
Move on 革進と飛翔
戦略的に事業ポートフォリオを変革し、持続的に成長し続ける企業グループへ

第3次中期事業計画の概要

「紙・板紙事業とH&PC事業を横断した製紙事業全体の抜本的な構造改革」により、「メディア用途の紙」
から「梱包・包装用途の紙」及び、「衛生用紙」へシフトし、生産・販売体制を強化します。
H&PC海外事業は、吸収体製品と衛生用紙の多品種販売を展開する当社独自の複合事業化の
ビジネスモデルを拡げていくことで、強靭な企業体質を構築します。

紙･板紙事業とH&PC事業を横断した抜本的な構造改革

[紙･板紙事業]  紙・板紙事業の構造改革

三島工場の
強みを最大限に活用
1 クラフトパルプの競争優位性

2 国内トップクラスの古紙処理技術

3 国際貿易港に隣接した立地

「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  

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）

1 

[H&PC事業]  H&PCのグローバルな事業拡大と収益力強化

衛生用紙 吸収体商品

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

海外
中国でのプレミアムトイレットペー
パー拡販
▪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

国内
社会ニーズに適応した商品開発･ 
施策

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・ウェ

ットワイプ拡販による複合事業化

3  

1 

衛生用紙・吸収体商品
複合事業化

価値創造基盤の強化

環境
環境負荷の軽減による
持続可能な循環型社会
への貢献E

 1. 紙･板紙とH&PC事業を横断した抜本的な構造改革
  ⃝「メディア用途の紙」から「梱包・包装用途の紙」へシフト
  ⃝アジア市場への板紙・クラフト紙の輸出拡大
  ⃝川之江工場家庭紙抄紙機稼働・増設

 2. H&PC事業のグローバルな事業拡大と収益力強化
  ⃝衛生用紙の事業展開
   国内　供給体制強化･圧倒的なシェア№1確立
   海外　衛生用紙と吸収体の複合事業化の加速
  ⃝吸収体商品の事業展開
   国内　社会ニーズに対応した商品開発・施策
   海外　販売地域・チャネル拡大、複合事業化の加速

 3. 新規事業･ESGへの取組み
  ⃝セルロースナノファイバー（CNF）の早期事業化
  ⃝FIT制度を活用したバイオマス発電の開始（2020年7月予定）
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紙・板紙事業

セグメント別売上高・営業利益の推移と見通し
H&PC事業■ 売上高（億円）■ 営業利益（億円） ■ 売上高（億円）■ 営業利益（億円）

主要戦略の全体像

第三次中期事業計画の概要

第1次～第3次中期事業計画

（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
  （2018年度実績）   （2019年度見込み）  （2020年度計画）

長期ビジョン
（10年後のイメージ）

売上高 4,502 5,313 5,339 5,600 6,150 8,000–1兆円

営業利益 
（営業利益率）

218
（4.8%）

111
（2.1%）

121
（2.3%）

300
（5.4%）

320
（5.2%）

800–1,000
（10%）

H&PC海外売上比率 4.9% 7.7% 6.5% 6.3% 11.0% 30%以上

ROE 10.0% 2.2% 2.6% 9.0% 8.0% 12%以上

ネットD/Eレシオ 1.9倍 1.6倍 1.6倍 1.6倍 1.6倍未満 1.0倍未満

少子高齢化への対応、
地域社会との共生S 持続的成長の基盤とな

る健全なガバナンス体
制の整備G

社会 ガバナンス

☞ 詳細はP45へ ☞ 詳細はP41へ ☞ 詳細はP31へ
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基 本 戦 略 基 本 戦 略

環境変化と社会課題に対する対応
国内の紙・板紙市場は、ネット環境の進歩とＥコマー

ス事業の増加により、メディア用途の紙の需要シュリン
クと、包装・梱包用途の需要増加の傾向が続く中、当
社グループは洋紙需要にあわせた生産構造改革によ
り、商品の安定供給を進めています。
1.  三島工場 洋紙抄紙機･塗工機の一部を停止し､ 収

益性の高い家庭紙生産に転換
2.  非塗工紙生産の内製化と平判加工設備の増設によ

る三島工場の生産極大化
3.  板紙生産設備の増強（洋紙抄紙機の板紙抄紙機へ

の改造　2020年3月予定）

更に、海洋プラスチック汚染問題を解決する手段と
して、紙素材（セルロース）＝生分解性素材の特性を
最大限に発揮した脱プラスチック素材の開発と拡販を
進め、持続可能な社会の実現に寄与する事業を展開し
ます。

プラスチック代替製品としての販売拡大
脱プラスチック素材を提供する当社の技術開発力に

より、脱プラスチックの動向による需要増加を見据えた
商品開発を進め、事業を通じて脱炭素社会の確立と海
洋プラスチック汚染の課題解決を進めていきます。

高付加価値商品のラインナップ強化による衛生
用紙全カテゴリーでの市場シェアNo. 1を実現

2018年11月に稼働した川之江工場新マシンに続き、
2021年には更に１台マシンを増設し衛生用紙生産量を
10％アップします。世界有数の臨海工場で競争力を誇
る三島工場から供給するパルプを使い競争力のある商品
を生産してまいります。

本年発売40周年を迎えた「エリエール」商品のライ
ンナップを強化し、ティシュー・トイレット・キッチンペー
パー等、全カテゴリーの市場占有率1位を確固たるも
のとしていきます。

多様化する社会構造に対応する商品で生活者に
寄り添う施策を推進

少子高齢化の流れの中で、ベビー用紙おむつは一
般品に加え、低出生体重児用の極小サイズを提供や、

共働き家庭の負担軽減に繋がる夜尿症用紙おむつ、ま
た身障者・精神疾患者用の製品等と幅広く提供する体
制を構築しています。

また、高齢化に伴う軽度失禁対策用製品も開発・上
市し、アクティブシニアのQOL（生活の質）向上に努
めています。

更に、２０２５年問題（在宅介護）に対応すべく、病
院や介護施設から在宅介護に移る際の精神的・肉体
的負担軽減のお手伝いをすべく、医師やケアマネージ
ャーと一体となり地域包括ケアシステムの一翼を担う
取組みも進めております。

また、８００万人まで増加すると見込まれる認知症患
者への取組みについても、厚生労働省認可の「認知症
サポーター講座」の講義を受けた当社社員220名の認
知症サポーターを通じて啓蒙活動を積極的に推進して
おります。

「メディア用途の紙」から「梱包・包装用途の紙」へのシフト
⃝新聞・印刷・情報用紙等「メディア用途の紙」の安定供給体制
⃝「梱包・包装用途の紙」の生産体制強化と輸出拡大

国内事業：H＆PC商品の生産・販売体制強化
⃝衛生用紙　 供給体制強化、生活者視点に立った製品を生産販売し「エリエール」ブランドの市場シェアNo. 1

の地位を確固たるものとする
⃝加工品　　社会構造変化に対応した商品の開発、製品化

第3次中期事業計画達成に向けたコミットメント

徹底的に生活者視点に立った商品開発により「快適さ」を提供し続ける
経営理念である“世界中の人々へ　やさしい未来をつむぐ”を原点とし、プロダクトアウトではなく、マーケットイン志向

商品を一人でも多くの生活者の手に取っていただけるよう進めていきます。日々の生活において当社商品が身近にあるこ
とで、より快適な生活環境になるような商品を数多く開発・上市し、提供してまいります。

また、衛生用紙シェアトップメーカーとして高品質商品の安定供給を責務として取組んでまいります。

第3次中期事業計画達成に向けたコミットメント

「包む紙」の生産体制拡充と循環型社会を実現する紙製品の開発
2020年3月、三島工場N7マシンを板紙マシンに改造することで産業用紙の増産体制が整います。段ボールや紙袋等「包

む紙」の需要は世界的に伸びており、日本のみならず中国、東南アジアへ拡販を進めます。商品開発については、これま
で廃棄されていた難処理古紙の活用、脱プラ代替用途等、循環型社会の実現に貢献できるよう取組んでまいります。

マーケットイン志向に基づく
高付加価値商品による
衛生用紙の圧倒的市場
シェア確立

常務取締役 

若林 賴房
H＆PC部門
国内事業部長

代表取締役副社長 

岡崎 邦弘
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

高い技術力とフレキシブルな
生産体制による価値創造

第三次中期事業計画：基本戦略 1

構造改革（紙・板紙事業） 構造改革（H&PC事業）
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仮名本部　仮名部　仮名グループ

仮名 仮名

衛生用紙の事業戦略
複合事業化の加速

EICN（エリエールインターナショナルチャイナ）に
衛生用紙の加工設備の新設
EICNでの加工･販売

ベビー用紙おむつのブランド力活用による
プレミアムトイレットペーパー市場の開拓

複合事業化の加速

吸収体の事業戦略
地産地消、複合事業化の加速

ベビー用紙おむつの加工設備の増設 
プレミアム商品の拡販

各国のニーズを捉えた商品開発 
販売エリアの拡大

伝統小売店舗･EC市場への積極的出店 
販売チャネルの拡大

衛生用紙･フェミニンケア商品･大人用紙おむつ等の拡販
複合事業化の加速

1 1

2
2

3
3

4

経済発展の著しいアジア全域における環境変化と
社会課題に対する認識
経済発展が目覚しい中国をはじめとしたアジア全域

における、当社グループが考える社会環境の変化と課
題は以下のとおりです。
⃝�家庭紙紙製品・紙加工品の品質（使い心地と安全・
安心、衛生的な商品）の要求の高まり
⃝�経済成長に伴うベビー用紙おむつのプレミアム化
⃝�中国･韓国･台湾での高齢化の進行
⃝�中国政府が主導する ｢トイレ革命｣､ 水洗トイレ普及
や衛生環境の改善に伴う商品需要構造の変化
⃝�生活系産業廃棄物の削減
⃝�各国の生活者の文化､ 習慣に応じた商品選択肢の
拡大
中国や韓国､ 台湾においては､ 日本に続いて高齢

化社会の拡大が予想され､ これらの国において増加す

る長寿と健康を両立できる商品の需要に対応していき
ます。

各国の人口動態や文化､ 習慣に応じた商品開発
と商品選択肢の拡大
当社グループは、「地産地消」でのブランド戦略を

推進しており、現地での生産において環境負荷を極力
軽減することは､ ものづくりにこだわる企業としての使
命と考えております。｢環境に配慮したモノづくり」を
推進していくことで､ 各国の事情に応じたQOL（生活
の質）向上に貢献します。
地域・業態別の文化、慣習に対応した超プレミアム

ゾーン等の商品ラインナップを拡充するとともに、ベ
ビー用紙おむつとプレミアムトイレットペーパーのセッ
ト販売や、衛生用紙のプレミアム戦略を展開していき
ます。

各国における戦略

⃝ベビー用紙おむつスーパープレミアム品の拡販
⃝ 衛生用紙･大人用紙おむつとの複合事業化を
推進

⃝ インドシナ半島でのベビー用紙おむつの販売
強化と、フェミニンケア商品や衛生用紙との
複合事業化を推進

⃝ 大型量販店･ミニマート業態への拡販に加え、
伝統小売店舗やＥＣ市場でのベビー用紙おむ
つ販売を強化

⃝ 各国のニーズを捉えた商品開発･複合事業化
を加速

中国

タイ及び
周辺国

インド
ネシア

トルコ・
韓国・台湾・
ロシア他

長期ビジョンにおける連結売上比率30%（現状約8%）
⃝�地産地消でのブランド戦略

2011年タイ（アマタ市）､ 2012年中国（南通市）､ 2014年インドネシア（チカラン地区）に生産･販売
会社を設立
中国で第2工場建設、インドネシアでの第2工場の検討、トルコでの工場建設の検討
⃝�事業の複合化の加速

ベビー用紙おむつで確立したプレミアムブランド力を活用し、衛生用紙、フェミニンケア商品等の多品種
販売を展開
⃝�輸出販売の加速

韓国、台湾、ロシア、トルコ等、輸出エリア拡大と複合事業化の加速

基 本 戦 略

各国の習慣･文化を尊重した販売体制の構築と商品ラインナップの拡充
H&PC部門�国内事業部と同様に、経営理念である“世界中の人々へ　やさしい未来をつむぐ”を原点とし、各地の販売

店や消費者の意見に耳を傾け、使用実態を観察しながら、ひたすら現地の消費者の満足度向上に努めてまいりました。
第3次中期事業計画の最終年度となる2020年度は、既存進出国では消費者に寄り添った販売体制の構築（配荷店舗

数の拡大、デリバリータイムの短縮や在庫数確保による店頭欠品の防止）、地産地消をベースとした商品を充実させ、現
地消費者の満足度向上に取組んでまいります。
また長期的には、MENA�（Middle�East�&�North�Africa）エリアや南米、南アジア（インド・パキスタン・バングラ
デシュ）など、市場規模は大きいものの本格的に参入できていないエリアの現地調査を進め、未だ見ぬ生活者の満足度
を向上させ、現地生活者に寄り添い、やさしい未来をつむぐことができるよう、取組んでまいります。

第3次中期事業計画達成に向けたコミットメント

第3次中計

2020年度目標売上高

1,000億円

・・・

■中国 ■タイ及び周辺国 ■インドネシア ■トルコ・韓国・台湾・ロシア他

1,000

500

0
2014 2017 2018 2019 2020年度

（億円）

第3次中計
■中国 ■タイ及び周辺国 ■インドネシア ■トルコ・ロシア・韓国・台湾他

2017 2020年度

・・・

10年後の
イメージ

長期目標
3,000億円

第3次中計最終年度
700億円

2019

350

2018

345※335

IFRS第15号適用

※2017年度売上高411億円に
　IFRS15号を適用した参考値

400
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（億円）

国別売上高推移地域に根差した事業展開により
マーケットシェアの拡大

取締役

山上 俊樹
H＆PC部門
海外事業部長

第三次中期事業計画：基本戦略�2�

H&PC事業のグローバルな事業拡大と収益強化
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セルロースナノファイバー（以下CNF）の軽くて強い特性を活かし、CNF成形体 ｢ELLEX-M｣ の高性能卓球ラケ
ットの部材や、軽量化が求められる電気自動車等のボディパネルへの応用を進めています。

環境負荷の軽減による持続可能な循環型 
社会への貢献
⃝ 「DAIO地球環境憲章」の制定・取組み
⃝ CO₂排出量の削減に向けた「難処理古紙の有

効活用」「省エネルギー」「廃棄物の削減」等
⃝ チリ共和国での植林事業
⃝「環境会計」「マテリアルフロー」作成による環

境貢献モニタリング
⃝ FIT制 度を活 用したバイオマス発 電 の 開 始
（2020年7月予定）

⃝ 大型物流センターへの集約等による物流改革

少子高齢化による環境変化に対応、地域社
会との共生
⃝ 海外植林地におけるインフラの整備（チリ共和国）
⃝ 厚生労働省の ｢地域包括ケアシステム｣ の枠組みの中で、医療介護専用SNS「メ

ディカルケアステーション」を通じた排泄ケアのアプリ提供による在宅介護者支援
⃝ がんばらない介護
⃝ 働きがいのある職場づくり（健康経営・ダイバーシティ経営・人財育成）
⃝ 愛媛県・四国中央市の子育て支援事業協賛
⃝ 事業所内保育所「GOO.Nすくすくはうす」の運営

社会
S ocial

南米チリ共和国の植林地での公道や橋等
のインフラの整備

パルプ製造工程の廃液を利用したバイオ
マスボイラー完成予想図

ＣＮＦ成形体（ＥＬＬＥＸ-Ｍ）をレースカーへの提供
　アメリカ･コロラド州で開催されたモータースポーツの大会「第97回パイク
スピーク･インターナショナル･ヒルクライム」に参戦した「SAMURAI 
SPEED」チームの電気自動車のパーツ（ボンネット・後部ドア等）の素材に
ELLEX－Ｍを提供し評価をいただきました。

用途開発の事例紹介

ガバナンス

持続的成長の基盤となる健全なガバナンス体制の整備
⃝ 取締役会の実効性評価（取締役会の構成や運営に関する外部機関の第三者意見

を反映）
⃝ 「報酬委員会」「指名委員会」の設置によるガバナンス体制の深化
⃝ コンプライアンス委員会でのリスク管理体制の審議とリスクの属性に応じた実行策の

決定･推進

G overnance

セルロースナノファイバー「ELLEX」 の早期事業化
⃝様々なユーザーニーズに対応するためにＣＮＦのラインアップを拡充
⃝CNF事業化に向けた用途開発・量産化の取組みを加速

基 本 戦 略

水分散液

ELLEX-S

成形体

ELLEX-M

乾燥体

ELLEX-P

高透明度水分散液

ELLEX-☆

セルロース複合
樹脂ペレット

CNF製造技術の活用

機能製品

トイレクリーナー「キレキラ!」
【表面強度】

化粧品
【保湿効果】

　自動車用部品　　　　　電化製品他
【軽量化・高強度】

人工骨補填材
【多孔性】

塗料･インキ他
【増粘性】

増粘剤 樹脂複合品

☞ 詳細はP41へ

☞ 詳細はP33へ

2018年10月国内製紙・日用品業界で初めて
グリーンボンドを発行

企業が ｢環境改善効果の高い事業（グリーンプロジ
ェクト）」を行うために必要な設備投資等の資金を調達
するために発行する社債 ｢グリーンボンド｣ 200億円を
2018年10月に発行しました。

当社のグリーンボンドは､ 環境効果の高い事業とし
て2つの取組みを掲げています。
1） 難処理古紙の有効利用に関する設備 ⇒ 廃棄物削

減によるCO2削減（板紙生産での難処理古紙使用
比率30%にする）

2） FIT（黒液を燃料とするバイオマスボイラー） ⇒ CO2

排出ゼロの電力供給によるCO2削減

2018年度実績
1）難処理古紙の有効利用によるCO2削減量

難処理古紙の集荷実績：153,589t/年（当初計画　
144,725t/年、板紙生産での使用比率13.1%）
CO2削減量実績：51,397t-CO2/年（三島工場と
いわき大王製紙計の2016年度対比）

2） FITバイオマスボイラー建設中　
計画通り2020年7月完成予定

2020年度目標
1） 難処理古紙の有効利用によるCO2削減量

320,000t-CO2/年
2） FITバイオマスボイラーによる

CO2削減量
発電量　62,920kwにより
253,743t-CO2/年

©SAMURAI SPEED

価値創造基盤の構築に向けたESGの取組み

環境
E nvironment

☞ 詳細はP45へ

第三次中期事業計画：基本戦略 3

新規事業・ESGの取組み

持続可能な社会の構築に向け
新素材等の早期事業化の実現

常務取締役

小野 享志
生産部門担当 兼 
生産本部長
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大王製紙グループに
ついて

大王製紙グループの
価値創造

大王製紙グループの
価値創造戦略

価値創造を支える
推進体制

持続的な価値創造に
向けた取組み
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