
At a Glance

大王製紙は、あらゆる紙をパルプから一貫生産・販売する総合製紙メーカーです。

現在、BtoB（企業間）の「紙･板紙事業」及びBtoC（企業と消費者間）の

「ホーム＆パーソナルケア（H&PC）事業」の2つのセグメントで事業を展開しています。

市場シェア

シェアNo.1
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でシェ
ア1位を獲得。2018年よりティシュー、トイレット、キッチ
ンの全カテゴリーでシェアNo.1を維持。

所有山林面積

59,000 ha

大王製紙が、南米チリに所有する山林の合計面積（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。

 セグメント別売上高構成比

2019/3月期 2020/3月期 2021/3月期計画

売上高 5,339 5,464 5,650

営業利益 121 306 320
営業利益率 2.3% 5.6% 5.7%

親会社株主に帰属 
する当期純利益 47 192 145

H&PC事業
43.4%

その他
3.5%

紙・板紙事業
53.1%

連結売上高
2021年3月期

5,650
億円

従業員数

（2020年3月末現在）

（2020年9月末現在）

10,446人

国外

生産・グループ会社の事業拠点

国内

27拠点

8カ国9拠点

製品数

約20,000種類

大王製紙は新聞用紙、印刷・出版用紙、情報用紙、包装
用紙、板紙、衛生用紙など約2万種類以上の紙をパルプ
から一貫生産・販売する総合製紙メーカーです。

紙・板紙事業

 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

 2019年度の概況
当期は洋紙の生産マシンである三島工場Ｎ７号抄紙機を板紙への改
造により停機（2020年４月稼働）。洋紙の生産量を減らすことで市況
の維持に努め、また古紙処理技術を活かした難処理古紙の増配合に
取り組んだことなどにより、紙・板紙事業全体では、売上高・営業利益
ともに前年同期を上回りました。

 売上高・営業利益の推移

売上高（億円） 営業利益（億円）

売上高（億円） 営業利益（億円）

 売上高・営業利益の推移ホーム＆パーソナルケア（H＆PC）事業

 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

 2019年度の概況
当期は衛生用紙・ウエットワイプを中心に、生産・物流体制の強化によ
り安定供給に注力しました。また、収益改善が期初時点での課題と捉
え、衛生用紙カテゴリーのトップメーカーとして価格修正に取り組んだ
ことにより、ホーム＆パーソナルケア事業全体では、売上高・営業利益
ともに前年同期を上回りました。
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（単位：億円）

2021/3月期
（計画）

2020/3月期2019/3月期

3,165

81

3,178

199

3,000

165

1,951

43

2,047

80

2,450

145

2021/3月期
（計画）

2020/3月期2019/3月期

第3次中期事業計画業績推移

南米チリ フォレスタル・アンチレの所有する山林・植林地

※�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
（2018年度、2019年度金額ベース）
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大王製紙グループの歩み

1943年に愛媛県四国中央市で創業し、新聞用紙・板紙のメーカーとして発展。その後、洋紙事業や 

衛生用紙市場に参入し、総合製紙メーカーへと成長しました。衛生用紙事業で築いたブランド力を活かし、 

ベビー用紙おむつ等の吸収体事業に参入。2011年にはタイにベビー用紙おむつ工場を建設、本格的に 

海外進出を開始し、さらなる成長を目指しています。

1952年当時の三島工場
1979年発売の「エリエール」
ティシューペーパー

1980年に発売した 
ベビー用紙おむつ

2007年 大人用紙おむつ 
「アテント」の事業を譲受

1970年 三島新工場建設

2014年 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を設立

2011年 エリエールインターナショナル 
タイランドCo., LTD.設立

2012年 大王（南通）生活用品有限公司（エリエー
ルインターナショナルチャイナ（ナントン））設立

1983年 名古屋パルプ（現可児工場）を買収

1989年 フォレスタル・アンチレ設立

1996年 いわき大王製紙設立

飛躍
1960-1980
産業構造、需要構造の変化を捉え、 
総合製紙メーカーとして飛躍

三島工場の抄紙機・パルプ設備・自家発電設備を改造・
新設するとともに、1970年には三島新工場の建設に
着手。N1号抄紙機〜N4号抄紙機を次々に完成させ、
新聞用紙、板紙に加え、印刷用紙、包装用紙等のあら
ゆる品種の安定供給と生産性向上により、総合製紙
メーカーとしての基盤が完成。産業構造、需要構造の
変化を捉え、1979年には「エリエール」ブランドのティ
シューペーパー、トイレットティシューの生産・販売を開
始。現在の独自のポートフォリオの礎を築きました。

多角化

ティシューペーパー、トイレットティシューに続き、紙お
むつ、キッチンペーパー等の生産・販売を開始し、衛生
用紙市場に本格参入しました。ニーズを先取りした商
品開発と販売戦略で「エリエール」ブランドのティ
シューペーパー、トイレットティシューでシェアNo.1を
獲得しました。
1989年6月にチリ共和国にフォレスタル・アンチレを
設立し、植林事業を開始。また1996年には、福島県い
わき市にいわき大王製紙を設立し、国内で初めて古紙
100％の新聞用紙の生産・販売を開始しました。

1980-2010
ニーズを先取りした商品開発と 
販売戦略で、シェアNo.1を獲得

グローバルへ
2010-
国内で培ってきたノウハウ・技術力で 
ホーム＆パーソナルケア事業の 
海外展開を加速

国内で培ってきたノウハウ・技術力を用いて、ホーム＆
パーソナルケア（H&PC）事業の海外展開を加速してい
ます。タイ・中国・インドネシアでの現地生産販売会社
を設立、さらにはブラジル・トルコの衛生用品メーカー
を買収するなど、エリア拡大等による事業の拡大に取
り組んでいます。創業

1943-1960
洋紙の需要増を背景に、 
新聞用紙メーカーへ

1943年に四国紙業（株）以下14企業が合同し、和紙
の生産・販売を目的として大王製紙が誕生しました。
創業者である井川伊勢吉は「和紙がいつまでも売れる
訳がない。前進を続ける道は洋紙以外ない」と1947
年には洋紙メーカーへの転換を決意。その後、洋紙等
の需要増を背景に、新聞用紙に加えて、板紙の設備増
強を行い、事業基盤を確立しました。

 紙・板紙　　  ホーム＆パーソナルケア（H&PC）　　  H&PCうち海外　　  その他
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新聞用紙・印刷用紙・板紙などの素材から、生活のあらゆるシーンを支える 

ホーム＆パーソナルケア（H&PC）商品に至る幅広い事業で培ってきた競争力の優位性と、 

それらによって生み出される強みが、大王製紙グループの成長の原動力です。

コア・コンピタンス

ブランド力
��紙・板紙事業とH&PC事業を�
有する総合製紙メーカー
��エリエールブランド資産と育成力

国内紙・板紙生産量の約8%を担う三島工場

南米チリ「フォレスタル・アンチレ」の所有林 59,000ha

地域包括ケアシステムの取り組み 
（当社、病院、施設等、販売店が一体となった支援・サービスの提供）

コスト競争力
��グループ一体運営による高い�
技術力・ノウハウを共有
��原料調達・生産・販売における�
高い生産性
��出願特許件数及び有効特許�
件数に裏打ちされた知的財産

人財力
��企業の持続的成長を担う多様な
人財
��原料調達・生産・販売における�
機能的な組織
��ダイバーシティ経営

課題解決力
��持続可能な社会の実現に向けた
事業展開
��あらゆるステークホルダーとの
共生

競争の優位性1 当社は、持続的成長を実現するために、紙の需要動向の変化に対応して
タイムリーかつ効率よく生産できるプロダクトバリューチェーンを構築して
きました。
　当社の基幹工場である三島工場は、世界で最大級の臨海製紙工場であ
り、紙・板紙をパルプから一貫生産しており、生産量は年間約210万トン、
国内紙・板紙生産量の約8%のシェアを有しています。
　三島工場は、国際貿易港に隣接しており、物流コストや原燃料調達コス
トにも優位性があります。また、国内最大級の生産量を有する針葉樹と広
葉樹のパルプ設備を併せ持っており、各抄紙機に流送することで、コスト
競争力の高い紙・板紙の生産が可能になっています。

競争の優位性2 当社では、「自ら生産したものは自らの手で売る」ことを基本スタンスとし、�
需要家に最も近いメーカーとして、営業網の拡大と営業員の育成に力を入
れてきた歴史があり、BtoBビジネスの紙・板紙営業においても、H&PC事業
のBtoCマーケティングでの営業スタイルを構築してきました。
　営業員一人ひとりが日々の顧客への営業活動を通じてマーケット動向を
つかむことで、需要家のニーズにいち早く対応した商品開発と提案活動に
つなげています。この独自の経営戦略が当社の特徴であり、競争力の優位
性の一つです。

競争の優位性3 当社は、創業時より古紙の高度利用、省エネルギーや工業用水のリサイク
ル等を通じて、環境保全活動に取り組んできました。また、1989年には、
南米チリに植林会社「フォレスタル・アンチレ」を設立。東京23区の面積に
相当する59,000haの山林を所有し「持続可能な森林経営」を実践してい
ます。所有面積の約半分に相当する28,000haは天然林として維持し、
生物多様性の維持にも取り組んでいます。
　また、これまで廃棄物として処分していた難処理古紙の利用を拡大する
ことにより業界平均を上回る古紙利用率を達成するなど、地球環境と調和
した事業展開を通じて環境保全活動に積極的に取り組んでいます。

国内屈指の
コスト競争力
を有する臨海
工場

東京23区と
ほぼ同面積

面積の1/2は
天然林として
維持

あらゆる
パルプ・紙・ 
板紙を生産

プロダクト
バリューチェーン

独自の
経営戦略

環境配慮型
企業
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当社 病院･施設等で使用
①業務用紙おむつ等

業務用営業 同一地域

②退院キッドの提供
（①と同じ製品サンプル、 
品名･使用方法等を同封）

③退院後在宅にて治療

④  ①と同じものを使いたい
との要望⑤  ①の市販品を小売店に

販売していただく

在宅の要介護者

販売店

市
販
用
営
業

大王製紙グループの強み
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大王製紙グループの目指す姿

大王製紙グループは、紙・板紙及びホーム＆パーソナルケア（H＆PC）商品を生産・販売する 

総合製紙メーカーとして、さまざまな課題に挑み、新たな価値を生み出してきました。 

そうした価値創造の源泉となっているのが、当社グループの経営理念「世界中の人々へ やさしい未来をつむぐ」 

の4つの柱「DAIO」です。これからも高付加価値で人に優しい商品の提供を通じて、 

全てのステークホルダーへ期待を超える価値を提供していきます。

大王製紙グループの信条・強み・戦略

社会課題の解決に向けた取り組み

社会課題

  少子高齢化による 
市場環境の変化

  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

  労働人口の減少

  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

  withコロナへの対応

  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

  地球環境保全意識の 
高まり

  ゼロ炭素社会

  脱プラスチック 
（海洋ゴミ）

信条（経営理念4つの柱）

独自の強み 成長戦略

D ： Dedicated ものづくりへのこだわり
A ： Attentive 地域社会とのきずな
 Ｉ  ： Integrated 安全で働きがいのある企業風土
O ： Organic 地球環境への貢献

Ｄ ： ものづくりへのこだわり
①  持続可能なイノベーション
 ・   フレキシブルな生産体制による

ニーズにあった製品の提供
 ・  プロダクトバリューチェーンの 

構築による安定供給体制

Ａ ： 地域社会とのきずな
① 快適なくらし
②  地域社会との調和ある成長
 ・  地域社会との調和ある成長
 ・ 雇用の創出と地域の発展

 Ｉ ：  安全で働きがいのある 
企業風土

①  人にやさしいサービスの提供
 ・ 「がんばらない介護生活を考える 

  会」の活動支援
 ・   withコロナ･大規模災害対応 

商品の開発と提供
②  豊かな人生
 ・ 従業員満足度の向上
 ・ 無災害職場の実現

Ｏ ： 地球環境への貢献
①  環境にやさしい商品の提供
 ・ 脱プラスチック商品の開発･販売 
 ・ ＣＮＦ用途開発及び拡販 
②  健やかな地球を次世代に
 ・ 化石エネルギー起源のCO2削減 
 ・ ゼロエミッションの達成 
 ・ 難処理古紙の利用推進
 ・   植林事業

お客さま

高品質・高付加価値
の商品とサービス

従業員
及びその家族

安心第一の
職場環境

取引先

共に成長

① ブランド力
 ・  紙・板紙事業とH&PC事業を有する 

総合製紙メーカー
 ・  エリエールブランド資産と育成力

② コスト競争力
 ・  グループ一体運営による高い技術力・ 

ノウハウを共有
 ・  原料調達・生産・販売における 

高い生産性
 ・  出願特許件数及び有効特許件数に 

裏打ちされた知的財産

③ 人財力
 ・  企業の持続的成長を担う多様な人財
 ・  原料調達・生産・販売における 

機能的な組織
 ・  ダイバーシティ経営

④ 課題解決力
 ・  持続可能な社会の実現に向けた 

事業展開
 ・  あらゆるステークホルダーとの共生

世
界
中
の
人
々
へ  

や
さ
し
い
未
来
を
つ
む
ぐ

長期的な成長を�
支えるグローバル化
の進展

事業環境の変化に�
対応した事業構造�
の転換

持続可能な社会へ�
貢献するSDGsへの�
取り組みの深化

株主・投資家

安定的な配当

地域社会

生活・産業・
文化の発展
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社長メッセージ

大王製紙グループは、創業以来、事業環境の変化に柔軟に対応することで、

業容を拡大しながら総合製紙メーカーとして成長してきました。

めまぐるしい環境変化の中、SDGs（持続可能な開発目標）への取り組みを

通じて経営理念「世界中の人々へ�やさしい未来をつむぐ」を実現していく

ために、今後とも一層の成長戦略と事業構造の転換を推し進め、�

持続的成長を目指してまいります。

事業環境の変化に柔軟に対応し
抜本的な構造改革を推進

近年、製紙業界は大きな構造転換期を迎えてお

り、時代の潮流の中で、大王製紙グループが社

会へさまざまな価値を提供し、ステークホルダー

の皆さまにとって魅力的な会社であり続けてい

くためには、抜本的な事業構造の改革が必須で

す。そのような認識のもと、当社グループでは、

長期ビジョン「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」を

掲 げ 、2 0 2 7 年 3 月期の達 成 目 標「 売 上 高 

8,000億円～1兆円、ホーム&パーソナルケア

（以下、「H&PC」)事業の構成比 50％以上、

H&PC 海外事業の構成比 30％以上」を目指

し、多角的な取り組みを進めています。

　戦略推進の中枢となるのは、基幹工場である

三島工場(愛媛県四国中央市)です。同工場には

「クラフトパルプの競争力」「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臨海立

地」という強みがあり、一連の施策は、その優位

性があってこそ実現できるものです。これらの比

較優位のインフラを最大限に活用して需要動向

の変化に対応し、「紙･板紙事業とH&PC事業を

横断した抜本的な構造改革」を強力に進めて 

います。

2020年3月期の振り返り 
厳しい環境の中、増収増益を達成

2020年3月期は、長引く米中対立などにより世

界経済の先行き不透明感が増す一方、国内では、

相次ぐ自然災害の発生や消費税率引き上げ後の

消費マインドの変化、加えて、2020年早々からは

新型コロナウイルス感染症の影響が広がるなど、

大きな環境変化が続いた一年でした。製紙業界

に目を向けると、2019年の紙・板紙の国内需要

は、前年比で紙3.6％減、板紙1.9％減の年間

2,536万トン（前年比2.8％減）となっています。

　このような状況下、第3次中期事業計画

「Move on 革進と飛翔」の2年目である2020

年3月期は、急激な外部環境変化に対応しつつ

中長期的な成長を視野に入れた戦略を積極的

に実行しました。

　紙・板紙事業については、三島工場において、

洋紙の生産マシンであるＮ７号抄紙機を需要が

堅調な板紙の生産設備へと改造し、2020年４月

より稼働しています。そのほか、洋紙・板紙の価格

修正の浸透、板紙への難処理古紙の配合増によ

るコスト削減などに取り組みました。

　H&PCの国内事業については、需要増が顕著

な衛生用紙の生産・販売体制の強化により安定

供給に注力し、2018年9月より三島工場に隣接

＜長期ビジョンの実現に向けて＞

・ 2027年3月期売上高

・ ホーム＆パーソナルケア事業の構成比

・ ホーム＆パーソナルケア海外事業の構成比

8,000億円〜1兆円
50％以上
30％以上

ALWAYS
MOVING
FORWARD

代表取締役社長

佐光 正義

SECTION:01
大王製紙グループの価値創造ストーリー

SECTION:02
第3次中期事業計画の進捗

SECTION:03
SDGsへの取り組み

SECTION:04
データ＆インフォメーション

13 14大王製紙グループ 大王製紙グループ統合レポート 統合レポート



社長メッセージ

では、その名の通り“新生大王製紙としてのリス

タート”をテーマに、経営基盤の再構築を最優先

課題に掲げてガバナンスの強化、財務体質の改

善に注力しました。続く第2次中期事業計画

「Step-up～飛躍と拡大」(2016年3月期～

2018年3月期)では、第1次中計で構築した基

盤を拡充することでグローバル展開も図りまし

た。国内外におけるH&PC事業の拡大、M＆Aな

どにより事業構造の転換を加速させ、将来の成

長に向けての布石を打ちました。

　そして、現在進行中の第3次中期事業計画は、

これまでの成果を収益に結実させるとともに、急

激な外部環境変化に対応可能な強靭な企業体

質への革進を目指して、以下の主要戦略を展開

しています。

　まずは「紙・板紙事業の構造改革」です。洋紙や

新聞用紙等の需要構造の変化を見越し、三島工

場の優位性を活かして、メディア用途から梱包・

包装用途の紙へのシフトを着々と進めています。

洋紙からの転抄で2020年4月よりN7号抄紙機

で生産する板紙は、主に中国・アジア諸国への輸

出を想定しており、日本・アジアをワンマーケット

と捉えた販売体制の構築を進めています。一方、

洋紙事業については、洋紙事業と印刷事業の一

体運営による強化を図るべく、印刷会社のM&A

等により事業規模の拡大を図っています。

　次に、「H＆PC事業のグローバルな事業拡大

と収益力強化」です。H&PC国内事業では、第2

次中計から取り組んできた生産体制の強化を

継続するとともに、ティシュー・トイレット・キッチ

ンの全カテゴリーシェアNo.1の地位を盤石にし

ていくため、付加価値商品のラインナップ拡大

を進めています。H&PC海外事業では、各国に

おいて競争が激化する中、ベビー用紙おむつで

確立したブランド力を活用し、衛生用紙、フェミ

ニンケア等の多品種販売を展開することで複合

事業化を加速させ、成長ドライバーとしていく考

えです。

　加えて、第4次、第5次中計につながる「新規

事業」にも着手しており、2020年7月より、FIT

制度(固定価格買取制度)を活用したバイオマス

発電事業をスタートさせました。そのほか、パル

プ由来の高機能素材「セルロースナノファイバー

(CNF)※」の事業化に向けた取り組みについて

も、今後加速させていく方針です。

長期ビジョン達成の鍵は
「一体運営」と「グローバル化」

長期ビジョンを達成するために鍵となるのは、

「一体運営」と「グローバル化」の進展です。

する川之江工場で1台目の衛生用紙抄紙機が稼

働しています。海外事業については、中国でのプ

レミアムトイレットロールの販売開始による複合

事業化の推進、インドネシアやタイの代理店体制

の再構築、トルコでの活動強化、ロシアでの出張

所開設など、将来に向けた布石を打ちました。

　これらの取り組みにより、当期は、売上高

5,464億円、営業利益306億円、ともに前年同

期を上回り、当期純利益は192億円と過去最高

益を達成しました。構造改革は順調に進捗して

おり、環境変化への対応力が格段に向上してい

ると手ごたえを感じています。ただし、見据えて

いるのはあくまで最終年度の目標達成であり、

「点」ではなく、「線」を意識した企業経営で、一歩

ずつ着実に歩みを進めていくことを大切にした

いと考えています。

新型コロナウイルス感染症を含めた
事業環境の変化への対応

新型コロナウイルス感染症の世界的大流行は、

経済、社会に甚大な影響をもたらし、当社グルー

プを取り巻く事業環境も大きく変化するに至りま

した。デジタル化等の進展によって洋紙需要が

減退する中、コロナ禍によるインパクトは想定以

上に大きく、需要縮小が数年前倒しで起きてい

ると考えています。

　しかし、その一方で「withコロナ」に伴う生活様

式の変化、衛生意識の高まりなどによってH&PC

関連製品のニーズが多様化し、そこに新たなビジ

ネスチャンスが生まれています。当社グループで

は、「競争力のあるパルプを需要が伸びている品

種･付加価値の高い品種にシフトしていく」という

構造改革の基本方針に則り、柔軟かつ迅速な対

応でビジネスチャンスの獲得を目指します。そして

それは、衛生用紙製品のトップメーカーとして、社

会的な責任を果たすという面からも大きな意味が

あると考えています。

　具体的な施策は、以下の三つです。

　一つ目は、ペーパータオルの供給強化です。オ

フィス、商業施設などの法人向け需要、ならびに

家庭向けの需要の両方が急増していることを受

け、基幹工場である三島工場にペーパータオル

専抄の抄紙機・加工設備を新設することを決定

しました。稼働は2021年7月を予定しています。

　二つ目は、拭き取り製品のニーズ対応です。

布製品から使い捨て製品へのシフト、外出時の

拭き取り需要などから、全国的に不足している

除菌ウェットティシューの需要に対応するため、

設備増強に取り組んでいます。

　三つ目は、不織布マスクの国内生産開始で

す。2020年4月に、エリエールプロダクトの栃木

工場（栃木県さくら市）に最新鋭の生産設備を導

入し、6月には2台目の増設も完了しました。月

間2,600万枚の生産体制で、市販用並びに業務

用のマスクの安定供給に貢献していきます。

第1次、第2次中計の振り返りと
第3次中計「Move on 革進と飛翔」の進捗

当社グループでは、環境変化に伴うさまざまな

経営課題に柔軟に対応し、持続的な企業価値の

向上を実現するため、2012年より3カ年ごとの

中期事業計画を策定しています。長期ビジョン

は、「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」であり、“中

長期における事業のあるべき姿”から、その時々

に成すべきことを逆算し、第1次から第5次まで、

15年に亘る成長戦略を立案、実行していくこと

で目標達成を目指しています。

　第1次中期事業計画「Restart～確かな変革、

更なる成長」(2013年3月期～2015年3月期)

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う
生活様式の変化等によるニーズの 
多様化に対応していきます。
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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
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　「一体運営」には、多くの意味が含まれていま

す。まずは、生産と販売の一体運営です。生産現

場である工場、販売の最前線を担う営業が互い

の立場を考え、変化の波を察知して行動していく

ことが、厳しい事業環境を勝ち残っていくために

は不可欠と考えています。そして、事業横断によ

る一体運営です。紙･板紙事業とH&PC事業、海

外事業と国内事業、あるいはもっと小さな部門

の単位での一体化もあるでしょう。新たな成長

のためには組織の壁を取り払って縦横自在に事

業活動を行うことで全体最適を図り、機会ロス

の回避につなげていかなければなりません。更

にもう一つ、事業合致による一体運営です。たと

えば、洋紙事業と印刷事業の一体化は、その一

事例です。当社グループは第2次中計以降、M＆

Aにより数社の印刷会社を傘下に迎え入れ、洋

紙事業と印刷事業の一体運営に取り組んでいま

すが、その最大の理由は、需要動向等のマーケッ

トの変化をいち早く察知する触覚として機能させ

るためです。製紙メーカーとして、「紙がどう使わ

れているのか」等を把握することは重要であり、

さらなる差別化へのカードになると考えています。

　「グローバル化」については、国内需要の減少

が加速している現状に鑑みれば、当社グループ

が持続的成長を続けていくためには不可欠な戦

略であると判断しています。既にアジアでは一

定の成果を収めていますが、今後はトルコ及び

題解決に向けたSDGsの理念と一致していると

考えています。

　最重要課題の一つは、気候変動問題への取り

組みです。①燃料転換、②素材転換、③省エネル

ギー、④植林事業への取り組みを４本の柱とし

て、中長期計画での施策を実行しています。

　燃料転換では、廃プラスチック等の廃棄物を

燃料として活用するとともに、石炭からバイオマ

ス燃料への転換を進め、2030年までに三島工

場の石炭ボイラー３缶の内1缶を停止し、2050

年までに石炭からのフェードアウト完了を目指し

ていきます。

　次に、素材転換を通じて、製品のライフサイク

ル全体でCO2排出削減に取り組んでいきます。

CNFについては、軽量・高強度の特性を活かし

て自動車の軽量化による燃費向上等でのCO2

排出削減に取り組みます。また、プラスチック代

替素材として、カトラリー（スプーン、フォーク等）

用途に適したエリプラ＋（プラス）やラミネート紙

の代替となるヒートシール耐油紙等、リサイクル

に適した紙の素材を提供していきます。

　省エネルギーについては、グループ全体で毎

年1%のエネルギー原単位低減を目標に取り組

んでいます。加えて、これまで廃棄処分されてい

た難処理古紙を板紙へ増配合して、2030年度

までに配合率30%を達成する計画です。

　さらに、植林の推進では、チリでの植林事業によ

るCO2吸収・固定化の拡大を促進していきます。

　また、社会面での課題としては、健康長寿な社

会の実現に向けたQOL（生活の質）向上の施策

に取り組んでいます。国内では、地域包括社会

への取り組みが進む中、介護に関わる皆さまに

WEB上で交流の場を提供するコミュニティサイト

「みんなでつくる介護の輪 けあのわ」の運用、愛

媛県と四国中央市と共に子育て支援を行ってい

ます。一方、海外においては、未進出のアフリカ・

ケニアでの「女性の自立」を支援する「ハートサ

周辺国、ブラジルを中心とした南米等へと進出

エリアを拡大し、アジアで築いた当社独自のビジ

ネスモデルを展開させていく方針です。その布石

として、2020年5月にトルコの衛生用品メー

カーのウゼン社を、6月にブラジルの衛生用品

メーカーのサンテル社をグループ傘下に迎えま

した。まずはこの両国の事業において、日本及び

アジア市場で培ったノウハウを投入し、シナジー

の発現を目指すとともに、両国を拠点に、中東・

ロシア及びアフリカ等の周辺国を視野に入れた

事業展開を進めていく計画です。

　将来的に販売エリアを広げながら最終的に

は、トルコから北アフリカへ、ブラジルからアフリ

カ南部へ、そしてアフリカ全体へと北と南から

徐々に展開できればと考えています。

グループの持続的成長を支える
SDGsへの取り組み

当社グループは、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、サステナ

ブル経営を推進しています。事業展開を通じて

環境や社会のさまざまな課題解決に取り組むこ

とにより、社会との価値共創を実現し、ステーク

ホルダーの皆さまとの信頼関係を築いていくこ

とを目指しています。経営理念の実現は、社会課

ポートプロジェクト」による社会貢献活動や、各

国の生活環境に対応して、少ない交換で済む吸

収力の高いベビー用紙おむつの提供による働く

お母さんの支援等、国内外を問わず地域社会と

の共生を図っています。

　社内においては、安全で働きがいのある企業

風土づくりを重点課題とし、ダイバーシティ＆イ

ンクルージョン、健康経営の取り組みに注力して

います。

　最後に、ガバナンスの整備・強化については、

取締役会の実効性評価や役員への株式報酬制

度の導入、コンプライアンス委員会･報酬委員会

･指名委員会の設置による監督機能の強化など

に、継続して取り組んでいます。

ステークホルダーの皆さまへ

当社は、株主の皆さまへの利益還元を経営の最

重要課題の一つと認識し、業績の状況及び内部

留保の充実等を勘案しながら安定的な配当を継

続することを配当政策の基本方針としています。

　今後の財務・資本戦略については、新型コロ

ナウイルス感染症拡大による景気減速の影響に

鑑みて、投資計画の抜本的な見直しを行いま

す。収益力強化や構造改革に必要な投資に重点

をおいて、減価償却費の範囲内に投資を抑制

し、第4次中計最終年度の2024年3月期に信用

格付でA格到達を目標に、財務体質の強化に注

力していく方針です。

　長期ビジョンで掲げている目標は高いレベル

ではありますが、創業の精神「誠意と熱意を持

つ者が事を成す」を継承し、グループ一体運営

により目標達成に向けて邁進してまいります。

ステークホルダーの皆さまには、引き続き変わ

らぬご支援を賜りますよう、宜しくお願い申し上

げます。

環境の変化に対応し、「紙・板紙事業とH&PC
事業を横断した抜本的な構造改革」を強力に
進めています。
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