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1.0	｜	「マネジメント編」について

1.0	「マネジメント編」について

「富士フイルムホールディングス	サステナビリティレポート2020	マネジメント編」は企業が社会から取り組みを期待されている各項目
において、当社の考え方や各項目に関する推進体制、活動概要・実績を、より端的に分かりやすく示すために、「ガバナンス」「環境的側面」
「社会的側面」のESG視点で基礎的な実績を中心に掲載しています。

マネジメント編全文はこちらをご覧ください。　 https://holdings.fujifilm.com/ja/sustainability/data

一方、当社の関わる各種CSR課題の中でも重要度の高い項目をマテリアリティとして設定したうえでCSR計画「Sustainable	Value	
Plan2030」を立案し、これに沿って活動を進めています。別途発行する「富士フイルムホールディングス	サステナビリティレポート
2020	SVPストーリー編」では、2019年度の活動を中心にこの進捗を記載しますので、そちらも合わせてご覧ください。

●レポートの報告対象期間
パフォーマンスデータの集計期間は、2019年度（2019年4月〜2020年3月）です。活動内容は2020年度も含め、できるだけ最新の
動向をお伝えしています。

●レポートの報告対象組織
富士フイルムグループ（富士フイルムホールディングス、及び傘下の全連結対象会社）

連結対象会社　 https://holdings.fujifilm.com/ja/about/affiliates

●発行時期（マネジメント編）
2020年8月（次回：2021年7月予定、前回：2019年7月）

●参考にしたガイドライン
・	環境省「環境報告ガイドライン（2018年版）」
・	GR「I	サステナビリティ・レポーティング・スタンダード」
・	SASB「Sustainability	Accounting	Board」
・	環境省「環境会計ガイドライン（2005年版）」
・	ISO26000「社会的責任に関する手引」

●レポートの記載に関する補足
・		「従業員」という記載は、管理職、一般社員、パートなどを含めすべての従業員を指します。「社員」という記載は、正社員を指します。ま
た、報告の正確さを期すため、正社員と非正社員（臨時従業員、パートなど）という記載を必要な箇所に使用しています。
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1.1	富士フイルムグループ概要

富士フイルムグループは、「銀塩写真」で培った技術力を生かし、幅広い事業を行っています。事業を支える基礎となる基盤技術と持続
的に競争優位性を築くための核となる独自のコア技術を磨き、それらを組み合わせることで様々な製品・サービスを提供しています。
2014年の創立80周年には、当社が社会に価値ある革新的な「製品」「技術」「サービス」を生み出し続け、お客様の明日のビジネスや生
活の可能性を拡げるチカラになるというコーポレートスローガン「Value	from	Innovation」を制定しました。
富士フイルムグループは、自社の事業や技術力によって、「Value	 from	Innovation」の精神で社会課題解決に向けた、新しい価値を
提供し続けています。

持株会社 富士フイルムホールディングス株式会社 

会社名	 ：	富士フイルムホールディングス株式会社
代表者	 ：	古森	重隆
本社所在地	 ：	東京都港区赤坂9丁目7番3号（東京ミッドタウン）
設立	 ：	1934年1月20日
資本金	 ：	40,363百万円（2020年3月31日現在）
従業員数	 ：	228名（2020年3月31日現在）
連結正社員数	 ：	73,906名（2020年3月31日現在）
連結子会社数		：	317社（2020年3月31日現在）

2019年度 地域別連結正社員構成比 　（2020年3月31日現在）

日本 米州 欧州 アジア他

49％ 9％ 7％ 35％

富士フイルムグループの組織構造

シェアードサービス会社事業会社

持株会社 富士フイルムホールディングス株式会社

富士フイルム株式会社

関係会社

富士ゼロックス株式会社

関係会社

富士フイルムビジネス
エキスパート株式会社

富士フイルムシステムズ
株式会社

富士フイルム知財情報
リサーチ株式会社

100％ 100％ 100％ 100％ 100％

富士フイルムホールディングス連結子会社は、こちらをご覧ください。　 https://holdings.fujifilm.com/ja/about/affiliates

連結売上高/連結営業利益 単位：億円

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

連結売上高 24,604 23,222 24,334 24,315 23,151

連結営業利益 1,806 1,723 1,233 2,098 1,866
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2019年度 仕向地別連結売上高構成比

日本 米国 欧州 アジア他

43％ 18％ 13％ 26％

2019年度 事業セグメント別連結売上高構成比

イメージングソリューション ヘルスケア&マテリアルズソリューション ドキュメントソリューション

14％ 42％ 44％

イメージング ソリューション

フォトイメージング 光学・電子映像

2019年度事業別売上構成比 69％ 31％

 単位：億円

2017年度 2018年度 2019年度

連結売上高※ 3,830 3,869 3,326

連結営業利益 558 511 251

ヘルスケア&マテリアルズ ソリューション

ヘルスケア
グラフィック
システム/

インクジェット

産業機材/
電子材料/

ファインケミカル
ディスプレイ

材料 記録メディア その他

2019年度事業別売上構成比 49％ 21％ 17％ 8％ 4％ 1％

 単位：億円

2017年度 2018年度 2019年度

連結売上高※ 10,026 10,390 10,242

連結営業利益 914 976 924

ドキュメント ソリューション

オフィスプロダクト&
プリンター ソリューションサービス プロダクションサービス その他

2019年度事業別売上構成比 55％ 29％ 12％ 4％

 単位：億円

2017年度 2018年度 2019年度

連結売上高※ 10,478 10,056 9,583

連結営業利益 84 964 1,050

※2017年度の業績は、米国会計基準の変更に伴い、期間年金費用及び期間退職後給付費用の表示区分の変更を遡及適用しています。
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1.2	CSRマネジメント

1.2.1	基本的な考え方
富士フイルムグループの創業の原点といえる写真フィルムは、製造時に「大量の清浄な水と空気」が不可欠であり、撮影前に試すこと
ができない「信頼を買っていただく商品」です。そのため、環境保全、ステークホルダーからの信頼は当社ビジネスにとっての大前提と
いう考え方が、事業活動の根底にあります。これが富士フイルムのCSR（企業の社会的責任）の原点であり、DNAとなっています。

1.2.2	富士フイルムグループの理念体系と各種方針
富士フイルムグループは、持ち株会社体制となった2006年にグループとしての企業理念とビジョンを制定しました。オープン、フェア、
クリアな企業風土と先進・独自の技術により、最高品質の商品・サービスを提供することで、社会の発展、健康増進、環境保全、人々の
生活の質の向上に貢献することを目指しており、企業理念を実践し、ビジョンを達成するために、企業行動憲章、行動規範を制定し、す
べての従業員に徹底しています。また、富士フイルムグループのすべての従業員が日々の業務の中でCSRを意識し実践できるように、
CSR	の考え方を明確にしています。さらに、7つの方針（環境、社会貢献、生物多様性、調達、品質、労働安全衛生、安全保障輸出管理
方針）を制定、2018年には人権尊重の姿勢をより明確化した人権声明を制定し、活動を推進しています。
近年、富士フイルムグループにおけるヘルスケア事業の販売量と重要性が高まっています。ヘルスケア事業の推進においては、企業は
法令を順守するだけでなく、より高い倫理性と透明性をもって公正に事業活動を行うことが求められています。富士フイルムグループで
は、こうした社会要請に応えるため、2020年7月に「富士フイルムグループグローバルヘルスケア行動規範」を制定し、富士フイルムグ
ループ行動規範に加え、ヘルスケア事業に携わる役員・従業員が適切な事業活動を推進するために順守すべき事項を定めています。

CSRの考え方

　富士フイルムグループの考えるCSRとは、誠実かつ公正な事業活動を通じて企業理念を実践することにより、社会の持続可能
な発展に貢献することです。

わたしたちは、経済的・法的責任を果たすことはもとより、
1.	 グローバル及び地域の様々な環境・社会課題を認識し、事業活動を通してその解決に向けた価値を提供していきます。
2.	 私たちの事業プロセスが環境・社会に与える影響を常に評価し、その継続的な改善を進めるとともに、社会にポジティブな影
響を広めていきます。

3.	 ステークホルダーとのコミュニケーションを通して、社会の要請や期待に適切に応えているか、私たちの活動を常に見直して
いきます。

4.	 積極的に情報開示を進め、企業の透明性を高めます。

富士フイルムグループ企業理念・ビジョン 全文 https://holdings.fujifilm.com/ja/about/philosophy#
富士フイルムグループ企業行動憲章 全文 https://holdings.fujifilm.com/ja/about/philosophy/conduct#
富士フイルムグループ行動規範 全文 https://holdings.fujifilm.com/ja/about/philosophy/law#
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概説
1.2	｜	CSRマネジメント

富士フイルムグループ 企業理念・ビジョン

富士フイルムグループ 企業行動憲章・行動規範
富士フイルムグループ グローバルヘルスケア行動規範

CSR関連方針

社会貢献方針
2019年4月改定

調達方針
2020年4月改定

調達における
お取引先へのお願い

労働安全衛生・健康推進方針
2019年4月改定

安全保障輸出管理方針
2015年5月制定

生物多様性方針
2019年4月改定

グリーン・ポリシー（環境方針）
2019年4月改定

品質方針
2019年4月改定

富士フイルムグループのCSRの考え方 人権声明

1.2.3	CSRマネジメントの体制
1. 富士フイルムグループのCSR推進体制
富士フイルムホールディングス社長を委員長とするESG委員会（2019年6月にCSR委員会から改組）を設置し、グループのCSR活動に
関する重要事項について意思決定を行っています。ESG委員会事務局である富士フイルムホールディングスのESG推進部門は、富士
フイルムグループのCSR経営を徹底させる役割を担当しており、グループ全体の重点課題の提案、社外への情報開示、ステークホル
ダーとのコミュニケーションのほかグループ各社のCSR活動の支援、進捗管理、内部通報窓口の運営を行っています。

● ESG委員会事務局
● 全グループの活動推進

　・CSRガバナンスの全グループ適用
（ESG委員会決定の方針、戦略目的の展開）

　・ESG委員会決定の重点課題・施策の展開と進捗管理
　・各社のCSR活動の支援（情報の収集と分析評価）
　・社会への情報開示とステークホルダーとの対話

● 全グループ向け相談窓口の運営

【富士フイルムホールディングス ESG推進部の役割】

活動に伴う
● CSR活動計画の策定と実施
● コンプライアンスの徹底、リスクマネジメントの実施
● ステークホルダーとのコミュニケーションの推進
● 富士フイルムホールディングスESG委員会へのCSR活動報告

【各社ESG推進部門の役割】

事業会社

富士フイルムホールディングス株式会社

各社 ESG推進部門（富士フイルムホールディングス傘下のシェアード会社含む）

富士フイルム株式会社 富士ゼロックス株式会社

ESG委員会
富士フイルムグループのCSR活動に関する重要事項の審議及び決定

委員長：富士フイルムホールディングス 社長
事務局：富士フイルムホールディングス ESG推進部

2. マネジメントシステムの活用
富士フイルムグループは持株会社制になった翌年の2007年から、中期経営計画と合わせて、中期CSR計画を立案してきました。それ以
降毎年、年度の進捗状況をサステナビリティレポートなどで情報開示し、社内外のご意見も参考にしながら、都度レビューを行うとともに、
次期中期経営計画の立案に合わせて3年ごとに総括を行い、新たな中期CSR計画の立案へとつなげてきました。それぞれの中期CSR計
画は富士フイルムホールディングス社長を委員長とするESG委員会（2019年6月にCSR委員会から改組）にて審議・承認されています。
2016年にはそれまでの3年ごとの中期CSR計画の立案方針を改め、長期CSR目標「Sustainable	Value	Plan	2030(SVP2030)」を
発表しました。SVP2030は2030年を目指した長期目標ですが、従来通り、中期経営計画の立案に合わせて3年ごとに総括と見直しを
行うことを基本とし、さらに事業の方向性に大きな変化が生じたときなど、必要に応じて適宜見直しを行っていく予定です。
（環境のマネジメント体制については、「3.1.2	環境方針・マネジメントシステム」もご覧ください）

8FUJIFILM Holdings Corporation Management Report 2020



概説
1.2	｜	CSRマネジメント

1.2.4	CSR計画立案の背景と重点課題（マテリアリティ）策定プロセス
1. 社会的背景と考え方
昨今、持続可能な開発目標（SDGs※1）やパリ協定※2など、社会課題解決を目指した国際的な長期目標が相次いで発表されています。
その中で、持続可能な社会を実現するための社会課題解決のプレーヤーとして、企業への期待がますます高まっています。CSR計画
「Sustainable	Value	Plan	2030（SVP2030）」では、こうした背景から、SDGsやパリ協定など、グローバルな社会課題解決に向け
た目標達成への貢献を目指し、2030年度をターゲットとした長期目標を設定しています。
SVP2030で設定した長期目標は、事業活動を起点に考える従来の「インサイドアウト」と、「社会課題」を起点に、事業のあるべき姿・製
品・サービスを考えていくという「アウトサイドイン」という2つの視点から生まれました。製品・サービス（＝アウトプット※3）の先にある
富士フイルムグループの持続可能な社会への貢献（＝アウトカム※4）を形にしたのがSVP2030であり、自社グループの成長と社会課
題解決をともに成し遂げることが最終的な目標です。
富士フイルムグループはSVP2030の目標達成に向けて、社会の変革をリードする製品・サービス・技術開発により新たな価値を創出
することで、今後も社会課題の解決により一層貢献すると同時に、企業価値向上を図っていきます。

※1	 SDGs（Sustainable	Development	Goals）：2015年に国連総会で採択された、2030年までに国際社会が社会課題として取り組むべき持続可能な開発
目標。貧困、不平等・不正義の是正、健康、教育、働きがい、気候・環境など17の目標と169のターゲットが定められている

※2	パリ協定：2015年にパリで開催された第21回気候変動枠組条約締約国会議（COP21）で採択された、気候変動抑制に関する多国間の国際的な合意協定。
地球の気温上昇を産業革命前から2℃未満に抑えることが掲げられている

※3	アウトプット（Output）：組織や事業の活動がもたらす製品、サービスなど
※4	アウトカム（Outcome）：組織や事業のアウトプットが社会にもたらす変化、便益、学びその他効果

2. 中・長期CSR計画・目標の推移
富士フイルムホールディングスにおける中期CSR計画は、持ち株会社制になった翌年の2007年、ガバナンスやコンプライアンスを徹底
することから始まり、2017年には2030年を目標とした長期目標「Sustainable	Value	Plan	2030(SVP2030)」の発表に至りました。

2007-2009年度
第1回中期CSR計画

2010-2013年度
第2回中期CSR計画

維持・強化
2014-2016年度

第3回中期CSR計画
SVP2016

● ガバナンス・コンプライアンス
の徹底

● 環境・社会に与える負荷の低減

法令順守を中心に企業市民とし
ての責任を果たす

● バリューチェーン・ライフサイク
ル・ワールドワイドの視点

グローバル企業として視点を拡大

● 事業活動を通して、社会課題
の解決を積極的に目指す

世の中の社会課題の解決を事業成
長の機会ととらえ全社で取り組む

● 「事業を通じた社会課題の解決」と
「事業活動における社会への負荷軽
減」の両面から継続して取り組む

社会課題解決に向け、グローバル企業とし
て貢献できることを長期視点でとらえ、目
指す姿を明示する

2017-2030年度
SVP2030

3. 重点課題（マテリアリティ）の策定プロセス

【STEP1】基本方針の明確化
SVP2016におけるCSR活動を振り返るとともに、気候変動への対応等、世界的な潮流を踏まえ、SVP2030で重点的に取り組むべき
課題を導き出しました。結果として、SVP2016で取り組んだ「社会課題の解決を事業成長の機会ととらえ全社で取り組む」という視点
をさらに進化させ、「社会課題解決に向け、グローバル企業として貢献できることを長期視点でとらえ、目指す姿を明示する」ことを、基
本的な方針としました。

【STEP2】事業戦略を踏まえた社会課題の抽出
社会課題抽出にあたっては、グローバルスタンダードのISO26000やGRIガイドライン／スタンダードから約130項目、パリ協定の目標
やSDGsの169ターゲットなど、長期視点で取り組むべき観点を加え、網羅的に約300項目をリストアップしました。また、すべての事業
部が保有、開発している製品、技術、サービスが社会課題解決に貢献する可能性を検討し、関連する社会課題もリストアップしました。

https://www.fujifilmholdings.com/ja/sustainability/svp2017/process/pack/pdf/main_CSR_Issue_ja.pdf
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概説
1.2	｜	CSRマネジメント

【STEP3】重要性評価
重要性の評価においては、「事業活動により生じる負荷の軽減／配慮」と、「事業を通じた社会課題の解決」の両面からアプローチしま
した。
①事業活動により生じる負荷の軽減／配慮
自社の重要性は当社が評価し、社会の関心・要望は社会の声の代表としてCSR有識者の（株）イースクエアに評価いただいた上で、優
先課題（右上）の項目を洗い出し、重点課題としました。

5

4

3

2

1

1 2 3 4 5

社
会
の
関
心・要
請

●

●

●●●●
● ●●

●

● ● ● ●
● ● ●

● ●

●
● ● ●

●

● ●
●

●
●●

富士フイルムグループにとっての重要性

●

●

●

● ● ●
● ●

●
●

●
●

●
●

●
●

●

●
●

●

●
●
●●

● マテリアリティ（重点課題）：
地球温暖化、資源循環、製品・化学物質の管理（以上環境）
働き方（健康）
多様な人の活用と育成
バリューチェーンでの取り組み 
ガバナンス
コンプライアンス・リスク管理

②事業を通じた社会課題の解決
事業部の現在、及び将来の技術、製品、サービスに対して、当社が解決に貢献できそうな社会課題を洗い出し、マトリックスの表に落と
し込み、「事業」「社会課題」双方にとって影響の大きい（●の数が多い）課題を重点課題としました。

社会課題 事業 メディカル 医薬品 高機能材料 ドキュメント ・・・・

エネルギー問題 ●●● ●●

地球温暖化 ● ●●●●● ●●●●

資源枯渇 ● ●●

疾病の早期発見 ●●●●● ●●●

コミュニケーションの促進 ●●● ●●●●

コミュニティ形成 ● ●●

医師負担の軽減 ●●

… ●● ●

マテリアリティ（重点課題）：
地球温暖化
資源循環
アンメットメディカルニーズ
医療アクセスの向上
安全安心なまちづくり
心の豊かさ
働きがいにつながる働き方…

さらに、上記①、②で抽出した社内課題につき当社が環境や社会に影響を与えると思われる内容について整理するため、SDGsコンパ
スを参考に、特にグローバルでの喫緊の課題である「環境」分野につき、環境・社会負荷（リスク）と機会（オポチュニティ）をマッピングし
ました。

バリューチェーン全体にわたる事業プロセスにおける影響の検討（例：環境）

※SDGコンパスを参考に、事業プロセスにおける負の影響と事業を通じた社会貢献の正の影響の両面から重点課題を検討

調達 R&D・製造

正
の
影
響（
貢
献
）

負
の
影
響（
負
荷
）

輸送 お客様使用時 廃棄・回収

資源回収（再資源化）

有価物化

再資源化ノウハウ

その他環境・社会課題関連製品

CO2削減製品

水使用削減製品

環境配慮設計

環境対応ノウハウ（LC全体）

焼却時のCO2排出

廃液の処理（回収）使用時の投入排水製造時の投入排水

輸送時のCO2排出原材料（AL）のCO2排出 生産、研究開発時のCO2排出 使用時の電力（CO2排出）

化学物質（管理）

大気汚染物質排出
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概説
1.2	｜	CSRマネジメント

【STEP4】計画立案とレビュー・承認
ステップ3で抽出された重点課題を重点分野に分類して分かりやすくするとともに、具体的な活動に移れるよう、各課題を推進する事
業会社の関連事業部と事業課題とのすり合わせと、進捗を図る指標を検討するなど、2030年度に向けた目標設定を行いました。また、
地球規模の環境課題については2030年に向けた数値目標を設定しました。SVP2030の重点課題は、富士フイルムホールディングス
社長を委員長とするCSR委員会（現ESG委員会）にて審議、確定し、全社方針として取り組んでいます。
2019年度は当初、中期経営計画VISION2019の最終年度であったため（次期中期経営計画はコロナウィルス影響により、当面発表延
期）、VISION2019の振り返りや直近の世界的な潮流も踏まえて、2017年に策定したCSR計画SVP2030の以下3つの視点を点検し
ました。その結果、以下の3点を踏まえ、「社会課題解決に向け、グローバル企業として貢献できることを長期視点でとらえ、目指す姿を
明示する」という基本方針を継続することとしました。
●	 長期目標（2030年）の設定
●	 地球規模の環境課題は数値目標を明示して取り組む
●	「事業を通じた社会課題の解決」（環境・社会への貢献）と「事業プロセスにおける環境・社会への配慮」（環境・社会への負荷最小化）
の両面を考慮した重点分野に取り組む

今後もSVP2030の達成に向けて、中期経営計画を立案する3年ごとに見直し、PDCAサイクルを回しながら全社一丸となって活動し
ていきます。

Sustainable Value Plan 2030

重点分野 重点課題（キーワード） 事業を通じた
社会課題の解決

事業プロセスにおける
環境・社会への配慮 主な関連事業／関係者

環境

1.気候変動への対応
2.資源循環
3.エネルギー問題
4.化学物質の安全確保

●
●
●
●

●
●

●

全社（特に工場、高機能材料事業）
全社（特に工場、高機能材料事業）
全社（特に高機能材料事業）
全社（特に工場、高機能材料事業）

健康

1.アンメットメディカルニーズ
2.アクセス向上
3.疾病の早期発見
4.健康増進
5.健康経営

●
●
●
●

●

ヘルスケア事業
ヘルスケア事業
ヘルスケア事業
ヘルスケア事業
（社内）

生活 1.安全、安心な社会づくり
2.心の豊かさ

●
●

高機能材料
イメージング事業

働き方 1.働きがい
2.多様な人材

● ●
●

ドキュメント事業
（社内）

サプライチェーン 全般にわたり強化 サプライヤー（＋グループ全社）

ガバナンス オープン、フェア、クリアな企業風土 グループ全社（＋サプライヤー）
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概説
1.2	｜	CSRマネジメント

SVP2030で示したマテリアリティ項目の主な進捗

重点分野 重点課題 2019年度 主な目標
※下記はすべて2030年度に向けた目標 2019年度 主な活動

環境

1. 気候変動への対応
2. 資源循環の促進
3. 脱炭素社会の実現を目指した

エネルギー問題への対応
4. 製品・化学物質の安全確保

●	2030年までに2013年度比CO2排
出45％減

●	2030年度までに社会でのCO2排出
90百万トン削減に貢献

●	化学物質による人・環境への悪影響
を最小化

●	TCFDへの賛同、RE100に加盟
●	社内の環境配慮設計基準「Green	
Value	Products」認定制度で新たに
ソリューションサービスを認定（16製
品）

●	CDP気候変動Aリストに初認定
●	化学物質に関する2030年目標の立案

健康

1. アンメットメディカルニーズ 
への対応

2. 医療サービスへのアクセス向上
3. 疾病の早期発見への貢献
4. 健康増進、美への貢献
5. 健康経営の推進

●	新たな治療ソリューションの開発/ア
クセス向上

●	医療従事者の負担を軽減するAI/
IoTを活用したサービス拡大・普及

●	従業員の活力を維持する健康経営
の推進

●	表皮水疱症向け再生医療製品の保険
適用

●	京都大学と共同でAI技術を用いた間
質性肺炎の診断支援技術の開発成功

●	A I技術を活用し、診断を支援する
AIプラットフォーム「SYNAPSE	 SAI	
viewer」販売開始

●	富士フイルムグループ健康経営宣言
公表

生活

1. 安全、安心な社会づくりへの
貢献

2. 心の豊かさ、人々のつながり
への貢献

●	アーカイブデータのテープ保存率
100%を目指す

●	思い出をカタチにした写真を楽しむ
機会の提供

●	従来比2倍の最大記録容量30TBを実
現した磁気テープストレージメディア
の発売

●	Fujifilmグローバル写真展をアフリカ
他8カ国で開催し、全世界で11万点の
作品を展示

働き方
1. 働きがいにつながる環境づくり
2. 多様な人材の育成と活用

●	お客様の働き方変革の支援
●	女性役職者比率向上

●	ビジネスパーソンのテレワーク
を支援する個室型ワークスペース
「CocoDesk」を提供開始
●	女性役職者比率向上(2018年度
13.9%	→	2019年度14.5%)

サプライチェーン
環境・倫理・人権等のCSR基盤を
サプライチェーン全般にわたり
強化する

●	持続可能な調達の推進
●	「調達におけるお取引先へのお願い」
を、国内外の調達先に再周知し、うち
398社から受領書を回収

ガバナンス
オープン、フェア、クリアな
企業風土のさらなる浸透により、
ガバナンス体制を改善・堅持する

●	グローバルでコンプライアンス意識
向上とリスクマネジメントの強化

●	日本国内でハラスメント意識調査実施
●	企業行動憲章・行動規範の改定
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概説

FUJIFILM
Sustainable Value Plan 2030

サステナブル社会の実現

Value from Innovation

事 業 領 域

ドキュメント
ソリューション

ヘルスケア＆
マテリアルズ

ソリューション

イメージング
ソリューション

企 業 規 範
企業理念・ビジョン・行動規範

生活

環境

健康

働き方

サプライチェーン

ガバナンス

1.2	｜	CSRマネジメント

1.2.5		富士フイルムグループCSR計画		
Sustainable	Value	Plan	2030	
(SVP2030)

富士フイルムグループは、2017年8月にCSR計画
「Sustainable	Value	Plan2030（SVP2030）」を発表しま
した。これまでの中期CSR計画と違い、2030年度をゴール
とする長期目標を策定した点が大きな特徴であり、富士フイ
ルムグループが持続的に発展していくための経営の根幹を
なす計画です。
富士フイルムグループはSVP2030の下、革新的製品・技術・
サービスの提供などで、事業活動を通じた社会課題の解決に
より一層取り組み、サステナブル社会の実現にさらに貢献す
る企業を目指します。

環境

生活

健康

働き方

サプライチェーン

ガバナンス

事業活動の基盤

 富士フイルムグループ
が貢献する

SDGsの目標

環境・倫理・人権等のCSR基盤をサプライチェーン全体にわたり強化する

オープン、フェア、クリアな企業風土のさらなる浸透により、ガバナンス体制を改善・堅持する

事業を通じた
社会課題の解決

事業プロセスにおける
環境・社会への配慮

貢献（機会） 負荷（リスク）

1. 気候変動への対応
2. 資源循環の促進
3. 脱炭素社会の実現を目指した

エネルギー問題への対応
4. 製品・化学物質の安全確保

1. アンメットメディカルニーズへの対応
2. 医療サービスへのアクセス向上
3. 疾病の早期発見への貢献
4. 健康増進、美への貢献
5. 健康経営の推進

1. 安全、安心な社会づくりへの貢献
2. 心の豊かさ、人々のつながりへの貢献

1. 働きがいにつながる環境づくり
 （ソリューション・サービス提供）
2. 多様な人材の育成と活用

●
●
●

●

●
●
●
●

●
●

●

●
●

●

●（従業員）

●（従業員）

●（従業員）

SVP2030 重点分野／重点課題（マテリアリティ）
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概説
1.2	｜	CSRマネジメント

CSR計画と経営計画の関係性
SVP2030は、SDGsに沿った持続可能な社会の実現に貢献するための2030年に向けた目標であり、中期経営計画VISION2019は、
その目標達成のための具体的な事業戦略を示したものです。

SVP2030の重点項目のうち、特に事業とのつながりが深いテーマ

項目 CSR重点課題1 CSR重点課題2 CSR重点課題3

マテリアル
イシュー

製品・サービスを通じて人々の「健康」・
「生活」・「環境」・「働き方」に関する社
会課題解決に貢献（SVP2030の「環境」
「健康」「生活」「働き方」の4分野にお
ける社会課題への影響に関する課題）

事業プロセスにおける環境対応
（SVP2030「環境」分野の自社操業に
関する課題）

多様な人材の育成と活用
（SVP2030「働き方」分野重点課題（２））

事業との
関連性

（SVP2030の「環境」「健康」「生活」「働
き方」の4分野において）医療サービス
へのアクセス向上/疾病の早期発見/
アンメットメディカルニーズへの対応
/健康増進などの社会課題解決に、事
業を通じて貢献することは、当社中期
経営計画VISION2019の重点事業領
域と重なり、当社の成長につながる

操業における環境対応（省エネ活動）
は、省コストとして利益の向上に貢献
する。また、化学・電気・機械工業会社
として環境対応を確実に行うことは、
操業の安定・継続のための必須条件
であり、当社の社会的評価を高めるこ
とにもなる

多岐にわたる事業をグローバルで展
開する基盤は現場の人である。自社及
びサプライチェーンの従業員の多様
性や働きやすさを高めることが従業員
の定着率やモチベーション向上につな
がり、企業成長の根幹になる。またそ
のノウハウが、働き方変革として外部
へ提供するサービスにもなっていく

事業への影響 売上、利益 コスト、リスク リスク、売上、利益

事業戦略

●	新興国をも併せて、成長領域である
医療IT・内視鏡・超音波診断装置の
売上を成長させるとともに、当社技
術を生かして差別化した機能性製品
のラインアップを拡充

●	自社の高い基盤技術・コア技術と社
外との価値共創に基づく画期的な新
製品の投入を加速し、環境課題解決
に貢献

●	省エネ活動で省コスト体質による利
益の最大化に寄与

●	Work	Style	 Innovation活動の推
進により、多様な社員が能力を発揮
できる会社を実現

長期的目標
／指標

【健康】
中期経営計画VISION2019でヘルス
ケア事業売上を2016年度比+30％
【環境】
（長期CSR計画）
●	2030年度までに9,000万トンの
CO2削減に貢献する

中期経営計画VISION2019で高機能
材料事業売上を2016年度比+20％
（中期CSR計画）
●	2025年度までにライフサイクル
全体のCO2排出量を2013年度比
35％削減

●	2025年までにグループ全体の水投
入量を2013年度比20％削減

（長期CSR計画）
●	2030年度までにライフサイクル
全体のCO2排出量を2013年度比
45％削減

●	2030年度までにグループ全体の水
投入量を2013年度比30％削減

●	女性の活躍促進
	 役職者に占める女性の比率
	（富士フイルムグループ）	
2030年度までに25％
	（国内富士フイルムグループ）	
2030年度までに15％

目標年度 2030年度 2030年度 2030年度

役員報酬
COOである社長及び関連部門を管掌
する役員の報酬決定に用いられる

COOである社長及び関連部門管掌
役員、CSR管掌役員の報酬決定に用い
られる

人事及びCSR管掌役員の報酬決定に
用いられる
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1.2	｜	CSRマネジメント

1.2.6	ステークホルダーとのコミュニケーション
企業は様々なステークホルダーと関わりながら活動を行っているため、それぞ
れのご意見や期待を受け止めることが重要です。
富士フイルムグループでは、適切に情報を開示するとともに、事業活動がス
テークホルダーの皆様の要請や期待に応えているかを、様々な機会を通じて検
証し、活動に反映させています。また、CSR活動推進にもステークホルダーの
皆様のご意見を反映させるため、サステナビリティレポートでのレビューを行っ
ています。
活動全体に関するご意見に加え、「環境」「働き方」などの重点課題に関しては、
社外の方にレポート原稿とともに個別に活動内容を説明し、評価やアドバイス
をいただいています。自社の振り返りに加えて、社外の方からご意見をいただ
くことで、活動を見直すよい機会となっています。

富士フイルムグループのステークホルダーコミュニケーション

主なステークホルダー 主な責任と課題 コミュニケーション手段 頻度

お客様

デジタルカメラ、化粧品からオフィ
スプリンター、メディカルシステ
ム、医薬品、高機能材料、印刷用
機器・材料など幅広い商品群を持
ち、ほぼ全世界で事業展開する富
士フイルムグループのお客様は、
個人、企業、官公庁など多岐にわ
たります。

●	商品の安全性、品質の確保
●	環境配慮設計
●	適切な商品・サービスの
情報の提供

●	お客様満足度の向上
●	お客様への対応・サポート

●	カスタマー・センター（お問い合わせ窓口） ●	日常的
●	ユーザビリティ評価会、モニター調査 ●	随時
●	顧客満足度調査 ●	随時
●	商品購入者アンケート ●	日常的
●	ショールーム、展示会 ●	随時
●	セミナーの開催 ●	随時
●	ウェブサイト、ソーシャルメディア ●	随時

従業員

富士フイルムグループで働く従業
員は、317社、約7.3万人。構成比
は、国内49％、米州9％、欧州7％、
アジア35％で、世界各地で活躍し
ています。（2020年3月末）

●	労働安全衛生の確保
●	人権の尊重
●	人材の育成と活用
●	多様性の尊重

●	経営トップとの語り合いの場 ●	随時
●	人事部窓口、人事部面談 ●	日常的／随時
●	コンプライアンス・セクハラ・ヘルプライン ●	日常的
●	労働組合と会社の定例会／安全衛生委員会 ●	随時
●	社内報、イントラネット ●	日常的

株主・
投資家

富士フイルムホールディングスの株
主数は135,049名。機関投資家及
び海外からの投資比率が高いことが
特徴です。持株比率は日本の金融機
関が32.9%、外国法人などが27.2%
となっています。（2020年3月末）

●	企業価値の維持、増大
●	適正な利益還元
●	適時、適切な情報の開示
●	社会的責任投資（SRI）へ
の対応

●	株主総会／決算説明会／投資家向け説明会 ●	年1回/年4回/随時
●	IRカンファレンス／個別ミーティング ●	随時
●	統合報告書／株主通信 ●	随時
●	IR情報のウェブサイト ●	日常的
●	お問い合わせ窓口（コーポレートコミュニ
ケーション室）

●	日常的

取引先
富士フイルムグループは、原材料、
部品の調達先、製品の販売先など
世界各国で取り引きをしています。

●	公正で公明な取引の徹底
●	サプライチェーンにおけ
る環境や人権などCSR
の推進

●	調達先向けの説明会（グリーン調達を含
むCSR調達、含有化学物質管理など）

●	随時

●	CSRセルフチェック（自己監査）や専門訪
問診断

●	随時

●	取引先専用ウェブサイト ●	日常的
●	取引先との定期的な協議 ●	随時
●	お問い合わせ窓口（各調達部門、販売部門） ●	日常的

地域社会
将来世代

富士フイルムグループは、世界約
40カ国もの国々に拠点を置き、そ
れぞれの地域の文化、慣習を尊重し
て活動するとともに、将来世代への
教育支援にも力を注いでいます。

●	本業を生かした貢献活動
●	地域の文化や慣習の尊
重、環境保全

●	事業場での災害、事故防止
●	将来世代への教育支援

●	環境対話集会／工場見学 ●	随時
●	地域でのボランティア活動 ●	随時
●	自治体（市役所や市長、自治会長など）と
の定期的な協議

●	随時

●	お問い合わせ窓口（各事業所、各工場） ●	日常的
●	学術機関への講師派遣、寄付講座 ●	随時
●	NGO/NPOと協働した環境教育活動 ●	随時

従業員

富士フイルムグループ

市場  Market

地域社会・国際社会  Society

環境  Environment

株主・投資家

お客様

将来世代

業界団体
行政

ビジネスパートナー

コミュニティ
（地域社会）

お取引先

調達先

NPO・NGO
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概説
1.2	｜	CSRマネジメント

主なステークホルダー 主な責任と課題 コミュニケーション手段 頻度

行政・
業界団体

富士フイルムグループはほぼ全世
界で事業を展開。事業ごとに数々
の業界団体にも所属、行政とも協
業、情報交換を含め積極的に関わ
りを持って活動しています。

●	法令順守
●	社会課題の解決に向け
た公共政策への協力、共
同研究開発

●	業界各種委員会への参画 ●	随時
●	業界などのガイドラインづくりへの参画 ●	随時
●	業界団体を通じたパブリックコメントの表明 ●	随時
●	行政、業界団体との共同研究 ●	随時
●	社会課題の解決に向けた提案 ●	随時

NGO／
NPO

環境保全や社会課題の解決など、
持続可能な社会を目指し活動する
NGO／NPOと対話、情報交換を
行っています。

●	社会・環境課題の解決に
向けた対話、協働、支援

●	サステナビリティレポートへのご意見 ●	随時
●	ステークホルダー・ダイアログへの参画 ●	随時
●	公益信託富士フイルム・グリーンファンド ●	随時
●	様々なCSR課題の検討会 ●	随時
●	NPOと連携した被災地支援活動 ●	随時
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