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データ・資料編

国宝源氏物語絵巻「東屋（あずまや）一」《第五十帖》 徳川美術館所蔵
御所から帰宅した匂宮は、妻である中君の異母妹とは知らず、浮舟に強引に言い寄る。危うく急場をまぬがれた浮舟の傷心を慰めようと、中君は優しく語りかけ、絵物語など
を出させて、右近に詞書を読ませつつ見せる。絵に見入る浮舟の容貌は、亡き姉大君、ひいては故父八宮を彷彿とさせ、中君は涙ぐむ。

データ・資料編には、CSR活動の基礎的な
情報や環境側面や人事・労務関連の定量情報
などをまとめています。
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＞＞＞コンプライアンス・リスクマネジメント推進体制（富士フイルムと関係会社）
＞＞＞企業倫理・コンプライアンス推進体制（富士ゼロックスと関係会社）
＞＞＞コンプライアンスとリスクマネジメントの歩み（年表）

＞＞＞コンプライアンス教育の実施内容（富士フイルム（国内））
＞＞＞コンプライアンス教育の実施内容（富士ゼロックス（国内））
＞＞＞プライバシーマークとISMSの取得状況
＞＞＞リスク情報収集の仕組み（富士フイルム）
＞＞＞リスクマネジメント推進体制（富士ゼロックス）

デ ー タ・資 料 編 コンプライアンス・リスクマネジメントに
関する情報 デ ー タ・資 料 編 コンプライアンス・リスクマネジメントに

関する情報

コンプライアンス・リスクマネジメント推進体制
（富士フイルムと関係会社）

コンプライアンスとリスクマネジメントの歩み（年表）

企業倫理・コンプライアンス推進体制
（富士ゼロックスと関係会社）

総合危機管理委員会

委員長　社長

● 副委員長：
 CSR推進管掌執行役員
● 常任委員：
 連結経営管理管掌執行役員
 総務管掌執行役員
 法務管掌執行役員
 広報管掌執行役員

● 副委員長：
 CSR推進管掌執行役員
● 常任委員：
 連結経営管理管掌執行役員
 人事管掌執行役員
 総務管掌執行役員
 法務管掌執行役員

役割
① リスクが顕在化・拡大化
　しないように対処
② 事前対応
③ 予防活動

委員長　社長

コンプライアンス委員会

役割
① 企業行動憲章、行動規範の
　周知活動
② 行動規範浸透のフォローアップ
③ 行動規範の違反への対応

CSR推進部
コンプライアンス＆
リスク管理部

コンプライアンス＆リスク管理部長コンプライアンス＆リスク管理部長
コンプライアンス＆
リスク管理部長

事務局 事務局

組織・体制・仕組みの構築

1997年

憲章・規範・規程の整備 従業員意識の啓発とモニタリング

「社員行動規範」制定 「ケースブック社員行動規範」発行

企業倫理委員会設置
企業倫理委員会専用窓口設置
全役職者誓約書提出

コンプライアンス相談窓口設置
リスク重点課題の設定・管理を開始
倫理・コンプライアンス委員会設置
企業倫理ヘルプライン開設

コンプライアンス&リスク管理部設置
（法務部コンプライアンス室を改組）
コンプライアンス相談窓口の受け付け対象を
国内関係会社へ拡大

「富士フイルムグループ企業行動憲章」改定 役職者向け「コンプライアンス事例集」配布
役職者向けケースメソッド研修開始（以降2年に1回）
法令基礎教育開始
個人情報保護教育開始

コンプライアンス意識調査の対象を国内関係会社へ拡大
外部講師による役職者向けセミナー実施
外部講師による国内関係会社役職者向けケースメソッド研修実施
コンプライアンス説明会の対象を国内関係会社へ拡大
不正防止教育開始

コンプライアンス説明会開始（以降年1回）
コンプライアンス意識調査開始（以降年1回）
法令テーマ別コンプライアンスガイドラインの発行開始

「社員行動規範」改定
倫理コンプライアンス管理規定制定

「富士フイルムグループ企業行動憲章」制定
「社員行動規範」制定
「社員行動規範」改定

外部のコンプライアンス相談窓口設置

富士フイルムホールディングスCSR委員会設置

全従業員宣言書署名の実施
リスク重点課題の設定・管理を国内関係会社に拡大

「富士フイルムグループ企業行動憲章」改定
「富士フイルムグループ行動規範」制定
「ALL-FX行動規範」制定
（「社員行動規範」全面改定）

「情報セキュリティ事例集」配布
　 「独禁法遵守マニュアル」配布
コンプライアンス意識調査のWEB回答方式導入
「富士フイルムグループ企業行動憲章・行動規範」配布
「富士フイルムグループ企業行動憲章・行動規範（英語版）」配布
「富士フイルムグループ行動規範ガイドブック」配布
海外現地法人役職者層に「富士フイルムグループ
企業行動憲章・行動規範」教育を実施
ALL-FX行動規範教育開始

「コンプライアンス事例集」改定
各職場で事例集勉強会開始（以降年1回）
個人情報保護教育CD配布
海外拠点へのコンプライアンス活動の展開開始

「社員行動規範」説明会
役員・管理職向け倫理教育開始

新任役職者誓約書提出
リスク案件報告システムの開始

行動規範委員会設置
倫理相談窓口・セクハラ防止ホットライン設置

全役員・部門長誓約書提出

第１回コンプライアンス意識調査実施
部門別「国内関係会社社員行動規範」順守状況調査（以降年1回実施）

情報倫理・セキュリティ教育開始コンプライアンス委員会改称
法務部コンプライアンス室設置

「社員行動規範」改定

1998年

1999年

2000年

2001年

2002年

2003年

2004年

2005年

2006年

2007年

企業理念の改定、ビジョンの制定

富士フイルム 富士ゼロックス 富士フイルムホールディングス

取締役会 監査役会

業務執行（社長）

リスク＆エシックス会議

倫理・コンプライアンス委員会

内部監査部門

人事部

富士ゼロックス及び関係会社の各組織

総務部 法務部

コンプライアンス教育の実施内容（富士フイルム（国内））

コンプライアンス教育の実施内容（富士ゼロックス（国内））

対象 実施頻度 教育内容

コンプライアンス全般（外部講師による）適宜経営層（富士フイルム）

経営倫理、顧客志向、秘密管理など（外部講師＋CP&RM＊による）

企業不祥事、懲戒事例、相談窓口、リスク報告の仕組みなど（CP&RM＊による）

2年に1回（ケースメソッド研修）

年1回（コンプライアンス説明会）

コンプライアンス全般（CSR推進管掌執行役員による）

役職者（富士フイルム・関係会社）

新任役職者（富士フイルム）

コンプライアンスの基礎知識、社員行動規範、社内規程、相談窓口など（CP&RM＊による）新入社員（富士フイルム）

コンプライアンス事例を用いての職場でのディスカッション（役職者による）全従業員（富士フイルム・関係会社、派遣社員も含む）

コンプライアンス全般（外部講師による）年1回

年1回

年1回

年1回

関係会社の役員

＊CP&RM：富士フイルム コンプライアンス＆リスク管理部

＊1 プライバシーマーク：日本情報
処理開発協会（JIPDEC）より、
個人情報について適切な取り
扱いが行われている企業に与
えられるマーク。

＊2 ISMS：情報セキュリティマネ
ジメントシステム。個人情報を
はじめとする情報全般の管理
体制に関する認証。

プライバシーマークとISMSの取得状況
取得済みの関係会社種 類

Pマーク ＊1

ISMS ＊2

富士フイルムメディカル／富士フイルムイメージテック／富士フイルムロジスティックス／富士フイルムテクノサービス／

富士ゼロックスキャリアネット／富士ゼロックスシステムサービス／富士ゼロックス総合教育研究所

富士フイルムグラフィックシステムズ／富士フイルムソフトウエア／富士ゼロックスオフィスサービス事業本部／

富士ゼロックスビジネス＆サプライチェーン改革部／富士ゼロックス営業本部ブロードバンド事業開発部／

富士ゼロックス国内営業及び国内販売会社／富士ゼロックスシステムサービス／クロスワークス／

富士ゼロックスインターフィールド／富士ゼロックス県別特約店11社（12事業所）／富士ゼロックス上海／富士ゼロックスコリア

リスク情報収集の仕組み（富士フイルム） リスクマネジメント推進体制（富士ゼロックス）

リスク
マネジメント
委員会

リスク
マネジメント
推進会

リスク
マネジメント
推進会

リスク
マネジメント
推進会

リスク
マネジメント
推進会

リスク
マネジメント
推進会

リスク&
エシックス会議

事務局
法務部

倫理・
コンプライアンス

委員会

情報
セキュリティ
連絡会

事務局
総務部

事務局
情報セキュリティ部

〈各本部運営会〉

経営執行会議

社　長

富士フイルムの関係会社従業員

富士フイルムの従業員

富士フイルムの従業員

富士フイルムの各部門長

上 長

総合危機管理委員会事務局 （富士フイルム コンプライアンス＆リスク管理部長）

コンプライアンス委員会事務局 （富士フイルム コンプライアンス＆リスク管理部長）

富士フイルム コンプライアンス&リスク管理

富士フイルムの関係会社従業員

富士フイルムの関係会社の社長

上 長

社内相談窓口
富士フイルムの
関係会社ごとにある

コンプライアンス相談窓口
外部委託先＊

コンプライアンス相談窓口
富士フイルム

コンプライアンス＆リスク管理部

＊リスク情報を察知しても、何らかの理由で会社や上長に報告できない場合、直接外部の相談窓口が
利用できるよう整備しています。半期に1回フォロー調査を実施。

研修名
対象（富士ゼロックスと国内関係会社）

役員
教育内容

ALL-FX行動規範教育
新任役員研修
新任管理者研修
法令基礎教育WBT
推進責任者研修
情報セキュリティ教育WBT
個人情報保護教育WBT

各行動規範について具体的ケースを用いて解説した教育（自学習及び集合教育）
会社法、コーポレートガバナンスなどに関する集合教育
経営に関わるリスクマネジメント全般に関する集合教育
WEBを用いた基礎的な法律知識（4分野）の教育
新たな制度・教育などを部門・関係会社で展開するためのキーマン教育
WEBを用いた情報セキュリティに関する基礎教育
WEBを用いた個人情報保護法の留意点に関する教育

管理職 一般職 契約社員 他従業員 推進責任者
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＞＞＞製品の安全管理体制（富士フイルム）
＞＞＞製品の安全管理体制（富士ゼロックス）
＞＞＞IMS取得サイト一覧（富士フイルムと関係会社）

デ ー タ・資 料 編 製品の安全管理体制／IMS＊取得サイト一覧

製品の安全管理体制（富士フイルム） 製品の安全管理体制（富士ゼロックス）

IMS取得サイト一覧（富士フイルムと関係会社：対象人数約6,600名）

会社名
取得年

2003年

富士フイルムエレクトロマテリアルズ （EMS＋QMS）

2004年 2005年 2006年 2007年 2008年

IMS＊2

富士フイルムオプトマテリアルズ EMS＋QMSー IMS＊1

富士フイルムテクノサービス EMS IMS＊1

富士フイルム九州 ーー ー ー IMS＊2

富士フイルムビジネスサプライ EMS IMS＊1

富士フイルムグラフィックシステムズ EMS IMS＊1

富士フイルムメディカル EMS IMS＊1

富士フイルムイメージング EMS EMS＋QMS IMS＊1

富士フイルムヘルスケアラボラトリー ーー ー ー IMS＊1

富士フイルムコンピューターシステム EMS EMS＋QMS IMS＊1

富士フイルム EMS EMS＋QMS IMS＊1

富士フイルムホールディングス ーー ー IMS＊1

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続 継続

継続

ＰＬ関連事象発生

ＰＬに至らなかったが、至る可能性をはらんでいる事象はすべて対象となる

対応検討

処置・対応 必要に応じ監督官庁へ報告、社告 対策実行

全社的な動きが必要な場合

「ＰＬ関連情報連絡書」の作成

ＰＬ情報の受け付け部門が「ＰＬ情報連絡書」を作成し、担当事業部門とコンプライアンス＆リスク管理部に連絡する

全社的な動きが不要な場合

総合危機管理委員会
重大な製品クレーム対策（ＰＬを含む）分科会

ＰＬ委員会
●ＰＬ情報の収集、分析
●対策の推進と管理
●製品安全内部監査

担当事業部門
営業／品質保証／技術／生産

●情報入手、お客様対応
●今あるものの危険性を取り除く
●今後の製品についての安全措置
●安全性向上の情報の蓄積と確立

担当事業部門
営業／品質保証／技術／生産

●情報入手、お客様対応
●今あるものの危険性を取り除く
●今後の製品についての安全措置
●安全性向上の情報の蓄積と確立

ＰＬ関連事象発生

ＰＬに至らなかったが、至る可能性をはらんでいる事象はすべて対象となる

「ＰＬ-Web」に報告

24時間365日受け付けの「ＰＬ-Ｗeｂ」内ＳＱＥＣに連絡をする

対応検討

処置・対応 必要に応じ監督官庁へ報告、社告 対策実行

全社的な動きが必要な場合 全社的な動きが不要な場合

事故対策本部→RE会議

重大商品事故・コンプライアンス関連

担当部門
商品提供責任部門／環境商品安全部／

品管部／本社部門

●事故情報の収集とお客様への迅速対応（24時間365日体制）
●事故原因の解明
●最大リスクアセスメント
●対策の決定
●再発・未然防止策の決定

CFT会議／緊急エリア会議

重大商品事故・コンプライアンス関連以外の事故

担当部門
商品提供責任部門／環境商品安全部／品管部／

生産／技術／カストマーサービス

●事故情報の収集とお客様への迅速対応（24時間365日体制）
●事故原因の解明　●最大リスクアセスメント
●アセスメント結果に応じてCFT会議から
　緊急エリア会議へエスカレーション
●対策の決定　●再発・未然防止策の決定

＊ IMS：EMS（環境マネジメントシステム）、QMS（品質マネジメントシステム）、OHSMS（労働安全衛
生マネジメントシステム）やISMS（情報セキュリティマネジメントシステム）など、複数のマネジメント
システムを統合したマネジメントシステム。IMSは、Integrated Management Systemの略称。

URL 「富士フイルムと関係会社のEMS取得サイト」
http://www.fujifilm.co.jp/corporate/environment/activities/iso/index.html

URL 「富士フイルムと関係会社のQMS取得サイト」
http://www.fujifilm.co.jp/corporate/environment/activities/iso/iso9001.html

URL 「富士ゼロックスと関係会社のEMS取得サイト」
http://www.fujixerox.co.jp/eco/iso14001/index.html

＞＞＞労働環境・社会会計
＞＞＞就業時間内のボランティア
＞＞＞ステークホルダーとの関わり

デ ー タ・資 料 編 労働環境・社会会計／
ステークホルダーとの関わり

労働環境の整備や社会貢献に要した費用をステークホルダー別に分類

集計しました。従業員に対しては、安全、福利厚生などの働きやすい

職場づくり、教育に力を入れています。社会への文化芸術振興の費用

としては、写真文化の保存と発信基地としてのフジフイルム スクエア

の費用も含んでいます。国際社会への貢献としては、東京国際映画祭

への協賛や国際化学オリンピックへの寄付金などがあります。

≪対象期間≫
2007年度（2007年4月1日～2008年3月31日）
≪集計範囲≫
富士フイルムグループ国内61社＊（富士フイルムホールディングス、富士フイルム、
富士フイルムの関係会社19社、富士ゼロックス、富士ゼロックスの関係会社39社）

≪基本事項≫
労働環境・社会会計の目的
従業員の労働環境の整備及び社会貢献に費やした金額を集計し、富士フイルムグルー
プとしてこれらの分野の取り組み状況を把握します。
集計方法
当該年度の支出（投資も含む）を集計しました。投資設備に関する減価償却費は含ま
れません。なお、従業員への教育や社会貢献などは、一部環境会計と重複する数字も
含まれます。

従業員
CSRを推進する上で、従業員は中心的な役割を担うステークホルダー
です。
＜対話の手段＞ ●人事部の窓口や人事部面談 ●コンプライアンス相談窓口、セクハラ
ホットライン ●労働組合と会社の定例会 ●ステークホルダー・ダイアログ ●働きがい
向上に関する意識調査

調達先
調達先は、安全で環境に配慮した製品を継続的に提供するための重要
なパートナーです。
＜対話の手段＞ ●資材部門（お問い合わせ窓口）●富士フイルムビジネスエキスパー
ト（お問い合わせ窓口） ●環境部門（お問い合わせ窓口）●調達先向けの説明会（グ
リーン調達、含有化学物質管理）や企業環境グリーン度調査 ●調達先との定期的な協
議 ●資材調達のウェブサイト

コミュニティ（地域社会）
特に生産活動を行う事業所では、地域共生・環境保全は、CSRの重要
な要素と考え、地域とのコミュニケーションを推進しています。
＜対話の手段＞ ●各工場・事業所の窓口（お問い合わせ窓口）●環境対話集会 ●工場
見学 ●地域でのボランティア活動 ●地域での講演会や説明会 ●自治体（市役所や市長、
自治会長など）との定期的な協議

株主・投資家
企業価値を正しくご理解いただくことを常に意識し、国内・海外に向
けたIR情報のタイムリーな開示に努めています。
＜対話の手段＞ ●IR室（お問い合わせ窓口）●投資家向け説明会や投資家訪問 ●株主
総会 ●IR情報のウェブサイト

お取引先
お取引先は、新しい価値創造を社会に提案していく上で、重要なパー
トナーであり、協働と支援の両面で製品開発を行っています。
＜対話の手段＞ ●販売会社、営業・販売部門（お問い合わせ窓口）●お取引先との定期
的な協議 ●製品、材料開発時のご相談や共同開発 ●展示会、イベント、学会への参加

NGO・NPO
環境保全や教育活動に取り組むNGO・NPOへの支援活動を継続的に
行っています。
＜対話の手段＞ ●総務部門（お問い合わせ窓口）●CSR部門（お問い合わせ窓口）●
公益信託 富士フイルム・グリーンファンド事務局 ●ステークホルダー・ダイアログ

お客様
お客様のご意見・ご要望を製品やサービス、そして企業活動へと反映
する活動は、メーカーとしての重要な課題です。
＜対話の手段＞ ●カスタマー・センター（お問い合わせ窓口）●FUJIFILM SQUARE
（ショールーム）●技術サポートセンター ●サービスステーション ●ユーザビリティ
評価会やモニター調査 ●フォトコンテスト、写真展、写真教室 ●イベント、展示会、
セミナー

将来世代
未来社会を担う将来世代に向けた教育活動も、企業の社会的責任の一
つであると考え、教育支援には力を注いで進めています。
＜対話の手段＞ ●授業への講師派遣や学校イベントへの参加 ●課外授業などでの工場
見学受け入れ ●NGOと協働した環境教育活動

業界団体・行政・ビジネスパートナー
RoHS指令・REACH規則などの法規制に対応するため、各業界団体
とともに積極的に活動しています。
＜対話の手段＞ ●業界ガイドラインづくりへの参画 ●業界団体を通じてパブリックコ
メントの表明 ●ピンクリボン運動、病院・大学との共同研究や寄付講座の開設

労働環境・社会会計

労働環境・社会会計の内訳

就業時間内のボランティア

ステークホルダーとの関わり

1,4621,149

コミュニティ
（地域社会・行政）

国際社会

将来世代

お客様

従業員

ステークホルダー 目　的
コスト合計

2006年度 2007年度

労働安全衛生

NGO・NPO

調達先

人材育成

多様性の確保

働きやすい職場づくり

お客様対応・安全確保

将来世代への教育活動

地域社会との調和

社会への文化芸術振興（国内）

国際社会の文化・社会への配慮

NGO・NPOとの協働

製品への配慮

合　計

2,2371,901

180157

2,0121,764

652780

1085

157183

1,276807

5138

1052

3344

8,0806,960

（金額単位：百万円）

（金額単位：百万円）

3,814時間4,143時間

2006年度 2007年度

ボランティア時間

ボランティア費用＊ 1211

＊従業員が就業時間内に行った地域の清掃などのボランティア活動の時間とそれに相当する賃金及
びその活動にかけた経費を集計しました。

＊2007年度の集計対象は、新たに1社加わりました。

＊1 EMSとQMSの2規格統合のIMS

＊2 EMS、QMSとOHSMSの3規格統合のIMS
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＞＞＞お客様対応の仕組み
＞＞＞ユニバーサルデザイン
＞＞＞エコリーフ環境ラベルの活用

デ ー タ・資 料 編 お客様に関わる情報

お客様対応の仕組み（富士フイルムと国内関係会社）

報告 フィードバック

双方向
コミュニケーション

お問い合わせ件数

年間 約40万件

手紙・電話・
Eメール・来社・
お店で

国内営業部門／国内販売会社

お客様コミュニケーションセンターで、お客様からのご意見や
お問い合わせなどの情報をデータベース化お問い

合わせ

ご要望

ご提案

ご指摘

関連部門で検討

経営トップ

部門長

営業・販売

デザイン

開発・研究
「お客様の声」に戻る

製品・サービスの改善

新製品・新サービスの採用

お客様の声 お客様の声を反映お客様相談窓口

ISO10002（苦情対応マネジメントシステム）

検討

お客様コミュニケーションセンター 約3030名約30名

技術サポートセンター 約100100名約100名

サービスステーション 全国約6カ所／全国約6カ所／約250250名全国7カ所／約170名

お客様対応の仕組み（富士ゼロックスと関係会社）

社内調査部門／調査会社電話／Eメール 郵送／Eメール 担当者（営業／CE／SE）

お客様

総合 保守 配送 請求 CS調査 各種市場調査 VOC

お客様
相談センター
（総合窓口）

テレホン
センター

（機械保守）

商品
センター
（消耗品）

事務
センター
（請求書、
支払いなど）

①対競合比較CS調査

②ユーザーCS調査

マクロ的
市場動向調査

Voice of Customer
（お客様の声）
お客様からの

総合的な情報収集の仕組み

製品デザインを担当するデザインセンターでは、2001年より「ユー

ザビリティ評価」を導入し、すべての人にやさしいユニバーサルデザ

インに取り組んでいます。ユーザービリティ評価の特徴は、通常のモ

ニター調査と異なり、実際に使用するユーザーの方々に使いやすさを

評価していただき、その分析結果を開発中の製品に反映していくこと

です。こうした考え方に基づき、お客様自身にもはっきりと認識でき

ない、なんとなく使いにくい、どうもしっくりこないといったお客様

相談窓口には寄せられにくい声を収集し、丁寧に対応することでお客

様の満足度の向上を図っています。

今後もさらにお客様の声を聞く機会を増やし、製品に反映させるため

にユーザビリティ評価を積極的に製品開発プロセスの中に組み込んで

いきます。

ユニバーサルデザイン

富士フイルムでは、すべての製品について、より高い「環境品質」の

実現を目指しています。この「環境品質」をお客様に正確にお知らせ

するため、環境ラベル＊1の活用とその公開を積極的に進めています。

「写ルンです」やデジタルカメラなどの製品で「エコリーフ環境ラベ

ル」を取得し、これらの詳細データについて

は、ホームページでご覧いただけます。

エコリーフ環境ラベルの活用

URL 「エコリーフ環境ラベル取得製品」（富士フイルム）
http://www.fujifilm.co.jp/corporate/environment/

products/selection003/

URL 「エコリーフ環境ラベル取得製品」（富士ゼロックス）
http://www.fujixerox.co.jp/eco/label/

＊1 環境ラベル：環境ラベルとは、製品の環境側面について、製
品や包装ラベル、技術報告、広告を通じて消費者に正確に伝
達するもので、ISO（国際標準化機構）では、環境ラベルを
以下3つのタイプに分けて規格を制定しています。
タイプ1：第三者認証（ISO14024）、タイプ2：自己宣言
（ISO14021）、タイプ3：環境情報表示 エコリーフ環境ラベル

＞＞＞従業員の構成
＞＞＞正社員の状況
＞＞＞採用
＞＞＞雇用
＞＞＞休職取得者数

＞＞＞労働災害度数率・労働災害強度率
＞＞＞労働組合員の構成
＞＞＞労働組合と会社の合意での制度改定実績
＞＞＞人権尊重と差別撤廃
＞＞＞ワークライフ・バランスに関する制度

デ ー タ・資 料 編 人事・労務に関する情報
（富士フイルム）

従業員の構成

正社員

非正社員

8,084名
≪内訳≫
一　般 ： 6,515名 （内　男性 ： 5,223名　女性 ： 1,292名）
役職者 ： 1,569名 （内　男性 ： 1,557名　女性 ： 12名）

≪内訳≫
臨時従業員 ： 664名、パート ： 26名、再雇用 ： 76名、
その他（嘱託・契約社員など） ： 76名

842名

労働組合と会社の合意での制度改定実績

ワークライフ・バランスに関する制度

2005年度

年度 項目

●高度技能職・管理監督職制度の導入　●育児／介護制度の充実
●社員借上げ社宅制度の見直し

2006年度
●再雇用制度の見直し　●移籍・出向規程の明確化
●旅費規程の見直し

2007年度
● 両立支援制度の見直し
● 弔慰金規程の見直し

6,348名

組合員数

78.5％＊ 40.8歳

組合員構成率 組合員平均年齢

正社員の状況
平均年齢

42.16歳

平均勤続年数 平均扶養人数 平均年間給与 有給休暇消化率＊ 離職率＊

男 ： 18.8年
女 ： 20.1年

1.4名 830万円 72％ 4.1％

富士フイルムでは、基本的人権を尊重し、従業員に対する不当な人権

侵害を一切行いません。性別、年齢、国籍、人種、信条、宗教、社会

的身分、身体的特徴などによる差別を一切行わないとともに、従業員

のプライバシーを尊重します。セクシュアルハラスメント対策として、

2007年の法改正を踏まえ、セクハラ防止ガイドを改定し富士フイル

ムとその関係会社の従業員に配布するなど、社内の啓発・周知を継続

的に行っており、また、パワーハラスメントの禁止を就業規則に定め

るなど取り組みを行っています。

その他、電話相談窓口「セクハラ・ホットライン」を設置し、社
外の専門カウンセラーが相談を受け、プライバシーに十分配慮し
ながら、問題解決を進めています。富士フイルムとそのグループ
会社の役職者に対しては、人権尊重や差別撤廃を目的とした研修
会を定期的に開催しています。

●以下は、いずれも法定を上回る制度となっています。

●ストック休暇とは、有給休暇の失効分を60日まで積み立てることができ、

傷病やリハビリ、育児、介護、ボランティア目的などで使用可能な制度です。

人権尊重と差別撤廃

2008年3月31日現在 労働組合員の構成
2008年3月31日現在

2008年3月31日現在

2008年3月31日現在

＊有給休暇消化率については、2006年10月16日～2007年9月30日の期間で集計しています。
＊離職率 分子：自然退職+定年退職+移籍+シニア転進（ただし、構造改革による希望退職者は除く）

分母：富士フイルム単体社員数年間平均

＊正社員数（8,084名）に対する割合

採用

新卒採用
（2008年度）＊

中途採用＊

193名
≪内技術系大卒≫　男性 ： 123名　女性 ： 18名
≪内事務系大卒≫　男性 ： 　35名　女性 ： 　8名

93名 男性 ： 　72名　女性 ： 21名

＊新卒採用については、2008年4月で次年度入社人数が確定するため、2008年4月入社の人数を
掲載しています。
＊中途採用は、2007年4月から2008年3月まで。

＊該当年度に新たに休職を取得した人数。

雇用

障がい者雇用率

再雇用

1.77％

2005年度

37名

1.77％

41名

1.89％

38名

2006年度 2007年度

休職取得者数＊

介護休職

育児休職

2名

2005年度

39名

1名

32名

0名

44名

2006年度 2007年度

ボランティア休職 0名 0名 0名

労働災害度数率・労働災害強度率

労働災害度数率 ＊1

労働災害強度率 ＊2

0.07

2005年度

0.00

0.22

0.03

0.09

0.02

2006年度 2007年度

労働災害度数率 ＝＊1 × 1,000,000
延労働時間数
休業災害被災者数

労働災害強度率 ＝＊2 × 1,000
延労働時間数
労働損失日数

出産 ・ 育児

介護

1. 産前産後期間中における支援制度
2. 育児休職制度
3. 育児目的によるストック休暇の使用
4. 育児をしながら就業をする者への支援制度
5. 子の看護のための制度
6. 短時間勤務制度
7. 不妊治療目的によるストック休暇の使用
8. 不妊治療目的による休職制度
9. 実労働時間の延長・休日労働の免除措置

1. 介護休職制度
2. 介護目的によるストック休暇の使用
3. 介護をしながら就業をする者への支援制度

1. ボランティア休職制度／ボランティア目的によるストック休暇の使用
2. 自己啓発目的によるストック休暇の使用
3. 永年勤続休暇の使用

その他
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＞＞＞労働災害度数率・労働災害強度率
＞＞＞労働組合員の構成
＞＞＞労働組合と会社の合意での制度改定実績
＞＞＞人権尊重と差別撤廃
＞＞＞ワークライフ・バランスに関する制度

従業員の構成

正社員

非正社員

11,364名
≪内訳≫
一　般 ： 8,514名 （内　男性 ： 7,207名　女性 ： 1,307名）
役職者 ： 2,607名 （内　男性 ： 2,569名　女性 ： 38名）
執行役員、嘱託、被出向 ： 243

≪内訳≫
臨時従業員 ： 231名、パート ： 47名、再雇用 ： 246名、
その他（嘱託・契約社員など） ： 14名

538名

労働組合と会社の合意での制度改定実績

ワークライフ・バランスに関する制度

2004年度

年度 項目

2005年度

2006年度
● 人事制度改定
● SLP＊導入

2007年度 ● 包括同意出向制度の導入

● 海外勤務規程の改定
● 退職金年金制度改定

● 移籍制度導入
● 出向制度改定

8,453名

組合員数

74.30％＊ 41.9歳

組合員構成率 組合員平均年齢

正社員の状況
平均年齢

44.1歳

平均勤続年数 平均扶養人数 平均年間給与 有給休暇消化率＊ 離職率＊

男 ： 20.04年
女 ： 14.48年

1.4名 942.2万円 62% 4.31%

富士ゼロックスは、東京人権啓発企業連絡会（東京に本社を置く企業

120社が加盟し、2004年度には富士ゼロックスが会長会社を歴任）

に加盟し、会員企業相互の情報交換や啓発を図りつつ、社内における

人権尊重、差別の禁止、ハラスメント行為の禁止などのため人権標語

募集、機関誌配布、新卒集合教育など啓発活動に取り組んでいます。

●以下は、いずれも法定を上回る制度となっています。

●積休制度とは、失効した有給休暇を最大60日まで積み立てること

ができ、家族のヘルスケアや介護、ボランティアに充てることがで

きる制度です。

人権尊重と差別撤廃

2008年3月31日現在 労働組合員の構成
2008年3月31日現在

2008年3月31日現在

2008年3月31日現在

＊有給休暇消化率については、2007年4月1日～2008年3月31日の期間で集計しています。
＊離職率算出方法：分子＝自然退職＋定年退職＋移籍＋シニア転進（ただし、2007年度は新営業
戦略に基づく10月販社移籍者を除く）分母＝富士ゼロックス単体社員年間平均＋出向者平均

＊正社員数（11,364名）に対する割合

＊Second Life Program

採用

新卒採用
（2008年度）＊

中途採用

229名
≪技術系大卒≫　男性 ： 130名　女性 ： 22名
≪事務系大卒≫　男性 ： 42名　女性 ： 26名

40名 男性 ： 39名　女性 ： 1名

＊新卒採用については、2008年4月で次年度入社人数が確定するため、2008年4月入社の人数
を掲載しています。また、総数には高卒・高専・専門学校卒の9名（男子：6名、女性：3名）も含まれます。

＊再雇用については2008年3月31日現在再雇用者数244名の開始年度別人数を掲載しています。

＊女性44名、男性5名

雇用

障がい者雇用率

再雇用

1.80％

2005年度

26名

1.76％

75名

1.96％

143名

2006年度 2007年度

休職取得者数

介護休職

育児休職

6名

2005年度

57名

2名

49名

5名

49名＊

2006年度 2007年度

ボランティア休職 2名 0名 1名

労働災害度数率・労働災害強度率

労働災害度数率 ＊1

労働災害強度率 ＊2

0.35

2005年度

0.00

0.49

0.00

0.18

0.00

2006年度 2007年度

労働災害度数率 ＝＊1 × 1,000,000
延労働時間数
休業災害被災者数

＊2 労働災害強度率 ＝ × 1,000
延労働時間数
労働損失日数

出産 ・ 育児

介護

　1. 育児休職制度
　2. 育児退職者再雇用制度
　3. 家族のヘルスケアのための失効有給休暇の積立制度（積休制度）
　4. 育児のための勤務時間短縮制度（小学校3年生まで）
　5. 原則残業なしの働き方（小学校6年生まで）
　6. 育児のための深夜業制限（小学校6年生まで）

　1. 家族介護休職制度
　2. 家族介護のための勤務時間短縮制度
　3. 1日介護休職制度
　4. 家族介護のための積休制度

　1. フレックスタイム制度
　2. リフレッシュ休暇制度
　3. ソーシャルサービス制度
　4. ボランティア活動のための積休制度
　5. 教育休職制度
　6. シニアテーマ休職制度
　7. フレックスワーク制度
　8. ダブルジョブプログラム

その他

＞＞＞従業員の構成
＞＞＞正社員の状況
＞＞＞採用
＞＞＞雇用
＞＞＞休職取得者数

デ ー タ・資 料 編 人事・労務に関する情報
（富士ゼロックス）

＞＞＞購買の基本的な考え方
＞＞＞購買方針
＞＞＞主要購買品目
＞＞＞調達先グリーン基準
＞＞＞調達品グリーン基準

デ ー タ・資 料 編 資材調達に関する情報
（富士フイルム及び関係会社）

1.合理的な選択基準

優れた物品・サービスを最も競争力のある供給者から購入するた

め、品質・価格・安定供給・企業の信頼性などの合理的かつ明確な

基準に基づいて取引先を選定します。購買取引に係る決定は、購買

部門が他部門から独立して行います。

2.開放・公正

購買取引の機会を国内外のすべての取引先に平等に開放し、実

績のある取引先だけでなく、新規取引先からの購入も積極的に

検討します。

3.遵法と資源保護・環境保全

購買活動にあたり、すべての関連法規を順守するとともに、資源保

護・環境保全などにも配慮し、社会に貢献する良き市民としての役

割を積極的に果たしていきます。わたしたちの購買活動の考え方・

進め方をご理解いただき、お互いの良きパートナーシップと相互信

頼の樹立・維持向上に役立てたいと考えております。

1. 当社は、新規取引先の選定や個々の購買取引の決定を、品質、価

格、企業の信頼性、安定供給の可能性、環境保全など合理的かつ

明確な基準に基づいて行います。

2. 当社は原則として、複数の取引先からの見積合わせを行い、常に

適正な競争の確保と公正な調達先選定を行います。

3. 当社は、購買取引において特定の取引先に過度に依存したり、ま

た特定の取引先が当社に対し過度に依存することがないように、

取引先からの購入量を適正に保ち、できる限り多くの取引先から

購入するよう努めます。

4. 当社は、継続的な取引を定期的に見直すこととし、新規取引先の

参入の機会を積極的に配慮します。

5. 当社は購入する見込みのある場合のみ、見積依頼を行います。ま

た、入札あるいは競合見積などを行った場合、購買取引先に選定

しなかった企業に対し、要請があれば、可能な範囲でその理由を

明らかにします。

6. 当社は、購買取引を原則として文書による契約に基づいて行いま

す。また、継続的な取引は基本取引契約書を締結し、それに基づ

いて行います。

7. 当社は取引先に対する当社製品・サービスの販売を直接の目的と

する購買取引は行いません。

8. 当社は、購買取引を通じて知り得た取引先の機密を保持します。

9. 当社は、第三者の知的財産権などの権利を侵害するような購買取

引は行いません。

10. 当社の購買担当者は、取引先や見込取引先との関係において個人

的な利害関係を持ちません。

1. ISO14001を取得済みまたは3年以内に取得予定。もしくは、エ

コステージ＊1、エコアクション21＊2、もしくは、KES＊3の

取得または1年以内に取得予定。

2. 1.以外の場合は下記の条件を満たしていること。環境関連法規を順

守しており、富士フイルムが定めた特定化学物質を取り扱っておら

ず、富士フイルムが定めた環境保全・化学物質の要求12項目＊4

中70％以上が満たされている。

1.「禁止化学物質」＊5に該当する化学物質を含まない。

2.「削減化学物質」＊6及び「含有量把握管理化学物質」＊7の含有量を

把握・管理している。

3. 含有化学物質管理ガイドラインに沿った、原材料の受け入れ管

理・工程管理・出荷管理及び正確な情報提供を行っている。

購買の基本的な考え方 主要購買品目

購買方針

調達先グリーン基準

調達品グリーン基準

＊1 エコステージ：環境経営の仕組みの構築において、ISOより構築負荷が小さく、かつ透明性が
確保できる中小企業を評価・支援する環境マネジメントシステム。

＊2 エコアクション21：中小企業、学校、公共機関などに対して、「環境への取り組みを効果的・
効率的に行うシステムを構築・運用・維持し、環境への目標を持ち、行動し、結果を取りまと
め、評価し、報告する」ための方法として、環境省が策定したエコアクション21ガイドライ
ンに基づく、事業者のための認証・登録制度。

＊3 KES：「京（みやこ）のアジェンダ21」によって推進されている環境マネジメントシステム。
＊4 12項目：（1）環境保全の企業理念・方針（2）環境保全目標（3）実施計画（4）環境保全促進組織
（5）法規制順守状況の見直し（6）大気汚染防止（7）水質汚染防止（8）化学物質を管理する仕組
み（9）廃棄物削減（10）省エネ（11）緊急時の対応（12）教育・訓練。

＊5「禁止化学物質」：製造・使用・輸入などの取り扱いが法律で禁止される化学物質。
＊6「削減化学物質」：今後の法規制動向及び富士フイルムの方針により削減を行っていく化学物質。
＊7「含有把握管理化学物質」：富士フイルムが定める「環境配慮設計基本規則」において含有量の

把握が必要とされているもの。

主要購買品目

デジタルカメラ
などの部品原材料・エネルギー 包装材料 設備・機材・その他

銀、アルミ（インゴット・
板）、パルプ、ベース
フ ィ ル ム 、原 紙 、
LDPE/HDPE、PET、
PTA、MEG、TAC、写
真用ゼラチン、磁性酸
化鉄、樹脂、プラスチッ
ク粉、化学品（紫外線
吸収剤、可塑剤、溶剤、
特殊薬品など）、重油、
天然ガスなど

段ボール、小箱、ラミ
ネート包材（袋・シー
ト）、巻芯、ラップフィ
ルムなど

製造機械設備、電装
設備、環境空調設備、
加工設備、研究実験
機器、設備工事、事務
用・作業用消耗品、什
器備品、製造設備の
保全用備品・部品など

IC、LSI、CCD、コネ
クター、基板、光学レ
ンズ、樹脂・金型、鋼
など

銀

写真用ゼラチン

段ボール

小箱

製造機 光学レンズ

検査機器

URL 「取引先との関わり」（富士ゼロックス）
http://www.fujixerox.co.jp/company/sr/stakeholder/

customer/supply.html

＊富士ゼロックスの資材調達に関する情報は、
下記のWebで公開しています。



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 85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200884

＞＞＞紙・紙材料の適正調達
＞＞＞社会貢献活動の分類

デ ー タ・資 料 編 紙・紙材料の適正調達／社会貢献活動の分類

富士フイルムでは、森林資源保護と化学物質の環境安全管理という観

点から、2007年3月に「パルプ調達基準」を制定しています。この

基準は、富士フイルムの各工場・研究所で製品に加工するパルプ及び

パルプ加工原料について規定するもので、持続可能な森林管理に賛同

し、環境・健康・安全に対して真摯に取り組むお取引先から調達する

よう定めています。品質、コストのみならず、森林認証を確認の上、

調達する方針で取り組んでいます。また、現在認証取得予定の森林や

土地についても、随時、進度管理を行っています。

紙・紙材料の適正調達

富士ゼロックスでは2004年12月、国内外の富士ゼロックス及び関係

会社が調達する用紙について、「環境・健康・安全に関する用紙調達

規程」を制定しています。この規程は、法律や規制を順守することに

加え、原料のパルプが持続可能な管理がなされている森林から供給さ

れたものであること、再生パルプは原料古紙の供給先が明らかである

ことなどを求めるものです。

社会貢献活動の分類

学術・教育会社名・組織名 協賛・支援・寄付先など
文化・芸術・

スポーツ／健康
自然環境保全

NPO／NGO
や地域社会との
コミュニケーション・
パートナーシップ

社会福祉・
寄付活動

本業を通じた
社会貢献

従業員
ボランティア

富士フイルム 　　　　海陽中等教育学校への協賛

富士ゼロックス 　　　　小林節太郎記念基金
富士ゼロックス 　　　　アジア関係会社 学術・教育支援の基金
富士ゼロックス 　　　　端数倶楽部
富士ゼロックス 　　　　日本アスペン研究所の運営
富士ゼロックス 　　　　ジュニア・アチーブメントへの支援

富士フイルム 　　　　みらいグリーンマップ支援
富士フイルム 　　　　「みどりの小道」環境日記への支援
富士フイルム 　　　　森の“聞き書き甲子園”への支援

富士ゼロックス 　　　　KIDS’ ISOプログラム支援

富士フイルム 　　　　公益信託 富士フイルム・グリーンファンド

富士フイルム労働組合　　　　　中国植林ボランティア活動
富士フイルム労働組合　　　　　エコ・くらぶ

富士ゼロックス 　　　　成田里山づくりの会
富士ゼロックス 　　　　自然観察指導員講習会

富士フイルム 　　　　写真実験教室
富士フイルム 　　　　写真家・写真展支援／チャリティー写真展
富士フイルム 　　　　東大病院に「統合画像情報学」寄付講座
富士フイルム 　　　　東京大学に「生体認識分子工学」寄付講座

富士ゼロックス 　　　　情報塾
富士ゼロックス 　　　　拡大教科書製作支援
富士ゼロックス 　　　　アート・バイ・ゼロックス

富士フイルム 　　　　春木径（はるきみち）整備

富士ゼロックス 　　　　塚原の雑木林を守る会

富士フイルム九州 　　　　「南阿蘇えほんのくに」への支援

富士フイルム／富士ゼロックス　　災害救援ボランティア推進委員会を支援

富士フイルム労働組合　　　　　広島、長崎の原爆病院への寄付

富士ゼロックス 　　　　NPO-法人 e-Nakama

富士ゼロックス 　　　　スペシャルオリンピックス支援
富士ゼロックス 　　　　「おかし屋ぱれっと」の社内販売
富士ゼロックス 　　　　社会貢献＆環境保全キャンペーン

鈴鹿富士ゼロックス 　　　　どんぐり広場

富士ゼロックス 　　　　版画コレクション

URL
「富士フイルム」 http://www.fujifilm.co.jp/corporate/environment/socialcontribution/
「富士ゼロックス」http://www.fujixerox.co.jp/company/sr/stakeholder/community/

＞＞＞2007年度の概要
＞＞＞2007年度の環境会計
＞＞＞お客様への効果

デ ー タ・資 料 編 環境会計

2007年度は、省エネ努力によりエネルギー使用量は微増にとどめ
ることができ、CO2排出量は減少に転じることができました。そ
れにより地球環境保全の社外への経済効果をプラスにできました。
また、天然ガスへの燃料転換を進めた結果、大幅にSOx排出を削
減することができました。「写ルンです」は減産となり、市場から
の回収による効果も減少しました。また、「社外への経済効果」が
2006年度と比較して大きく増加したのは、「お客様への効果」で
の増加が大きく寄与しています。

≪対象期間≫
2007年度（2007年4月1日～2008年3月31日）

≪環境会計集計範囲≫
富士フイルムグループ国内65社（富士フイルムホールディングス、富士フイルム、富
士フイルムの関係会社21社、富士ゼロックス、富士ゼロックスの関係会社41社）

≪基本事項≫
環境会計の目的
①社内外の関係者に、物量面、経済面の定量化された正しい環境情報を提供する。
②経営者層及び事業場統括者の意思決定に役立つ、数値化された環境情報を提供する。
集計方法
参考にしたガイドライン：環境省発行「環境会計ガイドライン（2005年版）」
①減価償却費は、3年間の定額償却によって算出。
②環境保全以外の目的が含まれているコストは、支出目的による按分計算により集計。
③社内への経済効果：汚染賦課金、エネルギー、原材料、水などは前年との差額、
回収、リサイクルなどは当該年度の実質効果金額を計上。

④社外への経済効果：SOx、VOC、CO2については前年との差額、リサイクルについ
ては、当該年度の予想効果金額を計上。お客様への効果は、環境に配慮された新製
品を使用していただいたことにより社外に生じるプラスの効果を金額換算して計上。

お客様に購入いただいた新製品と同様の効果を得るために、もし旧
製品を使用された場合を比較して算出した金額を表しています。製
版フィルム不使用のPS版及び液晶ディスプレイ用フィルムなどは
大幅に販売量が増加したことによりお客様への効果も増えました。

＊1 SOx削減：38,552円/トン
（米国環境省の2008年3月のSOx排出権オークションの落札価格 380.01ドル/トン）。

＊2 VOC削減：350千円/トン
（（社）産業環境管理協会「有害大気汚染物質対策の経済性評価報告書」平成16年2月）。

＊3 CO2削減：3,431円/トン
（2008年3月末EU排出権2008年先物取引価格22.91ユーロ/トン）。

＊4 廃棄物埋め立て処理コスト：100円/kg。
＊5 水資源削減：上水200円/トン、下水200円/トン。

2007年度の概要

2007年度の環境会計
環境保全コスト

設備投資

①公害防止

②地球環境保全

③資源循環

6. 環境損傷対応コスト 汚染賦課金

5. 社会活動コスト

4. 研究開発コスト

3. 管理活動コスト

1. 事業エリア内コスト

2. 上･下流コスト
　 市場からの回収

合　計

（年 度） （年 度） （年 度）

8,239

2006 2007 20072006 20072006 20072006

5,625

2,408

206

344

11

0

10,237

16,672

6,129

5,276

5,267

12,009

310

8,298

5,215

2,751

332

37

0

63

10,352

167

15,497

6,722

4,768

4,007

10,876
10,369

89

339

ー 137アルミ原材料の再利用
CO2排出削減量＊3

2,168

1,481

3,351

2,852

1,857

944

3,243

561

13,139

－62

－2

72

147

58,074 31,433

11,04011,320

97

236

60,391

費用

環境保全効果

リユース･リサイクル
による産業廃棄物削減＊4

＊3
CO2排出削減量
CO2排出削減

削減量

9,590 9,993

社内への経済効果 社外への経済効果

汚染賦課金の削減

省エネルギー

原材料削減

水資源削減＊5

回収・リサイクル

銀

高分子材料

アルミ材料

その他

「写ルンです」回収

下取り機器からの部品回収

－2

－2,111

17,740

522

1,711

37,489 92,76847,152

10,733

1,333 20,057 37,6521,787 20,442 82,491

95.9千トン 99.9千トン

液晶ディスプレイ用フィルム
お客様への効果の詳細は
上表に記載しました。

ー 4万トン

－147 134

－54千トン 39千トン

VOC排出削減量
VOC排出削減＊2 56 2

159トン 5トン

NOx排出削減量 －219トン －121トン

SOx排出削減量
SOx排出削減＊1 1 11

28トン 273トン

（金額単位：百万円）

お客様への効果

1. 高密度磁気記録材料

2. 製版フィルム不使用のPS版

3. 液晶ディスプレイ用フィルム

4. オフィスプリンター

合　計

2,676

36,082

28,800

14,933

82,491

3,054

13,579

18,159

2,860

37,652

製　品
金　額

2006年度 2007年度

（金額単位：百万円）

関連ページ
P.13（印刷分野の技術革新による環境負荷の低減）
P.16（気候変動問題への対応）
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＞＞＞管理対象とする化学物質の範囲（富士フイルム）
＞＞＞化学物質の分類と分類の基準（富士フイルム）
＞＞＞化学物質の安全性区分表（富士ゼロックス）

デ ー タ・資 料 編 環境側面に関する情報

管理対象とする化学物質の範囲（富士フイルム）

化学物質の分類と分類の基準（富士フイルム）

化学物質の安全性区分表（富士ゼロックス）

化学物質単体及び混合物
（化学物質約7,500種）

グリーン調達基準

1.  富士フイルムとその関係会社が販売・提供する製品の原材料化学物質
2.  化成品
3.  富士フイルムまたは、関係会社の処方による製造で使用される溶剤、原料中間体
4.  製造設備や施設の運転、操作、維持に関わる化学物質（工程・製品試験用、排水・排ガス処理用、イオン交換水用）
5.  研究開発及び検査用化学物質

A.  機器・器具及びそのパーツに含まれる化学物質
B.  包材・梱包材料・機能包材に含まれる化学物質

Ａ、Ｂに含まれる化学物質については「鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、臭素系難燃剤（PBB、PBDE）、ポリ塩化ビニル」の削減や使用中止　
など、特別な管理を行う

化学物質分類

C0 ●

̶

̶

̶

̶

化学物質分類の基準

管理内容

C1

C2

C3

C4

S

① 法律により取り扱い禁止
② 管理方針により取り扱い禁止（水銀化合物、カドミウム及びその化合物など）

C０～C３分類化学物質以外

特別管理物質 代替化、使用・排出・暴露量低減などを目標とする研究開始、保護具などの防護装置

① 特定の法規制などに該当する
② 特定のハザードを有する

① 法律による届け出/認可が必要
② 作用が著しく強い特定のハザードを有する（発がん性、爆発性など）
③ 管理方針により取り扱い限定（鉛化合物、メチルセロソルブなど）

① 管理方針により、中止、使用量・排出量削減
  （六価クロム化合物、ホルマリン、ジクロロメタンなど）

中止または
使用量・排出量削減
の計画立案と実施

一般管理
（法及びFMSDS
に基づく管理）

̶

●

̶

̶

̶

̶

●

●

̶

̶

̶

●

●

●

̶

̶

●

●

●

●

禁止 密閉化または
限定管理の実施

リスク評価に
基づく管理

安全性区分
禁 止

0 級 1 級 2 級 3 級 4 級

使用制限 ●法管理
●密閉／使用限定管理
●環境排出防止

●リスク削減管理
●環境排出削減

特化則告示物質 製造禁止物質 第1類物質 第2類物質 第3類物質 特化則告示物質に
該当せず̶

経口急性毒性LD50
試験動物：ラット

30mg／kg体重以下 300mg／kg体重以下 2,000mg／kg
体重未満

2,000mg／kg
体重以上

変異原性 ̶
●労働省告示変異原生物質
●Ames試験：陽性及び染色体
　異常試験 ：陽性

●Ames試験：陽性及び染色体
　異常試験 ：陽性

●Ames試験：
　陰性

Ames試験に関
するデータ記載
なし

発がん性（がん原性）
次のいずれかに該当
IARC：グループ1
NTP ：a類物質

物質名で指名
次のいずれかに該当
IARC：グループ2A
NTP ：b類物質

次のいずれかに該当
IARC：グループ2B
ACGIH：A3

次のいずれかに該当
IARC：グループ3
ACGIH：A4

次のいずれかに該当
IARC：グループ4
ACGIH：A5

化審法告示物質 第1種特定化学物質 第1種監視
化学物質

第2種特定化学物質
第2種監視物質

第3種監視化学物質 白公示物質̶

オゾン層保護法物質 グループABCⅡに属する物質 HCFC化合物
HBFC化合物 地球温暖化ガス ̶ ̶̶

̶̶

毒劇法告示物質 特定毒物 毒物 有機則告示物質に該当する劇物 毒劇法告示物質に
該当せず

有機則告示物質 ̶ ̶

̶

̶

水系毒性／蓄積毒性 ̶
●水系毒性：魚・ミジンコ・藻
　LC50＜1mg／ℓ　及び
●分配係数POW＞1,000

●水系毒性：魚・ミジンコ・藻
　LC50＜10mg／ℓ　及び
●分配係数POW＞3.0

̶

̶ ̶

第1種有機溶剤 第2種有機溶剤 第3種有機溶剤

左記以外の劇物

有機則告示物質に
該当せず

●区分非該当

＞＞＞NOx、ＰＭの排出実績（国内物流）
＞＞＞輸送用包装資材の重量削減率の推移（累計）
＞＞＞国内輸送におけるCO2総排出量の推移
＞＞＞天然資源の投入量の推移（連結）
＞＞＞水の投入量の推移（連結）

デ ー タ・資 料 編 環境側面に関する情報

輸送効率改善によるCO2削減量と削減率＊4（国内物流）

ＣＯ2排出削減量

ＣＯ2削減率（％）＝
ＣＯ2総排出量＋ＣＯ2削減量

ＣＯ2削減量

トン-ＣＯ2/年 439.7 715.7 3,550.1

ＣＯ2削減率 ％ 0.9 1.2 6.5

単位 2005年度 2006年度 2007年度

NOx、ＰＭの排出実績（国内物流）

ＮＯｘ排出量 384.8 471.9 396.6

ＰＭ排出量 トン／年

トン／年

29.6 36.3 30.5

単位 2005年度 2006年度 2007年度

国内輸送におけるCO2総排出量＊6の推移

CO2総排出量 49,323 60,499 50,845トンCO2／年

単位 2005年度 2006年度 2007年度

天然資源の投入量の推移（連結）

銀 1.0

合計（連結） 229.3

0.5

213.5

ゼラチン 7.44.5

PET 40.638.6

TAC 50.445.6

アルミ 129.9124.3

2007年度2006年度

0.7

185.5

4.2

36.5

41.7

102.4

2005年度

1.2

146.2

5.8

45.8

13.8

79.6

2000年度

輸出用包装資材の重量削減率の推移＊5（累計）

包装資材削減率（%）＝
総資材重量＋削減重量

削減重量

2.8

重量削減率（％）＊5 重量削減率（％）＊5

2007年4月

5月

6月

7月

8月

9月

2.7

2.6

2.6

2.6

2.6

3.6

4.6

4.1

3.9

3.3

2.9

10月

11月

12月

2008年1月

2月

3月

（千トン／年）

水の投入量の推移（連結）

連結 56.557.5

海外 7.37.3

国内 49.250.2

2007年度2006年度

65.1

13.4

51.7

2005年度

60.3

4.2

56.1

2000年度

（百万トン／年）
使用したエネルギー内訳（連結）

エネルギー使用量割合（連結）

国内・海外連結

電力（合計） 百万kWh 1,330.2 1,436.5 1,419.8

A重油 千kL 120.6 119.7 94.5

C重油 千kL 75.7 72.7 52.0

灯油 千kL 5.7 4.0 5.7

軽油 千kL 6.01 3.62 6.21

液化石油ガス（LPG） 千トン 2.54 1.81 2.03

天然ガス＊3 百万Nm3 141.1 143.9 172.2

単位
2005年度 2006年度 2007年度

エネルギー使用量の推移（化学系国内主要6工場＊1）

富士フイルム九州

富士フイルム
オプトマテリアルズ

富士フイルム富士宮工場

富士フイルム吉田南工場

富士フイルム神奈川工場
（足柄サイト、小田原サイト）

3,155

1,278

合計 16,640

％（原単位） 78

2,767

1,182

15,514

87

2,821

1,361

15,391

90

ー

968

12,166

92

ー

3,0641,463416ーー

4,7295,2945,4005,6415,572

946

4,4144,8075,3925,5563,720

10,238

100

2007年度2006年度2000年度1990年度 2009年度
（計画）

CO2排出量＊2の推移（化学系国内主要6工場＊1）

富士フイルム九州

富士フイルム
オプトマテリアルズ

富士フイルム富士宮工場

富士フイルム吉田南工場

富士フイルム神奈川工場
（足柄サイト、小田原サイト）

157

64

▲167.8

％（原単位） 67

162

59

▲129.6

80

164

77

▲80.1

87

ー

48

▲0.05

97

ー

1446920ーー

241288296354337

48

262291342377235

-

100

2007年度2006年度2000年度1990年度 2009年度
（計画）

天然ガスによるＣＯ２削減効果
（重油を使用し続けた場合と比較）

28,917TJ（テラジュール） 54％ 20％ 26％

2007年度の総使用量＊1
国内主要化学
系6工場＊2

海外サイト
その他の
国内サイト

絶対値：TJ（テラジュール）

（千トン-CO2／年）

＞＞＞エネルギー使用量割合（連結）
＞＞＞エネルギー使用量の推移（化学系国内主要6工場）
＞＞＞CO2排出量の推移（化学系国内主要6工場）
＞＞＞使用したエネルギー内訳（連結）
＞＞＞輸送効率改善によるCO2削減量と削減率（国内物流）

＊1 化学系国内主要６工場：富士フイルムオプトマテリアルズ、富士フイルム九州、富士フイルム神奈川
工場（足柄サイト）、富士フイルム神奈川工場（小田原サイト）、富士フイルム吉田南工場、富士フイルム
富士宮工場。

＊2「算定方法」エネルギー使用によるCO2排出量を対象に算出しました。国内：環境省のガイドラ
イン（試案）に準拠して算定しました。買電は2004年度までは、電気事業者連合会の平均値、
2005年度以降は各電力会社の係数を使用しました。海外：ＧＨＧプロトコルに準拠して、過去に
さかのぼり算定しました。買電はＯＥＣＤ発行「CO2 EMISSIONS FROM FUEL COMBUS-

TION(2007 Edition)」に記載されている係数を使用しています。
＊3 天然ガス：国内の都市ガスは天然ガスとして計上しています。
＊4 2007年度は特定荷主とともにＣＯ2削減活動を強化しました。主な効果的な削減施策は、２段積

みなどの積載効率の向上及びエコドライブによる燃費向上があります。
＊5 2007年度の富士フイルムロジスティックスで取り扱った輸出用包装資材の総重量は4,467ト
ン、総削減重量120トン、削減率2.6％になりました。

＊6 このCO2排出量は、富士フイルムロジスティックスが関わった富士フイルムグループ各社
の分をすべて含め算出しています。また、2006年度より改正省エネ法による把握方法に
切り替えています（空車の走行部分は含めないなど）。
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＞＞＞揮発性有機化合物（VOC）の大気排出量の推移（連結）
＞＞＞PRTR法への対応（国内連結）
＞＞＞PCBを含む機器などの保管・管理状況（連結）

廃棄物発生量の推移（連結）

国内外連結 76.5

海外連結 33.1

国内連結 43.4

2007年度

77.0＊

30.2

46.8

2006年度

74.9

30.9

44.0

2005年度

48.9

12.7

36.2

2000年度

（千トン／年）

富士フイルムでは2003年度にゼロエミッションを達成しており、引

き続き廃棄物管理レベルの向上に努めています。今後の課題は、富士

フイルムの海外生産拠点である関係会社でのゼロエミッション達成

で、特に廃棄物発生量の多いサイトを中心に指導を進めています。な

お、富士フイルムと富士ゼロックスにおけるゼロエミッションの定義

は事業特性の違いから若干異なりますが、おおむね「事業活動で発生

するすべての廃棄物を再資源化し、廃棄物の単純焼却、単純埋め立て

をゼロにすること」と定義しています。

ゼロエミッション　

デ ー タ・資 料 編 環境側面に関する情報

廃棄物の主なリサイクル方法

プラスチック（分別品） 

リサイクル方法廃棄物

プラスチック（混合品） 

磁気テープ 

フィルター 

水酸化アルミ 

無機汚泥・研磨剤 

有機溶剤 

酸・アルカリ 

可燃性廃棄物の混合品 

蛍光灯 

電池 

残飯・生ゴミ・有機汚泥 

書類、空箱 

鉄、アルミ、銅など、金属類

パレット、配管、衣服、断熱材 

高炉原料 

高炉原料・畳床材・断熱材 

高炉原料 

アルミナ 

セメント、路盤材、建築用資材

塗料用シンナー 

中和剤 

固形燃料、発電・温水製造 

グラスウール、水銀 

亜鉛、鉄精錬 

肥料、飼料 

再生紙 

金属精錬 

大気汚染物質排出量の推移（連結）

SOx排出量

357 84

NOｘ排出量

5 6

ばいじん排出量

362 90

特定フロン排出量

907 786

96 111

1,003 897

14.7 8.8

0.2 0.2

14.8 9.0

国内連結

海外連結

国内外連結

国内連結

海外連結

国内外連結

国内連結

海外連結

国内外連結

CFC-11 0.85 1.51

CFC-12 0.02 0.01

2006年度

385

9

394

1,193

171

1,364

24.7

3.7

28.4

0.56

0.12

2005年度 2007年度

削減に取り組んだVOCと大気排出量の削減量＊
（富士フイルム単独）

PRTR法届出
対象物質

自主管理
対象物質

物質区分 物質名 削減量（トン） 2000年からの
削減率（％）

メチルアルコール

ジクロロメタン

酢酸エチル

メチルエチルケトン

アセトン

215

1,219

325

162

59

60

69

80

79

46

PCBを含む＊機器などの保管・管理状況（連結）
保管・管理数量

高圧トランス 台 3 17

高圧コンデンサー 台 365 455

廃PCB油など Kg 201.11 201.11

汚泥など m3 10,400.1 10,400.1

蛍光灯の安定器 台 15,258 16,758

蛍光灯以外の低圧コンデンサー 台 117,165 117,165

低圧トランス 台 3 18

ウエス Kg 927 927

その他機器 台 12 12

単位PCBを含む機器などの区分
国内連結 国内・海外連結

揮発性有機化合物（VOC）の大気排出量の推移（連結）

国内外連結 1.5

海外連結 0.2

国内連結 1.3

2007年度

1.6

0.3

1.3

2006年度

1.8

0.4

1.4

2005年度

3.3

0.2

3.1

2000年度

（2007年度）

（千トン）

PRTR法（化学物質管理促進法）で届出対象になっている物質以外
に、日本化学工業協会が定めた自主管理物質を中心に、富士フイ
ルムが自主的に管理対象とする物質を加え、連結での排出量削減
に取り組んでいます。富士フイルムと国内関係会社での使用量が1

トン／年以上の物質についての情報（使用量・大気排出量・下水
への移動量・事業所外への移動量・リサイクル量）を下記のホー
ムページで開示しています。

PRTR法への対応（国内連結）

＊ 微量PCB含まず。

＞＞＞素材別の容器包装材料使用量の推移（富士フイルム単独）
＞＞＞ゼロエミッション
＞＞＞廃棄物発生量の推移（連結）
＞＞＞廃棄物の主なリサイクル方法
＞＞＞削減に取り組んだVOCと大気排出量の削減量（富士フイルム単独）

URL
http://www.fujifilm.co.jp/corporate/environment/activities/chemical/

＞＞＞大気汚染物質排出量の推移（連結）
＞＞＞水質汚染物質排出量の推移（連結）
＞＞＞土壌・地下水汚染の調査と浄化

デ ー タ・資 料 編 環境側面に関する情報

水質汚染物質排出量の推移（連結）

COD排出量＊1

91.1 76.2

BOD排出量＊2

15.4 20.6

総窒素排出量

106.5 96.8

総リン排出量

35.1 40.0

4.6 4.8

39.7 44.8

290.6 258.8

国内連結

海外連結

国内外連結

国内連結

海外連結

国内外連結

国内連結

国内連結 3.9 4.3

2006年度

108.3

40.2

148.5

48.0

5.9

53.9

305.3

7.4

2005年度 2007年度

＊1 COD（化学的酸素要求量）：水の汚れを示す指標です。水中の汚れ（主に有機性汚濁物質）が、
酸化剤によって酸化されるときに消費される酸素の量を指します。

＊2 BOD（生物化学的酸素要求量）：水の汚れの程度を表す尺度のひとつで、汚れを分解する微生
物がどのくらい水中の酸素を使ったかを指し、酸素の減った量で表します。

富士フイルム

神奈川工場（足柄サイト）

富士ゼロックス

フジノン

富士フイルムテクノプロダクツ

富士フイルムエレクトロニクス
マテリアルズ  

富士フイルムフォトニックス（宮城県黒川郡） 

富士テクニス（綾瀬市）  

富士フイルムイメージング

事業所名 調査完了時期

神奈川工場（小田原サイト）

富士宮工場

吉田南工場

宮台地区

朝霞地区

東京地区（南麻布）

仙台地区

海老名事業所

岩槻事業所

竹松事業所

中井事業所

関係会社事業所（3カ所）

本社（さいたま市）

フジノン佐野

フジノン水戸

竹松工場

花巻工場

秋田工場

静岡工場

大阪事業所

その他事業所（9カ所）

2001年11月

2001年 6月

2001年 3月

2001年 3月

2001年 3月

2001年12月

2004年10月

2001年10月

1998年 5月

1996年 3月

2000年 7月

1998年 8月

2002年 3月

2001年 4月

1997年11月

1999年 9月

2002年 4月

2001年 6月

2001年 3月

2001年11月

2001年 6月

2001年11月

2001年10月

2002年 3月

あり（土壌）

あり（土壌）

なし

なし

なし

なし

あり（土壌）

なし

なし

あり（土壌／地下水）

あり（土壌）

なし

なし

あり（地下水）

なし

なし

なし

なし

なし

富士フイルム
ファインケミカルズ

平塚工場

広野工場

2005年11月

2005年11月

あり VOC
（土壌）

（地下水）

未定

揚水処理

舗装による被覆

浄化中

なし

あり（土壌）

なし

なし

なし

なし

重金属類

重金属類

VOC

重金属類

VOC

重金属類

土壌入れ替え

土壌入れ替え

（モニタリング実施）

土壌入れ替え

揚水処理

土壌入れ替え

2002年3月完了

2002年1月完了

重金属類 未定 舗装による被覆

2010年に方針決定

2009年完了予定

浄化中

2003年4月完了

汚染の有無 物質の種類 浄化方法 浄化状況

（国内連結）

（単位：トン）（単位：トン）
素材別の容器包装材料使用量の推移（富士フイルム単独）

プラスチック成形品 3.8

プラスチックフィルム・シート 0.7

4.2

0.4

6.2

金属材料 2.52.63.6

紙器 3.93.26.0

紙材 5.96.88.0

段ボール 7.87.611.0

0.7

2007年度2006年度2000年度

合計 24.624.8

4.1

0.5

2.0

3.6

6.7

10.1

2005年度

27.135.5

（千トン／年）

・ 刷版製品を除く
・ 2007年度に新たに一部の業務用製品の容器包装データについて見直しを行い、

2000年度にさかのぼってデータを修正しています。

＊2000年度実績に対する2007年度までの削減量。

＊データを見直し修正しました。

土壌・地下水汚染に関して自主的な環境調査を実施しています。生産

事業所で使用され、環境基準値が定められている物質については、使

用・在庫管理及び排水管理、地下水の定期的なモニタリングを実施し、

不測の事態に迅速な対応がとれる管理を行っています（下表を参照）。

土壌・地下水汚染の調査と浄化



富士フイルムグループでは、海外も含めた全従業員に対して、環

境の基礎教育を行っています。専門的な知識や能力が必要な実

務担当者や管理者に対しては、基礎教育に加え、対象分野・業務

に合わせた教育を行っています。また、環境配慮に関するさまざ

まな技術や施策などの情報を富士フイルムグループ内で共有し、

相互活用することを目的に2002年から年1回、環境フォーラム

を行っています。7回目となる「環境フォーラム2008」（2008年

3月13日開催）は、世界的な共通課題である地球温暖化対策を

重点テーマに開催し、約400名の社員が参加しました。

▼環境フォーラム 2008の開催概要

ポスターセッション
グループ各社から環境関連の取り組みについて49件の発表。

基調講演
国連環境計画 金融イニシアチブ特別顧問として活躍され、環境問題や企
業の社会的責任について造詣が深い末吉 竹二郎さんによる基調講演。

口頭発表
地球温暖化防止などを目的とした取り組みについて、富士フイルムグルー
プ社員から4件の口頭発表。

パネルディスカッション
「製品の環境負荷低減」をテーマに、富士フイルムグループ社員5名による
パネルディスカッションを実施。

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200890

デ ー タ・資 料 編 環境側面に関する情報
＞＞＞環境モニタリング
＞＞＞配管やタンクの地上化
＞＞＞環境関連の法規制の順守状況とクレーム
＞＞＞2007年度の環境関連のクレーム・法令違反件数
＞＞＞2007年度の環境関連のクレーム・法令違反内容とその対応例
＞＞＞環境フォーラムを継続的に開催

2007年度の環境関連の法令違反は6件、クレームは6件でした。その

内容は騒音や振動などで、いずれも直ちに対策を講じ、住民の皆様に

ご説明を行いご理解いただきました。従来以上に管理を徹底し再発防

止に努めます。

環境関連の法規制の順守状況とクレーム

2007年度の環境関連のクレーム・法令違反件数

2007年度の環境関連の
クレーム・法令違反内容とその対応例

パネルディスカッション ポスターセッション

環境への化学物質の排出を抑制するため、富士フイルムグループでは、

大気質、水質に関して法規制値より厳しい基準値を設け、徹底した自

己管理を行っています。また、PRTR法の届出対象物質を使用してい

る工場境界、及び周辺での該当化学物質の大気濃度のモニタリングも

定期的に実施しています。

環境モニタリング

新たな汚染の発生を未然に防止するために、新設配管、タンクなどに

ついては地上化して漏えいの点検、発見を容易にするとともに、既設

の配管、タンクなどについても地上化、二重化計画を策定して着実に

更新を進めています。

配管やタンクの地上化

富士フイルム　朝霞地区 （クレーム）騒音　1件

内容：近隣住民の方より近隣企業との境界線付近における深夜騒音（稼働時間外）の
クレーム。

対応：近隣企業へ状況を連絡。双方で現状を確認の上、対策を取ることで合意しました。

フジノン （クレーム）騒音　1件

内容：近隣住民の方より排気ファンの騒音（風切音）についてクレーム。
対応：終業後の排気ファンの運転時間を短縮し、漏音を減少させるため排気口の形状を

改修しました。

富士ゼロックスイメージングマテリアルズ （クレーム）騒音　1件

内容：近隣住民の方より放出弁バルブから発生する騒音についてクレーム。
対応：バルブの閉め作業を実施。その後、作業手順書を改訂し、それに基づき取り扱

い担当者の教育活動を行いました。

富士フイルムメディアクレスト （クレーム）電波障害　1件

内容：キュービクル落雷対策で館内停電を行った際に、近隣住民の方より「テレビが
映らなくなった」とのクレーム。

対応：館内停電実施時の地域ブースター電源供給に関する是正処置を実施。2カ所の
ブースターに電源供給を実施することを貼り紙で告知するようにしました。

富士フイルムセリコール：アメリカ （法令違反）有害廃棄物の処分・管理方法 1件

内容：カンザス州の環境衛生局による検査の結果、研究所内での有害廃棄物の処分・
管理方法に関して表示不備など６項目の法令違反。

対応：カンザス州の環境衛生局に6,100ドルの罰金を支払い、研究所内では管理の
徹底を図りました。

富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ（ヨーロッパ）：ベルギー
（法令違反）排水（BOD、銅）の測定値の増加　1件

内容：排水中のBOD及び銅の測定値が増加していることが判明し、行政へ報告。工場内
で原因を調査したが原因は不明。

対応：行政からの懲罰はありませんでしたが、廃液システムの操作方法の再訓練や教育
を実施するとともに、今後も原因究明のために調査を行っていきます。

クレーム件数

（内対応済み件数）

6

（6）

国内外合計

6

0

　海外

6

6

（6）

国内

0法令違反件数

（内対応済み件数） （5）（5）

T O P I C

環境フォーラムを継続的に開催
環境教育・情報共有を促進




