Value from Innovation
コーポレートスローガン

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。
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。

デジタル
イメージング

VISION2016
中期経営計画

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、

経済的な価値

Economic Value

柔軟な発想でイノベーションを起こしていきます。
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レートスローガン
「Value from Innovation」
を制定。このスローガンの下、中期経営計画
「VISION2016」
と
中期CSR計画
「Sustainable Value Plan 2016」
を策定しました。事業活動を通じて世の中の様々な社会課題
を解決することが、当グループの事業成長の機会であると同時に、社会への貢献につながると考えています。
富士フイルムグループは
「新たな価値」
創出により、
持続的な社会の発展に貢献できる企業を目指します。
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Top
Commitment

時機を得てこそ
「
価値」は、真の「Value」となる。
を、成長を牽引するコア事業とし、国内外において積

ラーゲンの知見やエンジニアリング技術を組み合わ

極的な拡販、新製品投入、投資を進めています。同

せて、再生医療の事業展開を図っていきます。今後

時に、全事業において収益性の大幅な向上を図って

も、当社グループのもつ幅広い技術を活用し、また

います。計画初年度の2014年度は、連結売上高2兆

様々な機関、企業とも連携を進め、社会に価値ある

り、消費税増税の影響を克服、各企業の努力と相まっ

4,926億円
（前年度比＋2.2％）
、営業利益1,724億円

製品を生み出し普及させていくことで、SVP2016を

て、企業収益は大きく改善しました。本年も、官民の

（同＋22.4％）
、純利益1,186億円
（同+46.4％）
を達

グローバルな視点とローカルな現場力で
成長を確かなものにしていく
2014年の日本経済は、政府、日銀の諸施策によ

智恵を結集し、この経済の好循環をさらに確かなも
のとせねばなりません。
国外では、米国経済が堅調な一方、不安定なユー
ロ圏情勢や近年、世界経済を牽引してきた中国経済
の減速の影響は注視が必要です。
日本と世界の経済は、情報通信技術の急速な進展
により、相互の経済が瞬時に同期し影響しあう、分か
ちがたい関係にあります。
当社は世界40カ国もの国々に拠点をもち、売上高
海外比率も約6割となりました。日本と世界の経済を
同じ視野でとらえ、相互の影響を見極め、素早く当社

また、全社で“現場力“を向上させるための活動
「G-up」
を展開し、社員一人ひとりの“現場力“を高
め、グループ全体の競争力を強化しています。
事業環境は日々変化していますが、
“現場力”
をも

リードタイムの半減を実現し、
市場をリードしていく
本年は、よりよい世界の実現を目指し、極度の貧
困や飢餓の撲滅など8つの目標を掲げたミレニア

とに、
この
「VISION2016」
を必ず達成すべく、グルー

ム開発目標
（MDGs）
の期限を迎えます。9月には、

プ一丸となって取り組んでまいります。

2030年を期限とする新たな目標
「持続可能な開発

積極的に社会課題解決に貢献する
CSRを進める

目標
（SDGs）
」
が発表される予定です。また、12月
には国連気候変動枠組条約
（UNFCCC）
の国際会議
「COP21」
が開催され、世界各国が2020年以降の

当社は昨年、中期経営計画
「VISION2016」
に先

新たな温室効果ガス削減目標を協議、合意を目指し

立って、中期CSR計画
「Sustainable Value Plan

ます。年を追うごとに深刻化する社会課題の解決に

一方、経済のグローバル化、標準化に反し、人々の

2016
（SVP2016）
」
をスタートさせています。本計画

向けて、世界中の人、組織、機関、企業は、より一層

ライフスタイルや価値観は多様化しています。こうし

は、当社のCSR活動を
「事業プロセスにおける環境・

のスピードをもって、それぞれの立場で努力を続ける

た多様化する市場のニーズを的確にとらえ、
「新たな

社会への配慮」
に加え、
「社会にもたらす価値の創出」

必要があります。

の経営、事業運営に反映させる必要があります。

価値提供＝事業創出」
をするためにも、各国各地域に

「社会課題解決に対する貢献」
といった新しい視点

今年度のスタートにあたって、私は
「リードタイム

密着する従業員個々の本質をとらえる力が欠かせま

で取り組むことを宣言したものです。この計画に基づ

の半減を目指そう」
と全従業員にメッセージを発しま

せん。激動する経済、社会状況のなかでも、確実に事

き、様々な活動や事業創出を進めています。

した。経済環境が日々刻々と変化し、社会課題が複

業を成長させていくには、グローバルな視点とそれ

世界共通の最重要課題である地球温暖化に対して

雑に錯綜する今日、スピーディーに行動を起こすこと

ぞれの立場で、かつ各地に根づいた
“現場力”
が不可

は、
「温暖化抑制に寄与する太陽電池用保護フィルム

が何より重要です。地球温暖化をはじめとした様々

欠です。

拡販」
「 社内事業所の自家発電力の活用や現場での

な課題は、待ったなしの状況です。人々の健康や心

省エネ施策推進」
等により、CO2排出量削減に積極

豊かな生活、持続可能な社会の実現に向けて、絶

的に取り組んでいます。

えず
「Innovation」
を起こし、
「新たな価値」
を、タイ

「VISION2016」
を必ず達成する
当社は、昨年創立80周年を迎え、新コーポレート

健康分野では、
アンメットメディカルニーズ
（未解決

ミングを逸することなく、社会に提供し続けるトップ

スローガン
「Value from Innovation」
の下、
「お客

な医療ニーズ）
に対応する再生医療事業を強力に推

ランナーになること、これが、当社グループの目指す

様の真のニーズに応える『 新たな価値 』の創出」
を

進しています。2014年度には富士フイルムから、再

通じて社会課題を解決し、
“持続可能な社会の発展”

生医療のための細胞培養に必要な素材を研究試薬と

に貢献し続ける企業へ
“と新たな歩みを始めました。

して発売しました。また、国内で唯一の再生医療製品

人類共通の願いであり、企業にとっても目指すべ

そして、中期経営計画「VISION2016」
を策定し、

の承認を取得しているジャパン・ティッシュ・エンジニ

き目標です。富士フイルムグループ一丸となって、

2016年度
「売上高2兆6,300億円、営業利益2,200

アリング社の連結子会社化、iPS細胞の世界的なリー

事業活動すべてのプロセスにおいて、たゆまざる

億円、純利益1,200億円、ROE7％」
を経営目標とい

ディングカンパニーである米国Cellular Dynamics

「Innovation」
を起こし、タイミングを逸することな

たしました。

International社の買収発表を行いました。これらの

く社会に
「Value」
を提供し続けることにより、持続可

会社が持つ技術と、当社が長年写真分野で培ったコ

能な発展に向けて、邁進してまいります。

当社は、
「ヘルスケア」
「高機能材料」
「ドキュメント」

4

成し、順調なスタートを切りました。

着実に遂行していきます。
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「持続可能な発展
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富士フイルムグループの事業
■主な海外拠点

デジタル
イメージング

欧州エリア

48社

● FUJIFILM

技術力を発揮し
高付加価値を
提供できる
事業分野

ヘルスケア

2015年3月31日時点

社会からの
要請が大きく
高い成長が見込める
事業分野

高機能材料

ドキュメント

41社
●

FUJIFILM Middle East FZE ●

●

3社

光学
デバイス

26社

中国・香港・台湾・韓国エリア

Europe GmbH

中東・アフリカエリア

グラフィック
システム

北米エリア

●

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

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6事業
（ヘルスケア、高機能材料、
ドキュ

を展開しています。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

メント、グラフィックシステム、光学デバイス、デジタルイメージング）
を重点事業分野と位置づけ、なか

化しています。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

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

アなどにフィールドを広げています。

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つを柱とした事業活動を行っ
ています。
コーポレートスローガン
「Value from Innovation」
の下で策定した中期経営計画
「VISION2016」
を
推進することで、社会課題の解決と事業成長の連動を深め、持続的な成長で社会に貢献し続ける企業を
目指していきます。

富 士フイルムグ ル ー プ は 、2 0 1 4 年 1 1 月に中 期 経 営 計 画
コーポレートスローガン
「Value from Innovation」
の下、先進・独
自の技術で新たな価値を創出させ、世の中にある様々な社会課題
を解決することを、当グループの事業成長の機会ととらえていま
す。具体的には、
「ヘルスケア」
「高機能材料」
「ドキュメント」
を成長ド
ライバーとして市場のニーズに合った製品の提供により市場を拡
大していくとともに、生産性向上などにより全事業において収益性
を向上させていく考えです。これらの取り組みにより、2016年度に
は売上高2兆6,300億円、営業利益は過去最高の2,200億円を達
成する計画です。また、株主還元を強化し、株主資本利益率
（ROE）
を4.2％
（2013年度）
から7％に引き上げます。
富士フイルムグループは、
「VISION2016」
により中長期的に安
定成長できるビジネスポートフォリオを充実させ、持続的な成長で
社会に貢献できる企業を目指します。
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高機能材料
FUJIFILM UK Ltd. ●
Sericol Ink Limited ●
●フラットパネルディスプレイ材料
FUJIFILM Holdings France SAS ●

●メディカルシステム
（X線画像診断システム、内視鏡、他）

●医薬品
（低分子医薬品、バイオ医薬品）

さらなる成長と企業価値向上を目指し
2014〜2016年度の中期経営計画
「VISION2016」
を策定

「VISION2016」
を策定しました。創立80周年を機に制定した新

ヘルスケア

●再生医療
（自家培養表皮・軟骨）
●ライフサイエンス
（機能性化粧品、サプリメント）

（液晶ディスプレイ用フィルム材料）

●産業機材・電子材料 他
（非破壊検査用機材、半導体プロセス
材料、新規材料、他）

ドキュメント
●オフィスプロダクト・オフィスプリンター
●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）

中期経営計画
「VISION2016」
コンセプト
強固な経営基盤

安定的な利益・キャッシュ
中長期的に安定成長できるビジネスポートフォリオの充実
コア事業の成長の加速

全事業における収益性の向上

「ヘルスケア」
「高機能材料」
「ド
キュメント」を成長ドライバーと
し、拡販や新製品の市場投入に
より、売上・シェア・利益を拡大。
M&Aも活用

ビジネス規模と優位性を維持し
つつ、あらゆる企業活動におい
て生産性向上・効率化を進め、
収益性を向上

株主還元の強化

デジタルイメージング
●電子映像
（デジタルカメラ）
●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）

光学デバイス
●光学デバイス
（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、スマートフォン
用カメラモジュール）

グラフィックシステム
●印刷用機器・材料
（CTPプレート）
●産業用インクジェットプリンター・インク

「過去最高益」の達成、ROEの向上

安定的に創出できるキャッシュを生かし、利益をさらに拡大
今後も持続的な成長で社会に貢献できる企業へ
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富士フイルムグループのCSR
CSRの考え方
持続可能な社会

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。

「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

わたしたちは、.
経済的・法的責任を果たすことはもとより、

コーポレートスローガン

新たな価値の創造

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

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。

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。

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

事業を通じた
社会課題の解決

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。
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、
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。

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。

【中期CSR計画】

FUJIFILM
Sustainable Value Plan 2016

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。

企業行動憲章に則った倫理行動

富士フイルムグループは、持株会社体制となった2006年に、現在の企業理念とビジョンを制定。オー
社会の発展、健康増進、環境保持、人々の生活の質の向上に貢献するという精神をベースに、全グルー

事業プロセスにおける
環境・社会への配慮

【企業理念】

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のCSRの考え方

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。また、創立80周年を機に制定されたコーポレートスローガン
「Value from Innovation」
の下、社会課題を認識し、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、2014年には
「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

オープン、フェア、クリアな企業風土と先進・独自の技術

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。

価値を創造するリーディングカンパニーであり続ける。

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

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

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

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

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

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

富士フイルムグループでは、創立80周年の2014年1月20日に、新しい

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。

コーポレートスローガン
「Value from Innovation」
とブランドステートメン
とに、これからの
「富士フイルムグループの
“ありたき姿”
」
を考えていった
題の解決など未来への可能性を拡げていく姿勢を訴求しています。
2014年度は、この中に込められた想い・意味を浸透させていくために、
また、社員一人ひとりの力で
「Value from Innovation」
を実現していくた
めに、ワールドワイドでブランドの強化を進めました。

1. 信頼される企業であり続けるために
「Value from Innovation」
の理解
を深め、社員が前に進むためのヒン
トとして配付された『 Innovation
第 一 歩 を 踏 み 出 す た め に 』と
『Value from Innovation』

「Value from Innovation」
浸透・実現のための
（社内外の）
主な活動
・ 企業広告掲載
（国内外の新聞・雑誌・Webなどで展開）
・ 従業員へのアンケート調査.
（ブランドイメージ等について、国内外の社員約11,300名が参加）
・ 関連冊子の発行、社員への配布
・ 国内外、全従業員参加型の
「イノベーションアイデア提案制度」
を開始
・ 国内外の社内報・社内イントラネットに事業部門トップなどのインタビュー連載記事
「Value from Innovationを始めよう！」
を掲載
・	 FUJIFILM Value from Innovation Award
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をもって挑戦していきます。

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。

企業行動憲章

トを設定。これらは、1年間の活動を通じて世界中の社員から届いた声をも
結果、生まれたもので、革新的な
「技術」
「製品」
「サービス」
を通じて、社会課

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

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。

コーポレートスローガン
「Value from Innovation」
を通じた
ブランドマネジメントへの取り組み

の下、勇気ある挑戦により、新たな商品を開発し、新たな

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

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
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

社員の士気高揚を目的に様々な現場ごと
に顕著な功績をあげたチーム・社員を表彰
するFUJIFILM Value from Innovation
Award

新聞や雑誌に掲載
した 企 業 広 告（ 和
文・英 文 で 制 作 。
写真は英文版）

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
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
http://www.fujifilmholdings.com/ja/about/philosophy/conduct/index.html
富士フイルムグループ 行動規範
http://www.fujifilmholdings.com/ja/about/philosophy/law/index.html
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富士フイルムグループのCSR

コーポレート・ガバナンス

CSRマネジメント

コーポレート・ガバナンス体制

富士フイルムグループのCSR推進体制と各種方針

富士フイルムホールディングスでは、取締役会をグルー

す。なお取締役
（社外取締役を除く）
及び執行役員に対する

企業を取り巻く環境がめまぐるしく変化する激動の時代

プ経営の基本方針と戦略の決定、重要な業務執行に係る

報酬支給については、株価変動に関わる利害を株主の皆様

において、CSRは、持続可能な発展を達成していくために

富士フイルムグループのCSR経営を徹底させる役割を担

事項の決定、並びに業務執行の監督を行う機関と位置づけ

と共有し、企業価値向上への貢献意欲や士気を高めていく

最も重要な考え方であり、経営に携わるものはもとより、

当。グループ全体の重点課題の提案、社外への情報開示、

ています。取締役は12名以内とすることを定款で定め、現

ことを目的に、ストックオプション制度※を導入しています。

従業員一人ひとりが大切にすべきものであるとの思いから、

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

在の員数は12名で、うち2名が社外取締役です。取締役の

※ストックオプション制度：会社の取締役や従業員等に対し、職務執行の
対価として、一定期間内に、あらかじめ定められた価格で会社の株式を
購入できる権利を付与する制度

使命と責任をより明確にするため、任期は1年としていま
す。2015年3月期中に開催された取締役会への社外取締
役出席率は83％
（全10回）
です。また、業務執行の迅速化

コーポレート・ガバナンスに関する詳細情報につきましては、
下記をご参照ください。

を図るため、執行役員制度を採用し、執行役員は取締役会

http://www.fujifilmholdings.com/ja/about/governance/index.html

が決定した基本方針に従って業務執行の任にあたっていま
▼コーポレート・ガバナンスの体制

取締役会

◎グループ経営方針・戦略の決定
◎重要な業務執行に係る事項の決定
◎業務執行の監督

監査役会

会計監査人

代表取締役会長・CEO

コンプライアンス＆リスク管理

代表取締役社長・COO

CSR委員会

経営会議
執行役員

相談窓口

内部監査部門

CSR部門
（事務局）

グループ企業行動憲章
グループ行動規範

広報／IR部門

経営企画部門

人事部門

総務部門

各社のCSR活動の支援、進捗管理を行っています。

つの活動方針
（グリーン・ポリシー、社会貢献方針、生物多

グループ各社のCSR担当部門は、グループ全体のCSR

様性方針、調達方針、品質方針、労働安全衛生方針、安全

計画に基づいた具体的なCSR計画を策定し、それぞれの

保障輸出管理方針）
を策定し、活動を推進しています。

課題を遂行、年間でその結果の振り返りを行うとともに、

富士フイルムホールディングス社長を委員長とするCSR

富士フイルムホールディングスCSR委員会への活動報告

委員会を設置し、CSR計画の策定などグループ全体のCSR

等を行い、グループ全体で一体感をもって、活動を進めて

活動推進のための意思決定を行っています。CSR委員会事

います。

ステークホルダーとのコミュニケーション

株主総会

業務執行

「CSRの考え方」
を2006年に明確化しました。その後、7

務局である富士フイルムホールディングスのCSR部門は、

法務部門

CSR部門

技術経営部門

企業は様々なステークホルダーと関わりながら活動を

活動全体に関するご意見に加え、
「地球温暖化対策の推

行っており、それぞれのご意見や期待を受け止めることが

進」
等の重点課題に関しては、個別に社外の方にレポート原

重要です。富士フイルムグループでは、適切に情報を開示

稿とともに活動内容を説明し、評価やアドバイスをいただ

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

いています※。自社の振り返りに加えて、社外の方からご意

や期待に応えているかを、様々な機会を通じて検証し、活

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

動に反映させています。また、CSR活動推進にもステーク

す。今後もよりよい活動とするため、継続していく予定です。.

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

※P33、47、70、71参照

ティレポートでのレビューを行っています。
▼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株式会社

各種ガイドライン

CSR委員会事務局

CSR委員会
全グループに関わるCSR関連事項について

● 基本方針の審議・決定

● 重点課題・施策の審議・決定

委員長：富士フイルムホールディングス 社長

富士フイルム株式会社

富士ゼロックス株式会社

富山化学工業株式会社

監査体制

事業会社
富士フイルム
株式会社

富士ゼロックス
株式会社

富山化学工業
株式会社

シェアード
サービス
富士フイルム
ビジネスエキスパート株式会社

● 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

CSR委員会へのCSR活動報告

ており、現在監査役4名
（うち2名は社外監査役）
によって監

10回）
です。なお富士フイルムホールディングスは、業務執

富士フイルムグループ企業理念・ビジョン

査役会が構成されています。各監査役が取締役会に出席

行部門から独立した内部監査部門として、現在8名のスタッ

富士フイルムグループ企業行動憲章・行動規範

する他、常勤監査役は経営会議にも常時出席するなど、業

フからなる監査部を設けています。持株会社の立場から、

務の遂行全般にわたって監査を実施しています。

事業会社内の内部監査部門と協業または分担して監査を

富士フイルムグループのCSRの考え方

出席率は100％
（全10回）
です。また、2015年3月期中に

行っています。

と進捗管理

● 各社のCSR活動の支援（情報の収集と分

析評価）

● 全グループのCSR活動の監査

▼富士フイルムグループのCSRの考え方と各種方針

開催された監査役会への社外監査役出席率は100％
（全

行い、当社グループの業務の適正性について評価・検証を

委員会決定の方針、戦略目的の展開）

● CSR委員会決定の重点課題・施策の展開

の対話

富士フイルムホールディングスは、監査役制度を採用し

2015年3月期中に開催された取締役会への社外監査役

● CSRガバナンスの全グループ適用（CSR

● 社会への情報開示とステークホルダーと

各社 CSR担当部門

活動遂行に伴う
● 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

富士フイルムホールディングス
CSR部門

グリーン・ポリシー
（環境方針）
2002年4月制定

社会貢献方針

2008年4月制定

生物多様性方針
2009年6月制定

調達方針

2015年3月更新

品質方針

2010年1月制定

※「企業理念・ビジョン」
「企業行動憲章・行動規範」
「CSRの考え方」
（P9、ウェブサイト参照）

労働安全衛生方針
2010年1月制定

安全保障輸出管理方針
2015年5月制定

※各方針についてはウェブサイト参照
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富士フイルムグループのCSR

CSRマネジメント

ステークホルダーコミュニケーション

▼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

お客様

従業員

株主・
投資家

取引先

地域社会
将来世代

行政・
業界団体

NGO/NPO

12

FUJIFILM Holdings Corporation

主な責任と課題

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。
富士フイルムグループで働く従業員
は、273社、約8万人。構成比は、国内：
49.3％、米州：7.8％、欧州：6.0％、
アジ
ア他：36.9％で、世界各地で活躍して
います。
（2015年3月末）
富士フイルムホールディングスの株
主数は122,486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。持株比率は外国法人などが
40.2%、日本の金融機関が32.8%と
なっています。
（2015年3月末）
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。

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。

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。
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。

2014年に東京ミッドタウンに移転した
「東
京サービスステーション」

Sustainability Report 2015

★：詳細をサステナビリティレポートに掲載

商品の安全性、品質の確保
● 環境配慮設計★P32
● 適切な商品
・サービスの情報の
  提供
● お客様満足度の向上★P56
● お客様への対応
・サポート★P56
●

労働安全衛生の確保★P43
人権の尊重★P44
● 人材の育成と活用★P45
● 多様性の尊重★P46

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

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

●

●

●

●

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★P67

株主総会／決算説明会／投資家向け説明会
IRカンファレンス／個別ミーティング
● アニュアルレポート／株主通信
● IR情報のウェブサイト
● お問い合わせ窓口
（コーポレートコミュニケーション室）

●

●

●

●

公正で公明な取り引きの徹底
サプライチェーンにおける環境や
  人権などCSRの推進★P48
●
●

本業を生かした貢献活動★P53
地域の文化や慣習の尊重、環境
  保全★P53
● 事業場での災害、
事故防止
● 将来世代への教育支援★P53

調達先向けの説明会
（グリーン調達、含有
  化学物質管理など）
● CSRアンケート
（自己監査）
● 取引先専用ウェブサイト
● 取引先との定期的な協議
● お問い合わせ窓口
（各調達部門、販売部門）
●

環境対話集会／工場見学
地域でのボランティア活動
● 自治体
（市役所や市長、
自治会長など）
との
  定期的な協議
● お問い合わせ窓口
（各事業所、各工場）
● 学術機関への講師派遣、
寄付講座
● NGO/NPOと協働した環境教育活動

●

●

●

●

法令順守★P40
● 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
●

社会・環境課題の解決に向けた
  対話、協働、支援★P11
●

社内コミュニケーショ
ンのための社内報

IR情報をウェブサイトで公開

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

現場力を向上させる
「G-up」
浸透を目指し
中嶋社長自ら世界各地で行う
「語り合いの場」
富士フイルムでは、各部門・各人が
「What」
を明確にして課題を着実に解決し、
現場力を向上させる
「G-up」
を2012年から開始。その背景・目的・社長の思いを、
現場の社員にフェイスtoフェイスで伝え、一方で社員の考えていることを素直に
語ってもらい、G-up精神の浸透を図る活動として、中嶋社長が世界各地で
「語り合
いの場」
を行っています。2014年までに、国内外の事業所・関係会社を対象に約
50回・約5,000名の
参加を得て開催、海
外現地法人だけでも
10カ所に訪問し社員
とのコミュニケーショ
ンを図っています。

FUJIFILM Europe GmbH
（ドイツ）

FUJIFILM do Brasil Ltda.
（ブラジル）

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

地 域と交 流する活 動（ 富 士フイルム九 州
「さくら祭り」
）

FUJIFILM Medical Systems U.S.A.,Inc.
（アメリカ）

地域のステークホルダーと直接意見交換する
「環境対話集会」
を各地で開催
富士フイルムグループは地域社会の一員として、自社の環境

バイザ ーとした意

保全活動についての情報公開を行うとともに、地域住民の方々

見 交 換 会を実 施 。

からご意見をいただく
「環境対話集会」
を各地で開催していま

地元の中学生も参

す。2014年度は、富士フイルム九州
（FFQ）
が初めて、地元の熊

加し、多くの質疑応

本県菊陽町の協力を得て開催しました。

答が行われました。

富士宮工場では排水処理工程などを説明

当日は地域の方々など約30名が参加、第一部で説明会と工場

また富士フイルム富士宮工場は、富士宮市大中里地区の住民を

見学、第二部では熊本県立大学・篠原亮太名誉教授を進行役、佐

対象に2015年2月に開催、中学生を含む住民、静岡県や富士宮市

賀大学農学部生物環境科学科・上野大介准教授を化学物質アド

の担当者など計56名が参加し、例年以上に活発な意見交換が行わ
れました。今回で10回目となり、県内でも継続して実施している数
少ない企業であることが評価されています。今後は自治体や地域
企業との交流もさらに深め、環境を接点とした地域との一層の対

●

●

FUJIFILM North America Corporation
（アメリカ）

話促進を図っていきます。
富士フイルムグループでは、継続的に環境対話集会を開催し
富士フイルムグループの環境に対す
る取り組みを説明

環境保全設備などを見学

て地域社会との対話を続け、より一層の環境・安全活動を推進
していきます。

中国でのCS活動をまとめた
「富士フイルム中国・サステナビリティレポート2014」
を発行
近年、中国ではCSRに対する関心が高まっており、富士フイル

特集
「中国と共に持続的な成長を実

ムグループの中国内での社会課題解決への取り組みを発表す

現」
をはじめ、レポートではFFCNをは

ることは、企業ブランドの向上にとどまらず、お客様とのコミュ

じめとする中国のグループ会社全9社

ニケーションの面でも重要性を増しています。そこでFUJIFILM

が、あらゆるステークホルダーに対し

（China）Investment Co.,Ltd.
（FFCN）
は、2014年12月、
『富

て、様々な価値を提供することで、社

士フイルム中国・サステナビリティレポート2014』
を初めて発行

会の持続的発展に貢献している具体例

しました。

を紹介しています。

富士フイルム中国・サステナビリティレポート2014 http://www.fujifilm.com.cn/sustainability/fujifilm_china/report/index.html
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