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王子製紙グループは、日本で初めて本格的な近代産業として製紙業を開始

しました。創業者である渋沢栄一翁の言葉「論語と算盤」、すなわち「道徳と経

済の合一」、「倫理と利益の両立」という理念を受け継ぎ、事業遂行の基本的精

神を表現するものとして、「環境と文化への貢献」、「革新とスピード」、「世界

からの信頼」を企業理念としています。

■ 環境と文化への貢献
　「読む」「書く」「包む」「拭く」生活のさまざまな場で用いられる紙。王子製紙グルー
プは創業以来約130年間、紙の安定供給を通じて文化に貢献する会社であることを基
本理念としてきました。同時に、森のリサイクル、紙のリサイクルの推進により積極
的に環境保全と循環型社会に貢献する企業であることを目指しています。

■ 革新とスピード
　激動する経営環境のなか、企業として発展を続け、リーディングカンパニーの地位を
保つためには、変化に適切に対応していくスピード経営が重要です。良き伝統を守りつ
つも、新たなことに果敢にチャレンジしていく。この姿勢を貫き、王子製紙グループ
は21世紀もたくましく成長を続けていきます。

■ 世界からの信頼
　王子製紙グループの活動は、植林、原料調達、生産、販売の多方面にわたっており、
地域面でも世界的な広がりを持つようになりました。製紙業を中心とする各種の事業を
通じて、株主、顧客、消費者、取引先、地域社会、従業員の誰からも愛され、信頼され
る企業を目指し、王子製紙グループはこれからもたゆまぬ努力を続けてまいります。

環境と文化への
貢献

Vision
革新とスピード 世界からの信頼
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メッセージ  |  ステークホルダーの皆様へ

ステークホルダーの皆様には、平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

このたびの東日本大震災により被災された皆様方には、謹んでお見舞いを申しあげますとともに、一日も早

い復興を心からお祈り申しあげます。

平成22年度は景気の先行きが不透明な中、当社グループでは成長するアジア需要を取り込むための東南ア

ジアの板紙・段ボールメーカーの買収、素材・加工一体型ビジネス、研究開発型ビジネスの拡大などの事業構

造転換を進めるとともに、既存事業においては徹底して効率的な生産に努め、需要に見合った生産体制への移

行などにより固定費を中心としたコストを大幅に削減し、原燃料価格の上昇によるコスト増の吸収を図りまし

た。中国南通プロジェクトにつきましては、1台目の高級紙生産設備（抄紙機、コーター）が平成22年末から

本格的に生産を開始いたしました。

これらの結果、売上高は前期に比べ3％の増収となりましたが、当期純利益は災害による損失を特別損失に

計上したこともあり1％の減益となりました。

さて、東日本大震災は、地震発生後に襲来した大規模な津波と、東京電力福島第一原子力発電所の放射能漏

れ事故が相俟って、未曾有の大被害をもたらしており、これが日本経済全体に与える影響は計り知れません。

こうした国家の危機的状況の中でありますが、当社グループは、日本企業の一員として、公共の要請に対し

て可能な限りの協力を行い、被災地そしてわが国の復旧、復興に力を尽くしてまいります。

合わせて、従来より成長戦略の大きな柱として最優先の経営課題として掲げている事業構造転換につきまし

ては、さらにスピードを上げて取り組み、「徹底したコストダウンによる国際競争力強化」、「素材・加工一体型

ビジネスの確立」、「研究開発型ビジネスの形成による成長」、「資源環境ビジネスの推進」、「東アジアにおける

海外ビジネスの拡大」の諸施策を強力に推し進めてまいります。

今後とも、ステークホルダーの皆様のご要望、ご期待に沿えるよう努力してまいりますので、格別のご理解

をいただき、より一層のご支援を賜りますようお願い申しあげます。

　

平成23年9月

代表取締役社長

ステークホルダーの皆様へ
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王子製紙グループを取り巻く事業環境

　世界の紙・板紙需要は近年急激な拡大を続けてきま

した。なかでも中国を中心としたアジア諸国の目覚

しい経済発展に伴って同地域の紙・板紙市場は著しい

成長を続けており、今後も世界の紙・板紙市場を牽引

していくと予想されます。その一方で、これまで世

界の中でトップクラスの規模を有していた北米や日

本など先進諸国の市場は、既に成熟期を迎えている

上に、ICT化の進行などによる需要構造の変化も加

わって、今後市場の伸びは期待できない状況にあり

ます。とりわけ日本については、少子高齢化により

経済活動の縮小が続く中、今年発生した東日本大震

災により、経済の先行き不透明感が高まっています。

持続的成長を目指して「事業構造転換」の完遂

　王子製紙グループは、130年以上に亘る長い歴史

の中で、様々な事業環境の変化に機敏に適応し、世

界第3位の市場規模を誇る日本において、常にリー

ディングカンパニーとしてあり続けてきました。そ

して、近年の製紙業界を取り巻く環境は、再び大き

な転換期に突入しています。この転換期を乗り切り、

王子製紙グループが持続的成長を成し得るために、

従来から進めている「変革による事業構造の転換を完

遂させる」ことを経営の基本戦略としていきます。
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メッセージ  |  経営戦略

　具体的には、国内既存事業への経営資源の投入を、安全・環

境対策、老朽化対策、コストダウンなど必要最低限に抑える一

方で、海外事業、研究開発、機能材新規事業、資源・環境ビジ

ネス、川下事業展開など、事業構造転換に必要な分野に対して

は、資金・人材などの経営資源を重点的に投入していきます。

　これにより国内事業については、「コスト構造転換による国

際競争力強化」「素材・加工一体型ビジネスの確立」「研究開発

型ビジネスの形成」を推し進め、既存事業の収益基盤の強化と

新規事業への進出を図っていきます。

　海外事業展開については、「東アジアにおける海外ビジネス

の拡大」を積極的に推し進め、将来目標として海外売上高比率

25％を目指します。なかでも中国事業については、2010年末

に本格生産を開始した南通プロジェクトを中心に事業を展開

し、売上高1,000億円を目指します。また、東南アジア事業に

ついては、2010年後半に設置した地域統括本社を拠点に積極

的に事業拡大を進め、売上高500～ 1,000億円を目指してい

きます。

　さらには、王子製紙グループが保有する森林資源や関連技術

を活用した「資源・環境ビジネスの推進」や、グループの商事機

能の強化など、既存の紙・板紙関連事業の枠に囚われない新た

なビジネスチャンスの拡大を進め、グループ利益の最大化に努

めていきます。

　基本戦略を策定して以来、これら5つの施策を着実に遂行し

ており、昨年は、国内においては最適生産体制の構築や、お客

様を第一に考えた営業力および開発力の強化を図る等、収益基

盤の強化へ向けたあらゆる事業活動に一身に取り組む一方、海

外においては成長市場の取り込みを目指し、M&Aを中心に積

極的に事業展開を進めました。今後も事業構造転換をさらに加

速させ、「内なる充実、外への発展」を推し進めるべく、グルー

プの最適な経営体制についても検討を進め、2013年度の経営

目標として営業利益1,000億円以上、純利益500億円以上を

目指します。

「情熱」「誠実」「連帯」をキーワードに、
「内なる充実、外への発展」を目指します。
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FSC認証製品 「ネピア デラックスシリーズ」 美粧パッケージ

事業概要

生活産業資材カンパニーでは、「包む」機能や「拭く」機能を備えた、日常生活に

密接する紙製品を取り扱っています。

産業資材事業

〔白板紙、包装用紙、段ボール原紙事業〕

王子製紙グループは、食品や菓子などのパッケージや出版物の表紙などに使わ

れる白板紙で40%超、ショッピングバッグや封筒、米麦袋、セメント袋など

に用いられる包装用紙で30%超、段ボール原紙で25%超と、いずれも国内トッ

プのシェアを誇り、大きな信頼をいただいています。

〔紙器加工、製袋、段ボール加工事業〕

時代とともに進化してきた商品のパッケージ。デザイン性、機能性、環境性な

どのプラスアルファを求められます。素材の製造から設計・デザイン・加工ま

でを一貫して手がけるトータルパッケージングカンパニーとして、お客様の立

場で考え、より良い製品を、全国にきめ細かく整備された拠点を通じて、迅速

に提供していきます。

生活資材事業

〔家庭用紙事業〕

「ネピア」ブランドでお馴染みのティシュ、トイレットペーパー、紙おむつなど

の家庭用品をお届けしています。幅広い年齢層のお客様に長くご愛用いただけ

る商品を。そして全ての商品を通じて快適な暮らしのお手伝いを。「やわらか

ハート、ネピア」はそんなネピアの思いを表現したスローガンです。

生活産業資材カンパニー
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事業概要  |  生活産業資材カンパニー

胴膨れ防止段ボール 「DIET BOX」

事業戦略

　産業資材事業では、2010年4月に設立した「パッケージイノベーションセン

ター」を中心に、素材製造部門と加工部門が一体となった事業運営を行い、お

客様の様々な包装ニーズに対応しています。さらに今後は、お客様が求めるあ

らゆる製品を一括提案する「ワンストップ・ショッピング」の実現に向け、営業

情報の一元管理、人材の育成等、営業体制の強化を図るとともに、「お客様が

求める価値」を具体化する総合的な提案を行うことで、トータルパッケージン

グカンパニーとしてさらなる飛躍を目指します。

　また、海外での事業展開については、今後もＭ＆Ａを中心としながら、イン

ドを含めた東アジア市場での事業拡大を進めていく予定です。

　生活資材事業では、最終消費財を扱う生活密着型のビジネスとして、全員が

自覚を持って、あらゆる事業活動をお客様第一主義で行っています。さらに、

科学的分析に基づいたマーケティングを行い、市場ニーズの的確な把握と迅速

なサービスの展開を実施することにより、ブランド力の強化を図っており、す

でに家庭紙やおむつ事業分野では、品質改良や設備増強等、ブランド再構築に

向け動き始めています。

生活産業資材カンパニー 
プレジデント

石田　隆

「お客様が求める価値」「原点はお客様にあること」を
意識し行動することで、一層の収益力強化を図ります。

カンパニー構成会社

生活産業資材カンパニー

白板紙・包装用紙事業

王子製紙㈱

段ボール原紙事業

王子板紙㈱ 他

段ボール加工事業

王子パックスパートナーズ㈱

王子チヨダコンテナー㈱
森紙業グループ
王子インターパック㈱ 他

紙器加工事業

王子パッケージング㈱ 他

製袋加工事業

王子製袋㈱ 他

家庭用紙事業

王子ネピア㈱ 他

売上高構成比   2011年度 （計画）

44%
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南通工場製品群 南通工場 生産技術部

事業概要

印刷情報メディアカンパニーでは、新聞用紙や印刷・出版用紙、情報用紙など、

情報伝達媒体として使用される紙製品群を取り扱っています。

〔新聞用紙事業〕

新聞用紙は、高速輪転印刷に耐える強度と、カラー印刷においても仕上りが美

しい印刷適性が要求されます。王子製紙グループは約30％の国内シェアを占め、

全国の新聞社からのニーズにお応えするため、品質改善の努力を続けています。

〔印刷・出版用紙事業〕

本、雑誌などに使われる出版用紙や、カタログ、マニュアルなどの印刷用紙には、

印刷物の企画や内容、印刷機の特性によってさまざまな品質が求められます。

王子製紙グループは、時代が求める製品の開発に努めながら、ラインアップの

幅を広げて、お客様の期待に応えています。

〔情報用紙事業〕

従来のフォーム用紙・ノーカーボン用紙・OCR用紙、コピー用紙（PPC）に加え、

オンデマンド印刷（POD）向け高機能プリンター用紙など数々の新製品を開発。

情報処理システム入出力媒体として、あらゆる業種・業務でご愛用いただいて

います。 

印刷情報メディアカンパニー
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事業概要  |  印刷情報メディアカンパニー

新聞用紙

9

事業戦略

　この分野においては、ＩCＴ化の進行や広告需要の減少など、需要構造の変

化に加え、2008年後半に発生したリーマンショック、今年発生した東日本大

震災の影響により、国内市場は縮小傾向が続くことが予想されます。また、需

要構造の変化と併せて、輸入紙の定着など供給構造の変化も進んでおり、競争

は一層激化してきています。こうした厳しい状況下、コスト構造の抜本的な転

換を進め、国際競争力の強化を図ることが、印刷情報メディア事業における最

重要課題の一つとなっています。

　既に2008～ 11年度にかけて12台の抄紙機を停止するなど、国内生産体制

の再編成を逐次進めており、徹底的なコストダウンによる国際競争力の強化を

図っています。今後も最適な生産体制構築に向け、需要動向を注視しながら、

必要な対策を実施していきます。

　一方、東アジア市場については、新興国の経済発展に伴って急速な市場の拡

大が続いています。特に成長著しい中国市場において、王子製紙グループは南

通プロジェクトを推し進めており、2010年末には最新鋭の印刷情報用紙マシ

ンが本格生産を開始しています。

印刷情報メディアカンパニー 
プレジデント

渡辺　正

国内市場の成熟化および東アジア市場の一体化に対応し、
事業構造の改革を進めます。

カンパニー構成会社

印刷情報メディアカンパニー

王子製紙㈱

新聞用紙事業本部

洋紙事業本部

27%

売上高構成比   2011年度 （計画）
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「コンデンサー用フィルム」

事業概要

機能材カンパニーでは、様々な付加価値を持つ特殊紙、機能紙を取り扱ってい

ます。また、製紙業で培った王子製紙グループのコア技術であるシート化、塗

工技術を活用し、各種フィルムの製造も行っています。

〔イメージングメディア事業〕

王子製紙グループの感熱記録紙はトップクラスの世界シェアを誇ります。長年

培った感熱･インクジェット･昇華熱転写素材の技術で、家庭･工業･流通･医療

など様々なシーンで様々なニーズに応える、情報用紙･フィルムを開発しています。

〔特殊紙事業〕

辞書に使われる薄葉印刷紙、表現豊かなファンシーペーパー、大容量変圧器を

支える絶縁材などの電気材料用紙、半導体やマイクロチップの輸送･保管に使

用するキャリアテープ、嵩高性･保液性に優れた乾式パルプ不織布、通気性や

吸水性など衣料品として優れた機能を発揮する撚糸原紙など、高度な特殊機能

を備えた製品を取り揃えています。

〔粘着加工事業〕

スーパーの値札、ボトルのラベル、粘着テープや絆創膏といった身近なものか

ら、マスキングテープなど様々な工業用途まで、剥がして貼り付ける粘着製品

の簡便性を活かし、その利用範囲を広げています。

〔フィルム事業〕

コンデンサ用フィルム、ノンキャリアフィルム、転写フィルム、ハードコート

フィルム等の各種フィルムを製造しています。コンデンサ用フィルムは世界最

薄の2.8μから用意しており、ハイブリッド自動車用のバッテリー電池部材と

しても使用されています。

機能材カンパニー
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事業概要  |  機能材カンパニー

上：涼感剤
「しろくまのきもち」

下：低刺激絆創膏
「カブレノン」

事業戦略

　機能材カンパニー、研究開発本部、新事業・新製品開発センターが三位一体

となり、各部門に所属する研究者・生産者・販売者が連携を一層強化して活動

することにより、新製品・新技術のスピーディーな開発体制を構築します。さ

らに、機能材事業に必要な経営資源を重点的に投入することで、事業構造転換

の柱となる開発型事業を形成します。

　既存ビジネスにおいては、お客様本位の事業活動を心掛け、事業部門と開発

部門が一体となって、あらゆるニーズの取り込みと迅速な技術的サービスの提

供を行うことにより、新製品の拡販とお客様の囲い込みを図っていきます。

　新規ビジネスについては、開発段階にある様々なシーズの中でも、王子製紙

グループのコア技術を発揮でき、かつ成長分野で事業化が期待できる「機能性

シート」に焦点を当てて重点的に経営資源を投入することにより、画期的な新

素材の開発を迅速に成し遂げます。現在、開発段階の「機能性シート」には、粘

接着、剥離、光学測定、電気特性等の様々な機能を備えたシート製品がありま

すが、すでに、光学系製品の基材分野で使用されるシートの生産・販売が開始

しており、今後もこうした新素材の開発を一層進め、王子製紙グループの次世

代の柱となるような事業を開拓していきます。

　海外での事業展開については、感熱素材などのイメージングメディア関連分

野での世界トップグループの地位を強化するとともに、機能材の全分野におい

て、東アジアを中心に、成長市場での事業展開を強化していきます。

機能材カンパニー 
プレジデント

近藤 晋一郎

事業構造転換の柱として経営資源を重点的に投入。
開発型事業を形成し、お客様に密着した新製品・新技術開発、
コア技術を活かした新事業の開拓を進めます。

カンパニー構成会社

機能材カンパニー

特殊紙事業

王子特殊紙㈱
王子キノクロス㈱

イメージングメディア事業

王子製紙㈱
新タック化成㈱
KSP
KANZAN
OPT

粘着加工事業

王子タック㈱
新タック化成㈱
シノムラ化学工業㈱
OLT

フィルム事業

王子特殊紙㈱
新タック化成㈱

16%

売上高構成比   2011年度 （計画）
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パルプ船初入港の様子 （江蘇王子製紙 南通工場）

中国における当社グループの事業

王子製紙グループは、急激な発展をとげる中国および東南アジア地域等の新

興国市場の取込みを目指し、海外での事業展開を積極的に進めています。

中国事業については、2010年末に本格生産を開始した江蘇王子（南通工場）

をはじめ、2010年10月にパルプ・木材製品・製紙用薬品等の販売を行う王子

製紙国際貿易（上海）を設立、さらには、2011年の王子製袋（青島）での生産開

始や、2013年の南通工場でのクラフトパルプ生産開始も予定しています。今

後も中国において生活産業資材、印刷情報メディア、機能材、商事会社等、王

子製紙グループの幅広い事業を積極的に展開していきます。

 1 大連三井森包装 ………………………………………………………【段ボール】

 2 青島王子包装 …………………………………………………………【段ボール】

 3 江蘇王子製紙　南通工場 …………………………………………………【製紙】

 4 昆山王子過濾製品 ………………………………………………【空調機器部材】

 5 王子製紙ネピア（蘇州） ………………………………………………【家庭用紙】

 6 蘇州王子包装 …………………………………………………………【段ボール】

 7 王子特殊紙（上海） ………………………………………………………【紙加工】

 8 上海東王子包装 ……………………………………………………………【製袋】

 9 王子包装（上海） ……………………………………………………………【製袋】

10 王子奇能紙業（上海） ……………………………………………………【不織布】

11 Cheng Yuang Paper Business …………………………………【段ボール】

12 KPFL ………………………………………………………………………【植林】

13 CPFL ………………………………………………………………………【植林】

海外事業
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事業概要  |  海外事業

Harta Packaging  （カンボジア） 原材料に含まれる化学物質を確認する従業員 
 （GS Paper & Packaging）

東南アジアでの当社グループの事業

東南アジア事業については、2010年10月に地域統括本社としてマレーシア

に王子ペーパーアジアを設立、2010年12月にマレーシア南部の段ボール会社

United Kotakを買収、2011年3月にタイ南部の紙器および段ボール会社

S.Packの株式を取得、さらに今年8月には段ボール事業強化を目的に、マレー

シアのHPI Resourcesの株式を公開買付により取得しました。また、今年は

OLT（タイ）のラミネーターの増設も予定しています。今後も成長市場である東

南アジアにおいて、地域統括本社を拠点に、植林・チップ事業、段ボール原紙・

加工事業、機能材事業等の既存事業の有機的連携を促進するとともに、M&A

を中心に積極的に事業を拡大することで、東南アジア売上高500～ 1,000億

円達成を目指します。

14 Ojitex Haiphong（ベトナム） ………………………………………【段ボール】

15 Ojitex (Vietnam)（ベトナム） ………………………………………【段ボール】

16 Oji Paper (Thailand)（タイ） ……………………【ノーカーボン紙、感熱紙】

17 Piraab Starch（タイ） ……………………………………………………【薬品】

18 Union and Oji Interpack（タイ） …………………………………【段ボール】

19 Oji Label (Thailand)（タイ） …………………………………………【粘着紙】

20 GS Paper & Packaging（マレーシア） …………………【板紙、段ボール】

21 United Kotak（マレーシア） ………………………………………【段ボール】

22 S.Pack（タイ） ………………………………………………【紙器、段ボール】

23 Harta Packaging（マレーシア・カンボジア） ……………………【段ボール】

24 QPFL（ベトナム） …………………………………………………………【植林】

25 LPFL（ラオス） ……………………………………………………………【植林】

26 SLPFL（ラオス） …………………………………………………………【植林】

27 KTH（インドネシア） ……………………………………………………【植林】

成長市場である東アジアを中心に
海外ビジネスを積極的に拡大し、2015年度までに
海外売上高比率25％以上の達成を目指します。

海外売上高比率   （目標）

製造拠点
植林

24

15 
23

27

16,17,18,19,22

20
21,23

14
25
26

1213

1

2

3

4,5,6,7
8,9,10

11

売上高 海外売上高比率

0

500

1,500

2,500

3,500

0

5

15

25
（億円） （%）

2015201320112010

25%

製造拠点・植林地

中国・東南アジア事業拠点
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バイオエタノール生産パイロットプラント  （王子製紙 呉工場）

王子製紙グループは、長年森林経営に取り組んでおり、現在は国内に19万

ha、海外に24万haの森林資源を保有しています。また、海外の植林地につ

いては、今後東南アジアを中心に、30万haまで拡大する計画です。こうした

植林面積の拡大の背景には、世界的な資源獲得競争への対策が理由の一つとし

てありますが、それと同時に、木材資源が生来持っている再生可能資源として

の価値や、CO2の吸収源としての価値等、森林資源が持つ素晴らしい価値を積

極的に活用していく当社の理念に基づいています。

王子製紙グループはこうした状況を踏まえ、保有する森林資源、さらに、長

年に渡る森林経営の中で培った営林技術、育種研究技術等、様々な技術の有効

活用策を新たな視点から模索することで、ビジネスチャンスの拡大につなげて

いきます。

既に、国内においては、地球温暖化対策の面から、環境省により制度化され

たオフセットクレジット（Ｊ -VER制度）の認証取得を進める一方、林地残材等

を有効利用したバイオエタノール化に代表される再生可能エネルギー事業も推

進しています。

海外においては、製材事業を拡大するなど、総合林産事業を一層推進してい

ます。さらには、国内外のパルプの外販も積極的に進めており、木から紙を作

り上げるまでの様々な工程から派生する資源・環境関連ビジネスを展開し、収

益力の向上に努めていきます。

国内外の森林資源とその関連技術を積極的に活用した、
資源･環境関連ビジネスを展開していきます。

資源・環境ビジネスの推進
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事業概要  |  商事機能の強化

フィルム製品群

高機能緩衝材

王子製紙グループは、事業の基本であるものづくりに専念することで、長年、

製紙業界を代表する企業集団としてあり続けてきました。しかし、近年の紙・

板紙の需要構造の変化に柔軟に対応し、今後も業界のリーディングカンパニー

として飛躍していくためには、ものづくりに真摯に取り組む姿勢に加え、従来

の紙・板紙関連分野中心の事業運営から発想を転換する新たな視点を持つこと

が不可欠です。こうした考えに基づき、今後、基本戦略である「変革による事

業構造転換の完遂」を一層推し進め、かつ各事業の利益を最大化することを目

的に、グループの商事機能分野の強化に取り組んでいきます。昨年、紙パルプ

商社である旭洋紙パルプを子会社化したことはこの戦略に沿ったものであり、

今後は同社が持つエンドユーザーに密着した営業力を活用することに加え、同

社の子会社が展開している化成品・特殊紙事業と既存化成品部門とのシナジー

効果を発現させることにより、グループ利益の最大化を図ります。また、海外

においては、2010年10月に新設した王子製紙国際貿易（上海）の機能を活用し、

中国資源ビジネスの拡大を進めていきます。

商事機能分野を強化し、グループ利益の
最大化を図ります。

商事機能の強化
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王子製紙グループの研究開発体制

王子製紙グループの研究開発体制は、活動全体を統括する「研究開発本部」のも

と、各研究所や各工場の研究技術部門また各カンパニーの研究開発部門が、機

動的に連携しながら新製品・新技術の開発や生産効率向上に取り組んでいます。

研究開発本部は新規事業への進出と既存事業の収益基盤強化を担い、「開発

研究所」、「機能材研究所」、「基盤技術研究所」、「森林資源研究所」の４つの研

究所とグループ全体の製品等の分析を担う「分析センター」、グループ全体の特

許取得や保護、活用などを進める「知的財産部」で構成されています。

また、「新事業・新製品開発センター」は、新事業・新製品開発を推進・支援す

る組織です。市場調査、開発プロジェクトの支援等の活動を通じ、市場ニーズ

と研究開発シーズを結びつけ、事業化を促進します。　　　　　　　

生産、製品から先端テーマまでを扱う４つの研究所

●開発研究所

未来に繋げる技術開発をもとに製品化を推進することで、将来の事業に貢献す

ることを目標にしています。また、これを実行するために各研究員の専門性を

高め、外部の企業や研究機関と交流し、生産現場との情報共有を積極的に進め

ています。

●機能材研究所

各種特殊紙・粘着紙・情報関連用紙の分野で市場の求める特殊機能を付与した

特殊紙、フィルムや紙をベースとした高機能性を付与した粘着紙、そして感熱

紙や各種画像出力用紙などの情報関連用紙等、機能材カンパニーにおける新製

品開発と競争力強化のための研究開発を進めています。また、製品のコストダ

ウン、品質・操業の安定化や海外事業での課題にも取り組んでいます。

●基盤技術研究所

パルプ化、抄紙、塗工分野において、品質、コスト、省資源、新原料、環境対

策を意識した基盤技術の創出と改良を目指しています。また、蓄積された技術

を応用し、既存製品の品質改善につなげています。

●森林資源研究所

1956年の開設以来、一貫して森林資源の創出に関わる研究を続けています。

資源確保と環境保護を目的とし、その軸足を海外植林に移しています。そして、

海外植林会社への研究員派遣などを通じ、樹木の品種改良をはじめとするきめ

細かな研究を続けています。

研究開発体制
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|  会社案内

王子製紙グループは、企業市民として、地域社会と共存しながら
本業を活かした社会貢献活動に取り組んでいます。

文化・スポーツ活動／社会とのコミュニケーション

スポーツ活動

●社会人野球　2007年に創部50周年を迎えた王子製紙

硬式野球部は、都市対抗野球では2004年優勝、2008年

準優勝と、数多くの実績を収めてきました。

●アイスホッケー　王子製紙のアイスホッケーチームは

1925年に創設された歴史あるチームとして、全日本選手

権大会や日本リーグで数多くの優勝を飾ってきました。

文化活動

●王子ホール　東京・銀座の王子製紙本社ビル内にある「王

子ホール」は、社会貢献・メセナ活動の一環として音楽ファ

ンの拡大と音楽文化への貢献を目指し、1992年に開設し

た本格的音楽ホールです。オープン以来内外の一流演奏家

を招き、音楽文化を発信し続けています。

科学技術
　への貢献

●藤原科学財団　日本の製紙王とも言われた藤原銀次郎

が、1959年に設立したのが藤原科学財団です。王子製紙グ

ループでは財政面を中心に同財団の支援を行っており、毎

年、日本の科学技術の発展に貢献した科学者へ「藤原賞」

を贈呈しています。2011年の第52回は、十倉好紀（東京大学・

教授）と相田卓三（東京大学・教授）の両氏に授与されました。

猿払イトウ保全
協議会の設立

当社の北海道猿払社有林に流れる猿払川には、国際自然

保護連合と環境省のレッドデータリストで絶滅危惧種に指

定されている日本最大の淡水魚「イトウ」が生息しておりま

す。王子製紙、猿払イトウの会、猿払村、学識研究者と協

力して「猿払イトウ保全協議会」を設立しました。協議会で

は周辺の森林所有者への働きかけや、保全のためのシンポ

ジウム、自然学校の開催、調査等を実施しています。 写真提供：足立聡氏

環境学習
プログラム
王子の森・
自然学校

王子製紙と日本環境教育フォーラムが協働で開催している

のが「王子の森・自然学校」です。これはグループが持つ国

内社有林・工場等を活用し、未来を担う子供たちに「森」「人」

「紙」のつながりを学んでもらおうとスタートした自然体験

型の環境学習プログラムです。

ラオスでの
植林事業

2005年2月、ラオス政府と共同出資により設立した、Oji 

Lao Plantation Forest Co., Ltd. （LPFL）は、地域住民との

対話を進めながらメコン川流域で植林を展開しています。

「地域住民とともに行う植林」をコンセプトに、単に現地で

の雇用を創出するだけでなく、地域社会の生活基盤強化、

住民の生活向上を図る取り組みを積極的に行っています。
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（2011年3月31日現在）

子会社・関連会社を合わせ300社を超える王子製紙グループの中から、
特徴的な活動や実績を収めている企業113社をピックアップしてご紹介します。

連結子会社一覧

■ 紙パルプ製品事業
王子板紙（株）
王子特殊紙（株）
旭洋紙パルプ（株）
王子通商（株）
大井製紙（株）
PAN PAC
江蘇王子制紙有限公司
王子製紙商貿（中国）有限公司
王子製紙国際貿易（上海）有限公司
Oji Paper Canada Ltd.

■ 衛生用紙事業
王子ネピア（株）
ネピアテンダー（株）
王子製紙ネピア（蘇州）有限公司

■ 原材料調達関連事業
王子斎藤紙業（株）
旭進紙業（株）
王子エコマテリアル（株）

■ 紙加工品事業
王子タック（株）
KSシステムズ（株） 
（株）ギンポーパック
王子製袋（株）
王子キノクロス（株）
新タック化成（株）
王子インターパック（株）
アピカ（株）
本州リーム（株）
新日本フエザーコア（株）
富士加工（株）
王子アドバ（株）
（株）チューエツ
四国パック（株）
北陽紙工（株）
シノムラ化学工業（株）
佐賀板紙（株）
Oji Paper (Thailand) Ltd.
Kanzaki Specialty Papers Inc.
Kanzan Spezialpapiere GmbH

Oji Ilford USA Inc.
Oji Label (Thailand) Ltd.
蘇州王子包装有限公司
Oji Intertech Inc.

■ 段ボール・加工、紙器事業
王子チヨダコンテナー（株）
王子パッケージング（株）
静岡王子コンテナー（株）
協同紙工（株）
ムサシ王子コンテナー（株）
森紙業（株）
森紙販売（株）
関西パック（株）
東北森紙業（株）
王子パッケージング西部（株）
日本青果包装（株）
九州パッケージ（株）
清容器（株）
和歌山王子コンテナー（株）
（株）アイパックス
仙台森紙業（株）
鳥取森紙業（株）
静岡森紙業（株）
北海道森紙業（株）
東海森紙業（株）
北陸森紙業（株）
新潟森紙業（株）
長野森紙業（株）
四国森紙業（株）
常陸森紙業（株）
九州森紙業（株）
群馬森紙業（株）
Ojitex (Vietnam) Co., Ltd.
GS Paper & Packaging Sdn. Bhd. (GSPP)
United Kotak Berhad
GS Utilities & Services Sdn. Bhd. (GSUS)
Superpac Manufacturing Sdn. Bhd.
Richbox Paper Products (M) Sdn. Bhd.
GS Paperboard Sdn. Bhd. (GSPB)
UK Bioproducts Sdn. Bhd.
GS Packaging Industries (M) Sdn. Bhd. (GSPI)
UK Packaging Industries Sdn. Bhd.

Persis Hijau Sdn. Bhd. (PHSB)
UKB International Pte.Limited
Ideal Meridian Sdn. Bhd. (IMSB)
GS Sales & Marketing Sdn.Bhd. (GSSM)
UK Wellness Sdn. Bhd.
UK Wellness Marketing Sdn. Bhd.

■ 木材緑化事業
王子木材緑化（株）

■ その他事業
王子物流（株）
王子コーンスターチ（株）
王子エンジニアリング（株）
王子不動産（株）
（株）ホテル ニュー王子
王子埠頭（株）
京都森紙業（株）
呉王子紙業（株）
王子工営中部（株）
王子ビジネスセンター（株）
王子紙業（株）
米子王子紙業（株）
富岡王子紙業（株）
（株）苫小牧協和サービス
王子計測機器（株）
江別王子紙業（株）
日南王子紙業（株）
王子サーモン（株）
王子工営北海道（株）
協同日之出産業（株）
苫小牧王子紙業（株）
（株）王子ホール
神崎王子紙業（株）
王子製紙保険サービス（株）
王子パックスパートナーズ（株）
Paperbox Holdings Limited (PBHL)
Oji Paper USA Inc.
B&C International Co., Ltd
Oji Paper Asia Sdn. Bhd.
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|  会社案内

経営

総務人事本部

統括技術本部

新事業・新製品開発センター

研究開発本部

経営企画本部

経営管理本部

資源戦略本部

国際営業推進本部

安全本部

環境経営本部

事業本部

8工場

4工場

11 工場

3工場

本社

取締役会

社長
グループ CEO

経営会議

グループ本社

新聞用紙事業本部

洋紙事業本部

※

※

※

※

資源関連事業

中国事業

独立事業群

［王子エコマテリアル（株）、
　　　　　　　PanPac他］

工場

印
刷
情
報
メ
デ
ィ
ア
カ
ン
パ
ニ
ー

機
能
材
カ
ン
パ
ニ
ー

生
活
産
業
資
材
カ
ン
パ
ニ
ー

イメージングメディア事業本部
［KSP 他］

特殊紙事業
［王子特殊紙（株）］

粘着加工事業
［王子タック（株） 他］

その他加工事業
［王子キノクロス（株） 他］

パッケージイノベーションセンター

白板紙・包装用紙事業本部

段ボール原紙事業
［王子板紙（株） 他］

家庭用紙事業
［王子ネピア（株） 他］

中国事業本部
［江蘇王子製紙有限公司 他］

紙器加工事業
［王子パッケージング（株） 他］

製袋加工事業
［王子製袋（株） 他］

段ボール加工事業

王子パックスパートナーズ（株）

王子チヨダコンテナー（株）

森紙業グループ

王子インターパック（株） 他

※営業支社

（北海道・中部・関西・
九州）

監査役会

監査役室

［王子不動産（株） 他］

シェアードサービス部門

コンプライアンス室

王子エンジニアリング（株）

王子ビジネスセンター（株）

王子物流（株）

王子ヒューマンサポート（株）

内部監査室

（江別・中津・滋賀・東海）

（苫小牧・名古屋・徳島）

（釧路・苫小牧・
春日井・神崎・米子・
呉・富岡・日南）

（名寄・釧路・日光・江戸川・
富士・松本・岐阜・

祖父江・大阪・大分・佐賀）

（2011年10月現在）

グループ体制図
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製紙事業 29拠点 加工事業 55拠点

王子製紙／王子特殊紙／王子板紙／
王子ネピア／森紙業グループ

1 王子板紙名寄工場

2 王子特殊紙江別工場

3 王子製紙釧路工場

4 王子板紙釧路工場

5 王子製紙苫小牧工場

6 王子ネピア苫小牧工場

7 王子板紙日光工場

8 王子板紙松本工場

9 王子板紙江戸川工場

10 王子板紙岐阜工場　中津川工場

11 王子板紙岐阜工場　恵那工場

12 大井製紙恵那事業所

13 王子特殊紙中津工場

14 王子板紙富士工場 第一工場

15 王子板紙富士工場 第二工場

16 王子特殊紙東海工場

17 王子製紙春日井工場

18 王子ネピア名古屋工場

19 王子板紙祖父江工場

20 王子特殊紙滋賀工場

21 王子板紙大阪工場

22 王子製紙神崎工場

23 王子製紙富岡工場

24 王子ネピア徳島工場

25 王子製紙米子工場

26 王子製紙呉工場

27 王子板紙大分工場

28 王子板紙佐賀工場

29 王子製紙日南工場

王子チヨダコンテナーグループ

1 王子チヨダコンテナー釧路工場

2 王子チヨダコンテナー札幌工場

3 王子チヨダコンテナー青森工場

4 王子チヨダコンテナー仙台工場

5 王子チヨダコンテナー福島工場

6 王子チヨダコンテナー霞ヶ浦工場

7 王子チヨダコンテナーつくば工場

8 王子チヨダコンテナー茨城工場

9 王子チヨダコンテナー宇都宮工場

10 王子チヨダコンテナー高崎工場

11 王子チヨダコンテナー埼玉工場

12 王子チヨダコンテナー東京工場

13 王子チヨダコンテナー神奈川工場

14 王子チヨダコンテナー長野工場

15 王子チヨダコンテナー名古屋・幸田工場（幸田）

16 王子チヨダコンテナー名古屋・幸田工場（名古屋）

17 王子チヨダコンテナー滋賀工場

18 王子チヨダコンテナー大阪工場

19 王子チヨダコンテナー兵庫工場

20 王子チヨダコンテナー三原工場

21 王子チヨダコンテナー防府工場

22 王子チヨダコンテナー徳島工場

23 王子チヨダコンテナー愛媛工場

24 王子チヨダコンテナー九州北工場

25 王子チヨダコンテナー熊本工場

26 千代田ダンボール本社工場

27 ムサシ王子コンテナー本社工場

28 日本青果包装本社工場

29 協同紙工本社工場

30 静岡王子コンテナー本社工場

31 静岡王子コンテナー東部工場

32 和歌山王子コンテナー本社工場

33 関西パック京都工場

34 関西パック加古川工場

35 関東パック本社工場

森紙業グループ

36 北海道森紙業札幌事業所

37 北海道森紙業帯広工場

38 東北森紙業八戸事業所

39 仙台森紙業柴田事業所

40 新潟森紙業新潟事業所

41 常陸森紙業茨城事業所

42 群馬森紙業尾島事業所

43 森紙販売東京支店

44 森紙業関東事業所

45 長野森紙業塩尻事業所

46 北陸森紙業小矢部事業所

47 静岡森紙業浜松事業所　

48 東海森紙業岐阜事業所

49 森紙販売名古屋支店

50 森紙業包装紙事業部

51 森紙販売京都支店

52 森紙業関西事業所

53 鳥取森紙業鳥取事業所

54 四国森紙業伊予事業所

55 九州森紙業熊本事業所

（2011年10月現在）

社会に不可欠な紙や紙加工製品を安定的かつスピーディにお届けするため、
王子製紙グループは国内に84カ所の生産拠点を展開しています。

国内の生産拠点
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紙・紙加工品、その他生産拠点 植林・パルプ事業

北アメリカ

1 Kanzaki Specialty Papers

2 Yupo Corporation America

3 Oji Intertech Inc.

南アメリカ

4 王子パペイス エスペシアイス

東アジア

5 Oji Interpack Korea

6 大連三井森包装

7 青島王子包装

8 王子制袋（青島）

9 江蘇王子制紙

10 昆山王子過濾製品

11 王子製紙ネピア（蘇州）

12 蘇州王子包装

13 王子特殊紙（上海）

北アメリカ

29 AFPI

南アメリカ

30 CENIBRA

東アジア

31 KPFL

32 CPFL

33 LPFL

34 SLPFL

35 QPFL

36 KTH

オーストラリア

37 APFL

38 GPFL

39 EPFL

ニュージーランド

40 SPFL

41 PAN PAC

14 上海東王子包装

15 王子包装（上海）

16 王子奇能紙業（上海）

17 Cheng Yuang Paper Business

18 Ojitex Haiphong

19 Ojitex (Vietnam)

20 Oji Paper (Thailand)

21 Oji Label (Thailand)

22 Piraab Starch

23 Union and Oji Interpack

24 GS Paper & Packaging

25 United Kotak

26 S.Pack

27 HPI Resources

ヨーロッパ

28 KANZAN Spezialpapiere

（2011年10月現在）

1970 年代のブラジルでのパルプ生産から始まり、現在、中国を含む東アジア、
豪州、北米、南米、欧州など世界中の地域で、事業を展開しています。

海外拠点
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役員紹介　（2011年6月29日現在）

代表取締役副社長

近藤　晋一郎

代表取締役会長

鈴木　正一郎

代表取締役副社長

石田　　隆

代表取締役社長

篠田　和久

取締役専務執行役員

取締役常務執行役員

取締役

常任監査役

監査役

橋本　浩樹
安藤　　温
渡辺　　正
矢 嶋 　   進
進藤　清貴
東　　　  剛
竹内　　洋
秋山　　收

神田　憲二
田井　廣志
杉原　弘泰
上野　健二郎

専務執行役員

常務執行役員

執行役員

 執行役員

勝 谷　邦昭
山中　　一
枝川　知生
佐田　修一
佐野　成人
渡 　   良 司
渕上　一雄
松尾　洋二
島村　元明
早野　裕康
山北　篤史
吉野　正樹
石井　弘和

執行役員 野沢　高史
青山　秀彦
平 林  武 文
川 村  隆 夫
田 野  弘 一
福 井  聡
藤 原  省 二
小 関  良 樹
加来　正年
桑野　由美雄
武田　芳明
矢田　雅之

 取締役

 監査役
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王子製紙株式会社
2011年及び2010年3月31日現在

添付の連結財務諸表の注記をご参照ください。

連結貸借対照表

百万円

2011 2010

資産の部

流動資産

現金及び預金 32,393　 42,758　

受取手形及び売掛金 255,237　 251,349　

有価証券 636　 265　

商品及び製品 76,645　 75,680　

仕掛品 15,862　 15,881　

原材料及び貯蔵品 51,724　 42,259　

繰延税金資産 13,021　 12,213　

短期貸付金 8,215　 7,102　

未収入金 19,788　 16,135　

その他 6,099　 3,976　

貸倒引当金 (3,042) (1,472)

流動資産合計 476,584　 466,148　

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 192,035　 196,501　

機械装置及び運搬具 305,743　 339,737　

工具、器具及び備品 5,263　 5,139　

土地 231,037　 227,249　

林地 16,552　 16,568　

植林立木 38,348　 38,734　

リース資産 5,356　 1,911　

建設仮勘定 96,922　 65,953　

有形固定資産合計 891,258　 891,796　

無形固定資産

借地権 1,111　 1,113　

のれん 9,369　 7,473　

その他 9,122　 9,196　

無形固定資産合計 19,604　 17,784　

投資その他の資産

投資有価証券 172,421　 181,558　

長期貸付金 8,701　 12,156　

長期前払費用 12,999　 12,840　

繰延税金資産 23,471　 16,480　

その他 23,297　 22,918　

貸倒引当金 (7,412) (7,634)

投資その他の資産合計 233,479　 238,318　

固定資産合計 1,144,342　 1,147,898　

資産合計 1,620,927　 1,614,047　
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添付の連結財務諸表の注記をご参照ください。

百万円

2011 2010

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 197,419　 178,195　

短期借入金 219,331　 179,294　

コマーシャル・ペーパー– –　 11,000　

1年内償還予定社債 20,120　 40,000　

未払金 12,838　 17,466　

未払費用 44,437　 45,193　

未払法人税等 10,489　 12,110　

その他 10,172　 13,994　

流動負債合計 514,808　 497,255　

固定負債

社債 80,300　 60,000　

長期借入金 479,388　 508,141　

繰延税金負債 20,617　 20,237　

再評価に係る繰延税金負債 11,059　 11,070　

退職給付引当金 47,792　 46,469　

役員退職慰労引当金 1,820　 1,683　

環境対策引当金 1,833　 1,919　

特別修繕引当金 126　 122　

長期預り金 2,877　 2,778　

その他 4,304　 3,964　

固定負債合計 650,119　 656,387　

負債合計 1,164,928　 1,153,643　

純資産の部

株主資本

資本金 103,880　 103,880　

資本剰余金 113,018　 113,021　

利益剰余金 292,090　 277,347　

自己株式 (43,040) (42,968)

株主資本合計 465,948　 451,281　

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 5,839　 11,160　

繰延ヘッジ損益 355　 471　

土地再評価差額金 3,557　 3,571　

為替換算調整勘定 (36,837) (20,740)

その他の包括利益累計額合計 (27,084) (5,535)

新株予約権 284　 216　

少数株主持分 16,850　 14,442　

純資産合計 455,998　 460,404　

負債及び純資産合計 1,620,927　 1,614,047　
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王子製紙株式会社
2011年及び2010年3月31日に終了した年度

添付の連結財務諸表の注記をご参照ください。

連結損益計算書

百万円

2011 2010

売上高 1,180,131　 1,147,322　

売上原価 905,967　 870,786　

売上総利益 274,163　 276,536　

販売費及び一般管理費 208,722　 202,855　

営業利益 65,441　 73,681　

営業外収益

受取利息及び配当金 3,949　 3,486　

持分法による投資利益 5,354　 –　

雑収入金 3,395　 6,669　

営業外収益合計 12,698　 10,155　

営業外費用

支払利息 10,713　 12,238　

雑損失金 7,181　 5,032　

持分法による投資損失 –　 1,852　

営業外費用合計 17,894　 19,122　

経常利益 60,245　 64,714　

特別利益

負ののれん発生益 497　 –　

移転補償金 210　 –　

固定資産売却益 139　 2,958　

その他 146　 1,051　

特別利益合計 994　 4,010　

特別損失

事業構造改善費用 8,726　 16,280　

災害による損失 4,945　 –　

固定資産除却損 3,372　 4,876　

投資有価証券評価損 1,773　 1,391　

特別退職金 1,489　 3,717　

減損損失 566　 1,118　

その他 1,287　 4,215　

特別損失合計 22,162　 31,599　

税金等調整前当期純利益 39,077　 37,124　

法人税、住民税及び事業税 16,728　 15,570　

法人税等調整額 (2,539) (3,707)

少数株主損益調整前当期純利益 24,888　 25,262　

少数株主利益 268　 375　

当期純利益 24,619　 24,886　
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王子製紙株式会社
2011年及び2010年3月31日に終了した年度

添付の連結財務諸表の注記をご参照ください。

連結株主資本等変動計算書

百万円

2011 2010

株主資本

資本金

前期末残高 103,880　 103,880　

当期末残高 103,880　 103,880　

資本剰余金

前期末残高 113,021　 112,964　

当期変動額

自己株式の処分 (2) 87　

当期変動額合計 (2) 87　

当期末残高 113,018　 113,051　

利益剰余金

前期末残高 277,347　 280,919　

当期変動額

剰余金の配当 (9,891) (11,882)

当期純利益 24,619　 11,768　

土地再評価差額金の取崩 13　 (64)

当期変動額合計 14,742　 550　

当期末残高 292,090　 281,470　

自己株式

前期末残高 (42,968) (43,233)

当期変動額

自己株式の取得 (102) (322)

自己株式の処分 9　 927　

持分法適用会社に対する持分変動に伴う自己株式の増減 20　 (18)

当期変動額合計 (72) 586　

当期末残高 (43,040) (42,646)

株主資本合計

前期末残高 451,281　 454,532　

当期変動額

剰余金の配当 (9,891) (11,882)

当期純利益 24,619　 11,768　

自己株式の取得 (102) (322)

自己株式の処分 7　 1,014　

持分法適用会社に対する持分変動に伴う自己株式の増減 20　 (18)

土地再評価差額金の取崩 13　 (64)

当期変動額合計 14,667　 1,224　

当期末残高 465,948　 455,756　
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添付の連結財務諸表の注記をご参照ください。

王子製紙株式会社
2011年及び2010年3月31日に終了した年度

連結株主資本等変動計算書

百万円

2011 2010

その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金

前期末残高 11,160　 55,703　
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） (5,320) (28,443)
当期変動額合計 (5,320)

当期末残高 5,839　 27,259　
繰延ヘッジ損益

前期末残高 471　 73　
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） (116) 373　
当期変動額合計 (116)

当期末残高 355　 446　
土地再評価差額金

前期末残高 3,571　 3,818　
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） (13) 64　
当期変動額合計 (13)

当期末残高 3,557　 3,882　
為替換算調整勘定

前期末残高 (20,740) 5,984　
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） (16,097) 1,643　
当期変動額合計 (16,097)

当期末残高 (36,837) 7,628　
その他の包括利益累計額合計

前期末残高 (5,535) 65,579　
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） (21,548) (26,362)
当期変動額合計 (21,548)

当期末残高 (27,084) 39,217　
新株予約権

前期末残高 216　 60　
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 67　 54　
当期変動額合計 67　

当期末残高 284　 115　
少数株主持分

前期末残高 14,442　 3,459　
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,407　 11,942　
当期変動額合計 2,407　

当期末残高 16,850　 15,401　

純資産合計
前期末残高 460,404　 523,631　
当期変動額
剰余金の配当 (9,891) (11,882)
当期純利益 24,619　 11,768　
自己株式の取得 (102) (322)
自己株式の処分 7　 1,014　
持分法適用会社に対する持分変動に伴う自己株式の増減 20　 (18)
土地再評価差額金の取崩 13　 (64)
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） (19,073) (14,365)
当期変動額合計 (4,405) (13,140)

当期末残高 455,998　 510,490　
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添付の連結財務諸表の注記をご参照ください。

王子製紙株式会社
2011年及び2010年3月31日に終了した年度

連結キャッシュ・フロー計算書

百万円

2011 2010

営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益 37,124　 39,077　
減価償却費 85,842　 79,633　
減損損失 1,118　 566　
のれん償却額 1,354　 1,176　
貸倒引当金の増減額 2,905　 405　
退職給付引当金の増減額 (789) 2,482　
受取利息及び受取配当金 (3,486) (3,949)
支払利息 12,238　 10,713　
為替差損益 (1,206) 2,016　
持分法による投資損益 1,852　 (5,354)
投資有価証券売却損益 (810) (69)
投資有価証券評価損益 1,391　 1,773　
固定資産除却損 4,876　 3,372　
固定資産売却損益 (1,731) 172　
事業構造改善費用 16,280　 8,726　
売上債権の増減額 21,733　 8,975　
たな卸資産の増加額 19,475　 (3,900)
仕入債務の増減額 (3,785) 3,051　
その他 5,181　 (8,326)

小        計 199,564　 140,542　
利息及び配当金の受取額 3,776　 4,150　
利息の支払額 (12,073) (10,889)
法人税等の支払額 (11,919) (18,434)

営業活動によるキャッシュ・フロー 179,347　 115,369　
投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出 (89,895) (75,800)
有形及び無形固定資産の売却による収入 8,423　 1,879　
投資有価証券の取得による支出 (8,108) (1,949)
投資有価証券の売却による収入 2,119　 1,269　
貸付けによる支出 (5,146) (8,021)
貸付金の回収による収入 4,991　 6,016　
連結の範囲の変更を伴う子会社の取得による収入 1,075　 1,873　
連結の範囲の変更を伴う子会社の取得による支出 0　 (14,290)
その他 (3,393) (655)

投資活動によるキャッシュ・フロー (89,934) (89,679)

財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額 (121,498) 7,582　
コマーシャル・ペーパーの純増減額 (43,000) (11,000)
長期借入れによる収入 87,603　 1,750　
長期借入金の返済による支出 (52,628) (18,554)
社債の発行による収入 0　 39,791　
社債の償還による支出 0　 (40,100)
自己株式の取得による支出 (103) (102)
配当金の支払額 (8,909) (9,891)
その他 (405) (834)

財務活動によるキャッシュ・フロー (138,942) (31,358)

現金及び現金同等物に係る換算差額 558　 (4,333)

現金及び現金同等物の増減額 (48,970) (10,002)

現金及び現金同等物期首残高 90,943　 41,936　
合併に伴う現金及び現金同等物増加額 3　 0　
新規連結に伴う現金及び現金同等物増加額 0　 0　
連結除外による現金及び現金同等物減少額 (135) 0　
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 94　 0　
現金及び現金同等物の四半期末残高 41,936　 31,933　
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王子製紙株式会社
5年間の連結財務データ

年度 （単位：百万円）

2006 2007 2008 2009 2010

売上高  1,265,735　  1,318,380　  1,267,129　  1,147,322　  1,180,131　

経常利益 64,110　 38,064　 28,751　 64,714　 60,245　

当期純損益 17,150　 11,768　 (6,324) 24,886　 24,619　

包括利益 –　 –　 –　 –　 2,033　

純資産額 523,631　 510,490　 429,707　 460,404　 455,998　

総資産額 1,790,515　 1,781,512　 1,707,492　 1,614,047　 1,620,927　

営業活動によるキャッシュ・フロー 59,285　 138,886　 73,870　 179,347　 115,369　

投資活動によるキャッシュ・フロー (92,035) (124,708) (108,990) (89,934) (89,679)

財務活動によるキャッシュ・フロー 31,042　 17,134　 66,076　 (138,942) (31,358)

現金及び現金同等物の期末残高 38,550　 71,348　 90,943　 41,936　 31,933　

 （単位：円）

1株当たり純資産額  526.36  500.39  421.04  450.97  444.24 

1株当たり当期純損益金額 17.35 11.90 (6.40) 25.18 24.92 

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 17.34 11.90 – 25.16 24.90 

自己資本比率 29.0％ 27.8％ 24.4％ 27.6％ 27.1％

自己資本利益率 3.3％ 2.3％ (1.4)％ 5.8％ 5.6％

株価収益率 36.0倍 37.7倍 – 16.28倍 15.85倍

従業員数 19,560名 20,056名 20,415名 20,363名 21,987名

（外、平均臨時雇用者数） (2,197名) (2,201名) (2,269名) (2,099名) (2,510名)

（注）1 売上高には消費税及び地方消費税を含んでいません。

 2 2008年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載していません。

 3 従業員数は就業人員を記載しています。

連結財務ハイライト
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1．連結の範囲に関する事項

（1）連結子会社の数 ……… 113社（前連結会計年度末　92社）
主要な会社名 ： 王子板紙㈱、王子特殊紙㈱、王子ネピア㈱、王子

チヨダコンテナー㈱、森紙業㈱、王子物流㈱、王
子エンジニアリング㈱、王子不動産㈱、王子タッ
ク㈱、王子木材緑化㈱ 

当連結会計年度における連結子会社の異動状況は次のとおりです。 

（増加）　22社  Paperbox Holdings Limited、GS PAPER & 

PACKAGING SDN. BHD.、IDEAL MERIDIANSDN. 

BHD.、GS PAPERBOARD SDN. BHD.、
GS PACKAGING INDUSTRIES (M) SDN. BHD.、
GS UTILITIES & SERVICES SDN. BHD.、
PERSIS HIJAU SDN. BHD.、GS SALES & MARKETING 

SDN. BHD.、OJI PAPER ASIA SDN.BHD.、
王子製紙国際貿易（上海）有限公司、UNITED KOTAK 

BERHAD、UK PACKAGING INDUSTRIES SDN.BHD.、
UK BIOPRODUCTS SDN.BHD.、RICHBOX PAPER 

PRODUCTS (M) SDN.BHD.、SUPERPAC 

MANUFACTURING SDN.BHD.、UKB INTERNATIONAL  

PTE.LTD.、UK WELLNESS SDN.BHD.、UK WELLNESS 

MARKETING SDN.BHD.、旭洋紙パルプ㈱、
㈱ギンポーパック、四国パック㈱、富士加工㈱

（減少）　 1社   ネピアトレーディング㈱

（2）非連結子会社の数 ……… 144社
非連結子会社は、いずれも小規模であり、全体の総資産、売上高、
当期純損益（持分相当額）及び利益剰余金（持分相当額）等が、連結
会社合計の総資産、売上高、当期純損益（持分相当額）及び利益剰
余金（持分相当額）等に比べ軽微であり、かつ連結計算書類に重要
な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除いています。

２．持分法の適用に関する事項

（1）持分法適用の関連会社の数 …… 13社（前連結会計年度末　14社）
主要な会社名 ：  日伯紙パルプ資源開発㈱、㈱ユポ・コーポレーショ

ン、国際紙パルプ商事㈱
当連結会計年度における持分法適用の関連会社の異動状況は次の
とおりです。 

（減少）　1社　旭洋紙パルプ㈱

（2）持分法非適用の非連結子会社及び関連会社の数
非連結子会社 ………… 144社
関連会社 ………………  61社
上記の非連結子会社及び関連会社は、全体の当期純損益（持分相当
額）及び利益剰余金（持分相当額）等が、連結会社合計の当期純損益
（持分相当額）及び利益剰余金（持分相当額）等に比べ軽微であり、
かつ連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、持分法の
適用範囲から除いています。

3．連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、アピカ㈱、Oji Paper USA Inc.、Kanzaki 

Specialty Papers Inc.、Oji Ilford USA, Inc.、Oji Paper (Thailand) 

Ltd.、KANZAN Spezialpapiere GmbH、江蘇王子製紙有限公司、
㈱アイ パックス、王子製紙ネピア（蘇州）有限公司、蘇州王子包装

有限公司、Oji InterTech Inc.、Oji Label (Thailand) Ltd.、B&C 

International Co.,Ltd. 、Ojitex (Vietnam) Co.,Ltd.、王子製紙商貿（中国）
有限公司、Paperbox Holdings Limited、GS PAPER & PACKAGING 

SDN. BHD.、IDEAL MERIDIAN SDN. BHD.、GS PAPERBOARD SDN. 

BHD.、GS PACKAGING INDUSTRIES (M) SDN. BHD.、GS UTILITIES 

& SERVICES SDN. BHD.、PERSIS HIJAU SDN. BHD.、GS SALES & 

MARKETING SDN. BHD.、王子製紙国際貿易（上海）有限公司の決算
日は12月末日、森紙業㈱、森紙販売㈱、京都森紙業㈱、仙台森紙
業㈱、鳥取森紙業㈱、北海道森紙業㈱、常陸森紙業㈱、群馬森紙
業㈱、新潟森紙業㈱、北陸森紙業㈱、長野森紙業㈱、静岡森紙業㈱、
東海森紙業㈱、四国森紙業㈱、九州森紙業㈱、大井製紙㈱、東北
森紙業㈱の決算日は3月20日であり、連結計算書類の作成にあたっ
ては、各社の決算日現在の計算書類を使用しています。なお、連
結決算日との間に生じた重要な取引については連結上必要な調整
を行っています。

4．会計処理基準に関する事項

（1）重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
満期保有目的の債券 …… 償却原価法
その他有価証券
時価のあるもの …… 連結決算期末日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部純資産直入法により処
理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの …… 移動平均法による原価法
② デリバティブ
時価法

③ たな卸資産
主として総平均法による原価法
（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下
げの方法により算定）

（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く）
定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属
設備を除く）、当社富岡工場の機械装置及び一部の連結子会社
については定額法）

（3）重要な引当金の計上基準
①貸倒引当金
当連結会計年度末現在に有する債権の貸倒れによる損失に備え
るため、一般債権については貸倒実績率による計算額を、貸倒
懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を検討し、
回収不能見込額を計上しています。

王子製紙株式会社

連結財務諸表に対する注記
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②退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退
職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当連結会計年度末
において発生していると認められる額を計上しています。

 過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間によ  

る定額法により費用処理しています。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間
による定額法により翌連結会計年度から費用処理しています。

③役員退職慰労引当金
当社は、監査役の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づ
く必要額を計上しています。連結子会社については、役員の退
職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく必要額を計上して
います。

④環境対策引当金
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措
置法」により、今後発生が見込まれるＰＣＢ廃棄物の処理費用に
充てるため、その所要見込額を計上しています。
また、廃棄物処分場の埋め立て終了後の維持管理費用に充てる
ため、その所要見込額を埋め立て終了までの期間配分により計
上しています。

⑤特別修繕引当金
石油貯槽の定期修繕費用に充てるため、その所要見込額を次回
定期修繕までの期間配分により計上しています。

（4）重要なヘッジ会計の方法
①ヘッジ会計の方法
主として繰延ヘッジ処理を採用しています。
なお、為替予約等が付されている外貨建金銭債権債務等につい
ては、振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を、金利
スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合は特
例処理を採用しています。

②ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段 ヘッジ対象
先物為替予約 外貨建金銭債権債務
金利スワップ 借入金及び貸付金
商品スワップ 電力

③ヘッジ方針
当社グループのリスク管理方針に基づき、通常業務を遂行する
上で発生する為替変動リスク、金利変動リスク及び購入商品価
格変動リスクをヘッジすることとしています。

④ヘッジの有効性評価の方法
ヘッジ手段及びヘッジ対象について、毎連結会計年度末に、個
別取引ごとのヘッジ効果を検証していますが、ヘッジ手段とヘッ
ジ対象の資産・負債について、元本・利率・期間等の重要な条件
が同一の場合は、本検証を省略することとしています。

（5）その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。

5．のれんの償却に関する事項

5年間又は10年間の均等償却を行っていますが、金額が僅少なもの
については、発生年度に全額償却しています。

会計方針の変更

1． 「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に
関する当面の取扱い」の適用
当連結会計年度より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準
第16号 平成20年３月10日公表分）及び「持分法適用関連会社の
会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20
年３月10日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っています。
これによる経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響は
ありません。

2．資産除去債務に関する会計基準の適用
当連結会計年度より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会
計基準第18号 平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する
会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年
３月31日）を適用しています。
これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益への
影響は軽微であります。

3．企業結合に関する会計基準等の適用
当連結会計年度より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基
準第21号 平成20年12月26日）、「連結財務諸表に関する会計
基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「『研究開発
費等に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20
年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第
７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会
計基準第16号 平成20年12月26日公表分）及び「企業結合会計基
準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用
指針第10号 平成20年12月26日）を適用しています。

追加情報

  （包括利益の表示に関する会計基準）
当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計基準」（企業会計
基準第25号　平成22年６月30日）を適用しています。ただし、「そ
の他の包括利益累計額」及び「その他の包括利益累計額合計」の前連結
会計年度の金額は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額等合計」
の金額を記載しています。
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連結貸借対照表に関する注記

1．担保に供している資産及び担保に係る債務
（1）担保に供している資産

受取手形及び売掛金 1,830百万円
建物及び構築物 17,110百万円
機械装置及び運搬具 6,326百万円
土地 12,824百万円
植林立木 13,308百万円
投資有価証券 2,909百万円
長期貸付金（1年内回収予定額を含む） 3,544百万円
その他 4,611百万円
計 62,466百万円

（2）担保に係る債務
短期借入金 6,504百万円
長期借入金 9,227百万円
支払手形及び買掛金 144百万円
割引手形 335百万円
計 16,211百万円

2．有形固定資産の減価償却累計額 2,111,091百万円
　　　　　 　（減損損失累計額を含む）

3．保証債務
日伯紙パルプ資源開発㈱ 7,484百万円

Alpac Forest Products Inc. 　　3,410百万円

PT. Korintiga Hutani 　　3,083百万円
その他 　　9,123百万円
計　 23,101百万円

4．受取手形割引高 5,831百万円
受取手形裏書譲渡高 2百万円

5．土地の再評価
「土地の再評価に関する法律」（平成10年3月31日公布法律第34
号）及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」（平成

13年3月31日公布法律第19号）に基づき、一部の連結子会社に
おいて事業用の土地の再評価を行い、土地再評価差額金を純資産
の部に計上しています。
・再評価の方法･･････ 「土地の再評価に関する法律施行令」（平成

10年3月31日公布政令第119号）第２条第
３号に定める固定資産税評価額及び同条第
４号に定める地価税の課税価格の基礎とな
る土地の価額に基づいて算出

・再評価を行った年月日 ･･･････････････････平成14年3月31日
・ 再評価を行った土地の当連結会計年度末における時価と再評価後
の帳簿価額との差額 ･････････････････････････････ 392百万円

連結損益計算書に関する注記

事業構造改善費用は、当連結会計年度において、当社富士工場、及び
王子板紙㈱富士工場の抄紙設備の停止を決定したことに伴う当該資産
の減損処理額その他です。
災害による損失は東日本大震災に起因する損失です。

連結株主資本等変動計算書に関する注記

1．当連結会計年度末における発行済株式の種類及び数

 普通株式 1,064,381,817株

2．当連結会計年度末における自己株式の種類及び数

 普通株式 76,484,868株

3．配当に関する事項
（1）当連結会計年度中の剰余金配当支払額

（2） 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日
が翌期となるもの

4．当連結会計年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来してい
ないものを除く。）の目的となる株式の種類及び数

 普通株式 805,000株

1株当たり情報に関する注記

1．1株当たり純資産額 444円24銭

2．1株当たり当期純利益 24円92銭

 （期中平均株式数により算出しています。）

決議 株式の
総額

配当金の
総額

（百万円）

1株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成22年5月13日
取締役会

普通
株式 5,012 5.0 平成22年3月31日 平成22年6月8日

平成22年11月1日
取締役会

普通
株式 5,012 5.0 平成22年9月30日 平成22年12月1日

決議 株式の
総額

配当金の
総額

（百万円）

配当の
原資

1株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成23年5月12日
取締役会

普通
株式 5,011 利益

剰余金 5.0 平成23年3月31日 平成23年6月7日
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金融商品に関する注記

1．金融商品の状況に関する事項
当社グループは、資金運用については、一時的な余資を預金等安
全性の高い金融商品で運用することに限定しており、投機的な運
用は行わない方針です。
受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、取引先ごとの期
日管理及び残高管理を行うとともに、各営業部門が主要取引先の
状況を、適宜、モニタリングし、状況に応じて信用調査等を行う
ことにより、軽減を図っています。
投資有価証券は主に株式であり、定期的に時価や発行体（取引先企
業）の財務状況等を把握し、取引先企業との関係を勘案して、適宜、
保有状況を見直しています。
借入金のうち、短期借入金は、主に運転資金に係る資金調達であり、
長期借入金は、主に設備投資に係る資金調達です。変動金利の長
期借入金の一部は、デリバティブ取引（金利スワップ取引）を利用
して支払金利を固定化することにより、リスクヘッジを図ってい
ます。デリバティブ取引の利用にあたっては、カウンターパー
ティーリスクを軽減するため、格付けの高い金融機関とのみ取引
を行っています。
デリバティブ取引は、外貨建ての金銭債権債務に係る為替の変動
リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予約取引、借入金に
係る支払金利の変動リスクに対するヘッジ等を目的とした金利ス
ワップ取引、並びに購入エネルギー価格の変動リスクに対するヘッ
ジを目的とした商品スワップ取引であり、デリバティブ管理基準
に基づき取引を行っています。

2．金融商品の時価等に関する事項
平成23年3月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表
計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。

＊負債に計上されているものについては、(  )で示しています。

（注1） 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及び
デリバティブ取引に関する事項

（1）現金及び預金、（2）受取手形及び売掛金、並びに（3）短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似して
いることから、当該帳簿価額によっています。

（4）長期貸付金
長期貸付金の時価については、元利金の合計額を、新規に同様
の貸付を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方
法によっています。

（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価については、株式は取引所の価格によっており、
債券は取引所の価格または取引金融機関から提示された価格に
よっています。

（6）支払手形及び買掛金、並びに（7）短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似して
いることから、当該帳簿価額によっています。また、１年内返
済予定の長期借入金（連結貸借対照表計上額33,871百万円）は、
（9）長期借入金に含めています。

（8）社債
当社が発行する社債の時価は、市場価格（公社債店頭売買参考
統計値）に基づき算定しています。また、１年内償還予定の社債
（連結貸借対照表計上額20,120百万円）も含めています。

（9）長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を、新規に同様
の借入金を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する
方法によっています。金利スワップを利用した借入金について
は、金利スワップの特例処理の対象とされており（下記（10）参
照）、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計
額を、同様の借入金を行った場合に適用される合理的に見積も
られる利率で割り引いて算定する方法によっています。また、
１年内返済予定の長期借入金（連結貸借対照表計上額33,871百
万円）も含めています。

（10）デリバティブ取引
デリバティブ取引については、取引先金融機関等から提示され
た価格等に基づき算定する方法によっています。金利スワップ
の特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金
と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入
金の時価に含めて記載しています（上記（9）参照）。

（注2）  非上場株式及び出資金等（連結貸借対照表計上額102,845百万
円）は、市場価額がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積も
ることができず、時価を把握することが極めて困難と認められ
るため、「（5）有価証券及び投資有価証券　③その他有価証券」に
は含めていません。

賃貸等不動産に関する注記
　
「 賃貸等不動産に関する注記」は、連結決算上、重要性が乏しいため、
記載を省略します。

百万円

連結
貸借対照表
計上額＊

時　価＊ 差　額

（1）現金及び預金 ¥ 32,393　 ¥ 32,393　 ¥ –　

（2）受取手形及び売掛金 255,237　

（3）短期貸付金 8,215　

貸倒引当金 (3,042)

260,410　 260,410　 –　

（4）長期貸付金 8,701　

貸倒引当金 (7,412)

1,288　 1,319　 31　

（5）有価証券及び投資有価証券

①満期保有目的の債券 653　 653　 –　

②関連会社株式 2,685　 1,577　 (1,108)

③その他有価証券 66,873　 66,873　 –　

（6）支払手形及び買掛金 (197,419) (197,419) –　

（7）短期借入金 (185,460) (185,460) –　

（8）社債 (100,420) (101,574) 1,154　

（9）長期借入金 (513,260) (519,533) 6,272　

（10）デリバティブ取引 590　 590　 –　
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金融機関 
42.4%

証券会社 
1.4%

外国人 
14.9%

個人・その他
（自己株式
5.8%含む）
29.7% 国内法人 

55.4%

その他 
11.6%

創 業 1873年（明治6年）2月12日

設 立 1949年（昭和24年）8月1日

資 本 金 103,880百万円

主 な 事 業 内 容 ● 各種パルプより一貫して新聞用紙、一般洋紙、包装用紙、雑種紙、ノーカーボン紙、
衛生用紙、段ボール原紙及び白板紙などの製造、加工ならびに販売

●段ボール・段ボール箱、紙器、プラスチックフィルム、感熱記録紙、
粘着紙及び紙おむつなどの加工品の製造ならびに販売

●製紙用薬品及び包装加工機械の製造ならびに販売

●社有地の活用による土地及び建物の賃貸など

●国内外での植林事業と社有林の維持管理

従 業 員 数 21,987名 （連結）

発 行 可 能 株 式 総 数 2,400,000,000 株

発 行 済 株 式 の 総 数 1,064,381,817 株

株 主 数 86,302名 （前期末比4,025名減）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）　

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）　

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口４）　

株式会社三井住友銀行　

日本生命保険相互会社

株式会社みずほコーポレート銀行

SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT - TREATY CLIENTS　

王子製紙グループ従業員持株会　　

日本紙パルプ商事株式会社　　

農林中央金庫

■  会社概要  （2011年3月31日現在）

■  株式の状況

■  大株主（上位10名）

■  所有者別持株比率
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