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富士フイルムグループ企業理念

わたしたちは、先進・独自の技術をもって、最高品質の
商品やサービスを提供する事により、社会の文化・科学・
技術・産業の発展、健康増進、環境保持に貢献し、人々
のクォリティ オブ ライフのさらなる向上に寄与します。

富士フイルムグループビジョン

オープン、フェア、クリアな企業風土と先進・独自の技術
の下、勇気ある挑戦により、新たな商品を開発し、新た
な価値を創造するリーディングカンパニーであり続ける。

富士フイルムグループ企業行動憲章

企業は、公正な競争を通じて利潤を追求すると同時に、
広く社会にとって有用な存在でなければならない。そのた
め富士フイルムグループは、次の5原則に基づき、国の
内外を問わず、事業活動の展開にあたっては、人権を尊
重し、すべての法律、国際ルールを順守し、またその精
神を尊重するとともに社会的良識をもって、持続的発展
に向けて自主的に行動する。

1. 信頼される企業であり続けるために
2. 社会への責任を果たすために
3. あらゆる人権を尊重するために
4. 地球環境を守るために
5. 社員が生き生きと働くために

経営トップは、本憲章の精神の実現が自らの役割である
ことを認識し、率先垂範の上、社内・グループ企業に徹
底するとともに、取引先に対して周知させる。また、社内
外の声を常時把握し、実効ある社内体制の整備を行うと
ともに、高い倫理観の涵養に努める。本憲章に反するよ
うな事態が発生したときには、経営トップ自らが問題解
決にあたる姿勢を内外に明らかにし、原因究明、再発防
止に努める。また、社会への迅速かつ的確な情報公開と
説明責任を遂行し、自らを含めて厳正な処分を行う。

富士フイルムグループの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し、ビジョンを実
現することにより、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、

1. 経済的・法的責任を果たすことはもとより、さらに、社
会の要請にこたえるよう、企業市民として、社会におけ
る文化・技術の発展や環境保全に寄与していきます。

2. わたしたちのCSR活動が、社会の要請や期待に適切に
こたえているか、その活動が的確に実施されているか、
ステークホルダー（お客さま、株主・投資家、従業員、
地域社会、取引先など）との対話などを通して、常に見
直していきます。

3. 事業活動に対する説明責任を果たすため、積極的に
情報開示を進め、企業の透明性を高めます。

激動の時代

　我々は、創業以来、多くの危機や試練に直面してきましたが、
中でも、2000年以降のデジタルショックによる写真フィルムの需
要減少は、会社の根幹を揺るがすものでした。こうした変化を見据
えて2004年に中期経営計画「VISION 75」を策定し、大胆な構
造改革ならびに資源の選択と集中を実行した結果、2007年度に
は、過去最高の連結売上（2兆8,468億円）と営業利益（2,073

億円）を達成しました。そして、そのV字回復から上昇気流に乗ろ
うという矢先に、世界同時不況が発生しました。さらに、こうした
状況の真只中に、今度は、新型インフルエンザの世界的流行の脅
威が現実化しました。今、我々は「激動の時代」に在るのです。
　現在の我々を取り巻く社会・経済環境の厳しさは、世界的な拡
がりと深刻さにおいて、誰しも予測し得なかったものですし、我々
のみならず、多くの国、企業が直面している経済の逼迫、それに
伴う人々の消費行動の変化は、予断を許さぬ状況です。

冷静な状況把握と勇気と気概は、 
創造の果実を得る

　私は、昨年のこの場（トップコミットメント）で、「我々は、変わ
り続ける。時代の変化に適応し、挑戦し、新たなるものを創り出す。
社会の信頼に応え、未来につなげていくことこそ、企業経営の根幹
である。」と述べました。私は、今日の激動の時代を、憂えてはい
ません。大事なことは、今、こういう時こそ何を成すべきか、今成
したことが将来にどのようにつながるのか、我々自身がどう変わる
べきなのか、常に冷静に状況を把握し、分析し、その意味を考え
抜くことです。そして、勇気と気概をもって判断し、決めたことは

迷うことなく断固やり抜く、大義に殉ずる覚悟があります。「こうし
た大きなうねりの中だからこそ、積極的に創造の種子を蒔き、種を
芽吹かせ、その芽を育て、その果実を収穫する」そのように、経営
の舵取りをすることが、私の責任です。

今、我々は果敢に挑戦している

　現在の社会環境・経済情勢に不安を抱いている人々は多いでしょ
う。しかし、人も世も時代も常に変わり続けています。今の状況も
また変わり、過ぎ去っていきます。ただ現状に目を奪われ、不安
に絡め取られることは決して良い結果とはなりません。今、我々は、
これまでの歩みをしっかりと踏まえ、将来を見据えて、果敢に挑戦
しています。成長分野と位置づけるフラットパネルディスプレイ材
料分野においては、果断な資源の集中投入をしておりますし、また、
「生命を写す」、「生命を癒す」、「生命を守る」という3つのコン
セプトで「メディカル・ライフサイエンス」の事業領域で新たな挑
戦を始めています。
　例えば、ヘルスケア化粧品やサプリメントの販売で「生命を癒
す」領域に踏み込みましたし、培ってきた最先端のファインケミカ
ル技術を組み込むことで、医薬分野に新たな可能性を切り拓こう
と、富山化学工業を新たに我々の仲間に迎え「生命を守る」領域
へ挑戦しようとしています。富士ゼロックスを中心とするドキュメ
ント事業では、2008年度より始まった経営革新活動が順調に進
展しており、この事業のR&D機能を集約化する新拠点が、2010

年に本格稼動します。このほか、月周回衛星「かぐや」に搭載され
た「衛星光学系レンズ」を代表とする光学デバイスの領域などでも
着 と々市場のポジションを強化しています。我々は、変化とともに
あり、変化の中で挑戦し続け、そして変わり続けているのです。

未来は我々が行く道である 
夢を抱き、希望をかなえよう

　サステナブル（持続可能）であるためには、未来を思いやることが
大事です。未来は、誰もが行く道、通る道です。100年に一度と言
われる現今の社会・経済情勢の変化に、何を見るか、何を学ぶか、
そして、どう行動するか。現実をありのままに正しく認識し、社会に
対し、未来に対し、思いやりと責任を負う気概なくして、これからの
経営はありません。激動の先に夢を抱き、希望を叶えることこそ、ゴー
イングコンサーン（持続する企業）であると確信します。

代表取締役社長・CEO　CSR委員会委員長

T O P  C O M M I T M E N T

激動の荒波を乗り越えるだけが、
経営の舵取りではない。

社会に対し、未来に対し、
思いやりと責任を負う気概なくして、
これからの経営は無い。

激動の先に、夢を抱き、
それを叶えることこそ、
ゴーイングコンサーンの基本である。
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レポートの対象期間
パフォーマンスデータの集計期間は、2008年度（2008年4
月～2009年3月）です。活動内容は2009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、富
士フイルムとその関係会社、富士ゼロックスとその関係会社、
富山化学工業、富士フイルムビジネスエキスパート）
●  主な連結対象会社は、63ページと下記URLに記載してい
ます。

●  人事・労務関連の定量情報は、富士フイルム単独・富士ゼ
ロックス単独のデータです。

●  「労働環境・社会会計」は、44ページに集計範囲を記載し
ています。「環境会計」は、55ページに集計範囲を記載し
ています。

参考にしたガイドライン
●  環境省「環境報告ガイドライン～持続可能な社会をめざして
（2007年版）」
●  GRI「サステナビリティ・リポーティング・ガイドライン2006」
●  環境省「環境会計ガイドライン（2005年版）」

レポートの記載に関する補足
●  「従業員」という表記は、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。

●  事業会社である富士ゼロックスにおいては、別途「サステナ
ビリティレポート」を発行しています。富士ゼロックスの活
動詳細は、そちらも併せてご覧ください。

「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2009」
は、「特集／クオリティ オブ ライフの向上」、「CSRハイライト
2008」および「データ・資料編」の3部構成で編集しています。
本レポートは、昨年発行の情報網羅型・大部のレポートから、「コン 

パクト、見やすい、分かりやすい」をコンセプトに内容の充実を 

図りました。記載内容については、ステークホルダーと富士フイルム 

グループ双方にとって重要性の高い情報を選択して掲載してい 

ます。また、ステークホルダーの皆様に、私たちのCSR活動を 

客観的かつ具体的にご理解いただけるように、定量情報も可能な 

限り掲載しました。
右図は、レポートの編集方針と情報構成を概念的に示したもの
です。
ホームページもあわせてご覧ください。

富士フイルムホールディングスは、AA1000 （http://www.accountability21.net/aa1000series）の
基本原則に基づき、富士フイルムグループのCSR活動と本レポートの作成を下図のように連携させています。

 富士フイルムグループとステークホルダー

関連ページ　 P.44（ステークホルダーとの関わり）

http://www.fujifilmholdings.com/ja/
sustainability/report/guideline/index.html

URL

［GRIガイドライン（G3）対照表］

http://www.fujifilmholdings.com/
ja/business/group/index.html

URL
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