
SDGsへの取り組み

事業活動を通じた経営理念の実現
大王製紙グループは、経営理念として「世界中の人々へ やさしい未来をつむぐ」を掲げています。この理念の実現

に向け、4つの柱DAIO（Dedicated、Attentive、Integrated、Organic）を策定するとともに、大王製紙グルー

プ行動規範を定め、取り組みを推進しています。私たちは、需要動向の変化に対応した製品を提供し、社会ととも

に成長し、そして健やかな地球を未来に託すために、あらゆるステークホルダーの皆さまとの信頼関係を築いてい

くことで、SDGsへ貢献してまいります。

大王製紙グループ行動規範

大王製紙グループの主な価値共創活動

経営理念4つの柱 大王製紙の主な価値共創活動 行動規範 SDGs

D
Dedicated

ものづくりへのこだわり

・フレキシブルな生産体制
・�徹底した品質管理
・透明性の高い原料調達
・�新たな価値を生み出す�
研究開発

・持続的な成長の追求
・�地球環境への貢献
・信頼されるものづくり
・�法令遵守の徹底

A
Attentive

地域社会とのきずな

・少子高齢化への対応
・�世界中の人々の暮らしを
豊かに
・地域と共に持続的な成長

・地域社会とのきずな
・�持続的な成長の追求
・国際社会への貢献
・�地球環境への貢献

I
Integrated

安全で働きがいの 
ある企業風土

・自律人財の育成
・ダイバーシティの推進
・健康経営

・地域社会とのきずな
・�ダイバーシティ経営の推進
・国際社会への貢献
・�法令遵守の徹底
・安全・安心な職場づくり
・�信頼されるものづくり

O
Organic

地球環境への貢献

・�低炭素社会を目指して
・�循環型社会を目指して
・�自然共生社会を目指して

・持続的な成長の追求
・�法令遵守の徹底
・地球環境への貢献
・�国際社会への貢献

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。

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。

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。

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り組み、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。

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。

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
り組み、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。

信頼されるものづくりの推進
私たちは、お客さま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。

Dedicated
ものづくりへのこだわり

Integrated
安全で働きがいのある企業風土

Attentive
地域社会とのきずな

Organic
地球環境への貢献
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基本的な考え方

信頼される
ものづくり

フレキシブルな生産体制

新たな価値を生み出す 
研究開発

徹底した品質管理

透明性の高い原料調達

大王製紙グループは、紙・板紙及びホーム＆パーソナル

ケア商品を生産・販売する総合製紙メーカーとして、高

付加価値な商品を提供するとともに、地球環境と調和し

た人にやさしいものづくりを目指しています。幅広い分

野で社会のニーズの変化に柔軟に対応すべく、フレキシ

当社グループの基幹工場である三
島工場は、パルプから紙・板紙を一
貫生産しており、その生産量は年間
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。あ
らゆるパルプを種々のタイプの抄紙
機と組み合わせることで、市場の
ニーズに合わせて、フレキシブルな
生産体制を構築しています。

当社グループは、ユーザーニーズの
変化に対応した商品の開発・改良に
主眼を置き、高付加価値品の商品化
に取り組んでいます。また、新規分野
の開発及び新素材の研究開発を進
めています。2019年度における当
社グループ全体の研究開発費は
3,043百万円になります。

当社グループでは、原料の購入から
製品の納入に至るまで、ISO9001
に基づいた品質保証体制を構築す
るとともに、品質方針を掲げ、徹底し
た品質管理を行なっています。家庭
紙部門では、製品1枚1枚及びパッ
ケージの全数検査や、品質検査員に
よる工程・製品の検査を行う体制を
整備しています。

当社グループの購入材は、合法性な
どを第三者が監査する森林認証材
であること、または間伐材等森林認
証材以外の材は全サプライヤーに
対して伐採地域、流通経路等に関す
る調査を実施し、合法的に伐採され
た材であることを確認しています。

ブルな生産体制、品質管理の徹底、透明性の高い原料

調達、新たな価値を生み出す研究開発などの取り組み

を進めることで、「信頼されるものづくり」の実現を果た

していきます。

SDGsへの取り組み

「エリエール　贅沢保湿」の保湿成分を紙おむつにプラス！

赤ちゃんの敏感肌に着目したベビー用紙おむつ「GOO.Nプラス」を、
2020年10月に上市しました。赤ちゃんの肌は、大人の肌よりも乾燥しや
すく、傷つきやすい。その敏感な肌へ、おむつにできることはなんだろう？
と考え、辿り着いたのが「保湿成分の配合」です。最高のしっとり感を求め
て、保湿剤の配合に試行錯誤を重ね、モニタリングも1,500名以上に及
びました。また、皮膚科学の専門家である東京工科大学/正木教授の学
術指導のもと、３次元皮膚モデルによる新たな評価方法を取り入れなが
ら、着想から2年以上を掛けてようやく商品化できました。世界中の赤
ちゃんに、｢いちばんやさしいおむつです！｣と胸を張って言える商品です。

PICK UP : 1

新商品：保湿成分配合の「GOO.Nプラス」

N7号抄紙機の板紙転抄

洋紙の生産設備であったN7号抄紙機を2019年10月より、需要が堅調
な板紙への設備改造工事を進めてきました。改造工事は予定通り2020
年3月中に完了し、4月より稼動を開始しています。国内トップクラスの生
産性を有する設備で、三島工場の臨海立地というインフラの優位性を活
かし、段ボールの安定的な伸長が見込まれる中国・東南アジアマーケット
への輸出販売を拡大していきます。N7号抄紙機は三島工場のコスト競
争力の高いパルプやエネルギーに加え、古紙の高度利用等、高い生産技
術・管理ノウハウを活かして、国内屈指の競争力を有する板紙の生産設
備です。特に古紙には従来廃棄物として処理されていた難処理古紙と呼
ばれる原料を使用することで、循環型社会の形成に貢献していきます。

PICK UP : 2

三島工場N7号抄紙機の板紙転抄

「エリプラペーパー」が地球環境大賞 奨励賞を受賞

当社の、プラスチック代替素材である高密度厚紙「エリプラペーパー」
が第29回地球環境大賞 奨励賞を受賞しました。「エリプラペーパー」
は、当社が長年培ってきた特殊板紙の生産技術を活用し、紙製ナイフや
マドラーの原紙として必要な剛性と、優れた生分解性を併せ持つ高密
度厚紙で、プラスチック素材から環境にやさしい素材への転換に適し
ています。不法投棄による海洋プラスチックが問題視され、各国で脱プ
ラスチックの取り組みが進む中、当社の環境問題に対する取り組みが
評価され、今回の奨励賞受賞となりました。
　さらに耐水性・耐油性を付与した「エリプラ＋（プラス）」の販売も
2020年6月に開始しており、今後も継続して環境にやさしいものづく
りに拘っていきます。

PICK UP : 3

「誉の陣太鼓」の紙製ナイフ （熊本市(株）お菓子の香梅 様)

生産

研究開発

品質

調達

詳しくはホームページをご覧ください。 https://www.daio-paper.co.jp/csr/dedicated/
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Dedicated
ものづくりへのこだわり

大王製紙 三島工場
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SDGsへの取り組み

基本的な考え方

大王製紙グループは、世界8カ国に拠点を有するグロー

バル企業として、世界中から信頼される「良き企業市民」

を目指しています。事業活動を通じて地域社会との共生

を図りながら地域の発展に寄与するために地域の取り

組みを積極的に支援します。国内外で、地域住民や学生

を対象とした工場見学会や地域コミュニティへの参加を

通じて、当社の事業への理解を得るとともに、地域社会

と調和ある成長に取り組んでいきます。

新型コロナウイルス感染症への対応

新型コロナウイルス感染症拡大による日本国内のマスク不足の状況を
踏まえ、2020年4月よりマスクの国内生産を開始しました。特に高齢者
は重症化するリスクが高く、施設内や介護などでソーシャル・ディスタン
スの確保が難しい環境にあり、このような感染対策のために大量のマス
クを必要としている機関・施設などに優先して供給しました。また、理化
学研究所などがスーパーコンピューター「富岳」を使用してマスクの効果
を研究するプロジェクトに参画しており、その研究結果をマスクの製作に
活かしていきます。さらに感染症に対する衛生意識の高まりを受けて、除
菌できるアルコールタオルや、ペーパータオルの増産を実施しています。

PICK UP : 1

ハイパーブロックマスク
左：除菌ノンアルコールタイプ
右：除菌できるアルコールタオル

ハートサポートプロジェクト

世界の女性たちへのエリスの支援活動「ハートサポートプロジェクト」は、
「エリエール」ブランド誕生40周年にあたり2018年10月11日の国際
ガールズデーから開始しました。
　2019年度はハートモチーフを入れた写真にハッシュタグ「＃ハートサ
ポート2019」を付けたSNS投稿を募集。（目標5,000件）目標を達成した
場合、「女性の自立」をサポートする7つの支援のうち、投稿1件につき1つ
の支援プランがアフリカのケニアに届けられるというという企画内容で
した。2019年は開始後28日間で受付上限の5,000件を達成しました。
　2020年度は支援先をザンビアに変更。新型コロナウイルスの影響
により例年の10月11日からのプロジェクト開始は見送りましたが、現
地の感染の状況を確認しながら支援を実施する予定です。

PICK UP : 2

2019年ケニアの支援の一つであるファッションショーの様子

Attentive
地域社会とのきずな

地域社会との調和ある成長

少子高齢化への対応 世界中の人々の暮らしを豊かに 地域と共に持続的な成長

当社グループでは、快適な暮らしをサ
ポートするさまざまな取り組みを進めて
います。高齢化への対応では、シルバー
ケア商品の展開による介護サポートや
「がんばらない介護生活を考える会」の
支援に取り組んでいます。少子化への
対応では、事業所内保育所（GOO.Nす
くすくはうす）の開所や地域自治体と少
子化対策を進めるなど子育て支援に取
り組んでいます。

ベビー用紙おむつやフェミニンケア商
品の普及は、感染症予防につながるほ
か女性の社会進出の可能性をより高
めると考えられます。当社グループで
は、「ハートサポートプロジェクト」に取
り組んでいます。このプロジェクトを通
じて、世界の女性を取り巻く環境につ
いて考え、行動するきっかけづくりを提
供していきます。

地域住民や学生を対象とした工場見
学会や地域コミュニティへの参加を通
じて、事業への理解を得るよう努めて
います。中国では、工場見学会に年間
約1,500人が参加しています。インド
ネシアでは、母親が抱える育児の不安
の解消と育児支援のために、談話の場
の提供や地域コミュニティ訪問を実施
するなど、地域に根ざした事業活動を
続けています。

生活の質（QOL）
の向上

世界中の 
人々のために

地域社会の 
ために

詳しくはホームページをご覧ください。 https://www.daio-paper.co.jp/csr/attentive/

ゆめに向かってチャレンジ

当社では地域に根ざしたスポーツ・文化活動等の社会貢献活動の一
環として、野球をこよなく愛する少女たちがいきいきとチャレンジでき
る舞台を提供することを目的に、2012年の第1回大会から東京都女
子学童軟式野球大会に協賛し、2015年からは中学生の部のサポート
も開始しています。今年も多くの小・中学生が優勝を目指し、熱い戦い
が繰り広げられました。
　また、毎年11月にエリエールレディスオープンを開催しており、今年
で39回目を迎えます。昨年は、18,000名を超える多くのギャラリーに
ご来場いただいた中、渋野日向子選手が見事優勝を果たしました。

PICK UP : 3

2020年9月〜10月 東京都女子学童軟式野球大会の様子
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SDGsへの取り組み

Integrated
安全で働きがいのある企業風土

基本的な考え方

大王製紙グループは、創業の精神として脈々と受け継が

れている社是「誠意と熱意」をもって、安全・安心を最優先

にした事業運営に取り組み、従業員が健康で生き生きと

活躍できる会社を目指しています。従業員一人ひとりの

多様性・人格等を尊重し、各々の能力が最大限発揮でき

る働きやすい職場環境を提供するとともに、「自ら考え、

決断して実行する」人財の育成に取り組むことで、活力あ

る健全な企業グループとして発展し続けていきます。

役員メッセージ

成長スパイラル

ダイバーシティ経営と健康経営の具体的数値目標

企業の財産である「人」を育てて活かす 
環境づくりを推進し、新たな価値創造の源泉に。

　阿達 敏洋
代表取締役副社長 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 兼 CHO（Chief Health Officer、最高健康責任者）

女性管理職比率 5.0％（2025年3月末まで）現状：2.2％（2020年9月末現在）

大王製紙グループでは、企業の持続的発展のために「自律人財

の育成」「ダイバーシティの推進」「健康経営」に継続して取り組

んでいます。

自律人財の育成

グローバルな成長を遂げていくためには、自ら思考し、方向を定め

て進んで行くことができる「自律人財」の育成が不可欠です。そこ

で、社員の成長を支援する多彩な教育施策を実施し、自己成長の

ために必要な教育を、必要な時期に、働き方に合わせて受けられ

る制度を整えています。さらには、社員一人ひとりが自身のキャリ

アを主体的に考え、意欲的かつ継続的に成長していくことをサ

ポートするため、年代ごとのキャリアデザイン研修や、自らの意思

で募集ポジションに応募できる社内公募制度を導入するなど、あ

らゆる方面から社員の自律的なキャリア形成を支援しています。

ダイバーシティの推進

多様な背景を持つ社員が活躍することが企業の持続的成長に繋

がると考え、2019年度に新設した「ダイバーシティ委員会」を中心

にダイバーシティ経営を推進しています。重要課題である「女性活

躍推進」については、女性管理職の増加・女性の配属部署の多様

化に注力、男性社員に対して育児休暇の取得を推進するなど、性

別にとらわれないキャリア形成を後押ししています。

　そのほか、高年齢者や障がい者雇用の促進に継続して取り組

むとともに、LGBTへの理解も喫緊の課題と認識し、グループ内

の人事労務部門への研修を開始しています。

健康経営

企業の永続的な発展には、社員はもちろん、その家族も含めて

皆が心身ともに健康でいきいきと活躍していることが欠かせま

せん。当社グループでは、2014年に「大王製紙グループ健康宣

言」を発表し、「快適な職場環境の形成」「生活習慣の改善」「メン

タルヘルスケアの充実」「禁煙の推進」の4つを軸に、全社員参加

のもと、健康の維持・増進に向けた取り組みを進めています。

健 康 経 営

企業の持続的成長

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

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

詳しくはホームページをご覧ください。 https://www.daio-paper.co.jp/csr/integrated/

目標

2017年（実績）
21時間／月

2018年（実績）
22時間／月

2019年（実績）
23時間／月

2020年（目標）
18時間以下／月

2017年（実績）
98.8％

2018年（実績）
99.9％

2019年（実績）
100％

2020年（目標）
100％

2017年（実績）
100％

2018年（実績）
100％

2019年（実績）
100％

2020年（目標）
100％

2017年（実績）
31.0％

2018年（実績）
31.2％

2019年（実績）
30.5％

2020年（目標）
25.0％以下

快適な職場環境の形成
残業時間の削減

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

生活習慣の改善
健康診断受診率の100％達成

禁煙の推進
喫煙率の低減

健康経営
推進体制
阿達副社長をCHO（チーフ・ヘルス・オフィ
サー＝最高健康責任者）とし、会社、健康保
険組合、労働組合から構成された「健康経
営委員会」において三位一体的に推進して
います。トップダウンではなく、地道な活動
で推進し、社員に健康経営を浸透させてい
る点が当社の特徴です。

ダイバーシティの推進
新しい働き方の推進
新型コロナウイルス感染症の大流行に伴
い、新しいスタイルの働き方に向けた展開
を進めています。自宅やシェアオフィスなど
「場所を選んで働く」ことを可能にし、フ
レックス制度、時間単位の有給休暇を取得
できる制度も整備しており、時間・場所に
捉われず、成果を出せる「働きやすい環境」
の充実を進めています。

自律人財の育成
教育とキャリア形成支援の強化
グローバル化が進み、社員の多様性も増し
ています。2026年度には、海外人財約
8,000名を見込んでおり、語学教育の強化
を進めています。また、社員一人ひとりが主
体的に自らのキャリアを考え、自らのキャリ
アゴールに向けて意欲的・継続的に成長し
ていくことを支援するため、各年代における
キャリアデザイン研修を強化しています。

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
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ダイバーシティ研修
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SDGsへの取り組み

Organic
地球環境への貢献

基本的な考え方

大王製紙グループは、「DAIO地球環境憲章」を掲げ、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

問題に積極的に取り組み、持続可能な社会の実現を目

指しています。「DAIO地球環境憲章」での取り組みを進

めるために環境経営推進体制を構築し、PDCAサイクル

を回していくことで、グループ一体となった取り組みを

推進し、低炭素社会、循環型社会、自然共生社会の実現

に向け、環境に配慮した事業活動を行っていきます。

三島工場バイオマスボイラー発電事業開始

三島工場ではこれまでもクラフトパルプ生産工程で発生するパルプ廃液
（黒液）を黒液回収ボイラーで燃焼させ、エネルギーとして活用するバイ
オマス発電を行ってきました。新たにバイマスボイラーを建設し、2020
年7月より稼動させています。これまで培ってきたノウハウを活かした操
業を行い、発電した電力はFIT制度（再生エネルギー固定価格買取制度）
で電力会社へ販売しています。今回導入した最新鋭の黒液回収ボイラー
は既存の設備と比較して5%の効率改善が図れ、25,000t/年のCO2 

排出削減が可能となります。
　今後も再生可能エネルギーの有効利用に繋がる設備の設置により、
環境負荷低減の取り組みを継続していきます。

PICK UP : 1

三島工場FIT制度を活用したバイオマスボイラー

役員メッセージ

小野 享志

大王製紙グループでは、化石エネルギー削減を重点課題と考

えています。いわき大王製紙では、木くず、廃プラスチックを燃

料とする３缶目のリサイクルボイラーを設置（2023年1月稼働

予定）することで、同工場を非化石エネルギーで自家発電

100％の工場とします。三島工場では、2020年7月に高効率

黒液回収ボイラー（FIT）を稼動させるとともに、10月にはパル

プ排水からバイオガスを取り出す嫌気処理設備を稼動させまし

た。2021年には石灰キルンで使用している重油の一部を低炭

素燃料であるLNGに転換する予定です。また、さらなる化石エ

ネルギー削減を目指して、いわき大王製紙同様のリサイクルボ

イラー新設を検討しており、三島工場の石炭ボイラーを順次停

止し、2050年までに石炭の使用量ゼロを目指していきます。同

設備に対する環境アセスメントの準備も進めています。 

　次にリサイクルの取り組みとして、当社はこれまでも古紙の

高度利用を進め、業界平均を上回る古紙利用率を達成してい

ますが、さらなるリサイクル促進のために、異物の混入が多く、

これまで焼却処分されていた難処理古紙（石膏ボード古紙、ラ

ミネート古紙等）の活用を進めています。当社グループの独自

技術で古紙とプラスチック類を自動分別し、古紙は製紙原料と

して利用し、分別されたプラスチック類は化石エネルギー代替

として発電用リサイクルボイラーの燃料とします。

　さらに、セルロースナノファイバー（CNF）「ELLEX」の早期事

業化を目指して、量産化のための製造技術開発、さまざまな

ニーズに対応できるCNFラインナップの拡充を進めています。

CNF成形体「ELLEX-M」は、2020年4月に発売された（株）タ

マス製高性能卓球ラケット「レボルディアCNF」の部材に採用

されました。2019年には、レース車両のボンネット、後部ドア、

後部スポイラーに、2020年は車体外装全体、内装パネルにま

で使用範囲を拡大しています。加えてCNF複合樹脂をドアミ

ラーにも活用しました。今後も、CNFの新規事業化により、化

石燃料由来の素材から自然由来の素材への転換に取り組ん

でいきます。

DAIO地球環境憲章

地球温暖化対策の推進 廃棄物の低減と有効利用

資源の有効活用と環境に配慮した資材調達 環境負荷低減技術・商品の開発と展開

サプライチェーンを含めた環境負荷の低減 サステナブル�パートナーシップの実現

森林保全の取り組み 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

1

2

3

4

5

6

7

8

・ 持続可能な森林経営の実践
・ 難処理古紙の有効利用
・ バイオマス燃料の利用推進
・ 自然エネルギーの利用推進
・ モーダルシフトの取り組み

・ 持続可能な森林経営の実践
・ ゼロエミッションの取り組み
・ 紙資源の循環
・ 廃棄物再資源化への取り組み
・ 古紙利用率拡大への取り組み

・ 持続可能な森林経営の実践
・ 生物多様性への配慮
・ 木材資源の有効利用
・ 森林認証材の調達推進
・ 土壌・地下水の調査

地球温暖化防止 リサイクル 森林保全

低炭素社会を目指して 循環型社会を目指して 自然共生社会を目指して

詳しくはホームページをご覧ください。 https://www.daio-paper.co.jp/csr/organic/

CO2

常務取締役 生産部門担当 兼 生産本部長  兼  
ダイオーエンジニアリング（株）代表取締役社長　
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大王製紙グループの価値創造ストーリー
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第3次中期事業計画の進捗
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フォレスタル・アンチレの植林地

環境保全に向けた取り組みを継続し、
持続可能な社会の実現に貢献していきます。
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コーポレートガバナンス

役員紹介（2020年9月末現在）

代表取締役社長
佐光 正義

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

常務取締役
小野 享志
生産部門担当�兼�
生産本部長�兼�ダイオーエン
ジニアリング（株）代表取締役
社長

監査役
矢野 雅史

上席執行役員��玉城�道彦� 生産部門�生産本部新素材研究開発室長
上席執行役員��石田�　厚� 紙・板紙部門�産業用紙・段ボール事業部長
執行役員� �井関�　哲� ダイオーロジスティクス(株)代表取締役社長
執行役員� �小川�　満� �三浦印刷(株)代表取締役社長�兼�ダイオープリンティング(株)代表取締役会長�兼��

大和紙工(株)代表取締役会長�兼�(株)千明社�代表取締役会長
執行役員� �柏原�隆久� 大王（南通）生活用品有限公司総経理
執行役員� �清水�　徹� エリエール・インターナショナル・ターキー取締役社長
執行役員� �吉野�明宏� ダイオーペーパープロダクツ(株)代表取締役社長
執行役員� �棚橋�敏勝� 生産部門�生産本部三島工場次長＜製造部担当＞
執行役員� �白峰�幹郎� 資源・資材購買本部長
執行役員� �今泉�隆司� コーポレート部門�知的財産部長
執行役員� �品川�舟平� コーポレート部門�経営企画本部経営企画部長
執行役員� �井川�準一� コーポレート部門�経営管理本部経理部長
執行役員� �川端�哲哉� 紙・板紙部門�新聞・洋紙事業部長
執行役員� �設楽�裕之� ホーム＆パーソナルケア部門�国内事業部ヒューマン・ファミリーケア営業本部長
執行役員� �吉田�　孝� コーポレート部門�IT企画本部長

取締役（社外）
吉田 伸彦

常務取締役
若林 賴房
ホーム＆パーソナルケア部門�
国内事業部長

監査役
有安 努

取締役（社外）
北川 哲雄

取締役
山﨑 浩史
生産部門�生産本部
副本部長�兼�三島工場長

監査役（社外）
山川 洋一郎

取締役（社外）
武井 洋一

取締役
篠原 義幸
生産部門�
生産本部可児工場長

監査役（社外）
長坂 武見

取締役
山上 俊樹
ホーム＆パーソナルケア部門�
海外事業部長�兼�
海外事業推進本部長

監査役（社外）
岡田 恭子

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

代表取締役

取締役 監査役

執行役員

取締役
渡部 哲也
グローバルロジスティクス�
本部長�兼�コーポレート部門�
IT企画本部担当

取締役
田中 幸広
コーポレート部門�
経営企画本部長

取締役
藤井 博充
コーポレート部門��
総務人事本部長

取締役
溝渕 博士
ホーム＆パーソナルケア部門�
商品開発本部長�兼��
マーケティング本部、
マーケティング・開発支援部
担当

取締役
藤田 浩幸
サンテル（株）取締役会長
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コーポレートガバナンス

当社グループは、当社グループが着実で安定した成長を

持続し、中長期的に企業価値を向上させるとともに、地

球環境と調和した事業活動を展開しています。コーポ

レートガバナンスの充実を経営上の最も重要な課題のひ

とつと位置付け、株主、取引先、従業員及び地域住民等

あらゆるステークホルダーの皆さまに信頼される総合製

紙企業グループとして、社会の生活・文化・産業の発展に

貢献することを目指してまいります。

当社は、監査役会設置会社として、取締役会が当社グ

ループ全体の経営方針や重要な業務執行についての意

思決定と業務執行の監督を行うとともに、取締役から独

立した監査役及び監査役会が職務執行状況等の監督を

行っています。また、当社は、業務執行の迅速化、責任の

明確化を図るとともに、執行役員として経営に参画させ

ることで次世代の経営者を育成することを目的として執

行役員制度を導入しています。執行役員の選任・解任及

び担当業務の決定は取締役会が行い、執行役員は取締

役会で決定した経営方針に基づき、業務執行役員として

担当業務を執行する責任を負っています。

①取締役会
取締役会は、経営戦略等の策定や職務執行に対する監

督機能を担い、経営の公正性・透明性を確保するととも

に、法令又は定款に定める重要な業務執行の決定等を

行います。また、下位の会議体である経営会議や当該業

務の管掌役員等に権限委譲を行うとともに、取締役会は

それらの会議体及び役員等の職務執行の状況を監督し

ています。

②監査役会
監査役会は社外監査役3名を含む5名で構成し、監査役

会で決定した監査計画に基づき、内部監査部門及び会

計監査人と緊密に連携し、業務監査及び会計監査による

内部統制システムの整備状況の調査を実施し、経営に対

するチェック機能の強化・充実に努めています。

③経営会議
意思決定の迅速化のために、社長及び各事業部長・本部

長で構成する「経営会議」において、取締役会から委譲さ

れた事項につき意思決定を行っています。「経営会議」に

は常勤監査役２名がオブザーバーとして出席し、当該意

思決定の状況を監視しています。

④報酬委員会
報酬委員会は、取締役の報酬の決定に対する客観性・透

明性を高めることを目的とし、当社の常勤取締役の報酬

に関して、その全体の体系及び取締役個人毎の評価・報

酬額を決定し、取締役会に報告します。独立社外取締役を

委員長とし、委員の過半数を独立社外取締役で構成し、

社外監査役２名がオブザーバーとして出席しています。

⑤指名委員会
指名委員会は、取締役候補者の指名と取締役の選解任

等に対する客観性・透明性を高めることを目的とし、取締

役会の諮問機関として、当社の取締役候補者の指名と取

締役の選解任等に関して、取締役会からの諮問を受け

て、当社のコーポレートガバナンス・ガイドラインに定める

指名方針に沿って、答申します。独立社外取締役を委員

長とし、委員の過半数を独立社外取締役で構成し、社外

監査役２名がオブザーバーとして出席しています。

⑥コンプライアンス委員会
コンプライアンス委員会は、当社グループのリスクの管

理及びコンプライアンスの強化を目的とし、リスクの網羅

的な識別・評価、及び対応策の一元的管理、並びにリスク

の重要性に応じた対応策等について審議及び意思決定

を行うことにより、当社グループのリスク管理体制を

チェックしています。コンプライアンス担当取締役を委員

長とし、社外取締役を含む役員等の計９名で構成し、常勤

監査役１名、社外監査役１名及び内部監査部部長がオブ

ザーバーとして出席しています。また、コンプライアンス

委員会の下部組織として8つの小委員会を設置してお

り、リスクの属性に応じた具体的な実行策を審議・決定し

推進することで、実効性の高いリスク管理が可能な体制

としています。

コーポレートガバナンス強化の主な取り組み コーポレートガバナンス体制の概要

コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方

コーポレートガバナンス体制
コンプライアンス体制組織図

2011 内部通報制度の整備

2012 社外取締役制度を導入
報酬委員会設置

2015 コーポレートガバナンス・ガイドラインの制定

2016 取締役会の実効性評価を開始
大王製紙グループ「経営理念」「行動規範」の制定

2018 コーポレートガバナンス・ガイドラインの改定
指名委員会設置

2019 株式報酬制度の導入

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
委
員
会

経理・財務小委員会

安全衛生小委員会

総務・広報小委員会

環境小委員会

労務・人権小委員会

H&PC品質小委員会

紙・板紙品質小委員会

海外リスク小委員会

②
監
査
役（
会
）

答
申

報
告

報
告

報
告

報
告

連
携

監
査
役
室

会
計
監
査
人

株主総会

監査

補助

会計
監査

監査

報告
報告

指示・命令

報告

連携

連携

選任・解任・不再任の決定、会計監査相当性の判断

監督

選任・解任選任・解任 選任・解任

①取締役会

代表取締役

④報酬委員会 ⑤指名委員会

内部
監査部

指示・命令 報告

報告 選定・解職

③経営会議業務執行取締役・
執行役員

各業務執行部門・
グループ会社

⑥コンプライアンス委員会
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※1�2020年6月26日現在
※2�2019年6月27日就任
※3�2020年6月26日就任

各社外役員の選任理由

社外取締役

社外監査役

2019年度（2019年4月～2020年3月）の主なIR活動実績

氏名
独立
役員

選任理由
取締役会
出席回数

（2019年度）
重要な兼職の状況※1

吉田 伸彦 ◯

他社の役員を歴任される中で培われた豊富な
経験と幅広い見識を活かすことで、独立した
立場から、社外取締役としての職務を適切に
遂行していただけるものと判断し、選任してい
ます。

17回/17回 一般社団法人日本金属屋根協会
理事兼相談役

北川 哲雄 ◯

公認会計士としての専門知識と監査法人にて
数多くの会計監査・内部統制監査及びコンプ
ライアンス関連業務を手がける中で培われた
豊富な経験と幅広い見識を活かすことで、独
立した立場から、社外取締役としての職務を
適切に遂行していただけるものと判断し、選
任しています。

14回/17回※2

北川哲雄公認会計士事務所�代表
株式会社ティーガイア�社外監査役
金融庁�公認会計士・監査審査会�公認会計士
試験委員

武井 洋一 ◯

弁護士としての専門知識と、他社の役員を歴
任される中で培われた高い視座、幅広い経験
を活かすことで、独立した立場から、社外取締
役としての職務を適切に遂行していただける
ものと判断し、選任しています。

ー※3
明哲綜合法律事務所パートナー弁護士
山崎金属産業株式会社社外監査役
日本トムソン株式会社社外取締役

氏名
独立
役員

選任理由
取締役会
出席回数

（2019年度）
重要な兼職の状況※1

山川 洋一郎 ◯

弁護士としての専門知識と、他社の役員を
歴任された中で培われた豊富な経験を活か
すことで、独立した立場から、社外監査役
としての職務を適切に遂行していただける
ものと判断し、選任しています。

17回/17回 古賀総合法律事務所�パートナー弁護士

長坂 武見 ◯

会計監査の業務経験を持ち、その後国内外
にて幅広く事業展開を行う企業において経
理財務部門の責任者を務めており、財務及
び会計に関する高い知見を活かすことで、
独立した立場から、社外監査役としての職
務を適切に遂行していただけるものと判断
し、選任しています。

16回/17回 ナブテスコ株式会社�社外監査役
SOLIZE株式会社�社外監査役

岡田 恭子 ◯

CSR、企業文化に関する幅広い知見、他社の
監査役を歴任された中で培われた豊富な経験
を活かすことで、独立した立場から、社外監査
役としての職務を適切に遂行していただける
ものと判断し、選任しています。

ー※3 株式会社SUBARU社外監査役
日鉄ソリューションズ株式会社社外監査役

活動 回数 内容

機関投資家向け個別ミーティング 81回 国内外アナリスト･機関投資家のIR取材･テレフォンカンファレンス

アナリスト・機関投資家向け決算･戦略説明会 2回 第2･4四半期に社長･担当役員による説明会を開催

海外IR 0回 IR･経営企画担当による海外投資家訪問

証券会社主催イベント 3回 国内外のカンファレンス等にてアナリスト･機関投資家とスモール
ミーティング、1-on-1ミーティングを実施

機関投資家向けイベント 3回 IR担当による機関投資家をターゲットとした説明会・工場案内等を
実施

個人投資家向けイベント 1回 IR担当による個人投資家をターゲットとした説明会を開催

当社取締役会は、取締役会が適切に機能しているかを定

期的に検証し、その結果を踏まえて課題の抽出及び改善

の取り組みを継続的に実施することを目的に、2016年よ

り毎年、取締役会の実効性評価を実施しています。

　2020年は、昨年に引き続き、すべての取締役及び監

査役を対象に、外部機関による協力を得て取締役会の構

成や運営に関する自己評価アンケートを実施し、外部機

関が回収及び集計をしたアンケート結果に基づいて、分

析・評価を実施しました。その評価結果の概要は以下のと

おりです。

大王製紙グループは、「誠意と熱意」を社是とし、IR活動を

通じて、株主・投資家の皆さまに対し、適時適切かつ公正

な情報開示と誠実かつ積極的なコミュニケーションを心

がけています。

　株主・投資家とのエンゲージメント（建設的な対話）の

促進を図るために、2016年7月よりIR専任チームを設置

しました。当社の経営方針･経営状況等をわかりやすくご

説明するとともに、皆さまからいただいたご意見を企業

活動に適切に反映するよう努めています。

取締役会の実効性評価

IR活動方針及び活動体制

1. 評価結果の概要
「取締役会の構成」、「取締役会の運営」、「戦略と実行及び業績モニタリング」、「取締役・監査役に対する支援体制」、「役員トレーニ
ング」、「株主（投資家）との対話」、「取締役自身の取り組み」という７つの観点から、当社取締役会を評価した結果、概ね適切に機能
しており、十分な実効性が確保できていることを確認しました。

2.  昨年度の取締役会実効性評価で抽出した課題への取り組み
2019年度の取締役会実効性評価において、課題として抽出した「取締役会付議事項細則の見直し」については、取締役会での中
長期の経営戦略等の会社の大きな方向性に関する議論の充実や経営陣に対する実効性の高い監督を行うことを目的に、2020
年５月取締役会において、その改定案を決議し、６月取締役会より運営を開始しました。

3. さらなる改善が必要であると評価した点
取締役会での経営戦略等に関する議論をより一層充実させるために、取締役会の構成等の見直しをすることで実効性のある取
締役会となるよう取り組んでまいります。

コーポレートガバナンス
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社外取締役メッセージ

持続的成長に向けた会社全体の議論を深め、
企業としての付加価値向上に挑戦します。

『コーポレートガバナンス』とは、「会社が、株主をはじめ

顧客・従業員・地域社会等の立場を踏まえた上で、透明・

公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組みを

意味する。」これは、東京証券取引所のコーポレートガバ

ナンス・コードの冒頭に掲げられたコーポレートガバナン

スの定義です。

　私は上記に「その企業の強きところをさらに伸ばし、

足らざるを補ってたたずまいを正し、企業価値を高めて

企業の持続的成長を実現していく仕組みと活動」と付け

加えたいのです。私が感じている大王製紙の強さ・すば

らしさは、根底にある「誠意と熱意」のDNAと「現場・現

物・現実」に基づいた発想と活力です。

　当社の現在のコーポレートガバナンス体制の骨格は、

2012年度から2014年度の第1次中期事業計画

「Restart〜確かな変革、更なる成長」の中で再構築さ

れ、その後の追加諸施策・新たな取り組みを加えて、今日

に至っています。それと同時進行で当社は挑戦を続け、

環境の変化に対応し、大きく成長してまいりました。業容

は2012年度の売上高4,073億円から2019年度

5,464億円に拡大しました。「誠意と熱意」の精神が、こ

れまでのコーポレートガバナンスの向上によって正しく

発現されてきた結果であると感じています。

　当社のコーポレートガバナンスの仕組みは、取締役会

と監査役会を軸として設計されています。それぞれに、3

人の社外取締役、3人の社外監査役をメンバーとして入

れ、取締役会は経営戦略の策定や重要な業務執行の決

定及び執行に対する監督機能を担い、監査役は取締役

会等の主要会議に出席し、当社の業務遂行、財務状況、

取締役の職務執行等に対する監査を行っています。取

締役会に先行して、付議される案件を十分に吟味し、深

い洞察に基づいたレベルの高い活発な議論が行えるよ

う、社外取締役・社外監査役による事前説明・検討会を

行なっています。案件の本質・概念整理の明確性と論理

性、数値の妥当性等を理解した上での指摘、建設的な

助言を行なって、取締役会自体のレベル、生産性、実効

性の向上を図ることが目的です。

　冒頭で、コーポレートガバナンスは「企業価値を高め

て企業の持続的成長を実現していく仕組みと活動」と申

し上げましたが、そのことはとりもなおさず当社のコー

ポレートガバナンスは、当社の社員全員がコミットし、全

員で作り上げていくものであるということに他なりませ

ん。いくつかの取り組みをあげます。

　まず、毎月のコンプライアンス委員会においては、当

社グループ全体のリスク管理、コンプライアンス面での

諸問題を審議し、対応策を決定し、その対策の実行によ

り、健全な組織風土の醸成と当社のあるべき姿の追求

に力を注いでいます。そのコンプライアンス委員会に

は、前線組織である8つの小委員会から生の情報があ

がってきます。

　第一次中期事業計画から設けられていた内部通報制

度の拡充も、安全・安心な職場づくりを通じ、究極におい

て当社の持続的成長の支えの一つになっているものと

感じています。

　また、東京証券取引所のコーポレートガバナンス・コー

ドの基本原則の一つに「適切な情報開示と透明性の確

保」があげられているように、ステークホルダーの皆さま

に向けた企業情報の開示による透明性の確保は、適時

開示委員会、経営企画部等の担当部門の極めて重要な

ガバナンス行為であると認識しています。

　さらに、新設されたサステナビリティ委員会では、気

候変動対応部会、環境負荷低減部会、QOL向上部会の

3部会を設け、当社のSDGsへの具体的な取り組みのあ

り方について議論を深めています。当社の経営理念「世

界中の人々へ やさしい未来をつむぐ」の一つの具体的

な行動の提示をすることになるでしょう。

　私自身は、報酬委員会と指名委員会の委員長を拝命

しています。前者は役員報酬の体系とレベル及び個々

の役員の実際の報酬の検討と決定を行なっています。

昨年（2018年）の株主総会では、常勤取締役と執行役

員に対し、長期インセンティブとして株式報酬制度を導

入する決議をいただきました。後者の指名委員会は常

勤取締役の選任・選定について取締役会への上程案を

審議・決定する委員会です。

　当社は今、「Move on 革進と飛翔」の第3次中期事

業計画の最終年度のさなかにあります。連結業績予想

は売上高5,650億円。新型コロナウイルス感染症の収

束が遅れ、世界経済、日本経済が共に低迷する中で、プ

ラス3.4％ではありますが対前年度増収の業績予想を

掲げています。

　これまで創りこんできた当社のガバナンスのもと、果

敢にこのコロナ危機を乗り切り、さらなる次の高みに向

かって挑戦していきたいと思っています。

コーポレートガバナンス

社外取締役

吉田 伸彦
報酬委員会、指名委員会 委員長
コンプライアンス委員会 委員
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