Top C omm i t ment

常に自らに問おう

さらには社会からの共感は得られません。

我々は、真に役に立っているか、喜ばれる存在か
我々は何をしてきたか、何をなすべきか、どのようになすべきか、
そして、どこまでやったか

今般、富士フイルムグループは、2020 年度までに CO 2
排出量をライフサイクル全体で 2005 年度比 30％削減する目
標を明確にしました。決して簡単な目標ではありませんが、
我々
は、明るく前向きに挑戦する心をもって達成していけると信じ

新しい価値の創造のために「One for All, All for One」、
この精神の実践にこそ、その解がある

ています。

新しい価値の創造のために
「 One for All, All for One 」
私は、
今春、
これからの会社を支える若手マネジャーと「リー
ダーシップ 」をテーマに座談会を行いました。その時彼らに、

常に自らに問おう
現在、ビジネスの世界では、中国、インド、ブラジルなど
新興国の経済力が飛躍的に増大し、世界経済の枠組みは大き

ラグビーの精神の象徴でもありますが「 One for All, All for

タートラインに立っています。我々には、多様な人材、技術力、

One 」という言葉を紹介しました。リーダーは、「 公人 」とし

幅広く深い知識とノウハウ、経験など、素晴らしい資産があり

て常に会社や社会のことを考えてほしい。また、自分のこと

ます。自信と勇気をもって再び成長を取り戻します。

だけでなく、部下や同僚のこと、会社全体、そして社会全体

く変わりつつあります。これまでの既成概念に頼り行動してい

今、我々がなすべきことは明確です。第一に、先進で独自

ては、社会からも市場からも取り残される時代になりました。

の魅力ある製品を提供すること。第二に、今後の世界経済を

このことは決してリーダーにだけあてはまるものではありませ

日本には、物事を選別する表現として、
「 篩（ふるい）にか

牽引していく新興国の市場を開拓し拡販に努めること。第三

ん。全社員一人ひとりが、仲間や会社や、社会や国のために

ける」という言葉があります。今の我々は、まさに時代の大き

に、化粧品やサプリメントのヘルスケア分野や医薬品分野、

尽くす。その気持ち、
その行動が新しい価値の創造につながり、

な篩にかけられ、選別の試練を受けているのです。こうした試

機能性材料分野などの新規事業を確固としたものにすること。

全体の繁栄につながる。そしてその繁栄が、全社員一人ひと

練に生き残るためには、常に、自らの存在価値・役割を真剣

そのために、これらの成長事業分野に対して人材はもとより

りにも稔りをもたらす。これは、私が、これまで、サステナビ

に問い直し、今までのやり方やあらゆる事をゼロベースで見

経営資源を集中して投資していきますが、
「 何を」なすかはも

リティレポートのトップコミットメントで終始言い続けてきた

直して、徹底的に問う姿勢が必要です。そうやって、人が作

ちろんのこと、それらを「どのようになすか 」
、
「どこまでやるか」

ことでもあります。新しい価値の創造のために「 One for All,

らない独自のもの、一歩先に進んだ品質や新しい価値のある

も大切にすべきです。そして、それを明確にするうえでサステ

All for One 」、サステナビリティを語るうえでも本質をつい

ものを作り、社会に提供していかなければなりません。それは

ナビリティという視点が不可欠です。目的や目標の達成プロ

た言葉ではないでしょうか。この精神を一人ひとりが実践して

まさに、人々のクォリティ オブ ライフに寄与すること、すなわ

セスを適切に導くため、我々は、このサステナビリティという

いくことこそ、今、我々に求められているのです。

ち我々の企業理念そのものであり、サステナビリティ（ 持続

軸をしっかりと経営の基盤に据え、将来を見据えた戦略的な

可能な ) 経営にほかならないと、私は確信しています。

活動として、着実に推進していかねばなりません。

我々は何をしてきたか、
今後何を、どのようになすべきか
2000 年代に入り、我々は「デジタルショック」という「 本業

「 明るく前向きに、挑戦する心 」をもって為す
億円、構造改革費用を除く営業利益は、1016 億円となりま
した。構造改革費用を計上すると、赤字決算となりますが、

連事業の大規模な構造改革を断行、同時に重点事業に対し

これは初めから織り込み済みのことです。これから先は、構

て集中的に経営資源を投資しました。さらに、写真フィルム

造改革の成果を確実なものとしつつ、対売上高営業利益率

の製造で培ったナノ技術などを応用し、化粧品やサプリメン

10％が可能な経営基盤を確立することを目標に、今年は成長

ト、医薬品などの新たな事業領域にも果敢に挑みました。そ

を取り戻す「 勝負の年 」
と位置づけ、幅広い分野で業界をリー

の結果、2007 年度の売上高、営業利益は過去最高となり、

ドし続けていきたいと思っています。
我々は、経営戦略の推進とサステナビリティを密接に関係

マンショックに端を発した世界経済大不況により市場が縮小、

付けています。誠実でフェアであること、環境問題など将来

全ての事業が深刻なマイナスインパクトを受けました。
しかし、

に対する責務を真摯にかつ積極的に果たすこと、企業市民と

この危機に対しても我々は、過去に幾たびもの厳しい試練に

しての社会的役割を果たすこと、それらを、明るく前向きに、

打ち克ってきたことを思い起こし、グループ一丸となって、構

挑戦する心をもって為していきたいと思います。この心なくし

造改革や事業構造転換による経営基盤の強化、現場力の強

ては、自ら働く力も湧きませんし、共に働く者、組織、会社、
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のことまで考えて行動してほしいという想いからです。そして、

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 ビジョン
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。

富士フイルムグループ 企業行動憲章
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。

［ 富士フイルムグループ企業行動規範 ］
URL

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

2009 年度の富士フイルムグループの売上は、2 兆 1817

の危機 」にさらされましたが、
「 第二の創業 」を掲げ、写真関

例のないスピードでＶ字回復を遂げたのです。その後、リー

02

化に取り組みました。そして今再び、成長を目指して新たなス

富士フイルムグループ 企業理念

富士フイルムグループの 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

な事業活動を通じて企業理念を実践し、ビジョンを実現す

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。
わたしたちは、

1. 経済的・法的責任を果たすことはもとより、さらに、社

会の要請にこたえるよう、企業市民として、社会におけ

る文化・技術の発展や環境保全に寄与していきます。

2. わたしたちの CSR 活動が、社会の要請や期待に適切に

こたえているか、その活動が的確に実施されているか、

ステークホルダー（お客さま、株主・投資家、従業員、
地域社会、取引先など）との対話などを通して、常に見

直していきます。

3. 事業活動に対する説明責任を果たすため、積極的に情
報開示を進め、企業の透明性を高めます。
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編集方針

CONTENTS

環境面

「 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 2010 」

富士フイルムグループとステークホルダー

（ガバナンス含む）

は、
「 特集／クオリティ オブ ライフの向上 」
、
「 CSR ハイライト

CSR 情報として開示

2009 」、「データ・資料編 」の 3 部構成で編集しています。

経済面

重要性の高い情報を選択して掲載しています。また、ステーク

社会面

（ガバナンス含む）

IR 情報として開示

CSR 情報として開示

業界団体
行政
ビジネスパートナー

ご理解いただけるように、定量情報も可能な限り掲載しました。
右図は、レポートの編集方針と情報構成を概念的に示したもの

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

高い

富士フイルムホールディングスは、「 AA1000 AccountAbility 原則基準 2008 （ 以下、AA1000 APS（ 2008 ）
）」の
＊ http://www.accountability.org /aa1000 aps

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 ）

富士フイルム
ホールディングス

2009 年版

レポートの
発行
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

10 月

第三者による
改善提案
の受領

12 月

2010 年2月〜5月

編集方針
の立案

各部門への
ヒアリング
の実施

改善点の反映

5 月〜6 月

7月

2010 年版

第三者審査
の受審

情報の提供 ･ 収集

レポートの
発行
コミュニケーション
ツールとして活用

日常業務（ CSR 活動 ）

グループ各社

重要な課題をきちんと特定しているか

対応性（ The Principle of Responsiveness ）：

ステークホルダーを充分に関与させているか

※富士フイルムホールディングスにおける、AA1000APS（ 2008 ）の3つの基本原則に関する考え方は、ホームページに掲載しています。

12

Part 3

電子映像事業での取り組み

18

Part 4

グラフィック事業での取り組み

19

Part 5

ドキュメント事業での取り組み

20

P.54（ステークホルダーとの対話の手段 ）

富士フイルムグループの人材育成・人材交流
CSR ハイライト 2009

22
25

富士フイルムグループの CSR と中期 CSR 計画

26

気候変動問題への対応

30

ステークホルダー・ダイアログ 2010

35

パフォーマンスデータの集計期間は、2009 年度（ 2009 年 4
月〜 2010 年 3 月）です。活動内容は 2010 年度も含め、でき
るだけ最新の動向をお伝えしています。

生物多様性の保全

37

CSR 調達の展開

40

レポートの対象組織

品質向上への挑戦

42

事業を通じた社会貢献・地域貢献

44

企業市民としての社会貢献・地域貢献

46

ヨーロッパでの CSR 活動

48

● 連結対象会社は、75 ページと下記 URL に記載しています。
URL

http://www.fujiﬁlmholdings.com/
ja/business/group/index.html

● 人事・労務関連の定量情報は、富士フイルム単体・富士ゼ

ロックス単体のデータです。

●「 労働環境・社会会計 」は、54 ページに集計範囲を記載し

ています。「 環境会計 」は、65 ページに集計範囲を記載し
ています。

● 環境側面に関する集計範囲は 64 ページに記載しています。

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・レポーティング・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
●「 従業員 」という表記は、管理職、一般社員、パートなどを

● 事業会社である富士ゼロックスにおいては、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。

ステークホルダーの期待に充分応えているか

包括性の根本原則（ Foundation Principle of Inclusivity ）：
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NPO・NGO

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。

重要性（ The Principle of Materiality ）：

7

Part 6

レポートの対象期間

「 AA1000APS（ 2008 ）」の 3つの基本原則

04

（地域社会）

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、
富山化学工業、富士フイルムビジネスエキスパート）

3 つの基本原則に基づき、富士フイルムグループの CSR 活動と本レポートの作成を下図のように連携させています。

2009 年 8 月

コミュニティ

環境 Environment

関連ページ

ホームページ（ HTML 版 ）にて開示

＊

コミュニケーション
ツールとして活用

地域社会・国際社会 Society

サステナビリティレポート
（ PDF 版 ）にて開示

レポートの作成過程

ステークホルダー

将来世代

市場 Market

富士フイルムグループにとっての重要度

低い

お客様

富士フイルムグループ

高い

ステークホルダーにとっての
重要度

URL

ヘルスケア事業での取り組み

従業員

調達先

です。
ご覧ください。

特集／クオリティ オブ ライフの向上

Part 2

株主・投資家

お取引先

ホームページ（ 10 月に、リニューアル・オープン予定 ）もあわせて

4

フラットパネルディスプレイ材料事業での取り組み 8

（ガバナンス含む）

ホルダーの皆様に、私たちの CSR 活動を客観的かつ具体的に

2

編集方針

Part 1

本レポートは、富士フイルムグループの環境面や社会面を中心に
構成し、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

トップコミットメント

［ GRI ガイドライン（ G3 ）対照表 ］
URL

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

データ・資料編

53

ステークホルダーとの対話の手段／労働環境・社会会計

54

お客様に関わる情報

55

労働安全衛生

56

人事・労務に関する情報（ 富士フイルム）

57

人事・労務に関する情報（ 富士ゼロックス）

58

富士フイルムグループ グリーン･ ポリシー

59

富士フイルムグループの環境負荷の全体像

60

環境側面に関する情報

62

環境会計

65

第三者保証の往査対象サイト情報

66

社内外とのコミュニケーション

68

環境ガバナンスの強化

68

国内でのピンクリボン運動

69

物流分野における取り組み

70

社外からの評価

71

独立保証報告書

72
74
75

富士フイルムグループの事業概要
富士フイルムグループの組織概要
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