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《推進方針3》

富士フイルムは、生み出しつづけます。
人々の心が躍る革新的な
「技術」
「製品」
「サービス」
を。

明日のビジネスや生活の可能性を拡げるチカラになるために。
わたしたちは、世界中のお客様の真のニーズを徹底的に追求します。
独自の技術、世界中から集まる人・知恵・技術を

オープンかつスピーディーに融合し、柔軟な発想でイノベーションを起こしていきます。

コーポレートスローガン

デジタル
イメー
ジング

VISION2016
中期経営計画

経済的な価値

Economic Value

ヘルスケア

高機能材料

Sustainable Value Plan
2016
中期CSR計画

グラフィック
システム

ドキュメント

光学
デバイス

社会的な価値
Social Value

富士フイルムグループは、
コーポレートスローガン
「Value from Innovation」
の下、
中期経営計画
「VISION2016」
と中期CSR計画
「Sustainable Value Plan 2016」
の活動を通じて、
持続的な社会の発展に貢献できる企業を目指します。
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Top Commitment

“危機”を乗り越えた力こそ、
次への飛躍の源泉である。
我々にはその力がある。
疾風に勁草を知る：
非常時に真の力が試される

用されたほか、RobecoSAM Sustainability Awardでは
「ゴールドクラス」
と
「インダストリーリーダー」
を獲得、さ
らに企業に気候変動に対する戦略や具体的な排出量の開
示を求める国際的な非営利団体CDPからも
「気候変動情報
開示先進企業」
として認定されるなど、国際的に高い評価
を得ています。
また、
「社会課題解決に対する貢献」
として、当社のコア
事業であるヘルスケア事業において、アンメットメディカル

本年4月の
「熊本地震」
では、熊本、大分県を中心に甚大

当 社 は 2 0 1 4 年 に 制 定した 新 コ ー ポレ ートスロ ー

ニーズ
（未解決な医療ニーズ）
に積極的に取り組んでいま

な被害が発生しました。被災された方々にお見舞いを申し

ガン
「Value from Innovation」の下、中期経営計画

す。2015年度には、医薬品分野では抗がん剤などの新薬

上げるとともに、一日も早い、復旧、復興をお祈り申し上げ

「VISION2016」
と、中期CSR計画
「Sustainable Value

開発を加速させたほか、再生医療分野では、ともに当社グ

ます。併せて、関係各位から頂いた多くのご支援、励ましに

（SVP2016）
」
という２つの計画を立案し、達成
Plan 2016

ループ会社である、iPS細胞の世界的なリーディングカンパ

厚く御礼申し上げます。

に向け全社一丸となって取り組んでいます。

ニー、米国Cellular Dynamics International社とジャパ

今回の地震では、当社主力工場の一つ
「富士フイルム九

「VISION2016」
では、
「中長期的に安定成長できるビジ

ン・ティッシュ・エンジニアリング社との連携により、創薬支
援と細胞治療の事業を拡大させています。

州」
が大きな被害を受けました。幸い人的被害はなかった

ネスポートフォリオの充実」
と
「株主還元の強化」
を通じて、

ものの、多くの従業員が被災し、まず、自分、家族を守り、

2016年度に過去最高の営業利益2,200億円、ROE6〜

社会とともに歩む企業として経済的価値と社会的価値を

生活を立て直さねばならぬ事態に直面しました。しかし、そ

7％を達成し、今後も持続的な成長で社会に貢献できる企

ともに目指すべきであり、
「SVP2016」
の目標達成に向け

のような状況下でも、従業員は自主的に出社し、工場復旧

業となることを目指しています。

ても、当社に寄せられる多くの期待に応えるべく、全社一丸

に向け、懸命に取り組んでくれました。先の東日本大震災

2015年度の当社グループの連結売上高は2兆4,916

を機に強化した災害発生時のBCP
（事業継続計画）
に基づ

億円
（前年度並）
、営業利益は1,912億円
（前年度比10.9%

いた
「支援要員の緊急派遣」
「復旧支援資材の迅速配送」
な

増）、営業利益率は7.7％ 、ROEは5.8%となりました。

どの諸施策、関係各位から得た多くの支援と相まって、本

2016年度も、従業員全員が仕事の
“プライオリティ”
を明

震発生後わずか2週間で工場再稼働するに至りました。そ

確にし､ スピード感を持ち、
「VISION2016」
の目標を達成

の結果、当社は、サプライチェーンへの影響を最小限にと

すべく全力で取り組んでまいります。

どめ、非常時の対応力による製品の安定供給は社外より高
い評価を得るとともに、お客様、地域とのさらに強固な絆を
構築することができました。また自社の復旧に向けた活動
とともに、熊本県に対しては1億円の義捐金を拠出し、地域
の早期復旧を支援いたしました。
日本に事業拠点を置く以上、今回のような天災は与件と
考えるべきであり、当社としても、過去の震災を教訓とし、

「SVP2016」
を推進し､
社会課題解決に貢献する
一方、中期CSR計画
「SVP2016」
は、当社のCSR活動を

となって推進してまいります。

歴史的合意を奇貨とし、
さらなる飛躍を実現する
2015年には、世界のサステナビリティ
（持続可能性）
に
おいて、これまでの先進国と途上国の枠組みを超えた2つ
の歴史的な国際合意がなされました。9月の国連総会で採
択された
「持続可能な開発目標
（SDGs）
」
と、12月の国連気
候変動枠組条約
（UNFCCC）
の国際会議
「COP21」
での
「パ
リ協定」
です。

「事業プロセスにおける環境・社会への配慮」
に加え、
「社

SDGsでは、
「気候変動の軽減」
「健康的な生活」
「貧困撲

会にもたらす価値の創出」
「社会課題解決に対する貢献」
と

滅」
「不平等是正」
「水と衛生の確保」
等、真に持続可能な世

いった新しい視点で取り組むことを宣言したものです。

界に向けて取り組むべき17の目標と169のターゲットが合

迅速適確に対応できるよう組織・人づくりを進めてまいりま

2015年度のグループ全体のCO 2排出量は、生産量が

した。今回の地震における、一連の対応を見て、それらの取

基準年の2005年度に対し増加するなか、基準年比560千

2016年8月
代表取締役会長・CEO

意されており、国だけでなく、企業にも積極的な関与が求
められています。

当社は、1934年の創業以来、幾たびも
“危機”
に直面いた
しました。デジタル化による写真フィルムの市場の消失とい

り組みが従業員一人ひとりに浸透していると大変心強く感

トン
（11％）
削減し、2016年度の目標
（10％削減）
を1年前

また、COP21では、
「平均気温上昇を産業革命前から2℃

じています。

倒しで達成しました。これらは、全社挙げての省エネ施策推

より十分低く保つ。1.5℃以下に抑える努力を追求」
という

う最大の危機も、それを奇貨とし、経営、従業員一体となり

進、国内自家発電の活用、海外事業場での再生可能エネル

目標が、世界196の国・地域により初めて設定され、各国は

克服し、次への飛躍の力としてきました。SDGs、
「パリ協定」

組織・人の真の実力が現れます。
“疾風”
には、天災もあれ

ギー利用、生産現場での継続的な省エネへの取り組み、等

長期の温室効果ガス低排出開発戦略の策定・提出を求めら

の両目標も、絶好のチャンスととらえ、目標達成に寄与する

ば、経済やビジネス競合、地政学的な環境激変もあります。

により達成したものです。また、太陽電池の耐久性をアップ

れることとなりました。ともに、
「持続可能な発展」
こそが最

ことで､ 企業としてもさらに飛躍できるものと考えています。

当社の売上海外比率は約6割となっており、日々激変する

させる
「太陽電池用バックシート」
や、レアメタルを使用しな

重要課題であり、今ここで手を打たねば地球、人類が危ない

グローバル市場で戦いを挑んでいますが、
“英国のEU離

いタッチパネル用センサーフィルム
「エクスクリア」
など、当

との危機意識が広く世界で共有された結果でありましょう。

本年6月、当社は、次への飛躍を目指し、新たな経営体

脱”
などは、グローバルな
“疾風”
と言えるでしょう。しかし、

社独自の技術を生かした高機能材料を拡販し、地球環境の

SDGsの目標は多岐にわたり、また、
「パリ協定」
も非常に

制をスタートさせました。
「Value from Innovation」
のス

不断の、組織と人の強化があれば、
“疾風”
を
“追風”
に変え、

負荷削減に寄与しています。

高い目標で、達成は容易ではありませんが、企業もこれら

ローガンの下、
新経営陣と従業員が一体となり、
それぞれの

このような当社の取り組みに対し、2015年度は、世界

の課題を我がこととしてとらえ、目標に向け力を発揮しなけ

「現場」
において、さらなる
「Innovation」
を起こし、新たな

各国で働く従業員一人ひとりの力を、さらに結集させ、さら

の代表的な社会的責任投資指標
（SRI Index）
であるDow

れば、世界の
「持続的発展 ゴーイングコンサーン」
も、達

価値を創出することで、社会の持続的発展に寄与してまい

なる成長へ飛躍したいと考えております。

Jones Sustainability World Index
（DJSI World）
と

成されません。

ります。

古諺に
“疾風に勁草を知る”
とあり、
“疾風”の中でこそ、

危機をチャンスに変えることができるのです。今こそ、世界

4

「VISION2016」
の達成に向け、
最後の一歩までやり抜く

FTSE4Good Global Index
（FTSE）
の構成銘柄に継続採
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富士フイルムグループの持続可能な社会へのアプローチ
き課題も多い分野に深く関わる
「ヘルスケア」
「 高機能材

グループの特徴を発揮できる事業分野で、かつ社会から

富士フイルムグループは、創立80周年を機に、当社が

Value Plan 2016」
を策定しました。先進・独自の技術

社会に価値ある革新的な
「技術」
「製品」
「サービス」
を生み

で新たな価値を創出し、事業活動を通じて世の中の様々

の要請が大きく今後高い成長が期待されるヘルスケア、

料」
「ドキュメント」の3つを柱とした事業活動を行ってい

出し続け、お客様の明日のビジネスや生活の可能性を拡

な社会課題を解決することが、当グループの事業成長の

高機能材料、ドキュメント、グラフィックシステム、光学

ます。

げるチカラになるというコーポレートスローガン
「Value

機会であると同時に、社会への貢献につながると考えて

デバイス、デジタルイメージングを重点事業分野と位置

from Innovation」
を制定。このスローガンの下、中期

います。

づけ、なかでも、健康、エネルギー、情報など、持続可能

経営計画
「VISION2016」
と中期CSR計画
「Sustainable

具体的には、技術力や市場ポジションで富士フイルム

富士フイルムグループは
「新たな価値」創出により、社
会の持続的な発展に貢献できる企業を目指します。

な社会を支える上で大きな鍵であると同時に、解決すべ

社会の持続可能な発展

「Value from Innovation」
を通じたブランドマネジメントへの取り組み
スローガンに込められた想い・意味を浸透させていくために、また、社員一人ひとりの力で「Value
from Innovation」
を実現していくために、ワールドワイドでブランドの強化を進めました。
・ 企業広告掲載
（国内外の新聞・雑誌・ウェブサイト等で展開） ・ 従業員へのアンケート調査（ブランドイメージ等について、国内外の社員約11,300名が参加）
・ 関連冊子の発行、社員への配布
・ 国内外、全従業員参加型の
「イノベーションアイデア提案制度」
を開始
http://www.fujiﬁlmholdings.com/slogan/ja/

中期経営計画
「VISION2016」
コンセプト

Value from Innovation

イノベーション

事業を通じた社会課題の解決

安定的な利益・キャッシュ
ステークホルダー・
エンゲージメント

ブランド・
マネジメント

中期CSR計画
「Sustainable Value Plan 2016」

強固な経営基盤

コーポレートスローガン

バリューチェーン・
マネジメント

P58

P08

P34～49

健 康

中長期的に安定成長できるビジネスポートフォリオの充実
コア事業の成長の加速

従業員の理解促進
のための冊子

生 活

1

推進方針

環 境

働き方

社会課題解決への貢献

全事業における収益性の向上

株主還元の強化
ヘルスケア

2

推進方針
環境

3

推進方針

CSR基盤

「過去最高益」の達成、ROEの向上

VISION2016

ドキュメント

重点事業分野

中期経営計画

高機能材料

Sustainable
Value Plan 2016
中期CSR計画

経済的な価値

社会的な価値

Economic Value

光学デバイス

Social Value

グラフィックシステム

安定的に創出できるキャッシュを生かし、利益をさらに拡大
今後も持続的な成長で社会に貢献できる企業へ

事業プロセスにおける環境・社会への配慮

2014年11月に中期経営計画「VISION2016」を策定しました。
「ヘ
ルスケア」
「高機能材料」
「ドキュメント」を成長ドライバーとして市
場のニーズに合った製品の提供により市場を拡大していくととも
に、生産性向上などにより全事業において収益性を向上させます。
これにより中長期的に安定成長できるビジネスポートフォリオを
充実させ、
持続的な成長で社会に貢献できる企業を目指しています。

2014年度から2016年度の中期CSR計画「Sustainable Value Plan
2016（SVP2016）」は、富士フイルムグループのCSRの考え方である「事
業活動を通じて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」を具現化したもので、事業プロセスにおける環境・社
会への配慮に加え、4つの重点分野で革新的な技術・製品・サービスを通
じて社会課題の解決に取り組んでいます。
※詳しくはP10～49参照

デジタルイメージング

顧客満足を
意識したものづくり

コーポレート・
ガバナンス

P50～52

P56

企業行動憲章・行動規範

市場ニーズ

6
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ビジョン

企業理念

社会課題

企業理念

ビジョン

企業行動憲章

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。

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。

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

富士フイルムグループ企業理念・ビジョン 全文
富士フイルムグループ企業行動憲章 全文

行動規範
1. 基本的人権の尊重
2. オープン、フェア、クリアな
事業活動
3. 会社資産・情報の保全、保護
4. 環境の保全･保護

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

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

富士フイルムグループ行動規範 全文

http://www.fujifilmholdings.com/ja/about/philosophy/law/index.html
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富士フイルムグループの技術と事業

富士フイルムグループのCSR

写真フィルムから始まった富士フイルムグループは、現在

ます。さらに、富士フイルムグループの技術力を発揮でき、

はその技術力を生かした幅広い事業を行っています。写真

かつ社会からの要請が高いうえ、将来的に高い成長を見込

感光材料を原点として蓄積してきた汎用性の高い基盤技

める事業を創出するために、コア技術を切り口としてオー

術と、性能やコスト面での差別化を生む独自のコア技術を

プン・イノベーション活動に積極的に取り組み、新たな価値

組み合わせることで、様々な商品・サービスを提供してい

の創造に取り組んでいます。

CSRの原点はステークホルダーからの信頼と環境への配慮
富士フイルムグループの創業の原点と言える写真フィル
ムは、製造時に
「大量の清浄な水と空気」
が不可欠であり、
撮影前に試すことができない
「信頼を買っていただく商品」
です。そのため、環境保全、ステークホルダーからの信頼
は当社ビジネスにとっての大前提という考え方が、事業活
動の根底にあります。これが富士フイルムのCSR
（企業の
社会的責任）
の原点であり、DNAとなっています。
富士フイルムグループは、持株会社体制となった2006

細胞を

年に、現在の企業理念とビジョンを制定。オープン、フェア、

ヘルスケア

育てる

クリアな企業風土と先進・独自の技術により最高品質の商

固体・液体を

届ける

●メディカルシステム
（X線画像診断システム、内視鏡、他）

品・サービスを提供することで、社会の発展、健康増進、環

●医薬品（低分子医薬品、バイオ医薬品）
画を

●再生医療（自家培養表皮・軟骨）

撮る

転送する

画を

固体を

ドキュメント

削る

●オフィスプロダクト、
オフィスプリンター

酸化還元
制御技術

●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
（ドキュメント管理や
業務プロセス改善を含む
アウトソーシング・サービス）

画を

ナノ分散技術

バイオ
エンジニアリング

写真分野で培った

システム設計

描く

精密成形
技術

光を

光学デバイス
●光学デバイス
（テレビカメラ用レンズ・シネマ
レンズ、セキュリティ用レンズ、
スマートフォン用カメラ
モジュール）

画を

見せる

精密塗布技術

います。また行動規範においては、コンプライアンスを
「法

続可能な発展に貢献する」
という、
「CSRの考え方」
を明確

律に違反しないということだけではなく、常識や倫理に照ら

にしています。また、創立80周年を機に制定されたコーポ

して正しい行動を行うこと」
と定義し、トップを含む全従業

レートスローガン
「Value from Innovation」
の下、社会課

員がこれらに沿った行動を実践する宣言をしています。

題を認識し、より積極的にその課題解決に貢献していくこ

さらに富士フイルムグループの全従業員が日々の業務
の中でCSRを意識し実践できるよう、
「誠実かつ公正な事
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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

電気を

することにより、社会の持続可能な発展に貢献す

持続可能な社会

通す

デジタルイメージング
●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）

グラフィックシステム

ることです。

●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

わたしたちは、
.
経済的・法的責任を果たすことはもとより、

画を

記録する

コーポレートスローガン

新たな価値の創造

画を

描く

事業を通じた
社会課題の解決

事業プロセスにおける
環境・社会への配慮

【企業理念】

FUJIFILM Holdings Corporation

た。この考え方に従い、活動を推進しています。

■ 富士フイルムグループのCSRの考え方

企業行動憲章に則った倫理行動
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とを示すため、2014年には
「CSRの考え方」
を改定しまし

MEMS
技術

撮る

選ぶ

分ける
防ぐ

機能性分子
撮像技術

●記録メディア
（コンピュータ用磁気テープ）

業活動を通じて企業理念を実践することにより、社会の持

気体を

機能性
ポリマー

画を

画を

●産業機材・電子材料 他
（非破壊検査用機材、半導体プロセス
材料、新規材料、他）

製膜技術

コア技術

高機能材料

●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）

粒子
形成技術

「大量で清浄な水と空気」
の恵まれた環境の中にある神奈川工場足柄サイト

規範を定め、グループ全社で徹底しています。
企業行動憲章では、人権尊重を含む5つの原則を掲げて

見せる

制御する

ベースに、全グループ会社に適用する企業行動憲章、行動

溶かす

●ライフサイエンス
（機能性化粧品、サプリメント）

情報を

境保持、人々の生活の質の向上に貢献するという精神を

有機物を

人々の心が躍る革新的な
「技術」
「製品」
「サービス」
を提供し、
明日のビジネスや
生活の可能性を拡げる。

【中期CSR計画】

FUJIFILM
Sustainable Value Plan 2016

1. グローバル及び地域の様々な環境・社会課題
を認識し、事業活動を通してその解決に向け
た価値を提供していきます。
2. 私たちの事業プロセスが環境・社会に与える
影響を常に評価し、その継続的な改善を進め
るとともに、社会にポジティブな影響を広め
ていきます。
3. ステークホルダーとのコミュニケーションを通
して、社会の要請や期待に適切に応えている
か、私たちの活動を常に見直していきます。
4. 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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