
富士フイルムホールディングスは、「サステナビリティレポート2018」に掲載する環境、社会データに関して、 SGSジャパン株式会社に第三

者保証業務を依頼しました。詳細は、ウェブサイトをご覧ください。

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

第三者保証報告書 第三者意見

　Susta inabi l i ty  Report  2018は、新CSR計画
「SVP2030」、中計「VISION2019」を中心に据えた構成
をとっています。「企業とは、自社の技術や商品・サービス
を開発し提供するという事業活動を通し、社会課題の解決
に貢献する存在であるべき」とのトップコミットメントに象
徴されるように、全編を通じて、社会課題の解決を成長戦
略と一体化させる姿勢が顕著に感じられます。
　社会課題の解決と成長の両立という視点は、前計画
SVP2016でも強調されていましたが、SVP2030は、これ
を長期的な時間軸の中で再構成したうえ、グローバル企
業らしくSDGsを取り入れることで一段と進化させ、新しい
コンセプトの提示に等しいメッセージ性を備えています。
SDGsとの連動により、社会課題を事業成長の機会と捉え
るロジックが独善に陥らないよう配慮する姿勢が伝わって
きます。また、環境、健康、生活、働き方という重点課題を
主軸に据え、社外で実現する価値と事業プロセスの改善の
両面から解説する構成は、「アウトサイドイン」の発想の見
せ方として分かりやすく、これをサプライチェーンとガバナ
ンスというCSR基盤の強化を通じて補強する体系も納得感
があります。
　形式面では、SVP2030の重要課題毎に、取り組むべき
社会課題と対応するSDGs目標、具体的な活動ポイントな
どを一覧出来る扉を設けた点と、これに続く個別テーマに
ついても冒頭にサマリーを配したことなど、読み手への配
慮が印象的でした。貴社レポートのように、伝えるべき情報
が多岐に亘る場合には、有効な方法だと思います。
　内容面では、①SBT認定に裏付けられたCO2排出削減
や顧客先で実現される貢献量へのコミットなど、気候変動
に関する多様な取り組み、②アンメットメディカルニーズ
に対応すべく続けられている数々のソリューション開発、
③社会インフラの安全性向上に貢献する非破壊検査シス

テムの提供、④ユーザーの働き方改革を支援する「Smart 
Work Innovation」など、多岐に亘る社会課題を成長機
会につなげる挑戦を通じて、SVP2030の目指すところが
具体的に示されています。同時に、これらに通底するのが、
これまでの事業構造転換を可能にしてきた、基盤技術と
コア技術の組み合わせから様々な機能価値を生み出す力、

「Value from Innovation」の精神であることに気づかさ
れるという、巧みな構成になっていると感じました。
　本レポートは、グループが長期的に強みを発揮する
フィールドを特定し、そこでの競争力を支える技術力を紹
介することで、全編を通して、ビジネスモデルの長期的な
持続可能性を語っていることが分かります。これは、ESG
投資家が求める情報に他ならず、時代の要請に応えるレ
ポートと評することが出来るでしょう。
　以上の特徴を敷衍（ふえん）する形で、今後への期待を申
し述べます。まず、競争力の源泉である、イノベーションを
可能にする人材がどのように育成されるのか、これを可能
にする風土とはどのようなものなのか、など、人的資本の
充実に関する経営層の考え方や育成の実相について、より
踏み込んだ情報が期待されます。これに関連してグローバ
ル企業としての多様性にも焦点を当てることで、グループ
の強みがより伝わるのではないでしょうか。次に、長期的な
課題として、活動の成果をどのように見せていくか、につい
ても検討を進めて頂きたいと思います。今号では、重要課
題の活動ポイントを、OUTPUTに留めずOUTCOMEで語
ろうとしている点が印象に残りました。SDGsとの接続が強
く意識されている点を考え合わせると、最終的には各ゴー
ルに対応した「インパクト」によって成果を見える化する取
り組みにも期待したいところです。非常に完成度の高いレ
ポートだけに、今後の展開が楽しみです。

竹ケ原 啓介
日本政策投資銀行
執行役員　産業調査本部副本部長
兼　経営企画部サステナビリティ経営室長

プロフィール
1989年一橋大学法学部卒業、同年日本開発銀行（現　（株）日本政策投資銀行）入行。フランクフルト首席
駐在員、環境・CSR部長等を経て2017年より現職。DBJ環境格付融資の創設など環境金融分野の企画に
長らく従事。現在、同行の産業調査活動を統括。経済産業省「持続的成長に向けた長期投資研究会」委員、
環境省「環境成長エンジン研究会」委員など公職多数。共著書に「再生可能エネルギーと新成長戦略」（エネ
ルギーフォーラム2015年）など。
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●持株会社 富士フイルムホールディングス株式会社

●富士フイルムグループの組織構造

会 社 名 富士フイルムホールディングス株式会社
代 表 者 古森 重隆
本 社 所 在 地 東京都港区赤坂9丁目7番3号（東京ミッドタウン）
設 立 1934年1月20日
資 本 金 40,363百万円（2018年3月31日現在）
従 業 員 数 220名（2018年3月31日現在）
連結従業員数 77,739名（2018年3月31日現在）
連結子会社数 283社（2018年3月31日現在）
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※2015年度決算事業の業績は、第三者委員会の調査結果を反映した修正に加えて、売上計上基準見直し
等による修正を加えた金額にて提示
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富士フイルムホールディングス株式会社

関係会社関係会社

http://www.fujifilmholdings.com/ja/business/group/index.html富士フイルムホールディングス連結子会社は、こちらをご覧ください。

　「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2018」は企業活動の3つの側面の
うち、環境、社会の側面で、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マテリアリティ

（重要性）の高いCSR課題に基づき立案された、CSR計画「サステナブル バリュー プラン2030
（SVP2030）」に沿って、当社グループの活動を紹介しています。
　SVP2030は2017年8月、中期経営計画「VISION2019」と共に発表した計画ですが、パリ協定
やSDGsの基準年である2030年をターゲットとした長期計画で、計画の立案に際しては、SDGs
の17の目標のうち、当社が貢献できると思われる項目と関連付けています。今年度の冊子では、
SVP2030立案時の思いと経営計画との関係、個々の重点課題についての考え方や、SVP2030
で目指す姿を説明するとともに、SVP2030の初年度である2017年度の主な活動を紹介していま
す。特に具体的な数値目標を掲げて活動している「環境」項目については、CO2や水に関して初年
度として順調な滑り出しをしていますので、各記事をご覧ください。
　冊子の見やすさについては、サプライチェーン、ガバナンスを含め、SVP2030で掲げた6分野ご
との色分け、重点課題ごとの主な活動紹介をまとめた表、ポイントのアイコン表示により、分野ごと
の活動内容や進捗の見やすさを心掛けたほか、「その他CSR活動」や「資料・データ」の掲載により、
網羅性を確保しました。また、CSR課題からの検索性を高めるため、ESG、ISO26000、GRIスタン
ダードの3つの視点からのアクセスも強化しています。そのほか、テーマごとの第三者意見と、環境
と社会データの第三者検証を継続実施し、客観的な評価と、データの正確性を担保しています。
　さらに多くの情報を得たい方はウェブサイトをご覧ください。5年間のアーカイブ情報も掲載し
ています。また、富士フイルムや富士ゼロックスなど、各事業会社で独自にCSRに関するサイトを
設け積極的に情報開示していますので、併せてご覧ください。
　なお、当社が第三者保証を受けているのは以下の情報です。

●レポートの作成過程

● 編 集 方 針

●レポートの報告対象期間
パフォーマンスデータの集計期間は、2017年度（2017年4月〜2018年3月）です。
活動内容は2018年度も含め、できるだけ最新の動向をお伝えしています。

●レポートの報告対象組織
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、富士フイルムビジネスエキスパート）
◎連結対象会社は下記URLに記載しています。
http://www.fujifilmholdings.com/ja/business/group/index.html

◎ 「労働環境・社会会計」「環境会計」「環境側面に関する情報」の集計範囲は各資料・デー
タ（ウェブサイト）に記載しています。

●発行時期
2018年9月（次回：2019年8月予定、前回：2017年10月）

●参考にしたガイドライン
◎ 環境省「環境報告ガイドライン（2012年版）」
◎ GRI「サステナビリティ・レポーティング・スタンダード」
◎ 環境省「環境会計ガイドライン（2005年版）」
◎ISO26000「社会的責任に関する手引」
●レポートの記載に関する補足
◎ 「従業員」という記載は、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、ウェブサイトにおいて情報を発信してい
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スタンダード対照表］
http://www.fujifilmholdings.com/ja/sustainability/report/guideline/index.html

［ISO26000対照表］
http://www.fujifilmholdings.com/ja/sustainability/report/iso26000/index.html

コミュニケーション（ダイアログ、アンケート、問い合わせなどのツールを活用）

日常業務（CSR活動）

2017年版
レポートの
発行

2017年10月

2018年版
レポートの
発行

9月

第三者による
改善提案
の受領

編集方針
の立案

各部門への
ヒアリング
の実施

第三者意見
のまとめ

10～11月 12月 2018年2～7月 6～9月

ステークホルダー

富士フイルム
ホールディングス

グループ各社

コミュニケーション
ツールとして活用

コミュニケーション
ツールとして活用改善点の反映

コミュニケーション
ツールとして活用

コミュニケーション
ツールとして活用意見の反映

情報の提供･収集

経済面

環境面社会面

（ガバナンス含む）

（ガバナンス含む）（ガバナンス含む）

サステナビリティレポート（PDF版）
にて開示

ウェブサイト（HTML版）にて開示

富士フイルムグループにとっての重要度
高い

ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
と
っ
て
の
重
要
度

高い

IR情報として開示

CSR情報として開示CSR情報として開示

低い

■経済面報告

■社会・環境面報告

●IRサイト（ウェブサイト）
 http://www.fujifilmholdings.com/ja/investors/
index.html

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

来年度のレポート企画に向けて、皆様の率直なご意見、ご感想をお待ちしております。次のアドレスにアクセス
いただき、アンケートにお答えください。
http://www.fujifilmholdings.com/ja/sustainability/report/questionnaire/index.html

富士フイルムグループの組織概要／事業概要

【第三者保証  対象内容】
● 温室効果ガス排出量【SCOPE 1、2、3（カテゴリー1）】
● 取水量・排水量　● 廃棄物発生量　● VOC排出量
● 人事労務データ（富士フイルム株式会社、及び富士ゼロックス株式会社）
● 報告プロセスをサポートするマネジメントシステム

●サステナビリティレポート2018

●CSRサイト（ウェブサイト）
 http://www.fujifilmholdings.com/ja/
sustainability/index.html
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