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1. 富士フイルムグループのCSRの考え方

積極的に情報開示を進め、企業の透明性を高めます

• https://holdings.fujifilm.com/ja/sustainability/vision/policy
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2. SVP2030とCSR調達の活動サイクル
SVP2030重点課題におけるサプライチェーンの位置付け
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2. SVP2030とCSR調達の活動サイクル
CSR調達の活動サイクル
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例）
• 調達におけるお取引先へのお願い

(富士フイルムグループ 行動規範)の周知
• 説明会の開催

1) お取引先様による富士フイルム
グループのCSRの考え方の理解

例）
• お取引先様によるセルフチェックの実施
• 調達担当者によるお取引先様での

CSR取り組み状況の確認

2) お取引先様評価

例）
• 専門チームによるお取引先様の

CSR取り組み状況の実地確認
• お取引先様への改善アドバイス

3) 富士フイルムグループによる
お取引先様への改善要請と支援

例)
• お取引先様による改善計画策定、
改善実施

• 富士フイルムグループによる改善確認

4) お取引先様による改善活動
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3. 調達に関わる方針・基準等
方針・基準の体系

社会貢献
方針

資材部 パルプ調達基準

富士フイルムホールディングス㈱ (FH)

調達におけるお取引先へのお願い
（=企業行動憲章・行動規範）

CSR調達
ガイドライン

グリーン
調達基準

環境方針 生物多様性
方針

富士フイルムグループ企業理念・ビジョン

富士フイルムグループ企業行動憲章・行動規範

調達方針
品質方針

製品安全方針

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

富士フイルムグループ CSRの考え方 人権声明

労働安全衛生・
健康推進方針

2

3

2

1

富士フイルム㈱ (FF)
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3. 調達に関わる方針・基準等
①調達方針 ～富士フイルムグループ共通～

＜富士フイルムグループ 調達方針＞

◆「富士フイルムグループ 調達方針」 掲載先URL：
https://holdings.fujifilm.com/ja/sustainability/vision/policy/procurement

“品質、価格、納期、技術力、サービス、

CSRへの取り組み、事業継続性に

ついて、サプライチェーン全体に鑑み、

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。”

「富士フイルムグループ
企業行動憲章 行動規範」
に沿った活動をされている
お取引先様です。
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3. 調達に関わる方針・基準等
②調達におけるお取引先へのお願い (＝企業行動憲章・行動規範)

人権の尊重
1. 人権の尊重
2. ダイバーシティの尊重と推進
3. 差別の禁止
4. いじめ・ハラスメント行為の禁止
5. プライバシーの保護
6. ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の両立)の推進
7. 強制労働・児童労働の禁止
8. 労働安全衛生と健康推進
9. 労働基本権の尊重

公正な事業活動
1. 積極的なコミュニケーション
2. 情報開示
3. 公正な競争
4. 公正な販売活動
5. 公正な調達活動
6. 腐敗防止
7. 贈収賄の禁止及び贈答、接待等の制限
8. 役員・従業員の立場での思想・宗教活動の禁止
9. 反社会的勢力との断絶
10. 輸出入法規の順守
11. 財務報告の正確性と適正な納税
12. 品質保証、製品・サービスの安全確保
13. 責任あるマーケティング

会社資産・情報の保全、保護
1. 会社資産の有効活用
2. 会社資産の不正利用の禁止
3. 利益相反の禁止
4. インサイダー取引の禁止
5. 秘密情報の保護
6. 他者の知的財産の保護
7. 個人情報の保護
8. 危機管理

環境の保全・保護
1. 気候変動への対応
2. 循環型社会への貢献
3. 化学物質の安全確保と有効活用
4. 地域の環境保全と地域社会とのパートナーシップ

「富士フイルムグループ行動規範」の項目一覧

◆「富士フイルムグループ企業行動憲章・行動規範」全文PDFファイル（24言語）掲載先URL：
https://holdings.fujifilm.com/en/about/philosophy#24languages

「富士フイルムグループ企業行動憲章」
◆掲載先URL： https://www.fujifilmholdings.com/ja/about/philosophy/conduct/index.html

https://holdings.fujifilm.com/en/about/philosophy#24languages
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3. 調達に関わる方針・基準等
③CSR調達ガイドライン

お取引先様でのCSR推進に活用していただくため、
「調達におけるお取引先へのお願い」(＝企業行動憲章・行動規範)における
用語の解説や、自己評価のためのチェックポイントをまとめています。

児童労働禁止

用語の定義や解説

具体的にどんな取り組みを
していただきたいか

↓
貴社の自己点検に
ご活用ください

◆「CSR調達ガイドライン」 掲載先URL：
https://asset.fujifilm.com/www/jp/files/2019-12/606af108fac2f84c91383df8358bbb3c/
about_sustainability_procurement_index_pdf_02.pdf



お取引先様へのお願い

• 当社の企業行動憲章と行動規範の内容をご理解の上、
順守していただきますようお願いいたします。
また、富士フイルムグループから、これらの規範をお送りし、
受領書へのサインをお願いする場合がありますので
ご協力をお願いいたします。

• 貴社のCSRのお取り組み状況を把握するため、
セルフチェック（CSRアンケート）への回答をお願いする場合が
ありますので、ご協力をよろしくお願いいたします。
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4. お取引先様へのお願い事項
(1)企業行動憲章・行動規範の順守とセルフチェックへのご協力



10

4. お取引先様へのお願い事項
(2)責任ある鉱物調達に関するご協力

◆ 紛争鉱物問題 とは

多くの工業製品に使用される鉱物の一部は、
人権侵害や環境破壊などを引き起こしている武装勢力の資金源
となることがあり、国際的にも改善が要請されています。

問題のある鉱物を間接的でも調達し生産に使用することは、
武装勢力に加担する行為とみなされます。

コンゴ民主共和国（DRC）およびその周辺国で産出される3TG（タンタル、スズ、
タングステン、金)には、問題の鉱物が多く含まれるため、
米国は同国上場企業に対して法律で3TGの使用状況の開示を義務付けています。

欧州では、EU圏内の3TG輸入者※への義務を含む条項が適用された紛争鉱物規
則が、2021年1月1日より施行されています。※鉱物（鉱石・未加工金属）を輸入する企業

3TG以外に、コバルト等の鉱物においても、同様の問題が報告されています。

武装集団の支配下にある一帯では、子どもたちが「子ども兵士」として徴用され、
また鉱山で働かされるなど、人権侵害も問題になっています。



お取引先様へのお願い

• 当社が実施する鉱物来歴調査へのご協力をお願いいたします。

• RMI等の業界団体から紛争フリーの認証を受けた製錬所から
鉱物を調達することを推奨いたします。
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4. お取引先様へのお願い事項
(2)責任ある鉱物調達に関するご協力

◆「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」掲載先URL：
https://www.fujifilmholdings.com/ja/sustainability/vision/procure.html#link04

富士フイルムグループは、鉱物の採掘や調達に関し、社会的な責任を認識し、
公正な取引に取り組んでいきます。

富士フイルムグループはグローバル社会の一員として、鉱物の採掘や取引にかかる
人権侵害や環境破壊を、重大な社会問題の一つと認識しています。
採掘や取引を通じて紛争の資金源になる鉱物、あるいは、人権侵害や非人道的行為
等が関与する鉱物を使用する意思はありません。

富士フイルムグループは、米国の法規制に基づく報告を義務付けられてはいませんが、
報告が義務付けられるお客様からの要請に対し、グローバルのルールに基づく
鉱物来歴調査の結果を報告いたします。
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4. お取引先様へのお願い事項
(3)気候変動対応への取り組み

富士フイルムグループでは、
CSR活動の一環として、地球規模での

環境課題である「気候変動への対応」に
積極的に取り組んでいます。

富士フイルムエンジニア
リングによる支援例

お取引先様へのお願い

省エネ推進や再生可能エネルギーの導入など、
CO2排出削減に向けた取り組みをお願いいたします。

富士フイルムホールディングスは
「RE100」に加盟（2019年）

今後もCO2排出削減を加速させることで、
脱炭素社会の実現に貢献していきます。

富士フイルムグループは、気候変動への対応に
サプライチェーン全体で取り組むために、
お取引先様の省エネ活動などを積極的に支援していきます。
支援をご希望される場合はご連絡ください。
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4. お取引先様へのお願い事項
お願い事項のまとめ

(1) 企業行動憲章・行動規範の順守とセルフチェックへのご協力

• 当社の企業行動憲章と行動規範の内容をご理解の上、順守していただき
ますようお願いいたします。また、富士フイルムグループから行動規範を
お送りし、受領書へのサインをお願いする場合がありますので、
ご協力をお願いいたします。

• 貴社のCSRのお取り組み状況を把握するため、セルフチェック（CSR

アンケート）への回答をお願いする場合がありますので、ご協力ください。

(2) 責任ある鉱物調達に関するご協力

• 当社が実施する鉱物来歴調査にご協力ください。

• RMI等の業界団体から紛争フリーの認証を受けた製錬所から鉱物を調達
することを推奨いたします。

(3) 気候変動対応への取り組みに関するご協力

• 地球規模での環境課題である気候変動に対し、サプライチェーン全体で

取り組んでいきます。当社の方針をご理解の上、省エネなどCO2排出削減

施策の推進をぜひお願いいたします。
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本活動に関するお問い合わせは、
弊社調達担当者、もしくは下記にて承ります。

富士フイルムホールディングス（株）
ESG推進部 堀田、戸波

メールアドレス： ff_csr_contact@fujifilm.com

4. お取引先様へのお願い事項
弊社問い合わせ先
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＜ご参考＞ 富士フイルムエンジニアリングによる省エネ活動支援
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