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富士フイルムグループが大切にすること
企業理念

ビジョン

わたしたちは、先進・独自の技術をもって、

オープン、
フェア、
クリアな企業風土と

最高品質の商品やサービスを提供する事により、

先進・独自の技術の下、

社会の文化・科学・技術・産業の発展、

勇気ある挑戦により、新たな商品を開発し、

健康増進、環境保持に貢献し、

新たな価値を創造する

人々の生活の質のさらなる向上に寄与します。

リーディングカンパニーであり続ける。

コーポレートスローガン

Value from Innovation
私たちはどのように行動するのか
行動規範

企業行動憲章
富士フイルムグループは、
次の6原則に基づき、
国の内外を問わず、
事業活

わたしたちは、
事業活動のあらゆる局面において、
コンプライアンスを重視

動の展開にあたっては、
人権を尊重し、
全ての法律、
国際ルールを順守し、
そ

し、
新たな価値創造に挑戦します。
ビジネスの利益や他者からの要求がコン

の精神を尊重します。その上で、
活動によって生じる影響に配慮しつつ、
イノ

プライアンスと衝突するときは、
コンプライアンスを優先します。
“オープン、

ベーションを通じて持続可能な社会の実現に向けて自主的に行動します。

フェア、
クリア”
の精神で臨む、
それがわたしたちの基本です。

１．
信頼される企業であり続けるために

・ 人権の尊重

２．
社会への責任を果たすために

・ 公正な事業活動

３．
あらゆる人権を尊重するために

・ 会社資産・情報の保全、保護

４．
地球環境を守るために

・ 環境の保全・保護

５．
従業員が生き生きと働くために
６．
さまざまな危機に備えるために

私たちはどのように実現していくのか
CSR計画

Sustainable Value Plan 2030
2030年度をゴールとする長期目標であり、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。
「事業を通じた社会課題の解決」
と
「事業プロセスにおける環境・社会への配慮」
の両面から、
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」
における目標を設定し、
サステナブル社会の実現に貢献することを目指しています。

中期経営計画

VISION2023
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2021年4月、富士フイルムグループは
「Sustainable Value Plan 2030」
の目標を実現するために、
ヘルスケアと高機能材料を中心に成長を加速させる具体的なアクションプランを策定しました。
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