
　緒言にて、昨年度策定された2016年までの中期経営計画
の必達と、SVP2016での新しい視点での取組を述べられて
いますが、後半で語られていますように世界は大きく変化しつ
つあります。
　また、国内でも企業を取り巻く環境・社会の状況も激変しつ
つあります。世界からは周回遅れですが、金融庁の日本版ス
チュワードシップ・コードと、金融庁・東京証券取引所のコーポ
レートガバナンス・コードが発行されました。それらへの対応
の良し悪しが、企業の将来に大きな影響を及ぼすものと考え
ます。

　G7や安倍内閣の2050年に1990年比GHGsを80%以上
削減する目標の達成や、世界の政治的意思決定である全球
平均気温の上昇巾を2℃以下に抑えるためには、2100年には
GHGsの100%削減もしくはマイナス排出が必要といわれて
います。それらに対応するには、2050年ビジョンとか、必ずし
も数値目標でなくてもよいですが2030年目標の策定と公表
を期待したい。
　2020年以降の目標策定を表明しておられること評価しま
すが、日本語での目標（＝必達するもの）に捉われないことを
期待します。欧米企業のGoalは年限を決めず方向性をコミッ
トメントしていることも多いようです。コーポレートガバナン
ス・コードで期待されている中長期の戦略のためにも一つの
あり方と考えます。
　数十年先の近未来社会での環境制約が国際社会で決めら
れていくなか、Business as usual（BAU）では企業の存続は
ありえず、ビジネスモデルの変革、即ちInnovationが必要で
すが、その先進企業である貴社には最も期待したい。CO2削
減につき2020年目標を掲げられ、実績も挙げられているの
は日本企業としては先進的です。しかし、これは20世紀型で
あり、CO2排出ゼロといった方向性のコミットメントに関して
は欧米の最先進企業に比して日本企業は遅れをとっていると
認識しています。

　SVP2016のCSRの考え方は、3年ということではなく普遍
的なことを述べられており、それを敷

ふ え ん

衍した取組も大変すば
らしいし、各種パフォーマンス指標も成果を挙げられているこ
とがわかります。これだけのことを実行しておられるので、中
長期の戦略を、ストーリー性を持たせて策定されればESG投
資※家からは高く評価されると考えます。この場合、財務情報
と環境などの非財務情報との統合という統合思考が重要とい
うことを付記しておきます。スチュワードシップ・コードには多
くの機関投資家が署名しており、すでに欧州ではメイン・スト
リームとなっているESG投資が、日本でも近い将来に定着す
るのは必至と考えています。また、ESGの観点から製品やサー
ビスを「買ってもらえない」というリスクが増しつつありますの
で、ESGを攻めの観点で捉えて競争力の源とされること、「事
業と社会課題の連携」ということで進めておられますが、一段
上の推進を期待します。
　人類が引き起こしている2大課題である気候変動と生物多
様性のうち後者は物づくり企業にとっては資源循環問題と捉
えても大きな違いはないと考えています。その意味での、資
源循環や廃棄物対応、更にバリューチェーンでの取組はすば
らしく、最先端を走り続けて循環型社会構築に貢献していた
だきたい。欧州でもCircular Societyが語られ出しています。
　ダイバーシティの必要性について「多様な社員が能力を発
揮できる会社」と、パフォーマンス向上を明確にされているの
も日本では珍しく評価しますが、グループ全体としての実績・
目標等のデータが欲しいところです。
　社会貢献も目を見張るものですが、今後はNGOとのタイ
アップも、今年の9月に国連が採択するSDGsの該当項目につ
いて、エンゲージメントとしてビジネスの機会に繋げられるこ
とも期待したい。
※ESG投資：財務情報だけでなく、E（Environment、環境）・S
（Society、社会）・G（Governance、ガバナンス）という非財務情報
も企業価値を測る評価項目として重視する投資形態のこと。ESGは
企業にとってのリスク要因と同時に、長期的に企業価値の向上をも
たらすリターン要因になる、という考え方に基づく投資。（筆者作成）

後藤 敏彦
特定非営利活動法人
サステナビリティ日本フォーラム
代表理事

プロフィール
認定NPO法人環境経営学会会長、（一社）グローバル・コンパクト・ネット
ワーク・ジャパン理事、NPO法人社会的責任投資フォーラム理事・最高顧
問、（一社）グリーンファイナンス推進機構理事、など複数の団体の理事を
務める。
環境管理規格（ISO）審議委員会EPE小委員会委員、環境省事業/環境コ
ミュニケーション大賞検討会座長・審査委員/情報開示基盤整備事業検討
会座長など複数委員会の座長・委員を務める。東京大学法学部卒。

第三者保証報告書 第三者意見

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2015」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
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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（2015年3月31日現在）

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（2015年3月31日現在）
従 業 員 数　 120名（2015年3月31日現在）
連結従業員数 79,235名（2015年3月31日現在）
連結子会社数 273社（2015年3月31日現在）
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■2014年度 事業別売上高構成比 ■連結売上高※ ■連結営業利益（損失）

■連結営業利益

■2014年度 事業別売上高構成比 ■連結売上高※

ヘルスケア
41％

産業機材/
電子材料他
10％

フラットパネル
ディスプレイ材料
14％

記録メディア
5％

グラフィック
システム
30％

■連結営業利益
（億円）

■2014年度 事業別売上高構成比

イメージング ソリューション

インフォメーション ソリューション

ドキュメント ソリューション
■連結売上高※
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その他
11％
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オフィスプリンター
16％
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■2014年度 仕向地別
　連結売上高構成比

■2014年度 事業セグメント別
　連結売上高構成比
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※2013年度第1四半期に行われた組織変更により、光学デバイス事業をインフォメーション ソリューションか
らイメージングソリューションへ変更。これに伴い、2012年度の数値をリステートしている
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■2014年度 地域別連結従業員構成比
　（2015年3月31日現在）

米州
7.8％

欧州
6.0％

アジア他
36.9％ 日本

49.3％

富士フイルム株式会社 富士ゼロックス株式会社 富山化学工業株式会社 富士フイルムビジネス
エキスパート株式会社

シェアードサービス会社事業会社

持株会社

100％ 100％75％ 66％

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2015」
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課題を選択し、富士フイルムグループのスローガン「Value from 
Innovation」の下で策定した、2014年度から2016年度の富士フイ
ルムホールディングス中期CSR計画「Sustainable Value Plan 2016

（SVP2016）」の進捗を中心に編集しています。
　「SVP2016」は3つの推進方針で構成されています。推進方針1は新
たな視点である、グループ一丸となって「事業を通じた社会課題の解決」
に積極的に取り組んでいる姿を、マテリアリティ評価で重点化した「健康」

「生活」「環境」「働き方」の4つの分野で紹介しました。また、これまでも
力を入れてきた事業プロセスにおける環境影響への取り組みは推進方
針2で、企業活動の基盤となるバリューチェーン全体の管理強化は推進
方針3で紹介しています。内容だけではなく、「SVP2016」の3つの推進
方針ごとの色分け、ポイントのアイコン表示、図表の明示、など、推進方
針ごとの活動内容や進捗を見やすくまとめることにも心がけました。
　また、その他の活動や資料・データも掲載、網羅性を確保するととも
に、CSR課題からの検索に備えるため、ISO26000とGRIの対照表を
Web上で公開、アクセス性を高めました。さらに今年度は、例年いた
だいているテーマごとの第三者意見による客観的な評価に加え、デー
タの正確性を担保するために環境と社会データの第三者検証を実施
しました。
　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。

●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、2014年度（2014年4月〜2015年3月）です。
活動内容は2015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、P72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。
◎ 「環境側面に関する情報」の集計範囲はP63に記載しています。

●発行時期
2015年8月（次回：2016年8月予定、前回：2014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・ガイドライン第4版」
◎ 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（G4）対照表］（中核に準拠）
 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）

2014年版
レポートの
発行

2014年8月

2015年版
レポートの
発行

8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月 12月 2015年2月～7月 6月～8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

アニュアルレポート2015
オンライン版
http://www.fujifilmholdings.com/
ja/investors/annual_reports/
2015/index.html

サステナビリティレポート2015

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

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/
questionnarie/index.html

富士フイルムグループの組織概要／事業概要
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© 2015 FUJIFILM Holdings Corporation

■ 本レポートについてのお問い合わせ先

経営企画部  CSRグループ
〒107-0052  東京都港区赤坂9丁目7番3号（東京ミッドタウン）
電話 03-6271-2065　FAX 03-6271-1190
http://www.fujifilmholdings.com/ja/sustainability/contact/index.html

◎表紙の掲載作品について

写真や映像を通じて、文化・芸術を記録保存して後世に伝えることは、富士
フイルムグループの本業を通じた社会貢献活動の一つです。奈良国立博
物館のご協力により、所蔵品の一部を本レポートの表紙に掲載させてい
ただきました。

奈良国立博物館
〒630-8213　奈良市登大路町50番地　Tel.（NTTハローダイヤル）：050-5542-8600
http://www.narahaku.go.jp/

奈良国立博物館は、1889年（明治22年）5月、政府により帝国博物館、帝国京都博物館と
ともに設置が定められ、1895年（明治28年）4月に開館した、今年創立120周年を迎える
博物館です。
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「扇面画帖」
奈良国立博物館　所蔵
作品名（上から） ： 牡丹小禽図
 雪竹図
 秋草小禽図
 桐鳳凰図

日本では平安時代の頃から当時の物語等を
美しく描いた扇が貴族を中心に広まりまし
た。それらの扇は平安時代や室町時代当時、
大陸への輸出品にもなっていました。今回
の表紙では、数ある扇面画帖の中から自然
をテーマに4作品を選び、掲載しました。

写真提供：奈良国立博物館



各ガイドラインの対照表
ISO26000／GRIガイドライン

添付資料



─ 1 ─

ISO26000対照表

ISO26000の
中核主題 課題 サステナビリティレポート2015での掲載ページ

組織統治 組織統治 トップコミットメント 
コーポレート・ガバナンス 
CSRマネジメント

《推進方針3》［重点課題1］ グローバルなコンプライアンス意
識の向上とリスクマネジメントの徹底

《推進方針3》［重点課題3］ CSR視点でのバリューチェーン・マ
ネジメントの強化

◆ウェブサイト  
http://www.fujifilmholdings.com/ja/about/governance/index.html
◆アニュアルレポート  
http://www.fujifilmholdings.com/ja/investors/annual_
reports/2015/pack/pdf/Corporate-Governance.pdf

P.4-5
P.10
P.11-12
P.40-44 

P.48-50 

－ 

－

人権 1.デューデリジェンス
2.人権に関する危機的状況
3.加担の回避
4.苦情解決
5.差別および社会的弱者
6.市民的および政治的権利
7.経済的、社会的および文化的権利
8.労働における基本的原則および権利

《推進方針3》［重点課題1］ グローバルなコンプライアンス意
識の向上とリスクマネジメントの徹底

《推進方針3》［重点課題3］ CSR視点でのバリューチェーン・マ
ネジメントの強化　
社会貢献活動
人事・労務に関する情報（富士フイルム）
人事・労務に関する情報（富士ゼロックス）

P.40-44 

P.48-50 

P.53-55
P.61
P.62

労働慣行 1.雇用および雇用関係
2.労働条件および社会的保護
3.社会対話
4.労働における安全衛生
5.職場における人材育成および訓練

《推進方針3》［重点課題2］ 多様な人材の育成と活用
《推進方針3》［重点課題3］ CSR視点でのバリューチェーン・マ
ネジメントの強化　
人事・労務に関する情報（富士フイルム）
人事・労務に関する情報（富士ゼロックス）

P.45-47
P.48-50 

P.61
P.62

環境 1.汚染の防止
2.持続可能な資源の使用
3.気候変動緩和および適応
4.環境保護、生物多様性および自然生息地の回復

《推進方針1》［環境］
《推進方針2》生産活動などの事業プロセスにおける環境課題
への積極的な取組みを推進

《推進方針2》［重点課題1］ 地球温暖化対策の推進
《推進方針2》［重点課題2］ 資源循環の促進
《推進方針2》［重点課題3］ 製品・化学物質の安全確保
《推進方針3》［重点課題3］ CSR視点でのバリューチェーン・マ
ネジメントの強化
社会貢献活動
環境側面に関する情報
サステナビリティ会計（労働環境・社会会計、環境会計）

P.24-25
P.28-29 

P.30-33
P.34-35
P.36
P.48-50 

P.53-55
P.63-66
P.68-69

公正な
事業慣行

1.汚職防止
2.責任ある政治的関与
3.公正な競争
4.バリューチェーンにおける社会的責任の推進
5.財産権の尊重

《推進方針3》［重点課題1］ グローバルなコンプライアンス意
識の向上とリスクマネジメントの徹底

《推進方針3》［重点課題3］ CSR視点でのバリューチェーン・マ
ネジメントの強化
コンプライアンス・リスクマネジメントに関する情報
お客様の声を反映した製品・サービス
◆ウェブサイト：知的財産の考え方 
http://www.fujifilmholdings.com/ja/rd/property/index.html

P.40-44 

P.48-50 

P.60
P.56-58
－

消費者問題 1.公正なマーケティング、情報および契約慣行
2.消費者の安全衛生の保護
3.持続可能な消費
4.消費者に対するサービス、支援並びに苦情および紛争解決
5.消費者データ保護およびプライバシー
6.必要不可欠なサービスへのアクセス
7.教育および意識向上

《推進方針1》製品・サービスなどを通じて、環境、人々の健康・
生活・働き方に関する社会課題の解決に貢献

《推進方針1》［健康］
《推進方針1》［生活］
《推進方針1》［環境］
《推進方針1》［働き方］
お客様の声を反映した製品・サービス
◆ウェブサイト：統合マネジメントシステム 
http://www.fujifilmholdings.com/ja/sustainability/vision/activity.html
◆ウェブサイト：品質方針 
http://www.fujifilmholdings.com/ja/sustainability/vision/quality.html

P.16-17 

P.17-20
P.21-23
P.24-25
P.26-27
P.56-58
－ 

－

コミュニティー
への参画およ
びコミュニティ
の発展

1.コミュニティへの参画
2.教育および文化
3.雇用創出および技能開発
4.技術の開発および技術へのアクセス
5.富および所得の創出
6.健康
7.社会的投資

《推進方針1》［健康］
社会貢献活動
サステナビリティ会計（労働環境・社会会計、環境会計）

P.17-20
P.53-55
P.68-69

富士フイルムホールディングスでは、2010年11月に発行された国際規格ISO26000「社会的責任に関する手引き」の
7つの中核課題に則った活動や情報開示がなされているかなど、確認のために対照表を作成しています。
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一般標準開示項目 指標 サステナビリティレポート2015での掲載ページ

戦略および分析

G4-1 組織の最高意思決定者の声明 トップコミットメント P.04-05

G4-2 主要な影響、リスクと機会の説明
富士フイルムグループのCSR
◆ウェブサイト：中期経営計画 
http://www.fujifilmholdings.com/ja/about/vision/index.html

P.08-09
－ 

組織のプロフィール

G4-3 組織の名称 富士フイルムグループの組織概要／事業概要 P.72

G4-4 主要なブランド、製品およびサー
ビス

富士フイルムグループの事業
富士フイルムグループの組織概要／事業概要　
◆ウェブサイト：事業領域 
http://www.fujifilmholdings.com/ja/business/field/index.html

P.06-07
P.72
－ 

G4-5 組織の本社の所在地 富士フイルムグループの組織概要／事業概要　 P.72

G4-6 組織が事業展開している国の数

トップコミットメント 
富士フイルムグループの事業
◆ウェブサイト：グループ会社 
http://www.fujifilmholdings.com/ja/business/group/index.html

P.04-05
P.06-07
－ 

G4-7 組織の所有形態や法人格の形態
富士フイルムグループの組織概要／事業概要　
◆ウェブサイト：グループ会社 
http://www.fujifilmholdings.com/ja/business/group/index.html

P.72
－ 

G4-8 参入市場
富士フイルムグループの事業
富士フイルムグループの組織概要／事業概要　

P.06-07
P.72

G4-9 組織の規模

人事・労務に関する情報（富士フイルム）
人事・労務に関する情報（富士ゼロックス） 
富士フイルムグループの組織概要／事業概要　
◆ウェブサイト：会社概要 
http://www.fujifilmholdings.com/ja/about/factsheet/index.html

P.61
P.62
P.72
－ 

G4-10 雇用の内訳
人事・労務に関する情報（富士フイルム）
人事・労務に関する情報（富士ゼロックス） 
富士フイルムグループの組織概要／事業概要　

P.61
P.62
P.72

G4-11 団体交渉協定の対象となる全従
業員の比率

人事・労務に関する情報（富士フイルム）
人事・労務に関する情報（富士ゼロックス） 

P.61
P.62

G4-12 組織のサプライチェーン

《推進方針2》生産活動などの事業プロセスにおける環境課題へ
の積極的な取組みを推進

《推進方針3》企業活動を支えるCSR基盤をバリューチェーン全
体にわたり強化

《推進方針3》［重点課題3］CSR視点でのバリューチェーン・マネ
ジメントの強化

P.28-29 

P.38-39 

P.48-50 

G4-13 報告期間中に発生した重大な変更 富士フイルムグループの組織概要／事業概要　 P.72

G4-14 予防的アプローチや予防原則へ
の取り組み

CSRマネジメント　
《推進方針2》［重点課題2］ 資源循環の促進
《推進方針2》［重点課題3］ 製品・化学物質の安全確保
《推進方針3》［重点課題1］ グローバルなコンプライアンス意識
の向上とリスクマネジメントの徹底　

P.11-12
P.34-35
P.36
P.40-44 

G4-15 組織が支持するイニシアティブ
の一覧

《推進方針2》［重点課題1］ 地球温暖化対策の推進（ICCA　国
際化学工業協会協議会、日本化学工業協会）

《推進方針3》［重点課題1］ グローバルなコンプライアンス意識
の向上とリスクマネジメントの徹底（JAMP　アーティクルマネジ
メント推進協議会)

《推進方針3》［重点課題3］ CSR視点でのバリューチェーン・マネ
ジメントの強化（JEITA　電子情報技術産業協会）

P.30-33 

P.40-44 
 

P.48-50 

G4-16 団体や国内外の提言機関の会員
資格

《推進方針2》［重点課題1］ 地球温暖化対策の推進　
《推進方針2》［重点課題3］ 製品・化学物質の安全確保　
《推進方針2》トピックス

P.30-33
P.36
P.37

GRIガイドライン（G4）対照表（準拠に関するGRI内容索引）
『GRIサステナビリティ・レポーティング・ガイドライン第4版』の中核（CORE）に準拠しています。
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特定されたマテリアルな側面と
バウンダリー

G4-17 組織の事業体一覧
富士フイルムグループの組織概要／事業概要　
◆ウェブサイト：会社概要 
http://www.fujifilmholdings.com/ja/about/factsheet/index.html

P.72
－ 

G4-18 報告内容とバウンダリーの確定
プロセス

CSRマネジメント
FUJIFILM Sustainable Value Plan 2016
編集方針

P.11-12
P.14-15
P.73

G4-19 特定したすべてのマテリアルな
側面 FUJIFILM Sustainable Value Plan 2016 P.14-15

G4-20 各マテリアルな側面のバウンダ
リー（組織内）

富士フイルムグループの事業
富士フイルムグループの組織概要／事業概要
編集方針

P.06-07
P.72
P.73

G4-21 各マテリアルな側面のバウンダ
リー（組織外）

富士フイルムグループの事業
富士フイルムグループの組織概要／事業概要
編集方針

P.06-07
P.72
P.73

G4-22 過去の報告書の修正再記述する
理由 該当なし 該当なし

G4-23 スコープおよびバウンダリーの
変更 該当なし 該当なし

ステークホルダー・エンゲージ
メント

G4-24 組織がエンゲージメントしたス
テークホルダー・グループの一覧 CSRマネジメント　 P.11-12

G4-25 ステークホルダーの特定および
選定基準 CSRマネジメント　 P.11-12

G4-26 ステークホルダー・エンゲージメ
ントへの組織のアプローチ方法

CSRマネジメント　
ステークホルダーコミュニケーション　

P.11-12
P13

G4-27
ステークホルダー・エンゲージメ
ントにより提起された主なテー
マや懸念

CSRマネジメント　
《推進方針2》第三者意見を受けて
《推進方針3》第三者意見を受けて
第三者意見

P.11-12
P.33
P.47
P.71

報告書のプロフィール

G4-28 提供情報の報告期間 編集方針 P.73

G4-29 最新の発行済報告書の日付 編集方針 P.73

G4-30 報告サイクル 編集方針 P.73

G4-31 報告書またはその内容に関する
質問の窓口

本レポートについてのお問い合わせ先
◆ウェブサイト：CSR（企業の社会的責任）に関するお問い合せ 
http://www.fujifilmholdings.com/ja/sustainability/contact/
index.html

裏表紙
－ 
 

G4-32
選択した「準拠」のオプション、
GRI内容索引、外部保証を受け
ている場合、参照情報

第三者保証報告書
http://www.fujifilmholdings.com/ja/sustainability/
verification/index.html
編集方針
GRIガイドライン（G4）対照表（準拠に関するGRI内容索引）

P.70
－ 

P.73
－

G4-33 外部保証に関する組織の方針お
よび実務慣行

第三者意見
編集方針

P.71
P.73

ガバナンス

G4-34 組織のガバナンス構造 コーポレート・ガバナンス　 P.10

G4-35
最高ガバナンス組織から役員や
他の従業員へ、経済、環境、社会
テーマに関して権限委譲を行う
プロセス

コーポレート・ガバナンス　 P.10

G4-37
ステークホルダーと最高ガバナ
ンス組織の間で、経済、環境、社
会テーマについて協議するプロ
セス

コーポレート・ガバナンス　
◆ウェブサイト：コーポレート・ガバナンス 
http://www.fujifilmholdings.com/ja/about/governance/index.html

P.10
－ 

G4-38 最高ガバナンス組織およびその
委員会の構成

コーポレート・ガバナンス　　
◆ウェブサイト：コーポレート・ガバナンス 
http://www.fujifilmholdings.com/ja/about/governance/index.html

P.10
－ 

G4-39 最高ガバナンス組織の議長が執
行役員を兼ねているか

コーポレート・ガバナンス　　
◆ウェブサイト：コーポレート・ガバナンス 
http://www.fujifilmholdings.com/ja/about/governance/index.html

P.10
－ 
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ガバナンス

G4-40 最高ガバナンス組織とその委員
会のための指名・選出プロセス

CSRマネジメント
◆アニュアルレポート：コーポレート・ガバナンス 
http://www.fujifilmholdings.com/ja/investors/annual_
reports/2015/pack/pdf/Corporate-Governance.pdf

P.11-12
－ 
 

G4-42
経済、環境、社会影響に関わる組
織の目的や戦略、目標策定と承
認における最高ガバナンス組織
と役員の役割

コーポレート・ガバナンス
CSRマネジメント
◆ウェブサイト：コーポレート・ガバナンス 
http://www.fujifilmholdings.com/ja/about/governance/index.html
◆アニュアルレポート：コーポレート・ガバナンス 
http://www.fujifilmholdings.com/ja/investors/annual_
reports/2015/pack/pdf/Corporate-Governance.pdf

P.10
P.11-12
－ 

－ 
 

G4-43
最高ガバナンス組織の集合的知
見を発展・強化するために講じた
対策

コーポレート・ガバナンス　 P.10

G4-44
最高ガバナンス組織の経済、環
境、社会テーマのガバナンスに
関わるパフォーマンスを評価す
るためのプロセス

CSRマネジメント P.11-12

G4-45
経済、環境、社会影響、リスクと機
会の特定、マネジメントにおける
最高ガバナンス組織の役割

CSRマネジメント P.11-12

G4-46
組織の経済、環境、社会的に関わ
るリスク・マネジメント・プロセス
における最高ガバナンス組織の
役割

CSRマネジメント
◆アニュアルレポート：コーポレート・ガバナンス 
http://www.fujifilmholdings.com/ja/investors/annual_
reports/2015/pack/pdf/Corporate-Governance.pdf

P.11-12
－ 
 

G4-47
最高ガバナンス組織が実施する
経済、環境、社会影響、リスクと機
会のレビューを行う頻度

コーポレート・ガバナンス
◆アニュアルレポート：コーポレート・ガバナンス 
http://www.fujifilmholdings.com/ja/investors/annual_
reports/2015/pack/pdf/Corporate-Governance.pdf

P.10
－ 
 

G4-48
組織のサステナビリティ報告書
の正式なレビューや承認を行う
最高位の委員会または役職

CSRマネジメント
FUJIFILM Sustainable Value Plan 2016

P.11-12
P.14-15

G4-49
最高ガバナンス組織に対して重
大な懸念事項を通知するための
プロセス

コーポレート・ガバナンス
◆アニュアルレポート：コーポレート・ガバナンス 
http://www.fujifilmholdings.com/ja/investors/annual_
reports/2015/pack/pdf/Corporate-Governance.pdf

P.10
－ 
 

G4-50
最高ガバナンス組織に通知され
た重大な懸念事項の性質と総
数。およびその対応と解決のた
めに実施した手段

該当なし 該当なし

G4-51
最高ガバナンス組織および役員
に対する報酬方針および経済、
環境、社会目的（パフォーマンス
基準）との関係

◆アニュアルレポート：コーポレート・ガバナンス 
http://www.fujifilmholdings.com/ja/investors/annual_
reports/2015/pack/pdf/Corporate-Governance.pdf

― 
 

G4-52 報酬の決定プロセス
◆アニュアルレポート：コーポレート・ガバナンス 
http://www.fujifilmholdings.com/ja/investors/annual_
reports/2015/pack/pdf/Corporate-Governance.pdf

― 
 

G4-53
報酬に関するステークホルダー
の意見をどのように求め考慮し
ているか

◆アニュアルレポート：コーポレート・ガバナンス 
http://www.fujifilmholdings.com/ja/investors/annual_
reports/2015/pack/pdf/Corporate-Governance.pdf

― 
 

G4-54
最高給与受給者の年間報酬総額
の全従業員年間報酬総額の中央
値に対する比率（地域別）

◆アニュアルレポート：コーポレート・ガバナンス：監査役・監査役会／内部監査
http://www.fujifilmholdings.com/ja/investors/annual_
reports/2015/pack/pdf/Corporate-Governance.pdf 

― 
 

倫理と誠実性

G4-56 組織の価値、理念および行動基
準・規範

トップコミットメント 
富士フイルムグループの事業
富士フイルムグループのCSR 
CSRマネジメント　
FUJIFILM Sustainable Value Plan 2016　

P.04-05
P.06-07
P.08-09
P.11-12
P.14-15

G4-58
非倫理的あるいは違法な行為に
ついての懸念や、組織の誠実性
に関する事項の通報のために組
織内外に設けてある制度

《推進方針3》［重点課題1］ グローバルなコンプライアンス意識
の向上とリスクマネジメントの徹底

P.40-44 
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特定標準開示項目 指標 サステナビリティレポート2015での掲載ページ

経済

経済のDMA

トップコミットメント 
富士フイルムグループの事業
CSRマネジメント
FUJIFILM Sustainable Value Plan 2016

《推進方針1》製品・サービスなどを通じて、環境、人々の健康・生
活・働き方に関する社会課題の解決に貢献

P.04-05
P.06-07
P.11-12
P.14-15
P.16 

経済的 
パフォーマンス

G4-EC1 創出、分配した直接的経済価値
サステナビリティ会計（労働環境・社会会計、環境会計）
富士フイルムグループの組織概要／事業概要

P.68-69
P.72

G4-EC2 気候変動による財務上の影響、
その他のリスクと機会

《推進方針1》［環境］
《推進方針2》［重点課題1］地球温暖化対策の推進
サステナビリティ会計（労働環境・社会会計、環境会計）

P.24-25
P.30-33
P.68-69

間接的な経済
影響 G4-EC7 インフラ投資および支援サービ

スの展開と影響
富士フイルムグループの事業
社会貢献活動

P.06-07
P.53-55

環境

環境のDMA

トップコミットメント 
富士フイルムグループの事業
CSRマネジメント
FUJIFILM Sustainable Value Plan 2016

《推進方針1》製品・サービスなどを通じて、環境、人々の健康・生
活・働き方に関する社会課題の解決に貢献

《推進方針1》［環境］
《推進方針2》生産活動などの事業プロセスにおける環境課題へ
の積極的な取組みを推進

《推進方針3》企業活動を支えるCSR基盤をバリューチェーン全
体にわたり強化

P.04-05
P.06-07
P.11-12
P.14-15
P.16 

P.24-25
P.28-29 

P.38-39 

原材料

G4-EN1 使用原材料の重量または量
《推進方針2》生産活動などの事業プロセスにおける環境課題へ
の積極的な取組みを推進
環境側面に関する情報　

P.28-29 

P.63-66

G4-EN2 使用原材料におけるリサイクル
材料の割合

《推進方針2》［重点課題2］ 資源循環の促進
環境側面に関する情報　

P.34-35
P.63-66

エネルギー

G4-EN3 組織内のエネルギー消費量
《推進方針2》生産活動などの事業プロセスにおける環境課題へ
の積極的な取組みを推進
環境側面に関する情報　

P.28-29 

P.63-66

G4-EN5 エネルギー原単位
《推進方針2》生産活動などの事業プロセスにおける環境課題へ
の積極的な取組みを推進
環境側面に関する情報　

P.28-29 

P.63-66

G4-EN6 エネルギー消費の削減量
《推進方針2》［重点課題1］ 地球温暖化対策の推進
環境側面に関する情報　

P.30-33
P.63-66

水

G4-EN8 水源別の総取水量

《推進方針2》生産活動などの事業プロセスにおける環境課題へ
の積極的な取組みを推進

《推進方針2》［重点課題2］ 資源循環の促進
環境側面に関する情報

P.28-29 

P.34-35
P.63-66

G4-EN9 取水によって著しい影響を受け
る水源

《推進方針2》［重点課題2］ 資源循環の促進
環境側面に関する情報

P.34-35
P.63-66

G4-EN10 リサイクルおよびリユースした
水の総量と比率

《推進方針2》生産活動などの事業プロセスにおける環境課題へ
の積極的な取組みを推進

《推進方針2》［重点課題2］ 資源循環の促進
環境側面に関する情報

P.28-29 

P.34-35
P.63-66

大気への排出

G4-EN15 直接的な温室効果ガス（GHG）
排出量（スコープ1）

《推進方針2》生産活動などの事業プロセスにおける環境課題へ
の積極的な取組みを推進

《推進方針2》［重点課題1］ 地球温暖化対策の推進
環境側面に関する情報

P.28-29 

P.30-33
P.63-66

G4-EN16 間接的な温室効果ガス（GHG）
排出量（スコープ2）

《推進方針2》生産活動などの事業プロセスにおける環境課題へ
の積極的な取組みを推進

《推進方針2》［重点課題1］ 地球温暖化対策の推進
環境側面に関する情報

P.28-29 

P.30-33
P.63-66
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環境

大気への排出

G4-EN17 その他の間接的な温室効果ガス
（GHG）排出（スコープ3）

《推進方針2》生産活動などの事業プロセスにおける環境課題へ
の積極的な取組みを推進

《推進方針2》［重点課題1］ 地球温暖化対策の推進
環境側面に関する情報

P.28-29 

P.30-33
P.63-66

G4-EN18 温室効果ガス（GHG）排出原単位

《推進方針2》生産活動などの事業プロセスにおける環境課題へ
の積極的な取組みを推進

《推進方針2》［重点課題1］ 地球温暖化対策の推進
環境側面に関する情報

P.28-29 

P.30-33
P.63-66

G4-EN19 温室効果ガス（GHG）排出量の
削減量

《推進方針2》生産活動などの事業プロセスにおける環境課題へ
の積極的な取組みを推進

《推進方針2》［重点課題1］ 地球温暖化対策の推進
環境側面に関する情報

P.28-29 

P.30-33
P.63-66

G4-EN21 NOX、 SOX、およびその他の重
大な大気排出

《推進方針2》生産活動などの事業プロセスにおける環境課題へ
の積極的な取組みを推進
環境側面に関する情報

P.28-29 

P.63-66

排水および 
廃棄物

G4-EN22 水質および排出先ごとの総排水量

《推進方針2》生産活動などの事業プロセスにおける環境課題へ
の積極的な取組みを推進

《推進方針2》［重点課題2］ 資源循環の促進
環境側面に関する情報

P.28-29 

P.34-35
P.63-66

G4-EN23 種類別および処分方法別の廃棄
物の総重量

《推進方針2》生産活動などの事業プロセスにおける環境課題へ
の積極的な取組みを推進

《推進方針2》［重点課題2］ 資源循環の促進
環境側面に関する情報

P.28-29 

P.34-35
P.63-66

製品および
サービス G4-EN27 製品およびサービスによる環境

影響緩和の程度

《推進方針1》［環境］
《推進方針2》［重点課題1］ 地球温暖化対策の推進　
サステナビリティ会計（労働環境・社会会計、環境会計）　

P.24-25
P.30-33
P.68-69

コンプライア
ンス G4-EN29

環境法規制の違反に関する高額
罰金の額、罰金以外の制裁措置
の件数

環境側面に関する情報 P.63-66

輸送・移動 G4-EN30
製品の輸送、業務に使用するそ
の他の物品や原材料の輸送、従
業員の移動から生じる著しい環
境影響

《推進方針2》生産活動などの事業プロセスにおける環境課題へ
の積極的な取組みを推進

P.28-29 

環境全般 G4-EN31 環境保護目的の総支出と総投資
（種類別） サステナビリティ会計（労働環境・社会会計、環境会計）　 P.68-69

サプライヤー
の環境評価 G4-EN33

サプライチェーンにおける著し
いマイナス環境影響（現実的、潜
在的なもの）、および行った措置

該当なし 該当なし

環境に関する
苦情処理制度 G4-EN34

環境影響に関する苦情で、正式
な苦情処理制度を通じて申立、
対応、解決を行ったものの件数

環境側面に関する情報 P.63-66

労働慣行と
ディーセント
ワーク

労働慣行とディーセントワークのDMA

トップコミットメント 
富士フイルムグループの事業
CSRマネジメント
FUJIFILM Sustainable Value Plan 2016

《推進方針1》［働き方］
《推進方針3》企業活動を支えるCSR基盤をバリューチェーン全
体にわたり強化

P.04-05
P.06-07
P.11-12
P.14-15
P.26-27
P.38-39 

雇用

G4-LA1
従業員の新規雇用者と離職者の
総数と比率（年齢、性別、地域に
よる内訳）

人事・労務に関する情報（富士フイルム）
人事・労務に関する情報（富士ゼロックス） 

P.61
P.62

G4-LA2
派遣社員とアルバイト従業員に
は支給せず、正社員に支給する
給付（主要事業拠点ごと）

人事・労務に関する情報（富士フイルム）
人事・労務に関する情報（富士ゼロックス） 

P.61
P.62

G4-LA3 出産・育児休暇後の復職率と定
着率（男女別）

人事・労務に関する情報（富士フイルム）
人事・労務に関する情報（富士ゼロックス） 

P.61
P.62
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労働慣行と
ディーセント
ワーク

労働安全衛生

G4-LA6
傷害の種類と、傷害・業務上疾病・
休業日数・欠勤の比率および業務
上の死亡者数（地域別、男女別）

人事・労務に関する情報（富士フイルム）
人事・労務に関する情報（富士ゼロックス） 

P.61
P.62

G4-LA7 業務関連の事故や疾病発症のリ
スクが高い労働者数 該当なし 該当なし

G4-LA8 労働組合との正式協定に定めら
れている安全衛生関連のテーマ

《推進方針3》［重点課題1］ グローバルなコンプライアンス意識
の向上とリスクマネジメントの徹底 P.40-44

研修および 
教育

G4-LA9 従業員一人あたりの年間平均研
修時間

《推進方針3》［重点課題2］ 多様な人材の育成と活用　
サステナビリティ会計（労働環境・社会会計、環境会計）

P.45-47
P.68-69

G4-LA10
スキル・マネジメントや生涯学習
のプログラムによる従業員の継
続雇用と雇用終了計画の支援

《推進方針3》［重点課題2］ 多様な人材の育成と活用　
サステナビリティ会計（労働環境・社会会計、環境会計）

P.45-47
P.68-69

多様性と機会
均等 G4-LA12

ガバナンス組織の構成と従業員
区分別の内訳（性別、年齢、マイ
ノリティーグループその他の多
様性指標別）

人事・労務に関する情報（富士フイルム）
人事・労務に関する情報（富士ゼロックス） 

P.61
P.62

労働慣行に関
する苦情処理
制度

G4-LA16
労働慣行に関する苦情で、正式
な苦情処理制度により申立、対
応、解決を図ったものの件数

該当なし 該当なし

人権

人権のDMA

トップコミットメント 
富士フイルムグループの事業
CSRマネジメント
FUJIFILM Sustainable Value Plan 2016

《推進方針3》企業活動を支えるCSR基盤をバリューチェーン全
体にわたり強化

P.04-05
P.06-07
P.11-12
P.14-15
P.38-39

投資

G4-HR1
重要な投資協定や契約で、人権
条項を定めているもの、人権スク
リーニングを受けたものの総数
と比率

該当なし 該当なし

G4-HR2
業務関連の人権側面についての
方針、手順を内容とする従業員
研修を行った総時間

サステナビリティ会計（労働環境・社会会計、環境会計） P.68-69

非差別 G4-HR3 差別事例の総件数と実施した是
正措置 該当なし 該当なし

結社の自由と
団体交渉 G4-HR4

結社の自由や団体交渉の権利行
使が、侵害されるリスクがある業
務・サプライヤー、および実施し
た対策

《推進方針3》［重点課題3］CSR視点でのバリューチェーン・マネ
ジメントの強化 P.48-49

児童労働 G4-HR5
児童労働の著しいリスクがある
と特定された業務やサプライ
ヤー、児童労働根絶のために実
施した対策

《推進方針3》［重点課題3］CSR視点でのバリューチェーン・マネ
ジメントの強化 P.48-49

強制労働 G4-HR6
強制労働の著しいリスクがある
と特定された業務やサプライ
ヤー、強制労働撲滅のために実
施した対策

《推進方針3》［重点課題3］CSR視点でのバリューチェーン・マネ
ジメントの強化 P.48-49

保安慣行 G4-HR7
業務関連の人権方針や手順につ
いて研修を受けた保安要員の比
率

該当なし 該当なし

先住民の権利 G4-HR8 先住民族の権利を侵害した事例
の総件数と実施した措置 該当なし 該当なし

サプライヤー
の人権評価 G4-HR11

サプライチェーンにおける人権
への著しいマイナスの影響およ
び実施した措置

《推進方針3》［重点課題3］CSR視点でのバリューチェーン・マネ
ジメントの強化 P.48-49
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社会

社会のDMA

トップコミットメント 
富士フイルムグループの事業
CSRマネジメント
FUJIFILM Sustainable Value Plan 2016

《推進方針3》企業活動を支えるCSR基盤をバリューチェーン全
体にわたり強化
社会貢献活動

P.04-05
P.06-07
P.11-12
P.14-15
P.38-39
P.53-55

地域コミュニ
ティ G4-SO2

地域コミュニティに著しいマイナ
スの影響（現実のもの、潜在的な
もの）を及ぼす事業

該当なし 該当なし

腐敗防止

G4-SO4 腐敗防止の方針や手順に関する
コミュニケーションと研修

《推進方針3》［重点課題1］ グローバルなコンプライアンス意識
の向上とリスクマネジメントの徹底

P.40-44 

G4-SO5 確定した腐敗事例、および実施し
た措置

《推進方針3》［重点課題1］ グローバルなコンプライアンス意識
の向上とリスクマネジメントの徹底
コンプライアンス・リスクマネジメントに関する情報

P.40-44 

P.60

反競争的行為 G4-SO7
反競争的行為により法的措置を
受けた事例の総件数およびその
結果

《推進方針3》［重点課題1］ グローバルなコンプライアンス意識
の向上とリスクマネジメントの徹底　

P.40-44 

コンプライア
ンス G4-SO8

法規制への違反に対する相当額
以上の罰金金額および罰金以外
の制裁措置の件数

《推進方針3》［重点課題1］ グローバルなコンプライアンス意識
の向上とリスクマネジメントの徹底　
環境側面に関する情報

P.40-44 

P.63-64

製品責任

製品責任のDMA

トップコミットメント 
富士フイルムグループの事業
CSRマネジメント
FUJIFILM Sustainable Value Plan 2016

《推進方針1》製品・サービスなどを通じて、環境、人々の健康・生
活・働き方に関する社会課題の解決に貢献
お客様の声を反映した製品・サービス

P.04-05
P.06-07
P.11-12
P.14-15
P.16 

P.56-58

顧客の安全
衛生 G4-PR1

主要な製品やサービスで、安全
衛生の影響評価を行い、改善を
図っているものの比率

お客様の声を反映した製品・サービス P.56-58

製品および
サービスのラ
ベリング

G4-PR5 顧客満足度調査の結果 お客様の声を反映した製品・サービス P.56-58

掲載ページの記載について
該当なし：経営自体に関係ない指標および、管理の必要がない指標の場合




