有価証券上
場規程施行規則に定められる独立役員の要件を満た
しており、独立役員に指定しています。

ー※3 日本チリ協会顧問

尾関 春子 ◯

他社での法務部門長ならびに役員を歴任される中で
培われた豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識を生
かすことで、独立した立場から、社外取締役としての職
務を適切に遂行していただけるものと判断し、また、有
価証券上場規程施行規則に定められる独立役員の要
件を満たしており、独立役員に指定しています。

ー※3 ー

氏名 独立
役員 選任理由

取締役会
出席回数

（2020年度）
重要な兼職の状況※1

山川 洋一郎 ◯

弁護士としての専門知識と、他社の役員を歴任された
中で培われた豊富な経験を生かすことで、独立した立
場から、社外監査役としての職務を適切に遂行してい
ただけるものと判断し、また、有価証券上場規程施行
規則に定められる独立役員の要件を満たしており、独
立役員に指定しています。

15回/15回 古賀総合法律事務所 
パートナー弁護士

長坂 武見 ◯

会計監査の業務経験を持ち、その後国内外にて幅広
く事業展開を行う企業において経理財務部門の責任
者を務めており、財務及び会計に関する高い知見を生
かすことで、独立した立場から、社外監査役としての
職務を適切に遂行していただけるものと判断し、また、
有価証券上場規程施行規則に定められる独立役員の
要件を満たしており、独立役員に指定しています。

15回/15回 ナブテスコ株式会社 社外監査役
SOLIZE株式会社 社外監査役

岡田 恭子 ◯

CSR、企業文化に関する幅広い知見、他社の監査役を
歴任された中で培われた豊富な経験を生かすことで、
独立した立場から、社外監査役としての職務を適切に
遂行していただけるものと判断し、また、有価証券上
場規程施行規則に定められる独立役員の要件を満た
しており、独立役員に指定しています。

12回/12回※2 株式会社SUBARU社外監査役
株式会社ジャックス社外取締役

④サステナビリティ委員会
サステナビリティ委員会は、当社グループ全体のサステ

ナビリティ戦略（環境・社会・ガバナンスを考慮した持続可

能な企業戦略）を定め、社会課題の解決を通して当社グ

ループの社会的価値を向上させると共に、企業価値の向

上を実現させていくことを目的とし、サステナビリティに

関するマテリアリティ（重要課題）の決定及び、マテリアリ

ティに対する目標・コミットメント・取り組みを決定してい

ます。コーポレート部門担当取締役を委員長とし、生産本

部長、社外取締役を含む役員計10名で構成し、常勤監

査役１名及び社外監査役１名がオブザーバーとして出席

しています。

また、サステナビリティ委員会の下部組織として、「気候

変動対応部会」、「環境負荷低減部会」、「価値共創部会」

の3つの部会と「サステナビリティ連絡会」を設置して、具

体的な取り組み及びKPI（重要指標）を設定し、施策の審

議、進捗確認を通じて目標達成に取り組んでいます。

⑤ダイバーシティ委員会
女性管理職の増員、柔軟な働き方を可能とする環境整備

等の施策を通じ、当社グループ全体の組織の多様性を実

現することを目的とし、代表取締役社長直下の委員会と

して、当社グループ全体のダイバーシティ推進の基本方

針及び重要課題の決定を行うとともに、ダイバーシティ

及び働き方改革の推進施策を策定し、取締役会への報

告、トップメッセージの配信、経営層・管理職・社員へのイ

ンプットを通じて施策の実行に取り組んでいます。

代表取締役社長を委員長とし、総務人事本部長を含む役

員等の計7名で構成し、代表取締役副社長1名、常勤監

査役1名及び社外監査役1名がオブザーバーとして出席

しています。

コーポレートガバナンス

サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
委
員
会

サステナビリティ体制組織図

③コンプライアンス委員会
コンプライアンス委員会は、当社グループのリスクの管

理及びコンプライアンスの強化を目的とし、リスクの網

羅的な識別・評価、及び対応策の一元的管理、ならびに

リスクの重要性に応じた対応策等について審議等を行

うことにより、当社グループのリスク管理体制をチェック

しています。コンプライアンス担当取締役を委員長と

し、社外取締役を含む役員等の計１０名で構成し、常勤

監査役１名、社外監査役１名及び内部監査部部長がオ

ブザーバーとして出席しています。

また、コンプライアンス委員会の下部組織として、８つの

小委員会を設置しており、リスクの属性に応じた具体的

な実行策を審議・決定し推進することで、より実効性の

高いリスク管理が可能な体制としています。

コンプライアンス体制組織図

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
委
員
会

経理・財務小委員会

安全衛生小委員会

総務・広報小委員会

環境小委員会

労務・人権小委員会

H&PC品質小委員会

紙・板紙品質小委員会

海外リスク小委員会

気候変動対応部会

環境負荷低減部会

価値共創部会

サステナビリティ連絡会
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当社では、取締役会での本質的な充実した議論を促進

し、取締役会の実効性を高めていくために、社外役員に

当社事業への理解を深めてもらうための情報提供をは

じめとした以下の諸施策を継続的に実施しています。

当社取締役会は、取締役会が適切に機能しているかを

定期的に検証し、課題の抽出及び改善の取り組みを継

続的に実施することを目的に、2016年より毎年、取締

役会の実効性評価を実施しています。すべての取締役

及び監査役を対象に、外部機関による協力を得て取締

役会の構成や運営に関する自己評価アンケートを実施

し、アンケート結果に基づいて、分析・評価を実施しまし

た。その評価結果の概要は以下のとおりです。

取締役会の実効性を向上させるための諸施策

取締役会の実効性評価

2020年度（2020年4月～2021年3月）の主なIR活動実績

活動 回数 内容

機関投資家向け個別ミーティング 67回 国内外アナリスト･機関投資家のIR取材･電話会議

アナリスト･機関投資家向け決算･戦略説明会 6回 第2･4四半期に社長･担当役員による説明会を開催

海外IR 0回※ IR･経営企画担当による海外投資家訪問

証券会社主催イベント 4回 国内外のコンファレンス等にてアナリスト･機関投資家とスモールミー
ティング、1-on-1ミーティングを実施

機関投資家向けイベント 0回※ IR担当による機関投資家をターゲットとした説明会･工場案内等

個人投資家向けイベント 0回※ IR担当による個人投資家をターゲットとした説明会等

大王製紙グループは、「誠意と熱意」を社是とし、IR活動を

通じて、株主・投資家の皆様に対し、適時適切かつ公正な

情報開示と誠実かつ積極的なコミュニケーションを心が

けています。

　株主・投資家とのエンゲージメント（建設的な対話）の

促進を図るために、2016年7月よりIR専任チームを設置

しています。当社の経営方針･経営状況等をわかりやすく

ご説明するとともに、皆様からいただいたご意見を企業

活動に適切に反映するよう努めています。

IR活動方針及び活動体制

（1）評価結果の概要
｢取締役会の構成」、｢取締役会の運営」、｢戦略と実行及び業
績モニタリング」、｢取締役･監査役に対する支援体制」、｢役
員トレーニング」、｢株主（投資家）との対話」、｢取締役自身の取
り組み」という７つの観点から、当社取締役会を評価した結果、
概ね適切に機能しており、十分な実効性が確保できているこ
とを確認しました。

（2）昨年度の取締役会実効性評価で抽出した
課題への取り組み

昨年度の取締役会実効性評価において、課題として抽出した
「取締役会の構成等の見直し」については、「意思決定と監督
を担う取締役会」と「業務執行を行う執行役員」の位置付けを
明確化することで、経営における意思決定の迅速化及び取締
役会の監督機能の強化等を目的に、2021年４月１日より執行
役員制度を改定するとともに、同６月29日より役員体制を変
更しました。

（3）さらなる改善が必要であると評価した点
当社は、社会・環境問題をはじめとするサステナビリティに関
する課題が、会社の重要な経営課題であることを認識し、サス
テナビリティに関する取り組みについて定期的に取締役会で
審議するなど、取締役会を中心とした積極的･能動的な対応を
より一層進めてまいります。

氏名 役位 ①企業経営 ②経営企画・Ｍ＆Ａ

佐光 正義 代表取締役会長 ● ●
若林 賴房 代表取締役社長 社長執行役員 ● ●
阿達 敏洋 代表取締役副社長 副社長執行役員 ●
岡崎 邦弘 代表取締役副社長 副社長執行役員 ●
山﨑 浩史 取締役 常務執行役員
田中 幸広 取締役 常務執行役員 ●
石田 厚 取締役 常務執行役員 ● ●
設楽 裕之 取締役 常務執行役員 ●
吉田 伸彦 社外取締役 ● ●
武井 洋一 社外取締役 ●
平石 好伸 社外取締役
尾関 春子 社外取締役 ●

③営業・マーケティング ④製造・技術開発 ⑤財務・会計 ⑥人事・人財開発 ⑦法務・リスク管理 ⑧海外事業・国際経験

●
●

● ●
● ●

● ● ●
● ●

●
● ●

●
●
● ●
● ●

スキルマトリックス　当社が、取締役が持つ知見・経験に基づき特に期待する分野は、以下のとおりです。

諸施策 頻度 内容

取締役会前の社外役員
事前説明会の開催 月1回

毎月取締役会開催前に、社外役員を対象とした事前説明会を開催し、上程議案の論点整理
及び上程の背景、目的等の理解を深めてもらうことで、取締役会での本質的な議論の時間を
確保するようにしている。

取締役会資料の事前配付及び
サマリー資料の運用 月1回 取締役会開催前に資料を事前配付するとともに、議案の概要、背景、目的、リスク対応等をま

とめたサマリー資料を使用することで議案のポイントを端的に理解できるように努めている。

役員による現場視察 年数回 役員が当社事業への理解を深めることを目的に、年数回、工場等の製造現場の視察を実施
している。

社外取締役と監査役との
情報交換会の実施 年2回 社外取締役と監査役の連携を深めることを目的に、年2回情報交換会を実施している。

社外役員への
各種情報提供の実施 随時 各種業界レポートや当社のIRの取り組み状況等を共有することで業界動向や当社事業への

理解を深めてもらうよう努めている。

コーポレートガバナンス

※コロナ感染症対策で実施せず

6261 Integrated Report 2021Integrated Report 2021



価値を提供し続けるための成長戦略

SECTION 02
大王製紙グループの価値創造ストーリー

SECTION 01 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

新経営体制の下、「誠意と熱意」を不変の価値観として、
進化したガバナンス体制の運営面での定着を図る

社外取締役

吉田 伸彦
指名委員会、報酬委員会 委員長
コンプライアンス委員会 委員

社外取締役メッセージ

当社には、創業の精神「誠意と熱意を持つ者が事を成す」
が不変の価値観として継承されており、ガバナンスの根底
にも脈々と流れています。また、経営理念の4つの柱の筆頭
には、「ものづくりへのこだわり」として現場・現物を重視す
る考え方が謳われていますが、その精神は当社の取締役会
の運営においても徹底されています。当社取締役会は、重
要事項の意思決定と執行の監督を行う取締役12名 －う
ち4名は社外取締役－ がメンバーですが、加えて上程議案
を熟知した執行役員・事業部長・部長クラスが出席し説明
することができます。特に常務執行役員には取締役会への
出席が義務付けられており、議決権は有しないものの、議
案の上程・説明権をもっています。これは、取締役会の場で
も現場感覚をしっかりと担保しようとする、当社の考え方を
象徴的に表しています。もちろんこの事は、今現在の現実
をそのまま将来にわたって墨守していこうとするものでは
ありません。現場に対する深い洞察に基づく発想・思想・変
革を「将来こうありたい」という夢・理想に結びつけていく

ガバナンスを当社は追求しています。
　取締役会はフェアな議事運営の下、社内外役員が自由
に意見交換できる雰囲気が醸成されています。今年4月か
らは、執行役員制度の拡充、取締役の員数削減ならびに取
締役会に占める独立役員の比率を3分の1以上とするな
ど、ガバナンス体制を大幅に進化させました。新たな体制
下での運営を定着させていくことは、私自身に期待される
役割とも認識しています。
　そのような中で、課題はダイバーシティの拡充です。今
年、1名の女性社外取締役が加わりましたが、女性管理職
比率は目標の10.0％に対し現状は2.2％と、大幅に改善の
余地があります。ダイバーシティとイノベーションの成果に
は相関関係があるといわれています。同質的な組織では得
られないアイデアやひらめきが生まれるからです。ティ
シューやベビー用紙おむつ、フェミニンケア用品等の
H&PC事業へのシフトを進める中、ジェンダーの多様性拡
大は当社の成長にとっても不可欠であると考えます。

Q   大王製紙のガバナンスにおける特徴や課題について考え方を聞かせてください。

サステナビリティ委員会は、グループ全体の環境・社会・ガ
バナンスといった持続可能な企業戦略を策定し、社会課題

の解決を通して当社グループの企業価値向上を実現させ
ることを目的に設立されました。阿達副社長執行役員を委

Q  2020年4月に新設されたサステナビリティ委員会について、期待される機能や役割を教えてください。

指名委員会と報酬委員会の役割や機能は表裏一体の関係
にあり、2つの委員会では私が委員長を務め、構成メンバー
も同一です。指名委員会の重要な責務の一つは後継者選
びですが、社外取締役として社長の都合の良い人材を選ん
でいないか、その選考の過程を丁寧に監視することが重要
です。しかし、受け身の関わり方では仮に異議を唱えたくて
も代替案を提示できません。その点で、これまで報酬委員

会で毎年全取締役と行動評価のための面談を実施してき
た蓄積が、指名委員会として後継者候補を評価する上で大
きな基盤となりました。今回、新社長候補案に対し、透明
性・客観性を担保した形でプロセスを踏んで取締役会から
の諮問に答えることができたことは、指名委員会としての
役割を何とか果たせたのではないかと考えています。

Q   今回の社長交代に関連し、指名委員会が果たした役割について教えてください。

私個人は、創業の精神が脈々と社内に継承・浸透している
当社の場合、経営トップを社内から登用することが、社員の
納得感からも、求心力等の面からも当社に合っていると考
えています。報酬委員会での役員面談時に、佐光会長（当
時社長）は「我々の最大の責務はいかにして後継を育てて

いくかだ」と後継者育成の重要性を一人ひとりに説いてお
られましたが、今回、適任の経営トップを社内から登用でき
たことは、後継者育成もしっかりできていることの証と捉え
ています。

Q   経営トップを社外から選ぶという選択肢は考えられたのですか。

実は4年半前に、佐光会長（当時社長）から幹部候補生40
名の評価を依頼され、その時に若林社長（当時執行役員洋
紙営業本部長）とも直接面談することができました。多様
な評価項目とも照らし、当時の私は「自分の世界を十分に
掌握し、部下を引っ張っていく本部長として文句のつけど
ころがない。他社が縮小･減退する中で、当社の洋紙事業
の今後はすべてこの人に託すことになるだろう」とコメント

しました。社長は今年の4月の入社式で新入社員に対し、
「環境変化に対して自ら変革することを恐れず、前向きに
決断し行動する」よう話されました。「変革と挑戦」、この
キーワードのもとで、諸課題の解決と持続可能な成長に向
けて、強力に施策を推し進めていくものと大きく期待して
います。

Q   新たな経営体制に対する期待を聞かせてください。

佐光会長もよく引用されていますが「夢なき者に理想なし、
理想なき者に計画なし、計画なき者に実行なし、実行なき
者に成功なし。故に、夢なき者に成功なし」という吉田松陰
の言葉があります。当社は今まさに、株主・投資家、従業員、
お取引先、地域社会の方々など、さまざまなステークホル

ダーの皆様との関係を健全かつ前向きに強化しながら、第
4次中計・第5次中計、そしてその先にある夢・理想の実現
に向けて、各種施策の実行に邁進しています。ステークホ
ルダーの皆様には、今後ともこれまでどおり共に歩んでい
ただくことをお願い申し上げます。

Q   ステークホルダーへのメッセージを一言お願いします。

員長に、生産本部長、社外取締役を含む役員計10名と、オ
ブザーバーとして監査役２名の構成で毎月委員会を開催し
ています。サステナビリティは、今後の事業展開の方向性も
含め、当社経営戦略の根幹となるきわめて重要な課題で
す。本年5月に策定した「サステナビリティ・ビジョン」を今
後、各部門の中期的な実行項目に落とし込み、グループ全
体の経営にサステナビリティを取り入れる重要なエンジン

としての役割を期待します。すでに、カーボンニュートラル
目標の実現に向けて、2030年までに三島工場の石炭ボイ
ラー1缶を停止し、他の熱源へと変更する方針を定めまし
た。今後は工場のみならず物流も含めたサプライチェーン
全体で、GHG排出量の削減に向けた取り組みを進めてい
きます。
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