
事業活動を通じた経営理念の実現
大王製紙グループのESGの取組み
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地域社会とのきずな
　私たちは、世界中から信頼される「良き企業市民」を
目指して、地域に根ざしたスポーツ・文化活動やボラン
ティア活動等の社会貢献活動に積極的に取組み、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。

安全・安心な職場づくり
　私たちは、安全・安心を最優先にした運営に継続して取
組み、社員一人ひとりが生き生きと働ける「安全で活力の
ある安心第一の職場環境づくり」を目指します。

国際社会への貢献
　私たちは、各国・各地域の法律や各種の国際規範の
尊重、並びに文化や慣習等に配慮した企業活動を行い、
グローバルな事業展開を通じて世界中の生活・産業・文
化の発展に寄与します。

地球環境への貢献
　私たちは、ＣＯ₂排出量の削減を目指して、「ＤＡＩＯ地
球環境憲章」に則り、古紙の高度利用・省エネルギーの
推進、生物多様性の保全等に努め、地球環境保全並び
に持続可能な循環型社会の形成に貢献します。

信頼されるものづくりの推進
　私たちは、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・高付加価値の商品やサービスを提供し続けること
で、国際社会から信頼される企業を目指します。

持続的な成長の追求
　私たちは、地域社会・顧客・取引先・株主等のステー
クホルダーの期待に応えるために、常に経営環境の変化
に柔軟に対応した事業展開を推進し、収益の持続的拡大
とともに経営・収益基盤の強化を図ります。

法令遵守の徹底
　私たちは、法令・社会規範・社内規則の遵守、並びに

「社員が守るべき倫理事項」に基づく行動の遵守を徹底
し、社会から信頼される企業であり続けます。

ダイバーシティ経営の推進
　私たちは、社員一人ひとりの多様性・人格等を尊重
し、各々の能力が最大限発揮できる働きやすい環境をつ
くり、「自ら考え、決断して実行する」人材を育成すると
ともに、組織の垣根を超えた一体運営を推進し新たな価
値創造に挑戦します。

大王製紙グループの主な価値協創活動

大王製紙グループ行動規範

経営理念4つの柱 大王製紙の主な価値協創活動 行動規範 SDGs

D
Dedicated

ものづくりへの
こだわり

● コスト競争力を誇る三島工場
● 複数拠点での生産体制
● 透明性の高い原料調達
● 排水処理汚泥焼却灰削減
● 製品の品質保証
● 研究開発

A
Attentive
地域社会との

きずな

⃝ 海外での共生の取組み
⃝ 森林破壊ゼロの取組み
⃝ 拡大する海外での事業展開
⃝ 社会貢献活動
⃝ 海外被災地への支援
⃝ 防災活動

I
Integrated
安全で働き
がいのある
企業風土

● コーポレート･ガバナンス
● コンプライアンス
● 株主･投資家への責任
● 働きがいのある職場づくり
●  がんばらない介護生活を支援
●  お客さまとのコミュニケーション

O
Organic

地球環境への
貢献

● DAIO地球環境憲章
● 環境行動計画
● 製品輸送における取組み
● バイオマス燃料への転換
● 自然エネルギーの利用
●  産業廃棄物最終処分量削減

の取組み

持続的な
成長の追求

国際社会
への貢献
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の徹底
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成長の追求

法令遵守
の徹底

地球環境へ
の貢献

信頼される
ものづくり

の推進

法令遵守
の徹底

信頼される
ものづくり

の推進
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経営の推進

Dedicated
ものづくりへのこだわり

Attentive
地域社会とのきずな

Integrated
安全で働きがいのある企業風土

Organic
地球環境への貢献

フォレスタル・アンチレLTDA.の植林地（59,000ha: 東京23区の面積に相当）



新たな価値創出につながる研究開発

経営理念 ：
Dedicated ものづくりへのこだわり

生活の質（Quality of Life）の向上をH＆PC事業の事業
展開のコンセプトとし、

⃝ 家庭や社会のあらゆるシーンで
⃝ 世代を越えて（あらゆる世代で）
⃝  手間をかけずに快適に､ くらしのそばでそっと見

守るエリエール
の方針のもと、国内外の社会ニーズに対応した商品開
発と施策を進めています。
　大王製紙グループでは、生産工場に商品開発部門を
置くことで、顧客のニーズをダイレクトに生産に繋げる
ことに取組んできました。

商品開発部門では､
1） 市場調査や顧客の意見をもとに、新しいアイデア・設

計案を抽出します。

2） 新しいアイデアや設計を形にするために､ 完成度に応
じて
①手作りによる試作品の製作
②テスト機による試作品の製作
③ 実機による試作品の製作 

試作工程を経て､ 新しいアイデア･設計を盛り込んだ
試作品を製作します。

3） 試作品のラボ検証
①品質や訴求ポイントのラボ検証
②ダミー試験機による検証
③ モニタリングによるフィッティングテスト（社内にフ

ィッティングルームを設置）
　実際に使用された親子さまと交流しながら、品質の
確認や意見を聴取し､ さらなる品質の向上に努めてい
ます。

持続可能な社会の実現に向けた研究開発
当社グループでは経営理念 ｢世界中の人々へ やさ

しい未来をつむぐ｣ の達成に向けた紙・板紙商品の新
たな価値創造に繋がる研究開発に注力しています。

長年培ってきた特殊板紙の製造技術を活用したプラ
スチック代替素材の研究開発において、剛性と生分解
性を併せ持つ高密度厚紙「エリプラペーパー」の開発
をはじめとし、環境負荷が高く、生態系への影響が多
大なプラスチック素材から、環境にやさしい生分解性
素材への転換を進めています。

更に、総合製紙メーカーとしての強みを活かし、軟
包材分野での紙化によるフィルム代替素材による脱プ
ラスチック（減プラスチック）も提案していきます。

商品開発フロー（例：ベビー用紙おむつ）

手作りの試作品 実機テスト製作

フィッティングテスト モニタリング

検証工程

商品化

OK

OK

OK

NG

NG

設計デザインのアイデア

テーブルディスカッション

テスト機での試作

基 本 考的 えな 方

紙素材を使用したハンガー

ヒートシール紙テープ

ヒートシール紙（ピロー包装）
（開発中）

紙素材の環境に優れた特性を活かし、耐油性やヒー
トシール適性を併せ持つ紙や、食品包材で紙マークを
付けられる素材等の研究開発を通じて、地球環境に優
しく、持続可能な社会を実現するための新たな商品と
付加価値の創造・提供を進めていきます。

生活の質（QOL）の向上につながる独自技術の開発

高密度厚紙「エリプラペーパー」の加工例：お菓子用ピック
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紙素材の環境に優れた特性

カーボンニュートラルな素材

植林による持続可能な原料調達

古紙パルプとしてのリサイクルが可能

森林認証紙としての生産や間伐材配合も可能



海外での支援活動
「インドネシアの赤ちゃんとお母さんを幸せにする」と

いう企業理念のもとで持続的な成長を達成するため、
2015年12月よりベビー用紙おむつの現地生産を開始
しました。

高品質・低価格のベビー用紙おむつを提供するだけ
でなく、より地域に密着・貢献するためのCSR活動と
販売強化のためのPR活動を行っています。

CSR活動では、生産工場のあるブカシ県南チカラン
地区においてポシヤンドゥと呼ばれる移動式保健所を訪
問して、商品説明・サンプル配布を実施し、直接お母
さんの声を商品開発等に活かしています。

子育て支援事業の協賛とすくすくはうす運営
大王製紙グループでは、2011年から四国中央市の

「紙のまちの子育て応援事業（0歳児に1年分のおむつ
購入券交付）」に協賛しています。

2015年度からは、愛媛県が少子化対策として取組
んでいる「愛顔（えがお）の子育て応援事業（第二子以降
の誕生があった世帯へ紙おむつ購入券交付）」に協賛を
開始しました。今後も、少子化対策に積極的に貢献し
てまいります。

また、当社グループの事業所内保育所「GOO.N
すくすくはうす」は、内閣府の｢企業主導型保育制度｣
を活用して、2018年4月に開所しました。まずは｢手ぶ
ら登園｣をキャッチフレーズに｢子供服の洗濯サービス｣｢
紙おむつ無料使用｣等、当園独自のサービスで母親の
育児負担を軽減し、育休中の社員の職場復帰を積極的
に支援しています。

在宅介護者支援アプリ「メディカルケアステーション」 
厚生労働省の「地域包括ケアシステム」の枠組みの

中で、エンブレース株式会社が2013年に開発した医療
介護専用SNS「メディカルケアステーション」を通じ、『ア
テント排泄ケア支援アプリ』を2018年10月22日より
全国で運用を開始しました。

えひめさんさん物語  東予東部圏振興イベント
愛媛県の地域振興イベント ｢えひめさんさん物語｣

（2019年4月20日～11月24日）の一つとして、5月
5日に紙の町四国中央市の象徴である、当社のエリ
エールタワーとコスモスタワーを使ったプロジェクション
マッピングが開催されました。

煙突という無機質で機械的、ややもすると公害とい
う負のイメージを、イベントを通じて、日本一の紙の町
のシンボルとして、働いている従業員や家族、地域の
皆様にとって親しみを感じる、地元を誇りに思えるよう
なききっかけにできればという愛媛県知事の思いが凝
縮されたイベントです。

地域コミュニティへの訪問（インドネシア）

GOO.Nすくすくはうす

医療介護専用SNS
×

（画面はイメージです）
（エンブレース株式会社提供）

薬剤師 看護師

主治医 患者・
家族

エリエールタワーを使ったプロジェクションマッピング

QOLの向上・健康寿命延伸や地域活性化への取組み

経営理念 ：
Attentive 地域社会とのきずな

情報収集データ
●  他社品情報 
●  市場及び生活情報 
●  ワルン情報 
●  紙おむつ使用コメント

フィールドワーク
●  直接の消費者（母親・子供）への接触 
●  将来の母親への接触 
●  病院等地域コミュニティへの訪問 
●  地域イベントへの参画 
●  工場見学会実施

データ活用から得られるもの
●  品質検証モニターの数確保による当社品・他社品の評価 生活者の不満

度及びニーズ情報を活かした開発展開の作成 
●  市場動向・他社動向・生活習慣の把握　
●  販売戦略の見直しによる販売増　 ●  未配荷店への配荷による販売増 　
●   効率よい採用活動 　●  地元医療・福祉機関との良好な関係構築　
●   地域代理店との販売戦略構築

更に先にみえるもの
品質の優れた

紙おむつを作り、
それをたくさん販売

することで、
「インドネシアの赤ちゃんと

お母さんを幸せにする」
という

EIMI企業理念の達成

EIMI（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）の取組み

世界の女性を「LIKE♥（いいね）」でサポート「ハートサポート2018」プロジェクト
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ダイバーシティ経営の推進
｢多様な能力を持つ社員一人ひとりが持つ、異なる

能力や感性を磨き、最大限発揮することで、企業の持
続的成長に繋げることを目的に、ダイバーシティ経営を
推進しています。

多様な価値観、視点、能力を受容し活かすことで、
企業の価値を高める力に変えていく風土の醸成を目指
しています。

一人ひとりの能力を受容し活かすことは、個々の働
きがいに繋がり、貢献意欲向上にも繋がります。

健康経営
社員が健康で生き生きと活躍することは、健全な組

織運営、企業の持続的成長に欠かすことができませ
ん。社員とその家族の健康が企業の財産であると考え、
2014年に「大王製紙グループ健康宣言」を公表し、
①快適な職場環境の形成、②生活習慣の改善、③メ
ンタルヘルスケアの充実、④禁煙の推進 を主軸に取組
んでいます。

2018年度は、DBJ健康経営格付*の最高ランクを３
年連続で取得し、健康経営銘柄2019に、紙・パルプ
業種で初めて選定されました。今後も社員とその家族の
健康増進に向け、最大限の支援を継続してまいります。

｢価値創造を支える人財の育成｣
大王製紙グループは、社員一人ひ

とりの ｢働きがい｣ が企業の持続的
成長に繋がるという考えのもと、社
員一人ひとりの多様性・人格を尊重
し活かすダイバーシティ経営、生き生
きと活躍するための健康経営、自律
人財の育成に取組んでいます。

価値創造を支える人財の育成

経営理念 ：
Integrated 安全で働きがいのある企業風土

基 本 考的 えな 方

ダイバーシティ経営における数値目標

目標

女性管理職 3.5%
現状：1.7%（2019年9月現在）

※ 長期目標として、女性管理職比率30%を公表しています。

健康経営の具体的数値目標

生活習慣の改善
健康診断受診率の100％達成

2016年（実績） 2017年（実績） 2018年（実績） 2019年（目標）
99.6％ 100％ 100％ 100％

2016年（実績） 2017年（実績） 2018年（実績） 2019年（目標）
33.8％ 31.0％ 31.2％ 25％以下

快適な職場環境の形成
残業時間の削減

2016年（実績） 2017年（実績） 2018年（実績） 2019年（目標）
21.1時間/月 21.4時間/月 22時間/月 20時間/月以下

禁煙の推進
喫煙率の低減

2018年4月、代表取締役副社長の阿達敏洋がCHO
（Chief Health Officer、最高健康責任者）に就任しました。
CHOを委員長とする「健康経営委員会」を発足し、大王製
紙グループの健康課題、施策、効果検証につき協議、活動
を推進しています。
*DBJ健康経営格付： 独自の評価システムにより、従業員への健康配慮の

取組みが優れた企業を評価･選定し、その評価に応
じて格付けする

2017年度より育児目的休暇 ｢GOO.Nすくすく
休暇」を導入、2018年4月に ｢育児中社員｣ を支援
し活躍の機会を増大させることを目的に、事業所内保
育所「ＧＯＯ.Nすくすくはうす｣を開所しています。また、
2019年度には経営層による「ダイバーシティ委員会」
を設置し、更に多様な人材の育成・登用・活躍支援の
実行を推進する体制を整えました。

引き続き、｢女性社員のキャリア形成支援｣ ｢育児・
介護との両立支援｣ に取り組むとともに、「外国籍社員
のキャリア形成」「障がい者雇用」等、一人ひとりが最
大限能力を発揮するための施策に取組みます。

社員への取組み・ダイバーシティ推進に関する情報は、 
webサイトをご覧ください。

【社員との取組み】 
https://www.daio-paper.co.jp/csr/social/employees/index.html

【ダイバーシティ推進】 
https://www.daio-paper.co.jp/csr/social/diversity/index.html

メンタルヘルスケアの充実
ストレスチェック受検率の向上

2016年（実績） 2017年（実績） 2018年（実績） 2019年（目標）
93.9％ 98.8％ 99.9％ 100％

大王製紙グループは、社員一人ひとりが、より健康で、かつ、それぞれが持つ異なる能力や感性を最大
限発揮することが、企業の持続的な成長に繋がると考えています。そのために、継続して「健康経営」

「ダイバーシティ経営」「自律人財の育成」に取組み、新たな価値創造に挑戦していきます。

代表取締役副社長

阿達 敏洋
コーポレート部門担当 兼
経営管理本部長 兼
コンプライアンス担当

安全で働きがいのある風土を醸成し
新たな価値を創造

組織の成長
多様性の加速
生産性の向上

個人の成長
意識改革
能力発揮
働きがい

イノベーション

エンゲージメント

風土改革

自律人財の育成ダイバーシティ
健 康 経 営

企業の持続的成長

成 長 ス パ イ ラ ル
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地球温暖化対策の推進
大王製紙グループで化石燃料を使用する石炭ボイ

ラー、重油ボイラーから非化石燃料（バイオマス燃料）
を使用するバイオマスボイラーへの転換を進めてきた
結果、大王製紙グループのバイオマスエネルギー比率
は37%（1990年度）から46%（2018年度）まで
増加しました。

三島工場では、2020年に木材パルプ製造工程の
廃液を活用したバイオマス発電プラントの建設を進め
ており、発電した電力を、FIT制度（再生可能エネル
ギーの固定価格買取制度）を利用し電力会社に販売
する予定です。

更に､ 温室効果ガス排出原単位を､ パリ協定の目
標（2030年度までに2013年度比で26%削減）を
達成すべく､ 石炭エネルギーの削減とバイオマスエネ
ルギーへの転換を進めるための具体策等について審
議する「サステナビリティ委員会」を通じて、グルー
プの将来のあるべき姿を見据えた事業戦略に取組み
ます。

木材資源の有効利用
間伐をすることで、林内への陽光量が増加して幹や

根が太く育ち、地表に雑木が生育して、風水害に強い
健全な森林になります。

伐採材を山に放置すると、大雨で下流域に流れて被
害を及ぼしたり、地表の植生の生育を妨げるため、当
社では、伐採木が放置されないようにするため間伐材
の購入量を増やす取組みをしています。

廃棄物の低減と有効利用
大王製紙グループで発生する産業廃棄物を、再生利

用を目的とした中間処理業者への排出に切り替えること
により、最終処分量（埋立）の削減を進めています。

2018年度はグループ全体の最終処分量は4千トン
（全体の1.2％）になりました。

2020年度までに最終処分量を全体の1%以下を目
標に掲げ、廃棄物発生量の削減と最終処分量削減の
取組みを推進します。

当社グループの古紙処理技術を活かし、製紙原料とし
て再利用が難しく､ これまでは廃棄処理されていた古紙を
再利用するために、設備の増強・改造を行い、一般廃棄
物の削減と製紙原料へのマテリアルリサイクル、更に製紙
原料にならない禁忌品（廃プラスチック類や布･化学繊維）

環境経営推進体制
大王製紙グループの生産会社16社を、業種別に3つの部会に分

け、環境事故・クレームの再発防止策の立案・展開、環境法令改
正への対応、環境改善の取組みを行っています。

環境小委員会では、グループ生産会社１６社４９工場を束ね、部
会内の環境リスクや問題点を共有し、問題が顕在化する前に事前
に対応し、環境事故を未然に防止する取組みを実行しています。

全社共通の環境自主点検リストに基づき､ 法令別に年1回､ 各
社の社員が自己チェックし､ 各社が実施した環境自主点検結果の
精度を環境部会で保証しています。この取組みにより､ 法令遵守は
もとより､ コンプライアンス意識を維持し続けています。

自然資源の維持・環境負荷軽減への積極的な取組み

経営理念 ：
Organic 地球環境への貢献

基 本 考的 えな 方

コンプライアンス委員会

環境小委員会

製紙
部会

11社 26工場

段ボール
部会

1社 13工場

印刷
部会

4社 10工場

建設部会

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組み、
持続可能な社会の実現を目指します。

地球温暖化対策の推進1

2 資源の有効活用と環境に配慮した
資材調達

4 森林保全の取組み

サプライチェーンを含めた環境負荷の低減3

5

6

7

8

廃棄物の低減と有効利用

環境負荷低減技術・商品の開発と展開

サステナブル パートナーシップの実現

積極的な環境コミュニケーションと
地域社会との共生

基本方針

20172014 2015 2016

（トン)

（年度）
0

4,000

6,000

2,000

8,000
7,4227,422

3,0723,072

4,4564,456

2018

20172014 2015 2016

（トン)

（年度）
0

4,000

6,000

2,000

8,000 7,4227,422

3,0723,072

5,6385,638
4,4564,456

2018

5,6055,605

5,6385,638 5,6055,605 難処理古紙の例

CD・DVD付き雑誌 口金有紙管

DAIO地球環境憲章

1

2

3

4

5

6

購入禁止木材

違法（または許可のない）伐採された木材

管理された保護価値の高い森林から伐採された木材

危機に瀕している森林から伐採された木材

伝統的な権利または市民権を侵害し伐採された木材

人工林（プランテーション）または非森林用途に転換され
つつある森林から伐採された木材

遺伝子組み換え樹木が植栽された森林からの木材

を選択的に選別し、自社内でサーマルリサイクルによる発
電への置換えに取組んでいます。

サプライチェーン（古紙問屋）との協働で、難処理
古紙の増集荷と有効利用を継続して進めていきます。

環境に配慮した持続可能な原料調達
森林認証は、第三者機関から植林木の使用や環境

に配慮して、合法的に伐採された材のみを使用してい
ることが認証され、基本方針に沿った原料調達を実施
していることを保証する手段のひとつです。

チリ共和国の自社植林会社であるフォレスタル・アン
チレLTAD.は森林認証を取得しており、当社グループ
の取引先のチップサプライヤーにも森林認証の取得を
推奨しています。

間伐材購入量
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