
2013/3月期 2014/3月期 2015/3月期 2016/3月期 2017/3月期 2018/3月期 2019/3月期 2020/3月期 2021/3月期計画 2027年3月期
連結売上高 （億円） 4,074 4,301 4,502 4,741 4,771 5,313 5,339 5,464 5,650 8,000億円〜1兆円
　（うちH&PC海外売上高） （億円） 107 131 222 251 318 411 345 345 650 ー
H&PC海外売上比率 （％） 2.6 3.0 4.9 5.3 6.7 7.7 6.5 6.3 11.5 30％以上
営業利益 （億円） 116 160 218 243 235 111 121 306 320 800億円〜1,000億円
営業利益率 （％） 2.8 3.7 4.8 5.1 4.9 2.1 2.3 5.6 5.7 10％
親会社株主に帰属する当期純利益 （億円） 151 63 132 146 121 40 47 192 145 ー
自己資本 （億円） 971 1,098 1,545 1,631 1,765 1,780 1,856 1,991 ー ー
自己資本純利益率(ROE) （％） 16.8 6.1 10.0 9.2 7.1 2.2 2.6 10.0 6.5 12％以上
純有利子負債 （億円） 3,635 3,318 2,925 2,815 2,551 2,800 3,019 2,854 3,200 ー
ネットD/Eレシオ （倍） 3.7 3.0 1.9 1.7 1.4 1.6 1.6 1.4 1.4 1.0倍未満

長期ビジョン

当社グループは、2012年に新生大王製紙グループとしてリスタートするとともに、15年後のありたい姿 

として、2027年3月期を最終年度とする長期ビジョンを掲げています。中期事業計画における各事業の 

「成長戦略」「構造改革」の諸施策に取り組むことで、長期ビジョンの実現を果たします。

第3次中期事業計画
（2019年3月期～2021年3月期）

Move on 革進と飛翔

第2次中期事業計画
（2016年3月期～2018年3月期）

Step-up〜飛躍と拡大
長期ビジョン

（2013年3月期～2027年3月期）

（1）経営基盤の再構築と成長戦略
ガバナンスの再構築と生産･販売の一体運営、組織･グ
ループ会社統合による省力化、財務体質改善

（2）�徹底したコストダウンと品種シフトによる�
洋紙事業の収益改善

クラフトパルプ増産によるパルプ費の低減、品種シフ
ト、物流費の低減、フラグシステム･ベストプラクティス
による全員参加の収益改善

（3）板紙･段ボール事業の強化
段ボール会社の統合･一体運営、いわき大王製紙への
可児工場洋紙抄紙機の移設･板紙への転抄

（4）ホーム＆パーソナルケア（H&PC）事業の拡大
紙製品事業の収益改善（高付加価値品へのシフト）、国
内での吸収体製品事業の強化、アジア地域での吸収体
製品事業の強化（2011年EIT（タイ）、2012年EICN
（中国（南通））、2014年EIMI（インドネシア）設立）

（1）�紙･板紙事業とH&PC事業を横断した�
抜本的な構造改革

2018年10月に川之江工場KN1号機抄紙機稼働、2020
年4月に洋紙の生産設備であったN7号抄紙機の板紙へ
の転抄･稼働、アジア市場への板紙･クラフト紙の輸出拡
大、難処理古紙活用によるコスト競争力強化

（2）H&PCのグローバルな事業拡大と収益力強化
中国でのプレミアムトイレットティシュー拡販、ブラジル（サ
ンテル社）／トルコ（ウゼン社）のM&Aによる海外事業の
拡大、マスク・ウエットティシュー・ペーパータオルの国内供
給体制強化

（3）新規事業
2020年7月FIT制度（固定価格買取制度）バイオマス
発電事業を開始、CNFの事業化（タマス向け卓球ラケッ
ト用部材、電気自動車レースカーへの実装等）

（1）洋紙事業の構造転換
収益を極大化する品種構成への転換、三浦印刷の子会社
化によるダイオープリンティングとの一体運営

（2）板紙･段ボール事業の強化
いわき3号抄紙機稼働、段ボール会社統合後の広域ユー
ザーへの提案活動強化、大和紙工との一体運営による段
ボールケースと紙器の共同提案

（3）H&PC事業のさらなる成長と加速
日清紡の紙製品事業の譲受による衛生用紙シェア向
上、エリエールのブランド力を活かした高付加価値商品
の拡販、エリエールプロダクト福島工場稼働による国
内吸収体製品供給体制の拡充

（4）�新規事業/セルロースナノファイバー（CNF）の
開発

CNF乾燥体製造パイロットプラント稼働によるCNFラ
インナップを拡充

経営理念

「�世界中の人々へ��
やさしい未来をつむぐ」

この実現に向けたマイルストーンとして、2027年3月期の
達成目標「売上高8,000億円〜1兆円、H&PC事業の構成
比50％以上、海外事業の構成比30％以上」を設定して 
います。
　さらに、その目標からバックキャスティングで、3年ごと
の中期事業計画に落とし込み、その実現可能性を高めて
います。
　事業環境の変化に対応すべくグローバル化と構造改革
を進め、成長投資を継続するための収益基盤の構築に取
り組むことで、持続的な成長を通じて企業価値の向上を目
指していきます。

第1次中期事業計画 第2次中期事業計画 第3次中期事業計画

第1次中期事業計画
（2013年3月期～2015年3月期）

Restart〜確かな変革、更なる成長

長期ビジョン実現へのロードマップ
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第3次中期事業計画（2019年3月期～2021年3月期）の概要

第3次中期事業計画「Move on 革進と飛翔」では、 長期ビジョン達成に向けて、 

戦略的な事業ポートフォリオの変革とさらなるグローバル化を推し進め、 

持続的に成長し続ける企業グループを目指します。
「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、グローバルでの成長を加速していきます。
第3次中期事業計画

セグメント別売上高・営業利益の推移と見通し

「梱包・包装用途の紙」の輸出を加速 グローバル化がさらに進展

輸出販売  約24,000t／月 2027年3月期  海外売上高比率 30％へ

「Move on 革進と飛翔」
1.  紙･板紙とホーム＆パーソナルケア（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」、 
 「衛生用紙」へのシフト

  アジア市場への板紙・クラフト紙の輸出拡大
  川之江工場衛生用紙 新抄紙機稼働

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No.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･SDGsへの取り組み
  セルロースナノファイバー（CNF）の早期事業化   FIT制度(固定価格買取制度）を活用したバイオマス

発電の開始（2020年7月稼働）

2020年4月、三島工場N7号板紙抄紙機営業運転開始

�需要が期待できる、中国やアジア諸国への輸出販売

2020年5月、トルコ「ウゼン社」を買収
2020年6月、ブラジル「サンテル社」を買収

�トルコ及びブラジルを起点に周辺国への事業拡大を目指す
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2021/3月期計画2020/3月期2019/3月期 2021/3月期計画2020/3月期2019/3月期

売上高（億円） 営業利益（億円） 売上高（億円） 営業利益（億円）

紙･板紙事業とH&PC事業を横断した抜本的な構造改革

衛生用紙 吸収体製品

[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

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 
トイレットティシュー拡販
■  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

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）

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・ウエットワイ

プ拡販による複合事業化

「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

1

1

3

3

衛生用紙・吸収体製品
複合事業化

[H&PC事業]  H&PCのグローバルな事業拡大と収益力強化

紙・板紙事業 H&PC事業
アジア

中国
タイ

インドネシア
ブラジル

トルコ及び周辺国

Focus

主要戦略の全体像
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第3次中期事業計画の進捗

新聞・洋紙事業 産業用紙・段ボール事業

事業部長メッセージ 事業部長メッセージ

紙・板紙事業部門

  新型コロナウイルス感染症拡大の影響による 
世界レベルでのペーパーレス化の加速

  在宅勤務、テレワークの増加による 
オフィス用紙需要減少

  需要減少に紐づく品質に対する要望の高まり

  経済成長が続く中国･アジア地域での需要拡大

  製紙、段ボールの一貫化により、構造改革の 
さらなる加速

  プラスチックに代わる紙素材の需要拡大

需要構造の変化に対応した 
構造改革を進めながら独自の営業戦略を 
実行し、需要を確実に獲得

「梱包･包装用途の紙」へのシフトを
進めるとともに時流に応える「紙」素材の 
開発・販売にも注力

  需要の変化に対応した新商品の開発、 
新たな営業スタイルの構築

  ワンストップ営業による洋紙事業のさらなる強化

  グループ印刷会社の協業体制構築による競争力強化

  ワンストップデリバリー提案で拡販を推進

  三島工場の競争優位性を活かした 
グローバル展開

  環境対応商品の開発、品揃えの拡充、 
及び加工品の開発･拡販に注力

川端 哲哉 石田 厚

デジタル化の進展等に伴う紙の需要構造の変化が進む中、新

型コロナウイルス感染症拡大による影響が加わり、需要縮小が

加速しています。特に、新聞用紙や印刷用紙など「メディア用途

の紙」に対するインパクトは想定以上に大きく、その中でもグラ

フィック用紙の需要が一段と減少する事態となりました。

　そのような環境変化を踏まえ、第3次中計の主要戦略のひ

とつとして取り組んでいる「メディア用途の紙から梱包･包装

用途の紙へのシフト」を、さらに前倒して進めていく方針です。

具体的には、基幹工場である三島工場の、複数の品種を生産

できる特性を活かし、需要に応じた生産マシンの転抄と合理

化を進めて、洋紙生産マシンの集約、生産品種の統合による

生産性向上に注力します。また、当社独自の「自ら生産したも

のは自らの手で売る」という顧客直結の営業スタイルを徹底

し、営業マン一人ひとりがお客さまのリアルなニーズをつかむ

ことによって、需要に合致する商品開発を行うこと、さらには、

当社グループは、従前より、洋紙や新聞用紙などの需要構造の

変化を見越して三島工場のインフラを最大限に活用する方針

で、紙･板紙事業の構造改革を進めてきました。そして、2020

年3月にN7号抄紙機の板紙への転抄が完了し、計画通り4月

より営業運転を開始しています。

　コロナ禍の影響を受け、厳しい環境の中でのスタートではあ

りましたが、全品種を1工場から安定供給できる強みを活かした

ワンストップデリバリーの提案や、ニーズの変化に対応した価格

以外の差別化提案など、当社独自の現場活動の成果により、販

売は順調に推移しています。海外への輸出についても、現地の

段ボール会社に直接足を運び、ユーザーのニーズを汲み取った

ハイスペックの商品（高破裂強度ライナーなど）を開発したこと

で、旺盛な段ボール需要を取り込み、稼働から3カ月でフル生産

体制となりました。今後は、国内はもとより、中国・アジア諸国の

旺盛な需要に応えるべく、品質や物流コストを含めて競争力を

素材を売るだけでなく、最終商品を含めての提案を行うと

いった商品提案の改革にも取り組みます。

　環境が一段と厳しい洋紙事業については、川下の印刷事業

を強化し、紙と印刷の一体運営による収益力強化を進めてお

り、グループ各印刷会社が有する得意分野のノウハウを共有・

提案することで新たな需要の開拓、確保につなげるとともに、

内製率向上、設備･組織の統廃合による競争力強化を図って

いく考えです。

　今後の洋紙の需要動向は不透明ですが、たとえコロナが終

息しても、大きな回復は期待できないと考えています。しかし、

縮小した市場の中にも、必ず機会はあります。この需要減少の

渦中において、いかに競争優位性を発揮し、収益を上げて生

き残るかを考え、時代の潮流に対応した果敢な成長戦略を実

行していきます。

強化し、さらなる拡販、収益向上へつなげていく考えです。

　包装・梱包事業に関しては、脱プラスチックの時流、2020年

7月よりスタートしたレジ袋有料化に伴い、紙素材への転換が

進むとの想定でしたが、コロナ禍の影響でショッピングバック

等の需要が減少するなどして足許の業績は停滞しています。し

かしながら、当社では、あらゆる「包む紙」の品揃えを誇るトータ

ルパッケージの提案が可能であり、このような状況下でも十分

に戦える武器があると考えています。また、単なる素材として紙

を売るのではなく、より付加価値を上げるために、環境にやさし

い「紙」素材を用いたカトラリーやハンガーなど、「製品としての

紙」の開発・販売にも注力しており、今後は加工分野の内製化

を進めていく方針です。

執行役員
紙・板紙部門 新聞・洋紙事業部長　

上席執行役員
紙・板紙部門 産業用紙・段ボール事業部長　
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国内事業 海外事業

  日本国内の人口減少（少子高齢化）に伴う衛生
用紙・吸収体事業における市場規模の縮小

  withコロナ、afterコロナにおける 
衛生意識の向上

  コロナ禍を経た社会構造変化

  世界各国の為替変動と地政学的リスク

  グローバルメーカー及び 
ローカルメーカーとの競争

  比較的高い経済成長率が見込まれる地域での 
パーソナルケア商品の需要拡大

エリエールブランド高付加価値化の推進、
コロナ禍で変化する事業環境にも
迅速かつ柔軟に対応

アジアから世界へ。
第５次中計で売上高3,000億円、営業利益率
10%の達成を目指して

  エリエールブランドの進化と衛生用紙商品（ティシュー
ペーパー、トイレットティシュー、ペーパータオル、キッチン
タオル）の国内マーケットシェアNo.1の維持強化

  吸収体（ベビー、フェミニン、ヘルス）事業における営業・
工場･開発マーケティング三位一体の取り組みの加速

  新型コロナウイルス感染症対応商品やさらなる付加価
値商品の開発と拡販

  既存進出国における複合事業化の推進と 
商流の再構築

  M&Aで取得した企業のさらなる成長に向けた 
基盤づくり

  新規参入候補国の調査

若林 賴房 山上 俊樹

ホーム＆パーソナルケア（H&PC）国内事業は、ティシューペー

パー、トイレットティシュー、キッチンペーパー等の衛生用紙と、紙

おむつやフェミニンケア用品等の吸収体事業を二本柱とし、市

場、生活者と直につながる独自の営業戦略を展開しています。

　2020年3月期は、衛生用紙カテゴリーの付加価値商品への

シフト、及び価格修正、物流改革などの取り組みが順調に進捗

したことに加え、消費増税、並びに新型コロナウイルス感染症

拡大の影響による衛生関連商品の需要増加も相まって、売上

高、収益とも好調に推移しました。

　業績の伸長を支えているのは、昨年、発売40周年を迎えた

主力ブランド「エリエール」です。2018年度よりティシューペー

パー、トイレットティシュー、キッチンペーパーの衛生用紙全カ

テゴリーにおいて市場占有率 No. 1を維持しており、この地

位を盤石にするべく、第3次中計では「付加価値商品のライン

ナップ拡大」に注力しています。加えて、衛生用紙のトップメー

H＆PC海外事業では、今年度、トルコの衛材メーカー、ブラジル

の製紙･衛材メーカーを買収し、これで中国、東南アジア、

MENA（Middle East and North Africa)エリア、南米に生

産･販売拠点を持つことになります。

　まず、中国では、地産地消によるプレミアムゾーンでの品揃え強

化により、一定のポジションを築いてきましたが、業態･エリアに応

じた品揃えを見直し、このゾーンでの存在感をさらに高めていきま

す。また、衛生環境に対する意識の向上が進んでおり、トイレに流

せるトイレットティシューに続き、ウエットワイプやヘルスケア関連

商品のラインナップを拡充して、事業の複合化を推進しています。

　続いてタイでは、総代理店制からエリア毎に代理店制を敷くマ

ルチ代理店制へ移行したことにより、首都圏に本部のある大手広

域チェーン店だけでなく、地方のベビーショップ、一般店等へのき

め細かい商談･配荷活動ができはじめており、タイ全土での活動強

化が図れています。現地生産のベビー用紙おむつ、ウエットワイプ

カーとして、「事業を通じて、社会課題を解決する」使命を強く

認識し、コロナ禍によって多様化するニーズへの対応をスピー

ド感をもって進めています。需給が逼迫していたマスクについ

ては、2020年4月より国内生産を開始しました。当初は、医療

機関や介護施設などに優先的に供給を行っていましたが、現

在は市販向けの販売もスタートしています。そのほか、ハンドド

ライヤーの代替品として需要増が顕著なペーパータオル、除菌

ウエット商品についても安定供給体制の構築を進めており、

2021年に三島工場、川之江工場においてマシンの新設を予

定しています。

　また、吸収体事業については、事業拡大を目指して諸施策を

進めている最中です。衛生用紙で構築した品質・ブランド力を

活用して拡販を進めるとともに、お客さまのご要望を反映した

商品開発やリニューアル、最適生産体制の構築などに取り組む

ことで、さらなる収益力強化を図っていく考えです。

等に続き、トイレットティシュー等の紙製品にも力を入れ、需要が拡

大しているアルコール系のウエットワイプの品揃えを充実させて、

事業の複合化を進めていくとともに、ベトナム・マレーシア・フィリピ

ンに加え、ミャンマー・カンボジア等への拡販も行っていきます。　

　また、インドネシアでは需要の8割を占めるジャワ島･スマトラ島

をメインに、エリアを細分化したマルチ代理店制を駆使してミニ

マート､ベビーショップ､伝統小売り（ワルン）、EC等各々の需要構

造に応じた商品提案と店舗フォローにより拡販を進めています。　

　加えて、2020年には、M&Aにより、トルコ・ウゼン社、ブラジ

ル・サンテル社を子会社化しました。まずは両社を介してトルコ

及び周辺国と、南米における事業拡大を図り、将来的には、トル

コ、ブラジルを起点にアフリカへの進出を見据えています。　

　当社では各国の文化･宗教･習慣を尊重し、現地ローカル社

員主導の運営を目指しています。また、利益の一部を地域社会

の貢献活動に還元することも重要な使命と考えています。
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