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2.1 コーポレート・ガバナンス 

2.1.1 基本的な考え方 

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、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上を図るとともに、

社会の持続的発展に貢献することを目指しています。 

その実現のための基盤として、コーポレート・ガバナンスを経営上の重要な課題ととらえ、取締役会をグループ経営の基本方針と

戦略の決定、重要な業務執行に係る事項の決定、並びに業務執行の監督を行う機関と位置付けています。 

本考え方は、取締役会で決議するコーポレートガバナンス・ガイドラインにも示しています。 
 

 

コーポレートガバナンス・ガイドライン  URL：https://www.fujifilmholdings.com/ja/about/governance/pdf/ff_governance_guideline.pdf 

コーポレート・ガバナンスに関する報告書（東証）  URL：https://www.fujifilmholdings.com/ja/about/governance/pdf/ff_ab_2018_001.pdf 

内部統制システムに関する基本的な考え方及びその概要  https://www.fujifilmholdings.com/ja/about/governance/internal_control/index.html 

定款  URL：https://www.fujifilmholdings.com/ja/investors/pdf/other/ff_irnews_20150626_001j.pdf 

富士フイルム税務方針  URL：https://www.fujifilmholdings.com/ja/sustainability/steps/governance/index.html#CSR_governance 

有価証券報告書  URL：https://www.fujifilmholdings.com/ja/investors/pdf/securitiesreports/ff_sr_2018q4_allj.pdf 

統合報告書 2018  URL：https://www.fujifilmholdings.com/ja/investors/ir_library/integrated_reports/index.html 

 

2.1.2 コーポレート・ガバナンスと体制 

 

コーポレート・ガバナンスの体制図 

  

監査体制 

当社は監査役制度を採用しており、2019 年 6 月末現在、監査役会は監査役 4 名で構成され、うち 2 名は社外監査役です（全体

の 50％）。現在の社外監査役はともに公認会計士の資格を持ち、専門性に加え、企業経営者としても豊富な経験と幅広い見識を

有しています。各監査役は取締役会に出席するほか、常勤監査役は経営会議にも常時参加し、代表取締役と定期的に意見交換

を行うなど、業務全般に渡って監査を実施しています。 

また当社は内部監査機能強化とグローバル監査展開に向けた体制構築のために、2019年 6月末現在で 55名のスタッフからなる

グローバル監査部を設けています。これによりグループ全体の内部統制状況及び業務の適正性の評価・検証を行い、より透明性

とスピード感をもってその改善を促進しています。 
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2.1.3 社外取締役の独立性 

取締役は 2019 年 6 月末現在 11 名で、内 4 名（全体の 36％）が独立社外取締役です。独立社外取締役は、少数株主をはじめと

するステークホルダーの利益に配慮し、取締役会の意思決定とその過程が企業価値の向上という観点から客観的に見て合理的な

ものであるかどうかを判断・検証することにより、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性の確保に貢献する役割を担っていま

す。 

なお、当社における社外取締役及び社外監査役のうち、独立性判断基準の要件のいずれにも該当しない場合には「独立性を有

する」ものと判断しています。 

社外役員の独立性判断基準  URL：https://www.fujifilmholdings.com/ja/about/governance/officers/index.htm 

 

2.1.4 取締役の多様性 

取締役候補者は、人格及び識見、豊富な職務経験、国際経験、当社グループの事業を取り巻く経営環境に対する洞察力、客観

的に物事を分析・判断する能力などに加え、取締役会の多様性などを総合的に考慮し選定しています。また、社外取締役候補者

は、第三者の視点から経営を監督するに足る十分な識見、豊富な職務経験、会社経営・財務・会計・法律などの分野における高

い専門性、当社の事業領域に関する知見・経験などを総合的に考慮して選定しています。なお、2018 年 6 月より初の女性社外取

締役を迎えています。 

 

2.1.5 取締役の有効性 

取締役会、各委員会への出席状況（2018 年 4 月 1 日～2019 年 3 月 31 日） 

＊：社外取締役/社外監査役  ◎：議長、委員長 

 氏名 取締役会 

（開催回数：10 回） 

監査委員会 

（開催回数：12 回） 

取締役 古森 重隆 ◎（出席率：10/10, 100%）  

取締役 助野 健児 〇（出席率：10/10, 100%）  

取締役 玉井 光一 〇（出席率：10/10, 100%）  

取締役 岡田 淳二 〇（出席率：7/7, 100%）  

取締役 岩嵜 孝志 〇（出席率：7/7, 100%）  

取締役 後藤 禎一 〇（出席率：7/7, 100%）  

取締役＊ 川田 達男 〇（出席率：8/10, 80%）  

取締役＊ 貝阿彌 誠 〇（出席率：10/10, 100%）  

取締役＊ 北村 邦太郎 〇（出席率：9/10, 90%）  

取締役＊ 江田 麻季子 〇（出席率：7/7, 100%）  

監査役 三島 一弥 〇（出席率：10/10, 100%） ◎（出席率：12/12, 100%） 

監査役 杉田 直彦 〇（出席率：7/7, 100%） 〇（出席率：9/9, 100%） 

監査役＊ 小早川 久佳 〇（出席率：10/10, 100%） 〇（出席率：12/12, 100%） 

監査役＊ 内田 士郎 〇（出席率：8/10, 80%） 〇（出席率：9/12, 75%）   

上記出席率は就任期間中に開催された回数を分母としています。 

取締役の任期：1 年     監査役の任期：最長 4 年     

監査役三島一弥の監査役会議長は 2018 年 6 月 28 日から 

 

2.1.6 取締役の実効性に対する評価結果 

2018 年に開催された取締役会について、取締役と監査役を対象にアンケートと個別インタビューを実施し、実効性についての分

析・評価を行いました。 

 

1.アンケート調査及び、インタビューの概要 
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【評価対象】 ： 2018 年 1 月から 12 月までに開催された取締役会（計 13 回） 

【評価者】 ： すべての取締役及び監査役（計 14 名） 

【評価方法】：アンケート及び個別インタビューの実施による自己評価 

【調査実施期間】 ： 2019 年 1 月から 3 月まで 

【調査項目及び手法】 ： 

「取締役会の構成」・「審議の質の向上」・「審議の環境」・「取締役会による監督」に関する設問及び自由記入によるアンケートの後、

アンケートの集計結果を踏まえた個別インタビューを実施 

 

2.分析及び評価結果 

当社は、上記調査の結果、取締役会の実効性の現状について、以下のとおり分析・評価します。 

・当社取締役会は、社外取締役を 1 名増員したことにより、一層多様な見識・経験を有する取締役により構成されることになった。

取締役会は、適正な規模を維持しつつ、効率的に審議を行い、重要な業務執行の監督についての責務・役割を適切に果たして

いる。 

・社外役員は、取締役会の実効性維持のために十分に貢献している。 

・会社による社外役員に対する議案の事前説明、事業説明会等は社外役員への情報提供の場として有効に機能し、取締役会に

おける審議の質の向上に寄与している。今後は当社グループが持続的な成長を図る上で重要な人材戦略や IT 戦略、環境に関

する取り組み等についても、社外役員の理解を深め、さらなる貢献を得ることが期待される。   

 

3.実効性向上に向けた取り組み 

上記評価結果を踏まえ、これまで充実させてきた社外役員に対する事業説明会に加えて、取締役会メンバー全員に向けた人材、

IT、環境に関する取り組み等についての説明会を実施します。これにより当社グループの持続的成長のための経営戦略、経営課

題等に対する社外役員の理解促進を図ることで、取締役会のさらなる審議の充実と実効性の向上に努めていきます。 

 

2.1.7 役員報酬 

1．役員報酬 

●取締役及び監査役の報酬については、株主総会により、それぞれその総額(上限）が決議されています。 

●各取締役の報酬(業績連動報酬を含む）の金額は、指名報酬委員会の審議された報酬評価制度の仕組みに従い、取締役会の

決議に基づき決定します。 

●各監査役の報酬の金額は監査役の協議により決定します。 

●取締役の報酬は、固定報酬と業績に応じて変動する業績連動報酬で構成されています。 

業績連動報酬は、単年度の業績や目標達成度に連動する短期業績連動報酬及び中長期業績連動報酬であるストックオプショ

ンの付与で構成されています。固定報酬と業績連動報酬の配分比率及び報酬の額は、役位・職責に応じて決定します。なお、

社外取締役の報酬は、その役割と独立性の観点から、固定報酬のみで構成されています。 

短期業績連動報酬については、当社の短期的な経営管理の数値目標である「連結売上高」及び「連結営業利益」を単年度の

業績連動指標として選択し、当該指標の目標達成度及び前事業年度の実績との比較に基づき、短期業績連動報酬の額を変

動させることとしています。 

また中長期業績連動報酬として、ストックオプションを取締役（社外取締役を除く）に対して付与しています。これは、当社取締役

が株価変動に関わる利害を株主と共有し、企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めていくことを目的としています。ストッ

クオプションの付与制度は、経営者の企業価値向上のためのインセンティブであり、その割当個数は、各取締役の職位や責任・

権限等を勘案し、規程を設け取締役会にて決定しています。 

 

2．指名報酬委員会 

指名報酬委員会は取締役会の任意の諮問機関として、2018 年 6 月に設立されました。本委員会では、CEO のサクセッションプラ

ンの作成や取締役の報酬制度に関する手続きの客観性・透明性を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることを目

的にしています。 

なお本委員会は、2019 年 6 月現在、取締役会の決議により選任された社外取締役 2 名（含む委員長）と社内取締役 1 名で構成

されています。 
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取締役の個別報酬（2018 年度） 

氏名 役員 

区分 

会社区分 固定報酬 
（百万円） 

短期業績連動

報酬（百万円） 

ストックオプショ

ン（百万円） 

報酬等の総額
（百万円） 

古森 重隆 取締役 富士フイルムホールディ

ングス㈱ 

103 43 166 313 

取締役 富士フイルム㈱ 25 10 33 70 

取締役 富士ゼロックス㈱ 52 16 - 69 

合計 453 

助野 健児 取締役 富士フイルムホールディ

ングス㈱ 

88 30 83 202 

取締役 富士フイルム㈱ 20 7 16 45 

取締役 富士ゼロックス㈱ 9 2 - 11 

取締役 富士フイルム富山化学㈱ 7 1 - 8 

合計 266 

玉井 光一 取締役 富士フイルムホールディ

ングス㈱ 

28 3 11 43 

取締役 富士フイルム㈱ 12 1 28 41 

取締役 富士ゼロックス㈱ 74 22 - 97 

合計 183 

岡田 淳二 取締役 富士フイルムホールディ

ングス㈱ 

12 4 8 25 

取締役 富士フイルム㈱ 10 3 2 15 

取締役 富士ゼロックス㈱ 11 7 - 18 

合計 59 

岩嵜 孝志 取締役 富士フイルムホールディ

ングス㈱ 

8 4 - 13 

取締役 富士フイルム㈱ 13 7 8 29 

取締役 富士フイルムエレクトロニ

クスマテリアルズ㈱ 

18 - - 18 

合計 61 

後藤 禎一 取締役 富士フイルムホールディ

ングス㈱ 

6 1 - 8 

取締役 富士フイルム㈱ 33 10 8 52 

合計 61 

詳細は第 123 期有価証報告書参照 

URL：https://www.fujifilmholdings.com/ja/investors/pdf/securitiesreports/ff_sr_2018q4_allj.pdf 

 

役員区分ごとの報酬と役員の員数（2018 年度） 

区分 支給人員 固定報酬 
（百万円） 

短期業績連動報酬
（百万円） 

ストックオプション 
（百万円） 

報酬等の総額 
（百万円） 

取締役（社外取締役を除く） 9 名 250 82 297 630 

監査役（社外監査役を除く） 3 名 43 - - 43 

社外役員 6 名 60 - - 60 

計 18 名 353 82 297 734 

詳細は第 123 期有価証報告書参照 

URL：https://www.fujifilmholdings.com/ja/investors/pdf/securitiesreports/ff_sr_2018q4_allj.pdf 
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2.1.8 マネジメントの自社株保有 

取締役が株価変動に関わる利害を株主と共有し、企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的に、新株予約権の

付与制度を導入しています。 

 

 

2.1.9 税務方針 

 

富士フイルムグループ税務方針 

 

1. 富士フイルムグループは、「オープン、フェア、クリア」の行動規範に則り、世界各国の税法及び国際的なルール、それらの精 

  神を遵守し、事業を実施している各国へ適時に適正な納税を実施する。 

2. 取引に関する十分な事前検討の体制を構築し、税務専門家から助言を受けるとともに、重要な税務事項について社内規定 

  に従った報告及び事前承認を行い、税務ガバナンスの維持・向上を進める。 

3. 税務当局との信頼関係を保ち、事前確認制度の申請等を検討・実施し、税務に関する不透明性を回避する。 

4. 当社が事業を実施している各国における優遇的な税制上の政策について、立法趣旨を遵守のうえ積極的に活用し、連結キ 

  ャッシュフローの最大化を目指す。また、租税回避を意図した税務プランニングやタックスヘイブンの使用は行わない。 

 

税務に関する管理   

富士フイルムグループでは、税務方針に基づく活動と管理を徹底しています。 

現在、税務リスクに関する問題は認識されておりません。 

●税務処理・税務指導に関する職務遂行や有価証券報告書の作成は、経理部門を管掌する役員が遂行の責任を担っています。 

 なお、有価証券報告書は独立監査法人の監査を受けています。 

●各監査役はコーポレート・ガバナンスの一翼を担う独立機関であるとの認識のもと、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠  

 し、監査方針、監査計画などに従い、取締役の業務執行全般にわたって監査を行っています。 

有価証券報告書  URL：https://www.fujifilmholdings.com/ja/investors/pdf/securitiesreports/ff_sr_2018q4_allj.pdf 
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2.2 コンプライアンス＆リスクマネジメント 

2.2.1 基本的な考え方 

富士フイルムグループでは、コンプライアンスを「法律に違反しないということだけでなく、常識や倫理に照らして正しい行動を行う

こと」と定義しています。また、従業員のコンプライアンス意識の欠如が企業にとってのリスクにつながるため、コンプライアンスとリス

クを表裏一体と捉え、コンプライアンスの意識を向上させるために以下の４つのステップで PDCA（Plan－Do－Check－Act）を回

す仕組みを取り入れています。 

 

 

 

2.2.2 コンプライアンスとリスクマネジメントへの取り組み推移 

1995-2005 年 各社における基盤整備・強化 

●社員行動規範の制定    

●担当組織(委員会)の設置   

●ヘルプライン・通報窓口の開設 

●意識調査、説明会などによる従業員の啓発・教育、モニタリングの開始 

2006 年-2008 年 富士フイルムグループとしての基盤整備・強化 

●富士フイルムホールディングスの CSR 委員会設置 

●海外グループ会社への活動拡大 

●グループとしての企業理念・企業行動憲章の改定、ビジョンの制定と啓発 

2009 年-2013 年 新たな重点課題への対応 

●腐敗防止規定導入   

●大規模地震や富士山噴火の災害想定による全社リスク課題見直し 

●反社会的勢力勢力廃除への体制強化   

●情報セキュリティ規程、ガイドライン導入 

2014 年-2016 年 SVP2016 の目標達成に向けたさらなる活動推進 

●富士フイルムグループにおける重要リスクの見直し・明確化 

●各種規程・ルールの周知徹底のための施策強化 

2017 年-2019 年 富士フイルムグループとしてのさらなるガバナンス強化 

●不適切会計問題を教訓とした国内外全従業員のコンプライアンス教育と社長メッセージの伝達 

●富士フイルムホールディングスへの直接通報可能な通報窓口の設置 

●企業行動憲章・行動規範の改定 

●富士フイルムホールディングスの ESG 委員会設置（CSR 委員会からの改組） 
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2.2.7 コンプライアンス＆リスクマネジメント推進体制 

富士フイルムグループリスク＆コンプライアンスマネジメント体制図 

 

2017 年度に富士ゼロックスの子会社で発生した不適切会計問題を機に、リスクマネジメントにおいても体制や運用を見直し、有事

の危機管理や再発防止の徹底に加えて、平時におけるリスク防止活動を強化しました。富士フイルムグループでは、富士フイルム

ホールディングス配下の全社を対象に、毎年グローバルベースで各社が抱えるリスクの抽出とそれに対するアクションプランの策定

を以下のプロセスで実施しています。また、発生したクライシス案件に対しても、各事業会社で所定の手続きに従い、リスク管理を

実施し、重要な案件については富士フイルムホールディング ESG 委員会事務局に報告し、グループ全体としてリスクマネジメント

の監督と有効性の確認を担保しています。 

 

リスクの抽出とアクションプラン策定のプロセス  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業会社の委員会（富士フイルム総合危機管理委員会、富士ゼロックスリスクマネジメント委

員会）は提出された報告書をもとに、それぞれの事業会社としての重点リスクの抽出を行い、

富士フイルムホールディング ESG 委員会（委員長：助野健児代表取締役社長）に報告する。 

事業会社を統括する富士フイルムホールディングESG委員会は、特に重要なリスク案件に対し

てフォローアップし審議を行い、取締役会に報告する。 

リスク項目 

①不正・不祥事（贈収賄含む企

業行動規範違反） 

②情報セキュリティ（個人情報保

護含む） 

③事業運営に関連する重要な法

令違反 

④製品安全・製品品質 

⑤労働災害 

⑥大規模自然災害 

⑦社員安全（テロ発生時対応） 

⑧環境（気候変動、水リスク含む） 

⑨人権 

⑩その他（各社固有のリスク） 

各社は右記の 10 の視点からリスクを捉え、発生確率と経営への影響度を考慮しながら、リスク

評価並びにそれに対するアクションプランを策定する。その結果をそれぞれが所属する事業会

社の委員会（富士フイルム総合危機管理委員会、富士ゼロックスリスクマネジメント委員会）に

報告する。 
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2019 年度 富士フイルムグループ重点リスクマップ 

   

 

リスク項目 選定理由 対応 

情報セキュリティ 製品、サービス、製造での ICT 活用の拡大に伴い、情報セキュリティの

範囲も拡大しており、従来施策の見直しが必要 

 

・社内ルールやリスク管

理体制の整備 

 

・各種コンプライアンス・

情報セキュリティ・個人情

報保護・リスク管理教育

の再徹底 

個人情報管理 各国の規制強化の状況下、法令違反や情報漏洩事故の影響が大きい

ため、管理を強化 

ヘルスケア事業の ヘルスケア事業は、社会や各国の規制当局から高い倫理・透明性の

確保が求められており、当社の重要課題と認識 

コンプライアンス 発生事案は減少傾向にあるが、海外を中心に管理強化と教育の継続

展開が必要 

（倫理・透明性の確保） 2019 年 4 月の働き方改革法施行に伴い、勤怠の適正管理と長時間労

働防止を徹底 

 

2.2.4 活動概要 

2017 年度は、富士ゼロックスの海外子会社で発生した不適切会計問題を機に富士フイルムグループ全体でのガバナンスの見直

しを図り、全従業員に対して、発生した問題を踏まえたコンプライアンス教育を実施し、富士フイルムグループが活動の基本に据え

ている「オープン、フェア、クリア」（すべてのステークホルダーに対して耳を傾け、双方向に意見を交わし、公平・公正な態度でル

ールを遵守し、自身の意思決定や行動に責任を持ち、嘘・偽なく透明性を保つ）の精神を再徹底しました。 

また、社会情勢、企業の社会的責任に対する考え方の変化等に伴い、2019 年 4 月に企業行動憲章・行動規範を改定しました。

各国の従業員がこれらを正確に理解するよう 24 カ国語に翻訳し、配布。5 月以降、国内外の全グループ従業員を対象に、理解を

深めるための e ラーニングによる教育を展開しています。 

なお、2018 年度において、社外に公表すべき重大なコンプライアンス問題はありませんでした。 

企業行動憲章  URL：https://www.fujifilmholdings.com/ja/about/philosophy/conduct/index.html 

企業行動規範  URL：https://www.fujifilmholdings.com/ja/about/philosophy/law/index.html 
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2.2.5 コンプライアンス教育 

コンプライアンス教育の実施内容 

対象 教育内容 参加者（2018 年度実績、単位：人） 

富士フイルムグループ 富士ゼロックスグループ 富士フイルムホールディング

ス合計 

国内 海外 合計 国内 海外 合計 国内 海外 合計 

全従業員 
（役員、役職者、

一般従業員） 

コンプライアンス

全般 
- 12,660 12,660 - - 0 - 12,660 12,660 

行動規範遵守宣

言 
- - 0 24,273 21,654 45,927 24,273 21,654 45,927 

情報セキュリティ 

e ラーニング 
21,934 - 21,934 26,412 - 26,412 48,346 - 48,346 

新任者 
（新任役員、新任

役職者、新入社

員） 

コンプライアンス・ 

リスクマネジメント

全般 
473 - 473 752 - 752 1,225 - 1,225 

グループ会社
（国内・重点管理

先）従業員（役職

者、一般従業員） 

ハラスメント防止 

3,780 - 3,780 - - 0 3,780 - 3,780 

リスクマネージ

ャー 

リスクマネジメント

全般 
- 84 84 - - 0 - 84 84 

ハラスメント事案

への対応力強化 
67 - 67 - - 0 67 - 67 

販売会社（アジ

ア・パシフィック地

域） 社長・経営

層 

コンプライアンス

事例研修 
- - 0 - 62 62 - 62 62 

合計  26,254 12,744 38,998 51,437 21,716 73,153 77,691 34,460 112,151 

 

2.2.6 コンプライアンス意識調査 

「2017 年度コンプライアンス意識調査」の追加調査の実施 

2017 年 12 月に富士フイルムグループ全従業員（320 組織・93,000 人）を対象として実施した「コンプライアンス意識調査」で、「コ

ンプライアンス違反事実を知っている」と回答した従業員比率が高く従業員数の多い組織（23 組織・27,000 人）の従業員に対し、

具体的な違反内容を確認するための「追加調査」を2018年9月に実施しました。その結果、実際にはコンプライアンス違反事実の

認知率は約 4％と低く、当社の経営に影響を及ぼすような重大な事案はありませんでした。各組織において、回答のあった具体的

事案を個別に精査し、コンプライアンス違反の再発防止に繋げています。 

  

富士フイルムグループ国内重点管理先「ハラスメント意識調査」の実施 

2016 年 12 月に富士フイルムグループ国内全従業員（36 社・21,000 人）に対して実施した「ハラスメント意識調査」で、「ハラスメン

トを受けた」と回答した従業員比率がグループ平均値よりも高かった 7社と新規グループ加入の 2社（合計 9社）に対し、2016年と

同様の意識調査を 2018 年 6 月に実施しました。その結果、1 社で前回から改善が見られたものの、残りの 8 社は改善が不十分な

状況であることが判明しました。同年 9 月より、その 8 社においてハラスメント防止研修や職場ディスカッションなどの対策を個別に

展開し、ハラスメントの未然防止を推進しています。 

 

2.2.7 腐敗防止（贈収賄）に関する取り組み 

富士フイルムグループのビジョンでも掲げられている「オープン、フェア、クリア」な企業風土を作り出すために、富士フイルムグル

ープ企業行動憲章・行動規範の第 2 章（公平な事業活動）の中で、「公平な販売活動」、「公平な調達活動」、「腐敗防止」、「贈収

賄の禁止及び贈答・接待の制限」を明記しています。そこでは癒着関係を疑われる行為はしないこと、サプライヤーとの公正な関
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係を疑わせる行為はしないこと、汚職行為には関与しないこと、販売先や取引先、公務員や政府関係者との公正さを疑われる行

為はしないことなどを宣言しています。また近年の世界的な腐敗防止法令の執行強化を受け、各社で腐敗防止規程を導入し、比

較的リスクが高いと思われる地域を中心に、実地監査も含め定期的な監査を実施しています。 

富士フイルムグループでは過去に腐敗・汚職による事件はなく、当局から腐敗行為で調査を受けた事例もありません。  

腐敗行為防止の取り組み  URL：https://www.fujifilm.co.jp/corporate/environment/compliance/anti-corruption/index.html 

 

2.2.8 反競争的行為への取り組み 

富士フイルムグループでは、反トラスト法遵守に力を入れて取り組んでおり、定期的な教育や年に一回の自己監査などの仕組みを

導入しています。 

2003 年以降、反トラスト法/反競争行為による罰金の支払いはなく、現在係争中の反トラスト訴訟もありません。 

 

2.2.9 輸出入管理 

富士フイルムグループでは、武器や軍事転用可能な貨物・技術が国際社会の安全を脅かす国家やテロリストなどに渡ることを防ぐ

ため、富士フイルムグループ共通の基本方針である安全保障輸出管理方針を策定、方針に基づいた輸出管理を行っています。

法令を遵守するのみならず、国際的な安全の維持に貢献することを宣言しています。 

なお富士フイルムグループでは、過去に輸出入管理に関して、当局から違反を指摘された事案はありません。   

安全保障輸出管理方針 URL：https://www.fujifilmholdings.com/ja/sustainability/vision/control.html 

 

2.2.10 内部通報・相談窓口 

富士フイルムグループでは、国内外において富士フイルムホールディンググループ全従業員が直接、富士フイルムホールディン

グスに通報可能な窓口（日本語、英語をはじめとする 23言語対応）と各地域本社に通報する窓口の 2通りの内部通報制度を設置

しています。各通報制度は匿名での通報が可能であり、通報者が通報したことが原因で不利益を被らないよう、通報者保護を規定

しています。 

 

●2018 度の富士フイルムグループの内部通報件数：298 件（国内 199 件、海外 99 件） 

通報内容は、ハラスメント、人間関係、人事労務に関する内容が 7 割を占めており、重大な事案につながるものはありませんでし

た。 

 

2.2.11 情報セキュリティ 

富士フイルムグループでは、情報セキュリティを重点リスク課題の一つと考え、以下の対応を実施しています。 

 

1. 近年増加するサイバーセキュリティの脅威に対応するため、継続的にセキュリティ強化対策を実行 

2. 内部からの情報漏洩や外部からの攻撃への対応策については、グループ共通の考え方で進めるため、「グローバルセキュリテ

ィ規程」を策定し、定期的な教育を実施 

3. 万一の情報セキュリティ事故に備えて、事故被害拡大を抑制するため、富士フイルム、富士ゼロックスそれぞれに情報セキュリ

ティ・インシデント対応チームを設置。インシデントを想定したシュミレーションの実施（最低 1 回/年） 

4. 個人情報についても、「個人情報保護方針」「個人情報保護規程」を定め、定期的な監査及び従業員教育を実施 

5．外部から攻撃を受ける可能性のあるウェブサーバーは、脆弱性テスト（1 回/半年）の実施 

＊2017 年度には 2018 年 5 月の「EU 一般データ保護規則（GDPR)適応に先立ち、欧州地域統括会社と協業して対応を実施。 

 

なお、2018 年度は情報セキュリティに関連し、第三者もしくは規制当局から指摘され、社外に公開すべきと判断した深刻な事案は

ありませんでした。 
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2.2.12 プライバシー保護 

富士フイルムグループでは、国内外の全従業員が如何に行動する

かを定めた行動規範の中で、人権の尊重の一項目としてプライバ

シー保護について定めております。 

この方針は、富士フイルムホールディングスのお取先へのお願いと

して展開されており、富士フイルムグループとしてオペレーション全

体に適用されています。 

プライバシー保護の重要性は年々増しているため、リスク管理の視

点からも毎年グループ全体で実施しているリスク抽出とアクションプ

ラン策定の中でプライバシー保護について確認しており、グループ

全体としてリスクマネジメントの有効性を担保しています。 

なお、2018 年度は顧客のプライバシーに関連し、第三者もしくは規

制当局から指摘され、社外に公開すべきと判断した深刻な事案は

ありませんでした。 

企業行動規範:人権の尊重 プライバシー保護 

URL:https://www.fujifilmholdings.com/ja/about/philosophy/law/humanrights.html 

富士フイルムグループ調達方針：調達におけるお取引先へのお願い 

URL:https://www.fujifilmholdings.com/ja/sustainability/vision/procure.html 

 

2.2.13 

大規模自然災害への取り組み 

気候変動による海水面の上昇や異常気象の発生など、世界的な環境変化に伴い自然災害発生のリスクが高まっています。そのた

め事業継続計画（BCP）においては、国内では東海・東南海・南海連動型地震（南海トラフ）、首都圏直下型、富士山噴火、集中

豪雨、河川氾濫、海水面上昇のリスクにつき、広域災害時のグループ対応力のさらなる向上を課題とし、想定被害をもとに対応策

を追加、強化しています。また米州、欧州、東南アジアなどの海外でも、各地域における自然災害（地震、竜巻、野火など）に対す

る事業継続計画及び従業員安全対策の強化を図っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プライバシーマークと ISMS の取得状況 2019年 7月現在 



   ガバナンス 

12 

 

2.3 イノベーションマネジメント 

 

富士フイルムグループは、社会に価値ある革新的な「製品」「技術」「サービス」を生み出し続け、お客様の明日のビジネスや生活

の可能性を拡げるチカラになるというコーポレートスローガン「Value from Innovation」の下、様々な領域における社会課題解決

に向け、写真や映画フイルムの製造などで培ってきた多彩な技術をベースに、幅広い製品やビジネスを着実に生み出していま

す。 

イノベーション創出においては、当社の重点領域であるヘルスケア事業や高機能材料事業分野を中心に、画期的な新商品・サー

ビスや新規事業や新たな価値創出に向け、活動を進めています。 

 

当社は、社会に対して大きなインパクトをもたらすようなイノベーション実現のためには、社外の方々とのフェイス・トゥ・フェイスのコミ

ュニケーションに加え、パートナーと対等な共創関係を構築しつつ、しっかりと志を共有することが非常に重要と考え、そのための

拠点として 2014 年に日本で「Open Innovation Hub」を創設しました。2019 年 6 月現在、欧米含め３カ所の拠点に施設を構え、

コラボレーティブなオープンイノベーションを加速しています。また、2018 年には次世代 AI 技術の開発に特化した拠点「Brains」

も設立し、さらなる共創を目指しています。 
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2.4 サプライチェーンマネジメント 

2.4.1 基本的な考え方 

富士フイルムグループはCSR計画「Sustainable Value Plan 2030 (SVP2030)」の重点分野の一つとして、2030年に向けて「サ

プライチェーン：環境・倫理・人権等の CSR 基盤をサプライチェーン全体にわたり強化する」を掲げています。 

当社生産資材のお取引先は主に日本に拠点を持つ企業ですが、一部、先進国・新興国の企業からも調達しています。各国の人

権・労働安全・環境等の規制にはバラつきがあり、各地の状況は様々ですが、その中においても当社は、自社の製品製造プロセス

に関わるお取引先の労働者の人権侵害や環境破壊に加担しないことを宣言しています。 

 

2.4.2 調達活動における方針と体系（概要） 

当社はグループ共通の調達方針として、「富士フイルムグループ調達方針」を掲げています。当社は、当社グループの製品製造

に携わるお取引先にCSR（環境、人権・労働、安全衛生、企業倫理等）の重要性を理解していただき、共に課題解決に取り組んで

いくことが重要と考え、2015 年に同方針を改定し、お取引先の選定基準に CSR の視点を加えました。 

 

 

富士フイルムグループ 調達方針 

 

富士フイルムグループはお取引先と相互信頼を築きつつ、次のような基本的考え方に従い、オープン・フェア・クリアな調達を行

います。 

 

1. 法令や社会規範を順守し、人権、環境、労働安全衛生などに充分配慮した公正な取引に努めます。 

2. 国内外のすべてのお取引先に調達取引の機会を提供し、新規のお取引先からの調達も積極的に検討します。 

3. 品質、価格、納期、技術力、CSR への取組み、事業継続性などの視点から総合的に選定された、優良かつ信頼性の高い

お取引先と調達取引を行います。 

 

なお、本方針における「調達」は、製品に使用する部品・材料の調達のみならず、間接材の調達や設備などの保守・管理サービ

スなども含めた各種取引を対象とします。 

 

 

お取引先には、富士フイルムホールディングスの環境方針、調達方針などに基づいて、各事業会社から環境や労働など CSR に

関する事項の取り組み要請を行っています。 

 

●環境に関する調達先への要請事項 

FF グリーン調達基準  URL：https://www.fujifilm.co.jp/corporate/environment/procurement/greening/basic.html 

FX グリーン調達基準  URL：https://www.fujixerox.co.jp/company/eco/green 

●労働、人権等 CSR 全般に関する調達先への要請事項 

FH お取引先へのお願い（FH 調達方針と同じページに掲載）  URL：https://www.fujifilmholdings.com/ja/sustainability/vision/procure.html 

FF CSR 調達ガイドライン  URL：https://www.fujifilm.co.jp/corporate/environment/procurement/concept/index.html 

FX CSR マネジメントガイドライン   URL：https://www.fujixerox.co.jp/company/csr/sr2018/suppliers/theme.html 

 

 

2.4.3 富士フイルムグループの生産と調達の特徴 
 

富士フイルムグループは調達戦略の重点項目として、①原価改善（価格）、②安定調達・安定供給（品質・納期）の継続的な実現、

③調達の BCP(Business Continuity Plan、事業継続計画)の３点につき、毎年目標を掲げ、継続的な改善を進めています。当

社はこの調達戦略の実践のため、「取引先の CSR(環境・人権や労務管理・企業倫理)リスク最小化」を必須施策の一つと捉え、

CSR 調達を推進しています。 

事業会社である富士フイルムと富士ゼロックスでは、製造する製品が大きく異なり、生産や調達の状況、取引先における CSR リス

クも多様化しています。富士フイルムグループはこうした特徴やリスクを踏まえ、グループ全体で CSR 調達を進めています。 
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富士フイルムの特徴 

富士フイルムは、化学品、高機能材料、医療・精密・光学機器など幅広い製品を製造しています。全製品に対する生産比率 は、

化学品と高機能材料がおよそ 8 割、医療・精密・光学機器等がおよそ 2 割です。 

１）化学品と高機能材料 

日本を中心に日米欧でそのほぼすべてを生産しており、調達品目に化学物質が多いことが特徴です。化学物質は適切な管理を

怠ると、人や環境への悪影響（環境汚染、爆発、事故等）や、製品に有害化学物質が混入するリスクがある上、近年、欧州を中心と

した RoHS 指令、REACH 規則など、製品含有化学物質に関する各国法規制も強化される中、その確実な対応も必要です。その

ため富士フイルムでは、自社の生産工程だけでなく、「化学物質の取り扱い管理」及び「製品に含まれる化学物質の管理」の２つの

側面で、お取引先に「富士フイルムグリーン調達基準」を順守するよう依頼しています。また、お取引先で扱う化学物質を把握する

ため、2010 年度から含有化学物質の情報をサプライチェーンに沿って把握、管理、伝達する仕組みを運用しています。 

２）医療・精密・光学機器等 

日本と米国及びアジア(主に中国)で部材を調達して、製品を生産しています。1 次取引先の多くは日本企業ですが、一部海外の

お取引先もあります。アジアでは一般的に、労働争議や環境規制強化により、日本よりもお取引先の操業停止リスクが高いと言わ

れており、特に中国・アジアのお取引先工場での問題により、当社工場への納品遅延や品質不良の発生リスクがあります。そのた

め、後述する富士ゼロックスと同様に、2018 年度から中国での CSR 調達活動を強化しています。 

 

富士ゼロックスの特徴 

富士ゼロックスは、主力製品である複合機やプリンタ等の約 70％を中国とベトナムの工場で組み立てています。特にアジアでの安

定生産確保のため、2007 年に CSR 調達を導入しました。これまでお取引先の操業停止リスクの把握や、その改善依頼を継続的

に行ってきたことで、お取引先の環境や労務問題に起因する当社への納品遅延が減少するという成果が得られています。 

 

2.4.4 サプライヤー行動規範について 

サプライヤー行動規範として、富士フイルムにおいては「CSR調達ガイドライン」を、富士ゼロックスにおいては「CSRマネジメントガ

イドライン」を、お取引先に周知しています。これらには富士フイルムグループの行動規範で掲げている項目のうち、お取引先にも

順守していただきたい項目を盛り込むとともに、米国の RBA＊で求められているサプライヤー行動規範の項目をすべて網羅して

います。 

＊RBA＝Responsible Business Alliance（責任ある企業同盟） 

 

参考：富士ゼロックス「CSR マネジメントガイドライン」の要素 

※富士フイルム「CSR 調達ガイドライン」も、下記とほぼ同様の内容を含んでいます。 

1. 人権・労働 (Social)  

拘束労働・児童労働の防止、不当な差別とプライバシー侵害の防止、職場での暴力・性的虐待・セクハラ・過剰な懲罰の防止、

合理的な賃金の提供及び適正な労働時間・休日の管理、労働者の団結権及び団体交渉権の保障、職場・作業における労働

災害の防止、病気・怪我の治療及び健康管理に関する諸制度の整備、保健衛生施設及び福利厚生制度の充実、人材育成の

推進(キャパシティ・ビルディング)、第三者認証取得の推進  

2. 環境(Environment) 

地球温暖化の抑制、製品における省資源化(天然資源の使用抑制)の推進、リサイクル及び廃棄物の適正な処理、化学物質の

適正な管理、その他の環境保全の推進、行政手続の遵守、EMS の第三者認証取得の推進  

3. 企業倫理(Governance) 

企業倫理・コンプライアンスの管理体制、汚職・腐敗の防止、知的財産の保護、公正な調達取引の確保、問題提起・内部通報

制度の整備、情報セキュリティ体制の整備 

4. 取引先の取引先（当社の二次取引先に該当）への展開 

上記 3 項目それぞれについて、取引先の取引先にも展開・推進することを要請している。 
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2.4.5 サプライチェーンにおける持続可能性向上のための取り組み 

富士フイルムグループは、CSR 調達推進プログラムにおいて、方針の展開（サプライヤー行動規範含む）、お取引先リスク評価、

CSR（環境・人権や労務管理・企業倫理）リスクのあるお取引先の改善依頼・支援を、下図のプロセスで行っています。 

 

１．お取引先への方針類の周知 

サプライヤーへの説明会実施時や、行動規範などの送付による周知 

富士フイルム 毎年半年ごとに「化学物質管理教育サプライヤー説明会」を開催。その際に調達方針類を周知し順守を依頼。 

富士ゼロックス 毎年、重要取引先にサプライヤー行動規範（CSR マネジメントガイドライン）を送付し順守依頼実施。 

 

２．お取引先の CSR リスク評価 

CSR セルフチェック結果、及び取引先の QCD 実績等に基づきリスクを判断（QCD：品質（Quality）、価格（Cost）、納期

（Delivery）） 

富士フイルム 

●2015 年度からお取引先へのセルフチェック依頼。この結果、日本と欧米の 1 次取引先における CSR リスクは少ないことを確認。 

●機械組立の中国製造拠点の 2018 年度調査では、お取引先 4 社の CSR リスクの可能性があることが判明。 

富士ゼロックス 

●2007年度から重要なお取引先に対し、毎年CSRセルフチェックを依頼。その結果、2018年度は中国とベトナム工場に納品しているお取引先

42 社(工場)の CSR リスクが高いことが判明。 

＊CSR セルフチェックの項目は、次の内容をカバーしています。 

【環境】 

1.地球温暖化の抑制 2.製品における省資源化（天然資源の使用抑制）の推進 3.リサイクル及び廃棄物の適正な処理 4.化学物質の適正な管理 5.その他の環境

保全の推進 6.行政手続の遵守 7.EMS の第三者認証取得の推進 8.貴社の取引先への推奨・展開の推進  

【人権・労働】 

1.拘束労働・児童労働の防止 2.不当な差別とプライバシー侵害の防止 3.職場での暴力・性的虐待・セクハラ・過剰な懲罰の防止 4.合理的な賃金の提供及び適

正な労働時間・休日の管理 5.労働者の団結権及び団体交渉権の保障 6.職場・作業における労働災害の防止 7.病気・怪我の治療及び健康管理に関する諸制

度の整備 8.保険衛生施設及び福利厚生制度の充実 9.人材育成の推進 10.第三者認証の取得の推進 11.貴社の取引先への推奨・展開の推進  

【企業倫理】 

1.企業倫理・コンプライアンスの管理体制 2.汚職・腐敗の防止 3.知的財産の保護 4.公正な調達取引の確保 5.問題提起・内部通報制度の整備 6.情報セキュリ

ティ体制の整備 7.貴社の取引先への推奨・展開の推進 

 

３．CSR リスクの高いお取引先に対する改善依頼と支援 

・社内の専門スタッフによる「専門訪問診断」を実施、改善を依頼し、改善内容をモニタリング 

・取引先向けの各種セミナーの実施 

富士フイルム 

●2018 年度は、中国製造拠点のお取引先 4 社に対し、「専門訪問診断」トライアル実施し、改善依頼。改善のモニタリングは、2019 年度に実

施。 

●製造のおよそ 8 割を占める化学品・高機能材料のお取引先に対し、年 2 回の教育実施、「富士フイルムグリーン調達基準」の順守を依頼。 

●2018 年度は、322 社のお取引先がセミナーに参加、化学物質情報を企業間で授受する新たな仕組み「chemSHERPA（ケムシェルパ）」の登録

方法の教育実施、全対象取引先が登録を完了。 

富士ゼロックス 

●2018 年度は、中国とベトナムのお取引先 42 社（工場）に対し、富士ゼロックスシンセン、富士ゼロックス上海、富士ゼロックスハイフォンの専門

スタッフによる「専門訪問診断」を実施、改善を依頼し、うち37社から改善計画を受領。改善計画の受領有無にかかわらず、継続して改善状況を

モニタリング。 

●2018 年度の各工場のラインストップ時間（お取引先の CSR 問題を原因とするもの）：富士ゼロックスシンセン、富士ゼロックスハイフォンはゼロ

時間を維持。 

●富士ゼロックスシンセン：変化の激しい労働・環境規制に迅速に対応するため、お取引先の労務・安全・環境管理の実務者向けセミナーを、

2014 年から実施。これまでに 25 回、約 400 社（2,099 人）が参加。 
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お取引先リスク特定のための CSR セルフチェック 実績と目標 

  2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度目標 

実施

依頼 

重要取引先（クリ

ティカルサプライ

ヤー）に対する実

施社数 

富士フイルム 427 社

(日本) 

富士フイルム 262 社

(日本・北米) 

富士フイルム 66 社

(日本・欧州) 

リスク地域の重要取引

先（クリティカルサプラ

イヤー）に対する実施

依頼率 100% 

（富士フイルム・富士ゼ

ロックス共通） 

富士ゼロックス 305

社(日本・中国・アジ

ア他) 

富士ゼロックス 296

社(日本・中国・アジ

ア他) 

富士ゼロックス 284

社(日本・中国・アジ

ア他) 

結果 富士フイルムに

おける回収率 
92% 77% 53% 

結果回収率 

富士フイルム 50%以上 

富士ゼロックス 90%以

上 
富士ゼロックスに

おける最重要項

目及び重要項目

の適合率 90%以

上社数比 

最重要項目 94.1% 

重要項目 56.9% 

最重要項目 95.6% 

重要項目 68.2% 

最重要項目 93.7% 

重要項目 74.6%  

 

2.4.6 紛争鉱物への取り組み 

富士フイルムグループは、鉱物採掘が紛争や人権侵害の要因となる「紛争鉱物＊1」の問題について、紛争や人権侵害に直接・間

接に加担しないことを明確に宣言しており、当社グループの事業活動が引き起こす又は一因となる実際の及び潜在的な悪影響を

特定し、それを防止・緩和するため、OECD(経済協力開発機構)が定めたデュー・デリジェンス・ガイダンスの 5 ステップに則して管

理をしています。 

責任ある鉱物調達に関する富士フイルムグループの考え方   

https://www.fujifilmholdings.com/ja/sustainability/vision/procure.html 

 

OECD の 5 ステップ 富士フイルムグループの取組内容 

①強力な管理システムの

構築 

外部動向を把握し適切な鉱物来歴調査を行うための社内体制を、顧客要求の強い富士ゼロッ

クスの調達・営業・本社部門によって構築した。本スキームをグループ全体に拡大中。 

②リスクの特定と評価 富士フイルムグループは米国証券取引委員会(SEC)登録企業ではないため、米国金融規制改

革法(ドッド・フランク法)1502 条に基づく報告義務はなし。ただし、一部の事業において複数の

SEC 登録企業のお客様から調査への協力要請を受けるため、毎年、RMI＊2が定めるサプライチ

ェーンの鉱物来歴調査、結果検証、原産国特定を実施。 

富士ゼロックスは、毎年 OEM 製品供給先へ調査結果を報告実施。また、富士フイルム・富士ゼ

ロックスにおけるその他顧客からの要求には、個別に対応。 

③特定されたリスクに対す

る戦略の策定と実施 

紛争地域産鉱物を使用している可能性は認められたが、武装勢力の介在情報はなし。紛争地

域には人権に配慮して採掘する企業や団体もあるため、当社は紛争地域産鉱物の一律排除は

実施せず。 

④独立した第三者機関に

よる監査の実施 

富士フイルムグループは、JEITA＊3 の「責任ある鉱物調達検討会」に参加、人権侵害に加担しな

いための合理的かつ効果的な仕組み(RMAP＊4)を他社と共に検討。調達先には、RMI などが第

三者監査を経て認証している紛争フリー製錬所の使用を呼びかけ。 

⑤サプライチェーンのデュ

ーデリジェンスの方針と実

施状況の開示 

紛争鉱物問題に関する富士フイルムグループの方針、取り組み内容、取り組み結果をホームペ

ージにて開示。 

＊1 採掘によって得られる資金が非人道的な用途に使われたり、採掘現場で人権侵害が起こっているとして問題視されている鉱物(タンタル、タングステン、スズ、金)

のこと。 

＊2 RMI = Responsible Minerals Initiative（責任ある鉱物イニシアチブ） 

＊3 JEITA ＝ 一般社団法人電子情報技術産業協会 

＊4 RMAP ＝ Responsible Minerals Assurance Process (責任ある鉱物保証プロセス) 
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紛争鉱物への取り組み実績と目標 

 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度目標 

紛争鉱物の来歴調査における調達先から

の回答回収率（富士ゼロックス） 
96.5％ 100％ 99.2% 95%以上 

紛争鉱物の来歴調査における認証フリー精

錬所比率（富士ゼロックス） 
40.0% 46.2％ 54.8% 

認証フリー精錬所比

率の継続的な向上 

 

2.4.7 用紙調達の取り組み   

富士ゼロックスは、プリンタ・コピー用紙等の「紙」等を販売していることから、環境・人権に配慮・管理された森林資源からのパルプ

原料を調達し、森林破壊や人権侵害に加担しないことを宣言しています。 

用紙調達については「調達先に対する環境・健康・安全に関する調達規程」 を設けています。この規程では、調達する用紙自体

に対する基準に加え、原材料の調達先に関する選定基準を定めており、原材料の調達先には事業活動を通じて生物多様性保全

や地域住民の権利尊重等に取り組むことを求めています。 

また、既存調達先の順守状況の確認及び新規調達先の選定をするために、調達担当役員を議長とする「CSR 用紙調達委員会」

を毎年 1 回開催しています。 

 

用紙調達の取り組みの KPI 

 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度目標 

国内外の共通用紙調達における用紙調達基準をす

べて満たしている取引先社数比（富士ゼロックス） 
100% 100% 100% 100% 

 

2.4.8 物流における CSR 調達の取り組み   

日本の物流業界では、インターネット通販の普及に伴い 2017 年頃より宅配の取扱個数が急増したこと等により、ドライバーの長時

間労働や過労死、車両整備の不良による環境・安全問題が大きな社会問題となっています。 

富士フイルムグループの商品物流業務を担う富士フイルムロジスティックスは、1次取引先である物流協力会社に対するCSR調達

活動を 2009 年度から継続しています。物流協力会社には CSR セルフチェックの実施を依頼し、セルフチェック適合率が 90%未

満の協力会社には、富士フイルムロジスティックスが訪問して不適合項目について改善アドバイスを行っています。 

 

国内商品物流における CSR 調達の取り組みの KPI 

 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度目標 

CSR セルフチェック適合率 90%以上の社数比

（富士フイルムロジスティックス） 
100% 97.4% 100% 100% 

 

2.4.9 サプライチェーン領域において連携している国際的なイニシアチブ 

当社は、生産・調達において進化する世界レベルの要求に応え、自信をもってお客様に製品を提供するためにも、国際的なイニ

シアチブに参加し、世界の動向を的確にとらえる活動も重視しています。現在サプライチェーン領域において参画しているイニシ

アチブは次の通りです。 

●「アーティクルマネジメント推進協議会(JAMP)」 

富士フイルムは、化学物質等の情報を適切に管理し、サプライチェーンの中で円滑に開示・伝達する仕組みの普及を目指す当協

議会に参加。当社の CSR 管掌役員が副議長を務めています。 

●国連グローバル・コンパクト、及び同 Action Platform on Decent Work in Global Supply Chains 

富士ゼロックスは、「国連グローバル・コンパクト(UNGC)」に署名し活動しています。上記の Action Platform に日本企業で唯一

参加し、当社の調達管掌役員が本活動の推奨するコミットメントに署名しています。 

●JEITA「責任ある鉱物調達検討会」 

当社は、日本の IT/エレクトロニクス産業の業界団体「電子情報技術産業協会(JEITA)」の「責任ある鉱物調達検討会」に参加して

います。 
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2.5 顧客対応マネジメント 

2.5.1 顧客対応の基本的な考え方 

富士フイルムグループは、企業理念でうたっているように、「顧客満足（CS：Customer Satisfaction）」を経営の基本とし、お客様

にとって安全・安心で魅力ある「最高品質の商品、サービス」の提供を目指しています。お客様に満足していただくためには、お客

様の多様な声を拾い上げ、商品・サービスに効果的に反映できる仕組みが重要です。そのため、お客様との接点となる窓口でのコ

ミュニケーションを大切にし、迅速・親切・的確・公平を基本とした対応を図るとともに、お客様の声を正しく把握し、業務プロセスや

製品開発の改善につなげる体制を構築しています。 
 

 

2.5.2 顧客対応の取り組みに関する体制 

 

 

お客様とのコミュニケーションの仕組み 
 

 
 

 

CS プログラム（CS 調査に基づく改善活動） 
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2.5.3 顧客対応の取り組み 

 

1. 顧客満足度調査の実績 

 

（1）顧客満足度調査の実施 

アフターサービスが重要な写真関連製品、デジタルカメラとメディカルシステム、ドキュメント領域の顧客満足度を測定しています（5

段階評価で、上位 2 つを選択した顧客の割合を明示）。 

なお、2016年度まではドキュメント領域のみの公開でしたが、2017年度以降はデジタルカメラ、メディカル製品の顧客満足度指標

も加えて、調査のカバー率を向上させました。 

 

①顧客満足度調査の評価推移                                                              単位（％） 

 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2018 年度に定めた目標 

顧客満足度の比率（顧客満足度指数） 93.2 93.2 83.5 85.1 84 

対売上のデータカバー比率 47 46 73 77 73 

  

② 上記①のデータの内、各事業領域の顧客満足度評価                                       単位（％） 

 事業領域 2017 年度 2018 年度 

富士フイルム 
イメージング（デジタルカメラなど写真関連） 85.2 89 

ヘルスケア＆マテリアルズ（メディカル製品） 80.0 78 

富士ゼロックス ドキュメント 93.2 91 

 

 

（2）富士フイルムの顧客満足度評価の詳細 

各種製品のサポート窓口の利用や、製品購入に伴って会員登録された顧客に対して、以下の項目について調査を実施しました。 

単位（％） 

 調査項目 2017 年度 2018 年度 

製品、サービスだけでなく、サポート窓口の対応も

含めた当社（製品）への評価 

友人知人への推奨意向 70 69 

当社製品のご利用意向 80 77 

サポート窓口の対応品質への評価 回答内容のわかりやすさ 85 80 

聞きやすさ、読みやすさ 82 82 

応答の早さ 85 82 

 

（3）富士ゼロックスの顧客満足度評価の詳細 
                                                 単位（％） 

 2017 年度 2018 年度 

取引継続意向率 95.7 94.9 

 

 顧客満足度調査に関する 2018 年度の受賞履歴 

・J.D. パワー ”カラーコピー機顧客満足度 9 年連続 No.1＜ラージ＆ミドルオフィス市場セグメント＞” 

  （J.D. パワー 2010-2018 年カラーコピー機顧客満足度調査。2018 年調査は従業員 30 名以上の企業 6,868 社からの回答を得た結果。jdpower-japan.com） 

・J.D. パワー "法人向けテクニカルサポートコールセンター満足度 No.1＜コピー機/プリンター部門＞" 

  （J.D. パワー2018 年法人向けテクニカルサポートコールセンター満足度調査。調査は従業員 5 名以上の企業 5,109 社からの回答を得た結果。 

   jdpower-japan.com） 

 ・日経コンピュータ 2018 年 9 月 13 日号  顧客満足度調査  2018-2019 IT コンサルティング/上流設計関連サービス 

 （情報サービス会社）部門 1 位 

 

 

 

 

http://jdpower-japan.com/
http://jdpower-japan.com/
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2. 顧客によるオンラインサービスの利用状況 

単位（％） 

 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2018 年度に定めた目標 

オンライン顧客 
（オンラインサービス／売上プラットフォー

ムを使用している顧客の比率） 

63.9 69.8 74.7 79.3 76 

オンライン売上 
（直接販売、宣伝広告などを通じた売上の

比率） 

4.1 4.6 4.8 4.9 5 

・オンライン顧客：富士ゼロックスの国内複合機のオンラインによるリモートメンテナンス契約を締結している顧客の割合 

・オンライン売上：特にオンライン売上を強化しているイメージング、ライフサイエンス、ドキュメント分野におけるオンライン売上から算出 

 

 

3. ヘルスケア分野における取り組み 

映画、写真フィルムの製造から始まった富士フイルムグループは、今や多種多様な15事業を抱えています。その中でも大きな柱と

なっているヘルスケア分野は、人々の命に直結する大変重要な分野の一つであるため、以下のような取り組みを行っています。 

 

①医療サービスへのアクセス向上に向けた取り組み 

富士フイルムグループでは、重点分野の一つとして「健康」を挙げ、幅広い取り組みを行っています。中でも「医療サービスへのア

クセス向上」を重点課題とし、様々な地域へ検診の仕組みの普及、開発途上国における結核の早期発見診断システムの開発など、

活動を推進しています。 

URL: https://www.fujifilmholdings.com/ja/sustainability/svp2030/health/02.html 

 

②ヘルスケア分野における事業の公正性、及び透明性確保に向けた取り組み 

富士フイルムグループは、ヘルスケア分野においても当社グループの製品・サービス・技術を提供することを通じ、人々の生活の

質のさらなる向上に寄与することを目指しています。 

ヘルスケア分野は人々の命に直結する大変重要な分野の一つであるため、企業活動において、医療機関等との関係の透明性及

び信頼性を確保することが非常に重要と考えて、以下の活動を進めています。 

 

１）公正な競争に基づく営業活動 

富士フイルムグループが行うあらゆる活動は、日本医療機器産業連合会、医療機器業公正取引協議会及び日本製薬工業協会な

ど業界団体が定める「倫理綱領」、「企業行動憲章」、「プロモーションコード」、「公正競争規約」といった規程やガイドラインに加え、

富士フイルムグループの「企業行動憲章」、「行動規範」、及びヘルスケア分野の事業を行うグループ各社における自社規程など

の関係諸規範及びその精神に従って行われています。各社の従業員はこれらを順守し、公正な競争に基づいて事業を進めてい

ます。 

 

２）情報公開 

富士フイルムグループが高い倫理性を担保した上で企業活動を行っていることにつき、社会から広く理解を得ることを目的とし、ヘ

ルスケア分野における資金提供等について定期的に情報公開を行っています。 

 

 

 


