富士フイルムは、生み出しつづけます。
人々の心が躍る革新的な
「技術」
「製品」
「サービス」
を。
明日のビジネスや生活の可能性を拡げるチカラになるために。

富士フイルムは、2014年1月、創立80周年を迎えました。
“社会に信頼され、社会とともに歩む企業”であるために、創業
時から変わらず、社会に向けて新たな価値を創造しつづけて

わたしたちは、世界中のお客様の真のニーズを徹底的に追求します。

きました。

独自の技術、世界中から集まる人・知恵・技術をオープンかつスピーディーに融合し、

地球温暖化をはじめ、社会を取り巻く課題がますます顕在化

柔軟な発想でイノベーションを起こしていきます。

するいま、真に企業の果たす役割が問われています。
私たちは、80年の節目を新たなスタートにして、未来に向け、
事業活動を通じた社会課題の解決に取り組み、社会の持続
可能な発展に貢献していきます。
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Top Commitment

項目の社会課題を重点課題に設定、活動を推進していきま
す。
「社会にもたらす価値の創出」
「社会課題解決に対する

―グローバル企業として、
  新たな価値を創出し、
  社会課題解決に寄与していく―

貢献」
という視点から、
「製品」
「サービス」
「技術」
「日常業務」
を見直すことで、私どもが社会に果たせること、果たさねば
ならぬことが、より明確になったと考えております。
また、いうまでもなく、
「環境・社会に与える負荷の低減」
や
「コンプライアンスの徹底」
についても、引き続き注力い
たします。特に、CO2削減について、当社は、
「製品ライフ
サイクルにおけるCO2排出量を2020年までに2005年比
30％削減」
という長期目標を2010年に立て、全社一丸と

2014年8月
代表取締役会長・CEO

なった削減活動を継続しています。2013年度は、対2012
年度比171千トン
（3.5%）
減、対基準年2005年度比310千
トン
（6.2%）
減を達成しました。これは、
「環境負荷の少ない
製品の開発と普及」
「工場やオフィスにおけるCO2排出量削
減」
「原料や製品のリサイクル」
「物流の効率化」
など、CO2
排出削減とコスト削減を両立させる全グループ会社が一体
となった活動の結果です。
今後も、2020年目標達成に向け、さらに活動を推進して

企業改革の歩みを止めない
わが国の2013年度実質経済成長率は2.3％と前年度
（0.7％）
を大きく上回りました。官民挙げての”
日本の構造
改革”
への取り組みの効果が、徐々に反映されてきた結果
と思われます。政府は、
「骨太の方針」
「日本再興戦略」
「規制

方や慣習にとらわれない「新たな視点」
をもって変化を先
取りする、さらには、自ら変化を作り出していくことが必要
です。

“Innovation”
を起こし、
“Value”
を創る

創立80周年を迎えるにあたり、さらなる発展に向け、
「当
社グループが目指す姿」
を徹底的に議論し、その総意を、
新コーポレートスローガン
「Value from Innovation」
として、制定いたしました。
これは、当社が社会に価値ある革新的な
「技術」
「 製品」

いきます。

「持続可能な社会」
の実現に貢献する
先般、公表されたIPCC
（気候変動に関する政府間パネル）
の報告によれば
「気候システムの温暖化は疑う余地がない」
とされ、温暖化対策は待ったなしの状況です。すべての人の

改革実施計画」
からなる成長戦略をまとめつつあり、産業界

当社は2014年1月に創立80周年を迎えました。写真

「サービス」
を生み出し続け、お客様の明日のビジネスや生

願いである
「持続可能な発展」
を実現するには、人、組織、機

は、これらの施策を活用し、日本の再成長へ向け、一層奮闘

フィルムの国産化を目的に、神奈川県南足柄の地で創

活の可能性を拡げるチカラになるというお客様への約束で

関それぞれが、それぞれの立場で努力せねばなりません。

せねばなりません。

業。以来、
“社会に信頼され、社会とともに歩む企業”で

あるとともに、われわれ自身が社内外の知恵や技術を広く集

メーカーたる当社の果たすべき役割は、こうした課題

あることを旨とし、事業を発展させてまいりました。写真

め、イノベーションを起こしていくという宣言でもあります。

に、製品、サービス、技術をもって応えていくことです。

一方、経済のグローバル化に伴い、
「日本の成長と安定」

4

たゆみない
「企業改革」
を継続すること、そして、従来の見

は、
「諸外国の成長と安定」
と表裏一体の関係となり、もは

フィルムの開発で培った技術力、商品開発力、販売力、

や、日本のみ、一国のみが繁栄を謳歌する状況にはありま

そして信頼のブランドを基盤に、現在は、医療機器・医

せん。新興国に経済活動の停滞や紛争が起これば、即時に

薬品・化粧品などの「ヘルスケア」、印刷用機材の「グラ

そして、本年5月、当社は、中期CSR計画
「サステナブル

先進各国の経済、政治に影響を及ぼし、また、一国で発生し

フィックシステム」
、液晶パネル用光学フィルムやタッチパ

バリュー プラン2016
（SVP2016）
」
を策定し、公表いたし

企業に求められる社会的要請は時代とともに変化してき

た自然災害や環境汚染は、近隣諸国に隔てなく大きな負荷

ネル用部材などの「高機能材料」、テレビレンズや衛星光

ました。本計画は、新コーポレートスローガン
「Value from

ております。売上、利益等の財務指標のみならず、企業が

をもたらします。企業、地域、国が発展、成長していく上で、

学系部品などの「光学デバイス」、デジタルカメラやフォ

Innovation」
に込めた決意の下、CSR活動を
「社会にもたら

提供する製品やサービスが、
「社会にもたらす価値」
「 社会

自社、自国のみよければよしという考えから脱却し、広く、

トブックなどの「デジタルイメージング」、富士ゼロック

す価値の創出」
「社会課題解決に対する貢献」
といった
「新た

課題解決に対する貢献」
も厳しく問われるようになっていま

地域、世界を俯瞰し共存共栄を図る意識を持つことが肝要

スの複合機やソリューションサービスなどの
「ドキュメント」
、

な視点」
で実践すべく、
「製品・サービス・技術を通じ社会課

す。こういった世界情勢、人々の意識、考え方などグローバ

です。

の6分野で事業を展開、連結売上高2兆4,400億円、従業

題の解決を積極的に目指すこと」
をグループ経営の根幹に

ルトレンドの変化にも目を凝らし、現状に甘んじることなく、

すえました。

研究開発、製造、販売、スタッフ業務等、事業活動のすべて

「新たな視点」
でCSRを推進する

SVP2016は、社会課題解決の視点を全従業員がもち、
“Innovation”
を起こしていくという、わたしどもの決意を
表したものです。

当社も、世界各地域で事業を展開しており、連結売上高

員数7万9千名、世界40カ国に子会社273社をもつ
（2014

に占める海外向け構成比も57.5％
（2013年度）
に達して

年3月末時点）
企業グループに成長いたしました。これもひ

「環境」
「健康」
「生活」
「働き方」
の4分野で、
「地球温暖化対

のプロセスでたゆまぬ
“Innovation”
を起こし、社会やお客

おります。今後も、グローバルでの激烈な競争を勝ち抜

とえに、多くのステークホルダーのご支援の賜物と厚く感

策への対応」
「医療サービスへのアクセス向上」
「安全、安心

様に、新しい価値
“Value”
を提供し、持続可能な社会の実

き、エクセレントカンパニーとして永続していくためには、

謝申し上げます。

な社会づくりへの貢献」
「ダイバーシティーの促進」
など11

現に貢献してまいります。
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社会のニーズに応え、
“革新”に挑み続けた

富士フイルムグループ80年の歩み

2014

X100

FinePix 700
写ルンです
LTO Ultrium

● 富士フイルムグループ
● 富士フイルム
● 富士ゼロックス
FCR

富士ゼロックス914

技 術・製 品

映画用フィルム

●1936

●1962

レントゲン
フィルム

映画用・製版用フィルム

●1936 レントゲンフィルム
●1948 カラーリバーサル
フィルム・カメラ

富士ゼロックス設立。
業界初の普通紙複写機
「富士ゼロックス914」

Ｃ Ｓ Ｒ
FUJIFILM Holdings Corporation

●1988

世界初のフルデジタルスチルカメラ開発
「DS-1P」

●2007

●1992

本格的なデジタルフルカラー複写機
「A color」

●2008

医薬品事業に本格参入

次世代 携帯型超
音波画像診断装置
「FUJIFILM FC1」

ASTALIFT

●1976

世界最高感度ISO400を
実現した
「F-Ⅱ 400」

世界初の民生用メガピクセル
デジタルカメラ
「FinePix 700」

●2012

世界初、バリュームフェライト
磁性体使用の磁気テープ
「LTO Ultrium」

●1978

●1998

小型・高速・高性能の複写機 ●2001
「富士ゼロックス3500」

公益信託富士フイルム・
グリーンファンドを設立

「映像と情報」の
分野を超えて、幅広く
社会に寄与するため、
多角的な新事業に
取り組む

写真・医療・
印刷事業において
いち早くデジタル化に
取り組み、各分野で
相次いで
製品化を実現

医療分野（X線診断）
印刷分野、電子写真、
磁気材料など、
写真フィルムの技術を
応用した製品開発
により事業を多角化

社外のビジネスパートナーと
新たな価値を
「共創」
する
「Open Innovation Hub」

2004~

1980~

1950~

学術交流を目的とする
富士ゼロックス株式会社
小林節太郎記念基金設立

初の本格的な高速・高画質・省スペース
機
「Docu Centre Color 400CP」

P19

スキンケアシリーズ
「ASTALIFT」
超高感度イムノクロマト法
インフルエンザ診断システム

●1934
富士写真フイルム株式会社設立

Sustainability Report 2014

世界初のレンズ付きフィルム
「写ルンです」

●2011

富士フイルム・グリーンファンド

6

●1986

世界初、液晶ディスプレイの
視野角を拡大する
「WVフィルム」

P34

撮ったその場でチェキフィルムに
出力できるスマートフォン用プリ
ンター「instax SHARE SP-1」

新しい写真の楽しみ方が体験できる富士フイ
ルム直営写真店「WONDER PHOTO SHOP」

P23

●1989

拡大教科書の製作支援開始

●1999

●1991

国立国会図書館所蔵の明治期図書
16万冊のマイクロ化事業達

●2003 ピンクリボン運動の支援開始

●2011 「写真救済プロジェクト」開始

●1996

産廃ゼロを目指し、回収したパーツを再生し
生産ラインに踏襲

●2004/2008 タイ・中国にリサイクル拠点を設立し、
国際資源循環システム稼働

●2012

●1998

世界初
「写ルンです」の
循環生産自動化工場が稼動

●2005 「 PHOTO IS 10,000人の写真展」
をスタート

● 2014

●1998

［会社の出来事］

世界初のデジタルX線画像診断システム
「FCR」

国産初のコンピュータ用
●1996
磁気テープ、PS版
（製版用）

映画フィルムの
国産化を目指して創業。
以来、次々と映画・写真・
レントゲンフィルムの
国産化に成功

●1983

A color

●1983

●1965

1934~

●1977

F-Ⅱ 400

次の未来へ向けて、革新的な
「技術」
「製品」
「サービス」
に挑戦しつづける

労働組合、中国での植林ボランティア活動開始

中国での植林ボランティア活動

●1962
富士ゼロックス株式会社設立

●2007

富士フイルムグループの
「企業行動憲章」
「社員行動規範」
を制定

企業行動憲章・行動規範を全面改訂

タイのリサイクル拠点

●2006
富士フイルムホールディングス設立
持株会社制へ移行

●2010

2020年に向けたライフサイクルでの
策定
CO2削減目標（2005年度比30％削減）
韓国・オーストラリア・ニュージーランドの
リサイクルシステムが正式稼働

中期CSR計画
「Sustainable Value Plan 2016」
を策定

写真救済プロジェクト

●2008
富山化学、大正製薬との戦略的資本・業務提携
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富士フイルムグループの事業

■主な海外拠点

2014年3月31日時点

デジタル
イメージング

技術力を発揮し
高付加価値を提供できる
事業分野

欧州エリア

51社

● FUJIFILM

ヘルスケア

北米エリア

41社

高機能材料

●

FUJIFILM Middle East FZE ●

グラフィック
システム

ドキュメント

光学
デバイス

社会からの要請が大きく
高い成長が見込める
事業分野

25 社

中国・香港・台湾・韓国エリア

Europe GmbH

中東・アフリカエリア

●

3社

●

FUJIFILM Holdings
America Corporation

FUJIFILM (China) Investment Co., Ltd.
Fuji Xerox (China) Ltd.

Fuji Xerox Asia Pacific Pte. Ltd.
FUJIFILM Asia Pacific Pte. Ltd.

アジアパシフィックエリア

61 社

中南米エリア

6社

FUJIFILM do Brasil Ltda. ●
● Fuji

Xerox Australia Pty. Ltd.

富士フイルムグループは、技術力や市場ポジションで富士フイルムグループの特徴を発揮できる事業

現在、日本の拠点を含め連結子会社数273社を持つグローバル企業として、世界中の国と地域で事業を

分野で、かつ社会からの要請が大きく今後高い成長が期待される
「デジタルイメージング」
「ヘルスケア」

展開しています。工場もオランダ、米国、中国などに設立し、販売だけではなく生産体制もグローバル化

「高機能材料」
「グラフィックシステム」
「光学デバイス」
「ドキュメント」
の6事業を重点事業分野と位置づ

しています。 近年は特に成長著しい新興国市場への事業展開を加速、BRICsやトルコ、中東、東南アジ
アなどにフィールドを広げています。

けています。
なかでも、健康、エネルギー、情報など、持続可能な社会を支える上で大きな鍵であると同時に、解決
すべき課題も多い分野に深く関わる
「ヘルスケア」
「高機能材料」
「ドキュメント」
の3つの事業を柱とし、事
業活動を推進しています。

FUJIFILM UK Ltd. ●
Sericol Ink Limited ●
FUJIFILM Holdings France SAS ●

ヘルスケア

高機能材料

ドキュメント

デジタルイメージング

光学デバイス

グラフィックシステム

「予防」
「 診断」
「 治療」の3つの分野で

写真フィルムの製造で培った高度な

紙の文書だけではなく、電子データを

写真に関わるデジタルカメラ、カラー

熟練した技術を基に高精度レンズを

創業まもなくから印刷用機器・材料を
手がけ、環境負荷の少ないオフセット

事業を推進しています。早期発見をサ

技術を応用し、様々な高機能材料を

含めた広い意味でのドキュメントビジ

ペーパー
（プリント出力紙）
、写真店等

提供、様々な用途に使用されていま

ポートする高度な検査機器、診断結果

提供しています。液晶ディスプレイに

ネスを行っています。高度化・多様化

で使用するプリント機器などを開発・

す。テレビカメラ用レンズ、人工衛星

印刷用CTP
（Computer to plate）
プ

を効率的に活用する医療ITをはじめ、

不可欠な偏光板保護フィルムをはじ

する業務課題や経営課題、さらには省

販売しています。高画質や付加価値を

用レンズ、港湾・空港・各種施設で安

レートは、世界トップシェアを獲得して

予防のための化粧品・サプリメント、ア

め、環境負荷低減・エネルギー創出に

エネ・省資源などの環境問題解決に役

追求したカメラ・写真プリントなどの提

全を守る監視用カメラレンズなど、高

います。少量多品種の印刷に適したデ

ンメットメディカルニーズに対応する

貢献する新規素材の開発に取り組ん

立つオフィス向け機器、ソリューション

案により、人生を豊かにする写真文化

解像度・高画質・高精細な映像を提供

ジタルプリンティングなど、多様な分

医薬品の開発を行っています。

でいます。

＆サービスを提供しています。

普及に努めています。

しています。

野に進出しています。

●メディカルシステム
（X線画像診断システム、内視鏡、他）

●フラットパネルディスプレイ材料
（液晶ディスプレイ用フィルム材料）

●オフィスプロダクト・オフィスプリンター

●電子映像
（デジタルカメラ）

●印刷用機器・材料
（CTPプレート）

●医薬品
（低分子医薬品、バイオ医薬品）

●産業機材・電子材料
（非破壊検査用機材、半導体プロセス
材料、他）

●光学デバイス
（スマートフォン用カメラモジュール、
テレビカメラ用レンズ・シネマレンズ、
セキュリティ用レンズ）

●ライフサイエンス
（機能性化粧品、サプリメント）
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●プロダクションサービス
（デジタル印刷システム）
●グローバルサービス
（ドキュメントや業務プロセス改善を
通じたソリューション提供）

●フォトイメージング
（写真フィルム、フォトブック、現像・プリント）

●産業用インクジェットプリンター・インク
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■ 富士フイルムグループの
CSRの考え方

持続可能な社会

富士フイルムグループのCSR
新コーポレートスローガン

新たな価値の創造

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

人々の心が躍る革新的な
「技術」
「製品」
「サービス」
を
提供し、明日のビジネスや生活の可能性を拡げる。

【中期CSR計画】

FUJIFILM Sustainable Value Plan 2016

企業行動憲章に則った倫理行動

「大量で清浄な水と空気」の
恵まれた環境の中にある神
奈川工場足柄サイト、その水
源と水源かん養林

【企業理念】

CSRの原点はステークホルダーからの信頼と環境への配慮
富士フイルムグループの創業の原点と言える写真フィルムは、製造時に
「大量で清浄な水と空気」
が不
可欠であり、また、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」
であることから、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。
富士フイルムグループは、持株会社体制となった2006年に、企業理念、ビジョンを制定、その精神を
ベースとした全グループ会社に適用する企業行動憲章、行動規範を定め、グループ全社で徹底していま
す。企業行動憲章では、人権尊重を含む5つの原則を掲げています。また行動規範においては、コンプラ
イアンスを
「法律に違反しないということだけではなく、常識や倫理に照らして正しい行動を行うこと」
と
定義し、
トップを含む全従業員がこれらに沿った行動を実践する宣言をしています。
さらに富士フイルムグループの全従業員が日々の業務の中でCSRを意識し実践できるよう、
「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」
という、
「CSRの考え方」
を明確にしています。
創立80周年を機に新たに制定されたコーポレートスローガン
「Value from Innovation」
の下、社会

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。

課題を認識し、より積極的にその課題解決に貢献していくことを示すため、2013年に
「CSRの考え方」
を
改定しました。この考え方に従い、さらに活動を推進していきます。

企業理念

ビジョン

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、人々の生活の質のさらなる向上に寄与します。

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、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

わたしたちは、誠実・率直な客観的事実認識と合理的判断

けていきます。

常に勇気をもって挑戦していきます。

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
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。
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のできるオープン、
フェア、
クリアな職場風土を作り上げ、

わたしたちは、
このような企業風土のもとで、当社の持つ

企業行動憲章
1. 信頼される企業であり続けるために

社会的に有用な最高品質の商品・サービスを、先進・独自の技術、安

全性への十分な配慮をもって開発、提供する。オープン、フェア、
ク

リアな企業風土のもと、適正な競争、取引を行うとともに、新たな価
値を創造し、お客さまをはじめとするステークホルダーの満足と信
頼を獲得し続ける。

2. 社会への責任を果たすために

お客さま、地域の方々、株主など社会のさまざまな方とのコミュニ

先進技術・独自技術をさらに磨き、お客さまに満足と信頼

ケーションを取り、企業情報を適切かつ公正に開示するとともに、法

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

き企業市民」
として地域の文化・慣習を正しく理解し敬意を払うとと

をいただける新たな商品、サービスを開発し、新たな価値
活力に満ちた企業であり続けます。

令をはじめとする各種ルールを守り、公序良俗に反しない。また
「良

もに、地域発展への貢献をはじめ積極的に社会貢献活動を行う。

3. あらゆる人権を尊重するために

国際的に宣言された基本的人権及び労働基本権を尊重・擁護する。

また、いかなる強制労働や児童労働も排除する。

4. 地球環境を守るために

環境問題への取り組みは企業の社会的存在と活動に必須の要件で
あることを認識し、自主的、積極的に行動する。

5. 社員が生き生きと働くために

従業員一人ひとりの能力開発に努め、安全で働きやすい環境を確保

するとともに、従業員の多様性、人格、個性を尊重する。
富士フイルムグループ企業行動憲章
（全文）

 http://www.fujifilmholdings.com/ja/about/philosophy/conduct/index.html
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