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　株主の皆様におかれまして
は、平素より当社グループに対
しまして格別のご支援を賜り、
厚く御礼申し上げます。
　また、このたびの新型コロナ
ウイルス感染症に罹患または影
響を受けられた皆様には心より
お見舞い申し上げます。
　さて、ここに当社第14期中
間（2020年４月１日から2020
年９月30日まで）の報告書を
お届け申し上げます。
　当上半期は、新型コロナウイ

ルスの感染拡大に伴う経済活動全体の縮小などにより、当
社グループ各事業ともに影響を受け、非常に厳しい環境と
なりました。特に、特殊素材事業において特殊印刷用紙が
その影響により需要が急減し、販売数量が大幅に減少しま
した。また、アジア向けの機能包装紙や業務用トイレット
ペーパー、土産物の包装・化粧箱に使用されるラミネー
ト製品なども同様に販売が減少しました。一方で、生活
商品事業においては、新型コロナウイルス感染拡大に伴う
衛生意識の高まりによりペーパータオルの販売が増加す
るなど、好調な事業や徐々に復調の兆しを示している事
業もあります。以上により当第２四半期決算は減収増益を
計上しました。

　公表を延期しております第五次中期経営計画につきまし
ては、引き続き新型コロナウイルスによる事業環境等に及
ぼす不確定要素を見極めたうえでの公表を検討しています。
　そのような中、当社グループにおきましては、このコロ
ナ禍という状況にありながらも、特殊素材事業で注力して
いるパッケージ分野の「TT-SPARKLE（スパークル）」や中
国市場向けファンシーペーパー「綺綾紙（きりんし）」など
新製品を上市しました。また、好調なペーパータオル分野
においては日本製紙クレシア㈱との業務提携を行い、営業
部門の強化を図ることでさらなる拡販を目指すなど、様々
な取り組みを進めております。
　さらに、環境関連事業では、RPF製造等の資源再活用分
野のさらなる拡大と自然環境活用分野でのウイスキー事業
等の推進にも注力し、事業基盤の強化を図っております。
　その他、当社では、「明るく生き生きと、誇りと夢を持っ
て働ける会社」を目指す一環として、女性活躍推進をはじ
めとしたダイバーシティ推進にも注力しておりますが、令
和元年度の「なでしこ銘柄」認定に続き、この度「くるみん」
の認定を受けました。
　引き続き、お客様や株主様をはじめとしたステークホル
ダーからオンリーワン企業としてお選びいただけるよう、中
堅メーカーの強みを生かした他社との差別化を追求し、第
五次中期経営計画に繋がる施策を着実に実行してまいります。
　株主の皆様におかれましては、引き続き、倍旧のご指導
ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

売上高
（単位：百万円）

営業利益
（単位：百万円）

経常利益
（単位：百万円）

親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益
（単位：百万円）

■■第2四半期　■■通期
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ごあいさつ

代表取締役社長
松田　裕司
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◦新製品紹介
・TT-SPARKLE（スパークル）
高付加価値パッケージ向けの新製品として、高級感あ
ふ れ る ベ ー ス ペ ー パ ー と 光 を 利 用 し て 動 き の あ る 
パターンを生み出す新技術D-motionを用いた特長的な
パターンの組み合わせによりフレキシブルなライン
ナップを実現した「TT-SPARKLE」を2020年8月より
発売開始しました。様々なタイプのパッケージにご利
用いただけ、お客様のブランドをより一層引き立てる
効果が期待され
ます。合わせて

「TT-SPARKLE」
の専用サイト、
直 販 用 のBtoB
専 用ECサ イ ト
も 立 ち 上 げ ま
した。
　特種のタネ　高付加価値パッケージサイト　
	 https://secure.tt-paper.co.jp/package/
　BtoB専用ECサイト	 https://tt-ec.bcart.jp

・綺綾紙（きりんし）
中国市場向けファンシーペーパーブランド「和紙楽活
KAMI Lab.」（カミラボ）の第6弾となる「綺綾紙」を
2020年7月より発売開始しました。
綺綾紙は、シルクロードで栄えた古代中国の綾織物“綺”
をイメージの源泉に、2000年以上前から人々を魅了し
てきた織物を想起させるような質感と外観意匠を持つ
ファンシーペーパーです。
複雑な綾織のパターンを再現するためモアレ模様を応
用し、また人間の感性と調和するようにゆらぎをデザ
イ ン に 取 り 入
れ、私たちの身
近に存在する織
物という素材を
書 籍 装 幀 材、
パッケージなど
の用途で使用い
ただけます。

◦他社との提携
・日本製紙クレシア㈱との提携
生活商品事業において、当社グループの㈱トライフと日
本製紙㈱の100％子会社である日本製紙クレシア㈱が
2020年7月にペーパータオル用紙事業の営業機能統合に
ついて合意し、2020年11月1日付で統合しました。本
業務提携により、両社が持つ販売網を活用し双方の商品
を販売することで単独では提供し得なかった製品の提案
が可能となり、当社グループ製品の「タウパー」の配送
力向上も期待でき、新たな顧客開拓の促進を図り、ペー
パータオル用紙以外の製品も含め、さらなる拡販を目指
します。

◦新規事業の進捗
・RPF生産工場竣工
環境関連事業において、当社グループの㈱レックスは、
2020年3月に静岡県駿東郡長泉町にRPF（廃プラスチッ
クや紙くずで作る固形燃料）を製造する長泉工場を新設し、
順調に稼働しております。当社三島工場のボイラーにも
供給を開始し、従来のRPF製造工場と合わせてグループ
で使用するRPFの約3分の２を安定供給しています。今後、
RPF生産力を強化し、さらなるグループ内供給率の向上
を目指します。当社グループの再資源化事業等を交えた
広い視野での資源再活用施策を進めてまいります。
・井川蒸溜所竣工
自然災害等による道路の寸断などにより、建設工事が思う
ように進まない状況が続きながらも、2020年11月16日に
井川蒸溜所が本格稼働を開始し
ました。
これにより南アルプスの標高
1,200mの気候を活かしたウイ
スキー造りを本格的に開始し、
樽詰め、長期熟成を行います。
ユネスコエコパークでもある井
川蒸溜所の位置する深く広大な
南アルプスの「自然」を守り、「自
然」を活かす事業として、ウイ
スキー事業を推進し、その価値
をさらに高めてまいります。 オリジナルの単式蒸溜機
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2020年上半期の主な事業概況
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配当金の推移
（単位：円）■■第2四半期　■■通期
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連結財務ハイライト

セグメント別構成比率

セグメントの概要

環境関連事業

前年同期比　46.6％
10.3％

産業素材事業

前年同期比　6.9％
47.0％

売上高
生活商品事業

前年同期比　8.2％
21.1％

特殊素材事業

前年同期比　23.3％
21.6％

環境関連事業
前年同期比 －

産業素材事業

前年同期比　39.1％
51.1％

営業利益
生活商品事業

前年同期比　59.0％
31.5％

特殊素材事業

前年同期比　48.2％
17.4％

産業素材事業
●主力製品である段ボール原紙及びクラフト
紙は、日本東海インダストリアルペーパー
サプライ㈱向けの売上が減少。利益面は、
水力発電による売電事業が前期の渇水によ
る影響の反動に加えて順調に推移。

特殊素材事業
●特殊印刷用紙は、4月以降、新型コロナウ
イルスの影響により、商業印刷、出版、パッ
ケージ向けの需要が急減するも、需要は回
復基調にあり、販売数量・金額の減少幅は
縮小傾向。
●特殊機能紙は、多くの品種で国内外の経済
活動が停滞した影響を受け、販売数量・金
額ともに前年同期を下回る。

環境関連事業
●1月に子会社化した㈱駿河サービス工業が連
結対象となったこと、土木工事の完成高が
前年同期を上回ったことなどにより増収。利
益面では、新型コロナウイルスの影響により
観光事業の売上高が前年同期を大幅に下
回ったこと、ウイスキー等の将来成長事業に
係る先行費用が増加したことなどにより減益。

生活商品事業
●ペーパータオルは、新型コロナウイルスの感染拡
大以降、社会全般の衛生意識の高まりに伴い需
要が増加し、販売数量が前年同期を大幅に上回る。
●トイレットペーパーは、販売価格は維持したもの
の、新型コロナウイルスの影響により業務用が低
調に推移し販売数量は前年同期を大幅に下回る。
●ラミネート等の加工製品は、新型コロナウイ
ルス感染拡大に伴う経済活動の停滞によって
需要が減少しており、販売数量が前年同期を
大幅に下回る。
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流動資産
50,219

流動負債
40,468

固定負債
15,467

純資産
76,544

固定資産
82,261

資産合計
132,481

負債純資産合計
132,481

投資活動による
キャッシュ・フロー
△956

財務活動による
キャッシュ・フロー
845

営業活動による
キャッシュ・フロー

5,827 現金及び
現金同等物の
四半期末残高
15,624

現金及び
現金同等物の
期首残高
9,908

当第2四半期（2020年4月1日～ 2020年9月30日）

当第2四半期（2020年4月1日～ 2020年9月30日）前第2四半期（2019年4月1日～ 2019年9月30日）

当第2四半期（2020年9月末）前期（2020年3月末）

売上高
36,663

営業利益
864

営業外収益
1,450

営業外費用
136

特別利益
1,955
特別損失
270
法人税等
808
非支配株主に帰属
する四半期純損失
△3

売上原価
31,866
販売費及び
一般管理費
3,933

経常利益
2,177

売上高
39,870

営業利益
821

経常利益
2,075

親会社株主に
帰属する

四半期純利益
1,290

親会社株主に
帰属する

四半期純利益
3,057

流動資産
47,200

流動負債
38,723

固定負債
16,254

純資産
77,678

固定資産
85,455

資産合計
132,655

負債純資産合計
132,655

連結貸借対照表の概要

（単位：百万円）

（単位：百万円）

連結損益計算書の概要

連結キャッシュ・フロー計算書の概要 （単位：百万円）

連結財務諸表
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2020年7月7日より中国・上海市で開催された高
級パッケージ市場の見本市「LUXE　PACK上海」
に出展しました。当社ブースでは新製品「綺綾紙（き
りんし）」を含めた中国市場向けファンシーペー
パー和紙楽活シリーズで「紙のシルクロード」を
表現しました。また、中国の巨大産業である白酒
市場向けのパッケージ見本や日本の人気ペーパーアート作家とのコラボ作品の展示を行うなど新製品のPRを行いま
した。また、「LUXE　PACK上海」内で開催されたグリーンアワードでは、「廃プラスチックのサーマルリサイクル」
をテーマとした当社三島工場の環境対策が地球環境への負荷を軽減させる取り組みとして評価され、大賞である最
優秀社会的責任企業賞を受賞しました。

●ダイバーシティ推進の取り組み
当社は、ダイバーシティの推進に向けて「女性・シニアの活躍推進」

「育児・介護と仕事の両立支援」「働き方改革の推進」をテーマ
として取り組んでいます。
女性活躍推進については、令和元年度「なでしこ銘柄」の選定を
受けましたが、取り組むべき課題はまだ多く残されていると考え
ています。取締役会でも、性別による役割分担意識の払拭や女性
の職域拡大など、さらなる推進に向けて活発な意見交換が行われています。特に、「アンコンシャスバイアス（無意
識の偏見）」は女性の活躍を阻害する大きな要因と認識し、管理職への意識調査や教育など、新たな取り組みを実施
しています。
育児・介護と仕事の両立支援については、フレックスタイム制度の活用や育児・介護休業制度の見直しなどにより柔
軟な勤務を可能にしているほか、制度の周知、教育、啓蒙活動の継続的な実施により、女性社員の育児休業取得率は
100％を継続しており、男性社員についても育児休業や会社独自の出産・育児休暇制度の取得が促進されています。
働き方改革の推進については、計画年休制度や時間単位付与制度などの年次有給休暇取得促進施策、業務の生産性
向上を評価項目とする取り組みなどにより、実労働時間の削減を実現しています。また、新型コロナウイルス対策
として在宅勤務制度を導入し、これまで以上に業務の効率化や柔軟な働き方が可能な環境を整備しています。
このような取り組みが評価され、2020年10月に厚生労働大臣が子育てサポート企業として認定する「くるみん認定」
を取得しました。
これからもダイバーシティの推進を実施し、社員が「明るく生き生きと、誇りと夢を持って働ける会社」を目指し
てまいります。

TOPICS

●LUXE　PACK上海　2020／グリーンアワード大賞　初受賞

グリーンアワード大賞受賞展示の様子
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　第14期中間配当金は、2020年11月12日開催の取締役会におい
て、１株当たり25円をお支払いすることを決議し、2020年12月
７日よりお支払いを開始させていただくことといたしました。

決議 2020年11月12日取締役会

株式の種類 普通株式

配当金の総額 334,137,525円

配当の原資 利益剰余金

1株当たり配当額 25円

基準日 2020年９月30日

効力発生日 2020年12月７日

第14期中間配当金について 会社概要（2020年９月30日現在）

グループ企業（2020年９月30日現在）役　員（2020年９月30日現在）

代表取締役社長　社長執行役員 松田　裕司
取締役　　　　　専務執行役員 大島　一宏
取締役　　　　　常務執行役員 関根　常夫
取締役　　　　　常務執行役員 柳川　勝彦
取締役　　　　　執行役員 渡邊　克宏
取締役　　　　　執行役員 毛利　豊寿
取締役　　　　　執行役員 大沼　裕之
取締役　　　　　執行役員 佐野　倫明
取締役　　　　　　（社外） 金澤　恭子
取締役　　　　　　（社外） 磯貝　　明
常勤監査役 河合　　稔
監査役　　　　　　（社外） 上田　廣美
監査役　　　　　　（社外） 長坂　　隆

会社名 主な事業

新東海製紙株式会社 紙パルプの製造・販売
特種東海マテリアルズ株式会社 製紙原料の仕入・販売等
株式会社特種東海フォレスト 土木・建築・造園・山林・観光事業他
株式会社レックス 廃棄物の収集、運搬、加工処理・売買
静岡ロジスティクス株式会社 運送業、倉庫業

株式会社TTトレーディング 特殊機能紙・保護紙・画材用紙・エレ
クトロニクス関連用紙、加工品等の販売

株式会社トライフ ペーパータオル・ラミネート製品の
製造・販売等

特種東海エコロジー株式会社 家庭紙（トイレットペーパー）の製造・販売
新東海ロジスティクス株式会社 構内作業業務・運送業
株式会社駿河サービス工業 廃棄物の収集・運搬・処分

十山株式会社
社有林管理、酒類等の製造・加工・
販売・輸出入、娯楽・宿泊等の施設
運営・経営

商号 特種東海製紙株式会社

英文名 Tokushu Tokai Paper Co., Ltd．

事業内容 紙類等の製造・加工・販売および子会社
の経営管理等 

資本金 11,485,200,000円

事業年度 4月1日から翌年3月31日まで

上場証券取引所 東京証券取引所
市場第一部（コード：3708）

設立年月日 2007年4月2日 

本店 静岡県島田市向島町4379番地 

本社 東京都中央区八重洲2丁目4番地1号

事業所 三島工場、岐阜工場
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株主優待品のご案内

　当社は株主の皆様の格別なご高配に感謝するとともに、株
主優待を通じて個人を中心とした投資者層の拡大を図り、当
社グループの製品を通じてグループ事業にご理解を深めてい
ただくため、当社株式の保有数および保有期間に応じた株主
優待制度を導入しております。
　また、９月末日基準の株主様に贈呈しておりました「当社
特製カレンダー」は2019年９月末日時点の株主の皆様への
贈呈をもちまして廃止とさせていただきました。

株主メモ

事 業 年 度 4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会 6月
基 準 日 定時株主総会　3月31日

期末配当金　　3月31日
中間配当金　　9月30日

株主名簿管理人
特別口座の口座管理機関 三菱UFJ信託銀行株式会社

同 連 絡 先 三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
東京都府中市日鋼町1−1
電話 0120−232−711（通話料無料）
郵送先 〒137-8081
　　　 新東京郵便局私書箱第29号
　　　 三菱UFJ信託銀行株式会社  証券代行部
https://www.tr.mufg.jp/daikou/

（上記は、特別口座に記録された株式に関する各種お手続き先
ならびに郵送物等の発送と返戻、支払期間経過後の配当金お
よび株式事務に関する一般事項のご照会先となっておりま
す。ご登録住所等の変更手続きをされる場合は、お取引口座
のある証券会社等へお問い合わせください。 ）
公 告 方 法 当社ホームページ上に掲載します。

https://www.tt-paper.co.jp/
ただし、電子公告によることができない場合
は、日本経済新聞に掲載します。

単元未満株式買取りおよび買増し制度のご案内

単元未満株式（1〜99株）につきましては、証券取引所での売買
を行うことができませんが、当社では単元未満株式（1〜99株）
の買取りおよび買増し制度を実施しており、単元未満株式をご売
却またはご購入することができます。
単元未満株式買取り制度
株主様がご所有する単元未満株式を株主様のご請求により、当社
が買い取らせていただく制度です。
単元未満株式買増し制度
株主様がご所有する単元未満株式と合わせて1単元（100株）と
なるよう不足分の単元未満株式の買増しを当社にご請求いただく
制度です。
お手続きについて
買取り請求（ご売却）、買増し請求（ご購入）に関するご相談、お
問い合わせは、お取引の証券会社または上記の当社株主名簿管理人

（三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部）までお申し出ください。

タウパー・ポップペーパー
（㈱トライフ製品）

高級トイレットペーパー
6ロール×8パック

（特種東海エコロジー㈱製品）

トイレットペーパー
12ロール入り 8パック

（特種東海エコロジー㈱製品）

保有期間 保有株式数 優待内容

3年未満

300株未満 図書カード1,000円

300株以上
（選択制）

①タウパー・ポップペーパー
　（Ｍサイズ　200枚×12個）
②トイレットペーパー
　12ロール（105mm×27.5m ダブル）×8パック

3年以上

300株未満
（選択制）

①タウパー・ポップペーパー
　（Ｍサイズ　200枚×12個）
②トイレットペーパー
　12ロール（105mm×27.5m ダブル）×8パック

300株以上
（選択制）

①タウパー・ポップペーパー
　（Ｍサイズ　200枚×18個）
②高級トイレットペーパー
　6ロール（107mm×85m ダブル）×8パック

※保有期間と保有株式数は、当社株主名簿が基準となります。


