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Top Commitment

創業の精神で震災に立ち向かう

「東日本大震災」により被災された方々、ならびに
その御家族、関係者のみなさまに心からお見舞い申
し上げますと共に、まだまだ不自由な生活を余儀な
くされておられる方々の一日も早い復興をお祈りい
たします。
富士フイルムグループでは、震災後、直ちに医療、

写真（ミニラボ）、複写機などの設置機器を含めお客
様へのサポートをいち早く他社に先駆けて行うと同
時に、義援金や、医療機器、医薬品などの提供を行
いました。現在も、水や泥を被った写真やアルバム
の救済や被災者の生活に役立つ情報提供のために複
写機の無償貸与、放射線に関する適切な情報提供など、
富士フイルムグループの事業を活かした支援活動を
継続しております。今後も引き続き出来うる限りの
支援を行ってまいります。
今回の震災は、未曾有の大災害であり、大きな爪

痕と課題を残しましたが、一方で日本人の持つ協調
と秩序の精神が世界に認知され、日本人自らも日本
の底力、現場力を改めて認識する機会にもなったと
思います。富士フイルムグループでも、原子力発電
所の事故や寸断された交通網など厳しい状況の下で、
多くの従業員が自発的・主体的に各々の社会的使命
を果たすため、懸命にお客様へのサポートや拠点の
復旧活動にあたりました。かかる厳しい状況下でも
自らが仲間や会社、社会や国のために献身的に尽く
すという、創業以来、脈々と受け継がれてきた富士

るのではないでしょうか。
今後も富士フイルムグループが一丸となって、自

信を持ち、攻めの気持ちを奮い立たせ、ともすれば
停滞ムードが漂う日本を明るく前向きな姿勢とする
きっかけになれるよう、「外向き、上向き、前向き」
の意識で取り組んでまいります。

多様化するニーズに応え、
社会的課題の解決に貢献する

富士フイルムグループは、これまで事業の多角化
を進め、先進・独自の技術を発揮できる重点事業領
域に研究開発や人材などの経営資源を集中させ、新
たな価値創造に挑戦しながら、グローバルに事業を
展開しています。
例えば、総合ヘルスケアカンパニーを目指して、

これまでの予防・診断に加え、治療まで領域を広げ、
当社独自のFTD*技術を使ったジェネリック医薬品
の開発に挑戦しています。診断領域においても、デ
ジタル画像診断システムを、国内だけではなく、新
興国の診療所やクリニックに提供し、診断品質の向
上をサポートしています。一方、事務機器の分野
でも環境に配慮した小型LEDプリンターを新興国に
向けて供給し、情報インフラの拡充に取り組んでい
ます。

フイルムグループの原点ともいえる精神が発揮され
たのです。

新たな難局にも
「外向き、上向き、前向き」に取り組む

富士フイルムは、2000年以降の急激なデジタル化
による写真フィルムの需要減少や、2008年のリーマ
ンショックを、創業以来の精神に加え、富士フイル
ムグループ従業員が一丸となって取り組んだ構造改
革や事業構造の変革、現場力の強化によって乗り越え、
強靭な企業体質を作りあげてきました。
今回の観測史上最大級ともいえる大震災では原子

力発電の安全神話の崩壊や電力不足、風評被害など
多くの問題が、日本経済に甚大なダメージを与えて
います。これからも経済活動に影響を及ぼし続ける
ことは必至の状況です。加えて、中東・北アフリカ
の政情不安、欧米の金融不安、為替や原材料価格の
変動など、不安定な国際情勢が企業へ与える影響も
はかりしれません。
またしても我々は、荒波の真っ只中にいるのです。
しかしながら、我々は、富士フイルムグループの

精神と強靭な企業体質、そしてなによりもこれまで
培ってきた先進・独自の技術力によって、これから
起こるどんな難局にも正面から立ち向かい、これか
らも新たな価値を社会に提供し続けてまいります。
これこそ、リーディングカンパニーとしての社会的
責任であり、サステナブル（持続可能な）経営といえ

このように、これからも世界各地の事情に即した、
きめ細かいマーケティングに注力し、多様化するニー
ズに応え、社会的課題の解決に貢献していけるよう、
全力を挙げて取り組んでいきます。

＊�FTD技術：薬や化粧品の必要な成分をバランスよく配合し
（Formulation）、必要な場所に（Targeting）、必要な形で届ける
（Delivery）という、富士フイルム独自の技術コンセプト。

持続可能な社会の発展に向けて
イノベーションを起こし続ける

刻々と変化する社会の期待やニーズに確実に応え、
新たな価値を提供し続けていくためには、現状のや
り方や考え方、技術にとどまる事は許されません。
今なすべきことはトレンドにとらわれず、イノベー

ションを起こしていくことです。それこそが新しい
価値を生む原動力だからです。
新しい価値創造を加速させるために、富士フイル

ムグループは、これまでにも増してイノベーティブ
に行動し、社会に役に立つ新しい価値を創造し、世
界中にお届けしてまいります。そのような、どんな
時でもどんな環境下でも変わらない姿勢と企業活動
こそが、サステナブルな社会の発展に寄与するCSR
（企業の社会的責任）に他ならないのです。

以上

代表取締役社長・CEO�CSR委員会委員長

真になすべきことは何か。
飽くなきイノベーションへの挑戦を通じて、
誠実に本業に邁進する。
新しい価値と新しい未来を創造し続ける。
それこそがサステナブル経営そのものである。
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編集方針 CONTENTS

レポートの作成過程

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

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

「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
2011」は、「特集�クォリティ�オブ�ライフの向上」、「東日本大震
災の復旧に向けた富士フイルムグループの取り組み」、「CSR重点
課題の実績」、「データ・資料編」の4部構成になっています。特集
では、企業理念にある「クォリティ�オブ�ライフの向上」に向けた
活動をまとめ、CSR重点課題の実績では、中期CSR計画に基づい
た活動の実績をまとめています。
報告内容は、右図にあるように、企業活動の3つの側面のうち

環境面、社会面を中心に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報告しています。なお、
経済面を中心とした報告は、当社ホームページのIR情報、並びに
アニュアルレポートをご参照ください。
報告媒体は、富士フイルムホールディングスのホームページ内

「CSRの取り組み」にて、Webによる公開です。ホームページには、
今年度の内容をまとめた冊子形式の「サステナビリティレポート」
PDF版も用意してあり、ダウンロードできます。情報量の概念図
は右図のとおりです。
また、多くの専門家やステークホルダーからいただいた、富士

フイルムグループのCSR活動に対する客観的なご意見も掲載いた
しました。

ホームページは次のアドレスでアクセスできます。

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、2010年度（2010年4月〜
2011年3月）です。活動内容は2011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）
●連結対象会社は、24、71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、富士フイルム単体・富士ゼロッ
クス単体のデータです。

●「労働環境・社会会計」は、56ページに集計範囲を記載していま
す。「環境会計」は、67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・レポーティング・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。

［GRIガイドライン（G3）対照表］

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

わたしたちは、先進技術・独自技術の融合、差別化技
術の創出により、新たな価値を創造し、お客さまに満
足と信頼をいただける最高品質の商品、サービスを
提供し続けていきます。

そして、それによって、従来規定してきた『映像と情
報』の範疇を超え、社会の文化・科学・技術・産業の発
展、さらに、人々の健康や地球環境の保持にも貢献
していきます。

その継続的な企業活動が、「世界中の人々が、物質
面だけではなく精神面の豊かさや、充実感、満足感
を持ちながら人生を過ごしていける」社会の実現に
大きく寄与することを使命ととらえ、新たな企業理
念を定めています。

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企業行動規範］
 http://www.fujifilmholdings.com/

ja/about/philosophy/law/index.html

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。

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。

わたしたちは、誠実・率直な客観的事実認識と合理
的判断のできるオープン、フェア、クリアな職場風土
を作り上げ、常に勇気をもって挑戦していきます。

わたしたちは、このような企業風土のもとで、当社の
持つ先進技術・独自技術をさらに磨き、お客さまに
満足と信頼をいただける新たな商品、サービスを開
発し、新たな価値を創造し続ける企業、フロンティア
として常に先頭を走る活力に満ちた企業であり続け
ます。

富士フイルムグループ 
企業理念

富士フイルムグループ 
企業行動憲章

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 
ビジョン

特集　
クォリティ オブ 
ライフの向上

Part1　
ヘルスケア事業の取り組み… ………………… 8

Part2　
富士フイルムグループの医療IT… ………… 14

Part3　
動燃費削減プロジェクト……………………… 16

Part4　
一体感を醸成する活動… …………………… 18

Part5　
富士フイルムグループの人材育成・人材交流……… 20

富士フイルムホールディングス連結子会社……… 24

特集では、企業理念に掲げる「クォリティ…オブ…

ライフの向上」をテーマに、富士フイルムグルー

プ内の連携により新しい価値が生み出されて

いる事業の事例と、事業活動を支える人材の

育成・交流への取り組みをご紹介します。




