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富士ゼロックスの
サステナビリティ活動報告の構成

　富士ゼロックスおよび関連会社の非財務情報開
示であるサステナビリティ報告は、当社ウェブサイト
および本紙、富士フイルムホールディングス サステ
ナビリティレポートを主な媒体として、毎年行います。

（財務情報の開示については、富士フイルムホール
ディングスの有価証券報告書および統合報告書をご
覧ください。）

富士ゼロックス ウェブサイト「CSRの取り組み」
（本紙「Sustainable Stories」を含む）
　富士フイルムグループCSR計画Sustainable Value 
Plan 2030（SVP2030）にもとづき、社会課題の解決
に向けた富士ゼロックスの重点課題、価値創出のプロセ
ス、具体的な取り組みなどを報告しています。
　本紙「Sustainable Stories」は、ウェブサイトの掲載内
容を抜粋し、取り組み事例を中心に紹介したものです。

富士フイルムホールディングス 
サステナビリティレポート
　 富 士フイル ムグル ープ 全 体 の 活 動 につ いて、
SVP2030の実現に向けた取り組みを「SVPストーリー
編」として、環境・社会・ガバナンスの側面から、方針や重
点課題、目標とその進捗データなどを「マネジメント編」
として報告しています。

情報開示方針

富士ゼロックスおよび関連会社は、富士フイルムグループの一員として、社会や株主に
対し誠意を持って説明責任を果たします。当社は、ESG投資の拡大やSDGsへの取り組み
など非財務情報の開示に対するステークホルダーの皆様の関心の高まりと社会要請に注
意を払い、Global Reporting Initiativeなどの国際的な報告基準を参考にしながら、結果
のみならず、意思決定プロセスの透明性とPDCAの健全性を適正に開示することを目指し
ます。

非財務情報の開示に関する考え方

●  富士ゼロックスおよび関連会社のサステナビリティ報告は、富士フイルムホールディング
ス サステナビリティレポートに一部掲載されるほか、富士ゼロックスがウェブサイトおよ
び本紙で行います。

●  各国・地域の関連会社において、現地の法令規則や市場への対応などの理由から独自にサ
ステナビリティ報告を行う必要がある場合は、個別に報告書を制作・発行します。

報告対象に関する考え方

　当社は、サステナビリティ報告の正確性に最善の努力を払う必要があると考え、開示する情
報の正確性を当該情報の担当部署、編集担当部署の複数で確認したうえで開示します。また富
士フイルムホールディングス サステナビリティレポートにおいては、テーマごとの第三者意見
と、環境・社会データの第三者検証を継続実施し、客観的な評価とデータの正確性を担保して
います。

開示情報の正確性の保証に関する考え方

2015年9月に国連総会で採択されたSDGs。当社は、17項目すべてにかかわりながら、最終的に
目標8「働きがいと経済成長の実現」に貢献する取り組みを進めています。

持続可能な開発のための2030アジェンダ
Sustainable Development Goals （SDGs）

2019年4月～2020年3月（2020年度の方針や活動など一部対象期間外の内容も含みます）
●報告対象期間

2020年のサステナビリティ活動報告について

●国連グローバル・コンパクトへの報告
本サステナビリティ活動報告を、国連グローバル・コンパクト署名企業が

4分野10原則の進捗を報告する「Global Compact Communication on 
Progress」として、ステークホルダーに公表しています。当社の国連グローバル・
コンパクトへの参画については、以下を参照ください。
https://www.fujixerox.co.jp/company/csr/gc.html

富士ゼロックスおよび国内外の関連会社（特定の地域や法人に限定される報告の際はその点を
　明記します）

●報告対象組織

●発行時期
2020年11月（次回：2021年11月予定）

目次、情報開示方針
経営理念と事業概要
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富士ゼロックスの会社概要

理念
■私たちが目指すもの
富士ゼロックスおよび関連会社とそこに勤務するすべての従業員が、
共通して目指すものです。

知の創造と活用をすすめる環境の構築

一人ひとりの成長の実感と喜びの実現

世界の相互信頼と文化の発展への貢献

■私たちが大切にすること
「私たちが大切にすること」は、社会の一員としての責任とビジネスの姿
勢、人間性をベースにした個人の有り様を6 の価値で構成しています。 

卓越した価値提供の追求 変革への挑戦

スピードの重視 緊密な連携

高い倫理観 多様性の尊重

業績
財務データ（米国会計基準）
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2019（年度）
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■営業利益（左軸）　ー営業利益率（右軸）
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■オフィスプロダクト＆プリンター　■プロダクションサービス
■ソリューション＆サービス　■その他

売上高（連結）

注記：本項目では、富士フイルムホールディングス株式会社の連結業績のうち当社事業に相当する「ドキュメントソリューション部門」の売上高および営業利益を
掲載しております。

 なお、2017年度の営業利益は、構造改革費用等一時費用（700億円）が計上されており、一時費用を除く営業利益は784億円です。

地域別売上高（連結）構成
（2019年度）

国内
約59%

海外
約41%

中国

インドネシア

オーストラリア ニュージーランド

タイ
ミャンマー

マレーシア

シンガポール

日本
韓国
台湾

カンボジア

フィリピン
ベトナム

香港

販売・サービス活動地域
日本およびアジア・パシフィック地域を販売／
サービスの活動地域としています。
欧米など、他の地域については米国ゼロックス
コーポレーションが担当しています。

経営理念と事業概要

富士フイルムグループの組織構造

100％

100％

100％

100％

100％

富士フイルムシステムズ
株式会社

富士フイルムビジネス
エキスパート株式会社

富士フイルム知財情報
リサーチ株式会社

富士ゼロックス株式会社

関係会社
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富士フイルム株式会社

関係会社
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： 富士ゼロックス株式会社（Fuji Xerox Co., Ltd.）
： 〒107-0052　東京都港区赤坂九丁目7番3号 
： （03）6271-5111（代表）
： 古森　重隆
： 玉井　光一
： 1962年（昭和37年）2月20日
　富士写真フイルム株式会社（現 富士フイルムホール　
　ディングス株式会社）と英国 ランク・ゼロックス社
　（現 ゼロックス・リミテッド）との合弁会社として創立

名  称
本  社
電  話
代表取締役会長
代表取締役社長
創  立

： 200億円
： 富士フイルムホールディングス株式会社
： 39,825名（2020年3月期 連結）
 7,504名（2020年3月期 単独）
： オフィスプロダクト&プリンター事業、
　プロダクションサービス事業、
　ソリューション&サービス事業

資 本 金
株  主
社 員 数

事 業 概 要



危機の中でこそ企業としての責務を果たす

多くの国や地域で依然として猛威を振るう新型コロナウイルス
感染症は、現代社会の脆弱さを浮き彫りにしました。経済の
グローバリゼーション下で国境を越えた人やモノの移動がパンデ
ミックの原因の一つとなり、一方、張り巡らされたサプライチェーン
の分断は、世界中の経済活動に甚大な影響を与えました。今なお
多くの企業が存続をかけて、ビジネスモデルやビジネスプロセス
の再構築を余儀なくされています。

新型コロナウイルスは働く人々にも深刻な影響を及ぼしていま
す。外出が制限を受ける中でリモートワークが急速な広がりを
見せ、働き方の多様化が進みましたが、ITインフラや諸制度が
多様化のニーズに追い付いているとは言い難い状況です。一方で、
経済の停滞やビジネスプロセスの変更により仕事が消滅すると
いった、業種や職種などによる格差が広がっています。生活者でも
ある働く人々の購買力の低下や消費意欲の減退は、企業活動回復
の足かせとなっています。

これらは社会の持続可能な発展を脅かす課題であり、世界中の
組織・人が力を合わせて解決に取り組まなければなりません。
当社は2002年に国連グローバルコンパクト*1に加盟し、これまで
SDGs*2の実現に向けて尽力してきました。本年、グローバル
コンパクトが提起した、より良い世界を目指した新たなグロー
バル協調のための結束を宣言する「ビジネスリーダーの声明」
にも賛同しています*3。SDGsの中でも目標8「働きがいと経済
成長の実現」への貢献を特に重大な責務ととらえ、コロナ禍に
より顕在化した働き方や業務プロセスにまつわる様々な課題に
対しても、価値提供のスピードを上げています。

強靭な経営基盤の上で、
社会に求められる「働き方変革」を牽引し続ける

新型コロナウイルスが事務機器業界にも大きな打撃を与える中、
当社は、2019年度、減収ながら増益を果たし、過去最高益を達成
しました。これは、将来を見据えて進めてきた業務改革・構造改革
により築いた強靭な経営基盤の上に、お客様との質の高いコミュ
ニケーションを通じて真のニーズをくみ取るという当社のDNAが
あったからこその成果であると、自信をもって言えます。

まだロックダウンの最中にあった中国の調達・生産の現場も、
底力を発揮しました。現地の当社工場を全社一丸となって支える
ことを経営として決断したのは、中国で新型コロナウイルスが発生
したとの報を受けた直後でした。お客様に納期通り商品をお届け
するため、調達・生産部門が一体となりあらゆる手を尽くしました。
さらに、当社が2007年から続けている「CSR調達」*4により培った
お取引先様との良好な関係も、混乱の中での部材確保を下支え
しました。結果、当社の工場では、域内最速といえる操業再開を
実現できたのです。

富士ゼロックスは2019年11月に富士フイルムホールディングス
の100%子会社となりました。富士フイルムホールディングスのCSR
計画「Sustainable Value Plan 2030（SVP2030）*5」は、持続
可能な社会の実現に向けてグループ全体で長期的に目指すべき姿
を示したものです。2030年度をターゲットに「環境」「健康」「生活」

「働き方」「サプライチェーン」「ガバナンス」の6分野で15の重点
課題を設定し、当社は主に「働き方」の分野を担っています。

当社には、1962年の創業以来、「人を中心としたコミュニケー
ション」に主眼を置き、新しい働き方を社会に提案してきた歴史が
あります。社内においても、早くからサテライトオフィスやリモート
ワークを取り入れる中で、生産性向上とならびコミュニケーション
の質の向上に試行錯誤を重ねてきました。その実体験を通じて、
働き方変革が単なるリモートワークツールの導入には終わらない
ことを認識しています。昨今、働く人々の価値観がますます多様化
する中では、変革の方法論に唯一の正解はありません。「働く」に
意味を与えるのは企業の中にいる「人」であり、AI（人工知能）や
IoT（Internet of Things）などの先端技術を活用するのも「人」
です。当社は引き続き「働く人」にフォーカスを当て、お客様ごと
に異なる働き方変革の道筋をご提案してまいります。

紙文書の電子化から業務プロセスそのものの
電子化へ、デジタルトランスフォーメーションに
より提供価値を拡大する

「Withコロナ・Afterコロナ」の世界でお客様が事業を継続する
ためには、紙文書の利点を活かしながらデジタル化を取り入れ、
オンラインで業務を進められることが重要となります。柔軟な働
き方が可能となれば、環境負荷の低減にも寄与します。以下に、
当社のこの一年の取り組みの具体例をいくつかご紹介します。

リモートワークやオンライン授業の際に紙の資料を手元に置き
たいというニーズに応え、コンビニエンスストアのマルチコピー機
から安全・高画質にプリントできる法人向けサービス*6に単月
契約プランを加え、リモートでの業務や学習の円滑な継続を
支援しました。

契約プロセスでは、書類の印刷、署名・押印、郵送、保管に多くの
時間とコストが費やされ、日本では、リモートワーク中でも押印の
ためだけに出社するケースが珍しくありません。当社は、多様な
ニーズに合わせて契約プロセス電子化ソリューションを複数取り
揃え、リードタイム短縮、工数とコストの低減を支えました。

複合機も進化を続けています。当社のデジタルカラー複合機・
プリンター「ApeosPort」シリーズは、事実上の世界標準である
米国のセキュリティ基準「NIST SP800-171」で最高評価の

「AAAis（トリプルA）」を日本で初めて取得しました。サイバー
攻撃を受けた後の迅速な復旧を可能とする「サイバーレジリエンス」
の強化により、お客様の事業継続を支えるシステムの構築を支援
しています。

お客様のビジネスの革新を通じて、持続可能な社会の構築に貢献する

トップコミットメント
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紙文書の電子化では、デジタルデータに属性情報を付加して
価値を高め、さらには業務プロセスそのものをデジタル化する
ことで、ビジネスモデルの変換も促していきます。2020年9月には
米国リップコード社とのジョイントベンチャー「富士フイルム
リップコード」を設立しました。業務プロセス全般を効率化する
BPO（Business Process Outsourcing）サービスにより培った
当社のノウハウと、リップコード社が持つ、書類をロボティクス技術
とAIを使って高速で電子化する技術を融合して、お客様のデジタル
トランスフォーメーション（DX）を支援します。
「環境」への貢献では、環境配慮型商品の拡充に加えて、事業の

プロセスにおいても前進しています。当社最大の生産拠点である
富士ゼロックス深センが一例です。CO2排出量の継続的削減など
多岐にわたる活動が認められ、2019年、中国国家の推奨標準規格
で定められた「グリーン工場認定」を日系企業で初めて取得しました。
認定機関からの要請に基づき、さらに2020年からはプリンター
機器業界のグリーン工場標準規格の策定に参画しています。

お客様のビジネスに革新を起こす存在へ

当社は、困難の中で鍛えられ、育まれ、磨かれることが個を強くし、
企業を強靭にすると信じています。危機や変化を機会と捉え、より
良い未来を構想し、その実現に向けてたゆまぬ挑戦を続ける。そこ
に人として、企業として、存在する意義と醍醐味があります。

2021年4月から富士ゼロックスは、お客様のビジネスに革新を
もたらす存在へと名実ともに進化するという決意を込めて、

「富士フイルムビジネスイノベーション株式会社」に社名を変更します。
富士フイルムのブランドの下、技術や販売網など、富士フイルム
グループ内のシナジー創出を加速し、先進のITサービス企業との
戦略提携も拡大し、いよいよ世界を舞台に事業活動を展開して
まいります。

お客様のビジネスの革新を通じて持続可能な社会を構築する
ために、グローバルにDXを牽引し、社会からより必要とされる
企業となることを宣言します。大いにご期待ください。

*1 国連グローバルコンパクト：企業を中心とした様々な団体が、責任ある創造
的なリーダーシップを発揮することによって社会の良き一員として行動し、
持続可能な成長を実現するための世界的な枠組み作りに参加するイニシア
チブ。2000年の発足後、約160か国から、「人権」・「労働」・「環境」・「腐敗
防止」の4分野・10原則を支持する15,000を超える団体が加盟しています。

（2020年10月現在）

*2 持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals）：2015年に
国連総会で採択された、2030年までに国際社会が社会課題として取り組む
べき目標。貧困、不平等・不正義の是正、健康、教育、働きがい、気候変動・
環境などに関する17の目標と169のターゲットが定められています。

*3 国連グローバルコンパクト「ビジネスリーダーの声明」については、下記リンク
（英語ウェブサイト）を参照ください。

 http://ungc-communications-assets.s3.amazonaws.com/docs/
publications/UN75_UnitingBusinessStatement.pdf

*4 CSR調達：当社ではお取引先様をパートナーと位置付けています。CSRに
関する価値観を両者が共有し、対話を通じてリスクを最小化することに
より、お取引先様と当社がともに競争力を高めることをめざしています。

*5 富士フイルムホールディングスの「Sustainable Value Plan 2030」の詳細に
ついては、下記リンクを参照ください。

 https://www.fujifi lmholdings.com/ja/sustainability/svp2030/index.html

*6 「ネットプリントサービス for business afterpay」として、2020年10月現在、
日本国内約2万店舗のセブン-イレブンにて提供しています。（一部、マルチ
コピー機が未設置の店舗があります。）

富士ゼロックス株式会社
代表取締役会長 古森重隆 富士ゼロックス株式会社

代表取締役社長 玉井光一
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SVP2030重点課題に対する2019年度の取り組み

富 士フイルムグル ー プ は 、2 0 1 7 年 8 月にC S R 計 画
「Sustainable Value Plan 2030（SVP2030）」を発表
しました。SVP2030はSDGs*に沿った持続可能な社会
の実現に貢献するための長期計画であり、2030年度を
ターゲットとした長期目標を掲げています。

富士ゼロックスは、サプライチェーンおよびガバナンスの
基盤のもと、2019年度は特にSVP2030の重点分野である

「働き方」と「環境」の領域において、自社の強みを生かした
取り組みを行いました。

例えば、「環境」の分野においては、「気候変動への対応」の
重点課題に対して、リモートワークを支援するドキュメントソ
リューションの提供で、社会でのCO2排出削減に貢献しました。
機器自体の省エネ性能も継続的に改善しており、富士ゼロッ
クスの商品サービスによる2019年度のCO2排出削減貢献
量は約330万トンとなりました。これは、2019年度における
富士フイルムグループ全体のCO2排出削減貢献量の約7割
を占めます。また、「資源循環」の重点課題に対しても、複写機
や複合機などの回収、リユース・リサイクルについて積極的な
取り組みを行いました。
「働き方」の分野においては、「1. 働きがいにつながる環境づ

くり」の重点課題（マテリアリティ項目）に対して、リモートワー
クや脱文書化の促進に優れる、様々な富士ゼロックスの商品
サービスをお客様に提供し、事業を通じてお客様の働き方変革
を支援しました。

SVP2030の目標達成に向けた富士ゼロックスの取り組みは、
富士フイルムグループ サステナビリティレポート ストーリー編
でも紹介しています。次ページからは、これまでの富士ゼロック
スにおける「働き方変革」の歴史を紹介するとともに、2019年度
における取り組みについて報告します。

＊SDGs : 2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための
2030アジェンダ」にて記載された「Sustainable Development Goals（持続可能な
開発目標）」の略称。17のゴール・169のターゲットから構成される。

※2020年度 富士フイルムホールディングス サステナビリティレポート ストーリー編
「環　境」 : https://www.fujifilm.com/files-holdings/ja/sustainability/
report/2020/sustainabilityreport2020_svpstories.pdf#page=14

「働き方」 : https://www.fujifilm.com/files-holdings/ja/sustainability/
report/2020/sustainabilityreport2020_svpstories.pdf#page=12

富士ゼロックスの重点課題と2019年度における主な取り組み

FUJIFILM
Sustainable Value Plan 2030

サステナブル社会の実現

Value from Innovation

事 業 領 域

ドキュメント
ソリューション

ヘルスケア＆
マテリアルズ
ソリューション

イメージング
ソリューション

企 業 規 範
企業理念・ビジョン・行動規範

生活

環境

健康

働き方

サプライチェーン

ガバナンス

富士ゼロックスの重点課題（マテリアリティ） 2019年度における富士ゼロックスの取り組み

SVP2030 重点分野【環境】
1.気候変動への対応
2.資源循環の促進

・環境配慮製品の開発（富士フイルムホールディングス サステナビリティレポートストーリー編 p26）
・働き方改革による社会でのCO2排出量の削減（p11 【環境】②）
・複合機、複写機などの回収、リユース、リサイクルの取り組み（p11 【環境】③）

SVP2030 重点分野【健康】
1.健康経営の推進

・健康増進施策の展開（富士フイルムホールディングス サステナビリティレポートストーリー編 p12）
・お客様の安心安全な職場環境の確保に貢献（複合機の消毒方法の公開 p11 【健康】①）
・コロナ感染拡大の防止に貢献（感染予防の啓発ツールを無償提供 p11 【健康】②）

SVP2030 重点分野【働き方】
1.働きがいにつながる環境づくり
2.多様な人材の育成と活用

・コロナ禍への対応のためのIT導入支援（IT補助金申請支援 p9 【働き方】①）
・紙とハンコ業務からの解放を支援（電子契約 p9 【働き方】②）
・個室型ワークスペースの普及拡大（p9 【働き方】③）
・海外におけるコロナ禍でのレポート作成支援（Fuji Xerox China Limited p10 【働き方】④）
・ペーパーレス化による生産向上とリモートワークの実現（p9 【働き方】事例）
・高いセキュリティ基準に準拠した複合機の提供（p10 【働き方】⑤）
・女性管理職、外国人労働者、障がい者、育児介護制度利用者の復職、の各比率向上を目指した取り組み
 （富士フイルムホールディングス サステナビリティレポートストーリー編 p32-p33）

SVP2030 重点分野【サプライチェーン】 ・用紙調達におけるCSR調達の徹底

SVP2030 重点分野【ガバナンス】 ・コンプライアンス教育の実施、顧客満足度向上に向けた取り組み
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「コミュニケーション」への取り組みと「働き方変革」の歴史

富士ゼロックスは2021年4月から「富士フイルムビジネス
イノベーション株式会社」に社名を変更し、「富士フイルムグ
ループの企業として、常にビジネスに革新をもたらす存在で
あり続けたい」との決意のもと、新たなスタートを切ります。

当社は1962年に富士写真フイルム（当時、現富士フイルム
ホールディングス）と英ランク・ゼロックス社（当時、現ゼロッ
クス・リミテッド）の合弁企業として創業して以来、より良いコ
ミュニケーションを通じてお客様や社会の相互理解を促進す
ることを基本的な理念としてきました。紙の情報を複写する
ゼログラフィーの技術でオフィスに変革を起こし、機械そのも
のでなく効用を提供するレンタルサービスという画期的なビ
ジネスモデルを定着させる中で、当社の中核となる商品は、ア
ナログ複写機、フルカラー写真機、デジタル複合機、複合機の
ネットワーク接続、そしてクラウド化へと変遷を遂げてきまし
た。創業以来一貫して、知の創造と活用をすすめる環境の構
築を通じたコミュニケーションの支援により、人々の働き方や
生産性の革新をめざした価値を、変わることなく提供し続け
てきました。

1960年代以降の日本は、大量生産大量消費の高度成長
期であり、経済効率性に重きを置く「モーレツ」な働き方が当
たり前の時代でした。そのような高度経済成長の中で、1970
年、富士ゼロックスは「モーレツからビューティフルへ」という
斬新なメッセージを世に打ち出しました。これは「モーレツ」
ではない生き方やライフスタイルを社会に提言する、まさに

「働き方変革」の先駆けとなるものでした。

その後、1980年代に情報化社会が到来し、富士ゼロック
スは世界の名だたるコンピューター会社に先駆けて「ネット
ワーク環境」「グラフィカル・ユーザー・インターフェース」「マ
ウス」を備えた「ワークステーション」を核とした「ゼロックス・
インフォメーション・ネットワーク・システム」を販売し、オフィ
ス環境の「新しいカタチ」を提案しました。

その後、1990年代の複合機のデジタル化/カラー化の
時代には、知識社会の到来を見通して「The Document 
Company」を宣言し、知のネットワーキングを提言、2000年
代には複写機単体からネットワーク化・サービス連携へと発
展させ、より広い範囲でのお客様の課題解決に貢献してきま
した。

近 年 、ビジネスは多 様 化 、グローバル化し、複 数の企
業間でグローバルにコラボレーションしながら事業を進
めていく時代となり、コミュニケーションがビジネスを支
えるのみでなく、変革をも左右するようになっています。
ICT(Information and Communication Technology)
やIoT(Internet of Things)の発展で世界中がネットワー
クでつながり、メディアも多様化する中で、当社は、長年にわ
たり培ってきたAI（人工知能）、コミュニケーション全般にお
ける技術やノウハウを通じ、これからもビジネスのあらゆる
場面でお客様の課題解決や増力化に貢献します。また、個々
の企業の課題解決に貢献するだけでなく、自治体や地域コ
ミュニティなどへも視野を広げ、新しいコミュニケーション
環境を提案いたします。そして、お客様の競争力強化や働き
方変革といった社会課題の解決を通じ、お客様の価値創造
を支援します。

「The Document Company」を宣言し、知識社会における知のネットワー
キングを提言

1970年に行われた「ビューティフル」キャンペーン
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IT導入補助金（正式名称: サービス等生産性向上IT導入支
援事業）とは、中小企業・小規模事業者等に対して、自社の経
営課題に合ったITツール（サービス、ソフトウェア等）の導入
経費を国が一部補助することで、生産性向上や業務効率化、
収益向上を支援するものです。自社の課題やニーズにあった新
たなIT投資を必要とされているお客様に対して、富士ゼロック
スはIT導入補助金を活用するまでの各プロセス支援を無料で
提供、これまで4年間に渡り約2000件以上のお客様を支援し
てきました。当社がこれまで積み重ねてきた豊富な経験に基

づき、お客様に最適なITツールを組み合わせて選定、交付申
請から効果報告まで、それぞれの段階できめ細やかなサポー
トを行い、生産性向上、リモートワーク（在宅勤務）の導入など
のプロセスを支援しています。2020年度は特に、新型コロナ
ウイルス対策の緊急対応のための特別枠も設けられ、新型コ
ロナウイルスの影響に対応するリモートワーク環境の整備や
非対面型ビジネスモデルへの転換等に必要なITツールなどが
対象となります。今後も引き続きお客様の働き方改革に貢献し
ていきます。

紙とハンコで行ってきた業務をデジタル化し、リモートワー
クへの迅速な移行と事業継続を支援しました。累計650万
ライセンスのDocuWorksやWork ingFolderなどの自社
製品を他社製品とクラウド連携し、社内稟議、電子契約、文
書の保管・検索といった一連の業務を、リモートワークでも
円滑に行えるようにすることで、コロナ禍での出社の要因の
一つとなっている紙やハンコに縛られた働き方からの解放に
貢献しています。また、富士ゼロックスは自社の契約業務も
電子化することにより、5年間で300万時間の削減効果を見
込んでいます。従来から労働力不足に悩むお客様にとって、
生産性の向上は大きなメリットとなります。さらに、このよう
に一連の業務プロセスをPC上で完結するように改善する
ことは、今後パンデミックやその他の災害が発生した場合で

も、事業を継続できる環境の整備にもつながります。これか
らも、優れたIT環境の提供を通じて、お客様の働き方改革の
支援を継続していきます。

「働き方」領域における2019年度の取り組み

富士ゼロックスは、リモートワークや文書を前提とした業務フローからの解放を促す商品やサービスをお客様に提供し、事業を通じて
お客様の働き方変革に貢献しました。

交付申請から効果報告までの流れ

① コロナ禍への対応のためのIT導入支援（IT導入補助金申請支援）

② 紙とハンコ業務からの解放を支援（電子契約）
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①交付申請 ②事業実施・実績報告 ③効果報告

①交付申請 ②事業実施・実績報告 ③効果報告

・交付申請時に立案した労働生産性の実績を
3年間報告する。

・契約・納品・支払の実績を報告する。
・クラウドサービスや保守などは1年契約前払い
する。

・経営診断を実施しツールを選定する。
・経営計画の立案をする
・富士ゼロックスのサポートを受け申請する。

ツール選定
経営診断企画立案 交付申請 ツール導入 実績報告

採択 補助金交付 結果報告



研究用機器、看護・介護用品などを扱う専門商社である「ア
ズワン株式会社」様の海外調達部では、管理が煩雑な輸入業
務の効率化と、電子帳簿保存法に対応するためのペーパーレ
ス化を進めてきました。

通常、輸入物品は、コンテナごとに船名・本船スケジュール・
納入日などの情報が「booking list」としてまとめて管理され
ます。従来、複数の国際輸送業者から個別のbooking listが
毎日届き、それを人手で１つにまとめる作業が発生していま
した。また、輸入申告・配送手配の管理上、毎日16時までに更
新情報を通関業者に送付しなければならず、日々の管理に多
大な労力がかかっていました。そこで今回、税関審査に関す
る書類の準備、管理、申請などの一連の業務をweb上で一括
管理するため他社商品と連携した富士ゼロックスの「Apeos 
PEMaster Evidence Tracker」を富士ゼロックス大阪から
導入しました。これにより、クラウド上のbooking listの内容
を国際輸送業者の担当者に直接閲覧・入力してもらうよう業
務フローを改善した結果、従来の入力作業や工数管理などの
多くの業務を削減することができました。さらに、書類をペー

パーレス化することで、申告書類の申請状況もweb上での一
覧管理を可能としました。また輸入許可情報と申告書類を連
携することで、輸入実績の管理漏れもなくなり、税関の審査
に対して迅速に対応できる仕組みになりました。このシステ
ムによるペーパーレス化で、今回のコロナ禍でもスムーズな
リモートワークへの移行が実現できました。

日本の大都市では、発達した鉄道網を利用した通勤や外出が一
般的です。そのため、電車移動の合間に短時間で済ませられる仕
事のための場所がほしいというニーズが存在していました。

そこで富士ゼロックスでは、オフィスや自宅以外でもセキュリ
ティを確保し、快適かつ安全に働くための環境を、個室型ワーク
スペース「CocoDesk」として提供しています。

駅やビル内の空きスペースにおいて2020年2月からサービス
の提供を開始し、リモートワークが増加する中でも、鉄道を利用
する多くのビジネスパーソンの効率的な働き方に貢献していま
す。また、コロナ禍で急増するオンライン会議にも、周囲に気兼
ねなく、また集中して参加できる環境づくりのため、2020年9月
にはオフィス内で設置できる「ソロワークブースCocoDesk」の

販売も開始しました。
いずれのタイプも内部の空気が常時入れ替わる一人用ブースで

あるため、周囲の人からの飛沫感染や空気感染のリスクを抑えら
れます。さらに新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、すべての
ブースに抗菌効果の高いコーティングも施しました。

また「CocoDesk」は、富士ゼロックスが所有する「グリーン電力
証書※」を活用し、その稼働エネルギーが「（再生可能エネルギーに
より発電された）グリーン電力」であるとみなせるため、隙間時間
の有効活用による効率的な働き方だけでなく、環境負荷削減に配
慮した働き方の実現にも貢献しています。
※ 2020年10月現在、「ソロワークブースCocoDesk」はグリーン電力証書の対象外

です 。

③ 個室型ワークスペースの普及拡大（CocoDesk)

【事例】 ペーパーレス化による生産性向上とリモートワークの実現（Apeos PEMaster Evidence Tracker）

ペーパーレス化で生産性向上とリモートワークを実現したアズワン
株式会社の皆様

東京メトロや私鉄の駅構内をはじめ、駅近オフィスビルにもサービスを
拡大中です。法人に加え、個人も事前の会員登録により利用いただけます。

省エネルギー、CO2排出の抑制、地球温暖化の
抑制への貢献にもつながっています。

CocoDeskは、当社が所有するグリーン電力証書※を 
活用し、ご利用時の全電力を「再生可能エネルギー 

（風力）により発電されたグリーン電力」とみなせます。

※日本自然エネルギー株式会社が発行
　http://www.natural-e.co.jp/green/index.html
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富士ゼロックスは、優れた環境負荷削減効果を有する商品サービスの開発やお客様への提供を通じて、環境負荷削減に取り組み、
SVP2030の重点課題「気候変動への対応」の進捗に貢献しました。また、複写機・複合機等の回収とリユース・リサイクルの取り組み
により、「資源循環の促進」の進捗にも貢献しました。

富士ゼロックスは、業界でも最多となる過去１４回の省エネ大賞を受賞しています。また、機器の省エネ性能も継続的に改善しており、
2019年度も引き続きこのような環境配慮製品の開発を促進することにより、社会での環境負荷低減に貢献しました。

① 環境配慮製品の開発

1999年 DocuColor 1250シリーズ ● 2006年 DocuPrint C3050 ●

2000年 DocuPrint C2220 ● 2007年 DocuPrint C1100 ●

2001年 DocuCentre 507/607/707シリーズ ● 2008年 ApeosPort-Ⅲ/DocuCentre-Ⅲシリーズ ●DocuPrint C2250/C3360

2002年 DocuPrint 181/211シリーズ ● 2009年 ApeosPort-Ⅳ/DocuCentre-Ⅳシリーズ ●

2003年 DocuPrint C2425/C2426 ● 2012年 ApeosPort-Ⅳ/DocuCentre-Ⅳシリーズ ●

2004年 DocuCentre Color a450/f450 ●CentreWare Flow Service 2015年 ApeosPort-Ⅴ/DocuCentre-Ⅴの4機種 ●

2005年 ApeosPort/DocuCentre C7550シリーズ ● 2018年 省エネ再生型機を活用した次世代型MPS*

省エネ大賞を過去14回（業界最多※） 
※2019年10月11日現在

*マネージド・プリント・サービス　●カラープリンター　●カラー複合機　●モノクロ複合機　●モノクロプリンター

「環境」領域における2019年度の取り組み
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A3複合機(45枚/分)のTEC値の推移

現代の情報化社会においては、デジタルデータなどのセ
キュリティ面におけるリスクが急速に拡大しています。この
ような社会課題が存在する中、この度富士ゼロックスは、
デジタルカラー複合機・プリンター（ApeosPortシリーズ）
において、米国のセキュリティ基準「NIST SP-800-171

（National Institute of Standards and Technology：
国立標準技術研究所）」への準拠性を示す情報セキュリティ
格付けの最高ランクであるAAAis（トリプルA）を日本で初め
て取得しました。この基準は、防衛産業をはじめ、グローバル
にビジネスを展開する企業において、今後対応が広く求めら
れる可能性があるものです。このような高いセキュリティ機

能を有する複合機を用いる
ことにより、テレワークや
シェアオフィスなどリモー
トワークでの利用シーンに
おいても、多くの場 合で課
題となっている「 セキュリ
ティの壁 」を解 決すること
ができます。今後もこのよう
な取り組みを通じて安心・
安全な環境での働き方変革
に貢献します。

⑤ 高いセキュリティ基準に準拠した複合機の提供
 （NIST SP800-171（National Institute of Standards and Technology））　　　　　　　　　　　
   セキュリティ基準　日本で初めて最高格付けAAAis（トリプルA）を取得)

Company Name Fuji Xerox Co., Ltd.
Rating Type  Information Security Rating 
Rating ID Code 10000370401C2020
Rating Scope   ApeosPort series*1 digital color multifunction devices/printers  

provided for customers who use them in the environments complying 
with NIST.  

 *1    ApeosPort C7070～C2570   ApeosPort 4570/3570 
ApeosPort C2360/C2060   ApeosPort 3060/2560/1860 
ApeosPort Print C5570/C4570   ApeosPort-VII C4422/C3322 
ApeosPort-VII 5022 ApeosPort-VII CP4422/CP3322 
ApeosPort-VII P4022     

Rating Target    Development and maintenance on the rating scope
Assumed Risk Imformation leakage
Rating  ＡＡＡis （tripleＡ）
Direction of Rating  Positive
Period of Validity From  September 24, 2020 to September 23, 2021 

(One year from the date of issuance) 
 

Information Security Rating Results

Certification
Fuji Xerox Co., Ltd.

We hereby certify that we have provided your company 
with the information security rating as follows.

September 18,2020
Rating Committee
I.S.Rating Co., Ltd.

The Information Security Rating is based on information acquired from rated organizations, and its accuracy and integrity are therefore not necessarily assured. Rating Results are 
not intended to recommend business and services of rated organizations, transactions with rated organizations, etc. Our company assumes no responsibility for complaints, lawsuits, 
other disputes, etc., in relation to the Information Security Rating and/or for any damages, losses and costs, etc., incurred by a rated organization or other third party in relation to our 
rating. 

富士ゼロックスは、海外のグループ会社においても積極的に
お客様の働き方改革を支援しています。富士ゼロックスの海外
子会社である富士ゼロックスチャイナが提供する「Intelligent 
e-Form」は、中国最大のSNSメッセンジャーアプリ「WeChat」
ユーザに対する、パンデミックレポート作成用のwebアプリです。
WeChatユーザである従業員はこのアプリを通じて、モバイルデ
バイスから健康状態や行動履歴などを入力し、雇用主にレポー
トします。万が一感染が判明した際は、このアプリをデータベー
スとして用いることにより、雇用主から迅速な政府への報告が
可能となります。さらに、モバイルやラップトップなどからのweb

会議を可能にする「Smart 
Conference Solution」、
RPA＊やAIなどを駆使した

「Productivity Suite」など、
富士ゼロックスチャイナが独
自に提供する商材やサービス
などを通じて、パンデミックの
蔓延を抑制し、同時に生産性
の向上に貢献しました。
＊RPA：Robotic Process Automation

④ コロナ禍でのレポート作成支援（富士ゼロックスチャイナ、Intelligent e-Form）



富士ゼロックスの働き方変革ソリューションは、オフィスからのCO2排出量の削減に様々な形で貢献します。2019年度も引き続き
このような働き方改革ソリューションの普及を進めることで、社会におけるCO2排出量の削減拡大に大きく貢献しました。

② 働き方変革による社会でのCO2排出量の削減

富士ゼロックス福島では、新型コロナ感染拡大の影響を受け、感染予防をよびかけるポ
スターやPOPなど、計33種類のオリジナルツールを作成し、公式ウェブサイト上で公開
しました。感染拡大を防ぐためには、一人ひとりの意識付けがとても重要になります。通
常、データはDocuWorks形式で提供しておりますが、今回はより多くのお客様にご利用
いただけるよう特別措置としてPDF形式での無償提供としました。新型コロナ感染予防
以外にも、エコ・健康・情報セキュリティなどのポスター無料公開中。2020年10月末現在
でアクセス数280万をこえる人気コンテンツです。

富士ゼロックスは、コロナ禍においても事業を通じて様々な取り組みを行い、お客様先での感染予防や感染拡大の防止による健康的な
社会の拡大に貢献しました。

② コロナ感染拡大の防止に貢献（感染予防の啓発ツールを無償提供）

「健康」領域における2019年度の取り組み

新型コロナ感染予防の一環として、「多くの人が触れる複合機を消毒したい」というお客様のニーズが増えてい
ますが、誤った方法で消毒を行うと、複合機の故障の原因となる恐れがあります。富士ゼロックスサービスクリエ
イティブは、複合機の正しい清掃・消毒方法をわかりやすく周知するための動画を作成し、富士ゼロックスの公式
ホームページ上で公開しました。コロナ禍でのお客様のニーズに応えると共に、感染拡大の予防に貢献しました。

① お客様の安心安全な職場環境の確保に貢献（複合機の消毒方法を公開）
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空調30.2136.5t
-CO2/年

照明14.8
コンセント
（PCなど）
13.3

自動車
利用（通勤）
10.1

自動車
利用（業務）
11.3

その他
（共有部分など）
9.0

その他
3.0

IT機器など2.2

 コンセント
（複合機、ファクスなど）1.5

自動車1.6
OA用紙1.2
紙類1.8

●CO2排出量見える化
●資源使用量見える化など見える化ソリューション

省時間ソリューション
●業務処置時間削減
●会議時間削減
●検索時間削減など

省スペースソリューション ●電話会議
●在宅勤務
●モバイルワークなど

省移動ソリューション

ビル内のエネルギー消費 移動に伴うエネルギー消費 資源投入 資源廃棄

IT最適化ソリューション
●用紙使用量削減など

省資源ソリューション

1

2
3

4
5

6

●電子による文書管理
●紙での保管の削減など

●機器やサーバーの統廃合
●機器の最適配置
●機器の電力制御など

富士ゼロックスでは、「使用済み商品は廃棄物ではなく貴重な
資源である」との考えのもと、お客様が使用した複合機、複写機
などの商品を回収し、リユース・リサイクルして資源を有効活用
する資源循環活動を行っています。部品のリユースを核としたク
ローズド・ループシステムは、回収した使用済み商品から取り出
した部品を、厳しい品質基準を満たしたリユース部品として活
用するものです。

2019年度も、この仕組みにより資源循環を進めてきました。
今後も、限りなく『廃棄ゼロ』を目指し、資源の再活用を推進し
ます。

③ 資源循環の取り組み

素材化 /成形

リサイクル
設計

生産ライン

完成・配送

お客様が
使用 部品の選別 廃棄ゼロ

検査

品質点検
・保証

修理

回収

原材料
に戻す

工場へ戻って
分解・洗浄

オフィス（従業員50人）の平均的なCO2排出量推計



社会貢献活動

新
た
な
課
題
へ
の
対
応

顕
在
化
し
て
い
る
課
題
へ
の
対
応

本業を通じた活動による貢献

事業を通じた
価値提供
情報の変換/伝達/
共有を通じ、 
社会の発展に貢献

経営資源の還元による貢献

各国・地域の
社会課題への
貢献
寄付活動
基金プログラム
社員ボランティア
災害緊急支援

…

震災から学んだ
社会課題への貢献

・ 重要情報の保護/管理/
 活用
・ 地域の対話と共創の促進

全社の重点テーマに
基づく貢献
1 将来世代の人材育成
2 希少な文化や情報の伝承

〈社会貢献全体の概要〉

2019年度の活動実績

基本的な考え方と経緯
富士ゼロックスは、お客様に卓越した価値を提供することはもとより、社会からの

期待を見据えて、高い理想のもと、会社と社員が協力し啓発し合いながら、長期的で
幅広い視点に立って、文化の発展とより良い社会づくりに取り組みます。

当社は、1970年代から各国・地域のニーズに応じて、さまざまな社会貢献活動を
展開してきましたが、2012年度のCSR会議*での経営陣による議論を経て、「コミュ
ニケーションを本業とする富士ゼロックスらしい顔の見える社会貢献」の取り組み
を強化することを決定。企業理念の一つ「世界の相互信頼と文化の発展への貢献」
に基づき、「将来世代の人材育成」「希少な文化や情報の伝承」の２つを全社の重点
テーマに定めました。この重点テーマに基づいた活動に加え、東日本大震災などから
学んだ社会課題への取り組みにおいても、当社のノウハウや技術の提供を通じて地
域社会や行政、NGO/NPO、学術機関などとの協働を促進します。当社は社会貢献
活動と事業の相乗効果を高めながら、持続的な社会の発展に貢献していきます。

2019年度も、当社が事業展開してい
るアジア・パシフィックの各国・地域で、
地域社会の課題をとらえニーズに応じて
さまざまな社会貢献活動を行いました。
ここでは、代表的なものを紹介します 。

* 2018年7月より「コンプライアンス＆リスクマネジメント
会議」に名称変更しています。

人

教材提供累計児童数

95,388=

社会貢献支出額

億

万円
4,000
4

=
人

端数倶楽部の会員数

3,038=

【社会貢献活動の事例】

2019年度、当社が事業展開しているアジア・パシフィックの各国・地域で、新型コロナの世界的な蔓延により社会活動が制限される中でも、
様々な取り組みを通じて社会活動の継続を支援してきました。

1.富士ゼロックスチャイナにおける様々な社会活動継続支援の取り組み

①プリンタ等の寄付
新型コロナウイルスにより深刻な影響

を受けた武漢、黄岡、孝感、襄陽、随州、
荊州にある１１の病院や医療施設に対
し、１００万元以上のプリンタと消耗品
の寄付を行いました。

いて政府や保健機関へのサービスが途切
れることのないよう、迅速にタスクフォー
スを立ち上げ、中国最大のSNSメッセ
ンジャーアプリ「WeChat」によるタイム
リーなリモートカスタマーサービスを業
界で初めて運用開始しました。訓練を受
けた担当者が、オンラインでお客様に対
しテクニカルサポートや製品の操作ト
レーニングを提供します。これにより、社
会的距離を保ちつつお客様のオフィスへ
の復帰を支えました。

②消毒液等の寄付
湖北、浙江、河南、江西、安徽などの感

染拡大エリアにおけるディーラーに対
し、消毒液や保護用品などを無料配布
し、パンデミック下でのビジネスストレス
の軽減に寄与しました。

③WeChatを通じたリモートによる
カスタマーサービス継続支援の取
り組み
Fuji Xerox China Limitedカスタ

マーサービスセンターでは、コロナ禍にお
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3.富士ゼロックスオーストラリアにおけるコロナ禍でのリモート教育継続支援への取り組み

オーストラリアビジネスコミュニティネットワーク（ABCN）
はオーストラリアのNPOです。ABCNは社会的経済的に恵ま
れない人々に対し、教育活動やメンタリング活動を通じて支
援を行っており、富士ゼロックスオーストラリアは2006年か
らABCNの会員企業です。

ABCNは、パートナーである学校の学校長との対話を通
じ、新型コロナウイルスが社会的経済的に恵まれない環境
下にある学生に対して著しいデジタルデバイドをもたらして
いることを把握しました。新型コロナウイルスの蔓延により、
自宅からの学習の機会がますます増える中、このような状況
では、学生が教育やABCN提供プログラムへ接する機会が
失われてしまいます。そこで、ABCNは参加企業に対しラップ
トップの寄付を促す“Laptops for Learning”イニシアチ

ブを立ち上げました。
富士ゼロックスオーストラリアはこの取り組みの中で、自社

で使用済み廃棄処分となる予定だったラップトップ合計150
台を、ISMS＊手順にのっとって全てのデータ消去を行った上
で、ニューサウスウェールズの3校とサウスオーストラリアの１
校に寄付しました。ラップトップを受け取った学生からは、彼
らの学習が遅延なく高いクオリティで行えることになったこと
に対して、喜びと感謝の手紙を受け取っています。

この活動には、富士ゼロックスオーストラリアの13名の有
志の社員が関わりました。今回の危機を乗り越えた先に待ち
受けるニューノーマルの日常においても、学生のデジタルリテ
ラシーの向上に寄与する活動を続けていきます。
＊ISMS：情報セキュリティマネジメントシステム

富士ゼロックスグループによるコロナ禍での社会貢献事例は、富士フイルムサステナビリティレポートでも紹介されていますので、あわせて
ご参照ください。
URL : https://www.fujifilm.com/files-holdings/ja/sustainability/report/2020/sustainabilityreport2020_svpstories.
pdf#page=19

4.富士ゼロックスニュージーランドにおけるDHB（地域医療保健委員会）への継続したカスタマーサービス提供

富士ゼロックスニュージーランドは、ニュージーランド国内
におけるほぼ全ての地域医療保険委員会（DHB）に対して、オ
フィスのプリント環境を統合的にマネジメントする「マネージ
ドプリントサービス」を提供しています。富士ゼロックスニュー
ジーランドのプリントルームオペレーターは、今回のパンデ
ミック下において、ほぼ24時間途切れることなくサポートを
行い、検査や患者の手当てに対するDHBの活動を支え続けま
した。DHBは、新型コロナウイルスの急激な拡大を受けた3月
の時点で、この状況に対応するため、処方箋や検査に必要なサ

インのための書面などを極めて大量にプリントする必要に迫
られました。富士ゼロックスニュージーランドのマネージドプ
リントサービスチームメンバー45名は、チーム一丸となって迅
速にこの要求に応じ、その後も途切れることなく補充品の提
供などを続けました。その結果、世界に誇るニュージーランド
のコロナ禍における危機対応に貢献することとなりました。今
後も富士ゼロックスニュージーランドは、マネージドプリント
サービスを通じてDHBの活動をサポートし、国民の健康を支
える政府の取り組みに、事業を通じて貢献していきます。

2.富士ゼロックスシンガポールにおけるボランティア活動「MealsOnWheels」

富士ゼロックスシンガポールはNPO団体であるTouch 
Community Servicesと共に、体が弱くて料理や買い出
しが困難であり、特に、食事に出かけることが禁じられてい
たシンガポールでの封鎖中、非常に困難な状況にあった一
人暮らしのお年寄りの元へ食料を届けるボランティア活動

「MealsOnWheels」イニシアチブを立ち上げました。これま
でに21人の社員が255名のお年寄りに対してボランティア活
動を行いました。富士ゼロックスシンガポールは、今後も引き
続きTouch Community Serviceと協力して、地域社会への
貢献活動を続けていきます。
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　富士ゼロックスは、CSR経営を着実に推進するために、定量的なCSR指標と目標値を設定し、定期的にその進捗をレビューして、活動の
改善を図っています。ここでは、ステークホルダーの皆様からの期待や要請、および当社の経営目標や事業特性による絞り込みを行い、マ
テリアリティ（重点課題）として特定したテーマに関連する指標について進捗を報告します。
　なお、その他の指標については、富士フイルムホールディングス サステナビリティレポート2020（マネジメント編）を参照ください。

「働き方」「健康」「生活」

対象範囲 2017年度実績 2018年度実績 2019年度実績 2020年度目標

富士ゼロックスおよび関連会社（OEM販売も含む） 1件 0件 0件 0件

2019年度
実 績 解 説

2019年度は重大商品事故は発生しておりません。重大商品事故ゼロの継続に向けた安全で安心な商品をお届けするための改善活動として、商品安全評価
の強化および商品安全に関する法令や規則への対応強化を進めました。

目 標・課 題 商品安全に関する法令や規則の遵守はもとより、商品安全問題を未然に防ぐため、さらに安全技術や評価技術を高めるとともに、従業員の商品安全に関する意識
の浸透・向上に向けた商品安全教育の強化を図り、商品事故の根絶を目指します。

重大商品事故の発生件数
定 義  製造事業者である富士ゼロックスが認識している商品関連トラブルのうち、死亡・重症・後遺症・火災などの重大な被害、もしくはその危険性をともない、

かつ多発性が認められる商品事故の年間発生件数です。

SDGS  目標8

主要なCSR指標

対象範囲 2017年度実績 2018年度実績 2019年度実績 2020年度目標

富士ゼロックスおよび国内の販売会社 96% 95% 92% 92%以上

2019年度
実 績 解 説

より多様化、複雑化するお客様の課題を把握してお応えできるよう、2019年度からCS調査プログラムの内容拡充と対象見直しを行いました。そうした変更も
あり「取引継続意向率」は前年度からわずかに低下したものの、依然として高い水準を維持しています。（海外販売会社では、海外向けのCS調査を実施しその結
果に基づいてお客様接点での活動を改善しています。）

目 標・課 題 新しい調査プログラムの定着を通じ、お客様の業務課題や関心事に個々にお応えする活動に取り組むことで、さまざまな地域・お客様層での関係性を深める活動を
強化していきます。

お客様の取引継続意向率
定 義  富士ゼロックスが独自に実施しているCS調査プログラム(お客様満足度評価に基づく改善活動)において、今後も当社との取引を「継続する」または「多分継続

する」とご回答をいただいたお客様の割合で、「お客様との関係性」を示す指標です。

SDGS  目標8

対象範囲 2017年度実績 2018年度実績 2019年度実績 2020年度目標

富士ゼロックス（単独） 3.33 3.37 3.40

ー
国内の販売会社 3.35 3.34 3.39
国内の関連会社（販売会社を除く） 3.26 3.27 3.37
海外の関連会社（営業、事務職） 3.56 3.53 3.62

2019年度
実 績 解 説

富士ゼロックスおよび国内販売会社・海外関連会社のいずれにおいても前年度からスコアは微増しており、大きな変化ではないもののコア・モラールは改善
傾向にありました。国内外ともに過去の調査内容との継続性を維持しながら、国内では「エンゲージメントサーベイ」としての調査を継続し、従業員の会社に
対する自発的な貢献意欲と期待される行動に対する発揮度合いを把握しています。

目 標・課 題 対象となるすべての会社において、前年に対して改善傾向が見られるよう職場改善活動に取り組んでいきます。

従業員意識指標「コア・モラール」のスコア
定 義  富士ゼロックスおよび関連会社の従業員を対象とした意識調査「ESサーベイ」において「コア・モラール」として定義する5項目（「仕事のやりがい」「職場の

働きがい」「上司への信頼度」「人事運営への満足度」「組織運営への満足度」）の平均スコア（満点を5.00ポイントとする）です。

SDGS  目標8



対象範囲 2017年度実績 2018年度実績 2019年度実績 2020年度目標

富士ゼロックス（単独）注1 注2 6.9% 7.6% 7.17% 14.00%

国内の関連会社注1 注2 4.5% 5.3% 5.52%
ー

海外の関連会社注2 25.6% 30.0% 30.24%
2019年度
実 績 解 説

2018年度に比べて、国内海外関連会社における女性管理職比率が増加しました。
単独では、女性管理職比率の低い関連会社の吸収事案により母数の男性比率が増加したため、女性管理職比率は低下しています。

目 標・課 題 富士ゼロックス単独では2020年14％の目標値を掲げており、最終年度である2020年度も企業風土・マネジメント・制度/仕組みなどの面で引き続き推進策を
展開していきます。

役員および管理職に占める女性の割合
定 義  富士ゼロックスおよび関連会社の役員および管理職に占める女性の割合を示した指標です。なお、ここでの「管理職」は部下の有無にかかわらず、人事制度上の管理

職に該当する従業員を意味しています。

GC  原則6　 SDGS  目標5

注1  執行役員／役職定年制度適用者／嘱託を除いて算出しています。
注2  算出基準日は、富士ゼロックス（単独）・海外関連会社が3月31日、国内関連会社は4月1日です。

2019年度
実 績 解 説

2019年度は祝日法改正により労働日数が少なくなったため、富士ゼロックスグループ全体で総労働時間は減少しました。

目 標・課 題 対象となるすべての会社において、限られた時間・リソースで最大限の成果をあげられるような働き方の改革を進めていきます。

対象範囲 2017年度実績 2018年度実績 2019年実績 2020年度目標
富士ゼロックス（単独） 1,865時間 1,883時間 1,784時間 ー
国内の関連会社（販売会社除く） 1,911時間 1,911時間 1,744時間 ー
国内の販売会社 1,978時間 1,917時間 1,855時間 ー

従業員の年間総労働時間
定 義  富士ゼロックスおよび国内関連・販売会社における従業員の平均年間総労働時間です（管理職および裁量労働制を導入している会社を除く）。

GC  原則1　 SDGS  目標8

対象範囲 2017年度実績 2018年度実績 2019年度目標/実績 2020年度目標

①富士フイルムホールディングス ー 2.32% 2.42% 2.40%

②富士ゼロックスおよび国内の販売会社・
　関連会社 2.31% 2.28% 2.30% 2.40%

2019年度
実 績 解 説

2018年度より、富士フイルムホールディングス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と、富士ゼロックスおよび国内の関連会社
(計40社)の実績を開示しています。2019年度は全社が2.42%、後者が2.30%といずれも法定雇用率(2.2%)を達成しました。

目 標・課 題 富士フイルムグループ全体で連携した取組みを継続し、法定雇用率を達成するとともに、障害の有無にかかわらず全ての人が働きやすい職場の実現を目指し
ていきます。

障がい者雇用率
定 義  ①富士フイルムホールディングスを事業主とする企業グループ算定特例が適用されているグループ会社85社の障がい者雇用率です。　

②上記グループ算定特例が適用されている富士ゼロックスおよび国内の関連会社40社の障がい者雇用率です。

GC  原則6　 SDGS  目標10
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GC：国連グローバルコンパクトの10原則
SDGs：2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された「Sustainable 

Development Goals（持続可能な開発目標）」の略称。17のゴール・169のターゲットから構成される。
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「環境」

対象範囲 2017年度実績 2018年度実績 2019年実績 2020年度目標

富士ゼロックスおよび関連会社 1,197kt-CO2 877kt-CO2 787kt-CO2 ー

2019年度
実 績 解 説

業務改善により生産や物流でのCO2排出量を削減し、ライフサイクル全体のCO2排出量は前年度の877kt-CO2から787kt-CO2へ減少しました。

目 標・課 題 今後、事業の拡大によりCO2排出量の増加が見込まれます。この増分を吸収してライフサイクル全体で排出量を抑制するために、全社をあげた働き方改革を
継続して推進し、業務効率の向上を通したCO2排出量の低減を進めます。

商品ライフサイクル全体のCO2排出量
定 義  当社商品の購入部材、生産、オフィス（開発・販売等）、物流、お客様使用時のCO2排出量の合計です。

GC  原則7-9　 SDGS  目標12、13

注　富士ゼロックスは、富士フイルムホールディングスが策定した、2030年度をターゲットとしたCSR計画「Sustainable Value Plan 2030 (SVP2030)」を目標に、活動に取り組んでいます。

対象範囲 2017年度実績 2018年度実績 2019年実績 2020年度目標

国内外の開発･生産事業所 133kt-CO2 124kt-CO2 117kt-CO2 2030年度までに45％削減
（2013年度基準）国内外のオフィス   66kt-CO2   59kt-CO2   52kt-CO2

2019年度
実 績 解 説

拠点の統廃合、節電の徹底、非効率な設備の省エネ改善や、生産プロセスの効率化などを行ない、目標を達成しました。

目 標・課 題 2030年度までのCO2排出45%削減目標（注）に向け、2020年度も、省エネ設備の導入、生産プロセスの見直しなどの施策に継続して取り組むとともに、
再生エネルギーの導入など、長期的な視点での検討を進めます。

事業所でのCO2排出量
定 義  富士ゼロックスおよび関連会社が自社の工場やオフィスで消費した電力などのエネルギーをCO2排出量に換算して示した指標です。

GC  原則7-9　 SDGS  目標13

対象範囲 2017年度実績 2018年度実績 2019年度実績 2020年度目標

富士ゼロックスおよび関連会社 3,792kt-CO2 3,565kt-CO2 3,327kt-CO2 ー

2019年度
実 績 解 説

お客様オフィスでのCO2削減貢献量は約238-kt-CO2減少しました。国内の環境配慮型商品の売り上げは堅調であり、リモートワークの広がりによる
ソリューション・サービスの販売は伸長しましたが、COVID-19による影響を受け、全体の貢献量は減少しました。

目 標・課 題 お客様の業務変革を支援するソリューション・サービス事業と、省エネ技術を搭載したダントツの環境配慮型商品の提供を通じて、お客様の事業成長とCO2

排出抑制の両立への貢献を目指します。

お客様先のCO2削減貢献量
定 義  富士ゼロックスおよび関連会社が提供した商品やソリューション・サービスによって削減した消費電力量などをCO2排出量に換算して示した指標です。

GC  原則7-9　 SDGS  目標13

対象範囲 2017年度実績 2018年度実績 2019年度実績 2020年度目標

富士ゼロックスおよび関連会社 220万t
（国内183万t、海外37万t）

199万t
（国内160万t、海外39万t）

196万t
（国内162万t、海外34万t）

2030年度までに30％削減
（2013年度基準）

2019年度
実 績 解 説

当社は生産段階における水使用量が最も多いため、使用量の削減目標を立てて取り組んでいます。

目 標・課 題 富士フイルムグループとしての目標に向け、富士ゼロックスも貢献していきます。

生産プロセスでの水使用量
定 義  富士ゼロックスおよび関連会社が国内外の製造段階で使用した水の量です。

GC  原則7-8　 SDGS  目標12

注　富士ゼロックスは、富士フイルムホールディングスが策定した、2030年度をターゲットとしたCSR計画「Sustainable Value Plan 2030 (SVP2030)」を目標に、活動に取り組んでいます。



対象範囲 2017年度実績 2018年度実績 2019年度実績 2020年度目標

富士ゼロックスおよび関連会社 3,730t 2,967t 3,393t 3,637t

2019年度
実 績 解 説

リユース製品（再生機）の生産量が増加したことにより、新規資源投入抑制量が増加しました。

目 標・課 題 2020年度の目標値は、生産予定量を基に算出しました。実績値は、需要の変動により増減します。

部品リユースによる新規資源投入抑制量
定 義  富士ゼロックスおよび関連会社が製造過程でリユース部品を活用したことによって、新規資源を抑制できた量を示した指標です。

GC  原則7-9　 SDGS  目標12

対象範囲 2017年度実績 2018年度実績 2019年実績 2020年度目標

国内 99.90% 99.90% 99.90%

99.50％

アジア・パシフィック 99.90% 80.00%～99.90% 90.40%
中国 99.90% 99.80% 99.70%
台湾 99.60% 99.80% 99.90%
韓国 99.90% 99.90% 99.00%
オーストラリア 99.60% 99.60% 99.60%
ニュージーランド 99.70% 99.90% 99.80%

2019年度
実 績 解 説

世界的な廃棄物/再生用資源の輸入規制を受け、富士ゼロックスではタイでの集約処理からアジア各国/地域でのローカル処理へ切替えを行いました。
アジア・パシフィック地域での実績については対象5か国の平均値です。

目 標・課 題 各国/地域の法令順守や安全衛生配慮した再資源化を行い、環境負荷低減と「限りなく廃棄ゼロ（99.50%）」を目指していきます。

回収された使用済み商品の再資源化率
定 義  国内外で回収された使用済みの複合機やプリンターの機械本体（消耗品除く）において、部品リユースまたは素材・熱など再び資源化して活用した割合を示した指標です。

GC  原則7-9　 SDGS  目標12

対象範囲 2017年度実績 2018年度実績 2019年度実績 2020年度目標

富士ゼロックスおよび国内の販売会社 ー 29% 38％ ー

2019年度
実 績 解 説

これまでも当社独自の基準を設け、生態系や生物多様性の保全、原材料調達地域の地域住民の権利などに配慮した持続可能な用紙調達に取り組んできま
した注が、2017年から森林資源が持続可能に管理されていることを保証する森林認証制度を支持する「SDGsとFSC認証に関するバンクーバー宣言」に
参加しています。2018年度から、FSC認証取得を評価指標として設定し、2019年度は2銘柄を追加しました。

目 標・課 題 今後も、当社ブランドの普通紙（PPC用紙）におけるFSC認証取得の商品ラインナップを拡大し、持続可能な用紙調達に取り組んでいきます。

用紙商品におけるFSC®認証取得紙の銘柄比率
定 義  国内でお客様に販売している当社ブランドの普通紙（PPC用紙）のうち、FSC®認証紙の銘柄が占める割合です。

注　用紙調達について「調達先に対する環境・健康・安全に関する調達規程」を設けています。この規定では、調達する用紙自体に対する基準に加え、原材料の調達先に関する選定基準を定めており、
原材料の調達先には事業活動を通じて生物多様性保全や地域住民の権利尊重などに取り組むことを求めています。

GC  原則7-9　 SDGS  目標12、15
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生産拠点のセルフアセスメント結果
定 義  【最重要項目】富士ゼロックスのCSRセルフチェックリスト最重要項目の適合率90%以上の拠点数の比率です。

【重要項目】富士ゼロックスのCSRセルフチェックリスト重要項目の適合率90%以上の拠点数の比率です。
【RBA注評価が「グリーン」の拠点数比率】顧客要請に基づいて実施したRBAのセルフアセスメントの評価が「グリーン」の拠点数の比率です。

SDGS  目標17

項目 対象範囲 2017年度実績 2018年度実績 2019年度目標/実績 2020年度目標

最重要項目 ①富士ゼロックスおよび関連会社の
　生産拠点

（新造機、部品、化成品、リサイクル製品の生産拠点）

100%（10拠点） 100%（10拠点） 100%（8拠点） 100%（8拠点）

重要項目 100%（10拠点） 100%（10拠点） 100%（8拠点） 100%（8拠点）

RBA注評価が
「グリーン」の
拠点数比率

②富士ゼロックス関連会社の
　生産拠点
(新造機、部品、化成品の生産拠点)

100%（8拠点）  100%（8拠点） 100%（7拠点） 100%（7拠点）

2019年度
実 績 解 説

①2019年度も前年度に続き全生産拠点で適合率90%以上を達成しました。
②RBAセルフアセスメントにおいても、各拠点での改善活動の結果、目標としていた対象全拠点での「グリーン」評価を維持しました。

目 標・課 題 今後も全拠点での90%以上適合の維持と対象全拠点での「グリーン」評価獲得の継続を目指します。

注  RBA（Responsible Business Alliance）は製造業のCSRコンソーシアムです。RBAが定める行動規範では、製造業のサプライチェーンにおいてCSRに準拠して業務を遂行するための基準が規定
されています。RBAのセルフアセスメントでは、グリーン評価は「低リスクのサプライヤーに相当する」と定義づけられています。ほぼ毎年質問内容が改訂され、合格レベルの基準が厳しくなっています。

生産資材分野における取引先の
CSRセルフチェック適合率90％以上の社数比
定 義  【最重要項目】CSR調達対象取引先のうち最重要項目の適合率が90％以上を達成した取引先社数注の比率です。（2018年度まで）

【重 要 項 目】CSR調達対象取引先のうち最重要項目に準ずるレベルの項目の適合率90％以上を達成した取引先社数注の比率です。（2018年度まで）
【全　項　目】CSR調達対象取引先のうちチェック項目の適合率が90％以上を達成した取引先社数の比率です。(2019年度よりセルフチェック項目の

レベル分け（最重要項目/重要項目）を廃止しました。)

GC  原則1-10　 SDGS  目標17

項目 対象範囲 2017年度実績 2018年度実績 2019年度目標/実績 2020年度目標

最重要項目

国内および海外の取引先

95.6% 93.7%
ー ー

重要項目 68.2% 74.6%

全項目 ー ー 91% 80%

2019年度
実 績 解 説

2019年4月に改定した「調達におけるお取引先へのお願い」の周知とあわせてCSRセルフチェックを実施しました。対象取引先の99%から結果を回収し、
適合率90%以上の取引社数比率は目標の80%を大きく上回りました。

目 標・課 題 年々高まる社会からの要求レベルに対応できるよう、CSRセルフチェック結果と当社バイヤーによる取引先の現場訪問等を通じたCSRリスク把握と改善活動を
継続します。

注  既存の取引先については、全項目でなく前年度不適合項目に対する改善計画の立案・実施による達成を含みます。
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対象範囲 2017年度実績 2018年度実績 2019年度実績 2020年度目標

富士ゼロックスおよび関連会社 0件 0件 0件 0件

2019年度
実 績 解 説

富士フイルムホールディングスを中心に事業会社である富士フイルム、富士ゼロックスによるコンプライアンス活動の一体運営の強化、および全従業員のより一層の
コンプライアンス意識向上を目的として、行動規範教育および遵守宣言等の教育を実施し、リスク抽出活動との両輪で重大問題発生の未然防止策を行いました。

目 標・課 題 引き続き、当社および関連会社の全組織に対して、さらなる内部統制の強化やコンプライアンス施策の拡充を図り、重大問題発生件数ゼロを目指します。

内部統制・コンプライアンスの重大問題発生件数
定 義  公表を必要とする内部統制・コンプライアンスの問題の発生件数です。

GC  原則10　 SDGS  目標16

「サプライチェーン」「ガバナンス」
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商品物流分野における取引先の
CSRセルフチェック適合率90％以上の社数比
定 義  CSR調達対象協力会社のうち適合率が90％以上を達成した一次協力会社・事業所の比率です。商品物流分野における取引先のCSRセルフチェックリストは、

生産資材分野のセルフチェックリストから項目を抜粋し、物流固有の項目を追加したものです。

GC  原則1-10　 SDGS  目標17

対象範囲 2017年度実績 2018年度実績 2019年度目標/実績 2020年度目標

国内の一次協力会社･事業所注 100％ 100％ 97％ 100％

2019年度
実 績 解 説

商品物流分野は、当社国内の商品物流を担う富士フイルムロジスティックスにおける取り組みを重点としています。
2019年度はすべての対象協力会社からセルフチェック結果を回収し、重大な問題が発生していないことを確認しました。

目 標・課 題 2020年度も、国内の協力会社への訪問を通じた情報交換、適合率改善に向けた支援などの活動を推進します。

注　富士フイルムロジスティックスの一次協力会社・事業所です。富士フイルムロジスティックスは、富士ゼロックスと富士フイルムの商品物流を担っており、双方を合算して集計しています。

対象範囲 2017年度実績 2018年度実績 2019年度実績 2020年度目標

国内外の用紙調達の取引先 100％ 100％ 100％ 100％

2019年度
実 績 解 説

2012年に用紙調達規程を改定し、取引先に事業活動におけるCSRを重視した操業を求めています。この基準の適合状況については、2012年から国内外の
用紙調達・販売の責任者による会議を開催して確認しています。2019年度も同会議で100%の適合を確認しました。

目 標・課 題 今後も継続して取引先における用紙調達規程の適合状況を確認し、持続可能な用紙調達の実現に取り組んでいきます。

国内外の共通用紙調達における用紙調達基準を
すべて満たしている取引先の比率
定 義  用紙調達規程への適合が確認された取引先の比率です。

GC  原則1-10　 SDGS  目標15、17

対象範囲 2017年度実績 2018年度実績 2019年度実績 2020年度目標

生産資材の取引先 100％ 99.2％ 98％ 95％

2019年度
実 績 解 説

2019年度も国内外の取引先の協力により、取引先からの回答回収率は高水準を維持しました。また、当社のサプライチェーン上で特定した製錬所のうち、
RMIなどの紛争フリー認証を取得している製錬所の比率は76%で、前年度から21ポイントと大幅に上昇しました。

目 標・課 題 2020年度も引き続きお客様の要請に応えるべく、95%以上の回収率を目指します。

紛争鉱物の来歴調査における取引先からの回答回収率
定 義  紛争鉱物来歴調査の対象となる取引先のうち、RMII(Responsible Minerals Initiative)のCMRT注帳票を回収した取引先社数の比率です。

GC  原則1-6　 SDGS  目標17

注  RMI (Responsible Minerals Initiative) が提供するCMRT (Conflict Minerals Reporting Template) は、紛争鉱物調査においてグローバルで標準となっている報告帳票です。

対象範囲 2017年度実績 2018年度実績 2019年度実績 2020年度目標

中国（富士ゼロックスシンセン、富士ゼロックス上海） 73.0% 72.3% 72.7％ 一定レベルの
現地調達の維持ベトナム（富士ゼロックスハイフォン） 47.0% 53.0% 53.8％

2019年度
実 績 解 説

2019年度は、中国、ベトナム共に前年度の水準を維持しました。

目 標・課 題 事業展開している地域の経済発展に寄与できるよう、引き続き現地調達比率を考慮した適正な調達および生産を展開していきます。

海外生産拠点（中国・ベトナム）における原材料・部品の現地調達比率
定 義  中国・ベトナムで操業する富士ゼロックス関連会社の生産拠点が行う原材料・部品の調達取引のうち、各国国内の法人との取引金額の比率です。

SDGS  目標17
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