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や機器を開発、販売し、社会の発展に貢献してまいりまし

た。第二の創業による業態転換を経て、今日では、化粧品

アスタリフトシリーズ、高級デジタルカメラXシリーズ等の

個人向け商品から、オフィスプリンター、デジタル複合機、

各種高機能材料、印刷材料、医療用機器等の業務用商品、

さらには、医薬品に至る、広範な分野の商品を提供してい

ます。

　現在、当社グループはさらなる成長を確固たるものにす

べく、中期経営計画「VISION80」の達成に向け、現場力を

向上させる取り組み「G-up」を展開しております。企業が価

値ある商品を世に問い、成長を続けるためには、各部門で

強い現場力が必要であり、従業員一人ひとりが、自分の持

ち場＝「現場」のプロでなければなりません。

　全グループ従業員8万人、それぞれに各部門、そして各

自の「現場」があり、すべての現場には今日の課題と明日の

夢があります。「G-up」を通し、問題の本質をとらえる力、現

場のわずかな変化を見極める感性、そして解決する力を

磨き上げ、個々の力を最大限に引き出すチームワークで、

様々な壁を突破し夢を実現していく、そんな活力ある強い

集団であり続けたいと願っています。

多様化する社会の期待に応える

　富士フイルムグループは、誠実かつ公正な事業活動を

通じて、「先進・独自の技術をもって、人々の生活の質のさ

らなる向上に寄与する」とうたう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ことをCSRの基

本的な考えとしています。その具体的な行動の一つとして、

「2020年度までに、CO2排出量をライフサイクル全体で

2005年度比30％削減する」という環境目標を2010年に制

定し、活動を推進しております。生産工場においては、「自

家発電燃料の天然ガス化」「再生可能エネルギーの導入」

「省エネ技術の積極開発・導入」等に取り組み、また、商品

開発においても「環境配慮設計」を全事業で推進し、お客

様先の使用時におけるCO2排出量の削減も積極的に進め

ています。

　一方、当社グループの事業分野、活動地域の拡大に伴

い、ステークホルダーからの要望も多様化してきています。

企業としての安定的な成長、利益の還元はもとより、現地の

社会課題にいかに応えていくか、社会の永続的な発展に寄

与していくかも、厳しく問われるようになってまいりました。

　特に、新興諸国では、急激な経済発展の一方で、食糧や

飲料水の不足、社会インフラ整備の遅れ、医療格差など多

くの社会課題が顕在化しています。それらの課題を共有

し、当社グループのもつ技術力、そして従業員の力を合わ

せて、解決に向け、協力していくことは、その国、地域の社

会発展に寄与するのみならず、新たなビジネスの創出に

もつながっていくのです。

価値を創る　社会を創る

　企業として最も重要なのは、「ゴーイングコンサーン（持

続する企業）」です。企業価値を向上させ、利益を還元し、

永続的に成長していくためには、さらに良い製品を作り出

し、そしてまた新たなビジネスを創出しつつ、「お客様」そ

して「社会」との調和も図っていかなければなりません。

　2013年度スタートにあたって、私は「もっとオーナーシッ

プをもって課題解決にあたろう」と全グループ従業員に

メッセージを発しました。これからもリーディングカンパ

ニーであり続けるには、資源・エネルギーの枯渇、気候変

動、医療格差など世界中で起きている様々な社会課題を

我がこととして捉え、解決に向け、経営陣、そしてすべての

従業員一人ひとりが、それぞれの現場で行動していくこと

が必要です。

　社会の持続的な発展に向けて、多様な先進・独自の技術

をもって応えていく、それこそが当社グループの果たすべ

き「大義」とし、たゆみないイノベーションへの挑戦を続け

てまいります。

「危機の10年」を乗り越えて来た

　昨年末より政府が取り組んでいる「大胆な金融政策」「機

動的な財政政策」により、長期にわたる「デフレ、円高」から

の脱却の曙光が見えはじめています。さらに、「民間投資を

喚起する成長戦略」を活用して、我々企業がしっかりと役割

を果し、これら「三本の矢」により、日本を再成長の軌道に乗

せるべく、官民が一層の奮闘をしなければなりません。

　この10年来の「デフレ、円高」の期間は、富士フイルムグ

ループにとって、かつて事業の大黒柱であった写真フィル

ムの需要が激減した時期と重なります。予想を上回るデジ

タル化の進展により、写真フィルムの世界需要は2000年

をピークに減少の一途を辿り、2011年は、ピーク時のわず

か5％まで落ち込みました。まさに「本業が消滅する危機」、

かつ「デフレ」「円高」との三重苦のなか、当社グループは

経営陣、従業員が一体となって、事業構造の転換を断行

し、新規事業を育成してまいりました。危機を糧にした、こ

の「第二の創業」により、当社グループは、多様な事業を持

つ企業体に業態転換致しました。

　また、この10年は、新興国が目覚ましい発展を遂げ、経

済のグローバル化が大きく進んだ時期でもあります。中国

は、2010年に日本をGDPで抜き、世界2位の経済大国とな

りました。ASEAN諸国、ブラジル、ロシア、インド、トルコ、さ

らにはアフリカ諸国も発展を続けています。政府も各国と

のEPA締結、さらにTPP交渉参加の準備を進め、企業のグ

ローバル展開を積極的に支援しています。当社グループ

も、これらの動きに即応し、新興国に対して、拠点、人員を

増強し、各国、地域の実情に即した事業展開を強化してお

ります。

現場力をさらに鍛え上げる

　当社は、2014年1月に創業80年を迎えます。写真フィル

ムの国産化を自社技術で成し遂げて以降、数多くの材料

2013年8月
代表取締役会長・CEO

大義は何か？
新しい価値を創造し、社会の持続的な発展に寄与すること、
そこに当社の大義がある
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　　　　“イノベーション” で未来を拓く……………………………………………………………………… 08経済面
（ガバナンス含む）

IR情報として開示

環境面
（ガバナンス含む）

CSR情報として開示

社会面
（ガバナンス含む）

CSR情報として開示

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

低い

　「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2013」は、企業活動の3つの側面のうち、環境面、社

会面を中心に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、重要性の高い情報を選択し、掲載していま

す。経済面を中心とした報告は、当社ウェブサイトのIR情

報やアニュアルレポートをご参照ください。

　本年度レポートのテーマは、昨年度に続き「事業活動を

通じた価値提供」「グローバル」といたしました。特に「特

集」では、重点事業から複数のテーマを採り上げ、当社グ

ループが認識する社会課題と、その解決に向けた活動を、

従業員の思いとステークホルダーの声を中心に編集しまし

た。次に「CSR活動報告」では、各CSR課題に対する富士フ

イルムグループの考え方と年次報告として2012年度の活

動トピックスをまとめています。この章では専門家やステー

クホルダーの皆様のご意見を掲載することで、第三者の方

からの当社グループの活動に対する客観的な声もご参照

いただけるようにしました。最後の「資料・データ」編では、

ステークホルダーの皆様に、私たちのCSR活動を客観的か

つ具体的にご理解いただけるよう、定量情報を中心に可能

な限り網羅的に環境情報・社会情報を掲載しました。

　富士フイルムホールディングスのウェブサイト「CSR（企

業の社会的責任）の取り組み」ですべての情報を確認でき

ますが、ウェブサイトのダウンロードページから、日本語、

英語、中国語のPDF版をダウンロードすることも可能で

す。さらに多くの情報を得たい方は、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をしていますので、併せてご覧く

ださい。

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

レポートの作成過程

■経済面報告

■社会・環境面報告
Sustainability
Report 2013
FUJIFILM Holdings Corporation

アニュアルレポート2013
オンライン版
http://www.fujifilmholdings.com/ja/
investors/annual_reports/2013/index.html

サステナビリティレポート2013

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

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

ステークホルダー 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）

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

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 情報の提供･収集

意見の反映

日常業務（CSR活動）

富士フイルム
ホールディングス

グループ各社

2012年版
レポートの

発行

2012年8月

2013年版
レポートの

発行

8月

第三者による
改善提案

の受領

10月

編集方針
の立案

12月

各部門への
ヒアリング

の実施

2013年2月〜7月

第三者意見
のまとめ

6月〜8月

●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、2012年度（2012年4月〜2013年3月）です。
活動内容は2013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、富山化学工業、富士フイルムビジネスエキス
パート）
◎連結対象会社は、P73と下記URLに記載しています。

　　　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、P68に集計範囲を記載しています。「環境会計」は、P68
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P65に記載しています。

●発行時期
2013年8月��（次回：2014年8月予定、前回：2012年8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・ガイドライン2006」
◎�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、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。

［GRIガイドライン（G3）対照表］

　　　http://www.fujifilmholdings.com/ja/sustainability/report/guideline/
………………………………index.html
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来年度のレポート企画にむけて、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



【企業理念】

富士フイルムグループは、先進・独自の技術を基に、社会の文化・科学・
技術・産業の発展、さらに、人々の健康や地球環境の保持に貢献する
様々な事業を展開しています。事業を通じて、社会課題を解決する新た
な価値を創造し続けることが、富士フイルムグループの目指すCSRです。

6つの重点事業分野富士フイルムグループの目指すもの

デジタル
イメージング

ドキュメント

グラフィック
システム

光学
デバイス

ヘルスケア

高機能材料

◎電子映像
　（デジタルカメラ）

◎フォトイメージング
　（写真フィルム、フォトブック、現像・プリント）

◎メディカルシステム
　（X線画像診断システム、内視鏡、他）

◎医薬品
　（低分子医薬品、バイオ医薬品）

◎ライフサイエンス
　（機能性化粧品、サプリメント）

◎フラットパネルディスプレイ材料
　（液晶ディスプレイ用フィルム材料）

◎産業機材
　（半導体プロセス材料、電子材料）

◎印刷用機器・材料
　（CTPプレート）

◎産業用インクジェットプリンター・インク

◎光学デバイス
（携帯電話用カメラレンズユニット、
テレビカメラ用レンズ・シネレンズ、
セキュリティ用レンズ）

◎オフィスプロダクト・オフィスプリンター
◎プロダクションサービス
　（デジタル印刷システム）

◎グローバルサービス
　（ドキュメントや業務プロセス改善を
　通じたソリューション提供）

【ビジョン】 【企業行動憲章】

文化の発展
写真・映像・文化の普及と
発展に貢献

文化・芸術の保護・振興
成熟化社会の生きがい
セカンドライフデザイン

解決が期待される社会課題

情報の高度利用
エネルギー・資源の不足
アクセシビリティ
安心・安全な暮らし

医療の充実・高度化
医療の地域格差
アンメット・メディカル・ニーズ
高齢化社会

地球温暖化
CO2削減・環境負荷低減
生物多様性の保全
廃棄物増加
大気・水環境の汚染

科学・技術・産業の発展
先端技術で暮らしを支える
高付加価値製品を創出

人々の健康
予防・診断・治療のトータルな
側面から健康を支援

地球環境の保持
企業活動のすべてにおける
高い“環境品質”を実現

先進・独自の技術による
人々の健康や心豊かな生活、
持続可能な社会の実現

先進・独自の技術による
人々の健康や心豊かな生活、
持続可能な社会の実現

基盤技術

持続可能
な社会
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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。

わたしたちは、先進技術・独自技術の融合、差別化技術の創出により、新たな価値
を創造し、お客さまに満足と信頼をいただける最高品質の商品、サービスを提供
し続けていきます。
そして、それによって、従来規定してきた『映像と情報』の範疇を超え、社会の文
化・科学・技術・産業の発展、さらに、人々の健康や地球環境の保持にも貢献して
いきます。
その継続的な企業活動が、「世界中の人々が、物質面だけではなく精神面の豊か
さや、充実感、満足感を持ちながら人生を過ごしていける」社会の実現に大きく寄
与することを使命ととらえ、新たな企業理念を定めています。

1. 信頼される企業であり続けるために
社会的に有用な最高品質の商品・サービスを、先進・独自の技術、
安全性への十分な配慮をもって開発、提供する。オープン、フェア、
クリアな企業風土のもと、適正な競争、取引を行うとともに、新た
な価値を創造し、お客さまをはじめとするステークホルダーの満
足と信頼を獲得し続ける。

2. 社会への責任を果たすために
お客さま、地域の方々、株主など社会のさまざまな方とのコミュニ
ケーションを取り、企業情報を適切かつ公正に開示するとともに、
法令をはじめとする各種ルールを守り、公序良俗に反しない。また
「良き企業市民」として地域の文化・慣習を正しく理解し敬意を払
うとともに、地域発展への貢献をはじめ積極的に社会貢献活動を
行う。

3. あらゆる人権を尊重するために
国際的に宣言された基本的人権及び労働基本権を尊重・擁護す
る。また、いかなる強制労働や児童労働も排除する。

4. 地球環境を守るために
環境問題への取り組みは企業の社会的存在と活動に必須の要件
であることを認識し、自主的、積極的に行動する。

5. 社員が生き生きと働くために
従業員一人ひとりの能力開発に努め、安全で働きやすい環境を確
保するとともに、従業員の多様性、人格、個性を尊重する。

富士フイルムグループ企業行動憲章（全文）

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

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。

わたしたちは、誠実・率直な客観的事実認識と合理的判
断のできるオープン、フェア、クリアな職場風土を作り上
げ、常に勇気をもって挑戦していきます。
わたしたちは、このような企業風土のもとで、当社の持つ
先進技術・独自技術をさらに磨き、お客さまに満足と信
頼をいただける新たな商品、サービスを開発し、新たな
価値を創造し続ける企業、フロンティアとして常に先頭
を走る活力に満ちた企業であり続けます。

企業理念 ビジョン 企業行動憲章


