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SYNNEXにおいて、当社の成功と当社に対する当社顧客の継続的な信頼は、当社が最高の
倫理基準を確実に自ら守り続けることに依存します。この倫理事業規範は、当社がこれを行
うのに役立ちます。この規範は、当社が当社の活動を行う際の基準を定めていますこの規
範は、世界中の全ての当社事務所の全ての取締役、役員および従業員に適用され、従業員
は、全ての職務関連の活動において基準に従うべきであるという明白な期待を抱かなけ
ればなりません。管理者は、手本を示して先頭に立ち、その監督する分野において規範が
遵守されることを確実にする追加の責任を有します。

規範は、正しい判断に代わるものではなく、あなたが職務上直面する可能性があるあらゆ
る状況を対象としていません。基本的な原則および基準は、ここにありますが、それらを理
解し、あなたの仕事に適用するのは、あなたの責任です。確信がない場合、書面の当社ポリ
シー、当社の管理職、人事および法務部門を含め、あなたが利用できる多くのリソースがあ
ります。

この倫理事業規範は、お互いに対して、当社に対して、当社の株主に
対して、また私たちが活動するグローバル・コミュニティに対して、私
たちそれぞれが日々行う約束を例示したものです。この約束、およ
び優秀さに対する当社の情熱を継続することに感謝します。私た
ちは一緒になって、当社の価値、ならびに個人および企業の誠実
さに対する当社の信念の強さを通じて、引き続き繁栄し、成功して
いきます。
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私たちの
コミットメント

社員に対して 
私たちはあらゆる行動において、達成可能な最高レベルのパフォーマンスを目指しま
す。  私たちは、人は付加価値を加えるとの真摯な信念に基づき業務に従事すると共に、
常に敬意と尊厳をもって他者を待遇するよう努力します。  

当社およびビジネスパートナーに対して
私たちはチームとして協力し合い、新たな発想、より良い製品、そしてより優れたサービ
スを生み出します。  自らの役割と組織に対するコミットメントだけでなく、当社とパート
ナーの長期的成功に対するコミットメントを示します。  共に働くすべての者から信頼と
敬意を得られるよう努めます。  

株主に対して
私たちは、すべての商取引ならびに他の個人との相互関係において、誠実かつ健全な倫
理的行動を取ります。  可視性、速度、およびプロセス改善に継続的に焦点を合わせるこ
とによって、重要な業績を一貫して達成します。 

グローバルコミュニティに対して
私たちはあらゆる行動において、厳格な倫理的および道徳的価値の忠実な厳守を示し
ます。 私たちは生活と仕事の環境を尊重し、全世界にわたる事業を通じて基本的人権の
保護を支持します。
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可視性 速度

可視性 
（または透明性）によ
って、当社は成功に向
けた進歩と障害を把握
することができます。  
組織全体にわたる可
視性によって、課題と
機会に関する正確で
適時な情報が得られ
るため、積極的かつ断
固たる行動が促進さ
れます。

迅速な適応を可能に
します。市場変化の予
測、あるいはお客様や
ベンダーのビジネス変
化の予測さえ可能にし
ます。  速度とは、柔軟
性に富み、できるだけ
迅速に変化に反応する
ことを意味します。  顧
客満足度と結果を最
大化するには、迅速に
決定を下して実施し、
リソースを管理する必
要があります。

スタッフ、 
お客様、そして株主に
とり、価値とは、私たち
のあらゆる行動の中で
検討され、支持される
ものです。  行動が価
値を生まない場合は、
要するにその行動を取
ってはならないという
ことです。  価値に焦点
を合わせることで、お
客様にとって重要な活
動にあらゆるリソース
が向けられます。 

価値
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当社の規範は多くの目的を果
たします。 規範は、いかに事
業活動を行うべきかについ
て、期待される行動やガイド
ラインを説明するだけでなく、
こうした期待に沿うために順
守すべき方針と適用法も紹介
します。 また、適切で倫理的
な判断を下すための指針とな
り、さらなる質問や懸念を抱
いた場合に活用すべき連絡
先情報を示します。 規範の精
神と字句の厳守を怠ると、当
社や当社の投資家に悪影響
をもたらす恐れがあります。 
このため、社員は規範の順守
不履行によって職を失う可能
性があり、場合によっては刑
事訴追に至ることもあります。

規範は、倫理上または法律上
の潜在的不正行為について
多くの分野にわたり説明しま
すが、職場で発生し得る困難
な状況をすべて網羅すること
は、到底不可能です。 当社の
事業および社員は、世界の多
数の国々ならびに他の管轄区
域の法律に支配されます。 社
員ならびに当社代理を務める
エージェントは、この規範、適
用されるすべての法律、規則、
および規制を順守することが
期待されています。 現地法が
規範と矛盾する場合は、現地
法に従います； 現地の商慣行
が規範と矛盾する場合は、規
範に従います。 活動が適正か
否かについて不明な場合は、
「ガイダンスの要請および懸
念の報告」に記載された手段
のいずれかを通じてガイダン
スを求めてください。

当社の規範は、SYNNEX 
Corporationならびに全ての
SYNNEX Corporationの部門、
子会社および関連会社の全
ての従業員、役員および取締
役に適用されます。これらの
法主体を総称して、この規範
を通じて「当社」といいます。
適切な場合、当社とともに、ま
たは当社のために働くビジネ
ス・パートナーは、自ら当社の
規範に精通し、当社の規範を
遵守することが求められます。
規範は、当社が行う全てに適
用され、その従業員、その株
主、私たちが働くグローバル・
コミュニティ、および当社自身
に対する当社の約束を反映し
ています。当社の規範は、私た
ちが行う全てにおいて倫理的
かつ誠実に働くという私たち
全体の約束を表します。

規範の使用
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自問してください：
• その行動は、最高の倫理と誠実さを備えた
行動に対する当社のコミットメントを反映し
ていますか？

• その行動は、当社、お客様、サプライヤー、株
主、または社員に悪影響をもたらしますか？ 

• 主要紙の一面で報じられるとしたら、その行
動を取るでしょうか？ 

• その行動を取ったことを知ったら、家族はど
のように感じるでしょうか？ 

こうした質問の回答に不安を感じる場合、 その行動案
は実行すべきでないと推測したほうが安全です。 むし
ろ、上司、シニアバイスプレジデントもしくは国別責任
者、または法務部にガイダンスを求めるか、 または当
社の苦情付託ウェブサイト 
https://www.openboard.info/synnex/
に質問を提起してください。
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管理職の社員は、他の社員の良き模範となるこ
とが期待されています。 このため、マネージャ
ーは、部下にガイドラインを効果的に伝達し質
問に回答できるように、規範を熟知しているこ
とが期待されます。 さらに、マネージャーに対
しては、社員からの質問や懸念の提起を促進す
る快適な職場環境作りが奨励されます。 マネー
ジャーは、規範、企業方針または法規あるいは
その両方に対する違反行動をもたらし得る状
況に警戒し敏感であり、そのような状況を直ち
に監督者に報告する責任があります。これによ
って、当社は違反の可能性について適時に通報
を受けることができます。

規範の下で、マネージャーはさらに任務を負っ
ています。 こうした任務に含まれるものは、模
範を示すこと； 職務に適用される方針を部下が
熟知していることを確認すること； および社員
が安心して懸念を提起できる職場環境を維持
することです。 当社において、倫理的なリーダー
シップは効果的リーダーシップの重要なコンポ
ーネントです。

マネジメントの責任
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規範を 
理解する
• 規範の要求事項を読み、理解し、
厳守してください。

• 誠実さへの当社コミットメントを
受け入れてください。

• 規範のコンプライアンス実施に
おいて自らの役割を果たしてくだ
さい。 

• 質問や懸念は、マネージャー、企
業法律顧問、または匿名ホットラ
インに提起してください。

• 実際の規範違反または違反疑惑
の報告者への報復を防止する文
化を促進してください。

私たち各自は、この規範および当社のあらゆる
方針を順守する必要があります。 順守を怠った
場合には、解雇を含む懲戒処分を受ける恐れ
があります。 そのうえ、違反に気付きながら迅
速な報告と是正を行わなかった監督者、マネー
ジャー、役員、取締役も、同様の結果を免れない
恐れがあります。 適切な状況下において、当社
は訴訟を起こすことを検討するか、または訴追
を求め警察当局に通報することを検討します。

規範の違反が
もたらす結果
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当社は、様々なバックグランド、経験、発想に反映される多様性を尊重し、重視しています。 
私たち各自は、すべての同僚、クライアント、ビジネスパートナーへの敬意を育む包括的な
職場環境作りに全力を尽くすことが必要です。 私たちは、公正かつ敬意をもった互いの待
遇に向け、尽力しています。 

当社は、事業地に関わりなく、雇用慣行における差別を禁止する法律を順守します。 当社
は、均等な雇用機会を提供し、違法な偏見を持つことなく応募者および社員を待遇するこ
とを方針としています。 私たちは、当社では誰も次の基準で差別を受けてはならないとい
うことを方針としています： 人種； 宗教； 皮膚の色； 出身国； 年齢； 性別； 性同一性； 障害； 
退役軍人； 性的指向； 婚姻状況； またはその他、法律で保護されている他の基準。

多様性の尊重

機会均等の提供
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基本規則 
• 社員の募集、選択、開発、昇進に関する自らの決定
は、能力 ‒ 資格、実証されたスキル、業績 - に基づく
ものであることを確認します。 

• 人種、皮膚の色、宗教、性別、年齢、出身国、性的指向、
性同一性、婚姻状況、障害などの要素によって、判断
に影響を受けてはなりません。 

• 不満足なパフォーマンスが発生した時はその事例
を記録し、本人に欠点を知らせます。 監督下の社員
に関する判断はパフォーマンスに基づいて下しま
す。 無関係の事柄を勤務評定に反映させてはなりま
せん。 

• 雇用機会均等に関する当社の方針に従った公正な
待遇を受けていないと感じた社員は、監督者、マネ
ージャー、または人事部に直ちに報告する必要があ
ります。

当社の「ポジティブな職場環境に関する方針」については、社
員ハンドブックまたは当社イントラネットサイトを参照してく
ださい。または、人事担当者か法務部に連絡し、コピーを入
手してください。
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質問： 私は他の社員からからかわれ
ており、これを性的性質のハラスメ
ントと見なしています。 どうすべき
でしょうか？

回答： その不快な社員に対し、同人
の行為は歓迎されておらず、止め
ない場合には報告すると通知し
ます。 直属監督者、他の監督者、
マネージャー、または話しやすい
人事担当者に対し、直ちに苦情
を報告してください。 それが実行
不可能な場合は、https://www.
openboard.info/synnexに連絡
してください。 通話は部外秘とさ
れ、匿名でも構いません。 しかし、
当社が匿名の苦情を調査すること
は難しく、場合によっては不可能
であることを理解してください。

当社は、適用法の保護対象基準に関連する職場
での差別やハラスメントを一切容認しません。こ
れは、その行動がスタッフ、お客様、契約業者、コ
ンサルタント、または訪問者によるものか否か
には関係なく、その職場状況にも関係ありませ
ん。 私たちは、誰もが誠実に敬意をもって礼儀正
しく待遇され、安全でプロ意識に溢れ、ポジティ
ブな職場環境を目指し、尽力しています。

私たちは、相手が同僚、サプライヤー、お客様、
または取引先か否かに関わらず、敬意をもって
互いに待遇することを信条としています。 このコ
ミットメントの一環として、当社は職場における
ハラスメントを禁止しています。 ハラスメントと
は、不適切にまたは不当に業務パフォーマンス
を妨げ、他人の尊厳をおとしめ、または威嚇的、
敵対的、攻撃的な職場環境を生む行為を指しま
す。 以下のような例があります：

 ∞ 性的な言い寄り、性的交際の要求、露骨に
性的な言語表現、いかがわしい冗談、他人
の肉体や性的行為に関する発言。 

 ∞ 性的示唆のある写真や物体の表示、思わせ
ぶりな表情や目つき、あらゆる形式による思
わせぶりなコミュニケーション。

 ∞ 不適切な接触。

差別およびハラス
メントの禁止
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当社はあらゆる形式の差別やハラスメントを禁止してい
ます。これには、以下の保護対象クラスのいずれかに関連
した、言葉によるまたは肉体的な行為、冗談、中傷が含ま
れます： 

• 人種

• 皮膚の色

• 宗教

• 性別

• 性的指向

• 妊娠

• 出身国

• 民族

• 婚姻状況

• 年齢

• 身体または精神
障害

• 退役軍人

• または、法律で保
護されている他の
基準
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薬物の乱用は安全な業務実施能力を制限する
ため、私たち全員を危険に陥れます。 アルコー
ル、違法薬物、処方薬の誤用、または安全な業
務遂行能力を損なう市販薬などの影響下にあ
る状態で、決して業務を行ってはなりません。 さ
らに、勤務時間中または当社敷地内における
違法薬物やアルコールの使用、所有、運搬、販
売、あるいは処方薬の誤用は、決して行っては
なりません。 当社がこの規則の例外としている
のは、承認済みの贈答目的のため密封容器で
アルコールを運搬する場合、または承認済みの
当社イベントでアルコールを適度に使用する
場合です。

 ∞ 判断力や反応時間に影響し得る合法的処
方薬を服用している場合は、監督者または
人事担当者に状況を説明し、出社すべきか
否かを決定してください。 

 ∞ 当社の方針より厳格な現地の法律や慣行
は、常に順守してください。 

 ∞ アルコール、麻薬、または他の薬物によっ
て社員の業務パフォーマンスが損なわれて
いる状況を目撃した場合、または社員によ
る職務中の違法薬物の使用あるいはアル
コールの乱用を目撃した場合は、監督者、
マネジメント、または人事部に通報してく
ださい。

 ∞ 当社では、薬物乱用やアルコール関連の問
題は他の問題と同様、対処可能であると認
識しています。 問い合わせを希望する社員
はいずれも、当社を通じ秘密裏に支援を受
けることができます。

薬物乱用の
禁止
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当社の倫理基準を無視した社員、
または倫理基準に違反した社員、
および倫理基準の順守に努める部
下を罰したマネージャーは、即時
解雇を含む是正措置の対象となり
ます。 しかし、行動を支配すべきも
のは、懲罰の脅威ではありません。 
社員は当社の信念を共有すること
が期待されています。すなわち、倫
理的行動へのひたむきなコミット
メントは正しい行動であり、優れた
ビジネスであると同時に、ワールド
クラスの組織として当社を存続さ
せる最も確かな方法であるという
信念です。

当社は、同僚、訪問者、当社施設内の者、あるい
は職務過程で社員と接触する者に対する実際
の暴力行使、または暴力行使の脅迫を行うこと
を禁止しています。 暴力の脅威はいずれも重
大です。 こうした出来事は直ちに報告する必要
があります。

勤務地によって、セキュリティ、マネジメント、ま
たは現地警察を始めとする当局のいずれか、あ
るいはこれらすべてに対して、差し迫った脅威
の懸念を通報する必要があります。

暴力の防止
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不当な個人情報の流布から一般市民を保護す
る目的で、多くの国際法、連邦法、州法が制定さ
れています。 当社は、社員個人情報の機密性を
重視しています。 すなわち、個人情報へのアク
セスは、明確なビジネスニーズがあり、許可を
得た社員に限定すべきであるということです。

プライバシー保護は重要です。 私たちは、以下
の指導原則に沿って社員の個人情報を管理し
ます：

 ∞ 正確かつ最新の社員記録を維持する。 

 ∞ 正当なビジネス目的のためにのみ、アクセ
スと使用を許可する。例えば、 給与および福
利厚生管理。

 ∞ 方針で認められた状況にある場合を除き、
第三者への開示を防ぐ。

 ∞ 保持および破棄に関して設定された方針と
手順を順守する。 

 ∞ 社員が自らの記録に関して提起した質問や
懸念に迅速に対応する。

自分自身の情報に関して質問がある場合は、監督
者または人事に相談してください。

プライバシーの保護
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規律あるアプローチによって、当社社
員は誠実に業務に従事し、以下の事
項を達成します：

• 顧客満足度の最優先

• 最高の品質に対する
コミットメント

• プロセスの継続的改善

• 為せば成るという姿勢

• 簡潔なコミュニケーション

当社では、最高品質の製品およびサ
ービスの提供を誇りとしています。 私
たちは、業務成果の達成ならびに最
適化におけるエクセレンスを目指し
ています。それは、お客様とベンダー
に対する総合的品質のコミットメン
トを反映するものです。 

私たちは、安全で高品質な製品およびサービス
を提供することによって、当社に対する貴重な
評価を維持しています。 すなわち、製品および
サービスは、重要なカスタマーニーズに応え、
ユーザーに優れた価値を示すと共に、信頼でき
るものでなければならないということです。 私
たちは、事業地で設定されているすべての品質
プロセスと安全要求事項の順守によって、これ
を保証します。 また、製品およびサービスの開
発に際して、適用可能なあらゆる基準ならびに
規制も順守します。

当社の「品質に関する方針」については、当社イン
トラネットサイトを参照してください。または、人
事担当者か法務部に連絡し、コピーを入手してく
ださい。

製品品質および
安全性の維持
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私たちは、当社の技術を適切に使用することが
必要です。私たちには、コンピュータ、データ、
およびテレコミュニケーションリソースを安全
で倫理的、合法的、効率的かつ生産的な方法で
使用する責任があります。 当社技術の使用によ
って、職務が妨げられてはなりません。 適正な
許可を得ずに、コンピュータ、データ、またはテ
レコミュニケーションリソースの不適切または
不法な使用、移転、もしくは転送を行った場合、
懲戒処分ならびに法的措置を招く可能性があ
ります。

いかなる状況においても、当社のコンピュータ
およびネットワークシステムを使用して、不適切
な、露骨に性的な、または不快な表明もしくは
マテリアルを閲覧してはなりません。 さらに、こ
れらのシステムを使用して、違法マテリアルへ
のアクセス、不正勧誘の送付、他の組織のため
のビジネスを行うことはできません。

当社のコンピュータ、データ、またはテレコミュ
ニケーションリソースを通じて自ら作成、送信、
または受信したコミュニケーションあるいは文
書は、私有物であると想定してはなりません。 
企業方針および規範へのコンプライアンスを
確認するため、当社は、適用法で認められる範
囲内において、当社コミュニケーションシステ
ムの使用を監視する権利があります。

技術の適切な使用

質問： 当社が私のメールを読むこと
は違法ではありませんか？

回答： いいえ、違法ではありませ
ん。 実際には、雇用主が提供
したコンピュータシステムは
雇用主の所有物です。ほとん
どのケースにおいて、当社に
は、当社システム上のすべて
のメールトラフィックとイン
ターネットサーフィングを監
視する権利があります。
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電子データは、法律で保持が義務付けら
れている「記録」の場合もあります。 この規
範のセクション「株主に対するコミットメン
ト」に記載された「記録の管理」、ならびに
当社の「ソーシャルネットワーキング、イン
ターネットコミュニケーション、およびブロ
グに関する方針」を参照してください。同
方針は当社イントラネットに掲載されてお
り、人事担当者または法務部に連絡し、コ
ピーを入手することもできます。

質問： 同僚から猥褻なメッセージま
たは不快なメッセージを受け
取ったとしたら、どうなります
か？ 他人の行動が原因で私が
職を失うことになりますか？ 

回答： 他の社員の行動はコントロ
ールできませんが、自分の行
動をコントロールすることは
できます。 他の社員から不快
なメールを受け取った場合
は、以下の手順を取ってくだ
さい：

• そのメッセージの転送、削
除、返信は行わないでくださ
い。 マネジメントによる検査
に備え、自分の電子メールボ
ックスにそのメールを残して
おきます。

• 監督者、マネージャー、また
は人事部にこの出来事を報
告します。 それ以降は、マネ
ジメントが状況処理に当た
ります。 
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知的財産の保護

留意事項：
雇用関係中に生み出された ‒ また
は社員の業務から生じた、あるいは
当社の時間、マテリアル、または資
産を使用して生み出された ‒ あらゆ
る発明、設計、発見、発想、概念、著作
物、企業機密は、当社に帰属します。 
当社雇用期間中に社員によって開
発されたあらゆる知的財産の所有
者を記録するに当たり、すべての社
員は当社に協力することが期待され
ています。 

当社は、長年にわたる社員の努力と革新、そし
て社員によって生み出された知的財産に立脚
しています。 ビジネスの基盤を形成するのは、
特許、商標、著作権、企業機密、技術などを含む
この知的財産です。 したがって、知的財産保護
の重要性は突出しており、誤用または流用され
ることがないように、私たち全員が共同して行
動する必要があります。 このため、当社の部外
者に対しては、適切な法的文書を設定すること
なく、知的財産の使用または共有を決して許可
してはなりません。 また、他社の特許、商標、知
的財産を侵害してはなりません。 知的財産と専
有情報に関する当社方針の詳細については、「
専有情報および発明に関する契約」を参照して
ください。
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質問： 私は他社から内定をもらったところです。そ
の会社は当社と同じ分野でビジネスを展開
しているだけでなく、実際には当社の直接の
ライバルです。 新しい雇用主に役立つよう
に、 私が当社勤務中に得た当社の価格設定
情報と顧客連絡先を使っても構わないでしょ
うか？

回答： いいえ。 当社に入社した際、あなたは専有
情報および発明に関する契約書に署名し、
その中で、当社での雇用によって当社とあ
なたの間に信用信頼関係が生じ、当社の未
公開情報を尊重することを確認しました。 し
たがって、あなたが当社雇用期間中に取得
した当社の専有情報を他社と共有すること
は禁止されています。 そのうえ、他社への移
籍に際し、当社は新規雇用主に対して、当社
に対するあなたの権利と義務を通知する権
利があります。 
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知的専有情報を保護する方法の1つは、その情
報を機密として保持することです。 したがって、
すべての社員は、専有情報および発明に関する
契約書への署名を求められます。 各社員はこの
契約書に署名することによって、当社および当
社取引先の機密情報を保護することに同意し
ます。 当社はお客様ならびにベンダーと実質的
関係を持っており、その獲得および維持に多大
な時間とリソースを費やしています。 これらの
関係の詳細は当社の機密情報であり、当社の
重要かつ貴重な資産を構成しています。 当社
での雇用期間中または雇用期間終了後、社員
は当社以外の事業体のためにこれらの関係に
関する知識を使用してはなりません。

当社は、社員が当社での雇用以前に、かつて競
合他社に雇用されていた可能性があることを
認識しています。 当社社員は過去の雇用の結
果、その雇用主との間で、同社専有情報の機密
性保持を義務付ける秘密保持契約を締結して
いた可能性があります。 私たちは、この状況か
ら生じ得る複雑さを認識していますが、当社社
員は前雇用主に帰属する機密情報を当社に開
示してはならないことを断言します。

また、秘密情報に対するその他の制限にかかわ
らず、当社の従業員は、違法行為の疑いについ
ての政府調査の一環としての参加または開示
など、一定の状況の下での営業秘密または秘
密情報の開示について、2016年営業秘密保護
法に基づき、報復からの保護を含む免責を受け
る権利を有する場合があります。この保護につ
いては、当社の「会計および監査の事項の従業
員申立て手続きポリシー」（当社イントラネット
で読むことができます）において、より詳細に説
明しています。

情報およびデータ
セキュリティ： 機密性
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回答： いいえ。 これは規範、そして前雇用主に対す
るあなたの義務に違反することになります。
また、法律に違反する可能性もあります。当
社の社員が当社の機密情報を保護する責任
を負っているように、あなたは前雇用主の機
密情報を保護する責任を負っています。 前
雇用主の下で習得した一般的な知識とスキ
ルは、当社での新しい仕事に確かに活用で
きます。しかし、前雇用主のためにあなたま
たは他の誰かが作成した機密のもの（また
は保護対象のマテリアル）を当社に持ち込
んではなりません。 所有している特定の情
報の地位について質問がある場合は、使用
または開示する前に当社の法務部に確認し
てください。 

質問： 私は新社員として当社に入社したばかりで
す。 以前の雇用主は、当社にとって最大の競
合他社の1つです。 その競合他社に勤めて
いた時に私が開発した重要な機密マーケテ
ィング情報は、共有できますか？ 
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情報およびデータセキュリティ： 
機密性および第三者

基本規則：
当社の知的財産または他の機密情
報は常に保護し、決して第三者に開
示しないでください。

時には、当社の知的財産を社外の部
外者と共有する必要が生じる場合が
あります。 しかし、マネジメントの事
前許可を取得し、さらに法務部が秘
密保持契約書を承認した場合を除
き、こうした情報は決して開示しては
なりません。 

前雇用主または他の者に帰属する
機密または専有情報は開示しては
ならず、当社によるその使用を誘発
してはなりません。

当社は、自社専有情報について機密保持の重
要性を理解しているだけでなく、優れたビジネ
スパートナーおよび倫理的な競合社として、他
社がその専有情報の機密性を維持するニーズ
についても理解しています。 したがって、ビジネ
スパートナーの機密専有情報を入手した場合、
その共有または公開は誰に対しても、たとえ他
のビジネスパートナーであっても拒否し、パー
トナーの信頼を維持するよう努めることが必要
です。 こうすることで、可能な限り最高の作業成
果物の作成を求めて、他社と引き続き協力して
いくことができます。 当社は、思想の市場にお
いて競争が果たす重要性も認識しており、ビジ
ネスコミュニティの倫理的なメンバーとして、競
合他社の知的財産所有権を尊重しています。 し
たがって、私たちは全社員に対し、前雇用主に
帰属するすべての機密情報または専有情報の
機密性を維持することを求めます。  

当社の「ITセキュリティに関する方針」については、
当社イントラネットサイトを参照してください。ま
たは、人事担当者か法務部に連絡し、コピーを入
手してください。  
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機密専有情報保護へのコミットメントの一環と
して、私たちはソーシャルメディアを使用する
際にも注意を払う必要があります。機密専有情
報とは、顧客情報、製品情報、企業秘密の他、性
質が機微であるため通常は一般公開されてい
ない情報などです。 こうしたメディアには、イン
ターネットのチャットルームやメッセージフォー
ラムの他、Facebook、MySpace、Twitter、Linke
dInなどのソーシャルネットワーキングサイトが
含まれます。 当社は、こうしたサイトでの個人間
交流や専門家間交流の制限を求めるものでは
ありませんが、私たちは当社の基準に従い、適
切に行動することが期待されています。 すなわ
ち、こうしたサイトの使用を通じて機密専有情
報を開示してはならないということです。 私た
ちはまた、個人的意見を当社の意見としないよ
う確認することも必要です。 当社を代表してい
る場合、不適切または不快なマテリアル、もしく
は当社方針に違反するマテリアルは、決して掲
載しないでください。 

当社では、インターネットのソーシャルネットワ
ークサイトやブログの使用によって、当社の製
品、サービス、社員、サプライヤー、お客様に対
する一般社会の考え方が形成され得ると考えて
います。 当社は、個人がブログを持つ権利、ま
たはソーシャルネットワーキングサイトに個人
的コメントを掲載する権利を尊重しています。 
しかし、当社では、私たちの価値観と方針に沿
って当社の独自性、誠実さ、評判を維持するこ
とによって、こうしたコミュニケーションの使用
がビジネスニーズに応えられるよう尽力してい
ます。 当社の「ソーシャルネットワーキング、イ
ンターネットコミュニケーション、およびブログ
に関する方針」については、当社イントラネット
を参照してください。または、人事担当者か法
務部に連絡し、コピーを入手してください。

ソーシャルネットワーキング
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回答： はい。 私たちは、ソーシャルネットワーキン
グを行う権利が社員にあることを理解して
います。例えば、Facebookへの情報掲載な
どです。 しかし、当社の方針で、こうしたソー
シャルネットワーキングサイトに当社機密
情報を掲載することは、明確に禁止されてい
ます。 当社の社員として自らを特定し、未公
開契約を開示することで、あなたは自分自身
と当社を危険にさらしています。 掲載した
記事を直ちに削除し、監督者または法務部
に違反を報告してください。

質問： 数か月に及ぶ努力の末、私はこのほどお客
様との大型契約を獲得しました。 昨晩、この
新規契約にあまりにも興奮して、そのお客様
の名前を含む情報をFacebookに載せまし
た。 これは当社の方針に違反しますか？
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当社の最善の利益となる独立した判断の行使を妨げる、または妨げるように見える利害やつながりは、当
社の社員、取締役、役員として避けることが必要不可欠です。 個人的利益のために当社での地位または関
係を利用することはできません。

当社での職務と自分の家族、ビジネ
ス、個人的または経済的な利益の間
に発生した現実的または外見的な利
益相反を報告することは、私たちの
責任です。 さらに、利益相反回避へ
のコミットメントを強化するため、私
たちは年1回、当社の利益相反開示
フォームに記入することが求められ
ています。 

ほとんどの場合、潜在的相反は一旦
公表され協議に付されると、容易に
解決できます。 潜在的相反の早期開
示と協議によって、当社の業務や評
判に影響が生じる前に、解決を促進
することができます。 協議または承
認対象事項と開示者自身の間に潜
在的利益相反が存在する場合、当社
は、関連性のある決定に加わらない
よう同人に求めるか、またはプロセ
スに承認ステップを加えることがあ
ります。 

私たちは、常に当社の最善の利益となるよう行
動することが期待されています。 すなわち、ビ
ジネス判断は、現実的または外見的な利益相
反を伴わずに下すべきであるということです。 
私たちは、健全なビジネス論法に基づいて判断
を下すものとします。 その結果、潜在的な利益
相反に注意する必要があります。 

例えば、以下に該当する場合、利益相反が存在
する可能性があります：

 ∞ 親戚または友人との商取引を当社に行わ
せる； 

 ∞ 自分自身、親戚、または友人の個人的利益
のために、当社、顧客、またはベンターに関
する未公開情報を使用する（こうした情報
に基づく証券取引を含む）；

 ∞ 当社のベンダー、クライアント、または競合
他社に対して、妥当な範囲を超えた金銭的
利害関係がある；

 ∞ 当社での地位の結果として、当社または第
三者からローン、もしくは債務保証を受け
る； または

 ∞ 当社での雇用期間中に当社と競合する、ま
たは競合する準備を行う。

利益相反の回避
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資産の保護

助言
• すべての社員は、当社の財産を
保護し、効率的使用を確認する
ものとします。 

• すべての財産は、正当な当社の
ビジネス目的に使用されるもの
とします。 

• 当社財産の浪費、損失、損害、誤
用、窃盗、悪用、または侵害の防
止に配慮してください。 

すべての社員は、当社財産を損失や窃盗から保
護する必要があり、こうした財産を個人的使用
に供することはできません。 当社財産には、機
密情報、ソフトウェア、コンピュータ、オフィス機
器、消耗品が含まれます。 すべての当社財産は
管理下に置いて適切に保護し、不正使用を防ぐ
ものとします。 社員は、当社の電子通信システ
ムを限定的な非業務目的に使用できます。ただ
し、次の条件を満たす場合に限ります： 1）頻繁
でない； 2）プロとしての責任を妨げない； 3）生
産性を低下させない； および4）この規範、また
はその時点において有効な当社の電子通信シ
ステムに関する方針に違反しない。

すべての社員は、当社から要請があった場合、
または雇用終了時に、知的財産を含め、当社に
帰属するあらゆるアイテムを当社に引き渡すこ
とが求められます。

当社では、貴重な未公開の発想、戦略、および
他のビジネス情報 ‒ 「知的財産」 - を常時生み
出しています。これは私たちが所有するもので
あり、他の財産と同様、保護を必要とします。 こ
れは当社の努力のたまものであるため、部外者
の使用からこの情報を保護することが様々な法
律で認められています。 
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米国および外国の政府役人ならびに政府の管理下にある企業の社員は、厳格な政府基準の対象となるこ
とに注意してください。 これらの基準に対する違反は、個人、当社、および当該の役人に民事罰および刑
事罰をもたらす可能性があります。 この規範のセクション「グローバルコミュニティに対するコミットメン
ト」で汚職防止法の厳守を参照してください。

ギフトおよ
び接待の受領
誠実さへの当社コミットメントは、最高の倫理
基準を厳守することを求めます。これには、外見
上不適切に見える状況さえも避けることが含ま
れます。 ビジネスギフトおよび接待は、ビジネ
ス関係に友好をもたらす可能性がありますが、
提供者への客観的対応を困難にする可能性も
あります。 サプライヤー、ベンダー、パートナー
は、コスト、品質、価値、サービス、納入能力など
の客観的要素に基づいて選択することが必要
です。 外見上、こうした関係を通じて受領したギ
フトに基づきビジネス判断が下されるように見
えることは、避ける必要があります。 ビジネスギ
フトや接待は、受領すると公正不偏の判断が難
しくなる場合、または難しくなるように見える場
合、受領できません。 一般に、200ドルを超える
と評価される贈り物は、容認できないとみなさ
れる可能性があります。 $200未満のギフトは受
領しても構いません。ただし、見返りに優遇が期
待されていない場合に限ります。 頻度の低いビ
ジネス接待は妥当ですが、過度のものでなく、
外見上不適切に見えないことを条件とします。 
個人または個人の小グループに対して贈られ
たギフト （すなわち、チームまたはビジネスユ
ニット全体へのギフトでない）については、ギフ
トを受領した最もシニアの社員のマネージャ
ーにすべて報告してください。

以下のようなギ
フトは常に拒否
してください。
• 現金または現金等価物

• 違法なもの、または法律に違反
するもの

• 恩義を感じさせるもの

• ビジネス判断に影響するもの、
または外見上影響するように見
えるもの

• 見返りに何かを行うという合意
の一環として贈られたもの

• 贈り主の雇用主が規定している
ギフトおよび接待に関する方針
に違反するもの

• 不快なまたは相互尊重へのコ
ミットメントに反する接待に関
するもの
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社員は、すべての投資家に公開されていない重
要な当社関連情報に気付くことがあります。 こ
の情報は共有できず、また、この情報に基づい
て当社の証券を売買することはできません。 社
員が当社に関する「重要な未公開情報」を知っ
ている場合、当社の証券を売買することは違法
です。 証券には、普通株または他の債務証券や
持分証券、オプション、当社の投資および退職
プランで保持されている株が含まれます。 他社
に関する重要な未公開情報を知っている場合、
その会社の証券を売買することも違法です。 イ
ンサイダー取引に携わった場合、職を失い、厳
重な民事罰および刑事罰を受ける恐れがあり
ます。

個人的利益のために、当社または当社取引会
社の重要な未公開情報を使用してはなりませ
ん。 さらに、当社または他社の証券の売買を行
う可能性のある者に対し、重要な未公開情報を
伝えてはなりません。 誰かに「内報」し、同人が
証券を売買した場合、内報者と内報を受けた者
のいずれもがインサイダー取引で有罪となる
可能性があります。

「未公開情報」とは、当社内で知られており、こ
れまで公表されていない情報です。 「重要な情
報」とは、思慮分別のある投資家が証券の売買
決定に際して重要と見なす情報です。 重要な
未公開情報を所有する社員は、その情報が公
表されてから少なくとも24時間が経過した最
初の営業日まで、証券取引を完了することがで
きません。 

インサイダー取引の禁止
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米国証券取引委員会ならびに議会はいず
れも、米国証券市場の公正性維持に真剣に
取り組んでいます。 これらの法律は上場企
業に対して、インサイダー取引に関する明
確な方針の設定を義務付けています。 当社
イントラネットで「従業員による当社証券の
取引および機密情報に関する方針」を参照
してください。または、人事担当者か法務部
に連絡し、コピーを入手してください。

以下のタイプの（ポジティブまたはネガティ
ブな）情報は、未公開時点で使用または開示
すると、インサイダー取引の違反につながる
可能性がある「重要な」情報の例です：

• 実質的顧客やサプライヤーの獲
得または喪失、あるいは価格設定
の大幅な変更； 

• 新製品の発表、または重要な性質
のリサーチ結果；

• 製品の重大な欠陥、リコール、ま
たは修正；

• シニアマネジメントの主要な変
更；

• 実際の訴訟または訴訟の警告に
よる重大な訴訟エクスポージャ
ー；

• 決算報告書、あるいは将来の収益
または損失の予測；

• 未決のまたは提案された合併、買
収、子会社処分、株式分割、新規株
式、または債券新規発行に関する
ニュース；

• 差し迫った破産または財務流動
性の問題。
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一般社会および政府当局に対して、当社が定期
報告書で完全かつ公正正確で時宜にかなった
理解しやすい開示を行うことは、法律で義務付
けられていると共に、当社ビジネスの成功に不
可欠です。 私たち各自は、当社財務記録のすべ
ての記述が業務および財務状態の結果を正直
に描写していることを確認する義務を負ってい
ます。 この義務を果たすには、当社の方針だけ
でなく、財務会計および報告を統治する法律、
規則、規制を順守します。 

こうした報告書への寄稿または作成に際し、各
自が以下のガイドラインに従って最高の注意を
払う必要があります：

 ∞ 当社のあらゆる会計記録、およびそれらの
記録から作成される報告書は、該当する各
管轄区域の法律に従うものとします；

 ∞ すべての記録は、関連する取引または出
来事を公正かつ正確に反映するものとし
ます；

 ∞ すべての記録は、当社の資産、債務、収入、
支出を公正かつ正確に、合理的な範囲で詳
細に反映するものとします；

 ∞ 当社の会計記録に、虚偽または意図的に誤
解を招く記載を含めてはなりません；

 ∞ 勘定、部門、または会計期間について、取引
を意図的に誤分類してはなりません；

 ∞ すべての取引は、正確な文書によって合理
的な範囲で詳細に裏付けられる必要がある
と同時に、適切な勘定および適切な会計期
間に記録されることが必要です；

 ∞ 内外の会計検査官に全面的に協力して、要
請された情報の収集、プロセスの説明、およ
び改善可能事項の推奨を行ってください；

 ∞ 当社の内部会計管理システムへのコンプラ
イアンスが求められます。

正確な記録の維持
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質問： 会計部はお客様の弁護士か
ら、当社が行ったとされるある
口頭約束の履行を要求する書
簡を受け取ります。 マネージャ
ーはあなたに対し、メールを
調査して、そのような約束を裏
付けるメールメッセージの有
無を究明するよう命じます。 顧
客関係に不慣れな者にとって
は約束を構成すると解釈でき
るメールが見つかりますが、あ
なたは、このような約束はその
お客様に対してこれまで行わ
れたことがないと誠意をもっ
て確信しています。 このメール
は削除すべきでしょうか？

回答： いいえ。 当社の記録保持に
関する方針は社員に対して、
当社が訴訟を合理的に予見
する事項に関連し得る記録
は、すべて保存するよう求め
ています。 直ちに法務部に
連絡し、この状況下で訴訟が
合理的に予見されるか否か
を判断してください。

当社は様々な法律や優良な業務慣行によって、
電子記録を含む一定の業務記録を特定期間
保持するよう求められています。 さらに、訴訟、
召喚令状、監査、または調査が保留中である場
合、もしくは予測される場合は、一定の関連記
録を廃棄できません。 しかし、必要期間を超え
て業務記録を保存すると、当社に不要なコスト
を負担させ、関連記録の効率的検索やアクセス
を妨げることになります。 私たち全員が、企業
記録の管理に関する当社方針を厳格に順守す
ることが必要です。 業務記録の保存期間と廃棄
方法に関する具体的情報については、記録保
持に関する方針を参照するか、または法務部に
問い合わせてください。

記録保持に関する方針は、電子（ソフトコピー）
マテリアルと印刷物の両方を対象とします。 記
録媒体に関わりなく、次のものを含むあらゆる
タイプの記録に適用されます： 紙； メール； ビ
デオ； ハードドライブ； サムドライブ； コンパク
トディスク、その他電子ストレージデバイス。

機密情報を含む記録は、記録保持に関する方
針および当社の情報保護に関する方針と実践
に従って保持し、廃棄するよう特段の注意を払
ってください。 

記録の管理
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公正競争の維持

競合他社と
の交流：
私たちは、競合他社と交流する際に注意
を払う必要があります。 競合他社との協
力、または外見上の協力さえも避ける必
要があります。 以下のトピックについて
は、法務部の事前許可を得ずに当社の
競合他社と話し合ってはなりません：

• 価格設定、または価格設定に関する
方針、コスト、マーケティング計画、
または戦略的計画

• 専有または機密情報 

• 技術改善

• 実施予定の顧客向けプロモーショ
ン

• 顧客、市場、販売区域、または国の
区分

• 一定の顧客、サプライヤー、または
競合他社のボイコット

• 顧客に対する合同行動

当社は、自由で公正な競争の断固たる支持
者です。 市場での行動は、一企業としての
私たちを定義します。 私たちは、製品とサー
ビスの品質に厳格に基づいて競争し、非倫
理的方法は決して取らないことによって、業
界の倫理的リーダーとしての当社の評判を
守ります。 社員、取締役、役員は、部外秘情
報の操作、隠匿、乱用、重要な事実の不実表
示、または不正取引によって、他人を不当に
出し抜いてはなりません。 私たちは、クライ
アントニーズの予測と充足に全力を注いで
おり、不正直または詐欺的方法で競合他社
の競争機会を制限することは模索しません。
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当社は、世界各地での事業活動を通じ、基本的人権の保護を支援しています。 当社の社員
は、地球上のあらゆる地域でお客様やサプライヤー、そしてパートナーに接しています。 私
たちは真のグローバル企業です。そのため、あらゆる町で、あらゆる国で、あらゆる社員エ
ンゲージメントで、あらゆるパートナー関係で、そしてあらゆるお客様に対して、企業市民と
して責任を持って行動する責務を負っています。 私たちは、人権に深い敬意を表してグロ
ーバルビジネスを運営することによって、この責務を果たします。 このコミットメントを支援
して、私たちは労働時間、給与、人身売買、児童就労、および生命や健康の脅威である労働
条件に関連する適用法を厳守します。 これらの原則に対する支援は、この規範、労使関係
に関する姿勢、雇用慣行、サプライヤーとの関係に織り込まれています。

私たちは、生活と仕事の場である環境を尊重しています。 これは一部には、事業活動を行
うすべての国で私たちに適用されるあらゆる環境法を順守することを意味します。 また、
当社は、事業活動の影響を最小化することによる環境保護に向け尽力しています。 

人権の尊重

環境の保護
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当社の「環境に関する方針」については、
当社イントラネットサイトを参照してくださ
い。または、人事担当者か法務部に連絡し、
コピーを入手してください。 

私たちは、良き環境スチュワードとなり、持
続可能な発展状態の達成に貢献する責任を
認識し、受け入れています。 こうした責任を
支援し、当社は以下のコミットメントを設定
しています：

• あらゆる形式の汚染を防止 

• 実行可能な場合、発生源での削
減、再利用、リサイクルを通じ、エ
ネルギーを含む天然資源を保全 

• すべての社員、下請業者、サプラ
イヤーの関与を通じ、および現地
コミュニティとのパートナーシッ
プを通じ、環境パフォーマンスを
継続的に改善 

• ビジネス活動に環境的配慮を
統合
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• 「賄賂」とは、ビジネス上の利点獲
得を目的として、個人のビジネス
行動または判断に影響を与えるた
めに提供される価値のあるものを
指します。これには、現金支払い、
ギフト、接待、その他ビジネス上の
優遇が含まれます。

• 「キックバック」とは、ビジネスを
発注または促進した褒美として、
既に支払われた額または支払い
予定額から与えられる払い戻しを
指します。

• 「政府役人」とは、中央または地
方政府の役人もしくは職員、政治
職候補者、世界銀行のような組織
の代表者、国有石油会社などの政
府が所有または管理する事業体
の職員もしくは被雇用者などです。

誠実さへのコミットメントの一環として、当社
は賄賂を一切容認しない方針を取っています。 
したがって、当社を代表してビジネスに従事す
る際、いかなる形式の不正な支払いの実施、受
領、または申し出も行ってはなりません。 私た
ちは、政府役人の賄賂を禁止するあらゆる国際
法、条約、規制を厳守します。 これには、連邦海
外腐敗行為防止法（FCPA）も含まれます。

ほぼすべての国は、自国役人の賄賂を禁止して
います。 さらに、多くの国には、他国の役人に対
する賄賂を違法とする法律があります。 ビジネ
スコミュニティの責任あるメンバーとなるには、
現地法か習慣かに関わらず、ビジネスを行う際
に常にこれらの法律を順守する必要がありま
す。 すなわち、ビジネスの獲得や継続あるいは
不当なビジネス利益を目的として、政府役人に
対し賄賂またはキックバックの申し出、申し出
の試み、承認、約束を行ってはならないというこ
とです。 さらに、賄賂やキックバックの懇願また
は受領を行ってはなりません。 汚職防止法は複
雑であり、違反は重大な結果をもたらします。 こ
の理由から、賄賂と解釈され得るいかなる行動
も避けてください。

また、第三者を雇用して、私たち自身が倫理的
または合法的に実施できないことを行わせて
はならない点に留意してください。 第三者を間
接的な不正支払いに従事させることは、この規
範および汚職防止法に違反します。 第三者の
雇用を継続する前に、すべての第三者について
慎重に審査する必要があります。

汚職防止法の厳守 
（賄賂およびキックバック）
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米国外での取引または旅
行を伴う任務にある社員
は、FCPA、英国反贈収賄法、
および類似した現地法を熟
知することが必要です。 政
府役人や公務員へのギフト
または支払いは、マネジメン
トの事前承認が必要です。 
すべての社員は、賄賂また
はキックバックの要請を直
ちに法務部に報告すること
が求められます。 

質問： スーザンは、プロジェクトの許可をできるだけ早く
得る必要があります。 スーザンの連絡先である政
府職員は、「少額の手数料」で許可プロセスをスピ
ードアップすると申し出ます。 スーザンは許可プ
ロセスをスピードアップするために、政府職員に
少額の支払いを行うことができるでしょうか？

回答： いいえ。 これは「円滑化のための支払い」として
知られ、当社では禁止されています。 たとえプロ
ジェクトがスピードアップされるとしても、スー
ザンは、政府の許可を円滑化するためにいかな
る金額の申し出または支払いもできません。 円
滑化のための支払いを求めるこの要求につい
て、スーザンはマネージャーおよび法務部に通
報することが必要です。 

質問： 私が最近出会ったエージェントは、ある国におけ
る当社のビジネス獲得を手伝うことができます。こ
れまで、その国ではビジネスの確立が特に困難で
した。 当社のためにこのエージェントを雇用して
も差し支えないでしょうか？

回答： 監督者または法務部に相談し、そのエージェン
トの窓口および手法が現地法と米国法のいず
れにも合致していることを確認してください。 関
連事実の把握を故意に避けた場合、当社は法的
責任に直面する可能性があるため、このエージ
ェントについてデューデリジェンスを実施するこ
とが重要です。 エージェントがデューデリジェン
スをクリアした場合は、次に、ビジネス承認、発
注書、および法的承認を取得するための内部手
続きを取る必要があります。 
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良好な業務関係の構築や強化のため、私たち
はクライアントやサプライヤーを接待すること
があります。 こうした状況においては常に、的確
な判断と思慮、そして節度が指針の役目を果た
す必要があります。 接待を提供すると、私たち
が公正でないように見える場合、またはビジネ
ス判断に影響を与えようとしているかのように
見える場合、その接待の提供は適切ではありま
せん。 以下のガイドラインのすべてに適合する
場合は、接待を申し出ても差し支えありません：

 ∞ 商談に付随して起きた

 ∞ 商談にふさわしい設定である

 ∞ コストが妥当である

 ∞ 接待はクライアントまたはサプライヤーか
ら要請されたものではない

当社が定義する「ギフト」とは、価値のあるもの、
物品やサービス、および申し出た者が出席しな
い食事または接待です。 現金、またはギフト券
などの現金等価物のギフトは、一切容認されま
せん。 ギフトが以下の基準のすべてを満たす
場合は、贈っても差し支えありません：

 ∞ 価値が適度である

 ∞ 賄賂またはペイオフと見なされない

 ∞ 一般に許容される業務慣行および倫理基準
と一致している

 ∞ 公表された場合、当社を困惑させない

 ∞ 現金または現金等価物（ギフト券および引
換券を含む）ではない

政府が所有または管理する企業の社員を含
め、政府役人に対するギフトおよび接待の授与
は、この規範の要求事項の対象となります。 ビ
ジネスパートナーにギフトを贈る場合、または
接待を申し出る場合は、申し出が先方の方針に
違反しないことを確認してください。 先方が公
務員の場合、食事やスナック購入などのささや
かな申し出でさえも許容されないことがあり、
法律に違反する可能性すらあることに注意して
ください。 

ギフトおよび接待の提供
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貿易統制および制限
私たちはグローバル企業として、国境を越え世
界中に物品、サービス、ソフトウェア、技術を提
供することができます。 したがって、輸出入や再
輸出を含め、国境を越えた商業活動に適用され
るすべての国の法規および国際法規を慎重に
順守することが不可欠です。 多くの国では、他
国および一定のグループへの一定の物品とサ
ービスの輸出または輸入、あるいはその両方に
対して、法律で制限を課しているか、またはライ
センスを義務付けています。 他の国家や人々に
対して、様々な種類の貿易制裁または禁輸措置
を課している国もあります。 こうした制裁や禁
輸措置は通常、国家安全保障や外交政策、人道
上の懸念に重点を置いています。

これらの要求事項が当社に適用される場合に
コンプライアンスを維持するには、国際取引を
審査して、禁じられた最終目的地、エンドユーザ
ー、または最終用途の兆候がないことを確認す
ると共に、先方による適用法の回避を示唆する
「レッドフラッグ」がないか注意する必要があ
ります。

国際貿易法の多くには複雑な法的要求事項が
あるため、貿易制裁措置の影響を受け得る物
品やサービスについては、輸出入または取引を
実施する前に法務部のガイダンスを求めるも
のとします。

「輸出」は、物品、サービス、ソフトウ
ェア、または技術品目が、他国の者に
対して有形または無形の形式で出荷
または供給される場合に起こります。 
輸出は、所在国の国民ではない者（
例えば、米国にいる非米国市民また
は非米国永住者）に対して、 技術やソ
フトウェアを提供する場合にも起こり
ます。 再輸出は、ある外国から別の外
国への物品、ソフトウェア、または技
術の移動を指します。
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外部オーディエンスとの
コミュニケーション
一般社会および政府当局に対し、当社が口頭と書面の両方によって、公正かつ正確で時宜
にかなった理解しやすい開示を行うことは重要です。 この理由から、外部第三者、具体的
には報道関係者、業界アナリスト、ファイナンシャルアナリスト、投資家などに対する応答や
連絡は、指定された広報担当者のみに認められています。 こうした広報担当者を用意する
ことで、レポーターや他の報道関係者または外部団体から、私たちの言葉が文脈を離れて
曲解されることを避けます。 報道関係者から情報やインタビューの要請、あるいは技術記
事執筆や論文発表の要請を受けた場合は、マーケティング部に要請を転送してください。
マーケティング部の担当者が要請に対処するか、または支援やガイダンスを提供します。 
同様に、ファイナンシャルアナリストや株主からの要請は、インベスターリレーションズに
転送してください。 要請に疑問がある場合は、要請に応じる前に法務部に連絡することも
できます。

当社の「企業コミュニケーションに関する方針」、「オンライン出版に関する方針およびガイドラ
イン」、「ロゴに関するガイドライン」については、当社イントラネットサイトを参照してください。
または、人事担当者か法務部に連絡し、コピーを入手してください。 
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不正行為の報告
私たち各自は、自分に期待されていること
を理解する責任があります。 規範および規
範に示されている方針を熟知することに
よって、倫理的ジレンマの認識と処理に対
する備えを固めることができます。 倫理的
意味合いを持ち得る状況に遭遇した場合
は、質問するか、または問題を提起するこ
とが重要です。 私たちはすべて、規範の字
句と精神のいずれをも順守する義務を負
っています。

社員には、不正行為の報告を通じ、当社の
誠実さの維持に貢献することが奨励され
ます。 こうした取り組みを支援するため、当
社社員は、不審な会計事項や監査事項、企
業不正の事例、適用法の違反に関して、当
社マネジメントに苦情を申し立てることが
できます。

匿名での質問または懸念の報告を希望す
る場合、匿名ホットラインは1年365日、1日
24時間利用でき、当社規範ならびに他の
方針への潜在的違反を含め、倫理問題や
法律問題に関する質問または懸念に対応
します。 すべての質問または報告、あるい
はその両方に関して、適用法に沿った徹底
的な調査が直ちに行われます。 必要に応
じ、適切な回答、または規範違反に対する
是正措置もしくは懲戒処分、あるいはその
両方が適用されます。

規範、当社方針、または適用法規違反に関連し
得る状況に気付いた場合は、マネージャーまた
は人事に連絡して報告することが奨励されま
す。 希望する場合は、シニアバイスプレジデン
ト、国別責任者、または法務部に直接連絡する
こともできます。 あるいは、当社の内部告発者
に関する方針に従い、以下のいずれかに違反
を報告することもできます：

Gregory Quesnel
Chairman of the Audit Committee
SYNNEX Corporation
44201 Nobel Drive
Fremont, California 94538
Telephone: 510.668.3434
Fax: 510.668.3707
gregoryq@synnex.com

Jorge A. del Calvo
Pillsbury Winthrop LLP
2475 Hanover Street
Palo Alto, California 94304-1114 
Telephone: 650.233.4537
Fax: 650.233.4545
jorge@pillsburylaw.com

当社の苦情付託ウェブサイト： 
www.openboard.info/synnex/
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問題があるかどうかは 
どのようにして分かりますか？
規範は、遭遇し得る最も一般的な法的問題と倫理的問題を取り上げるこ
とを目指しています。 しかし、発生するあらゆる質問を網羅することは不
可能です。 倫理的ジレンマに直面した場合は、その問題を熟考し、当社
の方針や手続きなどの利用可能なリソースを参照してください。 以下の
質問を自問し、状況を評価することができます：

• 自分の行動は法律を順守していると思うか？

• 取るべき正しい行動のように感じられるか？

• 規範と他のすべての当社方針を順守しているか？

• 他人に知られても平気か？

全問すべてに「はい」と答えられない場合は、その行動を取らないでくだ
さい。 状況に関してさらに質問がある場合は、ガイダンスを求めてくだ
さい。

国際的なビジネス展開において、倫理的ジレンマをもたらす状況に遭遇
する場合もあります。 他国の現地法、習慣、または慣行が米国法、当社方
針、あるいはこの規範と矛盾する場合には、法務部にガイダンスを求め
てください。 こうした状況においては、常に最も厳格な法律、習慣、また
は慣行を厳守するものとします。
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質問： 私は、詐欺疑惑を報告すること
に不安を抱いています。 私が
間違っており、厄介なことにな
ったとしたら、あるいは誰かの
評判を傷付けることになったと
したら、どうなるでしょうか？

回答： 報告内容が間違っていたこ
とが判明した場合や、証明で
きないことが判明した場合
でも、善意で行った報告に対
して、報告した社員が責任を
問われることはありません。 
申し立てられた不正行為の
調査に際し、私たちは社員の
評判が確実に守られるよう
慎重を期します。 調査は客
観的かつ公正に、部外秘で
実施されます。 

最高の倫理基準を備えた企業でも、時には問
題が発生することがあります。 問題が発生した
場合は、私たちが対処できるよう報告してくだ
さい。 規範や当社方針、適用法規で規定された
要求事項の違反について、あるいは単に外見
上違反しているように見えることについて、疑
問や懸念を報告することは必ずしも容易ではあ
りません。 当社は、倫理的懸念を善意で報告し
た社員、または社内調査に協力した社員に対し
て、報復措置を取らないことを誓います。 こうし
た社員に報復措置を取る者には、懲戒処分が
課せられる可能性があります。

報復措置からの保護
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