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会社説明資料



当時呼称「支那かばん」

創業から会社設立まで

明治１１年（1878年）大阪市で「箱小三」創業 高級桐箱製造

大正 ６年（1917年）「森田安商店」創立 木製衣装箱製造

創業140年



創業から会社設立まで

昭和２７年（1952年）「日本ケース株式会社（旧社名）」設立

段ボール製衣裳箱開発



昭和５８年 (1983年) 「ザ・パック株式会社」に社名変更

紙 袋

紙 器

段ボール

化成品

（ポリ・フィルム）



• 商 号： ザ・パック株式会社 （英文：THE PACK CORPORATION）

• 設 立： 1952年5月 （1991年9月上場： 2003年6月東証一部）

• 本社所在地： 大阪市東成区東小橋2-9-9
• 事業内容： ペーパーバッグ（紙袋）、フィルムパッケージ、印刷紙器、段ボール

製品の企画・製造・販売

• 資本金： 25億5,350万5,600円 （発行済株式数 19,900,000株）

• 役 員： 代表取締役社長 稲田 光男

他取締役11名(社外2名) 監査役 4名(社外2名)
• 従業員数： 連結1,228名（単体865名）

• ｸﾞﾙｰﾌﾟ企業： 連結子会社8社（国内、米国、中国）

• 取引銀行： 三菱ＵＦＪ銀行、三井住友銀行、三菱ＵＦＪ信託銀行、

三井住友信託銀行、みずほ銀行

• 大株主： 公財）森田記念福祉財団10.61％、ﾋﾞ-ﾋﾞ-ｴｲﾁ ﾌｫｰ ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ ﾛｰ- ﾌﾟﾗｲ

ｽﾄﾞ・ｽﾄｯｸ ﾌｧﾝﾄﾞ (ﾌﾟﾘﾝｼﾊﾟﾙ ｵｰﾙ ｾｸﾀｰ ｻﾌﾞﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ） 7.94％、

自社取引先持株会 6.70％、森田商事 5.17％、日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ

信託銀行（信託口4）4.40％

会社概要
（2018年12月末現在）

（株主数 7,057）



当社グループは、「人を大切にし、人を育てる経営」を

指針に、「どのような環境の変化にも対応し得る経営

体質」を目指し、また地球環境問題への取組みなど、

社会的責任を念頭に置きつつ、包装の総合企業体として

社会の発展と繁栄に貢献し、業績の向上に努めます。

「愛し、愛され」

■ 経営方針

社是・経営方針
■ 社是



ザ・パック グループ
（連結子会社８社）

本社（大阪） 大阪工場 奈良工場 東京工場 茨城工場

ザ･パックアメリカ（ＮＹ）

米国 連結子会社

東京本社ビル

（全事業所においてＩＳＯ９００１ 、ＩＳＯ１４００１認証取得済）

（2018年12月現在）

ザ･パック上海 ザ･パック常熟（工場）
国内連結子会社

(株)京浜特殊印刷 日幸印刷(株)  (株)ﾊﾟｯｸﾀｹﾔﾏ 西日本印刷工業(株) カンナル印刷(株)

オフセット印刷機 フレキソ印刷機 オフセット印刷機特殊オフセット輪転機

中国 連結子会社

紙器工場



海外子会社

米国

・ 1987年：ザ･パックアメリカコーポレーション設立

中国

・2003年：上海駐在事務所開設

・2006年：「特百嘉包装品貿易（上海）有限公司」 設立

・2007年：「特百嘉包装制品（常熟）有限公司」 設立



特百嘉包装制品（常熟）有限公司 工場移転 (2018年 2月)

１．移転の目的

機械設備の増設および生産量拡大

２．移転先

江蘇省常熟市沈家浜路１号

３． 規模

敷地面積：11,464㎡

建屋面積： 9,267㎡（現状 5,000㎡）

会社概要

（１）資本金 ３９０万米ドル

（２）設立年月 ２００７年８月

（３）事業内容 紙加工品の生産・加工・販売



パッケージラボ 東京 パッケージラボ 大阪

当社の強み（1）

 トータルパッケージのソリューションを提供

パッケージへの課題や潜在的なニーズを掘り起し、
情報、サービス、製品による解決策を提供

⇒ 積極的な提案営業

商品企画・設計・デザイン部門、包装資料館
⇒ コンサルティング



高松営業所

四国支社

直販営業体制



当社グループ

製 品

当社の強み（2）

全国各地の直販営業体制

紙袋工場 紙器工場 段ボール工場化成品工場

 製販物一貫体制

全国各地の顧客

製 造

販 売

物 流

印刷工場



マークは FSC®-CoC認証取得を表しています。

ザ・パック（FSC-C020517）、パックタケヤマ（FSC-C134115）、京浜特殊印刷（FSC-C134213）、西日本印刷工業（FSC-C134312）、カンナル印刷（FSC-C122620)

サプライチェーン体制

関関 東東
中中 部部

関関 西西

九九 州州

茨城工場

大阪工場 奈良工場

FSC®-CoC FSC®-CoC

東京工場

FSC®-CoC

パックタケヤマ

愛知県

FSC®-CoC

京浜特殊印刷

神奈川県

FSC®-CoC

西日本印刷工業

福岡県
FSC®-CoC

カンナル印刷

大阪府

日幸印刷

大阪府

FSC®-CoC

FSC®-CoC



 幅広い顧客層

取引社数 約１４,０００社

百貨店・量販店・一般小売・コンビニエンスストア・

ファーストフード・アパレル・食品・家電メーカー・通販・・・

⇒特定の業界不況の影響を受けにくい顧客基盤

当社の強み（3）



 ＩＴを駆使した顧客とのネットワーク

・PAS（The Pack Assortment Service）システム

お客様とネットワークを結び、包装資材

や備品の在庫管理から納品・予算管理ま

でを一括で請け負う アウトソーシング

サービス

⇒一括納品による物流の合理化でCO2

削減にも貢献

当社の強み（4）

お客様の発注業務を合理化するｗｅｂ

発注パッケージ（Ｐａｃｋ－Ｗｅｂ）も提供

包装用品

事務用品

備 品



CSR活動

つつみちゃんほうそうくん

ザ・パック ＰＲキャラクター



環境対応原紙等

（バガス等）

環境対応素材

（バイオロープ等）

原紙メーカー

素材メーカー

環境配慮商品

基金

基
金

ボランティア

ボランティア

基金NPO法人

地球と未来の
環境基金

全国の植林及び
森林保全活動

顧
客

環境配慮商品の販売額の一部をフォレスト環境基金に拠出しています。

当社社員だけでなく、ＮＰＯ法人と協働でお客様や一般の方にも森林保全活動

に参加していただいています。

1993年にスタートし､これまでの拠出金額は累計で１億４千万円を超えています。



森林保全活動地
１号地 2001年 ５月植樹開始 岩手県 西和賀町

２号地 2002年 ３月植樹開始 奈良県 吉野町

３号地 2003年10月植樹開始 沖縄県 恩納村

４号地 2004年11月調印式 広島県 竹原市

５号地 2009年 ２月植樹開始 千葉県 君津市

６号地 2009年 ５月調印式 大阪府 高槻市

７号地 2012年 ３月植樹開始 埼玉県 日高市

８号地 2016年 ４月調印式 大阪府 四條畷市

植 樹 本 数 ２０,４６５本

参 加 者 合 計 ６,７３２人

植 樹 面 積 ２１.８ ha

年間 CO2 吸収量 １３２.７ｔ

大阪府、四條畷市、大阪府森林組合との
調印式での記念撮影風景

（大阪府議員会館）

集合写真 （大阪府 四條畷市）活動風景 （2018年12月末）



「環境教育」の一環として、東大阪市と協同で

「もの作り体験教室」を実施しています。

「紙袋つくり」と「葉書作り」を小学校で、

実施しています。

小学校での環境教育



社員の自主的な参加により、社会貢献のモチベーションを

高めて、個人の能力開発を援助しています。

社員一人ひとりが身近な活動に参加することで、地域社会

とつながり、地域貢献ができる仕組みづくりをしています。

・事業所周辺の清掃作業

・出張 紙すき教室

・児童書の贈呈 等

地域貢献活動

生野聴覚支援学校への児童書贈呈 東京工場周辺清掃

老人福祉センターでの紙すき教室

伊師浜海岸での清掃活動


