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CEOメッセージ

社会により良い変化を
生み出し続けるために、
成長の種をまきながら、
事業の変革に挑んでいきます。
富士フイルムホールディングス株式会社
代表取締役社長・CEO

2021年度を振り返って

コロナ禍による価値観の変化や深刻化する気候変動をはじめとする社会課題に
企業として真正面から向き合ってきました。

人々が創造性を発揮し、働きがいを実感できる社会を実現して

非常に濃密な1年を過ごしてきました。
「富士フイルムグループ

いくために、大きな役割を果たしていけると考えています。

の未来を創る」
ことを自らの使命とし、企業価値を高めるために

もう一つの大きな変化として、
気候変動の問題も無視できません。
最近、
猛暑日の増加や線状降水帯による水害の多発など、
変化を
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下すCEOとしての一つひとつの大きな決断がまさに真剣勝負
であるということを改めて感じています。2022年6月には、
バイ

パンデミックや地政学的リスク、エネルギー問題など、世界

働き方の多様化が加速しました。それは富士フイルムグループ

実感することが増えています。このような変化が世界の各地で

オCDMO事業の成長を一段と加速させるべく、
欧米拠点に新た

経済を取り巻く環境は不透明な状況が続いています。2021

でも同様です。当社はものづくりの会社であり、従業員が直接

起こっているという危機感を抱いています。今後は、
食糧危機など

に総額約2,000億円の大規模な設備投資を決定しました。当社

年度を振り返って改めて感じるのは、
コロナ禍を経験して社会の

対面してパッションをぶつけ合うことも大切にしていますが、会

さまざまな問題に波及していくでしょう。
企業として真正面から真摯

の歴史をひもといても、
これだけの大型投資を連続して行った

在り方が大きく変容したということです。働き方の変化は典型的

社を離れて自宅や遠隔地で仕事をするといった多様な働き方

に向き合っていくべき社会課題であるという思いを強くしています。

例はありません。事業部門の立案した戦略をベースに、
CEOと

なものでしょう。在宅勤務やリモートオフィスなどを活用した

が、今後さらに社会に定着していくでしょう。その中で当社は、

FUJIFILM Holdings Corporation

私自身の振り返りとしては、昨年6月に社長・CEOに就任後、

して情報を集め、
熟慮の上で勝機を見極めて決断したものです。
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2021年度の業績

現場訪問を再開

大幅な増収・増益を達成し、過去最高益を更新。

富士フイルムグループには、長年培ってきた強い現場力があり、

事業ポートフォリオの再編も順調に進んでいます。

当社の競争力を支えています。

2021年度の業績は、売上高は2兆5,258億円、営業利益は

2026年度に1兆円に伸ばす目標を掲げています。

私は、かねて
「全ては現場に宿る」
という信念の下、現場を
自分の目で見て、嗅覚を働かせながら未来に向けた種をまき、

2,297億円、当社株主帰属当期純利益は2,112億円でした。

2021年度は、富士フイルムヘルスケア
（日立製作所の画像

新型コロナウイルス感染症の拡大前の2019年度と比べても、

診断関連事業を承継）
の連結効果に加え、内視鏡販売や成長

事業の進化と発展に力を尽くしてきました。ここしばらくは

大幅な増収・増益を達成するとともに、
営業利益と当社株主帰属

ドライバーであるバイオCDMO事業が好調でした。売上高

コロナ禍の影響もあってなかなか足を運ぶことができません

当期純利益で過去最高益を更新しました。その要因としては、

が8,000億円を突破するなど、計画に先立ってヘルスケアを

でしたが、2022年7月、欧州をはじめとする海外拠点を訪れる

コロナ禍の影響があった前年度からの着実な回復に加え、

売上高・営業利益ともに最大のセグメントに成長させることが

機会があり、現場で人と直接コミュニケーションを図ることの

ヘルスケアと電子材料の伸長があげられます。

できたのは、大きな前進でした。

重要さを改めて痛感しました。

当社は、2021年4月に2023年度を最終年度とする中期

また、
マテリアルズも電子材料事業の成長が牽引し、大幅な

イタリアでは、欧州でもトップクラスの大学病院の一つで

経営計画
「VISION2023」
を策定し、2023年度までにヘルス

増収・増益を達成しています。
「VISION2023」
の初年度は、
順調な

あるCity of Health and Science University Hospital of

ケアを売上高・営業利益ともに最大セグメントに拡大させる

スタートを切ることができ、
ヘルスケアと高機能材料を成長領域と

Turinを訪問し、AIプラットフォームREiLIの包括契約の調印

目標を公表しました。同時に、
ヘルスケアセグメントの売上高を

した事業ポートフォリオの変革にも確かな手応えを感じています。

式に出席したほか、
メディカルシステムやグラフィックコミュ
ニケーションなどの多くのお客さまとお会いし、お客さまが
抱える課題について有意義な議論をすることができました。
また、ベルギーでは電子材料関連の工場に初めて訪問し、

2022年度の見通しと課題

「VISION2023」の目標達成とともに、
社会的価値と経済的価値の両面での成長を目指します。

データセクション

▲C ity of Health and Science University Hospital of Turinでの
調印式にて
（© Max De Martino, X-photographer）

の普及を加速させています。EU圏内に拠点を設け、それらの
エネルギーを用いて製造することで環境の側面からの競争力を

オランダでは2021年12月に稼働を開始した細胞培養に必要

高めることができます。欧州において製造拠点を展開する優位

な培地の製造拠点を視察しました。どちらの工場も従業員

性を再認識しました。まさに
「百聞は一見にしかず」
です。

誰もが熱意を持って仕事に取り組んでおり、モチベーションの

国内の現場にも積極的に足を運んでいます。最近では、富士

高さを心強く感じました。EUでは、各国が再生可能エネルギー

フイルムの神奈川事業場 足柄サイトを訪問し、同サイトにある
5つの研究所や
「instax "チェキ”」用フィルムの製造工程を
視察しました。研究所では、独自性の高い技術の開発を着実

した、
中長期の戦略に沿って、
当社が正しい方向に進んでいると

に行っており、現 場 力 の 強さを改めて実 感しました。また、

確信しています。

「チェキ」は、この分野ではシェア100％を誇るオンリーワン

今後の主なリスク要因としては、半導体など部材の供給制約

製品。それを支えている技術力の高さにさらなる可能性を感じ

をはじめ、原材料や燃料価格の高騰があげられます。現在の

ました。私自身、
「 チェキ」
で撮った写真プリントをいつも持ち

ところ、為替の円安効果に加え、
コストダウンや値上げなどの

歩き、会う人に名刺代わりに見せたり、その場で
「チェキ」を

諸施策によってカバーできていますが、
いかなる困難に直面して

使って撮影してプレゼントしたりするなど、
コミュニケーション

も、その課題に真摯に向き合い、全ての事業がさらなる成長

を深めるツールとして活用しています。

と収益力向上に努めることで目標を確実に達成していきます。
私自身が今感じている富士フイルムグループの課題は、
「稼
げる力」
のさらなる向上です。付加価値の高い製品・サービスで

▲現場従業員とのコミュニケーションを大切にしています

継続的に価値を提供するビジネスモデルを作り上げて収益性
を高め、積み上げた利益で将来のために投資し、結果を出すと
いうサイクルを回し続けていく―このような企業の基盤とも
いえる
「稼げる力」があってこそ、社会への貢献と、従業員や
2022年度の業績は、引き続き増収・増益で、営業利益は2期
連続で過去最高益を更新する見込みです。2023年度の目標と
して掲げている売上高2兆7,000億円、営業利益2,600億円の

株主をはじめとするステークホルダーへの十分な還元が可能
になり、会社の持続的な成長を実現することができます。
今後も事業ポートフォリオを常に最適化していくとともに、

7月中旬にはインドを訪問し、
がん検診を中心とした健康診断
センター
「NURA
（ニューラ）
」
のオープニングセレモニーに参加

達成に対する手応えも得ています。サステナブル社会の実現

ビジョンとして掲げる
「オープン、フェア、
クリア」な企業風土

しました。
「NURA」
は、
私が社長に就任する前から立ち上げに携

に向けて2030年度をゴールとして策定した長期CSR計画

の下、
「 稼げる力」
を鍛えながら、社会的価値と経済的価値の

わってきたプロジェクトであり、
2021年2月に開設したベンガ

両面を追求した成長を目指していきます。

ルールに続き、
今回、
グルグラムに新設しました。
また、
3拠点目と

「Sustainable Value Plan 2030
（SVP2030）
」
をはじめと

19

医療格差のない社会づくりに貢献します。

FUJIFILM Holdings Corporation

▲グ ルグラムに開設した
「NURA」でのオープニングセレモニーにて
前列中央は、駐インド日本国特命全権大使 鈴木 哲氏
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なるムンバイにも10月に開設する予定です。がん罹患患者の

医療の質とアクセスの向上を目指す当社の取り組みを紹介しま

た従業員向けの医療施設を新設するなど、健康増進のため

「DX戦略会議」
を設置し、業務プロセスの変革や製品・サー

5年生存率は、
日本では約7割であるのに対し、
インドでは約3割※1

した。現在、世界中で実施される結核検診の検査から投薬治療

の体制を充実させています。当社の取り組みは、社外から高い

ビスへの応用など、グループ横断的に展開しています。先ほど

といわれています。インドでの同生存率が低い要因の一つと

までのデータをクラウド上で一元管理するソフトウェアを開発中

評価を得ており、
「 健康経営銘柄」
や
「健康経営優良法人」
に選

お話しした、AI技術を活用した健診センター
「NURA」などは

して、がん検診などの健診サービスが普及しておらず、がんの

であり、世界各地の結核対策の状況をリアルタイムで見える化

定されました。

それを具現化したよい例だと思います。DXへの当社の取り組

早期発見・治療を実現できていないことがあげられています。

することで、
さらなる貢献が可能になると考えています。

サステナブル社会の実現に向けたこれらの取り組みを効率

みも社外から高く評価され、
「 デジタルトランスフォーメー

「NURA」
は、
このような社会課題の解決に貢献する拠点となり

特別ゲストのビル＆メリンダ・ゲイツ財団 共同議長のビル・

よく迅速に展開していくためには、DXの推進も重要な経営

ション銘柄
（DX銘柄）
」
にも選定されています。

ます。インドでも注目度が高いほか、新興国の社会課題解決に

ゲイツ氏とのセッションでは、当社の取り組みの革新性が高く

戦略です。富士フイルムグループでは、私自身が議長を務める

※ 有効な治療法が確立されていない医療ニーズ

貢献する活動として評価いただき、
経済産業省が推進する
「イン

評価され、パートナーとして連携を強化していくことへの期待

ド太平洋地域サプライチェーン強靭化事業」
に採択されました。

が寄せられました。今後も世界の健康格差の解消や人々の

当社メディカルシステム事業は、
製品ラインアップに富士フイ
ルムヘルスケアのCTやMRIなどを加えたことで、医療現場の

健康の維持増進に貢献すべく、当社の製品・サービスを通じて
世界の医療の発展に向けて尽力していきます。

ニーズに対して、
ワンストップでのトータルソリューション提供
を可能にしました。さらに、当社の強みである画像処理技術

人的・知的資本の充実に向けて

事業ポートフォリオの変革を先導する人材の育成を強化しています。

とAI技術を組み合わせ、医療ITを核とした、付加価値の高い
人材育成については、最近、
リカレント教育といった言葉を

まで、それぞれの役割に応じ、必要なテーマに沿った教育を

よく耳にしますが、ある程度経験を積んだ従業員に新たな学び

展開しています。研修を経験した従業員の目の色が変わる

の機会を提供することは大切であると考えています。私自身、

様子を見て、その重要さを実感します。事業の変革を先導して

「モノからモノ+コトへ」
という話を社内でよくしています。

50代のはじめに、社会人を対象とした教育プログラムである

いく
「目利きの人材」
を育成していくためにも欠かせない機会

「NURA」
での新たなチャレンジには、未来に向けてまいてきた

「東京大学エグゼクティブ・マネジメント・プログラム」
に派遣

ソリューションをグローバルに展開しています。そのソリュー
ションの一つが
「NURA」
です。
私は、富士フイルムグループの今後の事業展開について、

種の萌芽を感じます。
8月中旬には、チュニジアで開催された第8回アフリカ開発
会議
「TICAD8」
の公式サイドイベント
「Global Health Action
活動～」
に登壇しました。私は、開発途上国で依然死亡率が
高い結核対策として、診断機器が不足している地域のプライ
マリーヘルスセンター
（一次医療機関）
に携帯型X線撮影装置
「FDR Xair」
やAI技術を活用した診断支援のソフトウェアを
展開することで、結核のスクリーニング検査をはじめとする

されました。この講座で学んだサイエンスリテラシーをはじめ

一方、知的資本については、
これからも継続して研究開発に

とする教養や思考のトレーニングが、社長に就いた現在に至る

積極的な投資を行うことによって、
さらに充実させていきます。

まで大いに役立っているのです。

言うまでもなく、研究開発力は富士フイルムグループにとって

富士フイルムグループでは、新入社員からマネジメント層

Japan～世界の保健医療水準を高めるための日本企業の

であると考えています。

成長の源泉であり、今後も変わることはありません。

▲Global Health Action Japanにて、ゲイツ氏とグローバルヘルス※2
の対策に向けて意見を交わしました
※1 国際がん研究機関
（IARC）
のデータベース
「GLOBOCAN 2020」
より
※2 地 球上の連鎖的な健康リスクの低減に向け、国境を越え、あらゆる
場所の保健医療水準を高めること

ステークホルダーの皆さまへ

社会にとって存在価値のある企業として発展していくために、
たゆまぬ挑戦を重ねていきます。

サステナブル社会の実現に向けて

私が入社した1980年代は、
写真フィルム全盛の時代であり、

自治体やパートナー企業との協業によって、ものづくりにおける

富士フイルムに対する社会の一般的なイメージは
「豊かな社会

創業の原点ともいえる写真フィルムの製造には、清浄な水や

や明るい家庭に貢献する会社」
といったものだったように記憶

空気が不可欠です。また、写真フィルムは撮影前に試すことが

しています。あの時代から40年余りが過ぎました。写真のデジ

できないというその特性上、お客さまに
「信頼」
を買っていた

タル化が進展し、写真フィルム市場が急速に縮小した2000年

だく製品でした。そのため、富士フイルムグループの企業文化

代に、
当社は写真フィルムで培った技術を棚卸しし、
応用可能な

として、
「 信頼」
と
「環境保全」
をはじめとするESG
（環境・社会・

また、
「健康」
もSVP2030における重点分野の一つです。当社

分野を吟味した上で、化粧品市場や医薬品市場といったライフ

企業統治）の考え方が根づいています。今後も、持続可能な

2022年3月、
富士フイルムは、
東京ガス株式会社と神奈川県

では2022年4月、ヘルスケアのバイオCDMO事業のための資

サイエンス領域に事業を拡げました。いわば、
「探索期」
といえる

社会の実現に向け、
“NEVER STOP”
の精神で社会により良い

南足柄市と共に、脱炭素社会の実現に向けた包括連携協定を

金調達として、国内では最大級となる1,200億円のソーシャル

時期です。続く2010年代は
「検証期」
として、それらの市場で特

変化を生み出し続けることのできる企業でなくてはならないと

締結しました。これは、企業とエネルギー事業者、地方自治体が

ボンドを発行しました。アンメットメディカルニーズ への対応や、

に当社が競争優位性を発揮でき、高い成長が期待できる分野

決意を新たにしています。

協業して、ものづくりにおけるカーボンニュートラルモデルの

医療アクセス向上などの社会課題の解決に尽力していきます。

を見極めていった期間といえるでしょう。そして、2020年代は、

確立を目指すものです。私自身もこの協議に参加し、環境課題

この
「健康」
については、ヘルスケア事業による貢献ばかりで

積極的な成長投資を通じて、
さらに強固な事業ポートフォリオを

できました。社会のニーズや価値観の変化とともに、
これからも

の解決に向けて社会が一体となって取り組んでいくことの重

なく、その事業の担い手である従業員の健やかな生活を守る

構築する
「成長期」
です。この間、当社の事業構造は大きく転換

事業の変革に挑み続け、いつの時代においても社会にとって

要性を改めて認識しました。環境課題への真摯な取り組みが、

ことも大切です。2022年4月には最新鋭の診断機器を揃え

してきましたが、
「 新たな価値を社会に提供し続ける」
という

存在価値のある企業であることを目指していきます。

カーボンニュートラルモデルの確立を目指します。
サステナブル社会の実現に向けて、私が最優先で取り組む
べきと考えているのが、冒頭にもお話しした
「環境」
です。
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富士フイルムグループの使命に変わりはありません。

FUJIFILM Holdings Corporation

今後企業として成長していくための必須要件なのです。

※

2021年度は増収・増益を果たし、
順調なスタートを切ることが
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価値の源泉

価値創造プロセス

サステナビリティ／

戦略と資源配分

今後も社会と価値を共創しながら、サステナブル社会の実現に貢献していきます。

投入資本

中期経営計画

重点分野
▶マテリアリティ

P25-26

Value from Innovation

Sustainable

Value Plan 2030 （SVP2030）

VISION

2023

環境

安定した財務基盤

健康

社会との共創価値

生活

働き方

お客さま

従業員

株主・投資家

取引先

地域社会

将来世代

行政・業界団体

NGO/NPO

2兆5,027億円

■

株主資本

■

有利子負債

■

スタンダード＆プアーズ（S＆P）格付

4,472億円
AA-

4 つ の セ グメ ント

先 進・独 自 技 術 と ブ ラ ン ド 認 知

事業ポートフォリオを最適化

21技術

■

基盤技術・コア技術

■

特許保有件数

53,894件

■

意匠保有件数

3,589件

■

商標保有件数

6,385件

■

世界における高いブランド認知度

ヘルスケア

96％

マテリアルズ

P47

P51

ビジネス
イノベーション

イメージング

P53

事業を通じた脱炭素社会の実現
価値共創ストーリー

P55
■

グローバルで多様な人材
人的資本

グループ従業員数

■

DX関連研修受講者数

■

海外従業員比率

75,474名

連結子会社数

280社

■

販売関連会社

158社

生産関連会社
設備投資

社内の環境配慮認定製品「Green Value Products」

■

東京ガス・南足柄市と「脱炭素社会の実現に向けた包括連携協定」締結

累計認定数203件

予防・診断・治療を通じた健康寿命の延伸
価値共創ストーリー
■

バイオCDMOのタンク容量（生産キャパシティ）

世界83カ国

■

新興国でのAIを活用した健康診断サービス展開

180kL

デジタル技術で安心・安全な社会の実現に貢献

技術と技術を融合

72社

P35

医療アクセスの拡大

■

イノベーションを創出

イノベーションを生み出し続ける生産力

■

■

医療AI技術を活用した製品・サービス展開

■

■

3％削減（2019年度比）

自社エネルギー起因のCO2排出削減率

52%

グローバルネットワーク

製造資本

7.5％削減（2019年度比）

■

約52,700名

新たな価値の創出・社会課題の解決
社会関係資本

P31

製品ライフサイクル全体での
CO2排出削減率

■

データセクション

ガバナンス

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・社会への配慮を図ってきました。

長期C SR 計画

知的資本

特集
価値共創ストーリー

富士フイルムグループは、投入した資本を生かし、イノベーションによる価値の創造によって、

サステナブル社会の 実現

財務資本

目指す姿と推進力

■

ひびみっけサービス登録社数(2022年6月30日現在）

■

自治体の罹災証明交付の迅速化に向けた

1,000社以上

住家被害認定調査の支援アプリの（無償）提供

1,552億円

ビジネスイノベーションによる働きがいの向上

ステークホルダーのニーズ・期待

資源の効率的な活用
自然資本

※ 2021年度（末）の実績値
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■

エネルギー使用量

■

水の投入量

22,531TJ

■

43.3百万t/年

■

生産性向上と創造性を発揮する働き方の提供

「Bridge DX Library」ソリューション

経営基盤

イノベーション

P57

コーポレート・ガバナンス

P89

2,930万人
103 種類

※ 2021年度（末）の実績値
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価値の源泉

富士フイルムグループが
目指す姿

ガバナンス

データセクション

重点施策を推進し、サステナブル社会の実現に貢献していきます。

VISION 2023

事業ポートフォリオの強化と
次なる飛躍への基盤を構築

売上高 2兆7,000億円
営業利益

VISION 2019

革新的な技術・製品・サービスを通じて
社会課題の解決に取り組み
サステナブル社会の実現に貢献

CO 2 排出削減

（2019年度比）

Value from Innovation
● グローバル規模の環境・社会の課題を
"イノベーション”
で解決する
● 事業を通じて、社会にポジティブな
インパクトを与える
● ステークホルダーとのコミュニケーションを
通じて、社会の期待に適切に応える

SVP 2030
売上高

3兆5,000億円以上

CO 2 排出削減

（2019年度比）

50％

（参考）2019年度比50%削減は、2013年度比65%削減に相当

11％

価値共創ストーリー

サステナビリティ

P74

P29

SVP2030重点分野／重点課題
（マテリアリティ）

1,866億円
25％

サステナブル社会の実現

2,600億円

売上高 2兆3,151億円

（2013年度比）

サステナビリティ／

戦略と資源配分

するために、2021年4月公表の中期経営計画
「VISION2023」
で定めた

ヘルスケア・高機能材料の
成長加速と持続的な成長を
可能とする事業基盤の構築

CO 2 排出削減

特集
価値共創ストーリー

「Sustainable Value Plan 2030 (SVP2030)」
で掲げた目標を実現

目指す姿の実現に向けたロードマップと重点課題（マテリアリティ）

営業利益

目指す姿と推進力

CO2 排出削減は自社が使用するエネルギー起因
（Scope1＋2）
を記載
（2030
年度の製品ライフサイクル全体でのCO2 排出削減目標は2019年度比50％）

環

康

❶
❷
❸
❹
❺

重点課題（マテリアリティ）特定プロセス
SVP2030では、2030年に想定される
「解決すべき社会・環境課題」
と
「富士フイルムグループの事業成長」の観点から

マテリアリティ分析（項目の重点評価・選定）
を行いました。

健

重点課題については定期的に見直しを行い、社会課題の解決により一層貢献すると同時に、

アンメットメディカルニーズへの対応
医療サービスへのアクセス向上
疾病の早期発見への貢献
健康増進、美への貢献
健康経営の推進

事業プロセスにおける
環境・社会への配慮

イノベーション

境

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

事業を通じた
社会課題の解決

富士フイルムグループが
貢献するSDGsの目標

従業員

当社グループの企業価値向上を図っていきます。

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

基本方針の明確化

事業戦略を踏まえた
社会課題の抽出

重要性評価

計画立案と
レビュー・承認

ISO26000やGRIをは
じめとする各種ガイドラ
イン、SDGsなどの外部
観点と全ての事業部に
よる課題解決の可能性
の両面からリストアップ

①事 業プロセスにおけ
る環境・社会への配慮
②事 業を通じた社会課
題の解決
の2つ のアプロー チで
評価

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
視点で捉え、
目指す姿を
明示

抽出された重点課題に
ついて関連する事業部
とすり合わせ、目標を設
定、ESG委 員 会 に て 審
議・承認の上、取締役会
へ報告後、全社方針とし
て取り組みを推進

▲

詳細は、
「 サステナビリティレポート2022」P10-13をご覧ください。 https://holdings.fujifilm.com/ja/sustainability/report
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生

活

働き方

❶ 安全、安心な社会づくりへの貢献
❷ 心の豊かさ、人々のつながりへの貢献

❶ 働きがいにつながる環境づくり
（ソリューション・サービス提供）
❷ 多様な人材の育成と活用

従業員
従業員

事業活動の基盤
サプライ
チェーン

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

ガバナンス

オープン、フェア、クリアな企業風土のさらなる浸透により、
ガバナンス体制を改善・堅持する
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価値の源泉

中長期のリスク・機会とマテリアリティ

メガトレンド

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

メガトレンドからリスクと機会を捉え、
マテリアリティとKPIを特定し、
SVP2030の目標達成に取り組んでいます。

• 大規模な自然災害や感染症パンデミックのリスク顕在化、気候変動による地球環境・生態系の変化、エネルギー・資源の枯渇化

• 人権への意識の高まり、個人の価値観の多様化と組織における多様性の重視

• 不安定な政治・経済情勢、紛争拡大による地政学リスクの高まり、国・地域間の格差拡大

• テクノロジーの急速な進化、DXの進展による新たな生活様式やビジネスの台頭、サイバーリスクの上昇

• グローバルでの少子高齢化の進展および労働人口の減少、人生100年時代の到来による働き方や老後保障の変化、健康寿命に対する意識の高まり

●気温上昇による異常気象
（豪雨、洪水、渇水、干ばつなど）
によるサプライチェーンの分断、工場停止

●異常気象に対し天候の監視・予測、建築物・水源地な
どのインフラ劣化診断をはじめとするシステム・製品・
技術の需要の高まり

●森林、植物の枯死による製品原料の不足
（紙：パルプ、
フィルム：セルロース）

●水資源への意識の高まりによる使用時ウォーターフ
リー製品
（無処理版など）
に対するニーズの増加

●高 齢化の進展や医療従事者の不足などによる、診療
支援や業務効率化に貢献するITソリューションニーズ
の高まり
●が んや希少疾患、遺伝子治療などを中心としたアン
メットメディカルニーズの高まり

健康

●副作用が少なく、高い効果が期待できるバイオ医薬品
市場の拡大

●化 石燃料の枯渇や、環境などESG意識の高まりによる
製品原料の不足

2021年度の主な実績

2023年度目標

2030年度目標

環境

●自社エネルギー起因
のCO 2 排出削減率

●自社エネルギー起因のCO 2排出削減率3％
削減
（2019年度比）
ヘルスケア＋6％
（2019年度比）
マテリアルズ＋2％
（2019年度比）
ビジネスイノベーション-21％
（2019年度比）
イメージング-13％
（2019年度比）
----------------------------------------------------■新 たな 脱 炭 素 目 標
（ 従 来 の 脱 炭 素 目 標を
10年前倒し）
と戦略
「Green Value Climate
Strategy」
を策定

■自 社 エ ネ ル ギ ー
起 因 のCO 2 排 出
削 減 率11%削 減

■自社エネルギー起因
のCO 2 排 出 削 減 率
50%削減

■医 療AI技術を活用
した 製 品・サ ー ビ
ス の 展 開 国・地 域
数100か国・地域
■最 大セグメントと
してさらなる伸長
■バ イ オCDMOの
タンク容量 337kL

■医 療AI技 術を活 用
した製品・サービス
の 展 開 国・地 域 数
196か国・地域
（全て
の国・地域）
■全 社売上に占める
ヘルスケアの構成
比50%
（1.75兆円、
全社売上3.5兆円）
■バ イ オC D M O の
タンク容量 658kL
（2026年度）

■全 社 売 上 に 占 め
るマテリアルズの
構成比27%

■電 子材料事業の成
長率2030年度まで
10%超（2021年度
→2026年度CAGR
11%、2026年 度 →
2030年 度CAGR
12%）
■電 子 材 料 事 業 の
売上高4,000億円
の達成

■お 客さまのDXに資
するビジネスソリュー
ション 売 上 を 年 率
+4%成長（2020年度
→2023年度）の達成

■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

マテリアルズ

❷資源循環の促進

ビジネスイノベーション

●自然災害などによる生産に必要な水の不足
●化石燃料使用時に発生する二酸化炭素への炭素税課金、
製造コスト増

イメージング

❸脱 炭素社会の実現を目
指したエネルギー問題
への対応

●製品ライフサイクル
のCO 2 排出削減率
●環 境配慮製品・サー
ビスの売上構成
●社 会でのCO 2 排 出
削減貢献量

❹製 品・化 学 物 質 の 安 全
確保

●医 療制度改革による大規模な医療行政の方針変更
●医 療機器における法規制の強化
●創 薬難易度の上昇
●技術革新によるバイオ医薬品のプロセス開発・製造受託
市場の競争環境の激化
ヘルスケア

●先 端治療の産業化の進展

主要なKPI

❶気候変動への対応

▼

●低消費電力製品の使用、
カーボンフリー生産品の選好
など、顧客の調達基準におけるCO2排出削減への取り
組みの組み入れ

重点課題
（マテリアリティ）

ヘルスケア

▼

●ビッグデータ時代に大量のデータを省エネルギー・
低コストで効率的に保管するニーズの拡大

主な関連セグメント

▼

当社のリスク

▼

環境

当社の機会

▼

重点分野

●感 染症パンデミックに対するワクチンや治療薬への
ニーズの増加

■脱炭素目標の達成度を役員報酬へ反映する
ことを決定

健康

●医 療AI技 術を活 用
した製品・サービス
の展開国・地域数

❶ア ンメットメディカ ル
ニーズへの対応

●全 社 売 上に占 める
ヘルスケアの構成比

❷医 療サービスへのアク
セス向上

●バイオCDMOのタン
ク容 量（ 生 産 キャパ
シティ）

❸疾 病 の 早 期 発 見 へ の
貢献

（2019年度比）

❹健康増進、美への貢献

●医 療AI技術を活用した製品・サービスの展
開国・地域数83か国・地域
●全社売上に占めるヘルスケアの構成比31.8%
（全社構成比）
→最大セグメントに成長
●バイオCDMOのタンク容量
（生産キャパシ
ティ）
180kL
----------------------------------------------------■富 士フイルムヘルスケアとのグループシナ
ジーを創出
（国内製造・北米販売拠点の統
合、
クロスセルの拡大）
■米 国・英国拠点のバイオ医薬品の原薬製造
設備の増強を決定

❺健康経営の推進

■オランダで培地の新工場が稼働。日米欧3
拠点で顧客の創薬・医薬品製造を支援する
グローバル生産体制を確立

●オンデマンド印刷の増加によるデジタルプリンティング
の需要拡大

●デジタルデバイスのコモディティ化

●スマートフォンの普及による画像ショット数の増加と
プリントニーズの拡大

●半 導体材料市場での競争環境の激化

●デジタルネイティブ世代に向けたアナログ需要の拡大
●映 像の高精細化、IoT化の進展、セキュリティ監視の
重要性増大に伴う高性能レンズ需要の増加

●サ イバー攻撃の脅威やリモートワークの普及などを
背景にした、
セキュリティ／ネットワークなどを強化した
ITインフラ環境の構築・運用

働き方

●経 済安全保障意識の高まりや経済ブロック化による
原材料調達リスクおよびサプライチェーンの混乱

●オフィス業務のDX・生産性向上を実現するAIやクラウド
を活用した業務ソリューション・サービス市場の拡大

●半 導体需給のひっ迫による部材調達リスク
●新 技術の実用化による代替素材との競争激化

マテリアルズ

▼

生活

生活

イメージング

▼

●有 機EL市場の成長による関連部材の需要拡大

●資 源価格高騰に伴う原材料費の上昇

❶安 全、安 心 な 社 会 づく
りへの貢献

FUJIFILM Holdings Corporation

●電 子材料事業の成長率
前年比+22.8%→半導体材料市場を超える成長率

●全 社売上に占めるマ
テリアルズの構成比

●全 社 売 上に占めるマテリアルズ の 構 成 比
24.8%
（全社構成比）
----------------------------------------------------■電 子 材 料 事 業 にお けるフォトレジ ストや
CMPスラリー、ポストCMPクリーナー、ポリ
イミドなど幅広い製品群の販売が伸長

❷心 の 豊かさ、人 々 の つ
ながりへの貢献

■高 機能材料戦略本部を新設。さらなる成長
に向けて、事業横断的な戦略機能を強化

●スマートフォンカメラの性能向上やハイエンドミラーレス
デジタルカメラ市場の競争環境の激化

「instax“チェキ”
」
用フィルムの生産設備を増強
■
し、生産能力を最大2割向上させることを決定

●リモートワークの定着や業務プロセスのデジタル化の
進展に伴うプリントボリュームの減少

働き方

●オフィス機器市場の成熟化に伴う、成長の鈍化・収益性
の低下
ビジネスイノベーション

❶働 きがいにつながる環
境づくり
（ソリューション・
サービス提供）
❷多様な人材の育成と活用
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●電 子材料事業の成
長率・成長投資額

●オフセット印刷市場における、想定を上回る需要の減少

▼

●５Gや自動運転など新たな通信・モビリティ技術の普及
などによる、半導体市場をはじめとした関連市場の拡大

●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
●ビ ジ ネ スソリュー
ション事業の成長率

●働く人の生産性向上と創造性発揮を支援
する働き方を2,930万人に提供
●ビジネスソリューション事業の成長率前年比＋1.0%
----------------------------------------------------■富士フイルムブランドによるグローバル展開
■新たな市場でオフィス向け製品の販売を開始
■H OYAのIT子会社を買収し、富士フイルム
デジタルソリューションズとして事業活動
を開始。DX領域の事業成長の加速に向け、
基幹システムの販売・導入支援を強化

INTEGRATED REPORT 2022

28

