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執行の方向性が社会の求める中長期的な価値に合致していることを担保する

対話を深化させ、より高次のコーポレート・ガバナンスを追求していく

株主・投資家との対話では、取締役会議長とCEOを分離
し、それぞれの役割を明確化したことにより、当社の取締役会
がどのように変わってきたかを問われます。当社の取締役会
では、上程基準に基づき、当社の重要な経営案件だけでは
なく、事業会社である富士フイルムおよび富士フイルムビジ
ネスイノベーション、ならびに両社の子会社の重要な業務執行
についても審議を行っています。当社は写真のデジタル化の
急速な進展による本業消失の危機を乗り越え、現在のヘルス
ケアを中心とした強固な事業ポートフォリオを構築してきま
した。その過程において、将来的に活用可能な技術・人材など
のアセットを熟知し、各事業に対して高い知見を有するメン
バーを中心として構成された取締役会が事業会社の執行の
決定に関与することには大きな意義がありました。当社の取
締役会がマネジメントボードとして有効に機能することで、
現在に至るまでのたゆまぬ成長を実現することができたと
言えます。一方で、取締役会ではこの1年間で、新たな脱炭素

取締役会議長メッセージ

昨年6月に取締役会議長に就任してから、1年以上が経ちました。
この間、取締役会のさらなる機能強化を目標に掲げ、
取締役会における議論をさらに活性化させるとともに、
コーポレート・ガバナンス向上のための施策を推進してきました。

持続的に成長し、
中長期的に企業価値を
向上させるための
仕組みをつくる

目標や環境戦略の策定、ESG指標の役員報酬への組み入れ、
政策保有株式の縮減、DXへの取り組みなど、コーポレート・
ガバナンスやサステナビリティに関する案件を数多く取り
扱ってきました。私が取締役会議長に就任してから1年間

（2021年6月29日～2022年6月29日）に開催された、全14回
の取締役会のうち、11回においてコーポレート・ガバナンスや
サステナビリティに関する議題を審議してきました。これは、
当社の取締役会が中長期的な視点を持っていることの証左
であり、私が昨年の統合報告書で申し上げた取締役会の役割、
すなわち、「業務執行の方向性が、社会の動向や社会が求める
中長期的な価値と合致していることを担保する」ことの実践
であります。今後さらに、当社の経営方針・経営計画に即して、
イノベーションを生み出し、競争力の源泉となる人的資本や、
当社の取締役および監査役に求められる経験・資質に関する
議論を深め、当社が持続的に成長し、中長期的に企業価値を
向上させるための仕組みを整えていきます。

本年4月に開催した機関投資家向け「環境戦略説明会（ESG
説明会）」では、私自身も取締役会議長の立場から、株主・投資家
の皆さまと対話をさせていただきました。当社の創業以来の
DNAである環境を重視する考え方や、製造段階で燃料を活用
した熱エネルギーが必要となることから、CO2排出量が多い
素材・化成品事業を有する当社が環境課題に取り組む難しさ
や意義をご理解いただけたと思います。同時に、新たに策定

した意欲的な脱炭素目標の達成に対する皆さまからの期待
を強く実感しました。これらも含め、株主・投資家の関心事や当社
に対する提言について、取締役会で報告の上、議論しています。
今後は、株主・投資家の皆さまとの対話に社外取締役が参加
する機会を、これまで以上に増やしていく考えです。そして、
引き続き、ステークホルダーとの建設的かつ実効的な対話を
重ね、より高次のコーポレート・ガバナンスを追求していきます。

代表取締役会長・取締役会議長
助野 健児

当社は2017年8月に2030年度をゴールとする長期CSR計画

「Sustainable Value Plan 2030 (SVP2030)」を策定しまし

た。4つの重点分野「環境」「健康」「生活」「働き方」と、事業活動の

基盤となる「サプライチェーン」「ガバナンス」の計6分野・15重点

課題を設定し、全社で目指すべき姿として、それらの目標に向け

た活動を推進しています。「環境」分野における数値目標（P75

参照）に加え、「健康」と「働き方」についてKPIとなる数値目標を

設定しています。具体的には、「健康」分野において、メディカル

システム事業の医療AI技術を活用した製品・サービスを、2030

年度までに世界196の全ての国・地域に導入し、医療アクセスの

向上に貢献します。また「働き方」分野では、ビジネスに革新をも

たらすソリューション・サービスの提供により、働く人の生産性向

上と創造性発揮を支援する働き方を5,000万人に提供します。

当社はこれらの目標やその進捗状況などにつき、当社Web

サイトや統合報告書、サステナビリティレポートなどを通して、

情報開示を行っています。また、当社の事業活動がステークホル

事業を通じて社会課題を解決するという明確な方針の下、社会

の発展に対する貢献と当社事業のさらなる成長を両立させる

考え方が、経営や企業文化の根幹に根づいています。2019年

6月に、ESGの取り組みを加速させるため、従来、経営企画部内に

置かれていたCSR部門を発展的に改組し、社長直下の組織と

してESG推進部を設立しました。ESG推進部は、富士フイルム

グループの経営の根幹にESGの視点を取り込むことやESGに

関する施策を社内に浸透させる役割を担いながら、グループ

全体のESG課題の検討・提案、活動実績の社外への情報開示、

基本方針

推進体制

ダーの要請や期待に応えているかを、さまざまな機会を通じて

検証し、事業活動全般に反映させています。

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活動支援、活動に対する進捗管理などを行っています。

また、当社社長を委員長とするESG委員会は、富士フイルム

グループのESGに関する重要事項についての意思決定を行っ

ており、その内容は取締役会にも報告されています。ESG委員

会は、委員長の当社社長、ESG・経営企画・人事の各担当役員、

および事業会社（富士フイルム・富士フイルムビジネスイノベー

ション）の社長で構成され、議題によって関連する役員・事業部長

などが審議に参加します。

富士フイルムホールディングス（株）

各社 ESG推進部門（富士フイルムホールディングス傘下のシェアード会社含む）

ESG委員会
富士フイルムグループのESGに関する重要事項の審議および決定

委員長 ： 富士フイルムホールディングス 社長
事務局 ： 富士フイルムホールディングス ESG推進部

富士フイルムホールディングス ESG推進部の役割

各社ESG推進部の役割

● ESG委員会事務局
● 富士フイルムグループの活動推進
　・ESG委員会決定の方針、戦略、重点課題・施策の展開と進捗管理
　・各社のCSR活動の支援（情報の収集と分析評価）
　・社会への情報開示とステークホルダーとの対話
　・コンプライアンス・リスクマネジメントの推進
● 富士フイルムグループ向け相談窓口の運営

● CSR活動計画の策定と実施
● コンプライアンス・リスクマネジメントの徹底と実践
● ステークホルダーとのコミュニケーション推進
● 富士フイルムホールディングスESG委員会へのCSR活動報告

事業会社

富士フイルム（株） 富士フイルムビジネスイノベーション（株）

企業理念

企業行動憲章に則った倫理行動

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

Sustainable Value Plan 2030

コーポレートスローガン

新たな価値の創造

持続可能な
社会

サステナブル社会の
実現に向けた取り組み

2030年までの長期目標として策定したCSR計画「Sustainable Value 
Plan 2030 (SVP2030)」に即して、サステナブル社会の実現に向けた
取り組みを富士フイルムグループ全体で進めています。
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2021年12月、パリ協定が目指す脱炭素社会の実現に向け、

新たなCO2排出削減目標を設定しました。新たな目標では、

2040年度までに自社が使用するエネルギー起因※のCO2排出

を実質的にゼロとすること（カーボンゼロ）を目指すとともに、原

材料調達から製造、輸送、使用、廃棄に至るまでの自社製品のラ

イフサイクル全体において、2030年度までにCO2排出量を

50％削減（2019年度比）します。購入電力についても2030年

までに50％を再生可能エネルギーへと転換していきます。

これらの目標達成のために、省エネルギーの推進と再生可能

TCFD提言に基づくシナリオ分析では、IPCC（気候変動に

関する政府間パネル）の報告書の中で示された代表濃度経路

(Representative Concentration Pathways:RCP)2.6～8.5

を下に、脱炭素社会に向けたより厳しい対策がなされ、2100年

リスク管理として、気候変動に関するパフォーマンスをグロー

バルで監視するシステムを導入しており、CO2やフロンなどの

温室効果ガスの排出量、使用エネルギー量などを拠点ごとに監

視することで、リスク抽出に活用しています。抽出されたリスク

はエネルギー戦略推進委員会で要因分析され、ESG委員会に報

告の上、対応についての意思決定を行います。気候変動に対す

るリスク評価のため、インターナルカーボンプライシング（ICP）

を活用し、想定される財務影響と今後の対応を検討しています。

また、TCFD提言に基づくシナリオ分析により、外的環境がもた

環境
気候変動への取り組みはグローバルビジネスへの参加資格であるという考えの下、
当社は脱炭素目標を引き上げ、2040年に自社が使用するエネルギー起因の
CO2排出をゼロにすべく、新たな環境戦略を推進しています。

気候変動への対応（TCFD提言に基づく情報開示）

エネルギーの導入を推進するほか、環境負荷低減に優れた製品・

サービスを社内認定する「Green Value Products」認定制度を

運用し、社会でのCO2排出削減に貢献していきます。

製品・サービスを通じた社会でのCO2排出削減貢献に関して、

2030年度までに社会でのCO2排出削減累積量90百万トンを

目指すほか、環境配慮認定製品Green Value Productsの

売上高比率を2030年度に60%へと高めることを目標として

います。

らすリスクについても対策を行います。

気候変動に関する課題、目標などはESG委員会にて審議・決定

の上、取締役会に報告されます。ESG委員会ではこれまでにTCFD

提言への賛同、SBT認証の取得など、気候変動に関するイニシア

チブへの参加のほか、新たな脱炭素目標や環境戦略”Green 

Value Climate Strategy”の策定について意思決定をしてき

ました。2021年度は、ICP導入および社内炭素価格の決定方法

についても同委員会にて審議の上、決定しました。

までの気温上昇が産業革命時期比で1.5℃に抑えられる「1.5℃

シナリオ」と、現状を上回る対策を取らず産業革命時期比で3.2～

5℃上昇する「4℃シナリオ」を設定し、評価しました。

※  製品の製造段階における自社からの直接排出（Scope 1）と他社から供給された電気・蒸気の使用に
伴う間接排出（Scope 2）。

指標と目標

リスク管理とガバナンス

戦略：シナリオ分析に基づくリスク・機会

環境

現状を上回る対策が取られず2100年までに平均気温が
産業革命時期比で3.2～5℃上昇するケース

脱炭素社会に向けた厳しい対策がなされ、2100年までの気温上昇が
産業革命時期比で1.5℃に抑えられるケース

4℃
シナリオ

1.5℃
シナリオ

事業リスク（物理リスク） 事業機会

異常気象による生産設備への影響や製品原材料の供給

停止、停電による工場停止などの物理リスクを認識していま

す。これらリスクに対しBCPの策定による生産拠点や原材料

調達先の分散化、自家発電設備による安定電源の確保など

の対策を進めています。

気温や降水パターンの変化による動植物の生息地域の

変化や個体数の減少・死滅が想定され、植物由来原材料の

供給の不安定化・価格高騰のリスクもあります。また、化石

燃料の枯渇により、石油由来原材料の供給の不安定化や

価格高騰も想定されます。富士フイルムグループでは植物

由来の原材料を使用するフィルムの薄手化や複合機の再生

活用（リユース）を進めるなど、資源使用量の削減によるリス

クの低減を図っています。

異常気象に社会が適応するためのシステム・製品・技術の需要が高まることが予想されます。

レンズの高精度加工製造技術を活用し、夜間や荒天時でも河川や海面を監視できる高感度

カメラや、高精度画像解析・AI技術を用いた橋梁、堤防などの劣化診断技術により、気候変動

への適応に貢献することが可能です。また、災害発生時には、災害発生時における自治体の罹災

対応プロセスのデジタル化により、自治体業務と住民の早期生活再建支援に貢献するソリュー

ションはその必要性が高まると予測しています。水不足問題に対しては、イオン交換膜などの

フィルトレーション技術を活用した、かん水や海水の淡水化などによって、飲料水や農業用水の

確保に大きく貢献できると考えています。

気温上昇は人々の健康にも大きな影響を与えます。感染症など想定外の疾病拡大による

医療従事者の負担増加や、台風や集中豪雨、熱波の発生頻度の増加により患者や医療従事者の

往来が困難になり、医療従事者が少ない国・地域において医療崩壊につながる可能性があります。

富士フイルムグループは、医療ITや医用画像診断・AI技術をグローバルで展開することで、医療

従事者の負担軽減や遠隔診断などの医療アクセス向上に貢献していきます。

事業リスク（移行リスク） 事業機会

脱炭素社会へ移行する過程で、炭素税

や炭素国境調整措置の導入による財務

リスクを認識しています。2021年度の

自社で使用するエネルギー起因のCO2

排出実績は1,053千トンでした。欧州連合

域内排出量取引制度（EU-ETS）などの

炭素価格をもとに、CO2の1トンあたりの

価格を11,000円と想定した場合、約116

億円の財務リスクとなります。富士フイル

ムグループでは、2040年度での自社で

使用するエネルギー起因のCO2排出ゼロ

に向けて、省エネルギー化と再生エネル

ギーの導入の両輪で脱炭素への取り組み

を推進しています。

社会全体のエネルギー利用効率を高めるため、社会に実装されるシステム・製品はエネルギー効率の高い

ものが優先して採用されるとともに、自然エネルギーの普及に伴い、蓄エネルギーのニーズも高まると考えられ

ます。富士フイルムグループでは、大容量磁気テープでのデータアーカイブストレージシステムによるデータ

保存時の使用電力削減や、省電力複合機などを提供することで、お客さま使用先でのCO2排出削減に貢献してい

ます。また、自然エネルギーを利用するためのインフラ保全を目的として、風力タービンのブレード欠陥を稼働中

に遠隔で点検診断可能な技術開発を、風力エネルギー供給会社と協働で進めています。さらに、コスト・容量で

従来の液体リチウムイオン電池に対して優位性のある準固体電池の開発を他社と連携して進めることで、電気

自動車や定置用蓄電池での実用化に貢献できるものと考えています。

自然エネルギーとの親和性により、大都市への集中型社会から地方への分散型社会へ移行するため、分散型社会での

生活や医療、事業活動を支えるソリューションが普及すると考えられます。医療ITや医用画像診断・AI技術を活用した医療

従事者支援、医療アクセス向上に貢献するソリューションに加え、ビジネスの側面において業務プロセスのデジタル化・自

動化、ペーパーレス化を促進するソリューションサービスは、リモートワークやハイブリッドワークといった分散型社会へ

の対応と省移動・省時間・省スペースによるCO2排出削減の両面から、当社の事業機会につながるものと考えられます。

脱炭素社会に移行する過程では、化石燃料の使用が避けられない産業におけるCO2捕捉や大気中のCO2

固定化が必要になります。この領域では、バイオエンジニアリング技術を活用した、水素酸化細菌によるCO2を

原料とした有用物質のバイオ生産が貢献できると考えています。

気候変動への対応
資源循環の促進
脱炭素社会の実現を目指したエネルギー問題への対応
製品・化学物質の安全確保

関連する
マテリアリティ

（重要課題）

従 来 2019年度
実 績

（単位：百万トン）

2020年度
実 績

2021年度
実 績

2030年度
目 標

16 20 24.5

90

削減貢献効果の大きい
製品・サービスの導入

CO2排出量

CO2排出量

削減貢献量

社会でのCO2排出削減効果の大きい製品・サービスの提供 社会でのCO2排出削減累積量90百万トンに貢献※

（自社による累積排出量の2倍を上回る貢献）
※  従来製品をCO2削減効果の高い当社の製品やサービス

に置き換えることで、社会でのCO2排出削減に貢献する
目標（2017年度以降の累計削減量）
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富士フイルムグループでは、「グリーンポリシー（環境方針）」

に基づき、全ての新製品・改良品で「環境配慮設計（プロダクト

スチュワードシップ）」に取り組んでいます。製品開発段階で、原材

料調達、製造、輸送、使用、廃棄のライフサイクル全体にわたって

環境負荷の定量的かつ客観的な評価を行い、より環境負荷の少ない

製品設計に努めています。2018年度から一定の環境配慮の基準を

満たした製品・サービスに対する「Green Value Products」認定

制度を運用しており、Green Value Products製品の全社売上

比率については、2030年度目標60％に対し2021年度では

30％となりました。2021年度は

自社製品のライフサイクル全体に

おけるCO2排出削減目標を、従来

目標 の2030年 度までに2013年

度 比45％削 減 から、「2030年 度

までに2019年度比で50％削減

（2013年度比65%削減相当）」へと上方修正しました。2021年度

の時点では、2019年度比で7.5％削減しています。また、社会で

のCO2排出削減として、2030年度までに累積90百万トンの

CO2排出量削減に貢献するという目標に対しては、2021年度で

累積24.5百万トンのCO2排出削減に貢献しています。

当社サプライヤーの9割が「chemSHERPA」を採用しています。

フロン類・揮発性有機化合物の排出や、有害廃棄物や汚染物質

については各国・地域の規制に基づいて厳重に管理し、事故の

未然防止を図っています。

生物多様性の維持・保全に対し、当社は「生物多様性の保全に

関する基本認識と行動指針」を制定し、事業活動における生物

多様性のリスクを評価し、それを最小化するよう進めています。

リスク評価の結果、リスクの高い分野として森林生態系に影響を

及ぼす「ビジネスイノベーションにおける用紙の調達」を設定し、

生態系・生物多様性や地域住民の人権に配慮した用紙調達の取り

組みを拡大しています。

製品開発時は、環境配慮設計に「生物多様性保全」の視点を組み

入れ、全ての製品化の過程で生物多様性評価を行っています。また

「植物由来原材料の調達に関する管理規則」を制定し、自然破壊や

人権侵害に加担しないことの管理を徹底しています。環境負荷の

最小化のための、事業場単位での活動も行っており、地域の環境保

全として、たとえば富士フイルム九州では南阿蘇村での地下水かん

養や白川上流域の植林に協力し、水資源の確保に寄与しています。

富士フイルムグループは、お客さまの手元にずっと残る写真を

祖業としていることから、販売時の法令を順守するのみならず、

将来にわたる環境への配慮を事業活動に根づかせています。

1975年には、当時国内では非常に先進的な取り組みとして、化学

物質安全性評価の試験組織を設置し、自主的に化学物質の安全

性を保証してきました。現在も、国際的に信頼性が認められた

安全性試験機関として、活動を続けています。具体的な活動と

して、重大な危険有害性や社会的な懸念が判明した化学物質を

「リスク管理優先物質」に指定し、法令に先行して自主的に使用

制限する管理を行っています。安全な化学物質への代替化、また

は使用量の削減によりリスクの低減を図っています。また、動物

実験代替法の推進として、化学物質の安全性評価に際し、動物

実験の代替法の共同研究への参画や開発に取り組んでいます。

さらに、製品に含まれる化学物質の情報管理において、国際規格

IEC62474に準拠した情報伝達の仕組み「chemSHERPA（ケム

シェルパ）」を利用し、この運用に参画するとともに、取引先、

サプライチェーンへの「chemSHERPA」の理解を促進する活動

を行い、製品の安全な取り扱い方法の普及を進めています。現在、

富士フイルムグループでは、水使用量削減、銀資源の回収再

利用、複合機の循環システム確立など、ライフサイクル全体の取り

組みにより資源循環を積極的に進めています。水資源に関しては、

当社の祖業である写真フィルムの製造において、清浄な水を多く

使用していたことから、早くから水投入量の削減や水のリサイクル

利用に取り組んできました。2030年度までに当社グループに

おける水投入量を30％削減（2013年度比）することを目標とし、

2021年度時点では14％の削減に至っています。地域住民や

NGO法人などのステークホルダーと共に環境を守る活動や

水源保護にも努めています。

富士フイルムグループは「富士フイルムグループ行動規範」に

おいて、「ダイバーシティの尊重と推進」、「差別の禁止」を掲げて

います。人々の多様性を前提とし、差別を禁止するとともに、互い

の人格と個性を尊重し刺激しあうことで新たな価値を生み出し、

豊かな社会づくりに貢献できる強い組織になることを目指して

います。国籍や性別などの属性にかかわらず、採用、昇格、処遇

などにおける機会は均等であるべきとの考えに基づき、社内の

仕組みやルール作り、運用を行っています。また、出産や介護な

どのライフステージの変化の際も、一人ひとりが仕事を通じた

成長の機会を逸することなくその多様性を生かして組織に貢献

できるように支援しています。

当社の長期CSR計画「Sustainable Value Plan 2030（SVP 

2030）」の「働き方」の領域において、「多様な従業員が活躍できる

ための仕組み・職場づくり」を重点課題の一つに挙げています。

具体的には、①優秀な外国籍従業員の登用、②女性の活躍推進、

③法定以上の障がい者雇用の維持、④育児離職率・介護離職率

ゼロの実現を目標として、働き方変革と多様性推進の取り組み

を進めています。富士フイルムグループの企業行動憲章・行動

規範には、多様性の尊重や差別の排除に関して明確に記述して

おり、その内容については24言語で従業員に周知するとともに、

eラーニングを通じて理解促進を図っています。

「多様な従業員が活躍している状態」を示す各指標に対して、2030年度に向けてはグループの基幹ポストにおける外国籍従業員比率

35％、役職者（管理職）に占める女性比率25％を長期目標に掲げています。優秀な外国籍従業員・女性従業員の役職者への登用推進や、

役職者候補の採用も強化していきます。障がい者雇用は、2016年度から継続して法定以上の障がい者の雇用率を達成しており、今後も

この水準を維持していきます。そして育児や介護の離職率においては、休職から復帰３年後の定着率100％を目指しています。

製品・化学物質の安全確保

社会でのCO2排出削減への貢献

資源循環の取り組み 多様性・働きがい・
健康経営

基本方針

化学物質管理

環境配慮設計（プロダクトスチュワードシップ）

水リスクへの対応：ステークホルダーとの協働

多様な従業員一人ひとりが個性や能力を発揮できる仕組みづくりを推進し、
変化が激しい事業環境においても果敢に変革に挑戦し、
社会に価値を生み出していく強い組織を目指します。

2021年度 2030年度目標

基幹ポストに占める外国籍従業員の比率 富士フイルムグループ 27.7% 35%

管理職に占める女性の割合
富士フイルムグループ※ 16.1% 25%

国内富士フイルムグループ 6.4% 15%

障がい者雇用率 国内富士フイルムグループ 2.47% 2.35%

※ 役職者の区分は現地法人ごとの定義に基づく

多様性

取り組み

生物多様性

多様な人材が長期的に活躍できる環境整備を推進し、一人ひとりが最大限に能力を発揮し、仕事を通じた成長の機会を逸する
ことなく組織に貢献できることを目指します。

健康 生活 働き方

多様な人材の育成と活用
働きがいにつながる環境づくり
疾病の早期発見/健康増進/健康経営の推進

関連する
マテリアリティ
（重要課題）

効果測定（KPI）
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2018年度からは、健康課題から抽出した

5領域（生活習慣病、喫煙、がん、メンタル

ヘルス、長時間労働）を重点課題と定めて

取り組みを進めています。

がん対策には、当社独自の先進技術を

搭載した内視鏡システムやマンモグラフィ

など、高品質な健康診断のサービスを従業

員に提供しています。

富士フイルムグループの健康経営責任者である当社人事部長

の下、グループ各社の健康推進部門を束ねる機能として人事部

健康推進グループを設置、グループ全体の健康増進施策の立案・

推進に力を入れています。

「富士フイルムグループ健康経営宣言」は全グループ会社に周

知し、国・地域の文化や習慣などの特性に合わせた活動を推進して

います。日本においては、健康保険組合、産業医、会社、従業員組織が

一体となって従業員の健康維持・増進活動に取り組み、2019年度

からは国内グループ会社で、健康経営責任者、健康経営推進責任

者、担当者を任命し、グループ横断での健康経営推進責任者会議

を開催、グループで一貫した方針の展開や情報共有を実施して

います。2022年4月には、当社の持つ最先端の医療機器による

健康診断を行う従業員向け健診施設「富士フイルムグループ健康

保険組合 富士フイルムメディテラスよこはま」を開設しました。

オープン・フェア・クリアな風土・幅広い事業領域/技術
ビジネスの基礎（コミュニケーション力、論理力など）/ITリテラシー・スキル

変化を作り出す企業になる

従業員エンゲージメントの向上

組織の成長 個の成長

多様な従業員一人ひとりが個性や能力を最大限発揮しながら100人100通りの＋STORYを紡ぐ

仕事の基盤を身に付ける 自己成長の基盤を身に付ける（+STORY）
課題形成力（STPD）・専門力・技能

自分が主体者として、
役割を超えて本質的な課題を考え、

周囲を巻き込み実行する

①変化は成長のチャンスと捉えて挑戦し
自律的に成長する

②上長は対話を通じて部下の価値観・考えを
理解しながら指導し、挑戦意欲を醸成する

Value from Innovationの実現

基本方針

労働安全衛生に関する取り組み

働く人々の安全確保と健康の推進が企業にとって最も重要な基盤であると考え、事業活動において全従業員の労働安全衛生を
最優先し、安全で働きやすい環境を確保します。

「富士フイルムグループ行動規範」の「労働安全衛生・健康推進

方針」において、安全で快適な職場環境の維持・強化を明示してい

ます。当社は、企業理念やビジョンを実践するための基盤となる

従業員の健康維持増進を経営課題とし、「労働安全は事業の原点

である」という考えの下、最優先で従業員の労働安全の確保に努め、

労働安全衛生・健康推進

安全衛生関連の諸法令の順守を徹底しています。加えて、M＆Aな

どにより新たに富士フイルムグループに加わった会社についても、

労働安全に関するデューディリジェンスを実施し、設備や作業に起因

する労働災害リスクの調査のほか、関連法規制の順守状況を事前

に確認した上で、労働安全リスクマネジメントを徹底しています。

「SVP2030」において「働きがいにつながる環境づくり」を目指しています。従業員一人ひとりが変化を成長のチャンスと捉えて、
挑戦することで、富士フイルムグループの成長を支えています。

働きがい

富士フイルムグループ　健康課題におけるKPI、中期目標と実績

富士フイルムグループの
人材育成の目指す姿

重点領域 KPI 実　績 中期目標
2022年度2021年度

生活習慣病対策
BMI値25以上（比率） 26.9％ 21％
HbA1c6.0以上（比率） 7.7％ 6％

喫煙対策 喫煙率 19.6％ 12％

がん対策 受診率

肺 99.4％ 100％
胃 81.9％ 100％
内）胃内視鏡 59.9％ 90％+
大腸 88.8％ 100％
乳 77.5％ 90％+
子宮 65.9% 90％+

2021年度
（　）内は化学工業平均※4

労働災害度数率※1
国内富士フイルムグループ 0.36（0.58）

海外富士フイルムグループ 1.4

労働災害強度率※2
国内富士フイルムグループ 0.006（0.01）

海外富士フイルムグループ 0.025

TRIR※3 富士フイルムグループ 2.07

※ 対象：富士フイルムグループ国内従業員（胃・大腸がん検診受診率は40歳以上）

※1 労働災害度数率（LTIR）＝

※2 労働災害強度率＝

※3  TRIR（総災害度数率）：100万時間あたり負傷者
数（不休労災＋休業·死亡労災）

※4  化学工業平均 出典：令和3年「労働災害動向
調査」（厚生労働省）

休業災害被災者数
延べ労働時間数 ×1,000

労働損失日数
延べ労働時間数 ×1,000

労働安全衛生に関するKPI

健康推進に関する取り組み

健康推進に関する効果測定（KPI）

労働安全衛生の取り組みの全

社目標として、重篤な労働災害を

ゼロにすることと、2030年度まで

に労働災害度数率を0.1以下に

することを定めています。

当社は、2020年度に安全の国際標準であるISO45001: 

2018に準拠した労働安全衛生規程を新たに制定し、海外を含む

全拠点で運用を開始しました。グループ全体の安全管理体制や

活動目標を明確化し、労働安全におけるさらなるガバナンスの

強化を図っています。安全衛生に関する労使協議や、チェック

リストによる職場巡視点検、新たな作業や作業方法を変更する

ときのリスクアセスメントにおける危険源の抽出と対策などの

活動を行っています。

さまざまな従業員教育をグローバルに実施し、「FF-WAY

研修／課題形成力強化研修」やDX人材の強化にも力を入れて

います。2021年度の研修実績は合計約158万時間（従業員一人

あたり約19時間）の実施、研修費用は約17億円でした。

2020年度にグループの全従業員にエンゲージメントを図る意識

調査を行ったところ、「富士フイルムグループで働いていることに誇

りを持っているか」という質問に対し、肯定的な回答が75％に上りま

個の強化のための人材育成では「自ら考え行動する」「成長と

変化に挑む」人材を目指し、従業員の課題形成力を引き上げると

ともに、資格役割に応じた研修・教育や選抜型研修、グローバル

リーダー育成研修などの教育機会も積極的に提供しています。

自己成長の基盤を身につける自己成長支援プログラム

「＋STORY」は、以下を目的として展開しています。

① 従業員一人ひとりが変化をチャンスと捉えて挑戦し、自律

的に成長する意欲を高めること

②上長が対話を通じて部下の価値観や考え方を理解しなが

変化を作り出す企業の実現には、組織の成長に加えて個の成長

がとりわけ重要です。人材育成の柱として、仕事の基盤を身につけ

る課題形成力の強化と、自己成長の基盤を身につける自己成長

支援プログラム「＋STORY」に取り組み、多様な従業員一人ひとり

が個性や能力を最大限発揮する組織の実現を目指しています。

した。同様に「現在の仕事にやりがいを感じているか」という質問に対

する肯定的な回答は67％でした。2020年度の調査結果に基づき、

各組織のリーダーが自組織の状態を深く分析し、従業員エンゲージ

メント向上策の立案と実行に十分な時間を振り向けられるように、

2021年度はこの調査を休止しました。今後実施する定期調査に

おいて、これらの指標の状況を把握し、従業員が職場や仕事に積極

的に関わり、熱意と能力をさらに生かせる環境を整えていきます。

ら指導し、挑戦意欲を醸成すること

目の前の仕事に一生懸命取り組む中で、やりがいや喜び、

感動、悔しさなどの感情と人との出会いを糧にしながら、従業員

一人ひとりのストーリーを積み重ねることを大切にしています。

一年に一度そのストーリーを振り返って上長と対話し、対話から

学びや気づきを得ることでさらなる挑戦へとつながります。上長

は部下の「＋STORY」をどうサポートしていくかを考えるなど、

従業員一人ひとりのストーリーにさまざまな要素をプラスして

いくサポートを行っています。

人材開発の方向性の共通の価値観となるのはSTPD(See-

Think-Plan-Do)強 化を柱とした「 富 士フイルムウエイ（FF-

WAY）」です。富士フイルムグループのビジョンの実現に向けた、

意識の転換と企業体質の変革に必要な要素が盛り込まれており、

全ての従業員へのFF-WAYの浸透が推進されています。

効果測定（KPI）

自己成長支援プログラム「＋STORY（プラストーリー）」の取り組み

基本方針

79  FUJIFILM Holdings Corporation INTEGRATED REPORT 2022  80

価値の源泉 目指す姿と推進力
特集

価値共創ストーリー
戦略と資源配分

サステナビリティ／
ガバナンス

データセクション



サプライチェーンにおける持続可能性向上のためのCSR調達

活動推進プログラムとして、①富士フイルムグループのCSRの

考え方の周知、②調達先評価、③調達先への改善要請と支援、

④調達先による改善活動という4つのステップから成る活動サイ

クルを推進しています。重要な調達先や中国やアジアなどの高リ

スク地域にある調達先にCSRリスク診断や自己評価（人権・労働、

環境、安全衛生、倫理、サプライヤー管理・BCP）を実施し、リスクが

あると判断した調達先には個別に実地での確認を行い、改善要請

や支援を実施することで改善を進めています。中でも中国・アジア

の調達先については、当社専門チームが現地でCSR取り組み状況

を確認し、改善アドバイスを実施する専門訪問診断を行います。

また、サプライチェーンにおける環境への取り組みでは、「化学

物質情報の共有」（P77参照）、「責任ある用紙調達」、「責任ある

植物由来原材料調達」を主要テーマとして、調達先との連携を含む

調達先に対しては、行動規範を周知し同意書の回収を実施

しています。

2021年度は204社から同意書を回収しました。2022年度は

350社からの回収を目標としています。またCSRセルフチェック

の回答回収率は90％以上となっており、診断後の支援としての

専門訪問診断は対計画実施率100％を目指しています。

また、診断結果は下記のとおりで、2021年度は評価結果に

おいて著しいリスクは認められませんでした。

富士フイルムグループは、より良い製品・サービスを適正な価

格で提供するために、全ての事業において生産と調達のプロセス

の最適化を追求しています。具体的な調達戦略として、①原価の

改善、②安定調達・安定供給（品質・納期）の継続的な実現、③調達

の事業継続計画（BCP）、の3つの観点を重視し、毎年目標・計画

を立案し、改善しながら調達活動を推進しています。安定調達と

事業継続を実現するためには、調達先における人権・労働、環境、

安全といったCSRリスクの低減も重要な要素であり、CSRに配慮

した調達活動を行っています。

取り組みを進めています。2021年度には、「植物由来原材料の調達

に関する管理規則」を制定し、環境・人権に配慮・管理された森林

資源などからのパルプやパーム油、さらには用紙についても調達

基準を定め、自然破壊や人権侵害に加担しないよう、サプライ

チェーン全体でのCSR調達の遵守に向けた管理を徹底しています。

CSR調達の推進

日本  52％

中国  22％

米州  12％

欧州  10％

アジアその他地域  4％

人権
人権声明と、その基盤となる「富士フイルムグループ
企業行動憲章・行動規範」の中で日々の事業活動において
人権を尊重することを宣言しています。

基本方針 人権デューディリジェンスに関する取り組み

効果測定（KPI）

富士フイルムグループは「人権の尊重」を企業が果たすべき責任と

捉え、事業活動における人権侵害リスクの評価と低減に必要な措置を

取っていくことを宣言する「人権声明」を、2018年にCSR委員会（現ESG

委員会）で承認、制定しました。調達先に対しても、社会的責任や企業倫

理の重要性を認識した事業活動を理解いただき、「調達におけるお取引

先へのお願い」として行動規範やガイドラインの遵守を依頼していま

す。富士フイルムグループは、ヘルスケア領域の事業拡大に伴い、

2020年7月には「富士フイルムグループ グローバルヘルスケア行動

規範」を制定しました。これは、患者の人権を尊重すること、医療関係者

との交流において適切性・透明性を確保することなど、基本原則を明確

にするものです。さらに、多岐にわたる事業分野で社会課題解決の取り

組みを加速すべく、AI技術を積極的に利活用するための基本的な考え

方として、2020年12月に「富士フイルムグループ AI基本方針」を制定

しました。発展途上の技術であるAIによって起こり得る倫理面その他の

リスクを認識し、基本的人権を尊重した事業活動を推進していきます。

国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に従い、当グループの

運営に関係する全ての事業活動を対象とした人権デューディリ

ジェンスのプロセスを定め、推進しています。具体的には潜在

リスク・顕在リスクがバリューチェーンのどこで発生するのか、

どのような人権課題が懸念されるのかの特定、予防・軽減策の

検討、情報開示などを行っています。

2019年度に人権課題を洗い出した結果、重点的に当社が

取り組むべきものとして、下記3つを特定しました。①調達先に

おける不適切な労働環境・労働慣行、②自社の従業員の長時間

労働や差別・ハラスメント、③ヘルスケア事業における治験参加

者の権利の侵害の３点を特定しました。

その後、2020年度に役員層での認識共有および議論を行い、

2021年度以降も重点課題を対象とした活動を継続しています。

調達先の労働環境に対する取り組みとして、一次取引先に

おけるCSRリスクが少ないことを確認してきましたが、製造拠点

の多い中国を重点実施地域としてリスク診断を継続し、問題が

発見された取引先において専門訪問診断により人権配慮の観点

から是正を行いました。2021年度の診断結果として、従業員の

労働・人権関連の管理システムの不備を発見し、調達先に改善を

要請しました。なお、現代奴隷における先住民の権利を侵害する

事例の発生や、国内外の直接雇用の外国籍労働者の労働環境に

関する問題発生の報告、自社従業員における重大な人権侵害案件、

さらには治験参加者におけるグローバルヘルスケア行動規範に

抵触する違反の発生は確認されませんでした。

基本方針

CSR調達の取り組み

効果測定（KPI）

CSRセルフチェック適合率

潜在的な人権課題の影響評価（既存事業におけるリスクマッピング）

適合率 説明 社数の率

90%以上 当社行動規範の要求レベルを
ほぼ満足している 77%

80%-89% 改善を要する項目が一部ある 18%

80%未満 改善を要する項目について
当社の支援を要する 5%

生産資材の調達額地域別比率

CSR調達の活動サイクル

富士フイルムグループのCSRの考え方の周知1

調達先評価2

調達先への改善要請と支援3

調達先による改善活動4調達先

鉱物紛争

結社の自由

自社従業員

腐敗防止

個人情報の保護

個人情報の保護

長時間労働
長時間労働

安全配慮

安全配慮
社会保障

差別
ハラスメント

強制労働
児童労働

差別
ハラスメント

消費者

患者の人権

製品安全

地域社会

環境保護

差別

②自社従業員の長時間労働や
　差別・ハラスメント

③ヘルスケア事業における
　治験参加者の権利の侵害

①調達先における不適切な
　労働環境・労働慣行

発生可能性

深
刻
さ（
規
模・範
囲
）

大

小
低 高

環境・倫理・人権などのCSR基盤を
サプライチェーン全体にわたり強化する

関連する
マテリアリティ

（重要課題） 健康 生活 サプライチェーン

責任あるサプライ
チェーンマネジメント

富士フイルムグループはグローバル企業として多岐にわたる
事業のバリューチェーンを通じて、CSR視点を取り入れながら
社会課題解決への貢献に取り組んでいます。サプライチェーン
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ビジネスイノベーションでは、2021年度、責任ある鉱物調達

への取り組みを強化しました。責任ある鉱物調達に関する方針の

周知と紛争鉱物来歴調査の強化のため、調達先向けCSRマネジ

メント・ガイドラインの改訂版を配布し同意書を回収（回収率

98％）したほか、RMAP（責任ある鉱物保証プロセス）の認証取得

製錬所比率は72％であることを確認しました。回答結果に基づき、

認証取得製錬所への切り替えと、高リスク製錬事業者利用の回避

を調達先に依頼しています。

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」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、富士フイルム

グループのサプライチェーン全体で責任ある調達を行うために、

経済協力開発機構（OECD）の「紛争地域および高リスク地域か

らの鉱物の責任あるサプライチェーンのためのデュー・ディリ

ジェンス・ガイダンス」の５ステップに則って管理をしています。

OECDの5つのステップに沿って、対象鉱物との関係が強い

製品が多いビジネスイノベーションでは年間計画の策定・調査

結果の集約・リスク評価結果に基づく対応などを行っており、

毎年Responsible Minerals Initiative (RMI:責任ある鉱物

イニシアチブ）が定める鉱物来歴調査、結果検証、原産国特定を

実施しています。こうした紛争鉱物問題に関するグループの

方針や取り組み内容・結果をホームページやサステナビリティ

レポートにて開示しています。

基本方針

取り組み

効果測定（KPI）

紛争鉱物

サプライチェーン領域で連携するイニシアチブ

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、

お客さまに安心して当社の製品・サービスをご利用いただくため

にも、各種イニシアチブに参加し世界の動向を適時・的確に捉

えています。サプライチェーン領域においては、国連グローバル・

コンパクト（UNGC）や一般社団法人電子情報技術産業協会

（JEITA）、RMIなどに加盟しています。JEITAでは「責任ある鉱物

調達検討会」に参加しています。RMIは紛争鉱物に関する世界的な

取り組みを主導している団体であり、当社はRMIとJEITAとの連携

によって責任ある鉱物調達への取り組みを強化していきます。

直近の活動として、2022年4月に富士フイルムビジネスイノ

鉱物の採掘や調達に係る人権侵害や環境破壊は重大な社会課題の一つと認識しており、グローバル社会の一員として、サプライ

チェーンを通じた責任ある公正な取引に取り組んでいます。

ベーションがResponsible Business Alliance (RBA)に加盟

しました。RBAは、電子機器業界のサプライチェーンにおいて、

労働環境が安全であること、労働者に対して敬意と尊厳をもって

処遇すること、環境へ配慮することを確実にするための基準を

規定しています。また、同社は一般社団法人 ビジネス機械・情報

システム産業協会（JBMIA）において、2022年4月に発足した

「責任ある企業行動検討委員会」のメンバーとして活動に参加して

います。JBMIAは、ビジネス機械とそれに付随する情報システム

産業の発展に貢献する団体で、「責任ある企業行動検討委員会」で

は、特にサプライチェーンにおける人権課題に取り組んでいます。

取締役会議長とCEOを分離し、それぞれの役割を明確化した新たな経営体制の下で、
当社のガバナンスがどのように進展したか。企業価値向上に向けて取締役会が
果たすべき役割を含め、社外取締役の皆さんに語っていただきました。

ガバナンスの進化

北村　当社は昨年、CEOと取締役会議長の役割を分離しまし
た。CEOは実質的には最高執行責任者であり、監督機能を持つ
取締役会の議長と役割を分離することは、ガバナンス進化の
方向性に沿った取り組みといえます。しかしながら、それが名目
だけの分離では意味がありません。当社は、ガバナンス強化の
ための議論をさらに活発化させていく、という助野議長の取締
役会運営指針に基づき、審議内容がより充実した印象を持って
います。取締役会では、脱炭素への取り組みやDX戦略など、
中長期の方向性に関するテーマにより多くの時間を割くように
なってきました。また、主要なM&A案件についても、検討初期の
段階から取締役会で報告されています。各議案についても、
取締役会に上程される前の社内での討議内容も共有される
ため、取締役会での実質的な議論が深まっていますね。
江田　M&A案件ではPMIの状況や投資前の予測との乖離に
対する分析についても報告があります。また、進行中の案件の

途中経過など必ずしも現時点で明確な結論を伴わない場合
でも、状況報告が行われます。こうした報告は、社内での議論の
コンテクストが得られやすく、かつそれを踏まえた判断が可能
になるため、監督機能の一層の強化にもつながっていると思い
ます。社外取締役の要望事項が取締役会の運営に反映され、
成果につながっていることを実感しますね。
北村　事業説明会や事業場視察、当社事業に関連するアナリ
ストレポートの共有など、取締役会事務局のサポートもより
充実してきました。昨年はコロナ禍で制約を受けていた事業場
視察も再開され、今年の4月にはイメージングの事業拠点である
大宮事業場を訪問しました。イメージングは、顧客に「楽しさ」を
提供するという機能を持つ事業なので、そこで働いている人たち
からも「楽しさ」を感じました。製品・サービスを生み出す現場の
良い雰囲気が印象に残りました。コロナ禍のため、この1年間
では大宮事業場のみとなりましたが、ぜひ事業場見学は続けて
いきたいですね。現場の人の話を直接聞くと、会社の潜在力を
実感することができます。
江田　事業説明会の実施回数も増え、各事業の課題や長期戦略

企業価値向上に向けた
さらなるガバナンス改革の推進

社外取締役
座談会

新たな経営体制の下で１年が経過しました。
取締役会の運営や審議における変化はありますか？
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中期経営計画の進捗

北村　「VISION2023」初年度の2021年度は、主要なKPIを
全て達成して非常に順調なスタートとなりました。放射性医薬
品事業の売却による事業の新陳代謝も図りながら、近年の
積極的な成長投資の成果としてヘルスケアが最大セグメント
になるなど、事業ポートフォリオマネジメントの視点では、中核
事業の創出・育成・高収益化を達成しつつあると見ています。
江田　中期計画の進捗は順調で、事業ポートフォリオの入れ
替えも、勇気ある意思決定がスピード感をもってなされており、
それが当社の成長につながっていると評価しています。一方、
グローバルな事業環境は地政学的なリスクの高まりを背景に、
一瞬にして先行きが見えなくなるリスクも孕んでいます。先行
きが不透明な中で、想定外の見直しが迫られるような場面で
も、どれだけ勇気ある意思決定を機動的に進めていけるかが
今後のチャレンジになるでしょう。

北村　健康や生命に直接関わるヘルスケアへの注力は、当社の
企業理念や存在意義に照らしても理解しやすく有意義ですが、健
康・生命に直結するからこそ「万が一のこと」が許されない分野で
もあり、今後も絶対的な安全を追求し続けることが課題です。ま
た、当社の従業員は自律・自発的な貢献意欲が非常に強いという
大きな強みがありますが、こうした人材のエンゲージメントを今後
も維持・向上させていくための努力が継続して必要だと考えます。
永野　昨今はVUCAの時代であり、従来のように経済面に
フォーカスしていれば良かった経営環境ではなく、地政学リス
クも含めた経営判断が求められます。平時においてもリスクが
顕在化したときのワーストシナリオを常に念頭に、打ち手を
考えていくことが大事です。また、当社については、事業は十分
グローバル展開を果たしているので、今後は世界に点在する
グループ各社の従業員それぞれの力をさらに一体的に活用
し、経営のグローバル化に結びつけていくところに、さらなる
伸びしろがあると感じています。
菅原　中期計画の進捗評価では、最初に立てた目標や計画を
どの程度達成したかどうかに議論が集中しやすいのですが、

すなわち組織に浸透した価値観、企業理念やパーパスに基づく
文化を基点に、従業員が生き生きと会社の目的に従って行動
し、顧客の支持を得て企業の成長につなげられているかを、
さまざまな角度から論議していくことだと考えます。
菅原　古森前CEO体制からバトンを受け継いだ新体制は今、
当社なりの取締役会の在り方を確立していく途上にあると
拝察しています。実際、取締役会の実効性向上に向けてはど
の企業も模索しています。私が知っている他社の事例では、
取締役会で議論すべきテーマの見直しを図り、個別の事項は
事前説明や書面決議を可能な限り活用することで、中長期での
技術動向や環境問題、地政学上のリスクなど、より大局的な
議論により多くの時間を割くように工夫しているケースもあり
ます。こうしたテーマであればこそ、社外の経験や知識、ネット
ワークが生かされ、執行に反映させることの意義が高まります。
　また私は、取締役会での社外取締役の指摘や執行側との
議論の内容を、当該案件を担当する従業員に共有することも
重要と考えます。執行のトップと社外取締役の間だけで意気
投合しても、あまり意味はありません。社外の人たちが自分
たちのテーマに対してどのような認識・意見を持っているのかを
執行に携わるさまざまな階層の従業員に知ってもらう機会と

して、事前説明や事業説明会の場などを活用することも有効
でしょう。先ほど永野さんから、「情報を全て共有する」とあり
ましたが、情報の出所を役員に限る必要はなく、いろいろな
階層の従業員からも共有されるような工夫をすると、双方に
とってより意義があるものになると思います。大きな組織に
なればなるほど、上層部と現場とが描く実像に乖離が生じや
すいものです。もし経営と現場との意識のずれが、経営上の
弱点になりうると感じれば、その懸念を執行側に共有することで
新しい好循環が生まれるきっかけにもなります。当社におい
ても、今後そうした役割を果たしていければと思っています。

取締役会の実効性

永野　日本企業は現在、コーポレートガバナンス・コードや資本
市場からの声などのさまざまな外圧の中で、あらゆるステーク
ホルダーに配慮した経営をすることが求められています。言い
換えれば、かつてに比べて経営の自由度は制限されつつあり、
野性味のある企業経営がしにくい環境になっていると感じます。
当社はそのような中でも、自律自制の文化を強みとして、事業
構造の転換を伴う自己変革を成し遂げました。自分たちの文化を
ベースに、従業員一人ひとりの力を束ねて経営した結果であり、
外形的にガバナンス体制を整えたから成し遂げることができた
わけではありません。やはりガバナンスを向上させる基本は、
議長やCEOがどのように当社の取締役会を運営したいか、ガバ
ナンスを経営にどう生かしていきたいのかという点に尽きると
思います。以前、助野議長から「議長の重要な仕事は取締役会で
フリーなディスカッションをできるだけ活発化させること。会議に
際しては空気を読まずに議案を読め、と社内でも言っている」

また「富士フイルムの常識が世間の常識から乖離してはいない
かを、社外取締役の知恵や力を借りながら確認していく。多様性
を取り込んで経営に生かしたい」との発言もあり、取締役会を
運営していく議長の意思がはっきりと伝えられています。

永野　私の経験からいえば、社外と社内の取締役は合わせ
鏡のようなもので、互いの実力以上のことは出てきません。
したがって、あらゆる情報を共有して社外から何でも意見を
言ってもらい、その中で、経営を強化するために必要な、社内
にはなかった視点を執行側が取り入れていく、またそうした
雰囲気をつくっていくことがとても大事だと感じています。
実効性の向上に向けて社外取締役に求められる役割は二つ
あります。一つは社内にない視点から個別のテーマについて
意見を言い、経営の中に反映させていくこと。もう一つは、
当社が持続的成長のサイクルをしっかりと回せているか、

などを執行役員や部門長から直接聞くことで理解が深まると
ともに、取締役会での当該事業関連議案の審議にあたって非常
に実感をもって活発な議論が行えます。また、大宮事業場見学で
は、さまざまな製品の担当者たちの情熱が伝わってきて、私も楽
しかったです。現場の訪問は、普段私たちが接する役員の方々
から感じられるトーンと現場の人たちの感覚との乖離がどのく
らいあるかをうかがい知る機会にもなります。役員から現場の
従業員まで事業への意識を共有するというのは難しいもので
すが、当社はその点、両者の意識が非常に近いと思っています。
キャリア採用者も多いし、M&Aにより新たな血が入ってくること
も多いため、当社の優れたDNAを大切にしながら、時代の流れと
ともに事業をアップデートしていくことが課題になると思います。

北村　指名報酬委員会での審議を経て、役員報酬にESG指標
として「CO2排出削減目標に対する達成率」を反映することを、今
年の3月の取締役会で決議しました。指名報酬委員会で議論を
開始した際、国内においてESG関連の非財務指標の導入事例は

少なく、日経500構成銘柄では66社のみ、さらにCO2排出量に
係る指標は11社のみという状況で、当社が先行的に導入する
ことの是非が論点の一つでした。中長期的な企業価値向上に向
けてESGが重要な経営課題であるという社内外の認識が高ま
る中、当社の取り組みの客観性・透明性を担保する上でも、脱炭
素目標に対する成果を役員報酬に連動させることがやはり重要
だという結論に達しました。また、社会課題に対する当社の感度
の高さを示す上でも、意義は大きかったのではないでしょうか。

指名報酬委員会の審議内容について
教えてください。

これまでのご経験を踏まえ、取締役会の
実効性向上に向けた提言を聞かせてください。

北村 邦太郎氏
三井住友信託銀行株式会社 特別顧問
アサガミ株式会社 社外取締役

菅原 郁郎 氏
元　経済産業省事務次官
トヨタ自動車株式会社 社外取締役
株式会社日立製作所  社外取締役

当社のガバナンスの在り方を
どのようにご覧になっていますか？

中期経営計画「VISION2023」の進捗状況を
どうご覧になっていますか？
今後の課題も聞かせてください。

社外取締役
座談会
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新任社外取締役 就任メッセージ

私は、2019年まで６年間、東京海上ホールディングスの
グループCEОを務め、現在は会長として、長年、保険ビジネ
スのグローバル展開、グループ一体経営の強化、グループ
カルチャーの浸透などに注力してまいりました。

当社の統合報告書やサステナビリティレポートには「環境、
健康、生活、働き方といった重点分野における社会課題の解決
を通じてサステナブルな社会の実現に貢献し、事業を持続
的に発展させる」という当社の事業の目的や価値創造ストー
リーが極めて明確に示されています。こうした考え方は、経営
に於ける私の長年の信念と合致しており、当社の取締役を
ぜひお引き受けしたいとの思いに至った理由の一つです。

私は取締役会の役割は、当社事業の目的実現のための
骨太の方針を論議し経営に反映することにあると思います。
取締役会を通じて、目的実現につながる企業文化の浸透、
人材開発、従業員の満足度など、当社が将来にわたって働き

やすく、個々の力を
発揮しやすい職場で
あり続けるための継
続的な取り組みにつ
いて、常に取締役会
の優先事項として論
議し、経 営に反 映し
たいと考えます。

私は自らの信念と
して、どんなに会社の規模が大きくなっても、それを動かして
いるのは一人ひとりの従業員であり、その従業員の成長と
会社の成長のベクトルを合わせて進むことが、最も大切で
あると考えています。ステークホルダーの皆様と共に、当社
グループが一層、世の中でなくてはならない存在として発展
し続けるよう、微力ではありますが力を尽くす所存です。

世の中でなくてはならない存在として
発展し続ける富士フイルムグループを目指して

富士フイルムグループの今後の発展のために
さまざまな角度から議論を尽くす

私は、1981年に通商産業省に入省し、2017年に事務次官を
最後に官庁を離れるまでの37年の間、産業政策、通商政策、
技術政策、環境・エネルギー政策などさまざまな角度から
日本経済の発展に尽力してきました。

この間、バブルの崩壊や米国との熾烈な通商摩擦、リーマン
ショックなどの荒波に直面し、また、新たな技術の急速な台頭
により競争条件が激変する中で、日本企業の栄枯盛衰を目の
当たりにすることができたことは、私にとって貴重な財産と
なっています。

多くの企業が国内の同業他社との競争に明け暮れたり、
M&Aを通じて不案内なビジネスに手を出して失敗したりする
中で、富士フイルムは常に世界市場で勝ち抜くことに目線を
置き、自社の強みがどこにあるかを忘れることなく、新たな
技術を積極的に取り入れることで、ヘルスケアやビジネス
ソリューション事業などにウイングを広げることに成功して
きました。

今、世界は激変の中にあります。これまで前提としてきた

貿易・投資ルールが
通用しなくなり、環境
規制やデータ保護規
制などのルール策定
への対応、経済合理
性を無視した国と国
とのぶつかり合 い、
パンデミックや大規
模 自 然 災 害 の 発 生
リスクなど、新たな、時として予測困難な課題に、柔軟かつ
果断に対応していけるかどうかが企業の生死を左右する
分岐点になります。

そうした中、会社の将来を決める問題について、さまざまな
角度から検証し議論を尽くすことで誤りなきようにすること
こそが取締役会の重要な使命です。社外取締役として私の
これまでの経験や知見を生かすことで、富士フイルムグループの
今後の発展に貢献してまいります。

永野 毅 氏
東京海上ホールディングス株式会社 取締役会長
セイコーホールディングス株式会社 社外取締役
東海旅客鉄道株式会社 社外取締役

菅原 郁郎 氏
元 経済産業省 事務次官
トヨタ自動車株式会社 社外取締役
株式会社日立製作所 社外取締役

さらなるガバナンスの強化に向けて

私がそれと同じくらい重視しているのは、「本来、目標または
計画として立てるべき事項だったのだが、それが認識できて
いなかったものはないか」という視点です。時間は巻き戻せま
せんから、やらなかったがために競合他社や世の中に後れを
取ることは、企業の将来に甚大な影響を及ぼすリスクといえ
ます。皆さんも挙げられたリスク要因や、新たな技術の急速な
普及などを背景にして、投資の時機を逸していないか、未着手
の研究開発テーマなどがないか、社内からの視点だけでは
気づきにくいところもあると思いますので、そこをしっかりと
押さえて長期ビジョンの策定や次期中計に織り込めるよう、
貢献していきたいと思います。

江田　私が社外取締役を務めてきたこの4年間でも、当社の
変革は目に見えて進展しており、私は当社をとても良い会社だと
感じています。当社に対する私自身の理解もある程度深まって
きた中で、グローバルの潮流や生活者視点などからの私なりの
気づきを、今後も空気を読まずに発言し、当社のさらなる成長
につながるよう貢献したいと思います。
永野　当社は、外圧にもめげず我が道をしっかりと歩み見事に
自己変革を成し遂げており、素晴らしいと感じています。ただ、今の
時代は先が読めませんから、多様性を取り込まない手はありま
せん。経営の意思決定に限らず、従業員の多様な意見も活用し、
現有の強さをしっかり維持してほしいと思います。異なるバック
グラウンドを持つ社外取締役の一人として、社内の視点では

非常識なことであっても臆せず発言することで貢献したいと思い
ます。一方で経営は、どんなに社外の人間が声を上げても、執行側
がその気にならなければ強くなりません。多様な視点をどれだけ
感度を持って経営に取り込んでいくか、この取締役会が生きるか
どうかは、経営トップの意思一つで決まります。もう一つ、従業員も
その気にならないと経営の成果は表れません。従業員にまでサス
テナブルな経営のサイクルがしっかりと回っているのか、企業
経営者としての私の経験からしっかり見ていきたいと思います。
菅原　当社は変革に成功した企業として、日本の産業界でも
評価を得ています。成長分野と位置づける各事業もそれぞれ
の分野で世界のリーダー的存在になりつつありますが、先頭に
いるがゆえに未知の領域やリスクに他社よりも早く直面していく
という点で、厳しい戦いを強いられる場面も出てくると思います。
地政学リスクや技術リスク、政治リスクなど、私の持つネット
ワークから得られる知見や、先ほど申し上げた、やらなかった
ことのリスクなどを提示し、当社が柔軟に意思決定するための
材料提供で貢献したいと思います。持続的な成長を見据える
と、10年後、20年後に当社を支える今の若手・中堅の意識も重要
ですから、意見交換の機会などを通じて、次世代を担う層にも
外の風を当てる役割を果たせればと思います。
北村　社外取締役の重要な役割は、客観的に見て疑問を感じた
ときには指摘すること、そして日常生活においても当社事業に
関連する分野は関心を持って心に留め、一消費者としての視点
でも意見を述べていきたいと思います。
今後もイノベーションを通じた社会課題の解決を、“NEVER 
STOP”でやり遂げる当社の企業風土が保ち続けられるように
との期待を込めて、社外取締役として貢献していきます。

永野 毅 氏
東京海上ホールディングス株式会社 取締役会長
セイコーホールディングス株式会社 社外取締役
東海旅客鉄道株式会社 社外取締役

江田 麻季子氏
世界経済フォーラム 日本代表
東京エレクトロン株式会社 社外取締役

社外取締役として、どのような貢献を
していきたいと考えていますか。

社外取締役
座談会
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当社は、誠実かつ公正な事業活動を通じて、富士フイルムグルー
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おり、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位置づけています。

また、当社はコーポレートガバナンス・ガイドラインを制定・公表
しており、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という取締役会の
役割・責務と経営の基本方針を規定しています。

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
執行に関わる事項の決定、並びに業務執行の監督を行う機関と
位置づけています。定時取締役会を原則毎月1回開催するほ
か、必要に応じて臨時取締役会を開催しています。

取締役会の諮問機関として、CEOのサクセッションプランや取締役
の報酬制度等の手続きにおける客観性・透明性を確保することを
目的に任意で設置しています。活動内容は下記をご覧ください。

経営会議では、取締役会で決定された基本方針、計画、戦略に基づき、
重要案件やグループ全体に関わる施策等の審議を行っています。
なお、当社は業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を採用
しています。執行役員は、取締役会が決定した基本方針に従って、業務
執行の任にあたります。執行役員の員数は現在11名（うち、取締役の
兼務者が5名）で、その任期は取締役と同様に1年としています。

当社は、社外取締役の選任及び増員、コーポレートガバナンス・ガイド
ラインの策定、取締役会の実効性評価の実施などに取り組んできまし
た。これらに加え、中期業績連動型株式報酬（PSU）におけるKPI（重要
業績評価指標）として、ESG指標（CO2排出量目標に対する排出実績率）
を追加するなど、コーポレート・ガバナンスをさらに強化しています。

富士フイルムグループのESGに関する重要事項の審議及び決定を行う
ほか、グループ各社の重要なリスク案件について、グループ全体の観点
から、基本方針の策定と適切な対応策の検討・推進を行っています。

全社経営戦略及び事業戦略に適合するM&A案件を選定し、
適正なプロセス及び適切なスキーム、価格でのM&A実施のため
の審議を行います。また、M&A後の経営統合プロジェクト（PMI）の
進捗確認を行っています。

富士フイルムグループ全体のDX推進に関わる最高意思決定機関とし
て、CEOを議長、CDOを副議長とするDX戦略会議を設置しています。

富士フイルムグループ全体を俯瞰した技術ポートフォリオの策定、
技術戦略の構築を行っています。

基本的な考え方

当社コーポレート・ガバナンス体制のポイント

主な会議体・委員会の役割と活動

指名報酬委員会の活動

コーポレート・ガバナンス強化に向けた取り組み
機関設計

● 「監査役会設置会社」を選択
● 取締役会の諮問機関として、任意の指名報酬委員会を設置

取締役会
● 取締役の員数を12名以内とし、うち3分の1以上を独立社外取締役とする（現在11名、うち4名が独立社外取締役）
● 取締役会議長とCEOを分離し、監督機能を強化
● 取締役の任期は1年とし、取締役の使命と責任をより明確化

監査役会
● 監査役の員数を５名以内とし、うち半数以上を独立社外監査役とする（現在4名、うち2名が独立社外監査役）
● 監査役監査機能の充実を図るため、監査役会室（監査役スタッフ部門）を設置

指名報酬委員会
● 取締役会の決議により選任された3名以上の委員で構成し、その過半数を独立社外取締役とする
　（現在3名の委員のうち、委員長を含む2名が独立社外取締役）
● 委員長は、独立社外取締役とする

審議・報告内容

● 新株式報酬制度導入に関する審議
● 2020年度役員賞与の評価結果の報告
● 新株式報酬制度に係る株式報酬割当の報告
● 2021年度役員報酬（評価及び金額）の審議
● 中期業績連動型株式報酬（PSU）におけるKPI（重要業績評価指標）として、

ESG指標（CO2排出量目標に対する排出実績率）を追加することの審議
● 「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する

方針」の一部見直し

① 取締役会

② 指名報酬委員会

④ ESG委員会

⑤ M&A投資委員会

⑥ DX戦略会議

⑦ 技術戦略会議

③ 経営会議

2006年度～ 2015年度～ 2020年度～

機関設計

独立社外取締役
の比率向上

取締役会の
多様性確保

取締役会の
実効性向上

役員報酬設計

2006 持株会社体制へ移行　　　　　　　　2018 任意の指名報酬委員会の設置　  2021 CEO／取締役会議長の分離

2006 社外取締役選任
　　　　　　　　　　　2014 2名に増員
　　　　　　　　　　　　　　　　　2017 3名に増員、1/3以上確保
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2018 4名に増員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2018 女性取締役の選任　　　　　　　　　 2022 女性取締役の増員
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020 スキルマトリックスの公表

　　　　　　　　　　　　　 2015 コーポレートガバナンス・ガイドラインの制定
　　　　　　　　　　　　　 2015 取締役会の実効性評価を開始
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2019 外部機関を活用した実効性評価を実施

　　2007 ストックオプション制度導入
　　　　2009 役員退職慰労金制度の廃止

2021   譲渡制限付株式報酬及び中期業績連動型株式報酬に
よる株式報酬制度の導入（ストックオプション制度の廃止）

　　   2022   中期業績連動型株式報酬のKPIとしてESG指標を追加

取締役会の諮問機関である指名報酬委員会は、原則年１回以上
開催し、CEOのサクセッションプラン及び取締役の報酬に係る基
本方針・手続き等を審議し、審議内容を取締役会に報告していま
す。取締役会の決議により選任された3名以上の委員で構成し、
独立社外取締役より委員長を選任することで、客観性・透明性を
強化しています。

2021年度は3回開催され、指名・報酬に係る以下の内容を審議
しました。なお、それぞれの実施回に全ての委員が出席しました。

コーポレート・
ガバナンス

富士フイルムグループは、ガバナンスをマテリアリティの一つとして
位置付けており、オープン、フェア、クリアな企業風土の下、
ガバナンス体制のたゆまぬ改善に取り組んでいます。

詳細については下記をご覧ください。
有価証券報告書

コーポレート・ガバナンス
https://data.swcms.net/file/fujifilm-ir/dam/jcr:cf6eb9de-ee2d-4d53-bc83-d3b42b58a2db/S100OLEH.pdf

https://holdings.fujifilm.com/ja/about/governance

株主総会

② 指名報酬委員会

③ 経営会議

富士フイルム㈱、富士フイルムビジネスイノベーション㈱及びその他グループ各社

グローバル
監査部

コーポレート
コミュニケーション部

経営
企画部 経理部 法務部 ESG

推進部

監査役会

監査役会室
（監査役スタッフ部門）

会計監査人

① 取締役会

代表取締役社長
CEO

執行役員

代表取締役会長
（取締役会議長）

業務執行

●グループ経営方針・戦略の決定
●重要な業務執行に係る事項の決定
●業務執行の監督

ICT
戦略部 人事部 知的財産部

④ ESG委員会

⑥ DX戦略会議

⑤ M＆A投資委員会
※ コンプライアンス・リスク管理含む

⑦ 技術戦略会議

コーポレート・ガバナンス
体制図
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●取締役候補
取締役候補者は、各取締役が多様な観点から積極的に意見を

交わし、自由闊達な審議を可能とするため、人種、民族、国籍、性別、
年齢を問わず、人格及び識見、豊富な職務経験、国際経験、当社
グループの事業及び取り巻く経営環境に対する深い洞察力、
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て選定します。
●監査役候補

監査役候補者は、人格及び識見、豊富な職務経験、会社経営・
財務・会計・法律などの分野に関する相当程度の知識などを
総合的に考慮して選定します。

当社は、取締役、監査役、CEO及び執行役員の候補者を、当社
コーポレートガバナンス・ガイドラインに定められている基準を
考慮し、取締役会において選定します。CEO候補者の選定におい
ては、取締役会の諮問機関である指名報酬委員会において審議
された資質を総合的に考慮します。2018年に指名報酬委員会
を設置して以来、毎年、CEOの継続可否とCEOに必要な資質を
勘案して作成された後継候補者リストについて、委員会で審議
してきました。2021年2月開催の当委員会において、同年6月を
もって代表取締役会長・CEO退任の申し出があった古森重隆氏の
後任として、後藤禎一氏を代表取締役社長・CEOに指名すること
について審議し、3月開催の取締役会に答申しました。

●社外役員
取締役候補、監査役候補のいずれについても、社外役員には、

第三者の視点や豊富な経験に裏打ちされた助言や質疑などを
通じて、取締役会及び監査役会などの審議の深耕に貢献する
役割を担うことを期待しており、そのための十分な識見、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
専門性などを総合的に考慮して選定します。また、社外役員に
は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・検証する役割を
果たすことも期待しています。

取締役・監査役候補の選任方針 CEOのサクセッションプラン

氏名・役位 指名報酬
委員会

2021年度の出席状況

   在任年数※1 当社保有
  株式数※1 性別

求める専門性及び経験※2

重要な兼職先・資格
取締役会 監査役会 グローバル

経営
重点事業

及び
業界経験

イノベーション
／技術／DX

財務・会計／
資本政策

  法務／
リスク管理

ESG
（環境・社会・
ガバナンス）

助野 健児 代表取締役会長・取締役会議長 〇
(委員) 14／14回 9年 23,600株 男性 ● ● ● ● 富士フイルム株式会社  取締役会長 

富士フイルムビジネスイノベーション株式会社  取締役

後藤 禎一 代表取締役社長・CEO 14／14回 4年 17,900株 男性 ● ● ● ● 富士フイルム株式会社  代表取締役社長・CEO 
富士フイルムビジネスイノベーション株式会社  取締役

岩嵜 孝志 取締役執行役員・CTO 14／14回 4年 13,500株 男性 ● ● ● 富士フイルム株式会社  取締役副社長・CTO 
CTO室長

石川 隆利 取締役 14／14回 3年 13,700株 男性 ● ● ● 富士フイルム株式会社  取締役副社長 
ライフサイエンス戦略本部長  兼  バイオCDMO事業部長

樋口 昌之 取締役執行役員・CFO 12／12回 1年 5,700株 男性 ● ● ● ● 富士フイルム株式会社  取締役  常務執行役員  経営企画部長 
富士フイルムビジネスイノベーション株式会社  監査役

浜 直樹 取締役 —
(新任)

— 5,600株 男性 ● ● ● ● 富士フイルム株式会社  執行役員  インクジェット事業部長 
富士フイルムビジネスイノベーション株式会社  代表取締役社長・CEO

吉澤 ちさと 取締役執行役員 —
(新任)

— 10,200株 女性 ● ● ● 富士フイルム株式会社  取締役  常務執行役員 
コーポレートコミュニケーション部長  兼  ESG推進部長

北村 邦太郎 取締役（社外） ◎
(委員長) 14／14回 5年 — 男性 ● ● ● アサガミ株式会社  社外取締役

江田 麻季子 取締役（社外） 14／14回 4年 — 女性 ● ● ● 世界経済フォーラム  日本代表 
東京エレクトロン株式会社  社外取締役

永野 毅 取締役（社外） 〇
(委員)

—
(新任)

— — 男性 ● ● ● ●
東京海上ホールディングス株式会社  取締役会長 
セイコーホールディングス株式会社  社外取締役
東海旅客鉄道株式会社  社外取締役

菅原 郁郎 取締役（社外） —
(新任)

— — 男性 ● ● ● トヨタ自動車株式会社  社外取締役
株式会社日立製作所  社外取締役

花田 信夫 常勤監査役 14／14回 17／17回 2年 100株 男性 ● ● 富士フイルム株式会社  常勤監査役

川﨑 素子 常勤監査役 12／12回 13／13回 1年 2,200株 女性 ● ● 富士フイルム株式会社  常勤監査役

三橋 優隆 監査役（社外） 14／14回 17／17回 3年 — 男性 ● ● ●
公認会計士 
日本ペイントホールディングス株式会社  社外取締役 
スカイマーク株式会社  社外取締役

稲川 龍也 監査役（社外） 14／14回 17／17回 2年 — 男性 ● 高橋綜合法律事務所  弁護士 
住友大阪セメント株式会社  社外取締役

※1 2022年6月29日の第126回定時株主総会選任時点
※2 各人に特に期待される項目を4つまで記載しています。上記一覧表は、各人の有する全ての知見や経験を表すものではありません

取締役会・監査役会の概要

●社外役員の独立性判断基準
当社は、会社法および東京証券取引所が定める基準を勘案しつつ、

取締役会において、独自の「社外役員の独立性判断基準」を策定
し、当社Webサイト上で開示しています。

北村邦太郎氏、江田麻季子氏、永野毅氏、菅原郁郎氏、三橋優隆
氏、稲川龍也氏は、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」を
満たした独立性を有した社外役員です。また、東京証券取引所に独
立役員として届け出ています。

https://www.fujifilm.com/files-holdings/ja/about/
governance/about_governance_ff_governance_guideline.pdf

詳細は、「株主総会招集ご通知」をご覧ください。
▶https://ir.fujifilm.com/ja/investors/stock-and-shareholder/shareholders-meeting/main/02/teaserItems1/0/tableContents/04/multiFileUpload2_0/link/ff_irnews_20220531_001j.pdf

コーポレート・ガバナンス
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富士フイルムグループでは、取締役会の役割・責務として、経営の
基本方針、戦略及び重要な業務執行に係る事項の決定、並びに
業務執行の監督の実効性を担保するために、毎年、各取締役・各
監査役による評価・意見聴取などを実施し、取締役会で分析・評価・
改善策を審議した上で、その結果の概要を開示しています。なお、
透明性・客観性の確保を目的として、2020年4月公表分より、定期
的に外部機関へアンケート作成及び評価分析の一部を委託して
います。

●2022年4月公表の実効性評価の概要

取締役及び監査役の報酬等については、株主総会の決議により、
それぞれその総額（上限）を決定しています。また、当社では取締役・
監査役別に支給人員と報酬総額、さらに社内取締役ごとの報酬
総額を開示しています。

●取締役報酬
当社の報酬制度は、取締役に期待される役割・責任を適切に

果たすことを促し、インセンティブの一つとして機能することを
目的としています。取締役報酬の総額は、株主総会で決議した報酬
枠の範囲内とし、取締役に支給する報酬は、指名報酬委員会で
審議された報酬・評価制度の仕組みに従い、取締役会の決議により
決定します。当社の取締役の報酬制度は、執行役員兼務取締役
に対する使用人分給与及び使用人分賞与の金額を含めて設計
しています。支給する報酬は、固定報酬、短期業績連動報酬、中期
業績連動型株式報酬（パフォーマンス・シェア・ユニット）及び譲渡
制限付株式報酬で構成します。

●取締役の報酬等の内容
（１）固定報酬

固定報酬は、職位・職責に応じて決定しており、定期的に支給
しています。

（２）短期業績連動報酬
短期業績連動報酬は、執行役員兼務取締役に対する使用人分

賞与として、毎年一定の時期に支給しています。短期業績連動報酬
は、業績連動指標を基礎としてその額が算定される報酬等であり、
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、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、基準額の０％～150％の
範囲で支給額を変動させています。

当該指標を選択した理由は、短期的な業績目標への達成を動機
付け、中長期的に企業価値向上につながると考えられるためです。

2021年度の当該指標に係る目標値及び実績値は次のとおりです。

（3）中期業績連動型株式報酬（パフォーマンス・シェア・ユニット）
中期業績連動型株式報酬は、社外取締役を除く当社の取締役

（以下、「対象取締役」）に対して、中期経営計画上の指標である連結
売上高、連結営業利益及びROIC並びにESG指標等の達成率等に
応じて、基本支給株式数に対して０～150％の範囲で調整を行い、
当該調整後の株式数の50％に相当する株式を中期業績連動型
株式報酬として支給しています。加えて、当該調整後の株式数の
50％に相当する株式の時価相当の金銭を支給しています。職位別
の基本支給株式数は中期業績連動型株式報酬に関する規程に

●分析及び評価結果の概要
以下により、当社の取締役会は十分に実効性を発揮している、

と評価されました。
・経営基本方針・戦略の決定、および重要な業務執行にかかる

決定・監督に際して、取締役・監査役が重要視する要素・観点に
大きなバラつきはなく、取締役会でよく議論がなされており、
取締役会はその役割・機能を十分に果たしている。

・重要なM&Aの初期検討段階での審議、PMIの進捗状況の定期
報告、中長期的な課題(脱炭素)の審議がなされるようになり、
取締役会の役割・機能の充実化が図られている。

・社外役員への議案説明等の周到な事前準備に加え、新議長の
議事運営により、自由で活発な議論がさらに促進され、審議の
質がより一層向上した。

●実効性向上に向けた施策
今回の実効性評価の結果を受け、以下のような施策を講じることで、

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。
・サステナビリティ、社会における価値向上のための施策、DX

戦略、人材戦略等の中長期的課題について意見交換・議論する
機会を増加させる。

・取締役会における審議の質のさらなる向上のため、議案の背景
や、事情に関する情報や、社内議論の過程に関する情報の提供を
一層充実化させる。

・取締役会がその期待される役割・機能を果たすため、取締役・
監査役が必要な知識を習得し、見識を広める場を設ける。

・オンライン会議システムの有効活用による機動的な取締役会
の開催および事前説明実施、並びに効果的な議案説明等、
取締役会の運営の一層の効率向上や充実化を図る。

記載し、取締役会にて決定しています。当該報酬は、業績確定後に
付与することとしています。

当該指標を選択した理由は、対象取締役の株価上昇及び企業
価値向上並びに中期的な業績向上への貢献意欲を高めることに
つながると考えられるためです。なお、脱炭素社会の実現に向けて
2021年12月に設定した新たなCO2排出削減目標を達成するため
のインセンティブとして、2022年４月１日付で、業績評価指標にESG
指標（CO2排出量目標に対する排出実績率）を追加しています。

当該指標に係る目標値は、2021年度～2023年度の中期経営
計画「VISION2023」を対象期間とし、対象期間の最終年度で
ある2023年 度 の 連 結 売 上 高：27,000億 円、連 結 営 業 利 益：
2,600億円、ROIC：8.4％、ESG指標：11％減※（対2019年度比）と
なっています。なお、対象期間の終了は2024年3月末日となる
ため、業績評価指標の当期の実績はありません。
※ 自社が使用するエネルギー起因（Scope1＋2）のCO2排出量の削減率

（４）譲渡制限付株式報酬制度
社外取締役を除く当社の取締役（以下、「対象取締役」）に対して、

原則として毎事業年度、譲渡制限付株式を割り当てるために金銭
報酬債権を付与し、当該金銭報酬債権の全部を現物出資させる
ことで、譲渡制限付株式を発行または処分し、対象取締役にこれを
保有させるものです。当該金銭報酬債権は、対象取締役が当該
現物出資に同意し、当社と対象取締役との間で、譲渡制限付株式
割当契約を締結していることを条件として支給します。

本制度は、対象取締役に中長期的な企業価値の持続的な向上を
図るインセンティブを与えるとともに、株主視点での経営を一層
促すため、譲渡制限付株式の割当てを受けた日より、対象取締役が
当社及び当社の連結子会社の取締役、監査役、執行役員、フェロー
等及び使用人のいずれの地位も喪失する日までの期間に譲渡制限
を付しています。

●取締役の報酬等の構成
社外取締役を除く取締役の報酬等（執行役員兼務取締役の

使用人分給与及び使用人分賞与を含む）は、固定報酬、業績連動
報酬等（短期業績連動報酬＋パフォーマンス・シェア・ユニット）、
譲渡制限付株式報酬の配分比率が、55％：15％（短期業績連動
報酬：10％、パフォーマンス・シェア・ユニット：５％）：30％となること
を目安とし、各取締役の職位及び業績評価に基づき報酬等の額を
決定しています。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としています。

取締役会の実効性評価 役員報酬

評価対象
2021年1月から12月までに開催された取締役会

（計12回）

評価者
全ての取締役及び監査役

（計14名、12月末時点在任）

実施期間 2022年1月から3月まで

評価項目

• 昨年からの改善状況に関する項目
• 経営基本方針・戦略の決定、及び重要な業務執行に
係る決定・監督の議案審議に関する項目

• 取締役会の構成、審議及び運営に関する項目

評価方法
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し、
取締役会にて報告・審議

前回評価に基づく課題 改善の具体例

中長期的な経営課題やESGの取り組みについて
取締役会で議論・報告する機会をさらに増加する。

2040年度をターゲットとした新たな脱炭素目標に関する審議を実施。

取締役会で決議した重要なM&AのPMIや設備投資
の投資効果について、取締役会に報告することを
制度化する。

社内規程を改定し、（1）M&Aの初期検討段階で取締役会に諮ること、および（2）買収
完了後の一定時期にPMI進捗状況を取締役会へ報告することを制度化した。これに
基づき、ヘルスケア領域におけるM&A事案の初期検討段階での審議や欧州内視鏡
処置具製造販売会社のPMI報告を実施。

取締役会における議論の活性化、審議の質の向上の
ため、社内議論の過程に関する情報提供を増加させる。

当社取締役会に上程される議案のうち、経営会議やM&A投資委員会、または事業子会社
の取締役会の審議を経たものについては、その審議の概要を当社取締役会にて報告。

コロナ禍のため実施できなかった社外役員の事業場
視察をWEBの活用などにより実現させ、現場の情報
に触れることを通じて社外役員の当社経営および
事業に対する理解をさらに深化させる。

社外役員への情報提供活動として以下施策を実施。
（1）経営陣と社外役員の懇談会
（2）社外役員のみによる意見交換会
（3）週次での当社関連情報（アナリストレポート、ニュースリリース）の提供
（4）各種事業説明会
（5）事業拠点の視察

●前回の取締役会実効性評価（評価対象：2020年1月から12月までに開催された当社取締役会）結果を踏まえた改善

前事業年度の
実績値

当事業年度の
実績値

当事業年度の
目標値

連結売上高 ２兆1,925億円 ２兆5,258億円 ２兆4,400億円

連結営業利益 1,655億円 2,297億円 1,800億円

固定報酬
約55％

業績連動報酬
譲渡制限付
株式報酬
約30％

短期業績
連動報酬
約10％

パフォーマンス・
シェア・ユニット

約5％

※  上記を目安とし、各取締役の職位等に応じて決定することとしています。上記割合は、
第125回定時株主総会決議時の諸条件に基づいています

●取締役（社外取締役を除く）の報酬の構成
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●取締役の個人別の報酬
ⅰ）  取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針の決定方法

　取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針（以下、
「決定方針」と記載します。）につき、委員の過半数を独立社外
取締役で構成し、独立社外取締役が委員長を務める指名報酬
委員会の審議を経て、取締役会において決定しています。

ⅱ）  決定方針の内容の概要
　前頁の（取締役の報酬等の構成）及び（取締役の報酬等の
内容）に記載しています。

ⅲ）  当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針
に沿うものであると取締役会が判断した理由

当社グループは、取引の維持・拡大など事業上の必要性や当社の
中長期的な発展への寄与が認められる場合に限り、経済合理性を
検証した上で、政策的に株式を保有します。毎年、政策保有株式に
ついて、中長期的な観点から保有目的が適切か、保有に伴う便益や
リスクが資本コスト等に見合っているかを検証し、その検証結果を
取締役会において説明します。検証の結果、保有の合理性が認め
られないと判断した株式は売却していきます。2021年度についても
当方針に即して、2022年5月開催の当社取締役会において、検証
結果を報告しました。

＜具体的な議決権行使基準＞
政策保有株式に係る議決権については、株主としての権利を

適切に行使すべく、原則として、全ての議案に対して行使します。
議決権の行使にあたっては、政策保有の目的に合致しているか、保有
対象企業の企業価値及び株主価値の維持・向上に繋がるかなどを
個別に精査した上で、賛否を判断します。

企業活動を行うにあたっての基本的なポリシーとして制定された、
「富士フイルムグループ企業行動憲章」及び「富士フイルムグルー
プ行動規範」に基づき、法令遵守及び社会倫理に則った活動・行動
を、役員・従業員に徹底しています。また、ESG委員会及びコンプラ
イアンス専任部門を設置し、全グループ会社を対象とした23言語
対応の内部通報窓口の開設や国内外の全従業員を対象にした
コンプライアンス教育の実施など、富士フイルムグループ全体に
おけるコンプライアンスの意識の浸透と向上を図っています。

富士フイルムグループは、グループ全体のリスクマネジメントの
基本方針及びリスクマネジメント体制を「リスクマネジメント規程」
において定め、その基本方針及び体制に基づき、事業を取り巻く
さまざまなリスクに対して適切な管理を行っています。また、当社
及びその子会社は、個別の業務遂行において発生するリスク案件
についてリスクマネジメント規程に基づいて適切に判断・対処する
とともに、重要なリスク案件について、定められた手続きに従い、
ESG委員会に報告しています。

※  2021年６月29日開催の第125回定時株主総会の決議によるパフォーマンス・シェア・ユニット制度及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に伴い、同株主総会の
終結の時をもってストックオプションによる報酬支給制度（職務執行の対価として新株予約権を交付する制度）を廃止しています。

（注）１ 取締役の報酬等支給人員及び報酬等の額は、社外取締役の員数及び報酬等の額を除いています。また、監査役の報酬等支給人員及び報酬等の額は、
社外監査役の員数及び報酬等の額を除いています。

２ 新株予約権は、金銭による報酬等と異なり、金銭による報酬としての決済額は確定しておらず、また、価値の変動リスクを有しています。上記のストック
オプションの報酬額は、それぞれ異なる前提条件に従って第三者機関の価値算定により交付日での評価額を見積り、その評価額と交付個数に基づき
当事業年度に期間対応する部分について損益計算書に費用を計上した金額です。

３ パフォーマンス・シェア・ユニット制度及び譲渡制限付株式報酬制度による報酬等の額は、当事業年度に期間対応する部分について損益計算書に費用を
計上した金額です。

４ 取締役の報酬等支給人員には、当事業年度中に退任いたしました取締役１名が含まれています。
５ 監査役の報酬等支給人員には、当事業年度中に退任いたしました監査役１名が含まれています。
６ 社外役員の報酬等支給人員には、当事業年度中に退任いたしました社外取締役１名が含まれています。
７ 執行役員兼務取締役に対し、使用人職務の対価として支払った金額及びストックオプションの費用計上額を上表に含めて記載しています。なお、役員と

しての報酬等の額を（　）内に記載しています。執行役員兼務取締役のうち、使用人としての給与を支給した人員は６名であり、使用人としての賞与を
支給した人員は６名です。

８ 上記のほか、当事業年度中に退任いたしました取締役１名に対して、役員退職慰労金325百万円及び特別功労金500百万円を支給しました。役員退職
慰労金については、2009年６月26日開催の第113回定時株主総会において役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金の精算に関して決議されて
います。また、特別功労金については、2021年６月29日開催の第125回定時株主総会において決議されています。

詳細と、取締役の個別報酬については第126期有価証券報告書【役員の報酬等】をご覧ください。

●役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数（2021年度）

　取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、決定
プロセスの客観性・透明性を確保する観点から、指名報酬委員会
が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を
行っており、その答申を尊重して取締役会において決定してい
ます。このことから、取締役会はその内容が決定方針に沿う
ものであると判断しています。

●監査役報酬
監査役の報酬は、その役割と独立性の観点から固定報酬のみ

で構成しており、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。

リスク重点課題の設定及びリスク事案発生時の対応を議論し、リ
スク発生の回避及びリスク発生時の影響の極小化に努めています。
さらに、ESG推進部はそれらの情報を取締役・監査役に四半期ごと
に報告することで、リスクマネジメントの実効性を担保しています。

また、「内部統制システムに係る体制の整備の基本方針」に基づき、
内部統制システムを整備しています。毎年、内部統制システムの実行
状況について確認を行い、その結果を取締役会に報告しています。

2021年度には、「グローバル企業秘密管理規程」および「グロー
バル個人情報管理規程」を制定し、グループ全社に導入しました。
また、2021年8月から2022年度前半にかけて日本国内で施行
となる「改正薬機法」「改正個人情報保護法」「改正公益通報者
保護法」に基づき、国内各組織で法令遵守のための体制を構築
するとともに、従業員への教育を実施しました。

コンプライアンス＆リスクマネジメント体制図に関しては「サステナ
ビリティレポート2022」P28をご覧ください。
▶https://holdings.fujifilm.com/ja/sustainability/report

政策保有株式についての考え方

コンプライアンス及びリスク・マネジメント並びに内部統制の考え方

区 分 支給
人員

報酬等の種類別の総額（百万円）

報酬等の総額
（百万円）

業績連動報酬等 業績連動報酬等でないもの

金銭報酬 非金銭報酬等 金銭報酬 非金銭報酬等

短期業績
連動報酬 パフォーマンス・シェア・ユニット 固定報酬 譲渡制限付

株式報酬
ストック

 オプション※

取締役 8名 51
（－）

8
（8）

9
（9）

309
（154）

179
（179）

389
（389）

947
（741）

監査役 3名 －
（－）

－
（－）

－
（－）

42
（42）

－
（－）

－
（－）

42
（42）

社外役員 6名 －
（－）

－
（－）

－
（－）

55
（55）

－
（－）

－
（－）

55
（55）

計 17名 51
（－）

8
（8）

9
（9）

407
（252）

179
（179）

389
（389）

1,046
（839）

●政策保有株式の純資産比率※

10
（%）

※ 連結貸借対照表上の投資有価証券／純資産。富士フイルムグループは純投資目的の株式を
　 保有していません。
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ステークホルダー・エンゲージメント

富士フイルムグループは、グループ全体のリスクマネジメントの基本方針及びリスクマネジメント体制を定めた「リスクマネジメント規程」に基づき、
事業を取り巻くさまざまなリスクに対し、未然防止のための課題抽出とクライシス事案発生時の適切な対応を実施しています。特に平時における
リスク防止活動を強化しており、毎年全てのグループ会社が以下のプロセスでリスクを抽出し、それに対するアクションプランを策定しています。

2021年度の重点リスク課題
下記以外のリスク課題については「第126期有価証券報告書（【事業等のリスク】）」をご覧ください。

富士フイルムグループは、「富士フイルムグループ税務方針」に
基づき、事業展開している各国へ適時・適正に納税するとともに、
税務ガバナンスの維持・向上に努めています。現在、税務リスクに

関する問題は認識されておりません。「富士フイルムグループ税務
方針」は、「サステナビリティレポート2022」P26をご覧ください。
▶https://holdings.fujifilm.com/ja/sustainability/report

リスクマネジメント

税務コンプライアンス

当社では、トップマネジメントが積極的にIR活動に参画するなど、
IR活動の充実を通して投資家の皆さまとの信頼関係の強化を
図っています。また、当社の経営方針の継続的発信と、資本市場
からの意見を経営に役立てることにより、本質的な企業価値と
市場からの評価の乖離を抑えることに努めています。具体的には、
決算説明会や事業説明会などへのトップマネジメントの出席、
CEOによるラージミーティングを含むカンファレンスへの参加、
CEO・CFOによるスモールミーティングの開催、個別面談などを
通して国内外の投資家の皆さまとのコミュニケーションの強化を
図っています。

海外投資家の皆さまに対しては、当社Webサイトにて適宜英語
で情報発信するとともに、北米および欧州拠点のIR担当者から
コミュニケーションを図るなど、グローバルなIR活動を強化して
います。日本からも、Web・電話会議を活用して海外投資家の

皆さまと多くの個別面談を実施しています。
個人投資家の皆さまに対しては、富士フイルムグループの事業を

分かりやすく説明するコンテンツを当社Webサイトへ掲載すると
ともに、年2回発行する株主通信を通じて、継続的に情報発信を
行っています。

株主・投資家との対話

リスク項目 選定理由 　対 応

情報セキュリティ グローバルでの高度なサイバー攻撃の増加、富士フイルムグループにおけるデジタル化（DX推進、スマート
ファクトリー化等）、ヘルスケア関連等保持する重要技術情報の増加等による情報セキュリティリスクの高まり

社内ルールやリスク
管理体制の整備

各分野の教育の再徹底

ヘルスケア関連 富士フイルムグループにおけるヘルスケア事業規模の拡大、海外腐敗行為防止法（FCPA）違反による日本企業
の摘発事例、国内薬機法改正等から、より高い倫理性、透明性、公正性が必要

大規模自然災害 首都圏直下地震、南海トラフ地震、富士山噴火発生の可能性、世界的な異常気象、自然災害件数の増加

不正不祥事 リスク報告件数は減少傾向だが、一層の管理強化と教育の継続展開が必要

化学物質規制 近年の欧州、米国、中国での規制強化

輸出入管理 国際情勢の変化、米国を中心とする各国の法規制変更に伴う対応が必要

人権・ハラスメント グローバルなサプライチェーンを踏まえ、とくに海外サプライヤー従業員の人権についての取り組みが必要

製品安全・PL 開発途上国への市場拡大、及びこれらの国々での規制拡大

環境 気候変動抑制への規制強化、脱炭素製品要請の高まり

労働安全 労働安全意識の高まり、バイオロジカルマテリアルの取り扱い事業の拡大

個人情報保護 世界的な法令強化、2022年の国内個人情報保護法の改正に伴い、管理を強化

各社は右記の16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、毎年度、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※のリスク
マネジメント部門に報告する。

事業会社は提出された報告書を下に、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
ホールディングスESG委員会に報告する。

富士フイルムホールディングスESG委員会は、年度の重点リスク課題を審議、承認する。

年度の重点リスク課題を取締役会へ報告する。

リスクの抽出とアクションプラン策定のプロセス

リスク項目

① 経済情勢・為替変動による業績への影響
② 事業別環境変化・競合
③ 生産活動
④ 製品品質・製造物責任
⑤ 医薬品事業・再生医療事業
⑥ 物流
⑦ 特許及びその他の知的財産権
⑧ 企業買収・業務提携等
⑨ 人材の確保
⑩ 内部統制(不正不祥事の防止含む)
⑪   情報システム(情報セキュリティ、個人情報

保護含む）
⑫ 公的規制
⑬ 環境規制
⑭ 気候変動
⑮ 大規模災害
⑯ 新型コロナウイルス感染症の拡大

1

2

活  動 回  数

決算説明会 4

証券会社主催カンファレンスへの参加 17

事業説明会およびスモールミーティング※1 7

機関投資家との個別面談※2 419

※1 中期経営計画説明会を含む
※2 証券会社主催カンファレンスでの個別面談を含む

●主なIR活動状況（2021年度）

●決算説明会

●環境戦略説明会

●株主通信

●当社Webサイト「IR資料室」

詳細は、当社Webサイト「IR資料室」をご覧ください。

▲

https://ir.fujifilm.com/ja/investors/ir-materials.html

※ 富士フイルム、富士フイルムビジネスイノベーション

コーポレート・ガバナンス
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経営体制  （2022年9月30日現在）

取締役 取締役

監査役

略  歴

1977年
2002年
2012年

2013年
2016年

2021年

当社※入社
FUJIFILM Holdings America Corporation CFO
当社 執行役員 経営企画部長
富士フイルム（株） 取締役
当社 取締役
当社 代表取締役社長・COO
富士フイルム（株） 代表取締役社長・COO
当社 代表取締役会長・取締役会議長（現職）
富士フイルム（株） 取締役会長・
取締役会議長（現職）

重要な兼職の状況
富士フイルム（株） 取締役会長 ・ 取締役会議長
富士フイルムビジネスイノベーション（株） 取締役

略  歴

1983年
2008年
2013年

2014年
2016年
2018年
2021年

当社入社
富士医療器材（上海）有限公司 総経理
富士フイルム（株）
メディカルシステム事業部長
同社 執行役員
同社 取締役
当社 取締役
当社 代表取締役社長・CEO（現職）
富士フイルム（株） 代表取締役社長・
CEO（現職）

重要な兼職の状況
富士フイルム（株） 代表取締役社長・CEO
富士フイルムビジネスイノベーション（株） 取締役

略  歴

1981年
2009年

2014年

2016年
2018年
2020年

当社入社
FUJIFILM Electronic Materials U.S.A., Inc. 
社長 兼 CEO
富士フイルム（株）執行役員 
高機能材料開発本部長 兼 産業機材事業部長
同社 取締役
当社 取締役 執行役員 CTO・技術経営部長
当社 取締役 執行役員 CTO・CTO室長（現職）
富士フイルム（株） 取締役副社長・CTO・
CTO室長（現職）

重要な兼職の状況
富士フイルム（株） 取締役副社長・CTO・CTO室長

略  歴

1987年
2009年

2015年
2018年

2021年

当社入社
FUJIFILM Holdings America Corporation 
CFO
FUJIFILM Sonosite, Inc. President & CEO
当社 執行役員
富士フイルム（株） 取締役 執行役員
経営企画本部長
当社 取締役 執行役員 CFO
経営企画部長（現職）
富士フイルム（株） 取締役 常務執行役員・
CFO・経営企画部長

重要な兼職の状況
富士フイルム（株） 取締役 常務執行役員・CFO・
経営企画部長
富士フイルムビジネスイノベーション（株） 監査役

略  歴

1986年
2017年

2018年

2021年

2022年

当社入社
当社 執行役員 経営企画部 
コーポレートコミュニケーション室長 
富士フイルム（株）執行役員 
コーポレートコミュニケーション部長
同社 取締役 執行役員 
コーポレートコミュニケーション部長
当社 執行役員 コーポレートコミュニケーション部長 
ESG推進部長（現職）
富士フイルム（株） 取締役 常務執行役員 
コーポレートコミュニケーション部長 
兼 ESG推進部長（現職）
当社 取締役 執行役員（現職）

重要な兼職の状況
富士フイルム（株） 取締役 常務執行役員 
コーポレートコミュニケーション部長 兼 ESG推進部長

略  歴

1975年
2013年
　　　

2016年
2019年

2022年

東京海上火災保険（株） 入社
東京海上ホールディングス（株） 
取締役社長（代表取締役）
東京海上日動火災保険（株） 
取締役社長（代表取締役）
同社 取締役会長（代表取締役）
東京海上ホールディングス（株） 
取締役会長（現職）
当社 社外取締役（現職）

重要な兼職の状況
東京海上ホールディングス（株） 取締役会長
セイコーホールディングス（株） 社外取締役
東海旅客鉄道（株） 社外取締役

略  歴

2012年

2017年

三井住友トラスト・ホールディングス（株）
代表取締役社長
三井住友信託銀行（株） 代表取締役会長
三井住友トラスト・ホールディングス（株）
代表取締役
三井住友信託銀行（株） 取締役会長
三井住友トラスト・ホールディングス（株）取締役
当社 社外取締役（現職）

重要な兼職の状況
アサガミ（株） 社外取締役

略  歴

1978年
2011年

2012年

2017年
2019年
2020年
2021年

当社入社
富士フイルム（株）執行役員
エレクトロニクスマテリアルズ事業部長
当社 取締役
富士フイルム（株） 取締役 執行役員 
医薬品事業部長
同社 バイオCDMO事業部長（現職）
当社 取締役（現職）
富士フイルム（株） 取締役副社長（現職）
同社 ライフサイエンス戦略本部長（現職）

重要な兼職の状況
富士フイルム（株） 取締役副社長 ライフサイエンス戦略
本部長 兼 バイオCDMO事業部長

略  歴

1986年
2017年

2018年
2019年
2021年

2022年

当社入社
富士フイルム（株） 執行役員
ディスプレイ材料事業部長 
兼 高機能材料開発本部 副本部長
同社 取締役 執行役員 高機能材料開発本部長
同社 取締役 執行役員 インクジェット事業部長
同社 執行役員 インクジェット事業部長（現職）
富士フイルムビジネスイノベーション（株）
取締役 専務執行役員
同社 代表取締役社長・CEO（現職）
当社 取締役（現職）

重要な兼職の状況
富士フイルム（株） 執行役員 インクジェット事業部長
富士フイルムビジネスイノベーション（株） 
代表取締役社長・CEO

略  歴

1981年
2010年
2012年
2013年
2015年
2017年
2022年

通商産業省（現 経済産業省） 入省
経済産業省 産業技術環境局長
同省 製造産業局長
同省 経済産業政策局長
同省 事務次官
内閣官房参与
当社 社外取締役（現職）

重要な兼職の状況
トヨタ自動車（株） 社外取締役

（株）日立製作所 社外取締役

略  歴

2013年
2018年
2018年

インテル（株） 代表取締役社長
世界経済フォーラム 日本代表（現職）
当社 社外取締役（現職）

重要な兼職の状況
世界経済フォーラム 日本代表
東京エレクトロン（株） 社外取締役

略  歴

1983年
2006年
2013年

2017年
2020年

当社入社
富士フイルム（株）経理部 担当部長
当社 監査部長
富士フイルム（株）監査部長
当社 グローバル監査部長
当社 常勤監査役（現職）
富士フイルム（株） 常勤監査役（現職）

重要な兼職の状況
富士フイルム（株） 常勤監査役

略  歴

1983年
2016年

2019年

2021年

当社入社
当社 経営企画部 CSRグループ長
富士フイルム（株）CSR推進部長
当社 執行役員 ESG推進部長 兼 総務部長
富士フイルム（株）執行役員 ESG推進部長
当社 常勤監査役（現職）
富士フイルム（株） 常勤監査役（現職）

重要な兼職の状況
富士フイルム（株） 常勤監査役

略  歴

1983年
2004年

2008年

2010年

2012年

2018年

2019年

公認会計士登録
中央青山PwC トランザクション・サービス（株）

（現 PwCアドバイザリー合同会社） 代表取締役
あらた監査法人（現 PwCあらた有限責任監査
法人） パートナー
プライスウォーターハウスクーパース（株） 代表
取締役副社長

（株）あらたサステナビリティ認証機構（現 PwC
サステナビリティ合同会社） 代表取締役社長
PwCあらた有限責任監査法人
エグゼクティブアドバイザー
PwCサステナビリティ合同会社 会長
当社 社外監査役（現職）

重要な兼職の状況
日本ペイントホールディングス（株） 社外取締役
スカイマーク（株） 社外取締役

略  歴

1983年
2016年
2017年
2018年
2019年

2020年

東京地方検察庁 検事
最高検察庁 公安部長
高松高等検察庁 検事長
広島高等検察庁 検事長
検事退官
弁護士登録
高橋綜合法律事務所 弁護士（現職）
当社 社外監査役（現職）

重要な兼職の状況
高橋綜合法律事務所 弁護士
住友大阪セメント（株） 社外取締役

代表取締役会長・
取締役会議長

代表取締役社長・
CEO

取締役・CTO

取締役・CFO

取締役

取締役（社外取締役）

取締役（社外取締役）

取締役

取締役

取締役（社外取締役）

取締役（社外取締役）

常勤監査役 常勤監査役

監査役（社外監査役） 監査役（社外監査役）

助野 健児 後藤 禎一

岩嵜 孝志

樋口 昌之

吉澤 ちさと

永野 毅

北村 邦太郎

石川 隆利

浜 直樹

菅原 郁郎

江田 麻季子

花田 信夫 川﨑 素子

三橋 優隆 稲川 龍也

※  当社とは「富士フイルムホールディングス株式会社」および商号変更前の「富士写真フイルム株式会社」を指します
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執行役員

会長

助野 健児
社長・CEO

グループ最高経営責任者

後藤 禎一

執行役員・CTO

チーフ・テクニカル・オフィサー
CTO室長

岩嵜 孝志
執行役員・CFO

チーフ・フィナンシャル・オフィサー
経営企画部長
法務部、富士フイルムウエイ推進、物流 管掌

樋口 昌之
執行役員

コーポレートコミュニケーション部長 
兼 ESG推進部長
グローバル監査部  管掌

吉澤 ちさと

執行役員

調達＆機器生産部 管掌

福岡 正博
執行役員

経理部長 兼 総務部長

吉沢 勝
執行役員

ブランドマネジメント 管掌

堀切 和久

執行役員・CDO

チーフ・デジタル・オフィサー
ICT戦略部長

杉本 征剛
執行役員

知的財産部 管掌

柳原 直人
執行役員

人事部長

座間 康

データセクション06
103

104

109

111

財務分析と評価

連結財務諸表等

11年間の財務データ

5年間の非財務データ

112

113

114

社外からの評価

会社概要

第三者保証／

管掌役員保証

Chapter

経営体制  （2022年9月30日現在）
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