
3つの
生きる1.衛生

人々の健康を守る
衛生用品・習慣を普及させて
人々の健康を守り、あらゆる地
域で共生社会を実現します

3.再生
地球を再生する

環境保全に積極的に取組み、
多様な生物が共生・繁栄でき
る自然豊かな地球に再生（リ
ジェネレーション）します2.人生

人生の質を向上させる
より良い暮らしができるサービ
スを提供することで、人々の
QOLを向上させます

ありたい姿
「やさしい未来」の実現

世界中の人々へ やさしい未来をつむぐ
経営理念

D Dedicated

ものづくりへのこだわり

O Organic

地球環境への貢献I Integrated

安全で働きがいのある
企業風土

A Attentive

地域社会とのきずな

4つの柱

社是「誠意と熱意」

価値を提供し続けるための成長戦略

SECTION 02
大王製紙グループの価値創造ストーリー

SECTION 01 SECTION 03 SECTION 04
持続的な成長を支える基盤 データ＆インフォメーション

「誠意と熱意」をもって、「3つの生きる」を成し遂げ、
「やさしい未来」を実現する。
これが私たちの存在意義です。
すなわち経営理念「世界中の人々へ やさしい未来をつむぐ」
そのものです。

私たちは、ありたい姿「やさしい未来」を実現していくために、
経営理念の「4つの柱」を重んじます。

この4つの理念の体現が、
「世界中の人々へ やさしい未来をつむぐ」ことにつながっていきます。

成し遂げなければならない「3つの生きる」は、
経営に織り込んで展開しています。

不変の価値観である社是「誠意と熱意」を胸に
日々挑戦し続けます。

世界中の人々へ
やさしい未来をつむぐ
経営理念
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大王製紙グループの価値創造ストーリー

SECTION 01 SECTION 04
データ＆インフォメーション価値を提供し続けるための成長戦略 持続的な成長を支える基盤

SECTION 03SECTION 02

創業の精神である「誠意と熱意」を不変の価値観として
現場主義を貫き、2026年のその先も
持続的成長を果たしていく

C OVID-19のワクチン接種が進みつつありますが、世界各国では依然としてこのパンデミックが猛威
を振るっています。この感染症によって亡くなられた方々
およびご遺族の皆様に、心より哀悼の意を表します。
　当社グループでは、このコロナ禍で世界的なサプラ
イチェーンが寸断される中で、昨年より急遽、日本国内
でのマスクの生産を開始しました。医療従事者の皆様
をはじめ、この感染症のさなか、最前線で立ち向かわれ
ておられるエッセンシャルワーカーの皆様に、事業を通
じて少しでもお役に立ちたいという気持ちで、マスクの
供給体制強化を続けてきました。人々の暮らしや社会
を支える製品を提供するメーカーとして、当社グループ
の社員と家族の健康と安全の確保も優先しつつ、事業
の継続に努めています。

今般、私は代表取締役会長に就任し、新社長に若林氏
が就く形で経営体制を一新しました。2011年6月に社
長に就任して以来、私は約10年にわたり、先頭に立っ
てグループを引っ張ってきましたが、改めて振り返れ
ば、十分満足できた時間は一瞬たりともなかったように
思います。そもそも社長就任の直前には、3月に東日本
大震災が発生し、私自身は生産管掌副社長としていち
早くグループ生産会社のある被災地、福島県いわき市
や栃木県さくら市に入り、救援物資の支援とともに生
産工場の復旧と、製品の供給ライン確保のために奔走
していました。そうした激動の中で社長に就任した後
も、9月には不祥事が発覚し、多くの困難に直面してき
ました。自分の背中を自分では見られませんが、社員は
見ている。先頭に立つ者として、どのような困難なこと
があっても、絶対に逃避しない、そして絶対に軸をぶら
さない。そうした信念で突き進んできました。
　2012年からは、新生大王製紙グループとして3ヶ年

の事業計画となる第1次中期事業計画を策定しリス
タートを図りました。15年後の2026年に向けてのあり
たい姿を描き、2012年からの第1次から第3次中期事
業計画までの9年間、全社一丸となって各種施策を進
めてきました。大きなポイントとなったのは、当社グルー
プを取り巻く事業環境の変化です。デジタル化の進展
を背景に、これまで事業の中核として当社グループを支
えてきた、いわゆる「読む紙・書く紙」と呼んでいる洋紙
の大幅な需要減少に直面していました。グループが持
続的に成長を続けるために、事業構造を大幅に転換し
なければならない。不退転の覚悟の下で、第1次中期事
業計画では洋紙事業の構造改革、すなわち収益性の高
い品種へのシフトを、そして、第2次中期事業計画以降
は、洋紙から需要の堅調な段ボール原紙、さらには需要
の拡大が著しいティシューペーパーやトイレットティ
シューといったH&PC事業の拡大へと舵を切り、積極的
に設備投資を進めました。また、長期的な成長ドライ
バーとして海外市場への展開を進め、2011年のタイを
皮切りに、中国、インドネシア、そしてトルコ、ブラジルと
本格的に海外拠点網を構築してきました。

製紙業界の市場全体が縮小トレンドの中でも、業績面を
振り返れば、当社グループは着実に成長の軌跡を残す
ことができました。これは、株主、投資家、取引先の皆様
をはじめとする様々なステークホルダーのご理解とご支
援、そして何よりもグループ社員全員の協力があっての
ことだと感謝しています。この9年間で、社員の意識も大
きく変わりました。三島工場をはじめ組織の大幅なスリ
ム化を図り、その過程では大王製紙単体でも希望退職
者を募る人員削減も断行しました。今思い出しても辛い
決断でしたが、｢去らざるを得なかった社員の思いを胸
に秘め、会社に残った社員全員で前を向いて頑張ってい

会長メッセージ

こう｣と、現場で何度も説いてきました。また、新生大王
製紙グループとしてリスタートするにあたっての考え方
を、優に１００回を超える工場・子会社訪問を通して直接
グループ社員に伝えてきました。そしてこの９年間、毎年
社内功績表彰の際に、各社員の運営のあり方や進め方
を聞いて、社員の意識が自主的・自律的な方向へ変化し
たと感じることが何よりの喜びでした。

縦割りの発想を排したグループ一体運営も、かなり定着
してきました。「自ら生産したものは自らの手で売る」こと
を営業理念とする当社グループでは、徹底した現場主
義が浸透しています。もちろん流通代理店とのお付き合
いも大切にしながら、自分たちの製品が最終的にはどの
ように使われ、エンドユーザーにはどのようなニーズが
あるのか、自ら足を運んで現場の生の声を聴くスタンス
を、社長以下全社員が、役職など関係なく一貫してきま
した。こうして、全社員で市場の変化を肌で感じ取れる
そのスピードが、意思決定のスピードとなり、業界内で
の当社グループの比較優位のポジションを築けたので
はないかと思います。私も日々、全営業担当者が作成し
た営業日報を9年間欠かさず読んできました。これはま
さに、経営判断をしていく上で、現場の空気を知ること
が何よりも重要だと認識しているからです。
　激動の緊急事態の中で社長に就任した私は、現場の

情報を入手しながらも、いささかトップダウンの色濃い
経営を行ってきたように思います。しかし今後も当社グ
ループが持続的成長を果たすには、トップダウンからの
脱却が必要です。若林新社長は、これまでの経験と実
績、そして性格から、社員の気持ちを掬い上げて一つに
まとめる、ボトムアップ型の舵取りもできるリーダーで
す。今後、第4次中計、第5次中計、そしてその先へと歩
みを進める過程では、困難に直面することも必ずやある
と思いますが、社是「誠意と熱意」を不変の価値観とし
て、大王製紙グループのありたい姿を常に示し続けな
がら、ぶれない軸で乗り越えてもらいたいと思います。
吉田松陰の名言に「夢なき者に理想なし、理想なき者に
計画なし、計画なき者に実行なし、実行なき者に成功な
し。故に、夢なき者に成功なし」という言葉があります
が、大いなる夢を持って当社グループの発展に尽力し
て欲しいと思います。

また企業は、収益のみを追求していては、それはGreed
（強欲）というものです。この地球に暮らすすべての
人々の生活レベルの向上に寄与し、新たに進出した先
ではそれぞれの地域の雇用創出や社会の活性化に貢
献していく。そうした視点でこれからも経営理念「世界
中の人々へ やさしい未来をつむぐ」を体現できるよう、
新体制をサポートしていきます。

代表取締役会長

佐光 正義
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価値を提供し続けるための成長戦略

SECTION 02
大王製紙グループの価値創造ストーリー

SECTION 01 SECTION 03 SECTION 04
持続的な成長を支える基盤 データ＆インフォメーション

「世界中の人々へ　
やさしい未来をつむぐ」ために

大王製紙は、創業者井川伊勢吉が信条とした

「誠意と熱意を持つ者が事を成す」という精神

を社是とし、1943年の創業以来、事業環境や

社会ニーズの変化に対応しながら成長してきま

した。今日の世界は、気候変動対応や感染症の

パンデミックなど、地球規模での難しい課題が

山積しています。また、脱炭素化へのシフトやデ

ジタル化の加速など、事業環境は非常に速い

スピードで変化しています。

　そのような中、本年4月に私は代表取締役社

長 社長執行役員の職を拝命しました。大王製

紙グループとしても、2012年度より3カ年ごと

に進めてきた中期事業計画の第3次が終わり、

今年度から第4次中期事業計画をスタートさせ

ています。この第4次中計の最終年度となる

2023年5月に当社は創業80周年の節目を迎

えます。第4次中計、その後の第5次中計最終

年度となる2026年度に売上高8,000億円～

1兆円規模の企業集団となるという長期ビジョ

ンを達成することが、その先の100周年に向け

た当社グループの持続的成長を支える礎にな

ると考えています。

　また100周年のさらに先となる2050年に、

当社はカーボンニュートラル達成を宣言しまし

た。地球規模での最優先課題である気候変動

問題に対して、当社グループが責任を果たして

いくためには、越えなければならない壁が数多

くあります。その壁を乗り越えることができる強

い企業集団となるためにも、長期ビジョン達成

に強くコミットします。そして、社是「誠意と熱

意」をベースに、事業活動を通じて経営理念「世

界中の人々へ やさしい未来をつむぐ」を実現、

すなわち世界中の皆様の、豊かで、楽しく、安全

な暮らしの実現に寄与すること、これが大王製

紙グループの目指す姿です。

「不易流行」を強みとした、
一体運営のビジネスモデル

この姿を実現していくための基盤となるのが、

当社に脈々と流れる社是「誠意と熱意」の精神

と、迅速な意思決定がもたらす変化する力で

す。私はこの「不易流行」こそが当社の強みだと

考えています。創業者自らが苦難の連続の末

に得た信念として社員に遺した社是の精神は

「不易」であり、変わることはありません。また、

「自ら生産したものは自らの手で売る」とした現

場、現物、現実を重視する「３現主義」も、社是と

並んで当社に広く浸透しています。その一方

で、当社グループが持つ環境変化の速さ以上

のスピード感で比較優位の戦略を実行してい

く変革の力が、「流行」です。この力を支えるの

が、BtoBビジネスの製紙とBtoCビジネスの日

用雑貨品の2面で事業を展開する我々が、縦割

「世界中の人々へ やさしい未来をつむぐ」ために
第4次中計の目標と
長期ビジョンの達成にコミットします

社長メッセージ

代表取締役社長
社長執行役員

若林 賴房
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価値を提供し続けるための成長戦略

SECTION 02
大王製紙グループの価値創造ストーリー

SECTION 01 SECTION 03 SECTION 04
持続的な成長を支える基盤 データ＆インフォメーション

り組織の思考を排除することで体現する「大王

製紙グループ一体運営」のビジネスモデルで

す。一例ですが新聞用紙の営業員が、新聞社

で使われるトイレットペーパーについて提案す

る、H&PCの営業員が担当する病院で使われる

コピー用紙についても提案する、といったグ

ループ全社でベクトルを合わせて事業成長を

図る姿勢です。営業に限らず、工場・開発・マー

ケティング・スタッフ部門に至るまで一体運営を

徹底することが、当社グループ独自の強み、ア

セットとなっています。

　また､世界最大級の臨海製紙工場であり、当

社グループの基幹工場である三島工場（愛媛

県）の、フレキシブルな生産体制、コスト競争力

も大きな強みでありアセットです。国内屈指の

パルプ競争力や、独自の古紙処理技術、そして

国際貿易港に隣接した立地優位性、そしてあら

ゆる種類のパルプと紙の生産設備を保有する

三島工場は、需要の変化に合わせて柔軟に生

産体制をシフトできる優位性があり、当社グ

ループの成長を支えています。

第3次中期事業計画の振り返り：
6期連続の増益
2020年度最高益を達成

さて、2020年度に終了した第3次中期事業計

画では、紙・板紙事業とH&PC事業を横断した

抜本的な構造改革と、H&PC事業のグローバ

ルな事業拡大と収益力強化、加えて新規事業

を重点施策に精力的に取り組んできました。需

要減少が加速する「読む紙・書く紙」から、旺盛

なEC需要等に支えられ需要が堅調な「包む紙・

運ぶ紙」、そして生活者の衛生意識や生活スタ

イルの変化により新たなニーズが生みだされる

「衛生用紙」へのシフトを進めました。

〈第3次中期事業計画期間中の主な取組み〉
● 三島工場洋紙マシンを板紙マシンに改造。中

国をはじめとするアジア市場に高機能・高品

質な板紙製品の輸出販売を開始
● 段ボール加工会社のＭ＆Ａを実施し、川下事

業を強化。原紙から段ボール製品までの一貫

生産を推進。
● 川之江工場（愛媛県）に衛生用紙マシンを新

設し衛生用紙工場として再稼働し、国内外

市場での衛生用紙の供給体制強化
● コロナ対策商品の供給体制強化（不織布マス

クの国内生産開始、除菌ウエット、ペーパータ

オルの増産等）
● 中国、タイ、インドネシアを中心とした海外展

開地域での複合事業化推進
● 南米、中東の新規市場に進出（ブラジル、トル

コ衛生用品メーカー買収）

　こうした取り組みの結果、2020年度の連結

業績は、売上高は第3次中計目標値を若干下

回ったものの、それ以外のすべての項目で目標

を達成し、８期連続の増収と、利益については６

期連続での増益と過去最高益を達成すること

ができました。

第4次中期事業計画での事業戦略

2021年度は、COVID-19のワクチン接種が

進むほか、中国、米国経済回復の影響等を背景

に国内経済は回復基調となるものの、米中貿

易摩擦の長期化や感染力の強い変異ウイルス

株等により、国内経済の先行きは不透明な状

態が続くと予測されます。

　そのような中で、当社グループは本年4月か

ら、「強靭な事業ポートフォリオの確立」「財務体

質の強化」「気候変動問題への対応（2050年

カーボンニュートラルの実現）」を基本方針とし

た第4次中期事業計画をスタートさせました。

　詳細な説明は別頁に委ねますが、紙・板紙事

業に関しては、前述のとおりペーパーレス化や

デジタル化による洋紙需要の減少トレンドが続

く中、「洋紙」から堅調な需要が見込める「板

紙・包装用紙」へのシフトを引き続き進めていき

ます。また、環境志向の高まりの中で、脱プラ

素材として「未晒クラフト」や「エリプラ＋（プラ

ス）」等の高付加価値・高単価製品へのニーズ

も拡大しており、これら製品の拡販を進めてい

きます。

　H&PC事業については、国内衛生用紙市場

でNo.1の支持をいただいている「エリエール」

のブランド力を最大限活用し、「衛生用紙と吸

収体製品」の両輪で拡販を進めていきます。吸

収体製品は、昨年実施した大型リニューアルの

効果により、大幅にシェアアップしたベビー用

紙おむつや、シルバー向け紙おむつ、生理用ナ

プキンの供給を通じて、社会課題である少子高

齢化、健康寿命の延伸等に一層貢献していく

考えです。

　一方で、吸収体製品の主要部材であるフラッ

フパルプ※については、これまで、北欧やブラジ

ル等の海外からの調達に依存してきましたが、

昨年のコロナ禍で経験した、サプライチェーン

寸断による製品供給の停滞を教訓に、リスクを

回避する目的で三島工場での生産を意思決定

しました。日本国内初となるフラッフパルプの

生産は、コスト面を含め容易ではありませんが、

エッセンシャルな製品づくりを担う当社の社会

的使命に適うものとして、挑戦していきます。

　そして、第4次中計期間中のトップラインの

成長ドライバーとなるのが、H&PCの海外事業

です。売上規模は、現状の2倍強となる1,350

億円の達成を目指します。これまでに進出した

海外生産拠点の国内販売はもちろんのこと、

「点」から「面」へと拡大をさせるべく周辺国へ

の輸出販売を進めると同時に、戦略的なM＆A

やそこからのシナジーの創出、さらには未進出

地域の新規開拓等を通じて、さらなる飛躍を図

ります。なかでも大きな市場である中国では、

当社のベビー用おむつが、中国語で「王様」を

意味する「大王（ダーワン）の紙おむつ」の愛称

で、最も高品質なブランドとして浸透し受け入

れられています。本年5月から、生理用ナプキ

ンの試験販売を開始しており、「大王（ダーワ

社長メッセージ

※フラッフパルプ：高分子吸収材と混合して紙おむつ等の吸収体製品に使用するパルプ
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ン）」ブランド力を強みにベビー用紙おむつか

ら生理用品、紙製品、大人用紙おむつ、除菌ウ

エット、さらにはマスクまで、幅広いカテゴリー

の複合事業化を進めていきます。こうしたビジ

ネスモデルを、全ての事業展開エリアでそのエ

リアの特性にあわせた形で展開していく考え

です。

　また、新事業として大きな可能性を秘めるセ

ルロースナノファイバーの事業化についても、

電気自動車をベースにしたレースカーに実装さ

れ、アメリカで開催されたレースに参戦し、車両

の軽量化及び耐久性が実証されるところまで

進んでおり、業務のデジタル化（DX）への貢献

が期待されるRFID※事業とともに、新しい事業

分野への挑戦を続けていきます。

　もう一つ、当期の大きなトピックスとして注

力しているのが、本年6月に三島工場が所在す

る四国中央市で、地元の製紙会社や行政、金

融機関等が参画し設立された｢四国中央市

カーボンニュートラル協議会｣です。官民と金

融機関がタッグを組んで四国中央エリアの面

的なエネルギー転換を検討していく、業界初の

この取り組みでは、当社グループのカーボン

ニュートラル達成に向けた最大の課題となる、

新たな熱源へのシフトの可能性を模索してい

きます。

　一方で、設備投資については、資本コスト･

資本収益性を意識した経営の推進に向けて、

事業別収益性評価･投資判断基準の社内管

理指標の一つとしてＲＯＩＣを導入します。第4

次中計下では財務規律を守り、減価償却の範

囲内での実行を予定しています。第5次中計

での更なる成長を可能とするキャッシュ創出力

の強化とキャッシュフロー改善を図っていく考

えです。

　これら施策を通じて、第4次中計最終年度の

2023年度には、売上高7,200億円、営業利益

510億円の達成を目指します。トップラインに

ついては2020年度から3年間で1,500億円

超の増収を目指しますが、これは決してムーン

ショットではなく、やりきらなければ100年生き

残る企業にはなれないとの強い意志の下、

「GEAR UP」（第4次中計のスローガン）で一段

ギアを上げ、必達すべきゴールとして強い信念

で進めていきます。

サステナブルな経営に向けて

当社の持続的成長に向けては、経済的価値の

向上と同時に、事業を通じた社会課題解決の

実践による社会的価値向上の両輪での取り組

みが必須と考えています。そこで、サステナビリ

ティ経営を実践する上では、『CSV（Creating 

Shared Value：共有価値の創造）』『社会や環

境に悪影響を与えることの抑止・緩和』『価値を

生み出す経営基盤の構築』の3つの視点で推し

進めます。

　経営基盤を支える社員に対しては、心身共に

健康で、心理的安全性を担保し、誰もが気兼ね

なく意見を述べることができる風土の醸成か

ら、新たなイノベーションの創出につなげてい

きたいと思っています。その意味でも、ダイバー

シティ＆インクルージョンの強化は不可欠と考

えています。今年新設したダイバーシティ推進

部には女性の部長と課長を登用し、管理職向

けダイバーシティ研修やアンコンシャスバイア

スの排除の研修等、スピード感を持ち各種取り

組みを推進しています。一方で経営基盤の核と

なるガバナンスについてもさらなる強化を図り

ます。本年初めて取締役のスキルマトリックス

を作成しましたが、そこから生産部門、財務部

門のスキルについて補強が必要だとの課題も

見えてきました。社外取締役の招聘や社内人財

の登用など、さまざまな選択肢の中から、バラ

ンスの取れたガバナンス体制に進化していけ

るよう、注力していきます。

SDGsへの取り組みとTCFDへの賛同

サステナブルな経営を推進する上では、当然

SDGsへの貢献も重要です。当社はSDGsが制

定される2015年以前から､SDGsにつながる

社会課題の解決を実施してきましたが、従前か

らの取り組みとSDGsとの連動を明確にするた

めに、本年5月に「サステナビリティ・ビジョン」を

策定しました。マテリアリティ（重要課題）の特定

や、2030年までの具体的な取り組み、定量的

なKPIの整理を進め、気候変動対応について

は、2050年のカーボンニュートラル達成に向け

たロードマップの中で、2030年度には2013年

度比でCO2排出量の46％削減を目指します。

　また気候変動対応に向けては、本年5月に

TCFDへの賛同を表明しました。サステナビリ

ティ委員会で2℃シナリオと4℃シナリオに加え

１．５℃シナリオでの将来社会を考察し、それぞ

れの移行リスク・物理リスク・機会等の策定を始

めており、TCFDの4つの要素であるガバナン

ス、戦略、リスク管理、目標と指標については、

経営会議や取締役会で精査をした上で、来年4

月までに公表できるよう進めています。

ステークホルダーの皆様へ

当社グループは、投資家･株主の皆様への利益

還元を重要な経営課題として位置づけていま

す。株主還元につきましては、業績状況や内部

留保の充実等を勘案した安定的な配当を継続

しながら、今後は純資産配当率（DOE）も指標

に加えて、成長に伴う純資産の充実を株主還

元にも反映させていく方針です。私たちの経営

理念「世界中の人々へ やさしい未来をつむぐ」

の実現のためには、ステークホルダーの皆様方

のお力添えなしでは到底なし得ません。当社グ

ループの発展が、地域社会の発展にも寄与し、

SDGsの達成にも貢献できる。そのような企業

グループにしていきますので、今後も変わらぬ

ご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上

げます。

社長メッセージ

※RFID（Radio Frequency Identifier）：ICタグ（非接触型の電子タグ）
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 紙・板紙　  ホーム＆パーソナルケア（H&PC）　  H&PCうち海外　  その他

大王製紙グループの歩み

〜 迅速な意思決定と実行力で連続した価値創造、過去最高の業績に結び付く 〜

1943年に愛媛県四国中央市で和紙の生産･販売を目的とし創業し、新聞用紙･板紙のメーカーとして発展。

その後、社会のニーズの変化に柔軟に対応し、洋紙事業や衛生用紙市場に参入、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・販売チャネルを生かし、ベビー用紙おむつ等の吸収体事業に参入、

2011年には成長するタイ・中国・インドネシアなどの海外市場へ本格的に進出しました。

第3次中期事業計画では国内市場の変化をいちはやく捉え､「メディア用途の紙」から「梱包･包装用途の紙」、

「衛生用紙」へのシフトを断行、さらにコロナ禍においてリスク・機会を捉え、

除菌アルコールタオルやペーパータオルの製造設備増設、マスクの国内製造を決断・実行し、

最終年度2021年3月期の売上、純利益等は過去最高となりました。

国内需要の減少を見込み本格
的に海 外 進 出を決 断 、タイ

（2011年）・中国（2012年）・イ
ンドネシア（2014年）にベビー
用紙おむつの現地生産販売会
社を設立。

家庭紙市場に参入を決断。「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
シューの製造販売を開始。あ
らゆる紙を製造する総合製紙
メーカーへ。

最大の古紙発生地である東京
から180㎞圏内の福島県いわ
き市にいわき大王製紙の設立
を決断、国内で初めて古紙
100%の新聞用紙の生産･販
売を開始。

新聞用紙･板紙に加え､印刷
用紙･包装用紙等のあらゆる
品種の安定供給体制に向け
た新増設を決断。三島新工場
の建設に着手し、総合製紙
メーカーとしての基盤構築を
目指す。

持続可能な森林経営を目指
し、南米チリ共和国に「フォレ
スタル・アンチレ」の設立を決
断、植林事業を開始。

産業用紙の大王として発展へ
の基礎固めを決断。クラフトパ
ルプ設備を新設し､クラフトパ
ルプ配合の新聞用紙、及びク
ラフトライナーのパイオニアと
して「Kライナー」「KSライナー」
を生み出す。

吸収体事業への参入を決断。
1980年にベビー用紙おむつの
製造販売、1982年には、生理
用ナプキンの製造販売を開始。

創業者井川伊勢吉は「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に
ない」と洋紙メーカーへの転換
を決意、洋紙･新聞用紙の抄
造開始。

1943

2007

2020

新型コロナウイルス感染症への対応 大王製紙グループでは以下の考えで
新型コロナウイルス感染症対策を実施してきました。

引き続き、新型コロナウイルス感染拡大防止と生産活動継続の両立に取組みます。 

１．大王製紙グループの製品を通じて､感染症拡大の防止を図るとともに、
生産活動を止めない、供給が滞らない対策を実施する

２．顧客･取引先･社員及び､その家族が
安全に生活できる環境をつくる

● エリエールプロダクト栃木工場にマスク生産ラインを設置し、2020年4月
より国内でのマスク生産を開始するとともに医療機関･自治体へのマスク
供給を支援

● エリエールペーパー・エリエールプロダクトに除菌ウエット生産ラインを増設、
三島工場にペーパータオル生産設備を設置する等衛生用紙を増産

● 大王パッケージにて感染防止用パーテーションを製作･販売

● 在宅勤務･web会議用インフラを整備し、社員が密
にならずに仕事ができる環境作り

● 生産工場に入構する社員･協力事業所･臨時入構者
（工事施工･荷資材運搬等）への検温･体調確認実施

● 東京本社･三島工場周辺の子会社を含めた社員･家
族の、希望者に対し、ワクチン職域接種を実施

1970/3月期1960/3月期1951/3月期 2000/3月期 2021/3月期1980/3月期 2010/3月期1990/3月期

和紙の生産･販売を目的に創業

米国P&Gのブランド「アテント」
事業を譲受

2017

ブラジル・トルコの
衛生用品メーカーの買収

日清紡ホールディングス（株）の
紙事業を譲受

19891954 19961972 19801947 2011~1979
洋紙工場落成式典 ライナー生産の中心となった

川之江工場
三島新工場建設 発売当初のティシューペーパー・

トイレットティシュー
発売当初のベビー用紙おむつ・

生理用ナプキン
フォレスタル・アンチレの保有林 いわき大王製紙 エリエール・インターナショナル・

チャイナ（ナントン）
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2021/3月期2020/3月期2019/3月期

1,5951,669

3,541

10,551 10,446

12,658

At a Glance

大王製紙は、新聞用紙･印刷用紙・包装用紙等のあらゆる紙製品及び、

ティシューペーパー等の衛生用紙、紙おむつ、フェミニンケア商品等の日用品を展開する消費財メーカーです。

有形・無形のさまざまな資産を活用しながら事業を展開し、

持続的に成長するとともにステークホルダーに価値を提供しています。

セグメント別売上高構成比

H&PC事業
42.27%

その他
3.99%

紙・板紙事業
53.74%

連結売上高
2021年3月期

5,629
億円

第1次中計
（2014年度）

実績

第2次中計
（2017年度）

実績

第3次中計
（2020年度）

実績

第4次中計
（2023年度）

計画

第5次中計
（2026年度）
長期ビジョン

売上高 4,502 5,313 5,629 7,200 8,000-1兆円

営業利益
（営業利益率）

218
（4.8%）

111
（2.1%）

369
（6.6%）

510
（7.1%）

800-1,000
（10%）

H&PC海外
売上比率 4.9% 7.7% 11.1% 18.8% 30%以上

ROE 10.0% 2.2% 10.1% 10%以上 12%以上

ネットD/Eレシオ 1.9倍 1.6倍 1.3倍 1.0倍 1.0倍以下

（単位：億円）
第3次中期事業計画業績推移事業内容 連結従業員（人）の推移

■ 連結従業員数　■ うち外国人従業員数

2021/3月期2020/3月期2019/3月期

3,165 3,178
3,025

1,951 2,047 2,380

5,339 5,464 5,629

223 239 225

売上高（億円）の推移
■ 紙･板紙事業

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

■ ホーム＆パーソナルケア事業

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

■ その他事業

運輸・エンジニアリング・
スポーツクラブ・ゴルフ場運営など

約11,000種類

59,000ha

29拠点 8ケ国10拠点

所有山林面積

生産拠点・
グループ会社の

事業拠点

製品数

大王製紙グループ全社員数は1万
2千名を超え、海外含め全国各地
で就業しています。社員一人ひと
りの多様性が最大限発揮できる
働きやすい環境を目指しており、
ダイバーシティ経営の一環とし
て、女性社員のキャリア形成支
援にも取り組んでいます。

※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（２０２０年度金額ベース）

12,658人

連結従業員数

1位市場シェア

大王製紙を代表するブランド「エリ
エール」。大手メーカーとして最も
後発である1979年に参入し、
わずか7年で市場シェア1位を獲得
しました。マーケットイン志向に
基づく商品開発を行っており、業界
トップブランドとなっています。

大王製紙の製品には、新聞用紙、印刷・出版用
紙、包装用紙・板紙などの文化・産業を支える
素材から、ティシューペーパー、トイレットティ
シュー、ベビー用・大人用紙おむつなど生活の

あらゆるシーンを支えるホー
ム＆パーソナルケア商品など
約11,000種類があります。

3,109百万円研究開発費

2020年度における研究開発費は
3,109百万円で、持続的な成長に
向け研究開発を継続して行ってい
ます。近年では、多種多様な用途
への展開が期待され脱炭素社会
の実現にも貢献できる素材のセル
ロースナノファイバー（CNF）の研
究開発も積極的に進めています。

大王製紙が、南米チリに所有する山林の合計面積は、東京23区の面積に相当します。約半分の
28,000haは天然林として人手を加えない自然の状態で残し生物多様性の維持等に努め、持続可能
な森林経営に取り組んでいます。

生産拠点・グループ会社の拠点が国内29拠点あり、さまざまな事業を行っています。海外ではタイ、
中国、インドネシア等8ヶ国に10の拠点があります。　※拠点：大王製紙及び連結子会社（本社）

国内／

海外／
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❶原料から一貫生産
❷臨海立地と国内最大級のパルプ設備
❸需要に応じたフレキシブルな生産体制

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、世界最大級の純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200万トン、国内
紙・板紙生産量の約9%のシェアを有しています。
三島工場内は国内最大級のパルプを製造する設備と、紙を製造する17台の
抄紙機が網の目のような流送配管でつながり、生産する紙の品質に応じて必
要なパルプが抄紙機に供給される仕組みになっています。これにより、常に市
場のニーズに合わせ、フレキシブルに生産品種を変更することができます。

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はやく対応した商品開発と提案活動
につなげています。また日本国内のみならずグローバルに事業展開してお
り、各国･各地域の文化･慣習に対応した高機能･高品質な商品ラインナッ
プの拡充により、現地消費者の満足度向上に貢献しています。
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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。南米チリには東京23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は天然林として残し、
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され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。難処理古紙を原料（パルプ）
と燃料（古紙に混ざっているフィルム等）に分別し、活用することによるゼロ・
エミッションを目指すなど事業展開を通じて、地球環境と調和した環境保全
活動に積極的に取り組んでいます。

❶持続可能な森林経営（植林）
❷持続可能な資源循環
（古紙の高度利用）
❸持続可能な資源の有効活用
（廃棄物の再利用）

プロダクト
バリューチェーン

競争優位性 １

環境配慮型企業
競争優位性 2

❶迅速な意思決定と実行力
❷一体運営 
（開発･生産と営業、原紙と印刷･
段ボール、紙･板紙とH&PC）

❸最も顧客に近い営業スタイル
「自ら生産したものは自らの手で売る」

独自の経営戦略
競争優位性 3

紙・パルプ製品
競争優位を維持

加工品
高付加価値化

CNF※1

RFID※2

迅速な意思決定と実行力

DAIO Partner Ship 「サクラテラス」: 卸商 35社

DAIO Partner Ship 「アオイテラス」: 古紙問屋 26社

原料から一貫生産（植林▶チップ▶原紙▶加工） コスト競争力

あらゆる紙に
利用

苛性化

パルプとして
再利用

持続可能な森林経営

エネルギーとして
再利用

古紙に混ざっている
フィルム等を
燃料として再利用

持続可能な資源循環 持続可能な資源有効活用

古紙の高度利用植林 廃棄物の再利用

木材資源を活用した新たな素材・製品の開発力

製品数
約11,000種類

高品質の製品群※4特許出願※3

● 特許　294件
● 意匠　  15件
● 商標　  23件

知財保有権利
● 特許　4,877件
● 意匠　　836件
● 商標　1,453件

イノベーション
推進

権利活用

将来技術の
創出

商品開発

共同研究：「愛媛大学」「金沢大学」「千葉工業大学」「東京大学」「東京家政大学」
 「東北大学」「鳥取大学」「メイン大（米国）」「産総研」「VTT（フィンランド）」など

新聞・洋紙 産業用紙 衛生用紙

吸収体商品段ボール印刷

一
体
運
営

新規事業H&PC事業紙・板紙事業
人
財
力

技
術･

開
発
力

※1 CNF：セルロースナノファイバー
※2 ＲＦＩＤ（Ｒａｄｉｏ Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）：ICタグ（非接触型の電子タグ）
※3 2018年度出願件数
※4 当社データベース登録数
※5 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（2020年度金額ベース）

収穫

古紙古紙分別

バイオマスボイラー／
リサイクルボイラー

木材

早生樹種の
開発／
植林技術

パルプチップ 紙製品

［ 生産 ］
需要に応じた
フレキシブルな
生産体制

ティシュー
ペーパー

26.9%

トイレット
ティシュー

30.8%

キッチン
タオル

29.8%

ブ
ラ
ン
ド
力
市場
シェア

No.1※5

マーケット志向の営業スタイル

需要に応じた品種シフト

黒液

最も顧客に近い営業スタイル 『自ら生産したものは自らの手で売る』

植栽

白液

価値を提供し続けるための成長戦略

SECTION 02
大王製紙グループの価値創造ストーリー

SECTION 01 SECTION 03 SECTION 04
持続的な成長を支える基盤 データ＆インフォメーション

大王製紙グループの強み

純臨海製紙工場で世界最大級の規模を誇る三島工場が大王製紙グループの競争力の源泉。

需要構造の変化に対応する強靭な生産体制の構築と環境負荷低減等の取り組みを推進し、

グループの持続的な成長を支えています。

さらに「自ら生産したものは自らの手で売る」というマーケティング志向に基づく独自の営業政策によって

ブランド力と販売力を高め、企業価値の向上を図っています。
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価値を提供し続けるための成長戦略

SECTION 02
大王製紙グループの価値創造ストーリー

SECTION 01 SECTION 03 SECTION 04
持続的な成長を支える基盤 データ＆インフォメーション

大王製紙グループのマテリアリティ

大王製紙では、社会の動向をグローバルな視点で捉えると共に、中長期的な企業価値の向上に向けた重要課題を

現状視点から検証する一方、将来のありたい姿を実現するための未来に立脚した視点からも検証。

重要かつ優先的に取り組むべきマテリアリティ（重要課題）を以下のようなプロセスで特定しています。

（1）ステークホルダーの関心ごと
ステークホルダーとの対話を通じて、当社の事業や社会課題などで関心
の強いと思われる項目を把握しました。

（2）�当社が考える重要項目
当社が認識している「対応しておかないと将来、企業価値に影響を与え
る」項目について、リスク・機会から抽出しました。

（3）ありたい姿（未来像）を実現するための実施項目
将来の「ありたい姿」及び、「ありたい姿」が実現したときの未来像を描
き、それらを実現するために、当社は何をすべきか、何ができるのかを
SDGsのゴールごとに抽出し、整理しました。

（1）�ありたい姿（未来像）を実現するための実施項目との照合
ＳＴＥＰ２で整理した重要テーマを、ＳＴＥＰ1－（３）で整理したありたい姿
（未来像）を実現するための実施項目と照合し、双方に共通しているテーマ
を重要課題候補として整理しました。

（2）重要会議で議論・決定
その中から「現時点でやるべき項目は
何か」という概念を加えた上で、重要だ
と思われる課題を、サステナビリティ委
員会や経営会議・取締役会で議論し
「マテリアリティ（重要課題）」として特
定しました。

（1）事業戦略
ＳＴＥＰ１で整理した項目のうち、ステーク
ホルダーの関心ごと及び、当社が考え
る重要項目の中から、「事業戦略」に関
する項目は何か、という視点で、分析・整
理しました。

（2）社会課題
ＳＴＥＰ１で整理した項目のうち、ステーク
ホルダーの関心ごと及び、当社が考え
る重要項目の中から、世界の動きや社
会情勢を考慮して、今、取り組まなけれ
ば、当社の企業価値に影響を与えると
思われる「社会課題」に関する事項を、
ＧＲＩスタンダード・評価機関のキーイ
シュー等と照合して整理しました。

当社を取り巻く環境及び､社会課題を把握し､
企業価値に影響を与えると思われる項目の抽出･整理STEP 1 重要テーマの分析・整理STEP 2 マテリアリティ（重要課題）の特定STEP 3

マテリアリティ（重要課題）

事業ポートフォリオの戦略的変革1.

グローバル展開の加速2.

新規事業の創出3.

地域社会との共生4.

持続可能なサプライチェーンの確立5.

人権尊重と人財育成、社員への思いやり6.

公正で透明性の高い経営7.

気候変動への対応8.

循環型社会の実現9.

10. 森林保全と生物多様性の維持

あ
り
た
い
姿
か
ら
の
バ
ッ
ク
キ
ャ
ス
テ
ィ
ン
グ

現
状
か
ら
近
い
将
来
を
見
て
の
フ
ォ
ア
キ
ャ
ス
テ
ィ
ン
グ

ステークホルダーの関心ごと　対話を通じて把握し整理

当社が考える重要項目　リスクと機会から抽出･分析し整理

● 国内の人口減少や紙の需要減少
● ４０億人と推定されるＢＯＰ（低所得）層の
所得増加や生活改善

● 高機能な新素材の開発と実用化
● 地域社会との調和やＢＣＰ含むサプライチェーン管理
● グローバル化対応の組織体制と経営人財の確保

● 新型コロナウイルスへの対応
● 環境配慮型商品の販売状況・将来のポテンシャル
● グローバル展開のリスク･進捗状況
● CNFの先端技術や用途開発の進捗状況
● 地域社会との関係（社会貢献活動など）

ありたい姿
（未来像）

ありたい姿が実現し
たときの、未来像を
SDGsの１７のゴー
ルごとに描き、当社
が貢献できることを
抽出・整理

● 人権尊重及び社員とその家族の健康･安全衛生
● 社会的責任の国際的な要請への対応、リスク管理
● 2050年までのGHG排出削減
● プラスチックの使用量削減や代替素材の開拓
● 産業廃棄物削減･再利用や水資源管理
● 持続可能な森林経営と生物多様性への配慮　など

● ＣＳＲ調達・サプライチェーン管理
● ダイバーシティの進捗状況や人財育成
● 強固なガバナンス体制の構築・リスク管理
● 脱炭素等の気候変動への対応や古紙利用・水資源管理
● 生物の多様性や森林保護　など
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世界中の人々へ やさしい未来をつむぐ
経営理念

　経営理念の4つの柱▶

ミッション▶
（使命）

再生

人生

衛生

・RFID
・ゴルフ場
・スポーツ
クラブ
・運輸
・エンジニア
リング

・CNF
・廃棄物
分別機
・植林

・脱プラペーパー・FSC認証紙
・古紙配合商品

・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
・マスク　・ウエット
・ボディソープ
・シャンプー

・ベビー用紙おむつ
・大人用紙おむつ
・生理用ナプキン

・包装用紙
・板紙

・段ボール
・シール

・新聞用紙
・印刷用紙
・情報用紙

・印刷

3
つ
の
生
き
る

⑥価値：もたらすインパクト（アウトカム）
③６つの資本（インプット）

ガバナンス：公正で透明性の高い経営　▶ P57-64 事業戦略　▶ P23-38 DAIO やさしい未来 2030　▶ P39-54

①存在意義（パーパス） ②社会課題
　マテリアリティ ④コアコンピタンス

衛生 人生 再生
貧困問題が解決し

人々の生活水準が向上､
健康的な生活が
保障されている

世界中の人々が
幸福度の高い
心豊かな生活を
送っている

多様な生物が
共生･繁栄する
自然豊かな地球が
再生されている

貧困問題が解決し
人々の

生活水準が向上

リタイア後の
人生を

楽しむ層が増加

廃棄物が減少し、
循環型社会が実現

感染症が制圧 多くの女性が
社会的に活躍

サプライチェーン全体で
カーボンニュートラルが

実現

世界中で
衛生的なトイレが

普及

誰もが､
育児・介護をしながら
働ける時代が到来

プラスチックから
天然由来素材への
転換が進む

「やさしい未来」の実現

バリュー▶
（価値観）

社是「誠意と熱意」

主な社会課題

マテリアリティ　▶ P19-20

4. 地域社会との共生
5. 持続可能なサプライチェーンの確立
6. 人権尊重と人財育成、社員への思いやり
7. 公正で透明性の高い経営

1. 事業ポートフォリオの戦略的変革
2. グローバル展開の加速
3. 新規事業の創出

8. 気候変動への対応
9. 循環型社会の実現
10. 森林保全と生物多様性の維持

● 競争優位性１：プロダクトバリューチェーン
● 競争優位性2：環境配慮型企業
● 競争優位性3：独自の経営戦略

コアコンピタンス　▶ P17-18

や
さ
し
い
未
来

⑤セグメント
　製品・サービス（アウトプット）

● 知財保有権利　
特許 4,877件
意匠 836件
商標 1,453件

● 世界最大級の臨海工場「三島工場」
生産量　 約200万トン/年
（国内紙･板紙生産量の約9%）
● 設備投資額（2018-2020 3ヶ年） 　1,749億円

● 所有山林面積 59,000ha
うち天然林として保護 28,000ha

● 取水量 181,249千㎥/年

● 総資産 8,498億円
● 純資産 2,468億円
● 有利子負債 2,998億円

● 高品質・競争力のある製品群 約11,000品種
● 衛生用紙No.1ブランド「エリエール」
● 外部評価：ＤＢＪ健康格付・ホワイト５００ 等

● GHG排出量　 4,062千トン/年
● CO2排出量 4.6%削減（対2013年比）
● 希少動植物（カワバタモロコ・アレルセ）の保護
● COD原単位 3.0%削減（対前年比）
● 排水量 172,248千㎥/年
● 水の消費量 　9,001千㎥/年
（取水量－排水量）

● 売上高 5,629億円
ホーム＆パーソナルケア事業の
構成比 42.3%

● 営業利益率 6.6%

● ＲＯＥ １０．１％
● ネットＤ／Ｅレシオ １．３倍
● 格付（JCR･R&I） BBB+
● 設備投資額（2021-2023 3ヶ年） 1,250億円
うちM&A投資 300億円

新聞･洋紙
事業

産業用紙･
段ボール
事業

H&PC
国内事業･
海外事業

その他
事業

● 喫煙率 26.1%
● 女性管理職比率　 2.2%
● GLTD、管理職の株式報酬制度の導入

● 四国中央市「紙の出荷額No.1」（15年連続）

● 消費者志向・生活パターンの変化
● 国内人口･労働人口の減少
● 貧困問題と新興国の経済成長
● 健康寿命延伸へのニーズ拡大

● withコロナへの対応
● 人権問題への関心の高まり
● 少子高齢化社会への対応
● 企業の不正・不祥事

● 気候変動による自然災害の増
● 脱炭素社会の実現
● 海洋プラスチック問題
● 地球環境保全への意識の高まり

地球環境への
貢献

ものづくりへの
こだわり

安全で
働きがいのある
企業風土

地域社会との
きずな

［ 中長期目標 ］

［ DAIO やさしい未来 2030 ］

2020年 2030年

ｈｔｔｐｓ：//ｗｗｗ.ｄａｉｏ－ｐａｐｅｒ.ｃｏ.ｊｐ/ｃｓｒ/

ありたい姿「やさしい未来」

● 従業員数 12,658名
うち外国人従業員数 3,541名

● 教育研修･健康経営･制度拡充等の
将来への投資

人的

● DAIO Partner Ship
「サクラテラス」「アオイテラス」等
● 四国中央市カーボンニュートラル協議会

知的

社会･関係

財務

製造

自然

● 売上高 8,000億円ｰ1兆円
ホーム＆パーソナルケア事業の
構成比 50%以上

● 営業利益率 10.0%

SDGs貢献
▶ P41-

● ＲＯＥ 12.0%以上
● ネットＤ／Ｅレシオ 1.0倍以下
● 格付（JCR･R&I） A格

人々の健康を
守る

人生の質を
向上させる

地球を
再生する

価値を提供し続けるための成長戦略

SECTION 02
大王製紙グループの価値創造ストーリー

SECTION 01 SECTION 03 SECTION 04
持続的な成長を支える基盤 データ＆インフォメーション

大王製紙グループの価値創造

大王製紙グループは、ガバナンスを高めながら、さまざまな資本や強みを活用して事業活動を推進し、 

事業を通じた社会課題解決に挑み、価値を生み出してきました。 

存在意義（パーパス）『誠意と熱意をもって、３つの生きるを成し遂げ、やさしい未来を実現する』を果たすために、

これからもすべてのステークホルダーへ新たな価値を提供し続け、

経営理念「世界中の人々へ やさしい未来をつむぐ」を実現します。 
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