サステナブル調達アンケート結果 Assessment report of Sustainable Supply Chain Questionnaire
フジシールグループ（以下FSG）は、「持続可能な社会の実現に貢献する会社」であり続けるため、 FSG倫理綱領に基づいて事業活動を
⾏う上で、「取引先の皆様へのお願い（サプライヤー⾏動⽅針）」を設けています。そして、FSG は公平・公正を基本とし相互の信頼関係
と研鑽により、取引先の皆様とワクワクをともに創造します。
FSGでは「取引先の皆様へのお願い（サプライヤー⾏動⽅針）」に基づき、取引先の皆様と共に⼈と環境に配慮した活動に取り組んでいま
す。
取引先の皆様のESGに関する取り組みを把握し、リスクを評価して課題を解決することを目的に「サステナブル調達アンケート」を実施しまし
た。
「サステナブル調達アンケート」によって取引先の皆様の課題が明らかになった場合、直ちに取引を停止・解除するのではなく、書面監査や実
地監査などをさせて頂き、ともに課題の改善に取り組むことが社会課題の解決につながると考えています。
Request for Business Partners
In order to continue to be a company that takes responsibility for the realization of a sustainable society, Fuji Seal Group, “FSG”, has established Business Partner
Action Policy* in conducting business activities based on Fuji Seal Code of Ethics*.
At FSG, we are engaged in activities value to people and the planet together with our business partners, based on our "Requests to our business partners".
We conducted a “Supplier Questionnaire” to understand ESG initiatives of our suppliers, evaluate risks, and resolve issues.
At FSG, when the "Supplier Questionnaire" reveals the issues of our suppliers, we believe that working together with our suppliers to improve the issues will lead to
the solution of social issues through paper audit or field audit, rather than immediately suspending or canceling transactions.

FSG倫理綱領
Code of Ethics

リンク参照ください Please refer to the link below
http://www.fujiseal.com/jp/pdf/standard.pdf

(JP)
(EN)

http://www.fujiseal.com/en/pdf/standard.pdf

グループ購買基本⽅針
Purchasing policy

取引先の皆様へのお願い(グループサプライヤー⾏動⽅針)
Requests for FSG Business Partners

リンク参照ください Please refer to the link below
https://www.fujiseal.com/jp/csr/pdf/procurement.pdf
リンク参照ください Please refer to the link below
https://www.fujiseal.com/jp/csr/pdf/partner.pdf
https://www.fujiseal.com/en/csr/pdf/partner.pdf

(JP)

(JP)
(EN)

データ集計範囲︓シュリンクラベル事業主要取引先
Data coverage: Major supplier for shrink sleeve business
データ集計期間: 2020年 (1⽉〜12⽉)
Data collection period: Japan Jan -Dec 2020
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アンケート社数

Monitoring of suppliers

アンケート社数（FSG全事業購買比率）

Monitoring of suppliers(cover ratio: FSG's procurement including
all business unit)

サステナブル ⾏動規範（取引先の皆様へのお願い）への賛同し
調達アンケート た取引先の割合

Sustainable Supply Percentage of suppliers who agreed with the Code of Conduct
Chain
(requests to our business partners)
Questionnaire

REACH規則の遵守状況

Compliance with REACH regulations

紛争鉱物(錫、タンタル、タングステン、⾦)の使用状況
Usage of conflict minerals (tin, tantalum, tungsten, gold)

法令・訴訟等の違反

Violations of laws and proceedings

Case

件
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※結果 課題無き事を認め、取引停止また監査対応に至りませんでした。
※Result No suspending, canceling transactions, and Audit
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