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に結びつける教育活動が各職場で実施されるようになりまし

CSR活動の推進

た。コンプライアンス＆リスク管理部が、より実際に即した事
例集などのさまざまなツールを新たに作成し、各部門に提供し
たことも活動を推進した大きな要因と言えます。
この事例集には、輸出管理などそれぞれの職場の状況に合わ
せたきめ細かな事例が掲載されており、ケースメソッドの効果

行役員が業務執行を行うにあたり、経営会議※3において重要案件

コーポレート・
ガバナンス

に関する施策の審議が行われます。
コーポレート・ガバナンスは、何よりも「透明性」
「公正さ」が
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重要と考えています。同時に「社内の倫理と社会の常識とのずれ」
「日本企業の独自性による世界のスタンダードとのずれ」がないか
を常にチェック・確認をしています。

を高めています。

社会・地球・企業の課題の

また、グループ全体でのCSR活動が求められる中で、富士フ

一体推進を目指して、富士

イルムグループ全体の取り組みの現状を把握するために、

フイル ム グ ル ープ 全 従 業

2006年3月に国内外のグループ会社に対してCSRチェック
シート ※1を送付しました。CSR推進部では、回答結果の分析

員へのCSRの浸透を図っ

を行うとともに重点課題を抽出し、グループ全体でのCSRのレ

ています。

ベルアップを図っていきます。

富士フイルムは、企業価値の向上を企業としての

内部監査
富士フイルムは、業務執行部門から独立した内部監査部門とし

最大の使命とし、その実現に向けて、コーポレー

て、現在7名のスタッフからなる監査室を設けており、各部門の業

ト・ガバナンスの強化・充実を経営上の最重要課
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務プロセスなどを監査し、適正性の評価・検証などを行っていま

題と位置付け、諸施策を実施しています。

す。また環境及び輸出管理分野に関しては、専任部門のスタッフ
が監査を実施しています。グループ主要会社に対しては、監査役※4

富士写真フイルム㈱
CSR推進部長

フェーズIIIへ向けた取り組み

山手 一容

と協働して定期的な監査を行い、内部統制システムの整備及び運

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

用状況を確認しています。今後も、内部監査機能の充実に向けて、

2006年度は、フェーズIIからフェーズIIIに向けた取り組み

業務執行の迅速化と責任・権限の明確化を図るため、富士フイ

富士フイルムでは、経営の基盤であるCSR（企業の社会的責

を推進する年です。CSRのコアであるコンプライアンス、リス

ルムは、1998年に執行役員制度を導入し、幅広い見識と経験・能

任）を果たすための専任組織として、2004年4月にCSR推進

クマネジメント、環境への配慮、製品品質の向上を、従業員が

力を有する、業務執行に適した人材を執行役員に登用しています。

部を設置し、同時に、CSR活動をフェーズ I〜IIIの3段階で推進

個別の課題と考えずに、相互に関連したCSRの課題として捉え

取締役会※1を「経営の基本的な方針と戦略の決定、並びに業務執

する計画を立てました。この計画は、CSR推進部の内部組織で

はじめています。コンプライアンスに関しては、2007年に海

行の監督機関」と位置付け、執行役員※2は取締役会が決定した基

あるコンプライアンス＆リスク管理部と、環境・品質マネジメ

外を含めた富士フイルムグループ共通の「社員行動規範」の制

本方針に従って業務執行の任にあたっています。取締役会は、開

富士フイルムは、企業理念のベースとなる企業の社会的責任を

ント部によって推進しています。

定を目指しています。また、環境配慮と製品品質については、

催回数の増加（毎月開催）や取締役会上程基準の改定による実質

全うするため、コンプライアンスの浸透とリスク管理体制の確立

従来個別に推進していたEMS（ISO14001）とQMS（ISO

的な議論の充実などによって、機能を充実・強化しています。執

に取り組んでいます。
（

フェーズIIからフェーズIIIへ

内部監査スタッフの増員と強化を図っていきます。

内部統制システムに関する
基本的な考え方及びその整備状況

28ページ ）

9001）を、双方を統合したマネジメントシステムを構築する

2005年度は、フェーズIを更に推進し、フェーズIIの段階に

ことによって、より高いレベルでの顧客満足を追求する活動へ

ステップアップできたと考えています。2004年度に、コンプ

と進化させています。CSRの視点をすべての活動の企画段階か

ライアンス意識の浸透を目的とした役職者研修を重点的に推し

ら組み込むことによって、富士フイルムグループ全体でフェーズ

進めた結果、2005年度にはCSRをPlan、Do、Check、Act

IIIの段階へ到達できるようにCSRの活動を推進しています。

■ 富士フイルム 内部統制システム 概要図

株主総会
取締役会

監査役会

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

業務執行

代表取締役社長
CEO
経営会議

リスク管理

コンプライアンス

執行役員

総合危機管理委員会

●

内部監査部門

企画・計画段階での
CSR視点（経済・環境・社会）の
反映

小集団活動などによる
日常活動でのPlan、Do、Check、Actの
自主的な実行

リスク管理担当
部門（事務局）

●コンプライアンス、
リスクマネジメント、環境配慮、
製品品質を、ひとつの広い範囲のCSRの課題と
従業員が考えはじめている
●ISO14001とISO9001を統合して、より高い
顧客満足を追及する活動が進み、すべての活動
の企画段階からCSR視点を組み込むことの必要
性を、従業員が理解している

●

モニタリング・
各種教育

対応指示・
指揮

PL委員会
製品安全担当
部門（事務局）

●各職場の役職者が中心となり、自主的にCSR浸透活動が
P、D、C、Aのサイクルで継続されている
●コンプライアンス＆リスク管理部がより実際に即した事例
集などを新たに作り上げ、推進の効果を高めている

コンプライアンス委員会

報告・相談

報告

従業員のレベルアップ

会計監査人

本社部門
国内・海外子会社

事業部門
●

工場部門

相談
窓口

コンプライアンス
担当部門
（事務局）

グループ企業行動憲章

R&D部門

社員行動規範
各種ガイドライン

●

〈会社の機関などの内容〉

研修などによる意識の浸透
及び現状把握・課題抽出の
感度アップ

●富士フイルムグループ従業員の意識変化
の効果が表れている

※1 CSRチェックシート：｢ガバナンス・コンプライアンス編」、「人事・雇用・次世代の育成編」、「労働安全衛生・防災編」、「リスク管理編」、「資材調達編」、「顧客対応編」、
「環境保全活動編」、「社会貢献活動編」から構成されています。
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※1 取締役・取締役会：当社の取締役の員数は現在13名で、その全員が社内取締役です。定時取締役会が原則毎月1回開催されるほか、必要に応じて臨時取締役会が開催され
●
ます。また、取締役の使命と責任をより明確にするため、取締役の任期については1年としています。なお、2006年10月１日をもって持株会社とな
った時点で、取締役の員数は9名となり、うち1名が社外取締役となる予定です。
※2 執行役員数及びその任期：執行役員の員数は現在28名（うち、取締役の兼務者が13名）で、その任期は取締役と同様に１年です。
※3 経営会議：経営会議は、取締役会専決事項について取締役会への付議の可否を決定し、また、取締役会で決定された基本方針、計画、戦略に沿って執行役員が業務執行を行
うにあたり、重要案件に関する施策の審議を行う機関です。経営会議は、原則として常務執行役員以上の執行役員を常時構成メンバーとし、案件によっては関連
執行役員などの出席を求めて、機動的に開催されています。
※4 監査役・監査役会：当社は監査役制度を採用しており、現在監査役4名（うち2名は社外監査役）により監査役会が構成されています。各監査役は、コーポレート・ガバナ
ンスの一翼を担う独立機関であるとの認識の下、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、監査方針、監査計画などに従い、取締役の職務執行全般に
わたって監査を行っており、原則毎月１回開催される監査役会において、監査実施内容の共有化などを図っています。また、各監査役は取締役会に出席
するほか、常勤監査役は重要会議である経営会議にも常時出席し、かつ代表取締役と定期的に意見交換を行い、業務執行の全般にわたって監査を実施し
ています。監査役監査機能の充実を図るため、現在監査役スタッフ2名（内部監査業務と兼務）を配置しています。
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企業価値の増大の実現に向けて

持株会社制への
移行

持株会社制への移行は、中期経営計画の基本戦略のひとつ
「連結経営の強化」をより一層徹底し、グループ全体としての
成長を見据えた新たな経営体制の確立を具体化させたもので、
次のような目的を達成していきます。

マネジメント
システム

環境と品質をひとつの
マネジメントシステムとして構築
Ｃ
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2005年12月、富士フイルムの本社営業部門と販売会社を
はじめとする関係会社9社（対象従業員約5,000名）により、環
境マネジメントシステムの国際規格ISO14001の2004年度
版への移行と、品質マネジメントシステムの国際規格ISO
9001の認証を同時に取得しました。

①グループの戦略的マネジメントの強化
2006年10月1日をもって富士フイルムは持株会社
体制に移行することにより、富士ゼロックス㈱を含
む連結ベースでのガバナンスを強化し、グループ経
営の透明性と健全性の更なる充実を図っていきます。

｢富士フイルムホールディングス㈱」が、グループ全体を俯
瞰したマネジメントを行い、事業会社である「富士フイルム㈱」
「富士ゼロックス㈱」及びその他のグループ会社を含めたグル
ープ全体の戦略立案機能を持つことにより、より全社的な見地
から各事業の競争優位を確立し、資源の配分についても同様に、
また、グループ会社の

富士フイルムグループでは現在を「第二の創業期」と位置付
け、成長事業の拡大、新規事業・新製品の創出により、グルー
プ全体での最適化と更なるシナジー創出を積極的に進める中
で、連結経営の強化、CSR経営の推進を図っていますが、その
動きを加速させるべく、2006年10月1日より持株会社制に移

コラボレーション領域の

品質の製品・サービス」の創造を通じて、高い

いませんでした。東京本社グループがISO9001の認証を取得し

社会・環境との調和・共存に積極的に取り組み、

た最大の狙いは、環境と品質をひとつのマネジメントシステム
として連携させることにより、今まで以上に高いレベルでの
顧客満足 に向けた取り組みを進めることです。
ISO14001とISO9001を統合したマネジメントシステム
メントマニュアル」というひとつのマニュアルによって運用す

人事交流、共通する業務

富士フイルム
ホールディングス㈱

ることにより、連携の効果がより大きくなっています。

の集約による効率化など
富士フイルム㈱

人材

行します。

技術

富士ゼロックス㈱

資源

PDCAサイクルと品質・環境の融合で、
顧客満足を推進

機能

現富士写真フイルム㈱は、持株会社「富士フイルムホール

ISO14001とISO9001を統合することは、商品企画から

②グループ経営のガバナンス体制の強化

ディングス㈱」としてグループ統括機能を果たしていきます。
これにより富士フイルムグループは、富士写真フイルム㈱より

研究・開発・生産・販売までを一貫したマネジメントシステム

持株会社の機能の円滑遂行に向け、グループ経営のガバナン

で運用し、本業に生かすことを狙いとしています。一例を挙げ

ス体制も見直します。富士フイルムホールディングス㈱の取締

ますと、営業部門がオフィスでの廃棄物や電力消費量の削減な

「富士ゼロックス㈱」の二大事業会社を傘下に持つ「富士フイ

役会は、現富士写真フイルム㈱と富士ゼロックス㈱の両社から

どにとどまらず、商品企画などにおいて、商品・サービスの品

ルムホールディングス㈱」を中心とする新たなグループ経営体

人選し、構成します。そして、富士フイルムとしては初めて、

質の向上による顧客満足と、環境負荷削減に関わる課題を抽出

制に移行します。

社外取締役を起用し、経営の透明性を更に高めていきます。

しやすくなるという効果が表れています。左図に示すように、

事業を承継される形で設立される新事業会社「富士フイルム㈱」

持
株
会
社
制
へ
の
移
行
／
マ
ネ
ジ
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（IMS）は、各部門と協議しながら作成した「顧客満足マネジ

拡大やグループ内人材の

も促進していきます。

証取得を完了したものの、ISO9001については、工場及び一部
の研究・開発部門のみで、東京本社グループは認証を取得して

「世界最高の企業品質」を実現します。

グループ価値の増大

これまで、ISO14001については、ほぼすべての事業所で認

顧客満足の提供と信頼の獲得を目指すとともに、

効果的なマネジメントシステムの活用によって

全体最適の視点を重視して実施していきます。

富士フイルムグループの新しい経営体制

お客様にとって安全・安心で魅力ある「世界最高

部門長方針のブレークダウンに際し、業務に関わるステークホ
％：出資比率

ルダーを明確にして、例えば「製品開発」という品質テーマの

持株会社制移行後

持株会社制移行前

中に、環境に関する課題を加えて、環境と品質を融合した課題

持株会社
商号を変更

富士写真フイルム㈱

取締役

13名

監査役

4名（社内）

事業を承継

子会社

富士フイルム
ホールディングス㈱

8名

監査役

2名（社内）
2名（社外）

●グループ全体を俯瞰したマネジメントを強化

75％

富士
ゼロックス㈱

取締役

●グループ経営のガバナンス体制の強化

子会社
25％

英国Xerox Limited
（米国Xerox Corporationの
100％子会社）

事業会社

75％

新設

富士
フイルム㈱

社名も新たに
今回の持株会社制への移行を契機に新た
にした富士フイルムホールディングス㈱
と富士フイルム㈱という社名には、国内
外で広く親しまれ、信頼と品質のブラン
ドとして定着している「富士フイルム
（FUJIFILM）
」の名を引き継ぎつつ、
「写
真」関連だけにとどまらず、事業領域の
拡大を図るのにふさわしい名称に、との
意味が込められています。社名変更とと
もに、コーポレートブランドロゴを一新
しています。

・ 資源配分の適正化
・コラボレーション領域の拡大
・ 人材の育成と活用
・ 共通機能の効率化

100％

方針の
ブレークダウン

富士
ゼロックス㈱

新しいコーポレートブランドロゴ

子会社

25％
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上げることを意識しつつ、PDCAのサイクルを回すことで、継
続的な改善を図っています。

進捗状況の他部門への公開と相互内部監査
マネジメントシステムを展開していく上での特徴として、イ
ントラネットを通じて各部門の進捗状況を公開して、先行例や
業務の似た部門の例を参照できるようにしていることが挙げら
れます。これによって業務推進の効率を高めています。また、
各部門でシステムを実際に構築している担当者や、関連する工
場・研究所などの担当者が、他部門の内部監査をするという相
互内部監査を採用し、内部監査の質を上げるようにしています。
今後は、環境・品質にとどまらず、新たに制定された規格など

子会社

英国Xerox Limited

28

を設定しています。その運用にあたっては顧客満足のレベルを

を盛り込み、複数の規格をひとつの仕組みの中で運用できるマ
ネジメントシステムの構築を計画中です。
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コンプライアンス・
リスクマネジメント

遂行に関連するリスクマネジメントは表裏一体の活動と捉え、内
部統制を総合的・一体的に管理・運営する専任組織としてコンプ
ライアンス＆リスク管理部（以下CP&RM）を置いています。
グループ内に発生した、あるいは発生する懸念のあるリスクは
速やかに職制により「リスク案件報告シート」を使ってCP&RM
に報告され、社長を委員長とする総合危機管理委員会で対策、
再発防止策が審議され、具体的な行動に結び付けています。
これらのリスクの発生原因に社員行動規範違反に該当する行為
があった場合は、CP&RMが違反や不適切な行為に関する情報に

「従業員一人ひとりがコン

基づき調査し、社長を委員長とするコンプライアンス委員会で重
大な違反に対する措置について審議し対応を決定します。

プライアンスとリスクマネ

コンプライアンス委員会で決定された処分内容は、類似行為の

ジメントに積極的に取り組

再発防止と抑止を目的として、従業員の起こした懲戒事例として

む企業風土づくりを目指し

氏名、年齢、性別、職場を伏せ、問題となった従業員の行動、懲
戒の理由、処分の内容、本来取るべきであった対処方法を通知に

ています」

まとめ、全従業員に周知しています。

富士写真フイルム㈱

CP&RMの役割は法律や規則の違反行為を見つけたり、それを

CSR推進部長
コンプライアンス＆リスク管理部長

罰することではなく、問題点を見つけて改善し、未然防止に努め

山手 一容

ることだと考えています。
2003年より年1回、全役職者を対象にCP&RMがコンプライ

CSRの活動で最も基本的で重要なものがコンプライアンスと

アンス説明会を実施し、コンプライアンスとリスクマネジメント

リスクマネジメントです。コンプライアンスは単に「法令を遵守

の課題とその対応方法を説明しています。その内容を基に役職者

すること」にとどまらず、
「倫理や常識に照らして個人や企業が

から各職場で全従業員（派遣社員含む）に説明を行い、ディス

正しい行動を行うこと」と捉えることが大切です。

カッションするという教育活動を繰り返し行っています。

一方、コンプライアンス意識の欠如がリスク発生につながるこ

この繰り返しにより全従業員がコンプライアンス意識を身につ

とも多く、コンプライアンスとリスクマネジメントは表裏の関係

け、のびのびと行動できる「企業風土」が醸成されつつあることを

にあります。富士フイルムではコンプライアンス推進と事業活動

感じています。

委員長

●副委員長：CSR推進管掌執行役員
●常任委員：連結経営管理管掌執行役員
総務管掌執行役員
法務管掌執行役員

委員長

CSR推進部
コンプライアンス&
リスク管理部
（CP&RM）

社長

新任役職者

て、グループ会社を含

新入社員

めたコンプライアンス

事務局
（コンプライアンス＆
リスク管理部長）

コンプライアンス＆
リスク管理部長

Ｃ
Ｓ
Ｒ
経
営

外部講師による講話

CP&RMが中心となっ

CSR推進管掌執行役員による講話 1回／年
CP&RMによる研修 1回／年

グループ会社役員

外部講師による講話

1回／年

教育を実施しています。
役職者

2006年春には富士フイ

ケースメソッド研修
1回／2年
（外部講師+CP&RM）
コンプライアンス説明会
CP&RM → 全役職者 1回／年

ルムの役職者対象のコ
ンプライアンス説明会

コンプライアンス事例集

を国内グループ会社までに対象範囲を拡大しました。説明会後に

全従業員

役職者

→

は役職者が中心となり職場でコンプライアンス説明会を行い、各

各職場で教育
コンプライアンス事例研究シートを使用
したディスカッション 1回／年

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

職場で意識の共有化を図っています。更に法務部と連携し、独禁
法や下請法などの教育も行っています。

■ 職場で議論のためのツール
対象

特徴

懲戒通知

全従業員

実際に起こった事例を基に処分内
容や対処法をまとめています。

週例会など
職場で周知

コンプラ
イアンス
ニュース

全従業員

他社の事例や世間動向を踏まえ
て、注意喚起を行っています。
必要に応じて随時発行。

週例会など
職場で周知

コンプラ
イアンス
事例集

全従業員

社員行動規範に沿った72事例を
基にQ＆A形式で解説していま
す。

週例会で使用・
自習可能

コンプライアンス
事例研究
シート

全従業員

身近な例を基にストーリー仕立
てで紹介しています。
年1回発行。

職場で議論・
自習可能

役職者

判断に迷う事例を基にディスカ
ッションします。

小グループに
よる議論

2006年は「電子データの秘密情報管理」
「公益通報者保護法」
「輸出管理法令遵守」などを徹底するとともに、各職場での課題
についてコンプライアンス事例研究シートを利用して意見交換を
行い、事例についての理解を深めました。
コンプライアンス教育にはさまざまツールを用意しています。
ツールの作成にあたっては現場の声を反映し、より実態に即すよ
う心掛けています。2005年10月に発行したコンプライアンス
事例集作成では、社員行動規範の実践に関わるよくある質問など
を材料にCP&RMで原案を作成し、国内7カ所の事業場で
計20回の意見交換会を開催しました。そこで出された従業員
からの意見や提案を反映し、ブラッシュアップを図りました。全
従業員配布時に役職者による勉強会を各職場で実施し、業務に関

ケースメ
ソッド

学習方法

る「事例研究シート」はコンプライアンス相談窓口に寄せられた

＜コンプライアンス事例集＞（一部抜粋）

相談や、コンプライアンス意識調査の自由意見欄を参考に作成し

承認手続きの遵守

ています。各人が問題編（表面）のストーリー仕立ての事例を読ん

Q ◎×課長はプロジェクトの納期が近づき、週末に極秘のプロジェクト

で問題点を抽出し、意見交換し、回答編（裏面）を読んで理解を

●常任委員：連結経営管理管掌執行役員

深めます。

人事管掌執行役員
総務管掌執行役員

事務局
（コンプライアンス＆
リスク管理部長）

役割
①企業行動憲章、社員行動規範
の周知活動
②社員行動規範浸透のフォロー
アップ
③社員行動規範の違反への対応

の書類を自宅に持ち帰りました…。
A 秘密情報を社外に持ち出す際は、上長への報告ないしは許可を得てく
ださい。電子媒体の取り扱いだけでなく、紙ベースの情報も注意が必

また、富士フイルムでは2004年度より懲戒事例を全従業員に
「懲戒通知」として回覧していますが、これは実例を記憶にすり
込ませることにより再発防止につなげることを目的としていて、

役割
リスクが顕在化・拡大化しない
ように対処する
事前対応、予防活動

内 容

経営層

富士フイルムでは

●副委員長：CSR推進管掌執行役員

法務管掌執行役員

広報管掌執行役員

対 象

ィードバックされました。コンプライアンス職場説明会で使用す

コンプライアンス委員会

社長

■ コンプライアンス教育・研修の展開

連する事例を中心に話し合いが行われ、その結果がCP&RMにフ

■ ｢総合危機管理委員会」／ ｢コンプライアンス委員会」の役割と構成

総合危機管理委員会

コンプライアンス教育を
グループ全従業員に徹底

教育ツールのひとつと考えて活用しています。

要です。持ち出す際にはかばんなど丈夫なものに入れて持ち運んでく
ださい。
個人情報の保護
Q 営業の○×さんは東京本社から九州に異動になりました。電子メール
で取引先にあいさつ文を送ろうと考えましたが……。
A メールアドレスも個人情報です。メールを受け取る全員がお互いを知
っているわけではありません。社外の複数の方に電子メールを送る場
合は「bcc: 」を活用してください。
知的財産権の保護
Q 社員教育担当のBさんは、次の研修で採り上げる内容とぴったりの

7つの分科会により迅速な判断・対応
①重大な製品クレーム対策
③海外安全関連リスク対策
⑤個人情報漏洩リスク対策
⑦災害関連リスク対策

②環境関連リスク対策
④輸出関連リスク対策
⑥企業攻撃リスク対策

ビジネス書を見つけ、ある表をそのままコピーして教材にしました。
A 人が汗水流して作った創作的結果を、ただ乗りして利用することはア

グループ会社を対象に行った
コンプライアンス説明会の様子

ンフェアな行為です。この事例では著作権の侵害が明らかですので、
教材の使用を中止し、すでに配布した教材分の使用料を著者と出版社
に支払う必要があります。
コンプライアンス事例集を用いたディスカッション

30
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コンプライアンス・リスクマネジメント

CSR経営

コンプライアンス相談窓口の充実

コンプライアンス意識調査の実施

社内の小さな問題が重大事に発展することを未然に防止するた

リスクマネジメントの推進

コンプライアンス推進のPDCAサイクル展開の一環として、

情報セキュリティ対策

富士フイルムではCP&RMが中心となってリスクマネジメン

電子情報については、パソコンや記録用メディアの持ち出し

め、グループを含めた従業員からの「社員行動規範」の遵守や違

富士フイルムでは、国内全従業員を対象にコンプライアンス意

トの推進にあたっています。各部門ではリスクマネジャーを任

などに厳重なセキュリティ対策を講じ、従業員への周知徹底を

反に関する相談・連絡・通報を受け付ける相談窓口をCP&RM内

識調査（タイプA）を毎年実施しています。3回目となる2005

命し、マネジャーが中心となって「リスクを早期に予知・予測

図っています。また、ネットワークを通じたハッカーの攻撃・

に設置し、運営しています。2005年4月には社外にも相談窓口

年度の結果をみると過去3回の共通設問でプラス回答が上昇して

し、リスクの発生・拡大を防止あるいは回避」することを主眼

ウイルスの進入による情報流出・お客様へのウイルス感染の防

を設置し、従業員からのリスク情報の吸い上げにも努めています。

います。
（下記グラフ参照）

に、自主的に活動を進めています。

止を重要課題と位置付け、ネットワークの使用ルール・ガイド

相談者のプライバシーが守られ、不当な扱いを受けることが

更に2005年度は外部調査会社に委託し、より詳細な内容で

ないこと、相談は実名が原則であることを｢社員行動規範｣に明

の意識調査（タイプB）を無作為抽出した国内従業員約2,000

各部門でリスク発生確率と経営の影響度から評価し、その対応

記するとともに、
「コンプライアンス相談窓口運用規程」を制定

名に実施しました。他社と比較して「企業理念に従った業務遂

を基本プランとしてまとめ、更にその中から全社リスクに関す

し、相談後の対応を含め運用ルールを明確にしています。

行の意欲が他社より高い」
「従業員からのコンプライアンス活動

る最重要課題11部門にわたる26項目にCP&RMで絞り込み、

最近ではコンスタントに5〜6件／月の相談があり、相談内容

への評価及び成果が高い」という分析結果の一方で「法律、ルー

総合危機委員会に報告しました。PDCAサイクルを年1回のペ

個人情報保護法に対応する管理については、保護方針・管理

は「社員行動規範」の解釈に関するもの、職場の悩み、職場の

ルの理解」
「上司と部下のコミュニケーション」などに関して課

ースで展開することによりリスクに関する最重要課題を定期的

規程・ガイドラインの制定を行うとともに、社長に直結する管

モラルに関するものが中心です。相談件数は2004年度が52件

題が抽出されました。今後の改善ポイントを「職場のメンバー

に見直し、課題の改善を行っています。

理組織を構築しています。管理組織の実務管理責任者を中心に、

7つの分科会（

30ページ ）とは別に、リスク重点課題を

全員の法律、ルールの目的・内容理解のレベルアップとコミュ

（ 内 グ ル ー プ 会 社 1 3 件 ）、
2005年度が61件（内グル

ニケーションの向上」とし、従業員のコンプライアンス意識の

ープ会社17件）と増加してい

強化をコンプライアンス教育を通して図っていきます。

コンプライアンス相談窓口の担当者

あなたは「コンプライアンス」という
言葉を理解していますか
29

19 4

■ コンプライアンス相談窓口の仕組み

9
89

80

務の現場における活動をバックアップしています。

2

取得などに関する重要な案件について、ケーススタディを中心

職場に「コンプライアンス」は
重要だという意識は浸透していますか
14

33 4

とした教育ツール（CD-ROM）を作成し、集合研修などによ
って周知徹底を図っています。

25 3

48

78

相談者

73

26

相談

報告
外部相談窓口

電話

（ダイヤル・サービス㈱） Eメール

臨時従業員
パート
派遣社員
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従業員教育については、個人情報保護法で定めている利用・

（％）
100

社員

個人情報保護法への対応

みづくり、定期的な実務管理責任者会議の開催などを行い、業

■ コンプライアンス意識調査（タイプA）主要な設問への回答推移

事部などの関連部門と連携し

富士フイルム
グループ

ラインを定めています。

従業員の教育、お客様や従業員からの問い合わせに応える仕組
リスクの洗い出し→
リスク分析・評価→
全社重要リスク抽出

ます。これらに関しては、人
て解決に向けて進めています。

Ｃ
Ｓ
Ｒ
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電話・FAX・Eメール・封書
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委
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会
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次年度重要リスク
課題の策定

アクションプラン
策定と実施

プライバシーマーク※1
取得企業

富士フイルムメディカル㈱
富士フイルムイメージテック㈱
富士フイルムグラフィックシステムズ㈱

ISMS※2取得企業

45

富士フイルムソフトウエア㈱

38

20

0
第1回

第2回

第3回

第1回

■はい

第2回

■どちらともいえない

第3回

■いいえ

アクションプラン
中間報告、最終報告

パソコン盗難・紛失事故について

■ コンプライアンス推進活動のあゆみ
項 目

1999年（宣言）

企業行動憲章

1999年：
「富士フイルムグループ企業行動憲章」制定
2004年：改定

組織

1999年：企業倫理委員会設置
2002年：コンプライアンス委員会に改称 法務部コンプライアンス室（以下法CP）設置
2004年：コンプライアンス＆リスク管理部に改組

規程などの
制定･改定

相談窓口

富士フイルムグループでは、パソコンなどの情報機器を利用

2002年（更なる共有化）〜

1999年：
「社員行動規範」制定
2003年：
「社員行動規範」改定
2004年：役職者向け「事例集」作成
2005年：
「事例集」改定 全従業員に配布

→
→
→

「社員行動規範」説明会
第1回コンプライアンス説明会実施
事例集勉強会実施

1999年：企業倫理委員会専用電話、電子メールボックス設置、ホームページ開設
2003年：コンプライアンス相談窓口設置、法CPのホームページ開設
2004年：対象をグループ会社へ拡大
2005年：外部相談窓口（ダイヤル・サービス㈱）設置

モニタリング

2001年〜部門別（グループ会社）
「社員行動規範」遵守状況調査
5回実施
2003年〜コンプライアンス意識調査（タイプA：全従業員対象） 3回実施
2005年：コンプライアンス意識調査（タイプB：2000人対象） 実施

コンプライアンス
説明会

2003年〜毎年期首（4〜5月）に実施 （CP&RM→役職者→職場）4回実施
2006年〜対象をグループ会社へ拡大

誓約書

1999年：全役職者提出

する際に、情報セキュリティ対策を徹底していましたが、残念

輸出管理業務の拡充

ながら以下の盗難・紛失事故が発生しました。該当のパソコン

輸出管理の基本は、輸出貨物及び技術の該非判定（輸出規制

にはパスワードが施され、現時点では個人情報の不正使用など

に該当するか否か）及び取引先審査です。富士フイルムグルー

の事実は報告されていません。ステークホルダーの皆様には多

プが販売する製品の輸出はもとより、あらゆる貨物の輸出及び

大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

技術の提供を管理対象とし、米国輸出管理法令への対応審査も

取引先への誠意ある対応を行うとともに、今後このような事態

確実に実施しています。

が再発しないよう、業務委託先を含めセキュリティ対策を徹底

本社の輸出管理部門以外にも社内各部門で輸出管理責任者を

いたします。

任命し、教育・研修及び実務指導を通じて、輸出管理に対する
理解促進と意識の向上を事例集などの提供などで進めていま

■ パソコン盗難・紛失事故一覧

す。併せて、年度毎の監査や各部門からの報告を通して問題点

富士ゼロックス㈱

車内に置いたパソコンが盗難にあった

の早期把握とその解決を図っています。

富士フイルムメディカル㈱

業務委託先がパソコンを紛失した

2000年〜 新任役職者提出
※1 プライバシーマーク：日本情報処理開発協会（JIPDEC）より、個人情報について適切な取り扱いが行われている企業に与えられるマーク。
※2 ISMS：個人情報をはじめとする情報全般の管理体制に関する認証。
（情報セキュリティマネジメントシステム）
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