概説

1.0 「マネジメント編」について
「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 2019 マネジメント編」は企業が社会から取り組みを期待されている各
項目において、当社の考え方や各項目に関する推進体制、活動概要・実績を、より端的に分かりやすく示すために、「ガバナンス」
「環境的側面」「社会的側面」の ESG 視点で基礎的な実績を中心に掲載しています。
マネジメント編全文はこちらをご覧ください。 URL：https://www.fujifilmholdings.com/ja/sustainability/data/index.html
一方、当社は 2017 年に、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マテリアリティ（重要性）の高い CSR 課題に基づ
き、CSR 計画「Sustainable Value Plan2030」を立案し、これに沿って活動を進めています。別途発行する「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 2019 SVP ストーリー編」では、2018 年度の活動を中心にこの進捗を記載しますので、そち
らも合わせてご覧ください。
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、2018 年度（2018 年 4 月〜2019 年 3 月）です。
活動内容は 2019 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、及び傘下の全連結対象会社）
・連結対象会社 URL：http://www.fujifilmholdings.com/ja/business/group/index.html

発行時期（マネジメント編）
2019 年 6 月（次回：2020 年 6 月予定、前回：2018 年 9 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（2018 年版）」
・GRI「サステナビリティ・レポーティング・スタンダード」
・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」という記載は、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。
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1.1 富士フイルムグループ概要
富士フイルムグループは、「銀塩写真」で培った技術力を生かし、幅広い事業を行っています。事業を支える基礎となる基盤技術と
持続的に競争優位性を築くための核となる独自のコア技術を磨き、それらを組み合わせることで様々な製品・サービスを提供して
います。
2014 年の創立 80 周年には、当社が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」を制定しました。
富士フイルムグループは、自社の事業や技術力によって、「Value from Innovation」の精神で社会課題解決に向けた、新しい価
値を提供し続けています。
持株会社 富士フイルムホールディングス株式会社
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（2019 年 3 月 31 日現在）
従業員数：234 名（2019 年 3 月 31 日現在）
連結従業員数：72,332 名（2019 年 3 月 31 日現在）
連結子会社数：279 社（2019 年 3 月 31 日現在）
2018 年度 地域別連結従業員構成比 （2019 年 3 月 31 日現在）
日本

米州

欧州

アジア他

51％

9％

6％

34％

富士フイルムグループの組織構造

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。

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

連結売上高/連結営業利益
単位：億円

2014 年度

2015 年度

2016 年度

2017 年度

2018 年度

連結売上高

24,926

24,604

23,222

24,334

24,315

連結営業利益

1,724

1,806

1,723

1,233

2,098

2018 年度 仕向地別連結売上高構成比

2018 年度 事業セグメント別連結売上高構成比

日本

米国

欧州

アジア他

イメージング
ソリューション

ヘルスケア&マテリアルズ
ソリューション

ドキュメント
ソリューション

41.4％

19.1％

13.0％

26.5％

16％

43％

41％
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イメージング ソリューション

2018 年度
事業別売上構成比

フォトイメージング

光学・電子映像

67％

33％
単位：億円

2016 年度

2017 年度

2018 年度

連結売上高※

3,418

3,830

3,869

連結営業利益

368

558

511

ヘルスケア&マテリアルズ ソリューション

2018 年度
事業別売上構成比

ヘルスケア

グラフィックシステ
ム/インクジェット

産業機材/電子材料/
ファインケミカル

ディスプレイ
材料

記録
メディア

その他

47％

23％

17％

9％

3％

1％

単位：億円

2016 年度

2017 年度

2018 年度

連結売上高※

8,995

10,026

10,390

連結営業利益

830

914

976

ドキュメント ソリューション
オフィスプロダクト&プリンター

プロダクションサービス

ソリューションサービス

その他

57％

12％

26％

5％

2018 年度
事業別売上構成比

単位：億円

2016 年度

2017 年度

2018 年度

連結売上高※

10,809

10,478

10,056

連結営業利益

827

84

964

※2018 年度の業績は、米国会計基準の変更に伴い、期間年金費用及び期間退職後給付費用の表示区分の変更を遡及適用しています。
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1.2 CSR マネジメント
1.2.1 基本的な考え方
富士フイルムグループの創業の原点とい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。

1.2.2 富士フイルムグループの理念体系と各種方針
富士フイルムグループは、持ち株会社体制となった 2006 年にグループとしての企業理念とビジョンを制定、オープン、フェア、クリ
アな企業風土と先進・独自の技術により、最高品質の商品・サービスを提供することで、社会の発展、健康増進、環境保全、人々
の生活の質の向上に貢献することを目指しています。企業理念を実践し、ビジョンを達成するために、企業行動憲章、行動規範を
制定し、すべての従業員に徹底しています。また、富士フイルムグループのすべての従業員が日々の業務の中で CSR を意識し
実践できるように、CSR の考え方を明確にています。さらに、7 つの方針（環境、社会貢献、生物多様性、調達、品質、労働安全衛
生、安全保障輸出管理方針）を制定、2018 年には人権尊重の姿勢をより明確化した人権声明を制定し、活動を推進しています。

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、経済的・法的責任を果たすことはもとより、
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。
2014 年 2 月改定

富士フイルムグループ企業理念・ビジョン 全文 URL：http://www.fujifilmholdings.com/ja/about/philosophy/index.html
富士フイルムグループ企業行動憲章 全文 URL：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 URL：http://www.fujifilmholdings.com/ja/about/philosophy/law/index.html
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1.2.3 CSR マネジメントの体制
富士フイルムグループの CSR 推進体制
富士フイルムホールディングス社長を委員長とする ESG 委員会（2019 年 6 月に CSR 委員会から改組）を設置し、グループの
CSR 活動に関する重要事項について意思決定を行っています。ESG 委員会事務局である富士フイルムホールディングスの ESG
推進部門は、富士フイルムグループの CSR 経営を徹底させる役割を担当。グループ全体の重点課題の提案、社外への情報開示、
ステークホルダーとのコミュニケーションのほかグループ各社の CSR 活動の支援、進捗管理、内部通報窓口の運営を行っていま
す。

マネジメントシステムの活用
富士フイルムグループは 7 つの活動組織体で IMS＊を活用しており、お客様満足度向上を目指す活動を推進しています。
（環境のマネジメント体制については、3.1．環境方針・マネジメントシステムもご覧ください）
＊IMS(Integrated Management System)：EMS(環境マネジメントシステム)、QMS（品質マネジメントシステム）、OHSAS（労働安全衛生マネジメントシステム）や ISMS
（情報セキュリティマネジメントシステム）など、複数のマネジメントシステムを統合したマネジメントシステム。
URL：https://www.fujifilmholdings.com/ja/sustainability/vision/activity.html

＊ISO/OHSAS 認証取得状況
富士フイルム URL： https://www.fujifilm.co.jp/corporate/environment/governance/isoohsas.html
富士ゼロックス URL： https://www.fujixerox.co.jp/company/eco/internal/iso14001/all.html
https://www.fujixerox.co.jp/company/news/release/2016/001260

1.2.4 CSR 計画と経営計画の関係性
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、2017 年 7 月に 2030 年に向けた長期の CSR
計画「Sustainable Value Plan 2030（SVP2030）」を発表しました。SVP2030 は、SDGs に沿った持続可能な社会の実現に貢
献するための目標であり、中期経営計画 VISION2019 は、その目標達成のための具体的な事業戦略を示したものです。

1.2.5 ステークホルダーとのコミュニケーション
企業は様々なステークホルダーと関わりながら活動を行っているため、そ
れぞれのご意見や期待を受け止めることが重要です。富士フイルムグル
ープでは、適切に情報を開示するとともに、事業活動がステークホルダ
ーの皆様の要請や期待に応えているかを、様々な機会を通じて検証し、
活動に反映させています。また、CSR 活動推進にもステークホルダーの
皆様のご意見を反映させるため、サステナビリティレポートでのレビュー
を行っています。
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活動全体に関するご意見に加え、「環境」「働き方」などの重点課題に関しては、社外の方にレポート原稿とともに個別に活動内容
を説明し、評価やアドバイスをいただいています。自社の振り返りに加えて、社外の方からご意見をいただくことで、活動を見直す
よい機会となっています。
富士フイルムグループのステークホルダーコミュニケーション
主なステ ークホルダー

お客さま

従業員

株主・
投資家

主な責任と課題

地域社会
将来世代

行政・
業界団体

頻度

・カスタマー・センター（お問い合わせ窓口）

・日常的

・ユーザビリティ評価会、モニター調査

・随時

・顧客満足度調査

・随時

・商品購入者アンケート

・日常的

・ショールーム、展示会

・随時

・セミナーの開催

・随時

・ウェブサイト、ソーシャルメディア

・随時

富士フイルムグループで働く従業 ・労働安全衛生の確保
員は、279社、約8万人。構成比 ・人権の尊重
は、国内51％、米州9％、欧州
6％、アジア34％で、世界各地で ・人材の育成と活用
活躍しています。（2019年3月
・多様性の尊重
末）

・経営トップとの語り合いの場

・コンプライアンス・セクハラ・ヘルプライン

・随時
・日 常的
／随時
・日常的

・労働組合と会社の定例会／安全衛生委員会

・随時

・社内報、イントラネット

・日常的

富士フイルムホールディングスの
株主数は97,838名。機関投資家
及び海外からの投資比率が高い
ことが特徴です。持株比率は日
本の金融機関が33.0%、外国法
人などが29.5%となっています。
（2019年3月末）

・人事部窓口、人事部面談

・企業価値の維持、増大

・年1 回/
・株主総会／決算説明会／投資家向け説明会 年4 回/随
時

・適正な利益還元

・IRカンファレンス／個別ミーティング

・随時

・適時、適切な情報の開示

・統合報告書／株主通信

・随時

・社会的責任投資（SRI）への対応

・IR情報のウェブサイト

・日常的

・ 公正で公明な取り引きの徹底

取引先

コミュ ニケーシ ョン手段

デジタルカメラ、化粧品からオフィ ・商品の安全性、品質の確保
・環境配慮設計
スプリンター、メディカルシステ
ム、医薬品、高機能材料、印刷 ・適切な商品・サービスの情報の提供
用機器・材料など幅広い商品群
・お客さま満足度の向上
を持ち、ほぼ全世界で事業展開
する富士フイルムグループのお ・お客さまへの対応・サポート
客様は、個人、企業、官公庁など
多岐にわたります。

富士フイルムグループは、原材
料、部品の調達先、製品の販売 ・サプライチェーンにおける環境や人権な
先など世界各国で取り引きをして どCSRの推進
います。

・本業を生かした貢献活動
富士フイルムグループは、世界 ・地域の文化や慣習の尊重、環境保全
約40カ国もの国々に拠点を置き、
それぞれの地域の文化、慣習を ・ 事業場での災害、事故防止
尊重して活動するとともに、将来
・ 将来世代への教育支援
世代への教育支援にも力を注い
でいます。
富士フイルムグループはほぼ全 ・法令順守
世界で事業を展開。事業ごとに ・社会課題の解決に向けた公共政策への
数々の業界団体にも所属、行政 協力、共同研究開発
とも協業、情報交換を含め積極
的に関わりを持って活動していま
す。

環境保全や社会課題の解決な
ど、持続可能な社会を目指し活
NGO／NPO
動するNGO／NPOと対話、情報
交換を行っています。

・社会・環境課題の解決に向けた対話、
協働、支援
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・ お問い合わせ窓口（ コーポレートコミ ュニケー
ション室）
・ 調達先向けの説明会（ グ リ ー ン調 達を含む
CSR調達、含有化学物質管理など）
・CSRセルフチェック（自己監査） や専門訪問診
断
・取引先専用ウェブサイト

・日常的
・随時
・随時
・日常的

・取引先との定期的な協議

・随時

・お問い合わせ窓口（各調達部門、販売部門）

・日常的

・環境対話集会／工場見学

・随時

・地域でのボランティア活動
・随時
・自治体（市役所や市長、自治会長など）との定
・随時
期的な協議
・お問い合わせ窓口（各事業所、各工場）
・日常的
・学術機関への講師派遣、寄付講座

・随時

・NGO/NPOと協働した環境教育活動

・随時

・業界各種委員会への参画

・随時

・業界などのガイドラインづくりへの参画

・随時

・業界団体を通じたパブリックコメントの表明

・随時

・行政、業界団体との共同研究

・随時

・社会課題の解決に向けた提案

・随時

・サステナビリティレポートへのご意見

・随時

・ステークホルダー・ダイアログへの参画

・随時

・公益信託富士フイルム・グリーンファンド

・随時

・様々なCSR課題の検討会

・随時

・NPOと連携した被災地支援活動

・随時

概説

1.2.6 CSR 計画立案の背景とマテリアリティ策定プロセス
社会的背景と考え方
昨今、持続可能な開発目標（SDGs*1）やパリ協定*2 など、社会課題解決を目指した国際的な長期目標が相次いで発表されていま
す。その中で、持続可能な社会を実現するための社会課題解決のプレーヤーとして、企業への期待がますます高まっています。
CSR 計画「Sustainable Value Plan 2030（SVP2030）」では、こうした背景から、SDGs やパリ協定など、グローバルな社会課題
解決に向けた目標達成への貢献を目指し、2030 年度をターゲットとした長期目標を設定しています。
※1 SDGs（Sustainable Development Goals）：2015 年に国連総会で採択された、2030 年までに国際社会が社会課題として取り組むべき持続可能な開発目標。貧
困、不平等・不正義の是正、健康、教育、働きがい、気候・環境など 17 の目標と 169 のターゲットが定められている
※2 パリ協定：2015 年にパリで開催された第 21 回気候変動枠組条約締約国会議（COP21）で採択された、気候変動抑制に関する多国間の国際的な合意協定。地球
の気温上昇を産業革命前から 2℃未満に抑えることが掲げられている

重点課題（マテリアリティ）の策定プロセス
【STEP1】 基本方針の明確化
SVP2016 における CSR 活動を振り返るとともに、気候
変動への対応等、世界的な潮流を踏まえ、SVP2030
で重点的に取り組むべき課題を導き出しました。結果と
して、SVP2016 で取り組んだ「社会課題の解決を事業
成長の機会ととらえ全社で取り組む」という視点をさら
に進化させ、「社会課題解決に向け、グローバル企業
として貢献できることを長期視点でとらえ、目指す姿を
明示する」ことを、基本的な方針としました。

【STEP2】 事業戦略を踏まえた社会課題の抽出
社会課題抽出にあたっては、ISO26000 や GRI ガイドラインといった各種指標などからリストアップした約 130 項目の社会課題に、
パリ協定の目標や SDGs の 169 ターゲットなど、長期視点で取り組むべき社会課題の観点を加えました。また、すべての事業部と
社会課題解決に向け、貢献の可能性について協議、それぞれの事業部で該当する製品、技術、サービスの洗い出しを再度行い
ました。
※SDG コンパスを参考に、事業プロセスにおける負の影響と事業を通じた社会貢献の正の影響の両面から重点課題を検討
URL：https://www.fujifilmholdings.com/ja/sustainability/svp2017/process/pack/pdf/main_CSR_Issue_ja.pdf

【STEP3】 重要性評価
「事業を通じた社会課題の解決」と、「事業活動により生じる負荷の軽減」の両面からアプローチしました。
①事業を通じた社会課題の解決
社会課題解決に貢献の可能性をもつ当社の製品、技術、サービスと、社会課題をマトリックスに整理。マトリックスから社会課題解
決への貢献の可能性と社会に与える影響の大きさを評価し、当社として重点的に取り組むべき社会課題を特定しました。
②事業活動により生じる負荷の軽減
社会の声の代表として CSR 有識者の（株）イースクエアに参加いただき、抽出した社会課題を社会視点（社会が考える当該課題
の重要度、当社グループにその取り組みを求めているか）と自社視点（事業戦略やブランド、レピュテーションへの影響）の 2 軸で
評価し、5 段階でマッピング。双方で 4 以上に評価された課題をまとめて整理、当社グループの課題推進にふさわしい表現に見直
し、重点課題として設定しました。
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バリューチェーン全体にわたる事業プロセスにおける影響の検討（例：環境）

【STEP4】 計画立案とレビュー・承認
設定した重点課題に対し、各課題を推進する事業会社の関連部門が中心になり、長期目標の進捗を図る指標を検討、地球規模
の環境課題については 2030 年に向けた数値目標を設定しました。SVP2030 の重点課題は、富士フイルムホールディングス社長
を委員長とする CSR 委員会（現 ESG 委員会）にて審議され、確定しました。今後は SVP2030 の達成に向けて、中期経営計画を
立案する 3 年ごとに見直し、PDCA サイクルを回しながら全社一丸となって活動していきます。

1.2.7 富士フイルムグループ CSR 計画 Sustainable Value Plan 2030(SVP2030)
富士フイルムグループは、2017 年 8 月に CSR 計画「Sustainable Value Plan2030（SVP2030）」を発表しました。これまでの中
期 CSR 計画と違い、2030 年度をゴールとする長期目標を策定した点が大きな特徴であり、富士フイルムグループが持続的に発
展していくための経営の根幹をなす計画です。
富士フイルムグループは SVP2030 の下、革新的製品・技術・サービスの提供などで、事業活動を通じた社会課題の解決により一
層取り組み、サステナブル社会の実現にさらに貢献する企業を目指します。
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SVP2030 重点課題の位置づけ
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SVP2030 の目標と実績
環境：自らの環境負荷を削減すると共に環境問題の解決に貢献する
【重点課題1】 気候変動への対応
事業（中期経営計画VISION
2019）との関係

売上、コスト、リス
ク、機会への影響

2030年目標

（自社の事業運営への影響） リスク、コスト
（1）2030年度までに当社グループによるCO2排出を30％削減（2013年度比）
・記録メディア
機会、売上
（2）2030年度までに社会でのCO2排出削減50百万トンに貢献
・グラフィックシステム
・ドキュメントソリューション
進捗 （2017年度） ※2018年度進捗は8月末発表
（1）2017年度 CO2排出：15％削減
（2）2017年度 CO2排出削減貢献量：463万トン（対目標9％達成）
今後の活動＆目標
・再生可能エネルギーのさらなる活用（再エネ由来電源の調達、再エネ設備導入）の機会探索、実現
・環境配慮製品認定制度による環境配慮製品の創出推進

【重点課題2】 資源循環の促進
事業との関係
事業（中期経営計画VISION
2019）との関係

売上、コスト、リス
ク、機会への影響

2030年目標

（自社の事業運営への影響） リスク、コスト
（1）2030年度までに当社グループによる水投入量を30％削減（2013年度比）
機会、売上
（2）2030年度までに社会での水処理量35百万トン／年に貢献
・グラフィック・インクジェット
リスク、コスト
（3）2030年度までに当社グループによる廃棄物発生量を30％削減（2013年度比）
・産業機材
リスク、コスト
（4）2030年度までに当社グループによる資源投入原単位を30％改善（2013年度比）
進捗 （2017年度） ※2018年度進捗は8月末発表
（1）2017年度水投入量：12％削減
（2）2017年度社会での水処理貢献量：34百万トン/年
（3）2017年度廃棄物発生量：2％増
（4）2017年度資源投入原単位：22％改善
今後の活動＆目標
・各地域・拠点の状況に合わせた着実な削減の取り組みを推進

【重点課題3】 脱炭素社会の実現を目指したエネルギー問題への対応
事業との関係
事業（中期経営計画VISION
2019）との関係

売上、コスト、リス
ク、機会への影響

2030年目標

（自社の事業運営への影響） リスク
高機能材料により再生可能エネルギーの創出・普及に貢献
進捗 （2017年度） ※2018年度進捗は8月末発表
•太陽電池関連材料、次世代電池（リチウムイオン電池、燃料電池、全固体電池）用材料などについて研究開発中
今後の活動＆目標
・今後も引き続き、研究開発活動を継続・強化

【重点課題4】 製品・化学物質の安全確保
事業との関係
事業（中期経営計画VISION
2019）との関係

売上、コスト、リスク、 2030年目標
機会への影響

・ファインケミカル

売上、コスト、リス
ク、機会

化学物質による人・環境への悪影響を最小化

進捗 （2017年度） ※2018年度進捗は8月末発表
・規制に先行して特定の化学物質の使用を自主的に制限する管理方針に基づき、使用している化学物質の点検を完了
・皮膚感作性試験代替法「ADRA」の評価制度を実証
・新しい価格物質情報伝達の仕組み「chemSHERPA」の日本での本格的な運用を開始
今後の活動＆目標
・管理対象となった化学物質ごとに管理計画を策定し実行
・「ADRA」のOECD(経済協力開発機構)ガイドライン化
・「chemSHERPA」のアジア地域の事業場への展開
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健康：ヘルスケアにおける予防・診断・治療プロセスを通じて健康的な社会を作る
【重点課題1】 アンメットメディカルニーズへの対応
事業との関係
事業（中期経営計画VISION
2019）との関係

売上、コスト、リスク、 2030年目標
機会への影響

・医薬品・バイオ
売上、機会
再生医療、細胞治療を含めた新たな治療法の開発と普及
・CDMO ・再生医療
進捗 （2017年度） ※2018年度進捗は8月末発表
【目標】新たな治療ソリューションの開発
① 再生医療、②がんへの対応、③感染症への対応
①表皮水疱症への適応拡大に向けて｢自家培養表皮ジェイス®｣の一部変更承認申請書を厚生労働省へ提出
②抗がん剤「FF-10832」の進行性の固形がんを対象とした臨床第Ⅰ相試験を米国で開始（がん組織に薬剤を選択的に送達し、薬効
を高めるリポソーム製剤の開発）
②難治性褐色細胞腫を対象とした治療用放射性医薬品「F-1614」の臨床第Ⅱ相試験を国内で開始
②抗がん剤「FF-10101」の再発・難治性の急性骨髄性白血病を対象とした臨床第I相試験を米国で開始
②PET検査用放射性医薬品 フルデオキシグルコース（18F）静注「FRI」新発売
③ 「新規作用様式のパンデミック対策用抗インフルエンザ薬の開発」で平成30年度 科学技術分野の文部科学大臣表彰「科学技術
賞」を受賞
③血小板減少症候群（SFTS）を対象とした抗ウイルス薬「ファビピラビル」の国内臨床第Ⅲ相試験を開始
【目標】新たな治療ソリューションへのアクセス向上
④開発・生産受託での貢献、⑤先端医療を支える製品の開発・普及での貢献
④バイオ医薬品（*）の開発・受託事業をさらに拡大、米国テキサス拠点の新生産棟を稼働
④独自技術を生かし、高品質で信頼性の高いリポソーム製剤の安定生産を目指して新工場を建設
⑤細胞培養に必要な培地のリーディングカンパニー「Irvine Scientific Sales Company」「アイエスジャパン」を買収
＊バイオ医薬品：化学合成でつくられる従来の低分子医薬品では実現できない作用を持つ、たんぱく質などの生体分子を活用した医薬品で、インスリン、ワクチン、抗体医薬品などを含む。抗体医薬
品とは、生体内で病原菌やがん細胞などの異常な細胞を認識して生体を保護する免疫システムの主役である抗体を主成分とした医薬品

今後の活動＆目標
・当社グループによる再生医療製品の上市・適応拡大及び同製品の製造受託拡大への取り組み
・当社新薬パイプラインの開発の加速
・バイオ医薬品の製造受託拡大
・新たな先端バイオ医療（遺伝子治療など）を支える「培地」や生産技術などの開発と普及

11

概説

【重点課題2】 医療サービスへのアクセス向上
事業との関係
事業（中期経営計画VISION
2019）との関係

売上、コスト、リスク、 2030年目標
機会への影響

・メディカルシステム

売上、機会

（1）ITを活用した医師や医療従事者の負担軽減
（2）グローバルヘルスに貢献する感染症診断システムの開発・普及
（3）新興国への技術診断指導と健康習慣の普及

進捗 （2017年度） ※2018年度進捗は8月末発表
【目標】医療従事者の負担を軽減するAI／IoTを活用したサービスの拡大・普及
・医療AI技術のブランド「REiLI（レイリ）」を発表（2018年4月）。東京大学発ベンチャー「エルピクセル」との提携をはじめ、AI技術ベン
ダーや医療機関との共同研究を開始
【目標】開発途上国における結核の早期発見診断システムの普及
・富士フイルムとFIND（*）が日本発の革新的な治療薬、ワクチン、診断薬の創出を目的とするグローバルヘルス技術振興基金
（GHIT Fund）を得て開発を進める、結核の高感度な迅速診断キット「TB-LAM」が第1期の開発期間を終了
＊FIND（Foundation for Innovative New Diagnostics）：開発途上国に適した、感染症の新たな診断技術の開発と普及を目的とした活動を行っているスイスの非営利組織

【目標】新興国での検診システムの普及、医療環境改善の支援
・サウジアラビア初の「女性の健診センター」設立に向けて、富士フイルムとサウジアラビア・スポーツ庁が覚書を締結 ⇒健康診断制
度のない同国での「女性の健康」への貢献を目指す
・「富士フイルム マンモグラフィ世界会議」を初開催⇒日本・欧州・北米・中東・アジア・オセアニアのグループ会社から担当者が集ま
り、最先端の技術情報、各地での普及ノウハウを共有
・アウトバウンド事業、ODA事業等に参画し、メコン5カ国（タイ・ラオス・ミャンマー・カンボジア・ベトナム）、インドネシア、ブラジル、ザ
ンビアなどで医療環境改善を支援
今後の活動＆目標
・医療AI技術の研究開発を本格始動。2019～2020年度にかけて各サービスの立ち上げを目指す
・ 「TB-LAM」がGHIT Fundの第2期（2018〜2022年度）にも採択され、WHO認証及び製品化に向けたさらなる臨床試験を実施。
「2030年までに結核流行終息」への貢献を目指す
・新興国での検診システムの普及、医療環境改善のための教育指導の継続

【重点課題3】 疾病の早期発見への貢献
事業との関係
事業（中期経営計画VISION
2019）との関係

売上、コスト、リス
ク、機会への影響

2030年目標

・メディカルシステム
売上、機会
簡単に検査できる健診サービスの普及による疾病の早期発見
進捗 （2017年度） ※2018年度進捗は8月末発表
健康診断を法的義務とされていない健康保険組合員の「被扶養者」を中心に、自己採決による郵送血液検査サービス「キュアサイン
*」の普及を推進
＊キュアサイン：採血キットでほんの数滴の血液を自分で指先から採血し、郵送で検査センターに送ると、約1～2週間で検査結果の詳細が郵送で届く仕組み。現在、メタボリックシンドローム判定を
含む生活習慣病全般14項目の検査、胃がん、胃潰瘍、十二指腸潰瘍のチェックが可能。2017年度現在、年間約12,000人が利用

今後の活動＆目標
・健康保険組合での導入を加速、保険会社の加入審査への導入、海外への拡大を検討
・JETRO実証事業に採択されたタイでの事業化準備を継続
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【重点課題4】 健康増進、美への貢献
事業との関係
事業（中期経営計画VISION
2019）との関係

売上、コスト、リスク、 2030年目標
機会への影響

・ライフサイエンス
売上、機会
（1）健康寿命を延ばす取組み （2）輝く女性支援
進捗 （2017年度） ※2018年度進捗は8月末発表
【目標】健康寿命を延ばし、ポジティブな毎日をサポート
・おなかの脂肪を減らす、中性脂肪を下げる、血圧を下げるなど、生活習慣病などの改善に役立つ機能性表示食品の発売
・「楽しい100歳。」プロジェクトにより、企業広告、特設サイトでの情報発信、健康寿命延伸に関するイベントなどに協賛。企業広告は
「第70回 広告電通賞 新聞シリーズ部門」「交通広告グランプリ2017 サインボード部門」で優秀賞を受賞
【目標】健康的な美しさを維持し、輝き続けたい女性を支援
・エイジングケアを目的としたスキンケアシリーズ「ASTALIFT（アスタリフト）」の新ラインアップ発売
・体の内側から美しくなるサプリメント、「アスタリフト」インナーケアシリーズの新ラインアップ発売
・「アスタリフト」美肌体験イベントを開催
今後の活動＆目標
・高機能・科学的なエイジングケア製品の体験機会を拡大（2030年までに累計1,000万人体験目標）
・当社ヘルスケア関連情報について、体験者のSNSなどでの再発信数向上（2030年までに累計10万件目標）

【重点課題5】 健康経営の推進
事業との関係
事業（中期経営計画VISION
2019）との関係

売上、コスト、リス
ク、機会への影響

2030年目標

（自社の事業運営への影響） リスク
従業員の活力を維持する健康経営の推進
進捗 （2017年度） ※2018年度進捗は8月末発表
【目標】がん検診率を90％以上にする（男女：胃・肺・大腸）
・胃内視鏡検査、婦人科がん検診の受診者が順調に増加
・社内に内視鏡検診に特化したクリニックを開設し、「大腸内視鏡検診のすすめ」セミナーの開催等、継続的な啓発により従業員の利
用を促進
・年代、性別など対象に合わせた個別メール、啓発案内等で受診を推奨
【目標】労働損失日数の低減
・全社健康・メンタルヘルス委員会を設置し、休業者の要印分析から、メンタル疾患に至る前に予兆を把握し、早期対策を講じる取り
組みを実践
・2017年度より海外グループ全体の労災発生状況把握のための調査を開始
・労働安全管理に関する共通指標を策定し、自己監査制度を導入
【その他の主な活動】
・富士フイルム、富士ゼロックスの関係会社各社が健康増進計画のための目標、KPI等を設定
・事業所喫煙率の順位公表と重点事業所への個別アプローチを実施
・従業員が任意のタイミングで自身のストレス度をチェックするためのウェブツールを導入
・海外駐在員について、国内と同様に健康管理の仕組みを強化
今後の活動＆目標
・各種施策の継続などによる富士フイルムグループ全体の健康経営推進体制、健康経営の強化
・がん医療費に占める割合が高く、罹患者増加率も高い乳がん、大腸がんに重点を置いた対策
・「Health Data Bank（HDB）」を活用したさらなる健康増進施策の実行
・2019年の労働時間上限規制改正に向けた対策の継続
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生活：生活を取り巻く様々な社会インフラをハード、ソフト、マインドの面から支える
【重点課題1】 安全、安心な社会づくりへの貢献
事業との関係
事業（中期経営計画VISION
2019）との関係

売上、コスト、リスク、 2030年目標
機会への影響

・記録メディア ・電子材料 機会、売上
（1）ICT社会の発展に貢献する製品・サービスの技術開発と普及
・ディスプレイ材料
・産業機材
・産業機材
機会、売上
（2）建造物の老朽化・不具合の検査効率化による社会インフラの安全性向上
進捗 （2017年度） ※2018年度進捗は8月末発表
【目標】アーカイブデータのテープ保存率100％を目指す
・「 ビッグデータ・IoT時代を支える総ユーザーコストに優れた大容量データテープ」で第7回「ものづくり日本大賞内閣総理大臣賞」受
賞（富士フイルム）
【目標】非破壊検査システム等の提供を通じた老朽化・不具合の検査工数短縮
・社会インフラ画像診断サービス｢ひびみっけ｣の提供開始（2018年4月）
【その他の主な活動】
・一意識別技術「Yoctrace（ヨクトレース）」の開発⇒セキュリティ強化、偽造防止に貢献
・車載用カメラモニターシステムの国連規則「UN-R46（*）」の検査に対応した分析・検証ツール「CMSチャートセット」FC-UNR46SET
発売（2018年3月）⇒自動車運転時の安全性向上に貢献
* 「UN-R46間接視界に関する協定規則」：UN-R46は、自動車の間接視界に関する協定規則。2016年6月に発効した規則改定により、自動車に装備されているミラーを、カメラモニターシステムに完全
に置き換えることができるようになり、完全ミラーレス車の製造が可能となった。日本においては、国連規則であるUN-R46を採用することにより、従来のバックミラーなどの代わりに、UN-R46で定義さ
れているカメラモニターシステムを装備することができる

今後の活動＆目標
・磁気テープのさらなる大容量化により、世の中のデータの安全・安価・長期保管を推進
・一意識別技術「Yoctrace」によるセキュリティサービスの提供、品質安全管理などへの活用

【重点課題2】 心の豊かさ、人々のつながりへの貢献
事業との関係
事業（中期経営計画VISION
2019）との関係

売上、コスト、リスク、 2030年目標
機会への影響

・フォトイメージング
機会、売上
感動を呼び起こす写真・映像の記録や、思い出をカタチにする写真製品で人生の豊
かさや平和な暮らしに貢献
・電子映像・光学デバイス
進捗 （2017年度） ※2018年度進捗は8月末発表
【目標】思い出をカタチにした写真を楽しむ機会の提供
・「FUJIFILM SQUARE 開館10周年記念写真展」として、写真の「歴史」・「今」・「明日」という3つのテーマで「写真の過去・現在・未
来」を発信する様々な特別企画展を開催
・応募者全員の作品を展示する参加型写真展を過去最大規模の50,000人で開催、また海外へも展開
・新しい写真の楽しみ方を提案する「WONDER PHOTO SHOP」の海外店舗、25カ国・61店舗に拡大（2017年度末時点）
・スクエアフォーマットを採用し、多彩な画像の編集・加工機能を搭載したハイブリッドインスタントカメラ「instax SQUARE SQ10」が
2017年度グッドデザイン賞「グッドデザイン・ベスト100」を受賞
今後の活動＆目標
・2020年に10万人参加を目指し、「“PHOTO IS”想いをつなぐ。50,000人の写真展」の国内及び海外でのさらなる拡大
・「撮る、残す、飾る、そして贈る」写真の楽しみを世界中に伝える製品・サービス・機会の提供
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働き方：自社の働き方改革を、誰もが「働きがい」を得られる社会への変革に発展させる
【重点課題1】 働きがいにつながる環境づくり
事業との関係
事業（中期経営計画VISION
2019）との関係

売上、コスト、リスク、 2030年目標
機会への影響

・ドキュメント ソリューション 売上、コスト、リス 働く人の生産性向上と創造性発揮を支援するソリューション・サービスの提供によ
ク、機会
る、組織と社会のイノベーション創出への貢献
・事業基盤
進捗 （2017年度） ※2018年度進捗は8月末発表
【目標】自社の働き方変革の取り組み
・社員1人あたりの所定外労働時間を2013年度比2割減（富士フイルム）
・社員1人あたりの平均年間総労働時間を2012年度から143時間削減（富士ゼロックス）
• ITによる業務の見える化、PRA（ロボットによる業務自動化）の推進（富士フイルム）
・リモートワーク制度とサテライトオフィス整備の拡大（富士ゼロックス）
【目標】お客様の働き方変革を支援する取り組み
・「Smart Work Innovation」の策定と新しいサービスの発表（2018年3月）
今後の活動＆目標
・自社の働き方変革の実践をさらに推進
・お客様の働き方変革の支援において、より実効性の高いソリューション・サービスの提供を強化

【重点課題2】 多様な人材の育成と活用
事業との関係
事業（中期経営計画VISION
2019）との関係

売上、コスト、リス
ク、機会への影響

2030年目標

（自社の事業運営への影響） リスク、コスト
多様な従業員が活躍できるための仕組み・職場作り
進捗 （2017年度） ※2018年度進捗は8月末発表
【目標】主要ポジションにおける外国人比率の向上
・ ワールドワイドな人材の最適配置・活用を目指し、欧州・北米・中国・アジアパシフィックの人事担当者との連携・議論を強化（富士
フイルム）
• 海外関連会社のローカル人材を日本に招き育成するプログラムで、2017年度は5名を受け入れ（富士ゼロックス）
【目標】女性役職者比率のさらなる向上変革を支援する取り組み
• 女性管理職数⇒2011年の3.4%から2017年度は7.5%まで増加（富士ゼロックス）
【目標】法定以上の障がい者雇用の維持
• 2018年6月時点の障がい者雇用率2.3%（富士フイルムホールディングスを事業主とするグループ算定特例による）
【目標】介護離職率、出産・育児離職率ゼロの実現
• 育児・介護向け在宅勤務制度の利用拡大⇒2.7倍（2014年度実績との比較）（富士ゼロックス）
• 富士フイルムに加えて富士ゼロックスで「時間単位有給休暇制度」を導入（2018年4月）
• 育児休職明けの社員とその上長に対して円滑な復職を促進・啓発するためのセミナーを開催（富士フイルム）
• 介護離職防止に向けた専門家によるセミナーの開催と、介護相談窓口の拡充（富士フイルム）
【その他の主な活動】
• 世界各地の技術者が一堂に集結する「グローバル高度専門技術者会議」を初開催（富士フイルム）
• 若手社員を対象とした公募型の次世代リーダー育成プログラムをスタート（2018年1月）（富士ゼロックス）
• 富士ゼロックス東京が平成29年度「テレワーク推進企業等厚生労働大臣表彰（輝くテレワーク賞）」優秀賞
今後の活動＆目標
点にした人材育成

方改革（富士ゼロックス）
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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
【重点課題】 CSR基盤をサプライチェーン全体にわたり強化する
事業との関係
事業基盤

2030年目標
（1）環境、倫理、人権を考慮した持続可能な調達の実現
（2）生物多様性に関する法制化への確実な対応

進捗 （2017年度） ※2018年度進捗は8月末発表
【目標】持続可能な調達の推進
• 北米での包括的なサプライチェーン管理システムの導入、及びお取引先への調査開始（富士フイルム）
• お取引先トラブル起因のラインストップゼロの達成⇒富士ゼロックスシンセン【3年連続】、富士ゼロックスハイフォン【2年連続】（富士
ゼロックス）
• 紛争鉱物来歴調査回収率100％（顧客要請が高いドキュメント事業において）
【目標】生物多様性に関わる法規制への対応
• 社内規則に基づき、製品設計段階から生物資源調達に関するリスクアセスメントを実施継続（2010年2月より）
• 経済産業省「名古屋議定書対応タスクフォース委員会」に参画、最新の法規制動向を収集（2014年度より継続参画）
• 重要商材の「用紙」調達について、社内規程・ガイドラインに基づくリスクマネジメントを実施継続（2012年より）
【その他の主な活動】
・紛争鉱物への対応
・人権尊重
・生物多様性の保全
今後の活動＆目標

ロックス）

* 自然資本プロトコル：自然資本連合（NCC）がまとめた、自然資本への影響や依存度を計測・価値評価し、意思決定や戦略につなげるための標準化した枠組み。2016年7月に初版発行

ガバナンス：オープン、フェア、クリアな企業風土を浸透させる
【重点課題】 ガバナンス体制の改善と堅持
事業との関係
事業基盤

2030年目標
オープン、フェア、クリアな企業風土の更なる浸透により、不祥事・重大法令違反ゼロ
を目指す

進捗 （2017年度） ※2018年度進捗は8月末発表
【目標】富士フイルムグループ一体となったガバナンス体制作りと業務管理プロセス強化
• 取締役会の構成の見直し。ガバナンス強化委員会を設置し課題別にプロジェクトを推進
• 富士ゼロックスの経理・監査などの経営管理部門を富士フイルムホールディングスと統合し、業務管理プロセスを強化
【目標】グローバル全社でのコンプライアンス意識向上とリスクマネジメントの強化
• 全グループ社員、特に海外でのコンプライアンス意識向上を目的とした教育・啓発の実施
• 全従業員が直接富士フイルムホールディングスに通報できる「富士フイルムホールディングスホットライン」の設置
【目標】公平で独立性のある監査の維持と監査レベルの向上
• グローバル監査の展開に向けた体制構築、IT活用による監査力の強化・効率化
• コーポレートガバナンス充実と取締役会におけるダイバーシティの確保のため、新たに女性の社外取締役の選任と独立社外取締役
を委員長とした任意の指名報酬委員会の設置
今後の活動＆目標
強化、及び全従業員のより一層のコンプライアンス意識向上を目的とした施策の実行
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SVP2030 の重点課題のうち中でも事業とのつながりが深いテーマ
CSR重点課題2

CSR重点課題3

項目

CSR重点課題1

マテリアルイ
シュー

製品・サービスを通じて人々の「健
事業プロセスにおける環境対応
多様な人材の育成と活用
康」・「生活」・「環境」・「働き方」に関 （SVP2030「環境」分野の自社操業に （SVP2030「働き方」分野重点課題
する社会課題解決に貢献（SVP2030 関する課題）
（２））
の「環境」「健康」「生活」「働き方」の4
分野における社会科会への影響に関
する課題）

事業との関連
性

（SVP2030の「環境」「健康」「生活」
「働き方」の4分野において）医療サー
ビスへのアクセス向上/疾病の早期
発見/アンメットメディカルニーズへの
対応/健康増進などの社会課題解決
に、事業を通じて貢献することは、当
社中期経営計画VISION2019の重点
事業領域と重なり、当社の成長につ
ながる

操業における環境対応（省エネ活動）
は、省コストとして利益の向上に貢献
する。また、化学・電気・機械工業会
社として環境対応を確実に行うこと
は、操業の安定・継続のための必須
条件であり、当社の社会的評価を高
めることにもなる

事業への影響 売上、利益
・新興国をも併せて、成長領域である
医療IT・内視鏡・超音波診断装置の
売上を成長させるとともに、当社技術
を生かして差別化した機能性製品の
事業戦略
ラインアップを拡充

コスト、リスク
・自社の高い基盤技術・コア技術と社
外との価値共創に基づく画期的な新
製品の投入を加速し、環境課題解決
に貢献。
・省エネ活動で省コスト体質による利
益の最大化に寄与

【健康】
中期経営計画VISION2019でヘルス
ケア事業売上を2016年度比+30％
【環境】
（中期CSR計画）
・2020年度までに2000万トンのCO2
長期的目標／ 削減に貢献する
（長期CSR計画）
指標
・2030年度までに5000万トンのCO2
削減に貢献する

目標年度
役員報酬

2030年度

多岐にわたる事業をグローバルで展
開する基盤は現場の人である。自社
及びサプライチェーンの従業員の多様
性や働きやすさを高めることが従業員
の定着率やモチベーション向上につな
がり、企業成長の根幹になる。またそ
のノウハウが、働き方変革として外部
へ提供するサービスにもなっていく

リスク、売上、利益、
・Work Style Innovation活動の推進に
より、多様な社員が能力を発揮できる
会社を実現
・CSR調達（調査）を推進し、従業員の
働きやすさを含めてサプライヤーの
CSR推進体制を強化することで、安定
した、持続可能な調達体制を確立
中期経営計画VISION2019で高機能 ・女性管理職比率
材料事業売上を2016年度比+20％
（富士フイルム）
（中期CSR計画）
女性管理職比率を2020年度末までに
・2020年度までにライフサイクル全体 6%
のCO2排出量を2005年度比30％削 （富士ゼロックス）
減
女性管理職比率を2020年に14％以
・2020年度までに資源投入原単位を 上
2012度比10％削減
（長期CSR計画）
・2030年度までにライフサイクル全体
のCO2排出量を2013年度比30％削
減
・2030年度までにグループ全体の水
投入量を2013年度比30％削減
2030年度

2020年度

COOである社長及び関連部門を管掌 COOである社長及び関連部門管掌 人事及びCSR管掌役員の報酬決定に
する役員の報酬決定に用いられる
役員、CSR管掌役員の報酬決定に用 用いられる
いられる
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