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経営執行役常務 

サステナビリティ推進本部長 兼 ＣＳＲ推進部長 

兼 品質保証副担当 

江藤 雅隆 

 

 

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の理念である「誰一人取り残さ

ない」と、富士通ゼネラルグループの企業理念「 - 共に未来を生き

る - 」を同義語と捉え、「サステナブル経営」を推進し、富士通ゼ

ネラルグループの成長と持続可能な社会への貢献を追求していき

ます。 

また、気候変動への対応を最重要課題に据え、「革新的なモノづく

り」を通じて、社会課題解決に貢献します。 

 

 

 

 

 

 

貧困・紛争・気候変動・感染症等、世界はこれまでになかった数多くの課題に直面しています。ＳＤＧｓは、ひとつし

かないこの地球で暮らし続けるための進むべき道を示した、ガイドとなるものであり、富士通ゼネラルグループの企業理

念「 - 共に未来を生きる - 」と同じ方向性を示していると捉えています。 

2021 年３月に当社は、「サステナブル経営」の基本方針を策定しました。この基本方針に従い、中長期的な観点でサス

テナブル経営を推進するとともに、当社グループの成長と持続可能な社会への貢献を追求していきます。 

 

 

 

富士通ゼネラルグループは、サステナブル経営推進にあたり、優先度の高い課題を把握するために、マテリアリティ（重

要課題）の特定を行っており、その結果、気候変動への対応が最優先課題であると認識しています。 

深刻化する気候変動への対応を強化するべく、2021 年３月に中期環境計画の見直しを行いました。また、当社グルー

プは 2020 年度に気候関連財務情報開示タスクフォース「ＴＣＦＤ」の提言へ賛同を表明しました。2021 年度には気候

変動シナリオにおける事業への影響を評価し、リスクと機会を把握、情報を開示しています。 

また、当社グループの Mission である、「革新的なモノづくりを通じて、世界中のお客様と社会のために、安らぎに満ち

た、今日にない明日を届けます。」を実現するための新たな取り組みの一つとして、個人の発想を起点に社会課題を解決す

る事業の創出に向けた新たなプログラムを開始しています。このプログラムを通して更なるイノベーションの創出につな

げ、社会課題の解決に寄与していきます。 

さらに、当社グループが最も重要なステークホルダーと考える社員に対しては、社員自身が健康で気力を保ち、生産性

とモチベーションの向上を図れる職場づくりに向け、従来から取り組んでいる健康経営の推進強化に努めます。 

 

 

サステナブル経営推進に向けて 

持続可能な社会への貢献に向けて 

サステナブル経営を推進するための取り組み 
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富士通ゼネラルグループは、INNOVATION & GLOBALIZATION の旗印のもと、本業を通じて持続可能性な社会づくりに貢献し

ていきます。 

 

 

 

富士通ゼネラルグループは、サステナブル経営を推進するにあたり、マテリアリティ（重要課題）を特定し、事業活動を進

めています。マテリアリティの特定にあたっては、持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）やＧＲＩスタンダードなどの国際的なガ

イドライン、外部調査機関などによる各種調査結果を踏まえ、当社グループの企業理念や経営方針を踏まえて課題を抽出し

ました。 

抽出した課題は「ステークホルダーの関心・影響」と、「当社グループにとっての重要性」として区分け整理し、より重要

度の高い課題を重点取り組みテーマとしています。 

マテリアリティ特定プロセス 

 

 

 

 

マテリアリティ特定結果※ 

 

 

 

  

マテリアリティの特定 

Step１ 

 社会的課題の抽出 

 

Step２ 

 当社グループの取り組むべき課題抽出 

ＧＲＩスタンダード等から

ステークホルダー視点の課

題を抽出 

Step３ 

 マテリアリティの特定 

  ステークホルダーの関心・影響と

当社グループにとっての重要性を

整理し、マテリアリティを特定 

企業理念、経営方針等を踏まえて 

当社グループの重点課題を抽出 

※ 各項目下部に記載された番号は、当社が活動することにより貢献できると考えるＳＤＧｓの目標番号 

化学物質管理 資源の効率的利用 気候変動への対策

エネルギー・廃棄物・水の削減 製品の安全性・信頼性

大気汚染防止

サプライチェーンマネジメント

生物多様性保全 ステークホルダー ダイバーシティ

・エンゲージメント

健康経営・労働安全衛生

新価値創造

情報セキュリティ 人材の育成

コミュニティ貢献

当社グループにとっての重要性

コンプライアンス・ガバナンスの徹底、人権の尊重

ス
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富士通ゼネラルグループは、マテリアリティ（重点課題）を特定して優先度の高い課題を、重点取り組みテーマとし活動を

推進しています。 

また、重点取り組みテーマを推進することで、「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」の達成に貢献していきたいと考えていま

す。 

 

重点取り組みテーマ一覧【要約版※】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点取り組みテーマとＳＤＧｓとのつながり 

詳細については当社Ｗｅｂサイトをご覧ください。 

ＣＳＲ体系・ＣＳＲ方針 

https://www.fujitsu-general.com/jp/csr/policy.html 

※ 重点取り組みテーマの一部を掲載しています。 

重点取り組みテーマ 主な取り組み 管理指標（ＫＰＩ） ＳＤＧｓ 関連

気候変動への対応 製品使用時のＣＯ２排出量

削減

温室効果ガス排出量

事業活動における

ＣＯ２排出量削減

新価値創造 社会課題解決に貢献する

研究開発

－ Ｐ.21~22

社会課題解決に貢献する

商品の提供

－

自ら新しいことに挑戦する

制度の導入

－ Ｐ.47

社員研修の実施 －

メンタルヘルス対策 －

生活習慣病対策 －

新任管理職、リーダー層の

女性社員新規昇格人数

正規雇用社員（男性）の育児

休暇取得率、取得日数

ワーク・ライフ・バランス

への取り組み

－

お取引先との

かかわり

ＣＳＲ調達の推進 現地監査社数 Ｐ.50

人権啓発活動の推進

人権侵害への対応

インサイダー取引の防止へ

の取り組み

－

コンプライアンス教育の実

施

－

活動分類

環境

人材の育成

（自ら新しいことに挑戦する人材の育成）

社員との

かかわり

健康経営・労働安全衛生

（健康意識を高め"Good Life"を目指した職場づくり）

ダイバーシティ

（多様性を活かして社員が柔軟に働ける職場づくり）

サプライチェーンマネジメント

（ＣＳＲの取り組みにおける取引先への働きかけ）

ダイバーシティ

＆インクルージョン

への取り組み

お客様との

かかわり

社会

Ｐ.23~24,

　 39~45

Ｐ.49

Ｐ.47~48

ガバナンス

コンプライアンス・ガバナンスの徹底 Ｐ.46,54,64

人権の尊重 人権デューデリジェンス

実施回数

Ｐ.38
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 私たちは、人権問題を正しく理解・認識し、人権尊重の精神と人権感覚を養うとともに、差別などの人権侵害行為は絶

対に許さない、という行動をすることが大切と考えています。 

社員一人一人が人権に配慮し行動することは、富士通ゼネラルグループの基本理念です。 

 

社員への人権啓発活動の実施状況 

● 人権啓発研修の実施 

 富士通ゼネラルグループでは、定期的な啓発によって、社員の人権意識の向上に努めています。人権教育の機会とし

て、毎年人権週間の時期に合わせて、社員へハラスメント防止のための e-learning を行っています。そのほか、新任

管理職向け・新入社員向けに人権教育などの人権啓発を推進しています。 

 

人権侵害への対応 

● 社員の人権に関する相談・救済窓口の設置 

 富士通ゼネラルグループは、社員の人権に関する相談・救済のため、社内担当部門および外部法律事務所を窓口とし

た「企業倫理ヘルプライン」を設置し、社内イントラネットへの掲載や e-learning 等を通じて、社員へ周知していま

す。 

 本制度は、法令や社内規程違反、企業倫理に反する行動があった場合、あるいはその発生の恐れのある場合、これを

早期に発見して解決し、あるいは未然に防止する仕組みです。 

 通報や相談に備えて、独立した調査専門チームが責任を持って事実を調査し、必要に応じて是正処置、再発防止を講

じることができる体制を整えています。  

人権に対する取り組み 

■ 人権方針の適用範囲 

本方針は、当社グループのすべての役員と全社員に適用します。加えて当社グループの製品・サービスに関係するす

べてのビジネスパートナーに対しても、人権を尊重し、侵害しないよう働きかけます。 

■ 人権方針で表明するコミットメント 

・国連の「国際人権章典」「ビジネスと人権に関する指導原則」「労働における基本的原則および権利に関するＩＬＯ

（国際労働機関）宣言」など、人権に関する国際規範を支持・尊重します。 

・人権デューデリジェンスの仕組みを構築し、人権に対する負の影響を特定し、その防止、または軽減を図るよう努

めます。 

・人権に対する負の影響を引き起こした、あるいはこれに関与したことが明らかになった場合、適切な手続きを通じ

てその救済に取り組みます。 

・本方針が事業活動全体で実施されるよう、役員、社員への教育・研修を行います。 

・人権に対する潜在的、および実際の影響に関する対応について、関連する外部ステークホルダーとの対話と協議を

行います。 

・人権尊重の取り組みについて、ウェブサイトなどで開示します。 
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 金融安定理事会（ＦＳＢ）が設置した「気候関連財務情報開示タスクフォース（ＴＣＦＤ：Task Force on Climate-related 

Financial Disclosures）」は、2017 年６月に、気候変動がもたらすリスクおよび機会について企業等が把握、開示すること

を推奨する提言を発表しました。 

 富士通ゼネラルグループは、2020 年にＴＣＦＤへ賛同するとともに、ＴＣＦＤ提言に沿って気候変動関連の重要情報を開

示していきます。 

 

 

ＴＣＦＤ提言推奨開示項目開示箇所 開示箇所 

ガバナンス：気候関連のリスクと機会に関する組織のガバナンスを開示する 

ａ)気候関連のリスクと機会に関する取締役会の監督について 
ガバナンス 

ｂ)気候関連のリスクと機会の評価とマネジメントにおける経営陣の役割について 

戦略：気候関連のリスクと機会が組織の事業、戦略、財務計画に及ぼす実際の影響と潜在的な影響について、 

その情報が重要な場合は開示する 

ａ)組織が特定した、短期・中期・長期の気候関連のリスクと機会について 

戦略 ｂ)気候関連のリスクと機会が組織の事業、戦略、財務計画に及ぼす影響について 

ｃ)２℃以下のシナリオを含む異なる気候関連のシナリオを考慮した組織戦略のレジリエンスについて 

リスク管理：組織がどのように気候関連リスクを特定し、評価し、マネジメントするのかを開示する 

ａ)気候関連リスクを特定し、評価するための組織のプロセスについて 

リスク管理 
ｂ)気候関連リスクをマネジメントするための組織のプロセスについて 

ｃ)気候関連リスクを特定し、評価し、マネジメントするプロセスが、組織の全体的なリスクマネジメントにおいてどのよう

に統合されているか 

指標と目標：その情報が重要な場合、気候関連のリスクと機会を評価し、マネジメントするために使用される 

測定基準（指標）とターゲットを開示する 

ａ)組織が自らの戦略とリスクマネジメントに即して、気候関連のリスクと機会の評価に使用する測定基準（指標） 
環境行動 

計画 

(指標と目標) 

ｂ)Scope１、Scope２、該当する場合 Scope３の温室効果ガス排出量、および関連するリスクについて 

ｃ)気候関連のリスクと機会をマネジメントするために組織が使用するターゲット、およびそのターゲットに対するパフォー 

マンスについて 

 

 

2021 年３月には、取締役会での議論を経て、サステナブ

ル経営の基本方針および重点テーマを策定・公表しました。 

また、経営に関する重要事項については、原則、上席常務

以上の経営執行役で構成される経営会議（原則として毎月２

回開催）において協議するとともに、毎月１回定期的または

必要に応じて臨時に開催される取締役会において審議・決定

しています。業務執行については、全経営執行役で構成され

る執行会議（原則として毎月３回開催）において業務執行上

の具体的重要事項を審議・決定し、特に重要な事項について

は取締役会に付議しています。 

中期環境計画や第９期環境行動計画の対応方針や施策につ

いては、環境推進委員会（４回／年）で進捗や成果を確認、

更なる改善や新たな取り組みを図っています。 

  

気候変動関連の情報開示（ＴＣＦＤに基づく開示） 

ガバナンス 

開示項目一覧 

当社グループのコーポレートガバナンス体制 
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富士通ゼネラルグループの空調機事業における気候関連リスクと機会の影響・対策 

 気候変動関連の事業リスクについては、①主に２℃シナリオの途上に起こる「低炭素経済への移行に関連したリスク」

と、②世界のＣＯ２排出量削減未達により４℃シナリオに至った場合に発生する「気候変動に伴う物理的影響に関連した

リスク」の二つのシナリオに関し、ＴＣＦＤの分類に沿って検討しました。 

また、事業の機会についても検討し、リスクへ備え機会につなげるための戦略的取り組みをまとめています。 

[リスク：事業への影響度と発生可能性]  

 

■ 発生可能性 

 
 
 
 
 
 

 

レベル 定 義 

１ ごくまれに発生 

２ 中程度 

３ たびたび発生 

 

■ 財務上の影響度 

レベル 影響目安(財務) 

１ 高い 

２ かなり高い 

３ 極めて高い 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

リスク項目 リスク 発生 

可能性 

財務上の 

影響度 

移行 政策と法 ①温室効果ガス排

出価格の上昇 

炭素税、排出権取引導入などにより、原材料の

調達、製品の製造においてコストの負担が増加 

２ １ 

②冷媒規制の強化 冷媒規制に対応できなくなった場合の販売機

会損失 

３ ３ 

③電力の需給逼迫 新興国において、電力使用量が増え、電力不足

が生じてエアコンの販売拡大が難しくなる可

能性 

３ ２ 

市場 ④原材料コストの

上昇 

需給バランスの変化や、脱化石燃料に向けての

材料変更により、原材料価格の上昇や原材料が

入手困難になる可能性 

２ ２ 

物理的 急性的 ⑤生産拠点の損壊 台風や洪水などの災害発生により、自社工場の

浸水などが起こり、生産設備等が破損し操業が

停止する可能性や、部品調達取引先の操業不能

による部品供給停止の可能性 

２ ２ 

慢性的 ⑥平均気温の上昇 熱ストレスの高まりや感染症の増加が、労働者

の生産性低下や事故につながる可能性 

１ １ 

  ② 冷媒規制の強化 

 ④ 原材料コストの上昇 
 

 

 

 

⑤ 生産拠点の損壊 

③ 電力の需給逼迫 

⑥ 平均気温の上昇 ① 温室効果ガス排出価格 

の上昇 

 

 

戦略 

財
務
上
の
影
響
度 

 対策 
・温暖化係数の低い冷媒を 

使用した空調機器の開発 

対策 
・化石燃料由来の電源を使用 

しない空調機器の開発 

・省エネ規制対応空調機の早 

期開発 

対策 
・サーキュラーエコノミー実現 

に向けた設計促進 

対策 
・ＢＣＰ対策の強化 

対策 
・Scope１、２の排出量早期削減 

（カーボンニュートラルの 

早期達成） 

・法規制の情報収集と早期対応 

 

対策 
・施設内の空調設備の強化によ 

り、労働者の生産性向上や事 

故防止を図る 

・安全衛生強化 

・パンデミックを想定した事前 

対応 

 

影響：極めて高い 

影響：かなり高い 

影響：高い 

発生可能性 
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[機会] 

 

 

 

 

 富士通ゼネラルグループは、気候変動に伴うさまざまな外部環境の変化について、ＴＣＦＤ提言が例示する「移行リス

ク」と「物理的リスク」に分類のうえ、財務的影響および発生可能性を３段階で評価し、重要なリスクと機会を特定して

います。 

 また、当社グループでは、コンプライアンス、危機管理、人事・労務・安全衛生管理、環境、ＩＴセキュリティ、情報

管理などに関するリスクのアセスメントを実施し、「コンプライアンス／リスク・マネジメント委員会」での審議を通じて、

事業に大きな影響を与えるリスクの予防や抑制を図っています。 

気候関連リスク・機会の特定、対応策検討、実施管理プロセス 

 

 

 

 

 
 

リスクマネジメント体制 

 事業をグローバルに展開する富士通ゼネラルグループが影響を受ける可能性のあるリスクを迅速に把握し、タイムリー

に施策を講じていくため、当社各部門および当社グループ各社によるリスクの評価、リスクへの対応を確認する「リスク

アセスメント」を実施し、「コンプライアンス／リスク・マネジメント委員会」で、優先的に取り組むべき「重要テーマ」

を選定し、リスクの低減を図る活動を推進しています。 

 また、委員会の年間活動状況は、取締役会に報告されています。 

 
 
 
 
 

機会項目 機会 

製品とサービス 化石燃料使用に関する規制の強化 化石燃料使用に対する規制強化により、ヒートポンプ式暖房機のニーズが

高まり販売拡大  

気温上昇に伴う空調機需要の増加 気温上昇による空調機需要の高まりに対し、高外気温対応の空調機を研究

開発し販売拡大 

 

省エネルギーに関する規制の強化 省エネ規制の強化に対応した省エネ性の高い空調機を研究開発し、販売を

拡大 

 

気候変動関連の情報開示（ＴＣＦＤに基づく開示） （続き） 

●情報収集 

・ＴＣＦＤ推奨開示項目をベースに、

外部情報やレポートを加味して、

リスク・機会項目を整理。 

・客観的な将来予測情報を入手し、当

社グループに対する影響を具体

化。 

●リスク・機会の特定 

・気候変動がもたらす事業インパ

クト（財務影響）を試算し、影響

度の大きいリスクと機会を特定。 

●対応策の検討・決定 

・特定したリスクと機会への対応

策をサステナビリティ部門が中

心となり、関係部門と議論・作成。

また、リスクと機会およびその対

応については、ＣＳＯおよび取締

役会へ報告。 

●取り組みの実行・管理 

・「コンプライアンス／リスク・マ

ネジメント委員会」において、リ

スクの低減を図る活動を推進。 

   

リスク管理 
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中期環境計画 

「富士通ゼネラルグループ環境方針」およびマテリアリティ分析にて、優先度の最も高い取り組みテーマである気候変

動への対策を実践する具体的な計画として、2030 年度を最終目標年度とする「中期環境計画」を 2016 年に策定しまし

たが、持続可能な社会の実現をより積極的に推進するため、2021 年３月に「中期環境計画」の大幅な見直しを行いまし

た。 

中期的に達成すべき目標を全社員が共有し、持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の達成に貢献しながら、環境負荷低減と企

業価値向上の両立を目指します。 

１. 2030 年度までにカーボンニュートラル（温室効果ガスの排出実質ゼロ）実現 

２. 供給網において、温室効果ガスの排出量を 2035 年度までに 2018 年度比 30％削減 

３. 全世界に販売した製品の使用※１による温室効果ガスの排出量を 2030 年度までに 2013 年度比 30％削減※２ 

第９期環境行動計画（2019~2022 年度） 

 
取り組みの柱 テーマ 重点取り組み 活動指標 2022 年度までの目標 2020 年度実績 

活動に関連する 

ＳＤＧｓ 

お客様

や社会

のため

の活動 

温暖化対策 温室効果ガス排出

削減貢献量の拡大 

新冷媒 への切

り替え 

低ＧＷＰ冷媒への切り替え 

（ﾊﾟｯｹｰｼﾞ､ﾏﾙﾁ､ﾙｰﾑｴｱｺﾝ） 

対象機種全てをＲ32 へ

切り替え 

対象 216 機種全て

Ｒ32 へ切り替え完

了 

 

資源循環 資源の有効活用 商品力の向上 標準化室外機への転換率 90％以上 78％  

自らの

環境負

荷低減

のため

の活動 

温暖化対策 エネルギー使用効

率の追求 

徹底し たムダ

取り 

生産拠点の電力使用効率改善

率 

（2013 年度比生産高原単位） 

15％以上削減 国内：２％削減 

海外：16％増加 

 

生産拠点のガス使用効率改善

率 

（2013 年度比生産高原単位） 

国内：60％削減 

海外：15％削減 

国内：45％削減 

海外：29％増加 

海外開発拠点の評価試験設備

電力削減率（2018 年度比） 

30％以上削減 23％削減 

製品の 倉庫間

移動の削減（国

内） 

倉庫間移動に伴うＣＯ２排出量

の削減率 

４％以上削減 8％削減  

製品輸 送効率

の改善（国内） 

販売台数あたりの物流ＣＯ２排

出量の削減 

1.91（t-ＣＯ２/千台） 1.86（t-ＣＯ２/千

台） 

再生可 能エネ

ルギー の利用

拡大 

再生可能エネルギー利用率 使用電力の５％以上 ２％  

資源 

循環 

資源利用の合理化 徹底し たムダ

取り 

 

アルミ材廃棄ロスの削減 廃棄ロス比率 75％削減

（2016 年度比） 

41％削減  

銅材廃棄ロスの削減 廃棄ロス比率 67％削減

（2016 年度比） 

61％削減 

生産拠点の水使用量の削減（生

産高あたりの水使用量削減率） 

国内：20％以上削減 

海外：６％以上削減 

（2013 年度比） 

国内：２％削減 

海外：６％削減 

 

生産拠点の廃棄物再資源化率

向上（総発生量に占める再資源

化率） 

99％以上 国内：90％ 

海外：95％ 

 

生産拠点の廃棄物総発生量削

減率（2013 年度比生産高原単

位） 

20％以上削減 国内：13％増加 

海外：０％ 

分解・選別能力の追求 

（有価品の価値向上） 

混合回収物割合 22％以

下 

23％  

リサイクルの追求（廃棄物の有

価化） 

廃棄物として出荷して

いる回収物を９件削減 

２件削減完了 

12 8 13 9 

12 8 13 9 

12 8 9 

12 8 9 

12 8 9 

6 12 8 9 

13 

12 8 13 

7 13 

9 

環境行動計画(指標と目標) 

※１ Scope３カテゴリー11 

※２ 空調機において 
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マテリアルバランス（2020 年度実績）

気候変動関連の情報開示（ＴＣＦＤに基づく開示） （続き） 

※１ ＰＲＴＲ法対象物質のうち、事業所毎の年間取扱量が 100kg 以上の物質の取扱量の合計

※２ 当社製品が稼働時間において消費する電力の総量（推定値）

※３ 当社販売製品の稼働期間におけるＣＯ２排出量の総和
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● バリューチェーンのＣＯ２排出量 

● スコープ１,２,３ＣＯ２排出量

ＧＨＧプロトコルに基づく温室効果ガス排出量の報告 

※ 数値については四捨五入しているため、合計が合わない場合があります。
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地球温暖化が要因と考えられる気候変動の抑制には、富士通ゼネラルグループのすべての事業領域において、温室効果

ガスの排出量を削減することが重要であると考えています。お客様にご使用いただく製品の省エネ性向上により、温室効

果ガスの排出量削減を推進します。  

また、太陽光発電などの再生可能エネルギーの活用拡大により、2030 年度までに事業活動に係る温室効果ガス排出量実

質ゼロを目指します。 

製品使用時の温室効果ガス排出量削減に対する取り組み 

 富士通ゼネラルグループは、省エネ性を向上した製品を開発し、お客様に提供することが、温室効果ガス排出量の削

減につながり、持続可能な社会へ貢献できると考えています。 

● 省エネ性の追求 

新規開発する製品の省エネ性向上を図った結果、2020 年度に開発・ 販売した空調機の製品使用時ＣＯ２排出量

は、2013 年度比で 47.5％削減しました。今後も更なる省エネ性を追求した製品を開発し、温室効果ガス排出量の

削減に貢献していきます。 

事例紹介  業界トップレベル※の省エネ性を達成 

欧州向け ３室/４室/５室マルチ室外機エアコン 

（機種名：AOYG18KBTA3、AOYG24KBTA3、AOYG30KBTA4、AOYG36KBTA5） 

 高性能で環境負荷が軽減された冷媒（Ｒ３２）を採用、また、各能力レンジで最適設計された、高効率の

圧縮機とファンモータ―を採用することで、全能力レンジで業界トップレベルとなる、冷房省エネルギーラ

ンク A+++、暖房省エネルギーランク A++を達成することができました。 

事業活動における温室効果ガス排出量削減に対する取り組み 

 富士通ゼネラルグループでは、グループ全体の事業活動に伴う温室効果ガス排出量を 2030 年度までに実質ゼロとす

ることを目指しています。再生可能エネルギーの利用拡大や、社員一人一人が日常の業務プロセスを見直してムダを削

減するとともに、改善効果のある事例を他部門にも展開するなどの取り組みを推進しています。2020 年度は、中国の

生産・販売会社への太陽光発電導入や、地球温暖化係数の低い冷媒（Ｒ３２）を採用した機種への生産転換推進などに

より、ＣＯ２排出量は 2013 年度比で約 22 % 削減しました。 

● 太陽光発電システムの導入 

富士通将軍中央空調（無錫）有限公司（中国の生産・販売会社）では、2020 年８月、屋根に太陽光パネルを新

設しました。太陽光発電システムの稼働により、2021 年３月までに使用する電力の約 14%を再生可能エネルギー

に切り替え、204 トン分のＣＯ２排出量を削減しました。年間では使用する電力の約 25％にあたる 371 トンのＣ

Ｏ２排出量削減を見込んでいます。

持続可能な社会の実現 

温室効果ガス排出量削減 

※ 第１位、同等１位、または第１位との差が僅少 （2021 年３月時点）
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企業理念「FUJITSU GENERAL Way」の確実な浸透を図るため、さまざまな施策を行っています。 

2020 年 10 月に富士通将軍（上海）

有限公司（中国の生産会社）において、

日本ともオンラインで結び、企業理念

への思いを董事長自ら語り掛け、目指

す姿を共有しました。また、2020 年

12 月 に は タ イ の 生 産 会 社 Fujitsu 

General(Thailand)Co.,Ltd. に お い て

企業理念推進活動報告会を開催し、各

グループの活動を共有することができ

ました。 

各職場に配置したプロモーターによるワークショップを開催し、プロモーター自身が企業理念への理解を深めるととも

に、体現事例を共有しています。また、プロモーター同士が意見交換した内容を職場に持ち帰り、各職場の社員に情報を

共有する取り組みも実施し、部門・個人が目指すべき姿について深掘り、見直しを図っています。 

企業理念共有会の様子 

富士通将軍（上海）有限公司（中国の生産会社） 

オンラインによる

FG Way ワークショップの様子 

富士通ゼネラルグループは、企業理念「FUJITSU GENERAL Way」を社内に根付かせて経営の基盤とし、自ら

新しいことに挑戦する人材の育成、健康意識を高め“Good Life”を目指した職場づくり、多様性を活かして社

員が柔軟に働ける職場づくりをはじめとする「人を思い活かす経営」を推進することで、社会課題の解決へ貢

献し、Our Mission である「安らぎに満ちた、今日にない明日を届ける」を実現していきます。 

企業理念推進活動報告会の様子 

タイの生産会社 Fujitsu General(Thailand)Co.,Ltd. 

ソーシャルディスタンスを取りながら実施しているプロモーター同士の意見交換会の様子

FG Way マネジメントの推進 

施策例１：海外工場における企業理念説明会の実施 

施策例２：プロモーターによる職場への企業理念浸透 
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「ヒト」という最重要な経営資源を最大限に活かし、富士通ゼネラルグループを持続的に成長させるために、人材育成・

教育が果たすべき役割は非常に大きいと考えています。 

2020 年度より刷新した新人事制度では、「各階層が担う役割」がこれまで以上に明確化されるとともに、より高度な役

割・貢献に対する社員の自発的挑戦を喚起する仕組みとしています。 

各階層別研修により各階層に求められる役割に対する意識付け、ならびに、役割を全うするうえで必要となるスキルの

習得を図るとともに、社員の自発的挑戦を喚起する仕組みとして、一人一人の成長・キャリア形成を支援し挑戦の機会を

提供し、仕事や自身のキャリアについて「志やビジョン、夢（ありたい姿・実現したい姿）」を持つ意識の醸成を進めてい

きます。 

また、新人事制度の狙いは、①企業理念および人事理念を浸透させ、実践、実現する。②「ヒト」という最重要な経営

資源を最大限に活かし、当社グループを持続的に成長させる。③社員が気力を保ち、一人一人が成長することで、変革に

立ち向かう組織を作る。の３つであり、企業理念に掲げる「自発的に取り組みます」「人を思い活かします」「誠実さを大

切にします」という Our Philosophy の実践と実現を、社員に求めています。 

富士通ゼネラルグループは、ダイバーシティ＆インクルージョンの推進を『持続的成長を支えるための経営戦略』の一

つと位置付け、企業理念に則り、多様な人材が活躍できる環境を作りあげること、また、それらの人材の育成と活用によ

る競争力の向上を目指して取り組んでいます。 

各々の取り組みは、育児・介護・治療との両立や、女性・外国人・障がい者・シニアの活躍の観点から行っていますが、

特定の人を対象とする取り組みではなく、すべての社員が活躍できる環境づくりのための取り組みとなるよう、実施して

います。 

そして、企業理念を実現するため、すべての社員が活躍できる環境を目指して、「誰もがその能力を発揮し、チャレンジ

できる環境・風土」を作りあげることで、ダイバーシティ＆インクルージョンを推進していきます。 

ダイバーシティ＆インクルージョン 

● 外国人採用 

富士通ゼネラル本社では、日本人に限らず外国籍の方の採用も行っています。 

● 定年後再雇用 

富士通ゼネラルグループでは定年年齢は 60 歳となっていますが、60 歳以降も継続して勤務を希望する者が 65 歳ま

で働ける場を提供しています。 

人を思い活かす経営の推進 

自ら新しいことに挑戦する人材の育成 

多様性を活かして社員が柔軟に働ける職場づくり 
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● 女性活躍推進 

富士通ゼネラルグループでは、制度変更や意識改革を通じて、女性が活躍できる組織風土の改革に取り組んでいます。 

 2021 年度より、①2026 年度までに、新任管理職・リーダー層に女性社員を合計 15 名以上新規昇格させる。②2026

年度までに、正規社員の男性における育児休職取得率を 30％以上かつ、平均取得期間を 10 日間以上とする。を新たな

５か年の数値目標に掲げ、一層の意識改革に取り組んでいきたいと考えています。 

● 海外現地社員の経営幹部登用 

富士通ゼネラルグループは、海外拠点の現地社員より経営を担う人材の登用を行っています。 

● 障がい者雇用 

富士通ゼネラルグループでは 1970 年から特別支援学校卒業生の採用を行っています。2004 年には障がい者一人

一人が、社会人として生きがいを持って働き、社会に貢献する喜びを創造することを理念とした特例子会社㈱富士通

ゼネラルハートウエアを設立しました。 

主な業務内容として、①社内美化業務（清掃・ゴミ分別回収・庭園管理）②物流管理業務（販促物梱包・発送、サ

ービス部品加工・梱包・倉庫内ピッキング、郵便物受入・仕分、宅急便受入・職場通知）③リサイクル業務（試作開

発エアコン解体、機密書類細断）④社員サービス（通勤者自転車パンク修理）等を行っています。障がい者雇用率は

2.87%(2020 年)となり、法定雇用率の 2.3％を上回っています。 

ワーク・ライフ・バランス 

富士通ゼネラルグループでは、事業活動の基本的な考え方として「人を思い活かす経営」を掲げ、その中で、ワーク・

ライフ・バランスを働き方改革の柱の一つとしています。 

長時間労働の削減に向けた取り組みとして、川崎本社地区では毎週１回定時退社日を設定し、ノー残業デーの取り組

みを推奨しています。 

年次有給休暇の取得促進については、全社員を対象に半期毎に年次休暇２日を計画取得し、土・日・祝日と併せて長

期休暇にすることを推奨しています。また、2020 年度より夏季休暇期間中に設定する年次休暇の一斉取得日を１日増

やし４日とするなど、年休の取得促進を図っています。 
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富士通ゼネラルグループは、社員がいきいきと健康で働く職場があってこそ、自発的に取り組む人材が育成できると考

え、健康経営を推進しています。 

当社グループでは健康経営を、「事業の持続的成長の実現に向け、戦略的に健康施策を実現すること」と捉え、企業理念

および中期経営計画にも掲げた「人を思い活かす経営」を推進・強化するために、「社員の健康は経営の貴重な財産である」

ことを明確にし、「働きやすい、働きがいがある職場」「社員全体の意欲・総合力の向上」に向けて、“健康でいきいきした

職場づくり”に取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

社員の健康づくりに関する取り組み 

● 全社員健康面談 

社員に対する健康教育・医療職とのつながりづくりを主な目的とし、全社員を対象に、産業医や保健師による１回 15

分程度の健康面談（新入社員は入社後導入研修時期、その他社員は順次就業時間内）を実施しています。 

 

● ハイリスクアプローチ 

１. 産業医・看護職による継続的支援 

月に１度受診確認し、治療継続を支援しています。2020 年度は、22 名を対象に支援を行いました。 

２. 特定保健指導 

健診結果が基準値から外れ、生活習慣病になる恐れのある方に保健指導を行います。就業時間外､時間内のどち

らでも予約が可能で、より多くの対象者が指導を受けられるようにしています。2020 年度は積極的支援を 139 名、

動機付け支援を 98 名に実施しました。 

  

富士通ゼネラルグループ 健康宣言 

社員そして家族の健康を会社の財産ととらえ、 

世界中のお客様に“快適で安心な空間”を提供する企業として、 

“いきいきした職場”で、社員一人ひとりが、 

健康で“しあわせ”と“よろこび”を実感できる持続的企業へ 

健康意識を高め"Good Life"を目指した職場づくり 

人を思い活かす経営の推進（続き） 
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富士通ゼネラルグループは、国内外にわたるサプライチェーン全体を、当社グループが社会的責任を果たすべき範囲と

捉えています。部材を納入していただいているお取引先へ、当社グループのＣＳＲ調達ガイドラインへの同意と遵守をお

願いするとともに、現地のお取引先の工場に出向いて遵守状況の確認を行っています。お取引先とともに社会・環境への

悪影響を最小限にし、社会からの期待に応えていくことで、企業理念である「 - 共に未来を生きる - 」を実現します。 

 

 

ＣＳＲ調達方針の共有 

富士通ゼネラルグループが、製品、資材および原料などを調達するにあたり、品質、性能、価格および納期といった従

来からの項目に、環境、労働環境、人権などへの対策状況の観点から要求項目を追加することで、サプライチェーン全体

で社会的責任を果たすことを目的に、ＣＳＲ調達方針・指針を策定しています。  

当社グループのお取引先には、ＣＳＲ調達方針・指針を共有し、お取引先内での実践を、お願いしています。 

 

お取引先現地調査の実施 

2020 年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響により、ＣＳＲ監査等の現地調査は実施できませんでしたが、セルフ

アセスメント質問表によるセルフチェックを日本７社、中国４社、タイ５社に対して実施しました。2020 年度に実施し

た調査では、お取引先にＣＳＲ上の問題は認められませんでした。 

 

紛争鉱物への対策 

富士通ゼネラルグループは、強制労働や人権侵害、紛争の助長につながるリスクの高い鉱物調達について、お取引先と

連携しながら、サプライチェーン全体に対する責任ある調達活動を推進しています。 

 

 

 

 

 

サプライチェーンマネジメント 

責任ある鉱物調達に対する基本方針 
 
紛争を助長している、あるいは強制労働や人権侵害と関連しているリスクの高い鉱物を、富士通ゼネラルグ

ループの製品や部品、およびサプライチェーンから排除することを方針としています。 
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富士通ゼネラルについて感じたことは、①企業理念と企業スローガンを明確にし、価値創造のストーリーを描いたうえ

で、具体的な中期経営計画の目標を示すことにより、全てのステークホルダーに対して分かりやすい「Big Picture, Small 

Win」のコミュニケーションができている。②持続的な成長と安定した経営基盤を確立するために、戦略的事業ポートフ

ォリオをＭ＆Ａ等を絡めて、積極的に模索・展開しており、常に前向きな攻めの姿勢である。この２点について評価をし

ています。 

そして、取締役会については、①常にオープンな雰囲気で意見交換ができている。②社外取締役の質問や意見に対する

返答、対応が速い。③審議事項、報告事項の書類が分かりやすく整理されている。特に決算関係の書類は簡潔で理解しや

すい。④事前に四半期毎の決算説明があり、各月の会議の議題はメールで配信されるので、当日の審議にスムーズに入れ

る。 

以上のことは、往々にしてありがちな「会社独自の合理性や効率性優先の意思決定」で発生する、組織の不条理やリス

クの発生を回避する意味で大きな役割を持っていると感じており、評価できる点と思っています。 

また、特に新型コロナウイルス感染拡大を経験して、終身雇用制や働き方改革でかつての拠り所としての共同体が消え

つつあることで、集団が個の集まりであるということが再確認され、これからは一人一人が自立・独立しなければならな

いという覚悟と個の力が問われる時代になっていくと思います。 

そのためには、臨機応変に行動し、想像力をたくましくした柔軟な発想と、それを活かす組織環境をつくる必要があり

ます。ひと事でなく常に自分事として意思決定できる、当事者能力に磨きをかけるための人材育成と、組織能力向上が必

要だと考えています。 

役職を飛び越えた、現場に即した密なコミュニケーションを、富士通ゼネラルグループ全体で実践する必要があります。

富士通ゼネラルグループの全社員が「越境する」意識を持つことが重要な課題であると考えています。 

富士通ゼネラルや取締役会に対して評価できる点と課題に感じる点 

正解の無い時代ともいわれる状況を乗り越えるために

必要なことは「衆知を集める努力と決断する勇気」。 
 
瞬時の経営判断が必要な時には、経営トップが判断し

やすいよう経験値を活かし、社外取締役として後押し

します。 
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報酬委員会、指名委員会共に狭義には役員の処遇に関することだと捉えられていますが、当然のことながら、いずれも

社員の給与や役職・資格に関連してくることです。 

企業と社員が相互に影響し合い、共に必要な存在として成長できる関係を築くためには、給与も人事も社員のエンゲー

ジメントに関わっていく必要があると考えています。 

こうした背景の下で、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けて、経営環境の変化に対応した果断な経営判断

ができる最高経営責任者を選任する必要があります。 

コーポレートガバナンス・コードでも最高経営責任者の選解任・育成等について、客観性・適任性・透明性ある手続き

を実効的なものにするべきとのガイドラインが出ています。指名委員会としては組織上重要なポジションの見極めや、サ

クセッションプラン（後継者育成計画）で多角的な視点での議論を深めていく必要があると考えています。 

報酬委員会も経営陣の報酬制度を持続的な成長と、中長期的な企業価値の向上に向けた健全なインセンティブとして機

能するように設計し、適切に具体的な報酬額を決定するための客観性・透明性ある手続き過程を分かりやすく示せるよう

にすることが必要と感じています。 

 

 

「 - 共に未来を生きる - 」という企業理念そのものが、富士通ゼネラルのサステナビリティ（持続可能な社会実現への

貢献）に対する姿勢を物語っているのではないでしょうか。 

具体的な方向性の柱として、①地球との共存、②社会への貢献、③社員との共感を掲げ、「気候変動対策への貢献」

では、温室効果ガスの排出削減や社会的課題の解決に向けて、サステナブル・プロダクト（以下、サスプロ）製品を

活用すること、また「安全・安心の未来をつくる」ために、災害時に役立つシステムの技術開発に注力することで、

社会への貢献を図ることを推進しています。 

報酬委員会、指名委員会のあり方について 

富士通ゼネラルのサステナビリティに対する取り組みについて 

社外取締役 

寺坂 史明 
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こうした社会への貢献のためには、社員自体が健康でなければならないという考えのもと、健康経営を掲げて具体的に

取り組んでいます。 

そして、この活動をより強力に推進するために、社長自らが ＣＳＯ (Chief Sustainability Officer)というポストに就い

たことでも、サステナビリティに対する不退転の覚悟で取り組む姿勢がうかがえます。 

サステナビリティ実現を例えると、「利他の心の実践」にあるのではないでしょうか。江戸時代から明治にかけて活躍し

た近江商人の経営哲学である、「売り手良し、買い手良し、世間良し」の三方良しと同じ考えで、サスプロを通して企業と

してしっかり利益を生み出し、社会的課題解決に尽力することで、社会貢献する姿勢が富士通ゼネラルの企業理念である

「 - 共に未来を生きる - 」に表れていると思います。 

 

 

今の世の中、何が起きても不思議ではないＶＵＣＡと言われる予測困難な状況にあります。正解の無い時代ともいわれ

る状況を乗り越えるために必要なことは「衆知を集める努力と決断する勇気」だと思います。そしてその情報素材をどう

料理するかという、多様な角度からの目利きと知恵と技術革新が必要です。 

特に、世界的にグローカルなサービス対応が求められる富士通ゼネラルは、瞬時の経営判断が必要となります。 

その時に大切なことは、社内にとどまらず社外からの経験知の導入と情報交換です。そして経営トップがリスクを取れ

る判断がしやすいように後押しをするというのが、独立社外役員の役割だと思っています。 

これまでの社外役員の役割は、企業のリスク回避

や不正防止といった守りに近い、モニタリングの側

面が強かったように感じています。しかし、これか

らは富士通ゼネラルが既に実施しているような、社

内外役員による意見交換会を更に発展させ、戦略的

な経営課題構築に積極的に、社外役員が関わる必要

があると思います。 

異なる世界で培った経験と知恵、スキルを持った

社内外の取締役、監査役が「論語と算盤（道徳と経

済の調和）」の考えを片手に、役員各々はスキルマト

リックスにこだわることなく、互いに「越境」する形

で、富士通ゼネラルの持続的発展と企業価値向上のた

めに、取締役会の実効性の確保に取り組むことが重

要だと考えています。 

 

 

 

 

これからの取締役会のあり方について 
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富士通ゼネラルグループは、意思決定の迅速化など経営の効率性を高めると同時に、意思決定プロセスにおける透明性

の確保、事業執行における内部統制機能の充実を図ることをコーポレートガバナンスの基本と考えています。 

コーポレートガバナンス体制 

富士通ゼネラルグループは、監査役設置会社かつ経営執行役（執行役員）制度の採用により、経営の監督機能の充実と

効率的・機動的な業務執行を図るとともに、監査役が経営陣とは独立した立場で監査・監督を行っており、この体制が当

社のコーポレートガバナンス上有効と考えています。 

2021 年６月末現在における役員構成は、取締役 11 名（うち５名が社外取締役）、監査役３名（うち２名が社外監査役）

となっています。 

経営に関する重要事項については、原則、上席常務以上の経営執行役で構成される経営会議（原則として毎月２回開催）

において協議するとともに、毎月１回定期的または必要に応じて臨時に開催される取締役会において審議・決定していま

す。業務執行については、全経営執行役で構成される執行会議（原則として毎月３回開催）において業務執行上の具体的

重要事項を審議・決定し、特に重要な事項については取締役会に付議しています。なお、2020 年度は取締役会を 13 回

（その他書面決議１回）開催し、役員の出席率は 98%となっています。 

監査役会は、監査役３名（うち社外監査役２名）で構成されており、監査役の職務を補助する組織として、監査役室（１

名）を設置しています。監査役会は、取締役会と同日に月次で開催される他、必要に応じて臨時開催されます。監査役は、

取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要に応じて意見表明を行っています。その他、常勤監査役が、執

行会議、コンプライアンス／リスク・マネジメント委員会等の社内の重要な会議または委員会に出席しています。また、

常勤監査役は、社長との面談を四半期毎に開

催し、監査報告や監査活動に基づく提言を行

っています。その他、取締役・経営執行役お

よび各部門担当幹部社員の聴取・報告を年

91 回実施し、内外拠点の往査については、

新型コロナウイルス感染拡大の状況下、基本

的に、テレビ会議システムを利用したリモー

ト監査により、年 13 箇所の往査を実施しま

した。 

社外取締役とは、原則四半期毎に意見交

換会を実施し、監査活動を通じて認識され

た課題について共有を図っています。これ

らの常勤監査役の活動は監査役会で報告さ

れ、監査役と適切に共有しています。 

 

 

 

 

当社グループのコーポレートガバナンス体制 

コンプライアンス・ガバナンスの徹底 

コーポレートガバナンス 
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取締役会の役割 

取締役会では、富士通ゼネラルグループの経営に関する重要事項および法令・定款に定められた重要な業務執行に関す

る事項を決定しており、取締役会規程において、取締役会決議を要すべき事項を明確に定めています。取締役会決議を要

しない事項については、社内規程（経営会議規程、執行会議規程、稟議規程等）において、重要性の基準を設け、業務執

行を担当する取締役または経営執行役等に委任すべき事項を明確に定めています。 

当社の取締役会は、当社の事業運営に必要な知識・経験・能力を有した人物を、ジェンダーや国際性等の多様性も踏ま

えた上で、社内外からバランスよく選任することを基本的な考え方としており、現状の構成（取締役総数 11 名、うち社

外取締役は女性１名を含む５名）を適正と考えています。 

経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名 

社内取締役および経営執行役については、富士通ゼネラルグループの企業理念を理解・体現し、人格・見識に優れ、業

務上の専門知識と全社的な視点に立って任務を遂行する資質を兼ね備えた人物を候補者としています。 

経営陣幹部については、取締役としての資質に加え、会社を牽引するリーダーシップや決断力等を総合的に勘案して選

任しています。 

社外取締役については、社外の独立した立場から経営の監督機能を果たすとともに、各々の豊富な経験と高い見識に基

づき、当社の企業活動に助言を行っていただける人物を候補者としています。 

監査役については、人格・見識に優れ、会社経営や当社の業務に精通した人物、または会計等の分野で高い専門性と豊

富な経験を有する人物を候補者としています。 

なお、取締役・経営執行役候補者の指名および経営陣幹部の選解任については、委員の過半数を独立社外取締役で構成

する指名委員会で審議の上、取締役会に答申を行い、取締役会で審議・決定します。監査役候補者の指名については、独

立社外取締役から事前に助言を得た後、監査役会の同意を得た上、取締役会で審議・決定します。また、重大な不正や法

令・定款違反があった場合、会社業績等の評価を踏まえその機能を十分発揮していないと認められる場合、その他職務を

適切に遂行することが困難と認められる事由が発生した場合に、指名委員会において経営陣の解任について審議を行うこ

ととしています。 

2020 年度における取締役の取締役会および指名・報酬委員会への出席状況※ 

氏名 属性 取締役会 指名委員会 報酬委員会 

斎藤 悦郎  ◎100% (13/13) 100% (１/１) - 

庭山 弘  100% (13/13) - 100% (２/２) 

酒巻 久 【社外】【独立】  92% (12/13) 100% (１/１) 100% (２/２) 

寺坂 史明 【社外】【独立】  85% (11/13)     ◎100% (１/１)     ◎100% (２/２) 

桑山 三恵子 【社外】【独立】 100% (13/13) 100% (１/１) 100% (２/２) 

山口 裕久 【社外】 100% (13/13) - - 

小湏田 恒直   92% (12/13) - - 

長谷川 忠  100% (13/13) - - 

横山 弘之  100% (13/13) - - 

杉山 正樹  100% (13/13) - - 

   ※ ◎印は議長・委員長 
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社外役員の選任の理由 

 氏名 選任の理由 

取 

締 

役 

酒巻 久 

【独立】 

酒巻久氏は、キヤノン電子株式会社の代表取締役会長であり、企業経営に加え、電子

機器に関する技術・生産・購買などの専門知識や豊富な経験および知見を有していま

す。これらの経験および知見に基づき、社外の立場から適切な助言・意見を述べると

ともに、任意の指名委員会および報酬委員会の委員としての役割も含め、経営の監督

機能を適切に果たしていただいていることから、社外取締役に就任いただいていま

す。 

寺坂 史明 

【独立】 

寺坂史明氏は、サッポロビール株式会社で代表取締役社長を務めた経験があり、企業

経営に加え、営業、マーケティング、人材育成の豊富な経験および知見を有していま

す。これらの経験および知見に基づき、社外の立場から適切な助言・意見を述べると

ともに、任意の指名委員会および報酬委員会の委員長としての役割も含め、経営の監

督機能を適切に果たしていただいていることから、社外取締役に就任いただいていま

す。 

桑山 三恵子 

【独立】 

桑山三恵子氏は、株式会社資生堂でＣＳＲ部部長をはじめとした豊富な業務経験に加

え、大学でＣＳＲ、経営倫理、ダイバーシティ経営などを専門分野とする研究者とし

ての知見を有しています。これらの経験および知見に基づき、社外の立場から適切な

助言・意見を述べるとともに、任意の指名委員会および報酬委員会の委員としての役

割も含め、経営の監督機能を適切に果たしていただいていることから、社外取締役に

就任いただいています。 

前原 修身 

【独立】 

前原修身氏は、日立工機株式会社（現工機ホールディングス株式会社）で代表取締役 

取締役社長を務めた経験があり、企業経営に加え、Ｍ＆Ａを通じた事業拡大や販売子

会社社長としての海外駐在などの豊富な経験および知見を有しています。これらの経

験および知見に基づき、社外の立場から適切な助言・意見が期待されるとともに、任

意の指名委員会および報酬委員会の委員としての活動も含め、経営の監督機能を適切

に果たしていただけると判断し、社外取締役に就任いただいています。 

山口 裕久 

山口裕久氏は、富士通株式会社の執行役員常務であり、ＩＣＴを活用した事業の豊富

な経験および最先端のデジタル・テクノロジーに関する知見を有しています。これら

の経験および知見に基づき、社外の立場から適切な助言・意見を述べるとともに、経

営の監督機能を適切に果たしていただいていることから、社外取締役に就任いただい

ています。 

監 

査 

役 

井上 彰  

【独立】 

井上彰氏は、金融機関における長年の業務経験に基づく財務および会計に関する相当

程度の知見を有し、監査・監督が適切有効になされると考えられるため、社外監査役

に就任いただいています。 

広瀬 陽一 

広瀬陽一氏は、富士通株式会社の執行役員および財務経理本部長を経て、現在は同社

常勤監査役を務められるなど、他の会社における役員としての豊富な経験と財務およ

び会計に関する相当程度の知見を有し、監査・監督が適切有効になされると考えられ

るため、社外監査役に就任いただいています。 
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監査役会の役割 

監査役会は、監査役３名（うち２名が社外監査役）で構成されています。 

常勤監査役は、常勤者としての特性を踏まえ、社内の情報収集に積極的に努め、かつ、内部統制システムの構築・運用

の状況を日常的に監視し検証しています。 

社外監査役は、監査体制の独立性および中立性を一層高めるために法令上その選任が義務付けられていることを自覚し、

積極的に監査に必要な情報の入手に心掛け、得られた情報を他の監査役と共有することに努めています。 

監査役は、取締役会に出席し、必要に応じて意見表明を行っています。また、監査計画に基づき、執行会議等の重要な

会議への出席、重要書類の閲覧、取締役・経営執行役・各部門担当幹部社員の聴取、内外拠点の往査を実施し、課題等に

ついて、随時、提言を実施しています。 

また、四半期毎に、社長との面談、社外取締役との意見交換会を実施しています。 

監査役会は、これらの各監査役の活動を踏まえ、監査報告書を作成しています。 

また、常勤監査役の選定および解職・監査の方針、業務および財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に

関する事項の決定などを主な職務としています。 

会計監査人の選任 

監査役会は、株主総会に提出する、会計監査人の選任および解任並びに再任をしないことに関する議案を決定します。 

それにあたり、監査役は、年８回、会計監査人から監査状況の聴取や意見交換を実施し、また執行部門からも情報を得

て、会計監査人の監査体制、専門能力、独立性、品質管理体制、監査費用の合理性について、法令および監査役会が定め

た基準に照らして、評価を行い、決定を行っています。 

役員報酬 

① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項 

当社は、2021 年２月 22 日開催の取締役会において、報酬委員会で決議された当社報酬制度の内容に従い、取締役の

個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しています。 

・基本方針 

当社は、当社グループの健全かつ持続的な成長に向け経営を担う優秀な人材を確保するとともに、業績や株主価値と

の連動性を更に高め、透明性の高い報酬制度とすることを基本としています。その報酬は、職責および役職に応じて月

額で定額を支給する「基本報酬」、短期業績に連動する報酬としての「賞与」、および企業価値の持続的な向上へのイン

センティブを与える非金銭報酬である「譲渡制限付株式報酬」により構成します。なお、監督機能を担う社外取締役に

ついては、その職務に鑑み、「基本報酬」のみを支給することとしています。 

取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。 

ａ. 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針 

(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む) 

当社の取締役の基本報酬は月例の固定報酬とし、その支給額はそれぞれ役員の職責や役職に応じて月額の定額を決定

するものとします。 

取締役の固定報酬（基本報酬）の額は、2017 年６月 20 日開催の第 98 期定時株主総会において、年額６億円以内

（うち社外取締役分 5000 万円以内）と決議しています。当該株主総会終結時点の取締役の員数は 13 名（うち社外取

締役４名）です。 
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ｂ. 業績連動報酬等の額の決定に関する方針 

 (報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む) 

業績連動報酬等は、業務執行を担う取締役を支給対象とする現金報酬とし、１事業年度の業績を反映した賞与を毎年

一定の時期に支給するものとします。賞与の具体的な算出方法は、当社グループの中期経営計画に掲げ、透明性・客観

性のある連結営業利益を指標とし、当期の業績達成度合いに応じて支給額を決定します。また、支給総額は定時株主総

会に提案し、承認を得るものとします。 

当事業年度に係る連結営業利益の目標数値は 16,000 百万円、実績は 18,737 百万円となり、2021 年６月 17 日開催

の第 102 期定時株主総会において、業務執行取締役６名を対象に 74 百万円の賞与を支給することを決議しています。 

ｃ. 非金銭報酬等の内容および数の算定方法の決定に関する方針 

(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む) 

非金銭報酬等は、当社の取締役（社外取締役を除く）に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与え

るとともに、株主の皆様との一層の価値共有を図ることを目的とした譲渡制限付株式とします。その株式数は株主総会

で決議された枠内で、毎年一定の時期に支給するものとしています。 

非金銭報酬である譲渡制限付株式の付与のための報酬の額は、2020 年６月 17 日開催の第 101 期定時株主総会にお

いて、年額１億円以内、株式数の上限を年 70,000 株以内（社外取締役を除く）と決議しています。当該株主総会終結

時点の取締役（社外取締役を除く）の員数は６名です。 

ｄ. 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に 

関する方針 

業務執行を担う取締役の種類別の報酬割合については、報酬委員会において検討を行います。取締役会は報酬委員会

の答申内容に基づき、取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとします。なお、報酬等の種類ごとの比率は、基

本報酬が概ね 60～75%、賞与および譲渡制限付株式報酬が概ね 25～40%を目安とします。 

ｅ. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法 

個人別の報酬等については、委員の過半数を独立社外取締役で構成する報酬委員会で審議のうえ取締役会に答申を行

い、取締役会で審議・決定するものとします。なお、報酬委員会において、外部機関の客観的データを活用し、報酬水

準の妥当性等の検証を行うこととします。 

ｆ. 監査役の個人別の報酬等の額の決定に関する方針 

(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む) 

月例の固定報酬である「基本報酬」のみを支給することとします。また、報酬額については、2017 年６月 20 日開

催の第 98 期定時株主総会で定められた「年額１億円以内」の限度において、監査役の協議により決定することとしま

す。なお、当該株主総会終結時点の監査役の員数は３名です。 

当事業年度の取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、委員の過半数を独立社外取締役で構成する報酬委

員会において、外部機関の客観的データを活用した報酬水準の妥当性等の検証や、決定方針との整合性を含めた多角的

な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しています。 
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② 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  

（基本報酬） 

業績連動報酬 

（賞与） 

非金銭報酬等

（譲渡制限付            

株式報酬） 

取締役 

（社外取締役を除く） 
341 252 74 14 ８ 

監査役 

（社外監査役を除く） 
20 20 - - １ 

社外役員 46 46 - - ６ 

 

 

取締役会全体の実効性についての分析・評価結果の概要 

当社は、コーポレート・ガバナンスの実効性向上を図るため、取締役会実効性評価を年に１度定期的に実施しています。

評価の内容は毎年５月に取締役会で報告するとともに、実効性向上に向けた議論を行っています。 

 2020 年度の取締役会の実効性の評価については、昨年と同様、全取締役が質問票に回答する方法により実施いたしま

した。 

その結果、取締役会の運営面等について概ね適切との評価が得られ、当社の取締役会の実効性は確保されていることを

確認しました。 

 なお、全般的に評価の改善が見られますが、取締役会で議論すべき事項の拡大や審議のタイミング、議論の更なる活発

化、トレーニング機会の提供・充実、指名委員会・報酬委員会の活動などについて更に改善すべき点があり、継続的に検

討を行うべきとの課題認識を共有しており、これらの点への対応も含め、取締役会の実効性の更なる向上を図っていきま

す。 
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斎藤 悦郎 
代表取締役社長 

役員の紹介 

庭山 弘 
代表取締役副社長 

1977 年  ４月 当社入社 

2001 年 10 月 当社財務部長 兼 経理部長 

2004 年  ６月 当社取締役 

2006 年  ４月 当社取締役経営執行役 

2007 年  ４月 当社取締役経営執行役常務 

2010 年  ４月 当社取締役経営執行役上席常務 

2011 年  ４月 当社取締役経営執行役専務 

2015 年  ４月 当社取締役経営執行役副社長 

2018 年  ６月 当社代表取締役副社長経営執行役副社長（現在に至る） 

1977 年  ４月 当社入社 

2008 年 12 月 当社ＶＲＦ・ＡＴＷ販売推進統括部長 

2009 年  ４月 当社経営執行役 

2011 年  ４月 当社経営執行役常務 

2015 年  ４月 当社経営執行役副社長 

同年  ６月 当社代表取締役社長経営執行役社長（現在に至る） 

酒巻 久 
取締役 

 

1967 年  １月 キヤノンカメラ㈱（現キヤノン㈱）入社 

1987 年  １月 同社システム事業部長 

1989 年  ３月 同社取締役 

1996 年  ３月 同社常務取締役 

1999 年  ３月 キヤノン電子㈱代表取締役社長 

2010 年  ５月 ㈱良品計画社外取締役 

2015 年  ６月 当社取締役（現在に至る） 

2016 年  ６月 ㈱ヤオコー社外取締役 

2021 年 ３月  キヤノン電子㈱代表取締役会長（現在に至る） 

寺坂 史明 
取締役 

1972 年  ４月 サッポロビール㈱（現サッポロホールディングス㈱）入社 

2002 年 10 月 同社九州本部長 

2004 年  ３月 サッポロビール㈱執行役員 

同年  ９月 同社取締役常務執行役員 

2005 年  ３月 同社取締役専務執行役員 

2009 年  ３月 同社専務執行役員 

2010 年  ３月 同社代表取締役社長 

 サッポロホールディングス㈱常務取締役  

兼  グループ執行役員 

2013 年  ３月 サッポロビール㈱相談役 

2014 年  ３月 同社顧問 

2015 年 11 月 ㈱大庄社外監査役（現在に至る） 

2017 年  ６月 当社取締役（現在に至る） 

同年  同月 シチズン時計㈱社外取締役（現在に至る） 

山口 裕久 
取締役 

1983 年  ４月 富士通㈱入社 

2015 年  ４月 同社イノベーションビジネス本部長 

2016 年  ４月 同社執行役員 

2018 年  ４月 同社執行役員常務（現在に至る） 

2019 年  ６月 当社取締役（現在に至る） 

小湏田 恒直 
取締役 

1978 年  ４月 当社入社 

2002 年  ６月 当社国内営業推進部販売企画部長 

2005 年  ６月 当社取締役 

2006 年  ４月 当社取締役経営執行役 

同年  ６月 当社経営執行役 

2009 年  ４月 当社経営執行役常務 

2010 年  ６月 当社取締役経営執行役常務 

2011 年  ４月 当社取締役経営執行役上席常務 

2013 年  ４月 当社取締役経営執行役専務 

2018 年  ４月 当社取締役経営執行役副社長（現在に至る） 

前原 修身 
取締役（新任） 

1978 年 ４月 当社入社 

1983 年 ８月 日立工機㈱（現工機ホールディングス㈱）入社 

2006 年 ６月 同社経営企画本部長 

2008 年 ６月 同社取締役 

2012 年 ６月 同社常務取締役 

2013 年 ６月 同社専務取締役 

2014 年 ６月 同社代表取締役 取締役社長 

2019 年 ４月 工機ホールディングス㈱取締役会長 

2020 年 ８月 ユー・エム・シー・エレクトロニクス㈱ 社外取締役 監査等委

員（現在に至る） 

2021 年 ６月 当社取締役（現在に至る） 

 

独立 社外 

独立 社外 

独立 社外 

社外 

桑山 三恵子 
取締役 

1970 年  ４月 ㈱資生堂入社 

2004 年  ４月 同社ＣＳＲ部部長 

2008 年  ４月 駒澤大学経済学部非常勤講師 

2009 年  ４月 一般社団法人経営倫理実践研究センター主任研究員 

2012 年  ６月 一橋大学大学院法学研究科特任教授 

2015 年  ４月 一橋大学ＣＦＯ教育研究センター客員研究員（現在に至る） 

同年  同月 明治大学ミッション・マネジメント研究所客員研究員 

2017 年  ６月 当社取締役（現在に至る） 

2018 年  ４月   一般社団法人経営倫理実践研究センター上席研究員（現在に

至る） 

同年  ６月 ㈱安藤・間社外取締役（現在に至る） 

独立 社外 
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 取締役                            監査役 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

杉山 正樹 
取締役 

1981 年  ４月 当社入社 

2011 年  ４月 当社情報通信ネットワーク事業部長 

2016 年  ４月 当社経営執行役 

同年  ６月  当社取締役経営執行役 

2018 年  ４月 当社取締役経営執行役常務 

2019 年  ４月 当社取締役経営執行役上席常務（現在に至る） 

井上 彰 
常勤監査役 

1980 年  ４月 ㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行 

1999 年  ９月 同行資産監査室企画調査役 

2002 年  ４月 ㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）資産監査部 

 監査主任 

2007 年 10 月 同行業務監査部次長 

2008 年  ５月 北越製紙㈱（現北越コーポレーション㈱） 

 内部統制監査室長（出向） 

2010 年  ６月 ㈱みずほコーポレート銀行営業 第八部付参事役 

同年  同月 当社常勤監査役（現在に至る） 

（2021 年６月 17 日現在） 

広瀬 陽一 
監査役 

1981 年  ４月 富士通㈱入社 

2009 年  ６月 同社財務経理本部経理部長 

2012 年  ４月 同社常務理事 

2013 年  ５月 同社執行役員 

2014 年  ４月 同社財務経理本部長 

2017 年  ４月 同社常任顧問 

同年  ６月 同社常勤監査役（現在に至る） 

2018 年  ６月 当社監査役（現在に至る） 

長谷川 忠 
取締役 

1988 年  ４月 ㈱不二工機入社 

1997 年  ５月 当社入社 

2014 年  ４月 富士通将軍中央空調（無錫）有限公司董事 兼  常務副総経理 

2015 年  ４月 当社経営執行役 

2017 年  ４月 当社経営執行役常務 

2018 年  ６月 当社取締役経営執行役常務 

2019 年  ４月 当社取締役経営執行役上席常務 

2020 年  ４月 当社取締役経営執行役専務（現在に至る） 

宮嶋 嘉信 

 
常勤監査役 

1981 年 ４月 当社入社 

2009 年 12 月 当社空調機事業管理部長  兼  財務経理統括部長代理 

2010 年 ４月 当社経営執行役 

2014 年 ４月 当社経営執行役常務 

2021 年 ４月 当社顧問 

同年 ６月 当社常勤監査役（現在に至る） 

 

横山 弘之 
取締役 

1986 年  ４月 当社入社 

2007 年 10 月 当社ＧＤＭ推進本部ＧＤＭ推進統括部長 

2009 年  ４月 当社経営執行役 

2014 年  ４月 当社経営執行役常務 

2017 年  ６月 当社取締役経営執行役常務 

2019 年  ４月 当社取締役経営執行役上席常務（現在に至る） 

 

独立 社外 

社外 
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経営執行役等 

■ 経営執行役社長 

斎藤 悦郎 

ＣＳＯ（Chief Sustainability Officer） 

■ 経営執行役副社長 

庭山 弘 
コーポレート担当 

小湏田 恒直 
国内民生営業担当  兼  国内民生営業本部長 

■ 経営執行役専務 

長谷川 忠 
空調機、品質保証担当  兼  空調機事業統括本部長  兼   
空調機商品企画部長 

■ 経営執行役上席常務 

横山 弘之 
海外営業本部長 兼 海外マーケティング統括部長  

兼 Fujitsu General America,Inc. 会長 兼 ＣＥＯ  

兼 富士通将軍中央空調（無錫）有限公司 董事長  

兼 Fujitsu General (Taiwan) Co., Ltd. 董事長 

杉山 正樹 
情報通信システム担当 兼 情報通信システム本部長  

兼 ㈱富士通ゼネラルＯＳテクノロジー 代表取締役社長 

大河原 進 
社長室長 兼 リスクマネジメント、内部統制担当 

 

■ 経営執行役常務 

清水 公彦 
富士通将軍（上海）有限公司 董事長 兼 総経理 

江藤 雅隆 
サステナビリティ推進本部長  兼  ＣＳＲ推進部長  兼   

品質保証副担当 

中川 陽介 
国内民生営業本部長代理  兼  エリア戦略推進統括部長  兼   

サービス・サポート統括部長 

坪内 工 
空調機商品開発本部長  兼  空調機副担当  兼  空調機事業統括 

本部長代理 兼  Being Innovative Group メンター 

岡田 雅史  
㈱富士通ゼネラルエレクトロニクス 代表取締役社長  兼  電子デバイス 

担当  兼 電子デバイス事業部長  兼  富士通将軍電子（蘇州）有限公司  

董事長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ エグゼクティブフェロー 

川島 秀司 
先行開発、技術アカデミー担当  兼  空調機技術アカデミー長   

兼  ㈱富士通ゼネラル研究所 代表取締役社長 

■ 経営執行役 

板垣 敦 
Fujitsu General Air Conditioning R&D (Thailand) Co., Ltd. 社長 

内藤 真彦 
ＧＤＭ推進本部長  兼  ＧＤＭ推進統括部長  兼  生産管理、調達、 

物流担当 兼 ＩＴ副担当   

佐藤 博之 
空調機商品開発本部長代理  兼  空調機事業統括本部長代理 

森田 純恵 
空調機商品開発本部長代理  兼  空調機システム開発部長 

小林 宏 
人事統括部長 

加納 俊男 
広報ＩＲ室長 

浅井 茂樹 
情報通信システム本部長代理 兼 情報通信システム営業統括部長 

■ フェロー 

二神 英治 
空調機技術企画室長 

（2021 年６月 17 日現在） 

指名委員会・報酬委員会の構成員紹介 

指名委員会の構成員 

委員長 取締役 寺坂 史明（独立社外取締役） 

委 員 取締役 酒巻 久（独立社外取締役）、取締役 桑山 三恵子（独立社外取締役）、取締役 前原 修身（独立社外取締役）、 

代表取締役社長 斎藤 悦郎                       （2021 年６月 17 日現在）                                                                                    

報酬委員会の構成員 

委員長 取締役 寺坂 史明（独立社外取締役） 

委 員 取締役 酒巻 久（独立社外取締役）、取締役 桑山 三恵子（独立社外取締役）、取締役 前原 修身（独立社外取締役）、 

代表取締役副社長 庭山 弘                        （2021 年６月 17 日現在）                                                                         
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取締役および監査役に対して特に期待する分野※ 

当社の中長期的な事業の成長・発展と持続可能な社会実現への貢献を目指す「サステナブル経営」を推進する上で重要

となる分野となります。 

なお、下記一覧表については、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名委員会で決議された内容に従い、取締役

会で決議しています。 

 氏名 地位 属性 

会社が特に期待する分野 

企業 

経営 

国際

経験 

製造・ 

技術 

営業・ 

マーケ 

ティング 

ＩＣＴ・ 

ＤＸ 

財務・ 

会計・ 

Ｍ＆Ａ 

法務・ 

リスクマネ

ジメント 

人材開発・ 

組織活性化・ 

ダイバーシティ 

取

締

役 

斎藤 悦郎 
代表取締役 

社長 
 〇 〇      〇 

庭山 弘 
代表取締役 

副社長 
 〇     〇 〇  

酒巻 久 取締役 
【社外】 

【独立】 
〇 〇 〇      

寺坂 史明 取締役 
【社外】 

【独立】 
〇   〇    〇 

桑山 三恵子 取締役 
【社外】 

【独立】 
   〇   〇 〇 

前原 修身 取締役 
【社外】 

【独立】 
〇 〇    〇   

山口 裕久 取締役 【社外】 〇   〇 〇    

小湏田 恒直 取締役  〇   〇     

長谷川 忠 取締役   〇 〇      

横山 弘之 取締役  〇   〇     

杉山 正樹 取締役  〇    〇    

監

査

役 

井上 彰 常勤監査役 
【社外】 

【独立】 
     〇 〇  

宮嶋 嘉信 常勤監査役       〇 〇  

広瀬 陽一 監査役 【社外】      〇 〇  

 

 

 

 

 

コーポレートガバナンス（続き） 

※ 各人に会社が特に期待する分野を３つまで記載しています。上記一覧表は、各人の有する全ての知見や経験を表すものではありません。 
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富士通ゼネラルグループでは、コンプライアンス、危機管理、人事・労務・安全衛生管理、ＩＴセキュリティ、環境、

情報管理などに関するリスクのアセスメントを実施し、「コンプライアンス／リスク・マネジメント委員会」での審議を通

じて、事業に大きな影響を与えるリスクの予防や抑制を図っています。 

 

リスクマネジメント体制 

事業をグローバルに展開する富士通ゼネラルグループが影響を受ける可能性のあるリスクを迅速に把握し、タイムリー

に施策を講じていくため、当社各部門および当社グループ各社によるリスクの評価、リスクへの対応を確認する「リスク

アセスメント」を実施し、「コンプライアンス／リスク・マネジメント委員会」で優先的に取り組むべき「重要テーマ」を

選定し、リスクの低減を図る活動を推進しています。 

2020 年度は、「海外事業リスク」「ＩＴセキュリティリスク」「環境規制対応」「品質コンプライアンス」等を重要テー

マとして取り組みました。また、委員会の年間活動状況は、取締役会に報告されています。 

 

 

リスクマネジメント 

富士通ゼネラルグループのコンプライアンスの基本として遵守すべき事項を定めた「FUJITSU GENERAL Way 行動規

範」の社内イントラネットへの掲載や、役員、社員への研修を通じて周知を図っています。 

社員への啓発活動としては、現場のリスクマネジメントおよび内部統制運用の主体である部門管理職への研修実施に

より、意識向上を図るとともに、独占禁止法、下請法など、必要に応じて各部門の業務に関連する重要法令や、ハラス

メント、情報漏洩、贈収賄の未然防止に向けた研修等を実施しています。また、コンプライアンスに関する意識啓発を

目的とした社員向けのメールマガジンを定期的に配信しています。 

 

事業継続マネジメント 

富士通ゼネラルグループは、大地震等の大規模自然災害や、新たな感染症の蔓延等のリスクが発生した非常事態にお

いても、社員とその家族の安全を確保しながら自社の事業を適切に継続・運営することを目的として、事業継続基本計

画を策定し、計画の実効性を確保するために、防災啓発活動、各重要業務のＢＣＰ（業務継続計画）訓練などを継続実

施しています。 

なお、新型コロナウイルス感染症の流行に対しては、感染の予防と感染拡大の防止に努めるとともに、感染流行期に

も重要な事業を継続維持し、社会的責任を遂行しています。 

 

 

 

リスクマネジメント 
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