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。
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、
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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Top Commitment

信頼を取り戻す。
我々には社会に果たすべき使命がある。
トップコミットメント

「オープン、フェア、クリア」
の精神を徹底する
先般、当社ドキュメント事業を担う富士ゼロックスの海外

も、各国政府やグローバル企業はAI、IoTなどを駆使し、新

メージング領域などを中心に着実に力をつけ、中長期に成

たな産業革命を起こそうと鎬を削っています。先を読む長

当社は15の事業分野を持ち、世界にある277のグルー

長できる事業ポートフォリオを確立しました。

期的な視点を持ち、それをもとに的確な中期戦略を成し遂

プ会社で7万9,000人の従業員が働くグローバル企業で

げる企業のみが、この新たな産業革命を勝ち抜き、真のグ

す。各国、各地域の従業員が社会課題に向き合い、自らビ

ローバル企業として社会に貢献できます。

ジネスチャンスを掘り起こし、的確な製品・サービスを迅速

子会社で発生した不適切な会計処理事案に関し、多くのス

一方、中期CSR計画
「SVP2016」
では、
「事業プロセスに

テークホルダーの皆様に、多大なご心配とご迷惑をおかけ

おける環境・社会への配慮」
という従来のCSRに
「事業を通

したことを深くお詫び申し上げます。

じた社会課題の解決」
という視点を加え、事業とCSRを連携

改善に向け、富士ゼロックスにおいて代表取締役ほか数

させ活動を進めてきました。

「SVP2030」
は2030年を目標年度とし、長期的に当社グ
ループが目指す姿を示したもので、これを踏まえ、今後3年間

貢献の機会が埋もれているに違いありません。

に提供することで、大きな貢献につなげることができます。
SDGsで掲げられているように、我々人類が直面する課

名の役員を退任させ、当社から取締役を派遣するなど経営

「健康分野」
では、中東、アフリカ、ロシアなど世界各地で

体制を刷新しました。また当社と富士ゼロックスの経営管

の診断機器の整備、医療従事者への教育支援やトレーニン

「SVP2030」
では、SDGsで挙げられた17の目標、169

の組織、人々の連携が欠かせません。そのためにも、異なっ

理部門との統合などにより、グループ内人材交流を拡大さ

グによる医療技術向上、検診の普及など、
「医療サービス

のターゲットや気候変動といった地球規模の社会課題と、

た価値観、多様性を受け入れる
「オープン、フェア、クリア」

せるほか、社内において社長を委員長とするガバナンス強

へのアクセス向上」
と、再生医療・医薬品の開発による
「アン

当社が持つ事業領域、技術力、人的資源など経営資源を総

な企業風土の醸成は大切なのです。

化委員会を立ち上げ、グループ会社の監督強化や内部監

メットメディカルニーズ
（未解決な医療ニーズ）
」
への対応を

合的に評価し、
「環境」
「健康」
「生活」
「働き方」
の4つの分野

企業の力は、そこで働く従業員の力の総和です。一人ひ

査体制の再構築、IT強化など５つの視点で、ガバナンス強

着実に進めてきました。
「環境分野」
ではビッグデータ時代

の課題に取り組むこと、環境・倫理・人権などのCSR基盤を

とりがより良い未来を自分たちの手で創り上げるという強

化に取り組んでいます。

の到来によりますます重要になるデータ管理に対し、当社

サプライチェーン全体にわたり強化すること、そしてガバナ

い意志と熱意を持ち、困難な課題をやり抜くことで、会社

独自技術のデータストレージ用磁気テープなどで使用電力

ンス強化を計画に盛り込みました。ガバナンス強化につい

も社会も持続的に発展させていけるはずです。様々な国

さらに、管理体制やルールといった仕組みの見直しに加

の具体的な事業戦略
「VISION2019」
を策定いたしました。

題は多種多様で、かつ相互に複雑に絡み合っており、多く

え、グループ全従業員に、一人ひとりが会社の
「信頼」
を背

量を大幅に減らし、お客様先でのCO2排出量1,967万トン

ては、企業グループとして長年重視し、行動規範で掲げて

籍、様々な文化を持つ、多様な従業員が目標に向かい、互

負っているとの責任感を持ち、規律、倫理に基づいて業務

の削減に貢献、また自社においては、調達から製品の使用・

きた
「オープン、フェア、クリア」
な企業風土をさらに徹底さ

いの個性を尊重し、能力を引き出し合うことが、より大きな

を行うことの再徹底を図っています。当社は長年、写真フィ

廃棄におけるCO2排出量も基準年の2005年度比14％の

せていきます。社会課題の解決は一朝一夕に果たせるもの

力となるのです。当社の企業理念である
「人々の生活の質

ルムの製造・販売を主軸としてきた会社です。写真フィルム

削減を達成しました。

ではありません。環境課題については数値目標を公表、重

の向上」
、そして持続可能な社会の発展に向けて、新たな

点課題には進捗指標を設定し、
「SVP2030」
を全従業員が

価値を創出し続けてまいります。

は、購入するときには製品の性能を試すことのできない、

これらの活動により、
「健康経営優良法人2017」
に認定、

言わば
「信頼」
を買っていただく商品です。それゆえ、お客

GPIF
（年金積立金管理運用独立行政法人）
が新たなESG

自分自身の計画と認識し、確実に達成するよう進めていき

様や社会からの
「信頼」
がもつ重みを大切にしてきました。

投資※のために選定した
「FTSE Blossom Japan Index」

ます。
「SVP2030」
は、当社の経営の根幹をなす計画です。

「信頼」
を得るのに近道はありません。すべての従業員の
誠実な行動とお客様の期待に応える製品・サービスを提供
し続けることが何より肝要です。今回の出来事を全従業員

「MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数」
に組み入
れられるなど、社会から高い評価を得ています。
このように、この3年間は
「VISION2016」
と
「SVP2016」

が自分の問題としてとらえ、どんなときでも
「オープン、フェ

の両計画をリンクさせ、事業成長と社会課題の解決への貢

ア、クリア」
を第一として、すべての事業活動を推進するこ

献を共に達成することを目指したことで、確かな成果を得

とで、皆様からの
「信頼」
を取り戻していく決意です。

ることができました。

事業成長と社会課題への貢献を
両輪で進めていく

※ESG投資：環境Environment、社会Society、ガバナンスGovernance
の3つの視点に配慮した投資

さて、当 社は2 0 1 4 年に制 定した新コーポレートス
ローガン
「Value from Innovation」
の下、中期経営計画
「VISION2016」
と中期CSR計画
「サステナブル バリュー

「SVP2030」
と
「VISION2019」
で
新たな産業革命を勝ち抜く
この成果と経験を踏まえ、さらなる成長を確かなもの

プラン2016（SVP2016）
」
という2つの計画の達成に向け

とするため、2017年8月、新CSR計画「サステナブル・

て全社一丸となって取り組んでまいりました。

バリュー・プラン2030（SVP2030）」
と新中期経営計画

最終年度である2016年度の実績は、連結売上高2兆
3,222億円、営業利益は1,723億円となりました。円高に

4

3年間の取り組みで、高機能材料やメディカルシステム、イ

世界では、国連で採択された2030年をゴールとする
「持
続可能な開発目標

業利益ともに増収、増益を達成し、当社株主帰属純利益は

Goals）
」
や気候変動抑制に関する
「パリ協定」
など長期目

過去最高益の1,315億円、ROEは6.5%となりました。この

標の達成に向けて事業活動を活性化しています。なかで

Sustainability Report 2017

ち抜いていきます。

グループの多様な力を結集し、
持続可能な社会の実現に貢献する
国際社会では、英国のEU離脱、米国の
「アメリカファー
スト」
やTPPからの離脱、欧州での極右勢力の台頭など、グ
ローバリズムへの反動が顕著になっています。また、各地
での地政学的リスク、軍事緊張も収まらず、グローバル企
業にとって厳しい環境が続いています。しかし、アジア、ア
フリカを中心とした着実な経済成長と、世界の人々のより
豊かで安心な暮らしへの願いは止むことはなく、そこには、
グローバル企業にとって多くのビジネスチャンスと社会

「VISION2019」
を発表しました。

よる為替影響を除いたオペレーションベースでは売上、営

FUJIFILM Holdings Corporation

経営と従業員が一体となって推進し、新たな産業革命を勝

SDGs
（Sustainable Development

2017年10月
代表取締役会長・CEO
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富士ゼロックスの海外販売子会社における
不適切会計に関するご報告
連結子会社である富士ゼロックス株式会社の海外販売子会社において過去に行われた不適切な会計処理により、株主、投

資家、お客様をはじめとするステークホルダーの皆様にご迷惑とご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。こ

こでは今回判明した問題の概要と当社グループの再発防止に向けた取り組みについてご説明します。

3. FXNZ・FXAUで行われていた不適切な会計処理とは
●

FXNZは、機器販売時に、機器代金・消耗品代・保守料金・
金利などをまとめて毎月のコピー料金で回収する機器販売
と保守サービスを一体化させたMSA
（Managed Service

1. 問題の概要

Agreement）
契約を導入。

2017年、富士ゼロックス
（FX）の海外販売子会社である富

ていたことが発覚いたしました。当社が設置した
「第三者委員

リースの条件を満たしていない案件も含めてすべての案件を

●

MSA契約は、機器導入時にキャピタルリースとして機器相

キャピタルリースとして処理していた。
※最低支払リース料総額の回収が合理的に予想できる、借り手から回収
できない追加コストが発生する不確実性がない、等
●

その結果、コピーボリュームが契約時に設定したターゲットに

士ゼロックスニュージーランド
（FXNZ）
と富士ゼロックスオース

会」による調査結果報告によって、下記の事象が明らかになり

当の売上を初年度に一括計上し、その後月間のターゲットボ

届かないことや、最低利用料が明確に設定されていなかった

トラリア
（FXAU）
において、過去に不適切な会計処理が行われ

ました。

リュームに応じて定めたコピー単価に実際のコピー枚数を乗

などの理由で債権が回収できない取引が発生し、それが常態

じたコピー料金で回収するもの。
1. FXNZにおいて、2010〜2015年度における一部の会計処理が不適切に行われていた。

●

キャピタルリースで処理するためには、定められた条件 ※を

化していた。
●

FXAUでも類似の会計処理が行われていた。

クリアしなければならないが、FXNZの場合、本来キャピタル

2. 他の子会社を確認したところ、FXAUでも類似の事象が確認された。
（2010〜2015年度累計）
3. 過年度決算の修正金額
<株主資本に与える影響額※>
FXNZ 185億円
FXAU 96億円

合計 281億円

※過去6年間の
「当社株主帰属当期純利益」
に与える影響の累計額

4. FXの内部統制において問題があることが確認された。

4. 問題の背景と解決すべき課題
〈不適切会計処理が行われた背景〉

5. 富士フイルムホールディングス
（FH）
のFXに対する管理体制に不備があった。

●

〈マネジメント上の課題〉

海外販売会社では通常売上目標達成に応じたコミッションや

ー FXNZにおける課題 ー

ボーナスなどのインセンティブがあるが、FXNZのトップマネジ

●

に計上する不適切な会計処理を続けていた。

2. 問題の経緯
2015年7月

FXNZの機器の売上過大計上などを告発する

2016年11月

メールがFXの役員らに発信された。FXとFXAP
による特別監査が実施され、不適切な取引の存
在が確認されたが、FHには適切な情報はもたら
されなかった。
2015年9月

FXAPが、FXNZの不適切なMSA契約※を是正。

2017年1月

しかし、本契約に関わる過去の会計処理の修正は
行われなかった。
2016年2月

2017年2月

FXNZ CFOの交代で、不良債権・不明確な会計
処理がFXAPに報告された。FX・FXAPが外部弁
護士を使い調査を実施し、前FXNZ社長の売上

2017年3月22日

FHによる社内調査委員会を立ち上げ。ただちに
調査を開始。

2017年4月20日

FHが第三者委員会を設置して調査を開始。

適切な営業手法などを糾弾する報道を掲載。

2017年6月10日

FHが第三者委員会より調査報告書を受領。

現地報道に関して、FX副社長がFH社長に対し、

2017年6月12日

FHが遅れていた決算発表をするとともに、問題
発覚の経緯、第三者委員会より指摘された問題
点、今後の対応について発表。

社長に就いていた前FXNZ社長に対し、2016年
5月に退職を勧告。

2016年10月

ニュージーランドの現地メディアが、FXNZの不

報道にあるような不適切な会計の事実はないと
報告。
FH
FX
FXNZ
FXAU
FXAP

監査法人がFHに対して損失リスク133億円を提
示。FHからの確認に対し、FXは損失リスクが30
億円の認識と回答。
FX会長・社長・副社長からFH会長・社長に損失リ
スクが30億円との説明。

がっていたことが判明。2015年4月よりFXAUの

●

●

●

●

業務のレポートライン集中化の是正に向けた社内体制の整備

FXNZでは、取締役会が有効に機能しておらず、FXNZ社長に

ー FXにおける課題 ー

権限が一極集中し、業務管理プロセスの透明性に欠けていた。

●

子会社・関係会社に対する管理体制の強化

●

社内における情報共有の強化と業務管理プロセスの透明性向上

●

取締役会による監督機能と監査役、監査部門による監査機能

FXAPの子会社管理体制の不備、FXの監査体制や管理部門に
よる統制の欠如など、内部統制上の問題があった。その結果、

明確な回答を得るため、FH社長がFX社長に、改
めて調査を指示。

2017年3月

偏重のマネジメントが不適切な会計処理につな

2016年9月

10月下旬にFXNZの年度監査を開始した監査法
人から、現地報道内容について懸念があり、監査
で確認するとの連絡を受けた。改めてFHからFX
に報道の真偽を問い合わせたが、12月に至って
も明確な回答なし。

ルールを無視した売上至上主義是正のためのインセンティブ
見直し

メントは売上げを過度に重視したルールを設定し、売上を早期

の強化

FX社内報告の過程で情報が遮断され、FX会長、社長に適切な

●

経理部門のチェック機能強化

実態情報が報告されなかった。

●

コンプライアンス意識の向上

●

リスクマネジメント体制の強化

FHのFXに対する監視体制、監査部門の監査体制、情報共有
体制に不備があり、FXからFHに適切な実態情報が報告され

ー FHにおける課題 ー

なかった。

●

FXに対する管理体制の強化

：富士フイルムホールディングス
：富士ゼロックス
：富士ゼロックスニュージーランド
：富士ゼロックスオーストラリア
：富士ゼロックスアジアパシフィック。シンガポールにある富士ゼロックスの海外関係会社。アジア・オセアニア地域を統括する

※MSA契約：機器代金・消耗品代・保守料金・金利等をまとめて毎月にコピー料金で回収する、機器販売と保守サービスを一体化させた契約
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5. 当社の対応策
本件に対し、人事上の措置を取り、FXは取締役3名、執行役員

その上で、7月に当社社長を委員長とする
「FHガバナンス強

1名、常勤監査役1名が退任、また執行役員1名が役員を退任。

化委員会」
を設置するなど、包括的なプロジェクト体制を整えま

これらの6名に、FX社長、常勤監査役1名、非常勤監査役2名を

した。ガバナンスの見直しや管理体制の強化など、課題別にプ

加えた計10名の報酬・賞与を、3カ月間で10〜50％カットしまし

ロジェクトを推進しています。

経営層が自らの言葉で従業員にメッセージ
今回の問題を受け、FH助野社長、FX栗原社長な
ど、経営層が自らの言葉で従業員に対してメッセー
ジを送りました。富士フイルムグループの全従業

た。当社会長・社長は3カ月間の報酬を10％返上しました。

員一人ひとりが、今回判明した事実と問題点を理解
し、コンプライアンスの重要性と
「オープン、フェア、

1. 当社からFXへの経営人材派遣

と審議の活性化、経営の意思決定迅速化

2017年6月、FX定時株主総会にて承認

法曹界出身者及び会社経営者計3名を社外取締役に迎え、

●

FHからFXへ取締役及び経営管理実務責任者を派遣

取締役会の社外取締役比率を1/3に高め、より多角的な意

⇒ 6月：FX定時株主総会にて当社から派遣される会長、副社長、
専務執行役員、常務執行役員など計7名の選任を承認
●

訴えています。

①

（写真は①FH助野社長のビデオメッセージ、②グ
ループ報に掲載されたFX栗原社長のメッセージ、
③社内イントラネットに掲載されたFH助野社長の
メッセージ）

3. 組織体制の見直し

グループ内の人材交流を一層拡大

②

FXの経理・監査などの経営管理部門を当社と統合し、業務管理

2. 当社のガバナンス体制強化
●

見交換を行うことにより、意思決定の妥当性を確保

クリア」
な企業風土を心に刻み、行動していくことを

プロセスを強化

取締役会の構成を見直し、ガバナンス体制を強化

③

⇒ 9月：経理及び監査部門統合

⇒ 取締役を12名から9名に削減し、取締役会の機動的な運営

全リーダー層へのコンプライアンス教育を実施

●ガバナンス強化のための推進体制

今回の事案を自分の問題としてとらえ、従業員一人ひとりの社会的責任、コンプ

富士フイルムホールディングスガバナンス強化委員会

ライアンス意識を高めるために、7・8月にリーダー層に対するコンプライアンス教
育を行いました。国内では対象者を一堂に集め、対面形式で実施。FH助野社長か

強化方針確認 ＋ グループ内通達 ＋ 実施状況管理

らは、今回の事案を自分の問題としてとらえ、誰もが
「おかしい」
と言える職場風土
全体管理

づくりに向けて、
「オープン、フェア、クリア」
の姿勢や行動を再徹底していくことが
伝えられました。
ガバナンス強化プロジェクト
（PJ）

その後、部門長及びグループ会社社長を通じて、全世界の従業員にコンプライ
アンス教育を展開しています。さらに、コンプライアンス教育実施後には、今回の

テーマ別ＰＪ

事案やコンプライアンス意識の浸透度、各職場の風土、問題点を探る全従業員向
グループ会社管理
強化PJ

経理強化PJ

監査強化PJ

コンプライアンス
強化PJ

ITガバナンス
強化PJ

グループ会社管理PJ

コンプライアンス強化PJ

グループ会社からの重要事項に関する報告体制や承認プロセスなど

全リーダー層、全従業員を対象としたコンプライアンスの再教育や、

の再構築によって、グループ全体の管理・監督の強化を図っています。

全グループ会社を対象とした内部通報システムの整備などにより、リ

レポートラインや承認規定の見直しなどにより、グループ内での適切

スク管理体制の見直しを図っています。

な情報提供を保証する仕組みを整備するべく、8月1日付で富士フイ
ルムホールディングスにグループ会社管理部を新設しました。

ITガバナンス強化PJ
効果的なIT活用を通じて、グループ各社の状況を適切かつタイムリー

経理強化PJ

に把握するためのモニタリングの仕組みや、グループ内の円滑なコ

会計処理の適切性を担保し、牽制機能を発揮できる体制の確保を目

ミュニケーションのためのITインフラの整備を進めています。

けの意識調査も実施予定です。

国内外で従業員とのコミュニケーションミーティングを開催
FX栗原社長は、国内外の従業員に対して今回の問題の経緯を説明するコミュニ
ケーションミーティングを開催しました。
海外では、7月にFXNZ、8月にFXAUを訪問し、従業員などに対して今回の経緯
を説明しました。コミュニケーションミーティングでは、雇用確保や経営体制の変
更、経営陣への責任追及など多くの質問が寄せられました。栗原社長は経営立て直

的として、管理会計と財務会計の機能分離や財務会計機能の統合をし

し、お客様の信頼回復のために、FXもFXAPも最大限のサポートをしていくことを

ました。

約束、その上で従業員自身の高い意識と、お客様への価値提供に取り組む姿勢が、

監督強化PJ

最も大きな力となることを伝えました。また経営幹部とのミーティングでは、今回

グループ内での機能統合によるグローバル監査展開に向けた体制構
築や、IT活用による監査力強化及び効率化などを通じて、グループ全

富士フイルムグループすべての執行役員、部門長、
国内関係会社社長、海外現地法人社長の計381名に
対して実施

の事象を重く受け止めながらも、信頼回復と次なる成長へ向けての活発な議論が

国内8拠点で約5,000名、海外ではニュージーランド、
オーストラリアの約750名の従業員と対話
（写真は
FXNZ本社）

行われました。

体の監査機能を強化しています。
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富士フイルムグループの技術とイノベーション
独自技術の応用展開
写真フィルムから始まった富士フイルムグループは、現

そしてこれからも、社会に新たな価値をもたらす製品、

在、
「銀塩写真」
で培った技術力を生かし幅広い事業を行っ

サービスを生み出し続け、富士フイルムグループのた

ています。当社事業を支える基礎となる基盤技術と、持続

ゆまぬ成長を実現するべく、コア技術を磨き続けていき

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

ます。それこそがコーポレートスローガン
「Value from

き、それらを組み合わせることで、様々な製品・サービスを

Innovation」
の精神そのものだからです。

製品・サービス
機能価値

提供しています。

遮熱・断熱フィルム

高機能材料分野

【ライフサイエンス】

光を制御する

機能性化粧品
サプリメント

銀塩写真で培った技術

固体/液体を
届ける

ヘルスケア

活用されるコア技術

カメラ

細胞を扱う

レンズ、ハードウェア、システムを高品質で設計・製造

撮 影

創業間もない頃からレンズの開発を行っており、フジノンブランドとして
高い評価を得ています。また、カメラのハードウェア設計及びシステム設
計にも独自の強みを有しています。

システム
設計

撮像技術

精密成形
技術

【メディカルシステム】

粒子
形成技術
酸化還元
制御技術

製膜技術

ナノ分散
技術

機能性分子
機能性
技術
ポリマー技術

粒子形成
技術

精密塗布
技術

画を見せる

ナノ分散
技術

材料化学

バイオ
エンジニア
リング

画像

情報を転送する

現像・プリント

VCSEL

写真の現像・プリントにおいては、写真フィルムやカラーペーパーに塗布
された多様な機能性物質の化学反応を精密にコントロールすることによっ
て、高い色再現性と画像保存性を実現しています。またミニラボなどのプ
リント機器のシステム構築のための高いシステム技術も有しています。

機能性分子
技術

機能性
ポリマー

解析

ドキュメント

システム
設計

光学レンズ

グラフィックシステム
インクジェットプリンター用インク

ワイドフォーマット
UVインクジェットシステム
インクジェットデジタル
プリンティングシステム

撮像技術

画を撮る

CTP（Computer-to-Plate）
プレート

機能性
分子

電気
・
電子
MEMS
技術

精密成形
技術

画/情報を記録する

生産
システム

複合機・プリンター

画を描く
精密塗布
技術

光学

機械設計

ソフト

4K HDMI・IP光伝送器
酸化還元
制御技術

データストレージ
メディア

精密塗布
技術

システム
設計

ミニラボ・カラーペーパー
塗布された機能性物質の化学反応を精密に制御

ガス分離膜

半導体プロセス材料

基盤技術

生化学

写真フィルムの表面には、様々な機能を持った材料が層状に塗布されて
います。当社は、マイクロメートル単位の薄く、均一な、光学的にゆがみ
のないフィルムをつくる技術を有しています。また、機能性物質をナノレ
ベルで設計し、微細で均一な粒子に揃えて維持し、さらにその上に何層も
同時に、かつ高速・均一に塗布することが可能です。

製膜技術

太陽電池用
バックシート

内視鏡システム

超音波画像診断装置

均一な厚みのフィルムに、機能性物質を何層も塗布

気体を分ける

自家培養表皮/軟骨

三次元医療用画像情報システム

写真フィルム

フォトレジスト

リコンビナントペプチド

デジタルX線画像診断システム

気体/液体を
防ぐ

透明電導性フィルム

コア技 術

【医薬・再生医療】

フラットパネルディスプレイ用
光学フィルム

デジタルカメラ

画を描く

デジタルイメージング

光学デバイス

新たな成長戦略の構築
当社グループの主軸製品であった写真フィルムの需要が2000年をピークに減少する中、それに代わる新たな事業の創出を目指し、事
業構造を転換するとともにR&D改革を推進。技術・市場の四象限に分類・整理し、技術の棚卸しを行った上で重点テーマを選定しました。
既存市場
新規技術
既存技術
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●高画質デジタルカメラ
●医療用画像情報システム
●デジタルプリンティング機器
●レーザー光源搭載内視鏡システム
●PS版、CTP版
●写真フィルム
●コンパクトデジタルカメラ
●X線フィルム
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新規市場
重点テーマ設定の
3つのポイント

など

●医薬品
●機能性化粧品
●超音波画像診断装置
●再生医療用材料

など

●フラットパネルディスプレイ用光学フィルム
●タッチパネル用センサーフィルム
●ガス分離膜
●太陽電池用バックシート
など

など

成長市場か
技術はあるか
競争力を持てるか

ヘルスケア

高機能材料分野

ドキュメント

「予防」
「 診断」
「 治療」
の3つの分野で事業を推
進しています。早期発見をサポートする高度
な検査機器、診断結果を効率的に活用する医
療ITをはじめ、予防のための化粧品・サプリメ
ント、アンメットメディカルニーズに対応する
医薬品の開発を行っています。

写真フィルムの製造で培った高度な技術を応
用し、様々な高機能材料を提供しています。
液晶ディスプレイに不可欠な偏光板保護フィ
ルムをはじめ、環境負荷低減・エネルギー創
出に貢献する新規素材の開発に取り組んでい
ます。

紙の文書だけではなく、電子データを含めた
ドキュメントビジネスを行っています。高度
化・多様化する業務課題や省エネ・省資源な
ど環境問題解決に役立つオフィス向け機器、
ソリューション＆サービスを提供しています。

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

創業間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印刷用CTPプレート
は、世界で高く評価されています。デジタルプリ
ンティングなど、多様な分野に進出しています。

熟練した技術を基に高精度レンズを提供して
います。テレビカメラ用レンズ、人工衛星用レ
ンズ、監視用カメラレンズなど、高解像度・高
画質・高精細な映像を提供しています。

デジタルカメラ、プリント用カラーペーパー、プ
リント機器などを開発・販売しています。チェキや
フォトブックなど、新たな写真の楽しみ方の提案
により、写真文化の普及・拡大に努めています。
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富士フイルムグループのCSR
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

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」

ムは、製造時に
「大量の清浄な水と空気」
が不可欠であり、

です。そのため、環境保全、ステークホルダーからの信頼

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

の中でCSRを意識し実践できるよう、
「誠実かつ公正な事業

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

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

員がこれらに沿った行動を実践する宣言をしています。

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

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

Value Plan
（SVP）2016」
（P14参照）
を策定しています。

富士フイルムグループは、創立80周年を機に、当社が社

年に、現在の企業理念とビジョンを制定。オープン、フェア、

会に価値ある革新的な
「技術」
「 製品」
「サービス」
を生み出

先進・独自の技術で新たな価値を創出し、事業活動を通じ

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

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

て世の中の様々な社会課題を解決することが、当社グルー

品・サービスを提供することで、社会の発展、健康増進、環

チカラになるというコーポレートスローガン
「Value from

プの事業成長の機会であると同時に、当社としての社会へ

境保持、人々の生活の質の向上に貢献するという精神を

Innovation」
を制定しました。

の貢献につながると考えたからです。

ベースに、全グループ会社に適用する企業行動憲章、行動

富士フイルムグループは中期経営計画
「VISION2016」

このコーポレートスローガンの下、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、

と中期CSR計画
「SVP2016」
の活動を通じて、
「新たな価

企業行動憲章では、人権尊重を含む5つの原則を掲げて

2014年には
「CSRの考え方」
を改定しました。また同年、中

値」
を創出することにより、社会の持続的な発展に貢献でき

います。また行動規範においては、コンプライアンスを
「法

期経営計画
「VISION2016」
と中期CSR計画
「Sustainable

る企業を目指します。

規範を定め、グループ全社で徹底しています。
「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

経営計画とCSR計画の両輪で進める持続可能な社会への貢献

■「Value from Innovation」
を通じたブランドマネジメントへの取り組み
スローガンに込められた想い・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。
・企業広告掲載
（国内外の新聞・雑誌・ウェブサイト等で展開）
 	 
・関連冊子の発行、社員への配布
・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）
・国内外、全従業員参加型の
を開始
「イノベーションアイデア提案制度」

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

持続可能な社会

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

（2014～2016年度）
■ 中期経営計画
「VISION2016」
コンセプト

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、

強固な経営基盤

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。

コーポレートスローガン

新たな価値の創造

【中期CSR計画】

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

企業行動憲章に則った倫理行動

【企業理念】

安定的な
利益・キャッシュ

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。

FUJIFILM
Sustainable Value Plan 2016
Sustainable Value Plan 2030
（2017年8月発表 P24参照）

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

株主還元の強化

FUJIFILM Holdings Corporation

Sustainability Report 2017

「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

2014年11月に中期経営計画「VISION.
2016」
を策定しました。
「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
る市場の拡大とともに、生産性向上などに
より全事業における収益性の向上を目標に
掲げました。これ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
を目指しました。

■ 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。

■ 企業行動憲章

■行動規範

1.
2.
3.
4.
5.

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

1.
2.
3.
4.

富士フイルムグループ企業理念・ビジョン 全文
富士フイルムグループ企業行動憲章 全文
富士フイルムグループ行動規範 全文
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従業員の理解促
進のための冊子

http://www.fujifilmholdings.com/slogan/ja/

基本的人権の尊重
オープン、フェア、クリアな事業活動
会社資産・情報の保全、保護
環境の保全･保護

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

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

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

FUJIFILM Holdings Corporation

Sustainability Report 2017
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