
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。
　富士フイルムグループは、持株会社体制となった2006
年に、現在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という精神を
ベースに、全グループ会社に適用する企業行動憲章、行動
規範を定め、グループ全社で徹底しています。
　2019年4月には、変化する社会要請や富士フイルムグ
ループの果たすべき役割・責任を反映し、企業行動憲章・
行動規範を改定しました。企業行動憲章では、６つの原則
に基づいて事業活動を展開し、イノベーションを通じて持
続可能な社会の実現に向けて行動することを掲げています
（P43参照）。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」という、「CSRの考
え方」を明確にしています。

富士フイルムグループの持続可能な社会への取り組み

「大量で清浄な水と空気」に恵まれた環境の中にある神奈川工場足柄サイト

　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.… わたし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、わたしたちの活動を常に
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。

CSRの考え方

企業行動憲章に則った倫理行動

事業プロセスにおける
環境・社会への配慮

事業を通じた
社会課題の解決

【 企 業 理 念 】

持続可能な社会

新たな価値の創造
コーポレートスローガン

FUJIFILM Sustainable Value Plan 2030

富士フイルムグループ企業理念・ビジョン	全文　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　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

■富士フイルムグループのCSRの考え方
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2030年度をターゲットとする長期目標を達成し、持続可能な社会に貢献

　富士フイルムグループは、2014年の創立80周年を機
に、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。
　このコーポレートスローガンの下、社会課題を認識し、よ
り積極的にその課題解決に貢献していくことを示すため、
2014年には「CSRの考え方」を改定しました。また同年、“事
業を通じた社会課題の解決”を目標に掲げた中期CSR計画
「Sustainable…Value…Plan…2016（SVP2016）」と、それ
を実現するための具体的な行動計画となる中期経営計画
「VISION2016」を策定しました。2014～2016年度の3
年間は、「SVP2016」と「VISION2016」の2つの中期計画
をリンクさせ、社会課題解決への貢献と事業の成長をとも
に達成することを目指し、成果を得ることができました。
　この成果と経験を踏まえ、2017年8月に発表したのが、
CSR計画「Sustainable…Value…Plan…2030（SVP2030）」
と中期経営計画「VISION2019」です。SVP2030は持
続可能な社会の実現に貢献するために、長期的に富士フ
イルムグループが目指す姿を示したもので、2030年を
ゴールとする「持続可能な開発目標…SDGs（Sustainable…
Development…Goals）」に沿って、目標年度を2030年度
としました。そしてSVP2030で掲げた目標を達成するため

の、2019年度までの具体的な事業戦略が「VISION2019」
です。現在の事業の成長を加速させるだけではなく、特に
大きな社会課題であるアンメットメディカルニーズに対応
するヘルスケア領域、環境課題解決に貢献する高機能材料
などについては、将来の富士フイルムグループを牽引する
事業へと大きく成長させるため経営資源を投入し、次の中
期計画へとつなげていく予定です。
　SVP2030は富士フイルムグループの経営の根幹をなす
計画です。目標達成のために長期的な視点を持ち、事業を
通じて「新たな価値」を創出することにより、社会の持続的
な発展に貢献できる企業を目指します。

■企業理念
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。

■ビジョン
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。

■企業行動憲章
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.… 従業員が生き生きと働くために
6.… 様々な危機に備えるために

■行動規範
1.… 人権の尊重
2.… 公正な事業活動
3.… 会社資産・情報の保全、保護
4.… 環境の保全･保護

中期経営計画「VISION2019」では、イメージング、ヘルスケア、マテリアルズ、ドキュメントに
属する各事業をそれぞれの成長段階に合わせて、「収益力の向上」「さらなる成長の加速」「未来
を創る投資」という３つのステージに位置づけ、現在の各事業のステージを明確化し、「各事業
の収益力の向上によるキャッシュの安定的創出」「主要事業の成長加速による売上・利益の拡大」
「未来の柱となる収益貢献事業の育成」を推進することで、より強固なポートフォリオを実現し、
富士フイルムグループ全体の成長を目指します。

新中期経営計画「VISION2019」では、イメージング、ヘルスケア、マテリアルズ、ドキュメントに属する各
事業をそれぞれの成長段階に合わせて、「収益力の向上」「さらなる成長の加速」「未来を創る投資」という３
つのステージに位置づけ、現在の各事業のステージを明確化し、「各事業の収益力の向上によるキャッシュ
の安定的創出」「主要事業の成長加速による売上・利益の拡大」「未来の柱となる収益貢献事業の育成」を推
進することで、より強固なポートフォリオを実現し、富士フイルムグループ全体の成長を目指します。

Next
Stage

未来を創る投資成長を加速収益力の向上

株主還元強化

ガバナンス強化  グローバル展開の加速

M&A投資
＋ ＋

ヘルスケア

イメージング

マテリアルズ

ドキュメント

■中期経営計画「VISION2019」の考え方

目指す姿

事 業 領 域

ソリューションソリューションソリューション
ドキュメントヘルスケア＆マテリアルズイメージング

企 業 規 範
企業理念・ビジョン・行動規範

VISION
2019

VISION
20XX

VISION
20XX

VISION
20XX

SVP2030
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富士フイルムグループの事業とイノベーション

　映画や写真のフィルムから始まった富士フイルムグルー
プは、…現在、「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、様々なイノベー

ションを生み出しています。そしてこれからもコーポレート
スローガン「Value… from… Innovation」の精神に則り、さ
らなる技術向上とオープンイノベーションを加速させるこ
とで、社会に新たな価値をもたらす革新的な製品、サービ
スを生み出し続けていきます。

製品・サービス

【ライフサイエンス】

【医薬・再生医療】

【メディカルシステム】

グラフィックシステム

デジタルイメージング

ドキュメント

ヘルスケア

記録メディア

高機能材料

機能価値

コア技術

基盤技術

材料化学

生化学 機械設計
生産
システム

画像 光学 解析

ソフト
電気
・
電子

粒子
形成技術

製膜技術

精密塗布
技術

機能性
ポリマー

機能性
分子

MEMS
技術

撮像技術精密成形
技術

システム
設計

バイオ
エンジニア
リング

ナノ分散
技術

酸化還元
制御技術

固体/液体を
届ける

機能性化粧品
サプリメント

リコンビナントペプチド
自家培養表皮/軟骨

デジタルX線画像診断システム

内視鏡システム

三次元医療用画像情報システム

透明電導性フィルム
フォトレジスト

ガス分離膜

半導体プロセス材料
データストレージ
メディア

インクジェットプリンター用インク

フラットパネルディスプレイ用
光学フィルム

デジタルカメラ

複合機・プリンター

光学レンズ

CTP（Computer-to-Plate）
プレート

ワイドフォーマット
UVインクジェットシステム

インクジェットデジタル
プリンティングシステム

超音波画像診断装置

VCSEL

気体/液体を
防ぐ

気体を分ける
細胞を扱う

画を描く

画を描く

画を撮る

情報を転送する

画を見せる

画/情報を記録する

光を制御する

ヘルスケア＆マテリアルズソリューション
ヘルスケア分野では「予防」「診断」「治療」の3つの分野で事業を推進。
早期発見をサポートする高度な検査機器、診断結果を効率的に活用す
る医療IT、予防のための化粧品・サプリメント、アンメットメディカルニー
ズに対応する医薬品、新たな医療技術として期待される再生医療など
に取り組んでいます。
マテリアル分野では高度な基盤技術・コア技術を応用し、液晶ディスプ
レイに不可欠な偏光板保護フィルムをはじめ、高性能なデータストレー
ジメディア、トンネルや橋梁などの社会インフラ点検サービスなど、環
境負荷低減や安心・安全な社会に貢献する材料・機材の開発に取り組ん
でいます。

富士フイルムグループの事業分野

ドキュメントソリューション

デジタルカメラ、プリント用カラーペーパー、プリント機器などを開発・
販売。チェキやフォトブックなど、新たな写真の楽しみ方の提案により、
写真文化の普及・拡大に努めています。また、監視用カメラレンズから
衛星用レンズまで、様々な用途に使用されるレンズを提供しています。

イメージングソリューション

紙の文書だけではなく、電子データを含めたドキュメントビジネスを行っ
ています。オフィス向けの複写機・複合機、業務効率化をサポートする
ソフトウエアなど、省エネ・省資源などの環境問題解決、働き方／生産
性改革を実現する多様なソリューション＆サービスを提供しています。
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