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役員一覧 （2020年9月16日時点）

取締役

執行役員
上席常務執行役員  小林	郁夫
電子電装・コネクタカンパニー副カンパニー長

常務執行役員  佐藤	武司
情報通信サブカンパニー副サブカンパニー長、 
ファイバレーザ事業部長

常務執行役員  中山	幸洋
総務部、コーポレートコミュニケーション部、 
健康支援統括センター、佐倉事業所、沼津事業所、 
鈴鹿事業所業務執行、人事部長

常務執行役員  西出	研二
コーポレートR&D部門副統括、 
研究開発企画センター長、 
電子応用技術R&Dセンター長

常務執行役員  原	良一
品質統括センター長

常務執行役員  瀧村	欣也
巻線事業部副統括、関西支店長

常務執行役員  齊田	昭
情報通信サブカンパニー グローバル営業業務執行

常務執行役員  福原	純二
電子電装・コネクタカンパニー営業統括、 
自動車電装サブカンパニー副サブカンパニー長

常務執行役員  植田	広二
FPCサブカンパニー長、PC事業部長

常務執行役員  藤巻	宗久
光ケーブルシステム事業部長

常務執行役員  新間	俊夫
エネルギーサブカンパニー副サブカンパニー長、 
エネルギー産業営業部長、CS向上推進室副室長

常務執行役員  岡田	直樹
コーポレート企画室長

執行役員  三戸	雅隆
エネルギーサブカンパニー副サブカンパニー長、 
エネルギーシステム事業部長、ブラジル事業部長

執行役員  森本	朋治
新規事業推進センター長

執行役員  田中	大一郎
材料応用技術・分析センター、知的財産センター業務
執行、光応用技術R&Dセンター長

執行役員  横山　典弘
営業企画部業務執行、輸出管理室長

執行役員  那須	秀一
自動車電装サブカンパニー副サブカンパニー長

執行役員  新谷	利明
コーポレート調達部、システム部業務執行

執行役員  坂野	達也
光ファイバ事業部長

執行役員  芹澤	孝治
Fujikura Electronics (Thailand) Ltd.社長

執行役員  萬玉	哲也
コーポレート生産部門副統括、 
生産技術・設備センター長

執行役員  Jason	Peng
コネクタサブカンパニー長、 
Fujikura America Inc.社長

グローバル執行役員
Gordon	Tan
Fujikura Asia Ltd. CFO

羽生　隆晃
自動車電装サブカンパニー副サブカンパニー長

Jenny	Hui
Fujikura Hong Kong Ltd. CFO

Vichan	Kumthonkittikul
Fujikura Electronics (Thailand) Ltd.副社長

代表取締役　取締役社長
伊藤　雅彦
ガバナンス統轄、コーポレート品質統括部門、 
内部監査室、内部統制室、輸出管理室
所有する当社の株式数　57,587株

取締役監査等委員（常勤）  
小田　康之
監査等委員会委員長
所有する当社の株式数　87,500株

常務取締役  
細谷　英行
エネルギー・情報通信カンパニー（情報通信事業
部門）
所有する当社の株式数　22,400株

取締役監査等委員 （社外、独立役員） 
白井 芳夫
属性：企業経営経験者（製造業）
指名諮問委員会委員長

常務取締役  
Joseph E. Gallagher
AFL Telecommunications LLC 社長
所有する当社の株式数　1,016株

専務取締役  
北島　武明
コーポレート営業部門、エネルギー・情報通信 
カンパニー（エネルギー事業部門）
所有する当社の株式数　42,490株

取締役監査等委員 （社外、独立役員） 
阿部 謙一郎
属性：公認会計士

常務取締役  
伊藤　哲
コーポレートスタッフ部門（経理部他）、 
不動産カンパニー
所有する当社の株式数　55,009株

取締役監査等委員 （社外、独立役員） 
花﨑　浜子
属性：弁護士

常務取締役  
関川 茂夫　新任
コーポレートスタッフ部門（コーポレート企画室・
法務室・人事部他）
所有する当社の株式数　10,552株

代表取締役　専務取締役  
和田　朗
コーポレートR&D部門、コーポレート生産部門
所有する当社の株式数　10,052株

取締役監査等委員 （社外、独立役員）
下志万 正明
属性：企業経営経験者（金融業）
報酬諮問委員会委員長

常務取締役  
滝沢　功
電子電装・コネクタカンパニー
所有する当社の株式数　31,606株

取締役監査等委員 （社外、独立役員） 
村田　恒子
属性：企業経営経験者（法務部門）

常務取締役  
稲葉 雅人
新規事業推進センター
所有する当社の株式数　21,774株
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社外取締役メッセージ

事業の構造改革に向けて、 
更なるリスク管理の徹底に注力

私はこれまで金融機関で携わった、海外案件の与信審査の経験をもとに、
主に投資案件のリスク管理の在り方について、意見を申し上げてきました。
また、報酬諮問委員会では、業務執行取締役の報酬の透明性を確保し、
計画達成に向けた強いインセンティブが働く、業績連動報酬制度の構築
に力を入れています。

フジクラは現在、主力業務である「光ファイバ」、「FPC」が市場環境や顧
客動向の急変に対応できず業績を大きく悪化させたことから、事業再生に
取り組んでいます。事業再生を達成し、ステークホルダーの期待に応える
ためには、大胆な事業構造改革と、達成に向けてのスピードが求められます。

私は、これからも事業の思い切った構造改革と、投資の早期回収に向
けたリスク管理の更なる強化について、社外役員としての客観的な立場か
ら、意見を申し上げて行くことが自分の役割だと考えています。

フジクラには、長い歴史に培われた技術力と、会社を良くしたいと願う
多くの優秀な人財がいます。全社員が一つになれば、必ず次代につなが
る事業再生を成し遂げることができると確信しています。

事業再生後のビジョンを見据え、 
企業風土の変革を促す

2019年度のフジクラは非常に厳しい経営結果となりました。各事業で
克服すべき構造的問題が見えてきて、これまでのフジクラのビジネスモデ
ルでは持続的成長が期待できないと思います。私は指名諮問委員会の委
員長として、これまで取締役とマンツーマンで面談を行い、経営が抱える
課題の整理と共有を進めてきました。2020年度は指名諮問委員会を毎月
開催し、CEOのサクセッションプランを含んだ将来のフジクラを担う人財
の選定や組織構造の変革のための検討に多くの時間を費やし、会社が生
まれ変わることを目指しています。コロナ禍での業務遂行、ビジネスモデ
ルの転換が必至という状況だからこそ、フジクラの持続成長へ向けた一
体感が醸成される企業風土に変える絶好の機会だと思います。

足元の事業再生が最優先事項ですが、取締役会にて、中・長期のビジョ
ンやグローバルフジクラの組織体制を議論してフジクラが真のグローバル
企業として存続することに寄与すべく役割を果たしていきます。

財務・ファイナンスおよび監査のプロとして 
適切な意思決定に貢献

私は2013年の就任以降、国内外の現場を視察し、また他社事例等を
踏まえて経営上の課題などを取締役会へ提言してきました。私は財務・ファ
イナンス、監査、グローバル事業の経験をもとに、他の専門性を有した
社外取締役の方々とチームを組むことで、フジクラの企業価値向上に貢献
しています。

足元は事業再生フェーズに入り厳しい経営環境であるため、取締役会
ではこれまで以上に踏み込んだ建設的な議論がされており、将来の成長
へ向けた攻めのガバナンスが展開できていると捉えています。また、私は
報酬諮問委員会の委員として、取締役の業績評価を適切に検証するとと
もに、報酬制度の在り方についても将来を見据えた検討を進めています。

公認会計士社外取締役として私が第一に考えていることは、真実を追
求して正しい決算を監視監督することであり、フジクラの適切な意思決定
を支えることです。130年以上の歴史あるフジクラの持続的な成長の実
現のために、まずは事業再生フェーズの完遂を支援していきます。

フジクラグループは、さまざまな分野における社外取締役の経験と知見を活用して、取締役会の機能発揮の強化
に取り組んでいます。今回は、社外取締役から、フジクラグループの取締役会やコーポレートガバナンス変革な
どについて率直に意見を伺いました。

下志万 正明
企業経営経験者（金融業）

白井 芳夫
企業経営経験者（製造業）

阿部 謙一郎
公認会計士

社外取締役の人数

5名
取締役における	
社外比率

33.3%
取締役における	
女性比率

14.3%（2名）
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社外取締役メッセージ

長期的な視点に立ち、リスクマネジメントの 
強化を図る

昨年の就任から今日まで、現場で働く社員とのコミュニケーション等を
通じて、フジクラが抱える課題に向き合ってきました。

現下の経営状況は非常に厳しいですが、稼ぐ力を取り戻し今後の持続
的成長へ向けた出発点であると捉えています。

いまフジクラは事業再生フェーズの完遂を目指し、早期の業績回復に向
け全社を挙げて注力していますが、他方で、長期的な視点から会社のあ
るべき姿を提言していくことは社外取締役として重要な任務です。長期的
な課題のひとつとして、リスクマネジメント体制の確立があります。弁護
士である私は、法的な知識やこれまでの経験を生かし、会社運営におけ
るぶれないルールづくりと、ルールがイノベーションを阻害することのない
ようにするバランスとに配慮しつつ、制度設計と運用を支援していくこと
が極めて重要な役割であると認識しています。

経営環境の厳しさは続くかもしれませんが、情報通信事業の利益拡大
などコロナ禍においても一定の成果が出てきており、再生フェーズの完遂
と将来の飛躍にぜひご期待いただきたいと考えています。

花﨑 浜子
弁護士

村田 恒子
企業経営経験者（法務・リスク管理）

取締役のスキルマトリックス

経営戦略 財務・ 
ファイナンス 人財マネジメント 情報システム ガバナンス・

CSR
監査・法務・

リスク

事業経験

経営企画 R&D、品質、 
生産・技術

営業・ 
マーケティング グローバル

取締役社長 伊藤 雅彦 〇 〇 〇 〇

専務取締役 和田 朗 〇 〇

専務取締役 北島 武明 〇 〇

常務取締役 細谷 英行 〇

常務取締役 滝沢 功 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

常務取締役 伊藤 哲 〇 〇 〇

常務取締役 Joseph E. Gallagher 〇 〇

常務取締役 稲葉 雅人 〇 〇 〇

常務取締役 関川 茂夫 〇 〇

取締役 常勤監査等委員 小田 康之 〇 〇 〇 〇

社外取締役 監査等委員 下志万 正明 〇 〇 〇

社外取締役 監査等委員 阿部 謙一郎 〇 〇 〇

社外取締役 監査等委員 白井 芳夫 〇 〇 〇

社外取締役 監査等委員 村田 恒子 〇 〇

社外取締役 監査等委員 花﨑 浜子 〇

経営の健全性・透明性を高め、顧客満足と 
社員満足を通じた企業価値向上に貢献

2020年は、未曽有の業績悪化に直面し、現在、経営改革に取り組ん
でいる最中ですが、今こそ、「地道に、しぶとく、ひたむきに」等、130年
以上にわたり脈々と流れる創業者の「進取の精神」の再徹底が必要と考え
ています。

社外取締役の役割は、経営陣にとって耳の痛い話であっても、必要な意
見をしっかり伝えることだと思います。「見ざる、言わざる、聞かざる」という
不作為は、絶対にあってはならない姿勢と肝に銘じ、攻めと守り両面のコン
プライアンスとリスクマネジメントの観点からの意見具申が大切と考えています。

コーポレートガバナンスを有効に機能させるためには、社外取締役の立
場でも、現場の実態を知ることが重要と考え、常勤監査等委員の往査や
ヒアリングにも可能な範囲で同席することで、事業現場の実態や気づきを
確認しつつ、建設的な提言や助言につなげていくことができると思います。

また、顧客満足（CS）を実現するためにも、社員満足(ES)が重要で、
CSとESが両輪となって､企業価値が向上すると考えます。社員にとって
も働きやすい企業として持続的に成長できるよう、また株主、お客様、取
引先等すべてのステークホルダーの皆様から信頼していただけるように、
当社の企業価値の向上に貢献するとともに、経営の健全性・透明性を高
めていくよう尽力してまいります。
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コーポレートガバナンス

基本的な考え方
フジクラは、成長戦略の実現には、以下のコーポレート・ガバナンス体制が最適と考えており、このコーポレート・ガバナンス

体制構築のため、監査等委員会設置会社を採用しています。

① 取締役会での意思決定の高度化
当社は、取締役会において、年度および中期の経営計画や規模の大きいＭ＆Ａなど当社の方向性や成長戦略の中核となる重

要な事項について、十分かつ充実した審議をもって決定する体制を構築すべきと考えています。そのためには、各カンパニーの
事業に精通しこれを統轄する社内の業務執行取締役だけでなく、多様な知見を持ち、かつ、社内の事情に左右されない独立した
立場にある複数名の社外取締役を置くことにより、取締役会において十分かつ充実した審議をもって重要な事項を決定すること
ができると考えています。

当社の社外取締役は、企業の経営経験者3名（金融業、製造業、法務部門）、弁護士および公認会計士の５名です。

コーポレート・ガバナンス体制図

株主総会

取締役会（15名、うち監査等委員6名）

業務執行取締役 業務執行取締役

コーポレート部門 カンパニー

監査等委員会

指名諮問委員会（5名）

報酬諮問委員会（4名）

委員長 ： 取締役社長
委   員 ： 業務執行取締役

内部通報制度

内部通報窓口
総務部長

外部通報窓口
外部弁護士事務所

監査等
委員会室

内部監査室

品質統轄部門

選任

連携

監督

監査

補助報告
  ・
連携

監査、監督

統轄

統轄 統轄

諮問

統制

通報
監督・支援

監査

通報
監査

答申

諮問

答申

選任 選任

社内 社外

会
計
監
査
人

各部門

グループ会社

各部門

グループ会社

リスク管理委員会

取締役社長

重要な業務執行の委任
（業務執行取締役9名）

（常勤1名、独立社外5名）

監査等委員でない取締役
議長

委員長

委員長

経営革新委員会

フジクラグループは、高い企業価値を創造できる企業へ再生するために、不退転の決意で事業再生・全社的構
造改革を断行するため、「徹底したリスク管理に資するガバナンス強化」を図り、より実効性のあるガバナンス体制
の構築に向け尽力していきます。

② 業務執行取締役への権限委譲
当社は、全社の主要な事業をエネルギー・情報通信カンパニーおよび電子電装・コネクタカンパニーの２つのカンパニーとして

組織し、各カンパニーを統轄する業務執行取締役を定め、カンパニーに専属する事項や全社業績への影響が少ない事項については、
当該業務執行取締役が迅速果断な意思決定を行える機動的な体制が必要であると考えています。そのため、各カンパニーを統
轄する業務執行取締役に大幅に権限委譲することによって、これを実現する体制としています。なお、当社では過年度の事業運
営上の損失発生の実態を踏まえ、リスク想定および分析・深堀やリスク発現時に迅速な対応を可能とするための仕組みづくりなど、
業務執行面でのいっそうの体制強化を進めています。

③ 取締役会の監督機能の強化
取締役会は、大幅な権限委譲を受けた各業務執行取締役による業務執行の適法性および妥当性を確保するために有効な内部

統制システムを構築することで、執行体制に対する必要な統制を行うこととしています。
また、各業務執行取締役の業務執行に対する監督機能の強化として、当社経営陣から独立した複数の社外取締役を選任する

こととしています。
さらに、取締役会が、業務執行取締役の成果を評価するに当たっては、その決定プロセスの客観性・透明性が確保されるこ

とが必要であり、これは取締役会による監督機能の強化に資するものと考えています。そのため、当社では取締役会において業
務執行取締役の指名および報酬を決定するにあたり、社外取締役が過半数を占める「指名諮問委員会」および「報酬諮問委員会」
の審議を経ることとしています。

委員会の活動

名称 概要 構成 2019年度実施数

指名諮問
委員会

取締役候補者の指名に係る決定プロセスの客観
性・透明性を確保することを目的として設置する
取締役会の諮問機関

5名
委員長：白井取締役*
委員：下志万取締役*、村田取締役*、
伊藤取締役社長、滝沢常務取締役）

4回

報酬諮問
委員会

取締役候補者の報酬に関する決定プロセスの客
観性・透明性を確保することを目的として設置す
る取締役会の諮問機関

4名
委員長：下志万取締役*
委員：阿部取締役*、白井取締役*、 
滝沢常務取締役

5回

リスク管理
委員会

リスク（コンプライアンスを含む）の観点からフジ
クラの業務執行体制および執行状況を検証し、
損失の発生を防止・評価、対応方針の策定、内
容の共有化等を行う機関

９名
委員長：伊藤取締役社長
委員：業務執行取締役

26回

経営革新
委員会

経営資源（ガバナンスを含む）の効率化、費用削
減による効率性向上、販売・購買力強化による
収益性向上の推進機関

全体主査：伊藤取締役社長
各業務執行取締役が管理項目を推進 2020年4月設置
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取締役会実効性評価
取締役会の実効性については、取締役全員を対象に、会議体としての適正性（時間、頻度、議事運営、議事録等）、付議案

件の適正性（付議のタイミング、重要度、情報量等）、取締役の態様（審議への参画等）および事務局体制についてアンケートを
実施し、これを踏まえて改善を進めています。当該アンケートにおける指摘事項などを踏まえ、下記を行っています。
1） 取締役会の審議をいっそう充実したものとするため社外取締役がより深い理解を得られるよう、社外取締役に対する各種説

明会を実施
2） 事業運営上の損失発生に鑑み、業務執行部門においてリスク想定および分析・深堀やリスク発現時に迅速な対応を可能とす

るための仕組みによる体制強化
3) 取締役会において、中長期の経営戦略等より重要な議論に注力できるよう、通常の業務執行にかかる議案の付議を減らすた

めの付議基準の見直し等

役員報酬
フジクラグループは、取扱製品が多種多様なだけでなく、グローバルに事業を展開しており、取締役の業務も高度で多岐にわ

たります。このため、取締役の報酬の水準はこれら業務に対応し得る優秀な人財にふさわしいレベルであることを基本とし、複数
の調査機関による主に上場会社を対象とした調査結果を参考に、具体的には、以下の３つの区分で取締役の報酬を構成していま
す。客観的な指標と評価に基づくとともに、業績への連動性を強めた報酬制度を改めて定めたものです。

なお、報酬額の決定にあたっては取締役会の諮問機関である報酬諮問委員会（人事担当取締役および３名の社外取締役で構成し、
委員長は社外取締役とする。）の答申を経て、取締役会で決議することとしています。監査等委員でない取締役の報酬等の決定
にあたっては、報酬諮問委員会において、各取締役の業績評価、報酬水準の市場性、報酬体系および具体的な報酬額について
決定プロセスの公正性および妥当性を検証することとしており、報酬諮問委員から公正かつ妥当である旨の答申を受けています。

報酬区分

区 分 詳 細

基本報酬 取締役の監視・監督機能に相当する部分として、役位別の固定額

短期業績連動報酬

全社業績又は管掌部門の業績に応じた役位別の基礎額を設定し、一定の指標（営業利益率、株主資本利
益率（ROE）等）に基づき、当該基礎額の０％から200％の範囲で支給することとします。これらの指標は、「経
営施策が反映されやすい指標」、「株主への利益還元度と相関の強い指標」であり、フジクラの成長戦略と
親和性の高い指標であることから採用しています。
なお、当事業年度における「短期業績連動報酬」に係る指標の目標としては、2018年３月期の終わりに取
締役会で決議された2019年３月期の連結年度計画より算出した上述の各指標を採用していました。これら
と同期の連結年度実績より算出した同指標との比較から達成度を測り、当事業年度における短期業績連
動報酬の支給額を決定しています。

株式報酬

上記とは別に、取締役の報酬としてフジクラ普通株式を交付するものです。取締役が株価上昇によるメリッ
トを享受するのみならず、株価下落リスクをも負担し、株価の変動によるメリットおよびリスクを株主の皆
様と共有することで、企業価値の向上に貢献する意識を高めることを主たる目的とするものです。
報酬全体に対して、業績や株価によって変動する報酬（短期業績連動報酬および株式報酬）は最大で概ね
４割強となる見込みです。
業務執行取締役以外の取締役の報酬は、その役割に鑑みて固定額である基本報酬のみとし、短期業績連
動報酬および株式報酬は支給しません。

コーポレートガバナンス

報酬諮問委員会の活動内容

日時 詳 細

2018年10月22日 業務執行取締役の処分（報酬）の在り方について

2018年11月26日 米国子会社役員への株式報酬検討について、株式報酬の有価証券報告書への記載等について

2019年４月25日 役員報酬の市場動向について、米国子会社役員への株式交付信託の適用についての検討結果、2019年
度業務執行取締役への適用KPIについて

2019年５月14日 2018年度STI結果および2019年度計画について、退任役員への株式報酬支給について

2019年６月21日 「第171期業務執行取締役報酬」について、取締役会への答申について

2019年６月27日 取締役会にて、2019年度役員報酬決議

役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる役員の 
員数（人）固定報酬 業績連動報酬 株式報酬

取締役(監査等委員 
および社外取締役を除く) 346 255 24 66 10

取締役（監査等委員）
(社外取締役を除く) 23 23 － － 1

社外役員 64 64 － － 6

（注） １． 監査等委員でない取締役の報酬額は、2017年６月29日開催の第169期定時株主総会において年額600百万円以内と決議しています。
 ２． 2017年６月29日開催の第169期定時株主総会において、監査等委員でない取締役に対する報酬として、取締役退任時に当社普通株

式を交付する株式報酬制度の導入を決議しています。なお、当該報酬額は１事業年度につき、120百万円以内かつ285千株以内と決
議しています。

 ３． 監査等委員である取締役の報酬額は、2017年６月29日開催の第169期定時株主総会において年額100百万円以内（うち社外取締役
分70百万円以内）と決議しています。

役員ごとの連結報酬等の総額等

氏名 連結報酬等
の総額 役員区分 会社区分

連結報酬等の種類別の額（百万円）

固定報酬 業績 
連動報酬 株式報酬 その他

Joseph E. Gallagher 191 取締役
提出会社 8 － － －
America 
Fujikura Ltd. 43 115 － 23

（注）連結報酬等の総額が１億円以上である者に限定して記載しています。 

政策保有株式
1. 　政策保有に関する方針

フジクラは、原則として株式を保有しない方針としています。但し、当社が行う事業において、事業戦略上協力関係を結ぶ必
要があり、かつ、当社の中長期的な企業価値向上に資する場合に限り、その企業の株式を政策保有株式として保有します。

保有しないこととした株式については売却を進めており、売却の進捗状況を取締役会に報告しています。他方、保有を継続す
ることとした株式については、事業を行う各カンパニーの投下資本の一部として位置づけ、その有用性を適宜検証し、保有継続
の是非を取締役会において決定します。

2. 　議決権行使に関する方針
フジクラは、前項の保有方針および当社の中長期的な企業価値向上の観点から総合的に判断して、毎年適切に議決権を行使します。
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リスクマネジメント
フジクラグループは、各種のリスクマネジメント活動を通じ、グループ経営における損失の発生を未然に防止また
は最小化すること、持続的で健全な成長の土台を築き、企業価値の維持・向上を図ることを方針としています。

リスクマネジメント体制
フジクラは、管理すべきリスクを事業機会に関連するリスク（戦略リスク）と事業活動の遂行に関連するリスク（業務リスク）に分

類しています。戦略リスクは取締役会および経営執行会議のトップマネジメントの合議により管理し、業務リスクは「フジクラリス
ク管理規程」に基づきリスク管理委員会が管理する体制をとっています。また、危機管理についても、「フジクラリスク管理規程」
において、情報のトップへの速やかな伝達と対応組織の構築、責任体制などを定めています。リスクマネジメント体制はコンプラ
イアンス体制と同様となります。

税務の透明性確保
グローバルに事業を展開しているフジクラグループは、常にBEPS※2情報の収集を行うとともに、税理士法人とコンサル契約を

締結し、課税ルールへの対応の準備を進めています。国際税制の「BEPSプロジェクト」に応じ、日本の平成28年度税制改正に
基づき、2016年度からマスターファイルと国別報告書を毎年税務局に提出しています。2017年度から該当取引ごとにローカルファ
イルを準備しています。
※２ BEPS：Base Erosion and Profit Shiftingの略。多国籍企業が税率の低い国のグループ会社に利益を移転して、税負担を軽くする行為を指す。

 サイバーセキュリティ
フジクラグループは、サイバーセキュリティに対する取り組みは企業活動上の最重要課題の一つであると認識しています。

2005年に「フジクラグループ電子情報セキュリティ基本方針」および「電子情報セキュリティ基本規程」を制定しました。
2019年度は、eラーニングによる情報セキュリティ研修を実施しました。また、標的型攻撃メール対策として、擬似メールによ

る訓練を実施し、的確な対処方法の周知を図り、併せて、社内イントラネットでも被害防止のため対処方法を案内し、この徹底
に努めています。

2019年度はリスク管理委員会を26回開催
しています。定期的なリスク管理委員会に
おいては、各部門・カンパニーからのリス
ク管理状況、BCM※1推進状況の報告を実
施しています。また、臨時で開催したリス
ク管理委員会においては、台風などの自然
災害への対応、新型コロナウイルス感染症
の状況把握や対応の検討、2018年度に外
部発表しました不適切事案についての対応
状況の確認等を当委員会で取り扱いました。

● 2019年度の取り組み

リスクマネジメント体制図

社内相談窓口
社外相談窓口

取締役会

フジクラおよび国内・海外グループ会社

リスク管理委員会
委員長 ： 社長
委員長代理 ： 総務担当役員
委員 ： 経営執行会議メンバー
事務局 ： 総務部長

監査等委員会

※1   BCM：Business Continuity Managementの略。上記のような不測の事態に備え、社員への
教育・訓練の実施や事前対策を実施するなど、平常時の管理プロセスのこと。

企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮
フジクラグループは、年金資産の管理・運用機関としてフジクラ企業年金基金を設けてその業務を委託しています。同基金は、

その年金資産の運用の全てを専門機関である資産運用会社へ再委託し、その状況をモニタリングすることとしています。
当社は、委託先であるフジクラ企業年金基金が、実際に資産運用を行う各運用機関のモニタリングを適切に行えるよう、必要

な人財の確保その他の同基金の運営体制の整備に留意することとしています。

株主との建設的な対話に関する方針
（１） 当社では、株主・投資家との建設的な対話を通じた継続的かつ中長期的な企業価値の向上を図るため、社長をはじめとする

経営幹部による株主・投資家との対話等の取り組みを推進しています。
（２） 当社では、対話・情報開示の実効性を確保するため、ＩＲ担当取締役を置き、その下にコーポレート企画室ＩＲグループを設置し、

関連部署と連携しながら、適時かつ公正、適切に情報開示を行っております。
（３） 当社では、四半期毎（5月、8月、11月、2月）の決算説明会や工場見学、事業報告書・アニュアルレポート等の発行により

情報開示を行っております。海外では、社長およびＩＲ担当取締役が直接欧州、北米、アジアに赴き、海外機関投資家へ当
社の事業概況、決算説明、中期経営計画の説明を行っています。また、適宜投資家を訪問し、株主総会議案、コーポレート・
ガバナンス体制、ＥＳＧ等についての意見交換の場を持つなど対話の充実を図っています。

（４） 社長およびIR担当取締役は、上記の株主・投資家との面談結果等を適宜他の取締役等へフィードバックしています。
（５） 当社では、決算情報の漏えいを防ぎ、公平性を確保するために、サイレントピリオドを設定し、この期間中に決算にかかわる

お問い合わせへの回答やコメントを控えることとしています。また、内部情報管理規程にて、重要な情報の漏えい防止およ
びインサイダー取引の防止を図っています。

CSR重点方策の進捗　情報開示とコミュニケーション
［評価］　◎…目標以上に進んだ　○…目標通りに進んだ　△…目標未達項目あり　×…目標未達

ESG
分類 2020年度目標 2019年度計画 2019年度活動実績 評価

ガ
バ
ナ
ン
ス

ガ
バ
ナ
ン
ス

1.  国際社会が高く評価する情報開示が 
できる

2.  グローバルインデックス銘柄に安定的に
選定

3.  ステークホルダーの期待に応える 
情報開示

4.   ステークホルダーとコミュニケーションが
定期的にできる

1.  ESG情報の内容調査・分析
2.  株主・投資家への情報提供
3.  統合報告書の内容充実
4.  社内外への情報発信の工夫

1.  FTSE4GoodとBlossom Japan
インデックス組入継続

2.  機関投資家とのESGミーティング
を継続実施

3. GPIFの運用機関が選ぶ「改善度の
高い統合報告書」に継続選出

4. グループ会社向けCSR説明会の 
実施

○

コーポレートガバナンス
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コンプライアンス

フジクラグループは、通報者の保護・守秘義務・不利益取扱いの禁止等
を定めた、内部通報制度を運用しております。本制度の目的は不正・コン
プライアンス、ハラスメント、就業規則違反等の早期発見・早期対応となり
ます。国内は、社内窓口に加え、外部弁護士による社外窓口を設け、フジ
クラグループ従業員等の通報を受け付けています。

また、海外拠点の通報窓口については各海外子会社の設置する通報窓
口に加えて、別途外部の専門会社と契約してフジクラグループ海外拠点内
部通報窓口を設け、フジクラ本社で受付けています。

2019年上期には内部通報制度の理解を深めるために本社・事業所・支
店・関係会社を含めて職場説明会を合計33回実施し国内フジクラグループ
約7,800人に展開しております。

フジクラグループは、事業活動を行うすべての国と地域において贈収賄
を防止すべく、2020年6月1日付で「フジクラグループの腐敗防止に関する
ポリシー」を改定し、「接待・贈答」について法令違反にとどまらない適正な
扱いを行うべきことを宣言しました。なお、本ポリシーは、サプライチェー
ンにおける遵守も規定しています。また、本ポリシー遵守のため、帳簿の
閲覧等を含む定期監査やeラーニング研修を実施しています。

内部通報

腐敗防止の取り組み

内部通報および相談件数の推移 

2017年度 2018年度 2019年度

20件 37件 47件

腐敗防止に関するeラーニング研修

受講者数延べ 4,639人

受講時間延べ 6,959時間

＊ 役員・社員向けeラーニング研修（学習・テスト）を
毎年1回以上実施。

フジクラグループは、材料や部品を調達するお取引先と締結する取引基本契約書上に、腐敗防止条項および反社会的勢力の
排除を盛り込んでいます。

また、フジクラグループCSR調達ガイドラインでは、汚職・賄賂などの禁止や優先的地位の濫用の禁止などを盛り込み、サプ
ライヤ含め腐敗防止を進めています。

2005年3月22日付で「フジクラ個人情報保護規程」を定め、個人情報保護のための管理体制および遵守事項について定めて
います。個人情報保護統括責任者として業務執行取締役を任命し、全社個人情報保護責任者および各部門に部門個人情報保
護責任者を設けて個人情報保護の遵守・運用体制を構築しています。なお、現在EU一般データ保護規則（GDPR）への具体的
な対応などを含む規程の見直しを行っています。

サプライチェーンにおける腐敗防止の取り組み

個人情報保護 

フジクラグループは、各国・地域の法令・ルールを遵守した、公正で透明な取引、行政や各種団体との健全・
正常な関係維持、情報の管理・保護の徹底等を行います。

品質

クオリティ方針

フジクラ　クオリティ方針（2019年4月1日制定）

１．「品質」を根幹に据えた経営を追求し、お客様に最高のクオリティの製品とサービスを提供する。

２．	社員一人ひとりが、品質コンプライアンスの重要性をあらためて強く意識し、法令、公的規格およびお客様との契約
事項等を遵守して、品質不適切行為を二度と起こさない。

３．	常に職場内でのコミュニケーションを図り風通しの良い企業風土を醸成し、品質コンプライアンス上の問題を認識した
際は速やかに上司へ報告を行う。

2019年4月1日付けで組織改正を実施し、品質保証部門は社長直轄組織に変更しました。
また、品質マネジメントシステムの強化および品質保証部門の独立性を確保するため、各カンパニーについてそれまで各事業

部門の配下であった品質保証組織（部、室、課）を、カンパニーの品質保証機能を統括する品質保証部門の配下に移しました。
その各カンパニーの品質保証機能を統括する組織は、コーポレート品質保証部門の配下として、社長直轄組織としました。

フジクラは、人財育成計画の一つとして、若手技術者を対象とした品
質管理教育を実施しています。品質管理教育では、「すぐに使える」を目的
に、実践に役立つ品質管理の基礎能力の獲得を図っています。また、研
究開発部門には、職務上の必須事項と位置づけ、新入社員教育から統計
的品質管理教育を実施しています。

また、フジクラは、2015年度から、QC検定等の資格取得を推進し、
多くの合格者を出しており、品質管理の人財育成を図っています。

品質不適切事案の是正計画の進捗状況について 
2019年4 月25 日付けで公表いたしました再発防止策に基づき、「ガバナンス改革」、「製造工程能力・検査能力の適切

な把握およびお客様のご要求仕様の検証等」、「品質コンプライアンス意識の向上」に取り組んでいます。
 「ガバナンス改革」および「製造工程能力・検査能力の適切な把握およびお客様のご要求仕様の検証等」につきましては、

品質ガバナンスにかかる組織体制の整備を終え、この実効性強化の各施策に取り組んでいます。
また、「品質コンプライアンス意識の向上」につきましては、本事案が発生した背景・原因の周知と品質コンプライアン

ス意識の浸透・向上のための教育を行ってまいりました。
今後も継続的に教育を行い本事案の再発防止と意識の向上に努めていきます。

品質ガバナンス体制の強化

品質管理教育 

フジクラグループでは、品質はものづくり企業の価値そのものであると認識し、品質不適切事案の再発防止策の
策定・実行とコンプライアンス体制のさらなる強化を図っています。
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本社で行った品質管理教育
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本質安全

「安全を誓う日」の制定と本質安全活動の推進

安全の誓い
一、　私たちは、決して同じ災害を繰り返しません！
一、　私たちは、全てにおいて安全を最優先に行動します！
一、　私たちは、働く仲間と家族の為に災害の無い職場を実現します！

リスクアセスメントの推進

安全巡視の取り組み

労働安全衛生マネジメントシステム（OHSMS*）におきましては、リスクアセスメントを主体としたプロアクティブな活動が、労
働災害を減らすための重要な活動に位置づけられています。本質安全活動開始時に設定した「2020年度末までに拠点の全ての
リスクを許容可能なレベルにする。」という目標に向けて、既に抽出済みのリスクに対してはリスク低減活動を実施しています。こ
れと並行して、まだ認識できていないような潜在的なリスクを抽出する作業も進めており、安全文化として醸成されることを目標
として終わりなき活動と考えています。

* OHSMS: Occupational Health and Safety Management System

2010年度よりOHSMSの運用を開始し、事業所相互による進捗の確認や
仕組みの見直しおよび拠点の安全巡視を実施し、安全レベルの底上げを進め
てきました。国内グループ会社拠点は2016年度から、海外グループ会社拠
点は2018年度から、「本質安全推進チーム（現　EHS統括センター）」が拠点
を訪問し、本質安全の考え方の浸透と各拠点における安全衛生活動の確認を
目的として安全巡視を行っています。2019年度は、国内グループ会社40拠点、
海外グループ会社16拠点に対し安全巡視を行いました。

2016年4月、国内関係会社において死亡災害が発生いたしました。失った大切な命を無駄にしないために、「もう二度と災害
をおこさない」という安全に対する強い思いをフジクラグループ社員全員が誓う日として、災害発生日である4月11日をフジクラ
グループの「安全を誓う日」と制定し、併せて「安全の誓い」を発行し、本質安全活動に取り組んでいます。

EHS統括センターが中心となり、「2020年度末までに拠点の全てのリスクを許容可能なレベルにする。」というゴール達成に向けて、
各拠点の全てのリスクの抽出と評価を進めています。

フジクラグループでは、「安全は企業価値そのものである」とし、本質安全の実現に向けてリスクアセスメントシス
テムの強化に取り組んでいます。

責任ある鉱物調達

紛争鉱物を含む責任ある鉱物調達への対応

サプライヤの皆様とのコミュニケーション

CSR重点方策の進捗　CSRサプライチェーンマネジメント
［評価］　◎…目標以上に進んだ　○…目標通りに進んだ　△…目標未達項目あり　×…目標未達

ESG
分類 2020年度目標 2019年度計画 2019年度活動実績 評価

社
会

1.  カンパニー、主要グループ会社でパートナーズ・ 
ミーティングを開催し適切に運営されている

2.  パートナーへのアンケートの実施、評価が適切に 
行われている

3. グループCSR調達ガイドラインが遵守されている
4.  リスクが認識され、カンパニー、グループ会社で 

管理ができている

1.  パートナーズ・ミーティングの 
グループ展開

2.  パートナーCSR推進
3. グローバル・サプライチェーン 

人権確保促進
4.   CSR/SCM監査の検討
5.  サプライヤポータル導入検討

1.  日本、中国、タイで継続実施
2.  日本、中国でアンケートを継続実施
3.  CSR調達ガイドラインを改定し、日本のパート

ナーズミーティングで人権遵守を継続要請
4.  国内グループ会社へのアンケートを実施した

が、SCM監査は未実施
5.  計画通り導入

○

フジクラグループでは、紛争地域諸国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、サプライチェーン全体で責任ある鉱物調達を推進していきます。また、フジクラは一般
社団法人 電子情報技術産業協会（JEITA）の「責任ある鉱物調達検討会」に参加し、最新情報の収集を行っています。最新情報
をフジクラグループ内で共有・展開するため、各カンパニーの紛争鉱物調査に関する担当者向けに、情報共有連絡会を年1回開
催しています。2019年度は3TGに加え、コバルトやマイカの調査要請が高まっていることや、各種テンプレートの回答内容の共
有などを行いました。

CSR調達の推進と浸透には、お取引先の皆様との直接対話
が欠かせません。フジクラグループでは、東京、上海、バン
コクで「フジクラグループ・パートナーズ・ミーティング」を毎
年開催し、お取引先の皆様のご理解とご協力を得て、サプラ
イチェーン全体でCSR調達に取り組んでいます。

また、タイ王国のFETL社では、2016年より、サプライヤ
評価制度において高い評価を得た取引先を選定し、バンコク
で行われたパートナーズ・ミーティング（フジクラパートナーズ
デイ）において表彰しています。優良事例を取引先と共有を図
ることで、より深いパートナーシップを構築しています。

パートナーズ・ミーティングにおける共有事項
• フジクラグループの経営計画
• CSR調達ガイドライン
• ESGに関する重要事項（サプライチェーンにおける人権デュー

デリジェンスの重要性や気候変動対応に関する情報提供
など）

• 優秀サプライヤの選定と表彰（FETL社にて実施）

責任ある鉱物調達に関するこれまでの取り組み

2011年8月 フジクラグループ紛争鉱物不使用方針の策定

2016年6月 CSR調達ガイドラインの策定

2017年2月 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の制定

2019年5月 CSR調達ガイドラインver.4更新（RBAへの準拠対応）

2019年5月 フジクラグループ責任ある鉱物調達方針の策定

フジクラグループでは、労働環境や安全などに関わる人権尊重など、事業展開するうえで配慮すべき課題を認識し、
お取引先の皆様との信頼関係を築くことで、自社だけではなくサプライチェーン全体で対応を進めています。
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安全巡視の様子

日本でのお取引先への調達状況の説明タイ王国での優秀サプライヤ表彰
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気候変動リスクと機会

フジクラグループの気候変動対応方針
フジクラグループは、1992年に制定した「フジクラグループ地球環境憲章」に始まり、外部研究機関の予測などを参考に、経

営戦略と一体となった環境活動方針を定めています。2016年にはIPCC（気候変動に関する政府間パネル） RCP2.6※（2℃シナリオ）
によるシナリオ分析を行い、フジクラグループ環境長期ビジョン2050を制定しました。2050年の未来を見据え、環境負荷の最
少化に向けた4つのチャレンジに取り組んでいます。

※ RCP2.6： IPCCの第5次評価報告書（2014年発表）は、今後100年間にどれくらい平均気温が上昇するか4つのシナリオを示しているが、4つ
のうちで最も気温上昇が低いもの。

フジクラグループ環境長期ビジョン2050の4つのチャレンジ

気候変動に関する取り組みの経緯

1992年4月 フジクラグループ地球環境憲章制定

2012年7月 CDP気候変動への回答開始

2013年4月 フジクラグループ地球環境憲章改定（生物多様性の保全を追加）

2013年9月
WE SUPPORT

国連グローバルコンパクト署名

2016年4月 フジクラグループ環境活動指針第5版制定（2016年度〰2020年度）

2016年7月 フジクラグループ環境長期ビジョン2050制定

2017年7月 CDP水、サプライチェーンへの回答開始

2019年4月 一般社団法人日本気候リーダーズ・パートナシップ(JCLP)加盟（賛助会員）

2019年7月 TCFD賛同

2019年10月 RE100加盟

フジクラグループは気候変動対応に関する長期ビジョンとして、2016年にフジクラグループ環境長期ビジョン
2050を制定し、2050年の未来を見据え、環境負荷の最少化に向けた4つのチャレンジに取り組んでいます。 TCFD提言に沿った気候変動関連情報の開示

フジクラグループは、気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）が2017年に公表した提言に賛同しました。気候変動が
もたらすリスクと機会を分析し、ステークホルダーの皆様に情報開示していくことで、持続可能な社会の実現に貢献します。

気候変動ガバナンス・リスク管理（CSRマネジメントを含む）
フジクラグループの気候変動ガバナンスは、サステナビリティ戦略会議の環境側面部会である地球環境委員会（委員長は環境

担当役員）がグローバルに統括しています。地球環境委員会は、気候変動を含む環境経営に関する審議決定機関であり、各年
度および中期目標の策定を行い、活動推進状況をモニタリングするとともに環境担当役員の承認を受け、サステナビリティ戦略
会議に報告しています。重点テーマには専門部会を設け、施策立案や対策の横展開など、さまざまなサポートを行っています。

2019年度の取り組み
• 再生可能エネルギー導入ロードマップの作成
• タイ王国のグループ会社FETL社カビンブリ工場で再エネ購入開始
• エネルギー新戦略ワーキンググループの開催（隔月）

取締役会（議長：社長）

経営執行会議（議長：社長）

コーポレート部門、カンパニー、
グループ会社

 

サステナビリティ戦略会議（議長：社長）

報告

報告 共有・指示

グリーン関連製品管理委員会
隔月開催

（主査：R&D部門の管理部長）
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• 主要な行動計画の意思決定と審査・指導
 気候変動の対処に関する目標と対象に対する
進捗のモニタリングおよび監督

• フジクラグループの ESG 活動に関する方針
および施策の共有と審議

• 地球環境保護活動をグローバルに統括し、気候
変動を含む年度・中期目標の策定と活動推進
状況をモニタリング

• グリーン製品、グリーンマインド製品の審査機関
として、独自チェックシートを用いて基準点以上
の製品を認定・登録

地球環境委員会　年2回開催
（主査：環境担当役員）

FETL 社カビンブリ工場内のため池に設置された水上
太陽光パネル
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チャレンジ 1

工場CO2排出総量
「2050年ゼロチャレンジ」

チャレンジ 2

工場の水使用の
最小化と排水管理

チャレンジ 3

工場の人と
自然の共生

チャレンジ 4

資源の有効活用と
資源循環
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気候変動関連リスクと機会の特定
フジクラグループでは、低炭素経済に移行する過程で起こりうるリスクと機会の特定を進めています。気候変動がフジクラグルー

プの事業成長にどのような影響を与えるのかを分析するために、国際研究機関（OECD、IPCC）等の長期予測や社会的な関心事、
顧客からの気候変動対応要請などを踏まえています。特定したリスクは適宜見直しを行っていきます。

気候変動リスクと機会

リスク

分類 気候変動リスク 今後の対応

２℃シナリオ
（移行リスク）
短期・中期

【政策・法律リスク】
• 炭素税の導入など各国地域におけるCO２排出規制強化

- 炭素税による財務への影響を試算　
• 顧客や操業国からの温室効果ガスやカーボンフットプリン

トの削減要請義務

• 環境長期ビジョン2050に基づく、再生可能
エネルギー100％へのロードマップによって、
徹底した省エネ、再エネ導入、クレジット等の
活用を進める。

• 事業活動における再生可能エネルギー利用の
推進（本社・工場など）

• RE100加盟やTCFD賛同による対応強化・
ESG評価指標の定期的なモニタリングと対応

【技術リスク】
• 既存技術のディスラプト
• 製品製造時のエネルギー使用量の最小化や再生可能エネ

ルギー利用等の要求

【市場リスク】
• 商品、サービスに対する需要の変化
• 顧客や社会からの気候変動対策による一時的な設備投資

コストの増大
• 気候変動関連要因による原材料価格の上昇や調達先

の分散

【評判リスク】
• 顧客や投資家、各種評価機関からの気候変動に関する

情報開示と対応要請

４℃シナリオ 
（物理リスク）
中期・長期

【急性リスク】
• 洪水や大型台風など自然災害による操業への影響

- 生産設備に被害を受けた場合、生産能力の低下や設備
修復など、業績への影響

- サプライチェーンの分断などによる生産計画への影響
→フジクラグループは2011年にタイ洪水によりグループ会

社が甚大な被害を受け、復興まで5年を要した

• 対象拠点の防災対応
- タイ王国のFETL社では2011年の洪水被害
を教訓に、BCPの観点からも拠点の分散化
や事業所周辺の防水壁の建設などを実施

• 事業所の法面整備や海辺に近い工場における
高潮、津波対応

＊ 洪水や海面上昇で影響を受ける国内拠点 
本社、フジクラエンジニアリング、フジクラハ
イオプト（東京都江東区木場）、スズキ技研（千
葉県市川市田尻）、沼津熔銅、西日本電線（大
分県大分市春日浦）

※各行政のハザードマップを調査

【慢性リスク】
• 気温上昇等による操業地域で働く社員の健康配慮
• 降雨量増加による従業員の安全性の確保
• 将来的な海面上昇における操業への影響

機会

各事業 社会動向 機会

エネルギー

• 経済成長、都市化、人口増加により、途上国を中心にエ
ネルギー需要、特に電力需要が増加。

• デジタル技術の活用による、電力供給の安定化、効率化、
2℃シナリオでの省エネ進展

• 企業、個人などのエネルギー供給・需要双方の多様化、
2℃シナリオでの再エネ増大

• 4℃シナリオ下における自然災害の増加懸念
• 無電柱化推進法への対応（防災など）

【市場】
再生可能エネルギーの普及拡大

【製品／サービス】
グリーン関連製品拡大

【エネルギー源】
高効率電力システム関連製品
• デジタル技術活用の推進

【レジリエンス】
電線 /ケーブル等社会インフラのレジリエン
ス強化

情報通信

• デジタル化の進展により、データ流通・蓄積・解析量が
指数関数的に増大

• ビッグデータ、IoT、５G、AIなどのデジタル技術を活用
した新サービス事業が急速に拡大

• CASE／MaaSの進行
• ミリ波（無線通信）
• 4℃シナリオ下での自然災害対応懸念

【製品/サービス】
高密度／細径構造の光ケーブル（SWR®/WTC®）
を中心とするソリューションの展開

【市場】
グリーン関連製品拡大（2018年度：210億円）
• 高効率ITシステム関連製品
• デジタル技術活用の推進
• 社会インフラとしての通信線レジリエンス強化

エレクトロ
ニクス

• 産業用ロボットの増加
• 医療用製品への参入
• 車載用電子部品の増加　
• ミリ波対応部品の増加

• CASE対応研究開発の推進
• デジタル技術活用の推進
• グリーン関連製品拡大(2018年度：165億円）
• 産業用、自動車用コネクタの需要増

自動車電装

CASEの進行
• 電子部品の増加に伴うWHの増加
• 2℃シナリオでのEV化の進展　
• WH軽量化の需要増加

• 軽量化ワイヤハーネス
• CASE対応研究開発の推進
• 自動車電装事業に情報通信やエネルギー事業

などの知見を組み合わせ、EV関連の新規事
業創出

• ワイヤハーネス以外の自動車部品やEVへの
対応強化

• グリーン関連製品拡大（2018年度：702億円）

不動産
デジタル技術活用の推進
• ZEBなど環境影響配慮のニーズ

• 環境配慮を要求するテナントの獲得と維持

リスク管理
特定したリスクに対する対応や今後の検討は、環境担当役員である常務取締役が委員長を務めるフジクラグループ地球環境

委員会にて承認・決定しています。CSR重点方策で定めた活動計画の実績報告とあわせて、フジクラグループ地球環境委員会
で情報の共有と対応案の検討と承認を行い、サステナビリティ戦略会議へ報告しています。

また、フジクラグループ各拠点の使用電力、水、廃棄物などの環境データを入力・評価・分析し、年2回フジクラグループ地
球環境委員会にて実績確認、計画見直しなどを行っています。
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気候変動リスクと機会

環境配慮型製品の拡大
フジクラグループは、2020中期経営計画の基本方針の1つに『環境・社会側面での貢献に取り組み、企業価値の増大を図る』

を定め、気候変動対応を含むESG の取り組み強化を掲げています。
収益貢献としては、省資源・省エネ等の社会の低炭素化に貢献するために、環境配慮型製品（グリーン関連製品）の開発を行っ

ています。
グリーン関連製品は、各事業部門より申請された製

品環境アセスメントチェックシートをグリーン関連製品管
理委員会で審査し、基準点以上の製品をグリーンマイ
ンド製品として登録を行っています。製品環境アセスメ
ントチェックシートは2011年に規定され、定期的に更新
されています。グリーン関連製品管理委員会は、研究
開発部門のメンバーを委員長に、各カンパニーから人
選されています。

グリーン関連製品登録の目標を年間60件以上と設定
し、2019年度は、グリーン関連製品登録件数68件、
売上高比率40%でした。

製品紹介１　 小型酸素センサ
今後、酸素濃縮器の主力になる小型軽量かつ携帯に最適な小型酸素センサ 

FCX-UWLを開発しました。従来品に比べ、高さを40％、重量を20%減らし、酸
素濃縮器の小型化に寄与しています。フジクラグループは本製品を通じて、多くの方々
の健康やQOL（Quality Of Life）の向上に貢献していきます。

製品紹介2　センシングシステム用薄型DSCモジュールパネル
DSC（色素増感太陽電池）は、電池交換や電源配線なしにエネルギーを自給自足

する環境発電型IoT機器です。日陰や室内でも発電する太陽電池であり、電解液封
止技術向上により、DSCモジュールパネルの大幅な簡素化を実現しました。簡素化
されたことで、センシングシステム設置場所の自由度が高まり、製品活用の用途拡
大が期待されます。

グリーン関連製品

グリーン製品
グリーンマインド製品の内で著しく
省資源、省エネ等の環境性能を向上
させた製品・サービス

グリーンマインド製品
グリーンマインド製品環境アセスメ
ントにより、従来より環境性能を向
上させた製品・サービス

財務への影響の把握
2018年度は、気候変動に起因すると思われる現象による、直接的な事業への影響は認められませんでした。なお、将来の被

災リスクに備え以下の投資を行いました。
フジクラ佐倉事業所は、過去に豪雨による法面崩落事故を経験しました。近年、気候変動により回数が増している豪雨に備え、

2016～2018年度にかけて法面整備を進めてきました（費用：3.8億円）。さらに2019年度にも2億円程度の整備費用を見込ん
でいます。

西日本電線の大分工場は、大分湾に面し
ており、台風時の高潮、津波による被災リ
スクを抱えています。これに対応し、2017
年度、500名の従業員が避難可能な新事務
棟を建設しました。（費用：4.6億円） 

西日本電線の津波避難タワー佐倉事業所の法面工事

CSR重点方策における目標と実績
フジクラグループは、「フジクラグループCSR基本方針｣と「4つの重点課題」をベースに、経営戦略との連動を図るため、中期

経営計画と同様に2020年度を最終年度としたCSR重点方策を定めています。環境に関しては下記3項目を設定し、2020年度
目標の達成へ向けて取り組みを進めています。

CSR重点方策における環境目標
ESG
分類 CSR重点方策 2020年度目標 2019年度計画 2019年度活動実績 評価

環
境

①  CO2の 
総排出量 
削減

1. CO2総排出量削減
1） 国内連結子会社： 

3％以上削減 
（2013年度比）

  （長期目標2030年度：2013
年度比▲6.5％以上）

2） 海外連結子会社： 
原単位年1.3％以上改善

（2014年度比）

1. CO2総排出量削減
（国内連結） 2013年度比

2.4％以上
（海外連結） CO2排出量 

原単位の改善
 2014年度比

3.9％以上

・ フジクラグループ環境長期ビジョン 
2050のロードマップが完成、RE100
に加盟、CDP気候変動スコア　A-

（国内）
フジクラ： 18.9 ％減少 
  （排出量80.9千トン・CO2）
国内グループ：
  5.9 ％減少 

（排出量63.4千トン・CO2）
（海外グループ）
原単位：  9.2 ％改善 

（排出量257千トン・CO2）

〇

②水リスク

1. 水の使用量の改善目標の設定と
改善実施

2. 水リスク評価実施、 
リスク低減実施

3. ｢CDPウォーター」に回答、評価
されている

1. 水の使用量原単位の改善：
（国内連結） 2018年度比

1％以上

1.  （国内）水使用量原単位（売上高対
比）前年度比20.1％改善。

2. 行政ハザードマップによるリスク確認、
国内拠点の洪水・高潮リスクリスト
を作成

3. CDPウォータースコア　B-

〇

③ 生物多様性 
確保の活動

1. 構内緑地活用で木場千年の森、
佐倉千年の森、鈴鹿千年の森
が社員に親しまれる

2. 佐倉、鈴鹿の近隣住民へ開放
準備完了し、近隣住民との 
コミュニケーション計画が完了

1. 事業所内自然の有効活用
2. 生物多様性 取り組み推進
3. 事業所の里山構想推進

1. 木場千年の森「千年の森へ行こう」
キャンペーンを開始、社員への周知
向上、毎月職場リレーで社内イント
ラに活動を掲載（12回実施）

2. 佐倉千年の森PJ活動を完了、維持
活動を継続、従業員とのレクリエー
ション活動を継続実施

〇
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人財育成
フジクラグループは、先進的で有用性の高い商品とソリューションを継続的に開発するために、グローバルに活
躍ができる人財が重要です。そのための人財育成の活動は、フジクラグループの未来へとつながる経営の重要
な柱の1つです。

人財育成の考え方

人財育成プログラム

人財を育てる風土・土壌づくり

本人
（自己啓発）
意欲 人事制度

キャリア
開発

研修制度
OFF-JT

職場
OJT

人財育成は、グループHRMビジョンのもと、各職場で行われる「OJT（On 
the Job Training）」を中心に置きながら「評価」と「育成」を関連付け、継
続的に評価サイクルを回しながら、本人と上司の間で“個人の強みや課題”
を認識・共有し、強みを伸ばし課題を改善させ、さらなる成長につなげる
取り組みを人財育成のトータルシステムとしています。

また、キャリアチャレンジ制度を導入し、自身のキャリアプランを実現し
やすい社内公募を構築しました。これによって自主性を醸成しています。

CSR重点方策の進捗　グローバルな人財育成
［評価］　◎…目標以上に進んだ　○…目標通りに進んだ　△…目標未達項目あり　×…目標未達

ESG
分類 CSR重点方策 2020年度目標 2019年度計画 2019年度活動実績 評価

社
会

⑥ グローバルな
人財育成

1.  「フジクラグループHRMビジョン」が 
全グループで共有され共通ゴールに 
向かって共創している

2.  社員が尊重され、魅力的な人財を 
グローバルで創出し、“夢がある会社”
になっている

1.  海外語学研修制度
2.  グループ人事プラット

フォーム構築

1.  今期実施実績なし
2.  海外グループ会社へシステム

導入を継続
○

健康経営

次世代健康経営ソリューション「@スイッチ！（アッとスイッチ）」アプリを開発
フジクラグループの健康経営を推進するため、2019年に設立された株式会社フジク

ラ健康社会研究所は、従業員やその家族が、健康というキーワードを介して相互につ
ながるアプリ「@スイッチ！（アッとスイッチ）」を開発しました。
「@スイッチ！」では、日々の活動データや食事ログによる自己管理に加え、他人のアイディ

アや存在に出会えるSNS型のプラットフォームです。さまざまな生活スタイルのなかで、
好きな場所、時間、空間で、自由なタイミングで「アッと！」何かに気づき、気軽に自分
の変身スイッチをONできる、次世代健康経営ソリューションです。

フジクラ健康社会研究所は、本アプリや各種健康増進プログラムを充実させることで、
時代の変化やストレス社会で「しなやかに強くなる力」を、社会に浸透させていきます。

自らが健康度や疾病リスクを知り、自主的な健康づくりのベースとな
る定期健康診断は、法定検査項目にフジクラグループ独自の検査項目
を加えて実施しています。付加検査項目には生活習慣病の早期発見を
目的とした検査項目を加え、予防管理や一人ひとりの健康意識の向上に
向けた取り組みを展開しています。

社員の受動喫煙を防止するために2023年度末までに構内喫煙所の全
廃を目指し、喫煙所の段階的閉鎖、喫煙所の使用時間を制限する等の
施策を進めています。

合わせて喫煙による健康リスクの低減を目的として各事業所において
禁煙セミナーを開催し、禁煙治療費の補助を実施しています。

フジクラグループは、「企業の競争力はそこで働く社員の良好な健康状態が基盤となる」という考えのもと、
社員の「健康」が重要な経営基盤であると認識し健康増進の取り組みを進めています。

2019年度もコーポレートゲームズに参加

情報共有・参加型プラットフォーム「＠スイッチ！」

禁煙セミナーの様子

取り組み１  社員の健康増進策

取り組み2  受動喫煙防止対策
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テーマ

1.キャリア開発支援

2．コンプライアンス系プログラム

3．業務専門系プログラム

1）	キャリア・スタートアップ	
支援

2）選択研修

3）	次世代経営キャリア支援
（選抜研修）

4）生涯学習プログラム

プログラム内容

• 集合研修（社会人1年目、2年目のキャリア初期ステージの社員を対象に 
集合研修）

• メンターによる個別フォロー（OJT）

評価制度を通じて、上司とともにキャリアステージや役割ごとに必要な知識・
スキルを特定し、個別キャリア開発計画を立案し、ニーズに応じた豊富な
プログラム（外部の集合研修、eラーニング、通信教育など）を受講できる
環境の整備

（例）論理思考系、コミュニケーションスキル系、問題解決系、チーム・組
織運営系、経営・マネジメント系、語学系、IT系

次世代経営者を育成するための経営塾や分野ごとのリーダーを育成する 
「リーダー研修」

定年を数年後に控えた社員を対象としたライフプランセミナー、 
希望に応じて定年後の就職斡旋サービスの提供

企業人としての社会的責任に関する各種研修 
（公正取引関係、輸出管理関係、労務関係など）

関係部門が担当する専門教育 
（品質・ものづくり、知財、法務、労務、会計）
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事業活動における人権への配慮

人権に関する理念・方針
フジクラグループは、グローバルに事業活動を行なう上で、世界人権宣言などで定

める基本的人権を尊重することを「フジクラグループ人権方針」のなかで明示しています。
人権に関する方針や施策の立案にあたっては、国連「ビジネスと人権に関する指導原

則」「OECD多国籍企業行動指針」「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」
「国際労働基準」といった国際的な原則も参照し、人権に対する理解の促進と実現に
努めています。

フジクラグループ人権方針の項目

1 国際規範の尊重

2 人権尊重の責任

3 適用の範囲

4 適用法令の遵守

5 人権デューデリジェンス

6 教育

7 対話・協議

8 情報の開示

十分な協議を重視した労使関係
フジクラは、「結社の自由」「団体交渉権」を基本的人権のひ

とつと考え、フジクラとフジクラ労働組合とで締結している労
働協約において、組合が団結権、団体交渉権、争議権を保
有することを認めております。経営方針や事業計画、経営施
策・事業施策については、適宜に「経営説明会」や「労働協議
会」を開催し、経営者から労働組合に対して十分な説明を行う
と共に、意見交換を十分に行い、労使間で理解を深めながら
課題解決に努めています。

コミュニケーションの機会
• 経営説明会（年2回）
• 労働協議会（毎月および適宜開催）：四半期決算状況、月次

採算、生産状況、労務状況、労働条件など
• 労使研修会（年1回）：経営理念・方針、労働組合の運動方

針など
• 関係会社との連携（適宜開催）：関係会社労使との意見交換

フジクラグループは、グローバルコンパクト署名企業の1つとして、事業活動において影響を受ける人の人権が
尊重されるよう、人権擁護の支持と人権侵害への非加担に取り組んでいます。

CSR重点方策の進捗　人権の尊重
［評価］　◎…目標以上に進んだ　○…目標通りに進んだ　△…目標未達項目あり　×…目標未達

ESG
分類 CSR重点方策 2020年度目標 2019年度計画 2019年度活動実績 評価

社
会 ④人権の尊重

1.  国籍・人種・性別・宗教・年齢・出身会社など、 
多様な人財が活き活きと働く会社になる

2.  グループ全体でハラスメントの正しい認識
を持ち、ハラスメントをしない、させない 
風土を醸成

1.  ハラスメント教育の充実
2.  労働時間管理の強化

1.  ハラスメント法の周知、e-ラーニング
の内容見直し

2.  変形労働制を導入、働き方改革関連
法の対応推進

○

労使研修会

人権デューデリジェンスの推進

取り組み１  顧客からの調査票やRBA監査対応

取り組み2  ESG評価機関の調査票を活用した社会要請の把握

フジクラグループは、顧客との長期持続的な関係構築を目指し、顧客から要請されるサステナビリティアンケートやRBA調査
票への回答、実地監査などの対応を行っています。特にRBA監査対応に注力しており、いただいたご指摘などを真摯に受け止
め迅速に対応することで、顧客からの信頼獲得とともに事業活動における人権リスクの把握および是正につなげています。

フジクラグループは、社会からの要請に応えるための現状把握として、ESG評価機関からいただく調査票の回答を積極的に行っ
ています。ESG評価機関ごとに異なる評価を分析することで、企業に求められる行動や情報開示など課題を抽出し、経営基盤
の強化につなげています。

想定される人権リスクの特定と定期的な精査
フジクラグループは、人権に関する国際的なガイダンスや顧客からのアンケートおよびESG評価機関の調査票などを活用し、

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っています。

フジクラグループの事業活動に関わると想定される人権リスク

事業活動 調達 製造 販売

人権リスク
児童労働、強制労働、優先的地
位の濫用、差別、賃金の不払い、
不当解雇、安全衛生など

労働安全衛生、労使関係、外国
人労働者、結社の自由、ハラスメ
ントなど

製品の安全・品質や意図しない利
用による人権侵害など

ステークホルダー
サプライヤ
地域社会

グループ社員
顧客
地域社会

事業への影響
安定的な調達への影響や顧客喪失
リスク

エンゲージメントの低下 ブランド価値の棄損

リスク把握
パートナーズミーティングを通じた
サプライヤとのコミュニケーション
やアンケートの実施

内部通報制度の活用や専門部門
による内部監査、顧客からのRBA
監査対応

人権関連法案の動向把握

フジクラグループでは、フジクラグループ人権方針に基づき、内部通報制度や取引先とのパートナーズミーティン
グを通じ、人権問題が顕在化した場合には社内で対策を講じています。昨今、調達や製造など事業活動におけ
る人権保護と透明性確保のため、人権デューデリジェンスの推進が求められています。2019年度は、「ビジネス
と人権に関する指導原則」で示されている手順に従って、人権デューデリジェンスの体制づくりを進めています。
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藤倉学園とは

社会福祉法人「藤倉学園」の支援
フジクラグループならではの取り組み

藤倉学園の支援は、フジクラグループの社会貢献活動の一環として、利用者である知的障害者の尊厳を保持し、
心身ともに健やかに育成され、個々人の能力に応じ自立した日常生活を地域社会において営むことができるよう
に支援することを目的としています。

藤倉学園創業者 中内春吉

社会福祉法人「藤倉学園」は、1919年6月7日に創業者藤倉善八の実弟である中内春吉が、
知的障害者および児童のために多額の私財（現在の金額換算で約20億円）と学園の土地4万坪
と建物を寄贈し、伊豆大島元町に創設されました。現在、伊豆大島と多摩（八王子市）に施設
があり、約130名の園生に100名程の職員が24時間体制で指導・支援を行っています。

フジクラグループは、創設以来、会社としてだけではなく社員個々人からの寄付を今日まで続け、
支援を継続しています。フジクラグループは、「藤倉学園」への支援を社会貢献活動の原点として、
これからも大切に守っていきたいと考えています。

1919年
伊豆大島、多摩（八王子市）

2か所 約130名

創 設 施 設 園 生 （利用者）

自立支援施設「フジカフェ」大島藤倉学園

主な支援活動
募金などの寄付やボランティア活動、物販購入などさまざまな支援を通じて、社員一人ひとりのマインドセット（思考・行動様式・

信念）の醸成にもつながっています。

事業所の募金を贈呈

社員有志

株主総会でフジカフェ製品を配布

フジカフェ製品即売会

グループ会社寄付

新入社員ボランティア活動

フジクラ佐倉事業所では、毎年末に藤倉学
園支援のための募金活動を行っています。
2019年度も集まった募金を藤倉学園の学
園長に届けました。今後も事業所の支援活
動を継続していきます。

フジクラ本社では、藤倉学園へ衣類や文房
具などの物品寄付を行いました。社員から
寄せられた品は多摩藤倉学園、大島藤倉学
園にそれぞれ送りました。今後も藤倉学園
のご要望に添えるよう支援を続けていきます。

フジクラコンポーネンツは、藤倉学園支援の
ための寄付を初めて行いました。寄付金を
届けるために社長が多摩藤倉学園を訪問し、
施設の見学や利用者との交流を通じて、支
援を継続していくことを決意しました。

毎年、新入社員研修の一環として、多摩藤
倉学園でのボランティア活動を行っています。
ボランティア活動で社員同士の絆を深めると
ともに、先人たちの志を肌で感じ、藤倉学
園への支援の重要性を認識しています。

株主の皆様にも支援活動への取り組みをご
理解いただくため、株主総会にご来場いた
だいた際には、大島藤倉学園が運営する「フ
ジカフェ」で製造・販売しているクッキーを配
布しています。

伊豆大島にある「フジカフェ」は、藤倉学園入所
者が自立のために職業訓練などを受ける、生
活介護事業所です。フジカフェで製造された製
品（パウンドケーキやクッキーなど）を社員に販
売する「藤倉学園製品即売会」をフジクラ本社
で開催し、支援を継続しています。

募金の贈呈

寄付品の一部

株主総会来場者へ配布

年2回行われる即売会

寄付金の贈呈

ペンキ塗り作業

藤倉学園支援の輪

会社寄付

役員派遣

事業所寄付 フジカフェ
製品即売会

グループ内で
フジカフェ製品
の購入

賛助会
（給与天引き）

イベント参加  
（創立祭、  
クリスマス）

新入社員
ボランティア

株主総会で
フジカフェ製品

配布
グループ会社
寄付

自動販売機
寄付

社員有志
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フジクラ 
木場千年の森

生物多様性確保への決意
　フジクラグループは、自らの事業活動が地球環境と密接な関係
にあることを深く認識し、地球環境を保護するために最善を尽くす
ことを目指し、“人にやさしい、地球環境にもやさしい企業グループ”
を掲げています。すべての生きものは、直接的、間接的にお互い
に支え合って生きており、生物多様性によってもたらされる多くの
恵みによって私たちの命も暮らしも支えられています。フジクラグルー
プは、2013年1月に｢フジクラグループ生物多様性長期ビジョン・
ロードマップ2030｣を策定し、生物多様性保全活動に取り組んで
います。

地域コミュニティのシンボルとして 
「フジクラ 木場千年の森」を創設　

　フジクラグループは、本社敷地の再開発にあたり、地元の学校
や地域の皆様からの緑化への要望や、生物多様性への注目が高まっ
たことを受け、2010年11月に、自然空間であるビオガーデン「フ
ジクラ 木場千年の森」を本社敷地内に創設しました。
　「フジクラ 木場千年の森」の名前には、江東区木場の地で地域
の皆様と一緒に「豊かな自然が遥か一千年先の未来まで続いてい
くように」との願いを込めています。
　広さ2,200m2、2つの池とそれをつなぐ小川、浮島、遊歩道な
どがあり、生きものたちが優先される空間として、数百年前の武
蔵野台地の豊かな森や林を再現するために、在来種にこだわり設
計しました。現在では、カルガモやカワセミの雛が巣立つほどに森
が成長しています。

フジクラグループならではの取り組み 地域の皆様とのコミュニケーション
　「フジクラ 木場千年の森」では、社員や地域の皆様との積極的
なコミュニケーションを大切にしています。主に、社員の環境意識
の啓発や地元小学校の自然教育活動、行政主催のエコツアーなど
にもご利用いただいています。

社員の環境意識の啓発
　毎月部署単位で社員が「フジクラ 木場千年の森」へ行き、フジ
クラグループの生物多様性の取り組みを知るキャンペーンを行って
います。
　フジクラグループでは、「フジクラグループ環境長期ビジョン
2050」を公表し、環境課題の解決を推進しています。持続可能な
企業であるためには、社員の環境意識向上も重要であり、社員の
環境意識啓発のきっかけとして「フジクラ 木場千年の森」を活用し
ています。

東京都「江戸のみどり登録緑地（優良緑地）」に登録
　「フジクラ 木場千年の森」が、東京都「江戸のみどり登録緑地」
の優良緑地として2017年に登録されました。この制度は、建築
物等の敷地において東京に自然分布している植物（在来種）を植栽
することで、昆虫や鳥などの動物も含め、東京の生きものに適し
た環境を回復させることを目的としています。フジクラは、東京都
が官民連携で進める在来種植栽プロジェ
クト「江戸のみどり復活事業」に参加し、
在来植栽の普及に向けた方策を関係業
界とともに検討してきた取り組みが評価
され、登録されたものです。

千年の森を訪れた社員

地元小学校の自然教育活動に活用 行政主催のエコツアーに利用

鳥瞰図

上の池

水辺の散歩道（江東区）

開放通路

魚
●  荒川流域の魚・エビ・貝類に	
限定

●  10種・約800匹を放流し、	
現在、千数百匹に

植物
●  関東在来80種	高中木500
本、低木2,000本

●  草類・コケ・水草類65種　	
約15,000株

特徴
2010年創設 

面積2,200㎡ 

在来種限定

下の池

鳥
●  カワセミ、ヒヨドリ、カルガモ	
など約20種

昆虫
●  トンボ、チョウ類など50種
以上を確認

「フジクラ 木場千年の森」と生きものたち
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