フジク ラグルー プ 英国現代奴隷 と人身取引に関するステー トメン ト
前文

本 ステー トメン トは、2015年 に成立 した英国現代奴隷法に関するステー トメン トです。 フ
ジクラグルー プは、事業活動のなかで影響を受けるすべ ての人の人権 が守 られなければなら
な いことをよ く理解 し、人間の尊厳 と国際的に認め られたすべ ての人権 を尊重 します。以下
に現代奴隷および人身売買撤廃のための取組みについて述べ ます。

1.組 織 の構造 と事業内容及びサ プライチ ェー シ
フジクラグルー プは、エネルギー・情報通信 といつたインフラ関連事業、電子部品を中心 としたエ
レク トロニクス事業、自動車用ハー ネス を中心 とした 自動車電装事業など 4つ の事業分野で 24の 国
と地域にグ ローバルに事業を展開 しています。その内訳は、
連結子会社 101社 の うち 22社 が国内に、

79社 が海外 に展開 (う ち、英国内は 州比 社、FEL社 )し ていて、連結子会社総数は、2020年 度は
101社 です。グ ローパルでの雇用総数は 53,717名 です (2021年 3月 31日 現在 )
フジクラグルー プの事業は、原材料 B部 品や設備を供給 いただ くお取引先の皆様 によって支えられ
ています。公平公正で識実な調達活動を通 じ、お取引先 との強回な信頼関係 を築 くために、当社グ
ルー プは、「フジク ラグループ調達基本方針」を制定 しています。
製品の部品や一部 の完成品は、日本国内外のお取引先か ら調達 しています。フジク ラグルー プは、
「フジクラグルー プ CSR調 達ガイ ドライン」に基づき、サ プライチェーンにおける
お取引先に対 し、
人権や労働 を含む CSR調 達の必要性 を説明 し、その連守 を要請 しています。

2.奴 隷 と人身取引に関連する方針
フジクラグルー プは、「フジクラグループ人権方針」を基本 とし、様 々な指針などによ り、人権尊重
の重要性 を表明するとともに、フジクラグルー プ ESGウ ェブサイ トにて以下の方針のすべて を公表
しています。
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『 フジクラグルー プ人権方針」
フジク ラグループは、日連『 ビジネス と人権 に関する指導原則」(2011年 6月 )を 基本に、社会的責
任の国際規格 「IS026000J及 び経済協力開発機構 (OECD)「 多国籍企業行動指針」、国際労働機関

(LO)「 多国籍企業及び社会政策 に関する原則の三者宣言」等 も考慮に入れ、2017年 1月 に当社ゲ
ルー プとしての「フジクラグループ人権方針」を制定 しま した。
「 フジ クラグル ー プ行動規範」
「 フジクラグルー プ行動規範」の基本理念 に則 り、全世界のす べ ての社 員 に対
フジクラグル ー プは 、

して、人権 の 尊重 と差別排除 を含 め、倫 理観 に基 づ いた安 全 衛 生 管理 および労働環境 を保障 してい
ます。また、労働法 、安全衛 生法等の関係法規や規範 、社会通念 との 兼合 い を十分 に考慮 しつつ 、国
際労働機関

(LO)の 条約 に沿 つた対応 を基本 と し、公平で公正な マ ネ ジメン トを実施 します。

「フジクラグループ CSR活 動指針」
フジクラグループの「人権」に関する CSRの 規程には、「フジクラグループ CSR活 動指針」の一つ
に「⑭すべての人の人権を尊重し、強制労働 B児 童労働などの人権侵害を絶対に許しません」という
指針があります。
「フジク ラグルー プ調達基本方針」
フジクラグルー プは、「フジクラグループ調達基本方針」に基 づ き

CSR調 達 をグ ローパルに行 つて

います。
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互信頼 を基盤 とした協力関係
3,法 令、社会規範 の遵守 4.環 境へ の配慮

1.公 平公正な取引

「フジクラグループ CSR調 達ガイ ドラインJ
ゲローバル化が進む企業活動の中では、自社のみならず、サ プライチエーン全体での社会への責任
が問われています。フジクラグループでは、お取引先に対して、CSR調 達へのよリー層の理解と実
践を求めるため、2016年 6月 に「フジクラグループCSR調 達ガイ ドライン」を作成、社会変化に応じて
改訂を行つております。2021年 8月 、RBAの 改訂に対応するため、第5版 へ改訂いたしました。
フジクラグルー プ責任ある鉱物調達方針
フジクラグルー プは、「フジクラグルー プ責任 ある鉱物調達方針」を 2019年 5月 に制定 しま した。
「フジクラ
当社グルー プでは、紛争鉱物 の調達 に関 してサ プライチ エー ンの透明性を高めるため、
グルー プ紛争鉱物不使用方針」を 2011年 8月 に設定 してお りま したが、近年の鉱物調達に関する社
会動向の変化 に対応するため改定を実施 しま した。
紛争地域および高 リスク国での鉱物調達に関 して、現地の人権侵害や労働問題等のあらゆるリス
クや不正を重大な社会課題 として認識 し、サ プライチ エー ン全体で責任 ある鉱物調達 を推進 してい
きます。
また、今後 もお取引先の皆様 やグルー プ内へ の情報提供な どを通 じて、責任ある鉱物調達への対
応強化 を進 めて参 ります。お取引先様 におかれま しては、本方針 を ご理解賜 り、責任 ある鉱物調達
実現 のために共にご協力下 さいますようお願 い致 します。

3.デ ューディリジエンスのプロセス
フジクラグルー プは、人権 に関する国際的な ガイダンスな どを活用 し、事業活動を通 じて起 こ りう
る人権 リスクの整理 と定期的な精査 を行 うとともに、主要なお取引先に対 して定期的なサ プライチ
ェー ン ロマネジメン ト・アンケー トを行 つています。そのアンケー トには、人権への配慮を含む CSR

調達 に関わる多数の調査項 目が あ り、頂 きま したアンケー トに対 しては、フジクラとして評価 し、
その結果をお取引先 にフィー ドバ ックして、フジクラグループとお取引先 との情報 の共有化を図 つ
ています。
フジクラグルー プは、お取引先 に「フジクラグルー プ CSR調 達ガイ ドライン」の連守を要請 してい
ますが、今後は定期的に連守状況を確認 してい くことで、現代奴隷や人身売買に対する リスクの把
握 に努めていきます。

4.リ ス ク評価 と管理
フジクラグループでは、「 フジクラグルー プ Bパ ー ドナ ーズ ロミーテ ィング」を毎年開催 し、お取引
先の ご理解 とご協力 を得 て、サ プライチ エー ン全体 で CSR調 達に取 り組んで います。
また、グ ローバルに展開するサ プライチ エー ンに対応するため、国内だけでな く、中国 (上 海 )、 タ
イ国 (バ ンコク)で も開催 しています。
定期的な パー トナー ズ Bミ ーテ ィングやアンケー トで得 られた回答 を集計 3分 析 し、サ プライチ エ
ー ン上の人権 リス クを引き続 き管理 していきます。

5.パ フォーマンス指標

(モ ニ タ リング)

毎年開催する「フジクラグルー プ ロパー トナーズ コミーテ ィングJや 定期的な「サ プライチ ェーシ ロ
マネジメン ト ロアンケー ト」 で得 られたデータをもとに、お取引先が抱える現代奴隷や人身売買に
対ずる リスクについて、パ フォーマンス測定を進めて いけるように努めて いきます。

6.研 修
毎年開催 している「フジク ラグルー プ ロパー トナーズ・ ミーテ ィングJに お いて、お取引先に対 し現
代奴隷 。人身売買 リス クについて説明を行 つていますが、今後も継続 して周知を徹底 し、更 に理解
が深まるよう努めて いきます。また、フジクラグルー プの従業員に対 しても、フジクラグルー プ人
権方針の周知徹底を図 り、理解が更に深まるように努めます。

本件 は、当社サステナ ビリティ戦略会議において報告 され、取締役社長 CEOに より署名さ
れています。
2021年 9月
株式会社 フジクラ
取締役社長 CEO
伊藤 雅彦
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