
編集方針

富士フイルムホールディングスでは、富士フイルムグルー

プのCSR活動をステークホルダーの皆様へお伝えするた

め、毎年サステナビリティレポートを発行しています。

「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2008」では、これまでの「ステークホルダー・アプロ

ーチ」から、「CSR課題・アプローチ」へと開示スタイル

を変更しました。ステークホルダーの皆様の関心事や、富

士フイルムグループの「中期CSR計画」のCSR課題にフ

ォーカスして、富士フイルムグループの2007年度の取り

組みを中心に、本レポートをまとめています。

また、富士フイルムグループは世界26カ国で13事業を展

開していることもあり、これまでの富士フイルムの取り組

みに加え、海外の現地法人や富士ゼロックスの取り組みも

紹介しています。

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、2007年度（2007年4
月～2008年3月）です。活動内容は2008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）
○主な連結対象会社は、95ページに記載しています。
○人事・労務関連の定量情報は、富士フイルム単独・富士ゼロ
ックス単独のデータです。
○「労働環境・社会会計」は、79ページに集計範囲を記載してい
ます。「環境会計」は、85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・リポーティング・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
○レポートでは、「富士フイルムグループ」「富士フイルムと関
係会社」「富士ゼロックスと関係会社」という主語表記を使い
分け、正確な報告記載をしています。各主語が指す対象範囲は、
95ページをご覧ください。
○「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場所に使
用しています。
○事業会社である富士ゼロックスについては、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。

富士フイルムグループでは、2003年度より、「AA1000

シリーズ」の考え方を参考にし、CSR活動と情報開示を

進めています。わたしたちは、AA1000のフレームワー

クを活用し、CSR活動の推進とレポート作成を連携させ

取り組んでいます。レポートの記載内容はもちろん、富士

フイルムグループのCSR活動の状況も含めて、第三者機

関によるチェックを受審した上で、「サステナビリティレ

ポート」として、ステークホルダーの皆様にご提供してい

ます。わたしたちがCSR活動を進める上で、ステークホ

ルダーの期待や要望がCSR活動に反映され、その活動内

容がサステナビリティレポートに記載されているか、適切

に評価してもらうため、富士フイルムホールディングスは、

本レポートからBSIマネジメントシステムジャパン株式会

社によるAA1000保証基準に則した審査を受審すること

にしました。
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特集│クォリティ オブ ライフの向上
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4 CSR活動報告

データ・資料編

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の製品・技術に加え、中期経営
計画「VISION75」の重点事業分野の2分野をご紹介します。ま
た、中期CSR計画の「気候変動問題への対応」、「中国でのCSR

活動」を取り上げています。

中期CSR計画ハイライトでは、富士フイルムグループのCSRの
重点領域である4つの課題について、方針の策定や計画、枠組み
づくり、2007年度注力したポイントなど、活動の進捗状況をご
報告しています。

CSR活動報告では、富士フイルムグループの幅広いCSRの取
り組みを、テーマごとにご報告しています。ステークホルダー
の関心事と併せて、富士フイルムグループとして重要と考えて
いる活動を取り上げています。

データ・資料編には、CSR活動の基礎的な情報や環境側面、
人事・労務関連の定量情報などをまとめています。

（データ・資料編に含まれている項目は、75ページと各ページに記載しています）
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我々は、変わり続ける。

時代の変化に適応し、挑戦し、
新たなるものを創り出す。

社会の信頼に応え、
未来につなげていくことこそ、
企業経営の根幹である。

2007年度の富士フイルムグループは、過去最高の売上

（2兆8,468億円）と営業利益（2,073億円）を達成しまし

た。しかし、こうした業績や社会の評価に安心することな

く、常に困難な課題に挑戦し、強固な意志をもってやり抜

く心構えを忘れてはなりません。2007年度は、これまで

中核事業であった写真関連事業の大規模な構造改革を完了

するとともに、フラットパネルディスプレイ材料などの「高

機能材料」分野への積極的な設備投資や富山化学工業の買

収による医薬分野への参入など、重点事業分野を選択して

集中的に経営資源を投入してきました。変化を乗り越える

には、大きな痛みや苦しさに向き合う勇気を持ち、状況を

見極めて的確な戦略と戦術を立てる冷静さが不可欠です。

私は、こうした変革を進めるには、次の4つの必要条件が

あると考えています。第一に、方向性。特にどちらに向か

って進んでいくのか明確にすることが大事。第二に、挑戦

し続け、あきらめずにやり抜くこと。第三は、強い個とし

ての社員。どこでも通用するプロフェッショナルであるこ

と。そして最後が、筋肉質でスリムな効率的組織。これら

が相まってこそ、わたしたちは、困難な課題を克服し新た

な価値を創造できるのです。

昨年のサステナビリティレポートにおいて、私は、「第二

の創業」に向けてグループ一丸となった企業体質の強化と

新たな事業構造の構築に取り組んでいることをご報告しま

した。そして、その取り組み、言い換えれば富士フイルム

グループの改革は、今もって“ON THE WAY”であり

ます。一日も早く、これをやり遂げることが経営者の責任

です。

しかし一方では、変革というものに終わりはありません。

時代の変化に適応し、社会の要請や期待に応え新たな価値

を生み出すためには、進むべき方向をしっかりと見定め、

新しいことに挑戦する気概をもって、常に自らを、また会

社を変革し続けていかなければならないからです。

生物は、その生命を維持し成長するために、常に新陳代謝

を続けており、時には生き残りをかけて環境変化に適応す

るため、その形態や機能さえも変えていきます。企業もま

た生物と同様、その組織や役割、ひとり一人の社員も、同

じところにとどまっているわけにはいきません。我々は、

勇気と信念をもって変わり続けなければならないのです。

私は、2008年の年頭メッセージにおいて、「富士フイル

ムは物を作る前に、人を作る会社になる」ことを宣言しま

した。社会も国も企業も、すべてが人によって成り立ち、

人がその盛衰の鍵を握っているのです。過去、現在そして

未来へとつなげること、すなわちサステナブルであるため

には、人の育成が、何より大事なのです。

企業においては、さまざまな仕事が複雑に絡み合い、それ

らの仕事を通じて多くの学びと成長の機会があります。各

人が、その役割や責任に応じて、感じる力、考える力、意

欲や胆力、行動力、調和力、誠実さや品格など、すべての

力を発揮して仕事をする。その積み重ねの過程こそが、人

としての成長と変化です。年齢、経験、性別、国籍を問わ

ず、すべての人材は企業という大樹の幹です。私は、人材

の育成にふさわしい企業風土を作り、適切な制度と仕組み

を提供し、教育や指導の実践により、幹の年輪を重ねてい

くことが、未来へつなぐことになるのだと確信しています。

企業は、社会に役立つ存在でなければ意味がありません。

そのためには、時代や社会の変化に適応し、社会の期待に

応えられる人と組織が必要です。その人と組織は、単に変

化に適応するだけでなく、変化をポジティブにとらえてい

く必要があります。そして、変化し続ける世界を支えるも

の、それは多様な知識と経験、多角的な視点と考え方、い

ろいろな役割や価値観などの多様な世界です。これらの多

様性がさらなる変化を生み、世界は持続してきたのです。

多様性は、豊かさであり、新旧の交代を可能にします。今、

気候変動問題と同様にその重要性が認識されつつある生物

の多様性の本質もそこにあります。

私は、多種多様であることの大切さ、この多様性

（Diversity）という概念をCSR経営における重要なキー

ワードであると思っています。「変化なければ持続なく、

多様性なければ持続は危うい」のです。我々は、変化と多

様性に、真剣に向き合っていきます。それは未来への糧だ

からです。

T O P  C O M M I T M E N T

我々は、変わり続ける 我々は、困難な課題に挑戦し
新たな価値を創造する

過去－現在－未来をつなぐもの
それは、人材である

変化と多様性は、未来への糧

代表取締役社長・CEO CSR委員会委員長

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。

富士フイルムグループ 企業理念

富士フイルムグループ ビジョン

富士フイルムグループ 企業行動憲章

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。




