
フィルム国産化への挑戦（ガラス乾板〜フィルム） カラー化への挑戦（白黒〜カラー）と、高品質なモノづくり文化の確立・システム化

1935 1936 1937 1940 1948 1950 1964

大日本セルロイド株式会社から
写真フィルム事業を継承し

「富士写真フイルム株式会社」を設立
国産初の映画用ポジフィルム を初出荷

富士レントゲンフィルム

富士プロセスフィルム
（製版用フィルム）

富士ハンガー型
自動現像機ＸＰ－1

電子顕微鏡による
ハロゲン化銀解析（研究所）富士引伸機B型フジカシックスＩＡ 富士カラーフィルム

航空写真用レンズ
フジＦ5  50cm

射点観測写真機

印画紙  ベロナ

富士クロームフィルム

現在につながる
コア技術

イノベーションの進化
1934年の創業から現在に至るまで、基盤技術をもとに、持続的に
競争優位性を築くためのコア技術を確立しました。時代の先を読み、
成長戦略を進めてきたイノベーションの歴史を紹介します。

映画用フィルムの自社開発を決意。原材料も
戦時下のため、自給せざるを得ませんでした。

銀塩乳剤の研究と製造
（銀塩は高感度の可視光感光性がある物質）

ゼラチンの研究と製造
（優れたゾルゲル特性、銀塩を均一に分散させる特性）

フィルムの研究と製膜
（セルロイドは燃えてしまうため、不燃性の「TAC
フィルム」と「PETフィルム」を研究し自社製造）

増感色素の研究と製造
目で見た状態に近い写真画像を生成するために
増感色素が不可欠

ロールからロールへの写真用材料の塗布製造技術

混色しないように、カプラーをそれ
ぞれのゼラチン層中に均一に分散
するため、オイル分散技術を獲得

カラー発色は、感光した銀塩と現像主薬が
反応し、その反応物とカプラーが反応して
発色する複雑なメカニズム。酸化還元反応を
精密にコントロールする技術を獲得

写真フィルムの感光粒子から顔料まで、
ナノサイズで粒子をコントロールして
形成する技術。さまざまな製品の高機能
化を実現しています。

粒子形成技術

特定の機能を発揮するポリマー材料を
設計・合成する技術。例えば、マイクロ
カプセルやミクロフィルターなど、機能、
品質の優れた製品を支えています。

機能性ポリマー技術

有機化合物を設計･合成する技術。例え
ば色と光をコントロールする分子設計
に基づき化合物を合成し、各種製品の
高機能化を実現しています。高機能の
化成品開発に貢献しています。

機能性分子技術

単層/多層/3次元構造のフィルムを成
形する技術。溶液/溶融製膜により、さま
ざまなポリマーのフィルム成形が可能
で、材料の設計・処方から加工までの
各プロセスに関連します。

製膜技術

高精度な金型への材料を精密に転写、
固化する技術。レンズ、医療機器、化粧
品容器などの設計製造に生かされて
います。

精密成形技術

高機能材料をフィルム上にミクロン単位で
多層均一にコーティングする精密塗布技術
と、光学特性などの機能を制御してフィルム
を流延製膜する技術。さまざまな機能性フィ
ルムを安定的に高品質で製造しています。

精密塗布技術

ナノサイズの微粒子を安定に液中に
分散させる技術。機能性材料の塗膜
液の安定化から染料、インク、化粧品
までさまざまな製品の高機能化、高品質
化に貢献しています。

ナノ分散技術

有機化合物/無機化合物の連続的な
反応をコントロールする技術。チェキ
などのインスタントカメラには長年の
写真技術で培われた酸化還元制御
技術が集約されています。

酸化還元制御技術

1934

化合物の分子構造、状態を
自在に制御して、不可能を
可能にする新しい材料を
作り出す力

材料化学技術

映画用フイルムの国産化を
達成後、一般撮影用フィルム、
印画紙、レントゲンフィルム、
製版用フィルムに製品を拡大。
カメラ製造を目指して、光学
ガラスの研究と製造に成功

シアン、マゼンタ、イエローの
3つの発色層を必要としたため、
多層塗布技術を獲得

カメラ、引伸ばし露光装置、現像
処理機を自社開発し、高品質を追
求。このシステム化の過程で必要
なメカ、エレキ、光学技術を獲得

カラー化により使用素材が格段に多くなり、
フィルムも多層になった。高い品質保証・
画像レベルが求められたことに伴い、技術・
プロセスが進化。その過程で微小分析、微量
分析の高度な解析技術と画像技術を獲得

材料の機能設計に欠かせない機能
解析・シミュレーション技術をはじめ、
分子・原子レベルやナノサイズ領域
での分析・解析・評価・シミュレーショ
ン技術により、さまざまな分野へ展
開する富士フイルムの高度な材料
技術開発を支えています。

解析技術

写真の特性である画像の色、画質と
いった画像品質を評価する技術が
ディスプレイから医療までさまざま
なイメージングの解析・評価に生か
されています。

画像技術

これまで高品位画像を扱うため磨いて
きた独自の技術に加え、省エネルギー、
環境対応技術を保有しています。
デジタルカメラ、医療機器などの各
分野のハードウェア設計に生かされ
ています。

光学技術

基盤

：基盤技術基盤

基盤 基盤 基盤
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2008
富山化学工業買収
医薬品事業に本格参入

2012
SonoSite買収、
超音波診断分野に参入

2019
富士ゼロックス
完全子会社化

2017
和光純薬買収

2021
富士ゼロックスから
富士フイルムビジネスイノベーションへ社名変更1970 2000 2010 2020

デジタル化への挑戦と
グローバル化の加速

第二の創業期～
強固な事業ポートフォリオの構築へ

事業ポートフォリオの
強化と成長の加速へ

社会にポジティブなインパクトを
もたらす価値を創出し、マーケットをリード

写真、医療、印刷事業におけるデジタル化をいち早く推進。さらに、
1960年代より海外現地法人を設立し、1980年代より海外生産
拠点を整備し、販売を推進するなど、グローバル化を加速しました。

写真フィルム市場が急速に縮小し、本業消失という危機を乗り越えるべ
く、事業構造の転換を実施。写真フィルムで培った技術の棚卸しを行い、
今後の成長領域として新たに化粧品市場と医薬品市場に参入しました。

市場の拡大を見据え、2011年にバイオCDMO事業に本格参入
するとともに、当社が競争優位性を発揮できる分野を検証し、見
極めながら、M＆Aを積極的に進めました。

富士フイルムグループのシナジー創出を加速させ、先進独自技
術を進化させながら、産業や社会にポジティブなインパクトをもた
らす価値の創出に注力しています。

2001
富士ゼロックスを連結子会社化

（当社の出資比率を75％に変更）

2006 
富士フイルムホールディングス設立

2011
MSD Biologics/
Diosynth買収

2015 
Cellular Dynamics 
International買収

1983
デジタルX線画像診断装置

「FCR」発売

1965　
PS版「SK」「GKN」発売

1975　
フルカラー複写機

「富士ゼロックス6500」発売

1976　
高感度カラーネガフィルム

「フジカラーF-II 400」開発

1986　
レンズ付フィルム

「フジカラー写ルンです」発売

1998　
インスタントカメラ“チェキ”

「instax mini10」発売

1988　
フルデジタルカメラ

「FUJIX-DS-1P」開発

2000　
「スーパーCCDハニカム」
搭載デジタルカメラ

「FinePix 
4700Z」発売

2015　
4Kカメラ対応放送用
ズームレンズ発売

2019　
スマートフォン用プリンター

「instax mini Link」発売

2021　
ハイブリッドインスタントカメラ

「instax mini Evo」発売

1987　
印刷・複写の両機能を備えた

「ゼロプリンター100」発売

2000　
世界最高速（当時）の
フルカラー電子印刷出刷システム

「Color DocuTech 60」発売

2002　
コンビニ店頭のコピー機から
個人文書を取り出せる

「ネットプリント」サービス開始

2002
中小規模事業所向け
インターネット環境提供
サービス「beat」開始

2009
環境負荷削減ソリューションを提供する

「ApeosPort-IVシリーズ」発売

2011　
ドキュメント共有支援クラウドサービス

「Working 
Folder」
提供

2020　
個室型ワークスペース

「CocoDesk」を
提供

1996　
WV（ワイドビュー）フィルム発売

2011
「Jet Press 720」発売

2012
BaFe（バリウムフェライト）磁性体
使用の大容量磁気テープを発売

2018
社会インフラ画像診断サービス

「ひびみっけ」提供

2021
大容量データを低コスト・
安全・長期に保管できる

「FUJIFILM LTO 
Ultrium9 データ
カートリッジ」発売

1999
医用画像情報システム

（PACS）「SYNAPSE」発売

2003
「ダブルバルーン
内視鏡」発売

2006
機能性スキンケア化粧品

「エフ スクエア アイ」発売
（化粧品市場に参入）

2011
バイオ医薬品の開発・製造受託

（バイオCDMO）事業に本格参入

2016
軽量移動型デジタルX線撮影装置

「FUJIFILM DR CALNEO 
AQRO」発売

携帯型X線撮影装置
「CALNEO Xair」発売

2018
AI技術ブランド「REiLI」発表

2021
「医療クラウドサービス」提供

2018
Irvine Scientific Sales 
Company買収、
ライフサイエンス（培地）分野拡大

2019
Biogen（Denmark）
Manufacturing買収、
バイオCDMO事業の成長加速

2021
日立製作所の画像診断関連事業を承継した
富士フイルムヘルスケアの買収を完了

2019　
1億2百万画素の
ラージフォーマット
センサー搭載

「FUJIFILM 
GFX100」発売

※  民生用ミラーレスデジタルカメラにおいて
2019年5月時点。富士フイルム調べ

▶ 現在の基盤・コア
技術は、P58「富士
フイルムグループ
の独自技術」をご
覧ください

基
盤
・コ
ア
技
術
を
生
か
し
て
幅
広
い
製
品
・ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
を
展
開

イノベーションの進化
富士フイルムグループは、コア技術を組み合わせ、
さらに、新たな技術を獲得することにより、社会課題の解決へと
貢献する数々の製品・ソリューションを社会に提供してきました。

世界初

世界初

世界初 世界初 世界初 世界初 世界初 ※世界最高

世界初

2004
フルデジタル内視鏡

「サピエンティア」発売

世界初

業界初

日本初 世界初

業界初 2021　
セキュリティ機能を強化した
富士フイルムブランド
複合機・プリンター

「Apeos」シリーズ発売

1970年～1999年  技術力をもとに事業を拡大 2000年代：成長領域の探索期 2010年代：成長領域の検証期 2020年代：成長期
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富士フイルムグループは、多種多様な先進・独自の技術の
集積で成り立つ写真分野において、世界トップレベルの
技術力を培い、各事業を支える基盤技術を蓄積してきました。
そして、基盤技術をもとに、持続的な競争優位性を築くための
コア技術を磨き、それらを組み合わせることで、さまざまな
革新的な製品・サービスを提供しています。

「オープン、フェア、クリア」な企業風土の下、勇気ある挑戦に
より、新たな価値を創造することで、社会から信頼され、必要
とされる企業であり続けることを目指しています。

変化を成長のチャンスと捉えて、挑戦し、日々変化を作り出す
人材の育成に注力しています。また、多様な人材が能力を
最大限に発揮できる、従業員エンゲージメントの高い組織
づくりを目指しています。従業員一人ひとりが、富士フイルム
グループの成長を支えています。

写真分野で培った先進・独自の技術を進化させながら、
イノベーションを通じて革新的な製品・サービスを生み出し
続けることで、世界中で高い認知度と価値を高めてきた
富士フイルムブランドは、グローバルでの高い競争力につな
がっています。

当社は、創業して4年後の1938年に輸出を開始。1958年には
販売会社をブラジルに設立し、以降、積極的に海外展開を
進め、グローバル企業として成長しました。地域統括会社を
設置し、意思決定の迅速化や経営管理機能を強化し、研究開発・
生産・マーケティング・販売など、各国・地域でのタイムリーな
情報収集や現地に適応した戦略立案、現地企業との連携を
可能にしています。

技 術 力

企業風土

人  材

グローバル
ネットワーク

ブランド

イノベーションの源泉

約23,000名

 約4,300社

Open Innovation Hub 
累計来場者数・来場社数

（2022年3月31日現在、日本・米国・欧州3拠点の累計）

日本・米国・欧州の「Open Innovation Hub」
を起点にグローバルにオープンイノベーション
を展開　※ 詳細は、P61をご覧ください。

75,474名

2021年度 連結従業員数
（2022年3月31日現在）

約52,700名

DX加速に向けた
データサイエンス関連研修
受講者数 （2022年8月31日現在 ）

（うち、国内富士フイルムグループ従業員を
対象とした「DXリテラシー講座」受講者数：
約40,700名、「ITパスポート」（ 国 家 試 験 ）
取得支援講座受講者数：約7,000名）

280社

連結子会社
（2022年3月31日現在）

欧州・米国・中国・東南アジアの主要拠点に地
域統括会社を設置

25万名超

複合型ショールーム
「FUJIFILM SQUARE」
2021年度来館者数

写真文化の発展と人々の心の豊かさに貢献

化学業界  1位

パテント・リザルト社
「他社牽制力ランキング2021」

2012年以降、11年連続1位を獲得
※ 詳細は、P64をご覧ください。

96%

世界におけるブランド認知度
（当社調べ）

グローバ ルブランディング キャンペ ーン
「NEVER STOP」を国内外で展開し、富士フ
イルムグループの多岐にわたる事業領域や、
挑戦し続ける企業姿勢を広く訴求

53,894件

特許保有件数

国内：24,589件　海外：29,305件
（2022年3月末時点、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の合計件数）

約300件

2021年度国内外の
企業・団体との
オープンイノベーション数

65,609名

富士フイルムグループ従業員向け
e-ラーニング「FUJIFILM 
Corporate Movie」
累計受講者数

（2022年3月31日現在）

富士フイルムグループが目指す姿への理解・
浸透を図るため、22言語で展開中

環境負荷低減に貢献する
「Green Value Products」
累計認定数 

（2022年3月31日現在）

203件

Green Value Products
認定製品

FUJIFILM SQUARE
公式サイト

企業価値を創出するための、富士フイルムグループのイノベーション
の源泉は、「技術力」「企業風土」「人材」「ブランド」「グローバルネット
ワーク」です。これらはいずれも、社会からのニーズ・期待・信頼に
応えていくために欠かすことができない要素です。
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●ヘルスケア

●マテリアルズ

●イメージング

●ビジネスイノベーション

セグメント別売上高

国内・海外別売上高

2021年度売上高

2兆5,258億円

2021年度売上高

2兆5,258億円

8,017億円

●日本
39.3%9,919億円

●米州
20.7%5,224億円

●欧州
13.4%3,374億円 ●アジア他

26.6%6,741億円

13.2% 31.8%

24.8%

30.2%

3,334億円

6,272億円

7,635億円

34.3% 66.6%

23.4%

15.1%

15.4%

46.1%

18.7%

14.7%

33.5%

66.5%

65.7%
●LSソリューション
　（ライフサイエンス・医薬品・コンシューマーヘルスケア） 

●オフィスソリューション 

●コンシューマーイメージング 

●メディカルシステム

●バイオCDMO

●電子材料

●ディスプレイ材料

●産業機材・ファインケミカル・記録メディア

●グラフィックコミュニケーション

●ビジネスソリューション

●プロフェッショナルイメージング

事業の全体像
富士フイルムグループは、写真事業を通して培った先進・独自の高度な技術力を活用し、
イノベーションを進化させ、現在の事業ポートフォリオを構築しました。経営環境が変化しても
イノベーションを創出し続けることのできる事業ポートフォリオを目指しています。

インスタントフォトシステム
「チェキ」 
グローバル累計販売台数

4Kカメラ対応の放送用ズームレンズ
「FUJINON UA107×8.4BESM AF」

「instax mini Evo」

X線画像診断、内視鏡、超音波、体外診断
などの各種診断機器や、診断画像などを
一元管理する医療ITシステムを提供

創薬支援分野で細胞、培地、試薬のトータル
ソリューションを提供

「ASTALIFT」ブランドなどの機能性化粧
品やサプリメントを提供

半導体を製造する際に使用される各種材料
（フォトレジスト、CMPスラリーなど）を提供

産業機材事業（タッチパネル用センサーフィルム
など）、ファインケミカル事業（高機能化成品／
研究開発用試薬など）、記録メディア事業を展開

複合機・プリンターや消耗品の販売、保守
サービスを通じて、ドキュメントに関わる
オフィス向けソリューションを提供

「インスタックス（チェキ）」やカラーフィルム、
写真プリント用カラーペーパー、現像・プリン
ト機器、写真プリントサービスなどを提供

業種・業務の特性に合わせて、システムイン
テグレーションやクラウドサービスによる
ソリューション、複合機管理や基幹業務プロ
セスの役務代行など、課題解決型のソリュー
ション・サービスを提供

独自の色再現技術による高画質が特徴の
ミラーレスデジタルカメラのほか、TV放送・
映画用レンズ、セキュリティカメラや製造
ライン検査向けの産業用レンズ、プロジェ
クター、デジタルサイネージなどを提供

グラフィックコミュニケーション事業（オフ
セット印刷用機材、デジタル印刷システム
など）およびインクジェット事業を展開

液晶パネルや有機ELパネル向け材料など
を提供

需要が高まる高品質なバイオ医薬品、先進
医療分野である細胞治療薬や遺伝子治療
薬のプロセス開発・製造を受託

次世代医薬品やmRNAワクチンなどの
プロセス開発・製造を受託

医用画像情報システム
世界シェア

偏光板保護フィルム
世界シェア

イメージセンサー用
カラーレジスト世界シェア

A3カラー複合機
アジア・パシフィック
地域における
販売台数シェア

ドキュメントハンドリング・ソフトウェア
「DocuWorks」国内外累計ライセンス数

偏光板保護フィルム
「フジタック」

医用画像情報システム（PACS）
「SYNAPSE」

※1 Signify Research調べ　※2 富士フイルム調べ　※3 富士フイルムビジネスイノベーション調べ　
※4 2/3インチセンサー搭載の放送用4Kカメラに対応する光学性能を備えたポータブルタイプ放送用ズームレンズとして（富士フイルム調べ）

メディカルシステム

ライフサイエンス

オフィスソリューション

コンシューマーイメージング プロフェッショナルイメージング

ビジネスソリューション

コンシューマーヘルスケア

バイオCDMO

医薬品

ディスプレイ材料

グラフィックコミュニケーション

電子材料

その他高機能材料

「Apeos C7070」

ヘルスケア

マテリアルズ

ビジネスイノベーション

イメージング

トータルヘルスケアカンパニーとして
「予防」「診断」「治療」の領域で幅広い事業を展開

AI・IoT時代の生活を支える通信機器、センサー、次世代ディスプレイ
などに向けた高機能材料やグラフィックコミュニケーション事業を展開

新しい働き方への変革や生産性の向上、創造性の発揮をもたらす、
製品およびソリューションサービスを提供 

「撮影」から「出力」まで、写真・映像に関わる製品・サービスを提供 

5,000

世界初※4

800万超

No.1※1

No.1※2

No.1※3

No.1※2

万台
以上
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（千t-CO2）

3,948

（年度）2120191817160

3,900

1,300

2,600

パリ協定が目指す脱炭素社会の実現に向け、2030年度をゴールとするCO2

排出削減目標を設定し、製品ライフサイクル全体（原材料の「調達」、製品の
「製造」「輸送」「使用」「廃棄」）でのCO2排出量削減に取り組んでいます。これに
加えて、当社製品・サービスの提供を通じた社会でのCO2排出削減への貢献も
進めています。

■ 調達段階
■ 製造段階
■ 輸送段階

■ 使用段階
■ 廃棄段階

製品ライフサイクル
全体でのGHG（温室
効果ガス）排出量
3,948千t-CO2

財務・非財務ハイライト
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2021年度の売上高は2兆5,258億円（前年度比15.2%増）、営業利益は過去
最高益の2,297億円（同38.8%増）となり、前年度の新型コロナ影響からの
着実な回復に加えて、ヘルスケア・電子材料の伸長により、大幅な増収・増益を
達成しました。

2021年度の当社株主帰属当期純利益は、過去最高の営業利益に加え、投資
有価証券評価益など営業外収益や持分法投資損益が寄与し、過去最高益の
2,112億円（前年度比16.5％増）となりました。

グループ横断でエネルギー利用効率の最大化や、エネルギー調達における
CO2排出削減のための施策を検討するとともに、これら施策のグループ内への
積極的な展開を図っています。2030年度までに購入電力の50％、2040年まで
に100％を再生可能エネルギー由来の電力に転換することなどにより、当社が
使用する全てのエネルギーでCO2排出量ゼロを目指します。

※1 数値の取り扱いにより、合計が表示数値の合算と必ずしも一致していない場合があります
※2 Ａ重油、Ｃ重油、灯油、軽油、ガソリンの合計　※3 天然ガス、液化天然ガス（LNG）、都市ガス、ブタン、液化石油ガス（LPG）の合計
※4 埋立地メタンガス　※5 自家設置設備による発電および購入電力の合計

2021年度の1株当たり当社株主帰属当期純利益は、527.33円（前年度比
16.3％増）となりました。１株当たり配当金は12期連続増配となる110円、配当
性向は20.9％となりました。株主還元方針については、配当を重視し、配当性向
30％を目標としています。

さまざまな分野でビジネスを展開している富士フイルムグループでは、幅広い
基盤技術とコア技術を融合した製品設計によって、重点事業分野への研究開発
を進める一方、将来を担う新規事業の創出も進めています。

※  1株当たりの当社株主帰属当期純利益は、各年度の期中発行済株式数（自己株式を除く）に基づい
て算出しています

「Sustainable Value Plan 2030」では、多様な従業員が活躍できるための仕組みや職場
づくりを重点課題としています。女性活躍推進においては、役職者に占める女性比率を
2030年度末までに富士フイルムグループで25％とする目標を掲げています。富士フイ
ルム、富士フイルムビジネスイノベーションは、女性活躍推進法に基づき、それぞれ2021年
4月～2026年3月を対象とする女性活躍促進の5カ年行動計画を策定し、公表しました。

※ 役職者の区分はグループ会社ごとの定義に基づく※ 2013年度比

2021年度は、高成長製品の生産能力増強、製造設備の合理化、省力化ならびに
環境保全を主な目的として、総額1,552億円の設備投資を実施しました。

2021年度の総資産は、現金および現金同等物や有形固定資産の増加などにより
3兆9,553億円（前年度末比11.4％増）となりました。株主資本比率は63.3％

（同1.2ポイント増）となり、資本構成の安定性を維持しています。

※ ビジネスイノベーションなどのレンタル機器分を除いています

優秀な外国籍従業員の登用を目標に置き、富士フイルムグループの基幹ポス
ト※1における外国籍従業員の比率を2030年度目標35％としています。国籍に
よらず、それぞれの市場において当社の事業をリードするにふさわしい人材の
登用を進めています。

国内富士フイルムグループでは、2016年度から継続して法定以上の障がい者
雇用率を達成しており、今後も法定以上の雇用率の維持を目標としています。
外部専門機関（障がい者職業センター）も交えて障がい者に適性のある業務の
創出や支援機関と連携した定着支援を実施するとともに、知的／精神障がい者
が活躍できる職場の新規立ち上げを継続しました。

※1 基幹ポスト:主要子会社の社長、主要事業の事業部長などを基幹ポストに設定。グローバルに全社を見渡
し、グループ会社の主要ポストに、グローバルビジネスの成長を加速していくために今後ますます重要と
なる事業や本社機能における主要ポストも加えて再整理し、当社の基幹ポストとして明確化しています

※2 日本国籍を持たない従業員

※  2018年度より富士フイルムホールディングス株式会社を事業主とするグループ算定特例による
グループ全体での実績を開示

■ 売上高（左軸）
■ 営業利益（右軸）
● 営業利益率

■ 1株当たり当社株主帰属当期純利益（左軸）
■ 1株当たり配当金（右軸）

■ 設備投資額
■ 減価償却費

●  基幹ポストにおける
 　外国籍従業員の比率

■ 当社株主帰属当期純利益（左軸）
● 株主資本利益率（ROE）（右軸）

■ 研究開発費（左軸）
● 売上高研究開発費率（右軸）

■ 総資産（左軸）
● 株主資本比率（右軸）
● D/Eレシオ（倍）

● 富士フイルムグループ※

● 国内富士フイルムグループ

● 国内富士フイルムグループ
● 富士フイルム
● 富士フイルムビジネスイノベーション

売上高
2兆5,258億円

営業利益
2,297億円

営業利益率
9.1%

1株当たり当社株主帰属
当期純利益※

527.33円

1株当たり配当金
110円

設備投資額※

1,552億円

減価償却費
（有形固定資産のみ）※

746億円

エネルギー使用量※1

22,531TJ

基幹ポストにおける
外国籍従業員※2の比率
27.7%

当社株主帰属
当期純利益
2,112億円

株主資本利益率
（ROE）
9.0%

研究開発費
1,505億円

売上高
研究開発費率
6.0%

総資産
3兆9,553億円

株主資本比率
63.3%

D/Eレシオ
0.18倍

60

0

45
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（百万t/年）

43.3

212019181716 （年度）

写真フィルムの製造において、清浄な水を多く使用してきたことから、早くから
水投入量の削減、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
富士フイルムグループによる水投入量を30％削減※することを目標にしています。
工場のある熊本県で地域住民の方々とともに白川上流域での水源かん養林
整備（植林）を行うなど、長年にわたり水源保護にも努めています。

■ 水の投入量グループ合計

水投入量
グループ合計
43.3百万t/年

女性役職者（管理
職）比率
富士フイルムグループ※

16.1%
国内富士フイルムグループ

6.4%

障がい者雇用率※

国内富士フイルムグループ

2.47%

■ 重油等※2

■ 車両
■ ガス※3

■ バイオガス※4

■ 購入電力
■ 購入熱
■ 再生可能エネルギー※5
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