
大王製紙 in Numbers Contents

約20,000 種類

59,000ha

シェア No. 1 

新聞用紙、印刷・出版用紙、情報用紙、包装用紙、段ボール原
紙、家庭紙など約2万種類以上の紙をパルプから一貫生産する国
内第3位の総合製紙メーカー。

大王製紙を代表するブランド「エリエール」。1979年に市場に参
入し、わずか7年でティシューペーパー市場シェア1位を獲得。
2018年にはティシュー、トイレット、キッチンの全カテゴリーでシェ
アNo. 1を達成。

大王製紙が、南米チリに所有する植林地の合計面積（東京23区
の面積に相当）です。そのうち、28,000haは天然林として残し、
生物多様性の維持に取り組んでいます。
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「健康経営銘柄」に、パルプ・
紙業種で初めて選定されました。

“Re-Styleパートナー企業”協定書に調印しています。

｢なでしこ銘柄｣ に3度目の選定
をされました。

「DBJ 健康経営（ヘルスマネジメン
ト）格付」において4年連続で最
高ランクの格付を獲得しました。

「健康経営優良法人～ホワイト
500～（大規模法人部門）」に
2年連続認定されました。
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■ 生産拠点（2019年9月30日現在）

■ グループ会社の事業拠点（本社所在地）

■ 海外での事業拠点

製紙
1 いわき大王製紙㈱

福島県いわき市

2 大日製紙㈱
静岡県富士市

3 大津板紙㈱
滋賀県大津市

4 ハリマペーパーテック㈱
兵庫県加古川市

5 大成製紙㈱
岡山県津山市

6 丸菱ペーパーテック㈱
愛媛県四国中央市

H＆PC生産会社
7 エリエールペーパー㈱

静岡県富士宮市

8 赤平製紙㈱
北海道赤平市

9 エリエールプロダクト㈱
愛媛県四国中央市

10 エリエールパッケージング印刷㈱
岐阜県加茂郡川辺町

11 ダイオーペーパープロダクツ㈱
静岡県富士市

印刷
12 ダイオープリンティング㈱

東京都豊島区

13 三浦印刷㈱
東京都墨田区

14 ダイオーポスタルケミカル㈱
東京都豊島区

15 大和紙工㈱
東京都中央区

段ボール
16 大王パッケージ㈱

東京都千代田区

流通
17 東京紙パルプ交易㈱

東京都中央区

18 東京紙パルプインターナショナル㈱
東京都中央区

19 大王紙パルプ販売㈱
東京都中央区

20 エリエールビジネスサポート㈱
東京都豊島区

加工
21 ダイオーミルサポート㈱

愛媛県四国中央市

22 エリエールテクセル㈱
岐阜県可

か
児
に

市
エンジニアリング
23 ダイオーエンジニアリング㈱

愛媛県四国中央市

運輸
24 ダイオーロジスティクス㈱

愛媛県四国中央市

その他の事業
25 ㈱エリエール

リゾーツゴルフクラブ
愛媛県松山市

26フォレスタル・アンチレLTDA.（チリ）
27 エリエールインターナショナル コリア Co., LTD. （韓国）
28 エリエールインターナショナル タイランド Co., LTD.
29 大王（南通）生活用品有限公司
30 PT. エリエールインターナショナルトレーディング インドネシア
31 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
32オレゴンチップターミナルINC.（アメリカ）

設立年月日 1943年5月5日
資本金 429億円
従業員数 （単体）2,651名、（連結）10,551名
事業所 東京本社　東京都千代田区富士見2丁目10番2号

　電話 03-6856-7500
四国本社　愛媛県四国中央市三島紙屋町2番60号

　電話 0896-23-9001
工　場 三島工場（愛媛県）

可児工場（岐阜県）
支　店 大阪支店、名古屋支店、九州支店（福岡市）
ホームページ https://www.daio-paper.co.jp
主要営業品目 新聞用紙、コート紙、上質紙、出版用紙、PPC用紙、ノーカーボン紙、印刷用粘着紙、包装用紙、 

特殊機能紙、クラフトライナー（段ボール原紙）、各種パルプ、家庭紙（フェイシャルティシュー、 
トイレットティシュー、ペーパータオル、生理用ナプキン、紙おむつ等）

■ 会社情報（2019年3月31日現在）

会社概要

1 三島工場
愛媛県四国中央市

2 可
か

児
に

工場
岐阜県可

か
児
に

市

● 報告対象期間
2018年4月1日～2019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33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22社の生産工場となります。
　いわき大王製紙㈱／大日製紙㈱／大津板紙㈱／ハリマペー
パーテック㈱／大成製紙㈱／丸菱ペーパーテック㈱／エリエール
ペーパー㈱／赤平製紙㈱／エリエールプロダクト㈱／エリエール
パッケージング印刷㈱／ダイオーペーパープロダクツ㈱／ダイオー
プリンティング㈱／三浦印刷㈱／ダイオーポスタルケミカル㈱／
大和紙工㈱／大王パッケージ㈱／ダイオーミルサポート㈱／エリ
エールテクセル㈱／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

● 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
2019年11月（今回）
2020年10月（次回予定）

● お問い合わせ先
大王製紙株式会社 CSR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

● 年度表記について
　本統合レポートの2018年度、2019年3月期とは、2019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。

● 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。

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/

経営理念 ｢世界中の人々へ やさしい未来をつむぐ｣ の
実現に向けた事業活動を通じて、

環境保全・地域社会との共生により
持続的な企業価値の向上を目指します。

「統合レポート2019」の発行にあたって
　本冊子「統合レポート2019」は、大王製紙グループの2018年度における事業活動を振り返るとともに、今後の

展望と将来のあるべき姿を示すべく、財務情報と非財務情報を体系的にまとめたものです。株主・投資家をはじめ

とするステークホルダーの皆様に対し、大王製紙グループの価値創造プロセス並びに、ESG（環境・社会・ガバナ

ンス）への取組みをご理解頂くコミュニケーションツールとして制作しました。

　現在推進中の第三次中期事業計画「Move on 革進と飛翔」は、これまで大王製紙グループが進めてきたガバ

ナンスの再構築と財務体質の改善、そして将来に向けた成長投資を踏まえ、それらによる成果を刈り取りながら、さ

らなる成長への転換を遂げていくステージです。本冊子を通じて、ステークホルダーの皆様が当社グループの

「革進と飛翔」に向けた事業活動へのご理解を深めて頂ければ誠に幸いに存じます。
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At a Glance

業績計画

（単位：億円） 第1次中計
（2014年度）

第2次中計
（2017年度）

第3次中計
（2020年度）

長期ビジョン
（10年後のイメージ）

売上高 4,502 5,313 6,150 8,000-1兆円

営業利益 
（営業利益率）

218
（4.8%）

111
（2.1%）

320
（5.2%）

800-1,000
（10%）

H&PC海外売上比率 4.9% 7.7% 11.0% 30%以上
ROE 10.0% 2.2% 8.0% 12%以上
ネットD/Eレシオ 1.9倍 1.6倍 1.6倍 1.0倍未満
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売上高・営業利益の推移と見通し
■ 売上高（億円）■ 営業利益（億円）

売上高・営業利益の推移と見通し
■ 売上高（億円）■ 営業利益（億円）

紙･板紙事業

H&PC（ホーム＆パーソナルケア）事業

従業員数 拠点の拡大

事業内容
⃝ 新聞用紙、印刷・出版用紙、情報用紙、包装用紙、板紙・段

ボール製品、パルプ他の生産・販売

  事業戦略
〈「メディア用途の紙」から「梱包・包装用途の紙」へシフト 〉
⃝洋紙需要に合わせた生産構造改革
⃝需要の堅調なPPC用紙生産体制の増強
⃝洋紙マシンを板紙マシンに改造
⃝アジア市場への板紙・クラフト紙の輸出拡大
⃝ プラスチック代替素材として包装用紙の拡販
⃝生分解性素材の紙カトラリー「エリプラペーパー」の用途拡大

事業内容
⃝ ティシューペーパー等の衛生用紙、ベビー用及び大人用紙おむつ、 

フェミニンケア用品、ウエットワイプ他の生産・販売

事業戦略
国内：
〈 紙・板紙事業とH&PC事業を横断した構造改革 〉
⃝ 衛生用紙の安定供給体制の強化
⃝衛生用紙全カテゴリーの圧倒的シェアNo. 1の確立
⃝社会ニーズに対応した商品開発・施策
⃝ 「アテント排泄ケア支援アプリ」の全国運用・拡販

海外：
〈 複合事業化の加速・エリア拡大 〉
⃝ベビー用紙おむつの販売地域・チャネルの拡大
⃝ 衛生用紙原反を輸出、現地（中国）でのプレミアムトイレット

ペーパーの加工・販売
⃝ 東南アジアでのベビー用紙おむつ・フェミニンケア等の複合事

業化の推進
⃝ 新規市場（トルコ・ロシア等）への事業展開

セグメント別売上高構成比

2018年度実績

2018年度

10,551人
2018年度

68拠点

2014年度

8,174人
2014年度

59拠点

売上高 営業利益 
（営業利益率）

H&PC海外売上
比率 ROE ネットD/Eレシオ

5,339億円 121億円
（2.3%） 6.5% 2.6% 1.6倍

紙・板紙事業 

59.3%

H&PC事業 

36.5%

その他 
4.2%

連結売上高
2018年度

5,339億円
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　大王製紙グループは、創業者 井川伊勢吉が信条とした「誠意と熱意を持つ者が事を成す」

という創業の精神を深化させ、新たな経営理念「世界中の人々へ  やさしい未来をつむぐ」

を制定しています。心豊かで快適な暮らし、すなわち「やさしい未来」をグローバルで実現し

ていくために、企業活動の基盤となるクレドとして経営理念の浸透を図っています。

　製紙業界を取り巻く環境は非常に厳しく、大きな構造転換期にあり、企業間の競争は更

に熾烈さを増してくると考えております。当社グループは2018年度より、第3次中期事業計画

「Move on 革進と飛翔」を推進しております。具体的な施策として洋紙の需要減少に対応し

て生産能力を削減する一方で、需要が堅調な衛生用紙や段ボール原紙などの設備増強により、

抜本的な構造改革を進めています。また、成長エンジンである国内外のH&PC事業やセルロー

スナノファイバー等の新規事業に重点を置いて、業容の拡大に取り組んでまいる所存です。

代表取締役社長

　更に、中長期的な視点で将来の市場環境の変化を見据えた事業戦略を通じて、ESG（環

境、社会、ガバナンス）の課題解決に取り組んでまいります。

　社是「誠意と熱意」を不変の価値観とし、従業員が安心して働ける環境を構築し、地域

住民や取引先等のあらゆるステークホルダーに信頼される企業を目指すとともに、事業活動

を通じて持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

社長メッセージMessage from the President

社是｢誠意と熱意｣を不変の価値観として

事業活動を展開し、持続可能な社会の実現に

貢献できる企業グループであり続けます。
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現在推進中の第三次中期事業計画「Move on 革進と飛翔」について、
その背景と主要戦略をご説明願います。

中期事業計画初年度における国内事業の進捗と
今後の展開についてお聞かせください。

では、海外事業および新規事業の計画初年度における
進捗と今後の展開についてはいかがですか？

社長メッセージ

国内では近年、少子高齢化やデジタル化の進展等に
より紙の内需が減少し続けています。当社は、そうした
事業環境の構造的な変化に対応し、持続的な成長を実
現すべく、2018年度から2020年度までの3年間を対
象期間とする第三次中期事業計画（以下、三次中計）
をスタートしました。

これまでを振り返ると、第一次中期事業計画（2012
年度～2014年度）では、ガバナンスの再構築と財務
体質の改善に重点を置き、第二次中期事業計画（2015
年度～2017年度）では、前中計までに構築した基盤を
拡充するため、将来の成長に向けた積極的な投資を実
施しました。その結果、国内外におけるH&PC事業の
拡大やM&Aなどにより事業構造の転換を図るとともに、
グローバル展開を推進しました。

このように当社は、中長期における事業のあるべき
姿から逆算し、各中計の成長戦略を遂行してきました。
三次中計は、これまでの戦略を「事業構造の転換によ
る収益」という形で2020年度に結実させるものであ
り、さらなる成長への重要な転換点として位置付けて
います。三次中計では、以下の3つを主要戦略に掲げ
ています。

まずは、三島工場の強みである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
港に隣接した立地を活かし、紙・板紙事業を「メディア
用途の紙」から「梱包・包装用途の紙」にシフトしてい
きます。次に、H&PC事業において「グローバルな事業
拡大と収益力強化」を実現し、更に紙・板紙とH&PCの
両事業を横断した製紙事業の抜本的な構造改革にも取
組んでいます。最後に、新規事業としてFIT制度を活用

したバイオマス発電による売電やセルロースナノファイ
バー*（以下、CNF）などの事業化を進めています。

三次中計の始動から1年が経過した現在、主要戦略
の方向性に大きな変更はありませんが、製紙業界を取
り巻く事業環境の変化には、柔軟に素早い対応をして
いかなければなりません。特に、温室効果ガスの排出
抑制や廃棄プラスチックの削減など、環境保全面の対
策が急務となっています。こうした事業環境の変化は、
リスクであると同時に新たな商機をもたらすものでもあ
ります。当社は、持続可能な原料調達によって地球環
境の保全に貢献するとともに、生産効率を更に高め、
消費者の皆様の豊かな生活を支えながら、環境負荷の
低減ニーズに応える商品を提供していきます。具体的な
動きとして、カトラリー用途などのプラスチック代替素
材の高密度厚紙「エリプラペーパー」を開発し、2019
年5月より販売を開始しました。引き続き事業環境や需
要動向の変化を捉えて事業を展開し、企業価値の向上
に繋げてまいります。

「メディア用途の紙」から「梱包・包装用途の紙」へ
のシフトについては、三島工場の競争力が高いパルプを
有する強みと、複数品種を生産できるスイングマシンの
フレキシブルな生産体制を最大限に活かして、収益商品
への生産シフトを進めています。また段ボール原紙は、
古紙価格の変動に左右されにくいコスト構造を確立する
ため、これまで再利用が困難だった紙管などの難処理古
紙の有効活用を進めています。難処理古紙の配合率を
高めることで段ボール原紙のコスト競争力を更に強化し、
2020年度には2017年度対比で年間40億円程度の収
益改善効果を見込んでいます。2020年4月に洋紙から
段ボール原紙に転抄するN7マシンにおいても、難処理
古紙の活用が大きな武器となると思っています。

H&PC事業の「グローバルな事業拡大と収益力強化」
では、近年の旺盛なインバウンド需要を背景とする衛生
用紙の需要伸長に対応するため、2017年4月に日清紡
ホールディングスから紙製品事業を譲受し、2018年10
月には中国での販売も見据え、川之江工場に最新鋭の
大型衛生用紙マシンを新設しました。吸水力に優れたシ
ャワートイレ用トイレットペーパーなどの付加価値商品の

譲受と川之江工場の増産によって、高付加価値商品の
全国展開と拡販が進み、2018年度には衛生用紙の全
カテゴリーでシェアNo.1を達成しました。

ベビー用・大人用紙おむつなどの吸収体商品は、衛
生用紙トップシェアの強みを最大限に活かして拡販を進め
るために、2019年度より営業本部を衛生用紙と統合し、
一体運営による複合事業化を加速しています。大人用紙
おむつについては、厚生労働省が提唱する地域包括ケア
システムの推進を受け、在宅介護者の排泄ケアに関する
情報を提供する「アテント排泄ケア支援アプリ」の全国
運用を2018年10月から開始しました。好調なスタートを
切っており、利便性の高い機能が在宅医療・介護関係者
から支持された結果として受け止めています。ベビー用
紙おむつについても、出産・子育てコミュニティサイトの
リニューアルなどを通じて、お客様とのコミュニケーション
を活性化し、ご要望の声を反映したフィット性・デザイン
性の高い商品をリニューアル発売しました。こうしたステー
クホルダーとのパートナーシップは、EC販売チャネルにも
拡大しており、当社はサイト運営企業様や日用品メーカー
様とのオリジナル商品の共同開発に取組んでいます。

海外事業では、重要エリアである中国においてベビー
用紙おむつ市場の競争環境が年々激化しています。しか
し当社は、超プレミアムゾーンの商品ラインナップを拡充
させる戦略により、高い販売価格を維持しながらシェアを
伸長しています。これは、地域に根差して地産地消を推

進してきた営業力、ブランドの構築と拡大を果たしてきた
マーケティング力、高品質な商品を提供する開発力が三
位一体となった結果と言えると思います。更に中国では、
トイレ革命による衛生環境の改善に伴い、衛生用紙の需
要も拡大しており、2018年10月から川之江工場で生産

Q1

Q2

Q3

中期事業計画の進捗と持続的成長の方向性

* セルロースナノファイバー：パルプ由来の高機能素材で、鉄の1/5の軽さで5倍の強度を持ち、多種多様な用途への展開が期待されている素材

建設中のFITバイオマスボイラー（右上）と完成予想図（左下）
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健全なガバナンス体制は持続的成長の基盤であり、
当社はその整備・強化を経営における最重要課題の一
つと認識しています。これまでの取組みでは、取締役会
の実効性評価に外部機関の第三者意見を反映するとと
もに、コンプライアンス委員会の運営や報酬委員会・
指名委員会の設置を通じて、経営の監督機能を強化し
てきました。

同時に当社は、業績の状況や内部留保の充実等を勘
案しながら株主の皆様へ、安定的な配当を継続するこ

とを重要な株主還元策の基本方針としています。また、
2019年度には、取締役・執行役員を対象に株式報酬
制度を導入しました。報酬と当社の株式価値との連動
性をより明確化し、取締役・執行役員が株価の変動に
よる利益・リスクを株主の皆様と共有することで、企業
価値の増大へ繋げていきます。

今後も中長期的な企業価値の向上を目指してまいり
ますので、ステークホルダーの皆様には、引き続き当社
グループへの厚いご支援をお願い申し上げます。

社長メッセージ

ステークホルダーの皆様へのメッセージをお願いします。Q5

大王製紙グループではＥＳＧ（環境・社会・ガバナンス）への取組みを
どのように進めていますか？

当社は、｢世界中の人々へ やさしい未来をつむぐ｣ と
いうグループ経営理念の実現に向けて、健全なガバナ
ンス体制の整備に努めながら、事業活動を通じた社

会・環境課題の解決に取組んでいます。
環境面では、これまで述べてきました「エリプラペー

パー」の開発・販売、難処理古紙の有効活用、FIT制

Q4

した原紙を中国で加工し、トイレットペーパーの販売を開
始しました。ベビー用紙おむつの高いブランド力を活用し、
トイレットペーパーでもプレミアム戦略を展開する形で、
現地における複合事業化を加速しています。

タイおよび周辺国では、タイ工場を起点にインドシナ
半島各国における複合事業化が順調に進んでいます。
インドネシアでは、代理店の再編と合わせて、伝統的な
小売店舗とEC業態を重点販売チャネルとして取り組んで
おり、次期中期事業計画以降において第2工場の建設を
検討していく考えです。

トルコとロシアに中東・北アフリカなどMENA諸国を
加えた地域では、2017年9月のトルコに続き、2019年
6月にはモスクワに出張所を設置しました。同地域には、
ベビー用紙おむつの対象人口が約7,000万人と、日本
の約14倍もの巨大な市場が拡がっています。今後、こ

の大きな成長ポテンシャルを有する市場を開拓していく
足掛かりとして、トルコ・ロシアで現地パートナーとの連
携を深め、事業の拡大を図ります。

新規事業では、パルプ製造工程で発生した廃液を利
用するバイオマス発電設備を建設し（2020年7月完成予
定）、再生可能エネルギーの固定価格買取（FIT）制度
を活用した売電事業に本格参入します。また「CNFの早
期事業化」については、「鉄の5分の1の軽さで5倍の強度」
を有する特性を活かした用途開発に取組んでいます。
2019年度に入り、高性能卓球ラケットの部材としての開
発に成功した他、CNF成形体を軽量化ボディパネルとし
て実装したレーシングカーが、2019年6月に開催された
米国コロラド州でのオートレースに参戦し、好成績を収め
ました。当社は、CNFが持つ増粘効果や保湿性などの
特性にも着目し、引き続き用途開発を進めていきます。

度を活用したバイオマス発電への参入など、環境負荷
の低減とゼロ・エミッション化に寄与する事業展開の他、

「ホワイト物流*1」の推進、持続可能な森林経営におけ
る植林事業と天然林の保護の両立など、自然との共
存・共生を目指した活動を行っています。また2019年
10月には、国内製紙業界・日用品業界で初となる「グ
リーンボンド*2」を発行しました。

社会面では、従業員や取引先、地域社会といった全
てのステークホルダーとの共生を重視し、多角的な取組
みを進めています。前述の「アテント排泄ケア支援アプリ」
の提供は、少子高齢化が進む我が国において、大人用
紙おむつの情報ツールとして在宅介護者を支え、地域
包括ケアシステムによる在宅医療・介護関係者の連携
強化に資するものです。同時に当社は、地方自治体が

進める子育て支援策をサポートするため、地元の愛媛県
と四国中央市にベビー用紙おむつの提供を行っていま
す。一方、海外ではチリの植林地でのインフラの整備、
中国での工場近隣住民や小学生などを対象にした工場
見学、タイでの子供病院への慰問など、地域社会との
共生を図っています。

そして社内においては、働きがいのある職場づくりに
向けて、「役員禁煙チャレンジ」など健康経営やダイバー
シティ経営を推進しつつ、人財育成の拡充に注力してお
り、2019年3月には「なでしこ銘柄*3」に選定（3回目）
されました。

これからも持続的な成長の実現に向けて、ESG課題
への対応を強化していく方針です。

*1 ホワイト物流：  深刻なトラック運転者不足に対応し、国民生活や産業活動に必要な物流を安定的に確保するとともに経済の成長に寄与することを目的
に物流の効率化を図ること

*2 グリーンボンド：  国際資本市場協会（ICMA）が定めるグリーンボンド原則の要件を満たした社債であり、企業や地方自治体等が環境問題の解決に資
する事業（グリーンプロジェクト）に使途を限定して資金を調達するために発行する債券

*3 なでしこ銘柄： 経済産業省が東京証券取引所と共同で、2012年度より女性活躍推進に優れた上場企業を「なでしこ銘柄」として選定している。
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経営理念

世界中の人々へ
やさしい未来をつむぐ

紙・板紙事業

事業活動を通じた
価値創造
H&PC事業

大王製紙グループが目指す姿
大王製紙グループは、紙・板紙及びH&PC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
のニーズの変化に柔軟に対応し、文化・産業の発展や生活の質の向上等に資する研究開発・商品化に取組ん
でいます。

社会課題への認識

国内市場
⃝ 少子高齢化による市

場環境の変化

⃝ 労働（生産年齢）人口
の減少

⃝ 健康寿命延伸への
ニーズ増大

⃝ 長寿社会における要
介護が必要な人口の
増加

⃝ デジタル化による購買
行動や情報収集手段
における生活パターン
の変化

海外市場
⃝ 新興国の経済成長と

人口増加

⃝ 経済成長に伴う生活
水準の向上

地球環境
⃝ 環境保護意識の高まり

⃝ ゼロ炭素社会

⃝ 脱プラスチック

⃝ 持続可能な森林経営・
原料調達

コーポレート・ガバナンス体制

価値創造 価値創造戦略×☞ 詳細はP13へ ☞ 詳細はP21へ

持続的な価値創造 ☞ 詳細はP37へ

☞ 詳細はP31へ

持続可能なイノベーション
⃝  競争力の向上  

紙・板紙事業とH&PC事業の抜本的な構造改革
⃝  エネルギー転換～ゼロ炭素社会への 

アプローチ
⃝  新規事業の展開・新商品の開発 

 セルロースナノファイバー（CNF）の用途展開 
需要家・消費者のニーズに対応した商品開発

⃝ 脱プラスチック素材開発

快適なくらし
⃝   シルバーケア商品の展開による介護サポート
⃝   「がんばらない介護」の推進
⃝  「地域包括ケアシステム」による支援
⃝  女性の社会進出支援
⃝  「ハートサポート」プロジェクト

地域社会との共生
⃝  地域社会との調和ある成長
⃝  各国・各地域の豊かな発展への寄与

豊かな人生
⃝   生活の質（QOL）の向上
⃝   働き方改革  
⃝  ダイバーシティ経営の推進

健やかな地球を次世代に
⃝  持続可能な森林経営 
⃝  透明性の高い原料調達 
⃝  資源の有効利用と廃棄物の削減 
⃝  難処理古紙の利用拡大

大王製紙グループが目指す姿
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