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社長兼 CEO からのメッセージ 

当社の中核にあるもの―それは倫理的な慣行と行動に対する私たちのコミットメントです。当社の評

判は、各事業部門で働く社員の行動を集結したものであり、それらの行動がどのようにして当社の価

値観や本行動規範に見合ったものになるかで決まります。このシンプルな前提のもとに、私たちはあら

ゆるステークホルダーからの信頼と信用を築き、維持していくのです。 
 

INDICOR の行動規範には、当社で働くすべての人に求められる高い倫理基準と誠実さに対するコミッ

トメントのモデルが概説されています。この行動規範を理解し、自らが意思決定する際にその要素を

取り入れることで、当社がこれまで築き上げてきた顧客やサプライヤー、株主、そして一緒に働く仲間と

の重要な信頼関係を維持できるようになります。 
 

当社の行動規範を熟読し、日常業務で積極的に実践している皆さんに感謝の意を表したいと思い

ます。 また、同僚や顧客、そして皆さんがベストを尽くせる環境を整えているすべてのステークホルダーと

関わるなかで、皆さんが信頼と相互尊重を大切にする当社の文化に真摯に向き合い、全力で取り組

んでいることにもお礼を申し上げます。  
 

以後もよろしくお願いします。 

 

 

社長兼 CEO 
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当社の倫理行動規範とコンプライアンスに関するポリシー 

倫理行動規範の概要 

INIDCOR, LLCおよび各事業部門（総称して「INDICOR」）は、安全かつ質の高いソリューション・製品の

みを開発、製造、販売することに専念しています。そして、ビジネスにおける誠実さの模範となる基準

に従って、世界各地で事業を遂行することに尽力しています。 

それを達成するには、INDICORで働くすべての人々が高い水準の正直さと誠実さを持ってINDICORの

業務を行うことが求められます。これはどういうことでしょうか？ 

• この行動規範（「本規範」）を熟読する 

• INDICORが提出する報告書ではすべてを正直に開示する 

• 当社事業のあらゆる側面において法律の精神と条文を遵守する 

• 本規範の違反があった場合は直ちに報告する 

• 社内外で行われるすべての調査に全面協力する  

本規範は、これらの基準に従ってINDICORの代理として行動する、あるいは意思決定を行う当社の全

社員を支援することを目的としています。当然、すべてを網羅する指針はありませんので、本規範の精

神に従って行動する責任は皆さん自身にあります。  

違反または懸念の報告 

私たちには、本規範や法律、INDICORのその他のポリシーに反する不適切、非倫理的、または違法

な行為や行動をすべて報告する義務があります。違反に気付いた場合、または違反の疑いがある場

合は、上司またはコンプライアンス責任者に報告する必要があります。 

何らかの理由で上司に報告しづらい場合は、いつでも匿名でINDICORの倫理・コンプライアンスライン

に連絡することができます。 

各自が誠実さと適切な判断に基づいて判断してください。 

難しい決断を迫られたら、自分が下した決断が公表されても抵抗がないかどうかを考えてみてください。

法的な観点や倫理的な観点から考えて、あなたが下した決断が不適切であると考えられる場合、最

適な行動について確信が持てない場合、あるいは、本規範の適用について疑問を抱いている場合は、

上司またはコンプライアンス責任者に相談するようにしてください。 
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会計や内部会計統制、監査の問題に関する懸念に

ついても、上司やコンプライアンス責任者に報告するこ

とができます。これらの懸念はINDICORの取締役会に

報告され、取締役会が定めた手順に従って対処され

ます。 

報復行為の禁止 

違反の疑いは誰もが安心して報告できなくてはなりま

せん。そのため、INDICORでは、善意に基づいて、法

令またはINDICORのポリシー・手順（本規範を含む）へ

の違反の疑いを報告する人、あるいは、法律により保

護されているその他の活動に従事する者に対して報

復行為を行うことも、そのような者に対するハラスメント

や報復行為を容認することもありません。 

これが意味することは、皆さんが違法もしくは非倫理

的であると疑われる行為または本規範に違反してい

ると疑われる行為に対して関心を喚起した、その行為

の調査に関連する情報を提供した、あるいは法律に

より保護されているその他の活動に従事したことを理

由として、INDICORが解雇、降格、望ましくない任務

への異動、またはその他の差別を行うことはないという

ことです。 

ただし、INDICORは、(1) 故意に虚偽の告発を行う

者、(2) 故意に虚偽の情報をINDICORに提供する

者、(3) 本規範、適用法もしくはその他のINDICORのポリシー・手順に違反する者、または (4) その他

の不適切な行為をした者に対して懲戒処分を行う権利を留保しています。 

報復行為とは、社員が善意に基づいて報告を行った、もしくは将来的に報告を行う予定があることを

理由に、または法律で保護されているその他の活動に従事した者に対して取られる消極的な雇用上

の措置を意味します。 

善意に基づいて報告するということは、非倫理的なことが起きていることを確信していなければならない

ということではなく、どこかおかしいかもしれないと信じるに至る妥当な理由があるということです。 

違反の報告手段： 

• 上司に報告する 

• コンプライアンス責任者に報告する 

• www.INDICOR.ethicspoint.com

に電話または電子メールで報告す

る 

注記： 

• 報告は対面で行うことはもちろん、

電子メールや電話を利用することも

可能です。 

• 皆さんからの質問や懸念は、法律

で認められている場合、機密情報

として扱うことも匿名を維持すること

もできます。 

• INDICOR の倫理・コンプライアンスラ

インに報告する際は、個人を特定

できる情報を提供する必要はあり

ません。 

http://www.indicor.ethicspoint.com/
http://www.indicor.ethicspoint.com/
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懲戒処分 

INDICORは、本規範または当社のポリシー・手順に違反していることが判明したすべての社員に対し

て、適切な懲戒処分を行います。懲戒処分には、必要に応じ法律で認められている場合、即時解
雇が含まれます。これは、役職にかかわらず、全社員が対象となります。 

 

重要な点として、法的要件と規制上の要件に違反した場合は、罰金や禁固刑など民事上や刑事

上の刑罰が個人的に課せられる可能性があることを常に意識するようにしてください。INDICORが損失

を被った場合は、損失の責任者に対して救済を申し立てる場合があります。法律違反があった場

合、INDICORはしかるべき機関に全面協力します。 

守秘義務 

本規範で定められている懸念の報告は、実行可能な範囲で、または法律で認められている範囲で

機密情報として扱われます。 

ただし、問題の解決に当たるため、機密情報の開示が必要となる状況があることも認識しておく必要

があります。詳細は、「機密情報」に関するセクションをご覧ください。 

  

懲戒処分の対象となり得る行動 

• 本規範またはINDICORのその他のポリシーに違反すること 

• 他者に本規範またはINDICORのその他のポリシーに違反するよう依頼すること 

• 違反の事実もしくは疑いを直ちに報告しないこと、または、それらをうやむやにす

る、もしくは隠蔽するための措置を取ること 

• 違反または潜在的な違反について虚偽の情報を故意に提供すること  

• 違反の疑いを報告した、または保護されているその他の措置を取った別の社員

に対して報復行為を行うこと 

• 適用法に違反すること、または、自分自身あるいはINDICORにその他の刑罰

（罰金や実刑判決）もしくは民事制裁（損害裁定、罰金）を課すこと 
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コンプライアンス責任者 

コンプライアンス責任者は、以下を含む本規範の実施および実行を管理する責任を負います。 

• 本規範、関連するポリシーや慣行、手順の実施を監督すること  

• 本規範の管理と遵守を監督すること（施行を含む）、必要に応じて適切な懲戒処分が一貫

して適用されていることを確認すること  

• 報告があった本規範の違反の調査を実施または監督すること  

• 不正行為への適切な対応を調整し、再発防止策を講じること  

• 本規範の対象となるテーマについて必要なトレーニングプログラムを調整すること  

• 本規範に関する質問に回答し、本規範に関するガイダンスを社員に提供すること  

コンプライアンス責任者への連絡は、対面ではもちろん、ウェブサイト

（www.INDICOR.ethicspoint.com）や電子メール（ethics@indicor.com）で行うことも可能です。ま

た、電話でコンプライアンス責任者に連絡することもできます。コンプライアンスに関する連絡の際の電

話番号は、www.INDICOR.ethicspoint.comのウェブサイトに国別に掲載されています。 

本規範を実施するうえでの皆さんの責任とコミットメント 

INDICORのすべての社員には、本規範の精神と条文を遵守する義務があります。これは、世界中どこ

にいても、適用される法的要件を遵守することを意味します。さらに、社員は、常に倫理的に行動す

ること、そして、最適な行動について確信が持てない場合は社内の担当者と質問や懸念について話

し合うことが奨励されています。 

社員にはINDICOR入社時に本規範のコピーを渡し、コピーを受け取ったことを通知してもらいます。そし

て、年に一度、引き続き本規範を遵守していくことを承諾してもらいます。 

本規範が更新された場合は、修正点または変更点を反映して、必要に応じて社員に配布されます。  

http://www.indicor.ethicspoint.com/
mailto:ethics@indicor.com
http://www.indicor.ethicspoint.com/
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機密情報 

INDICOR は、事業に関する情報の機密性を保持する権利と、その情報を適時、完全かつ正確に公

開する責任ならびに適用法により発生する権利・義務のバランスをうまく取っていかなければなりませ

ん。これが意味することは、INDICOR は機密情報を扱う社員または機密情報を知った社員に対し、

以下のガイドラインと手順を遵守することを義務付けているということです。 

保護すべき情報 

機密情報とはどのような情報を指すのでしょうか？  機密情報とは、以下に該当するすべての企業情

報（または INDICOR が他者から委託された情報）を指します。 

• 一般的に知られていない  

• 開示された場合、競合他社の役に立つ可能性がある 

• 開示された場合、INDICOR（INDICOR の顧客もしくはビジネスパートナー）に悪影響を与える 

当社に委託された情報を保護する義務 

開示が許可されている、または法的に義務付けられていて、あらゆる適用法の対象となっている場合

を除き、私たちには、INDICOR、「指定企業」、またはその顧客から委託されたすべての機密情報の機

密性を保持する義務があります。 

「指定企業」とは、INDICOR が以下のような取引を行う企業を指します。 

• 現行の契約（顧客、商品・サービスのサプライヤー、ライセンシー・ライセンサー）  

• 締結する可能性のある契約（合弁事業や共同入札などの交渉、証券または資産の取得／

売却を含む）  

「重要な」情報 

私たちは、「重要な」非公開情報の機密性を維持することにとりわけ注意を払う必要があります。 

「重要な」情報は、事業計画やその他の文書、会話という形で入ってくることもあれば、緊急報道発

表でも得られる場合があります。ラベルやスタンプは、文書や資料に機密情報が記載されていることを

示すために使われる場合が多いですが、ラベルやスタンプが貼ってあるかないかだけに頼らないようにし

てください。ラベルやスタンプが貼ってある場合でも、資料を確認し、自分自身で判断する必要があり

ます。 

アクセス制限 

重要な非公開情報へのアクセス権は、「知る必要がある」場合にのみ INDICOR の社員に限定して付

与されます。これは、情報を知る INDICOR の社員の数と情報が記載された文書の複製・配布を制限

するために、あらゆる合理的な努力を払う必要があることを意味しています。 

一般的には、非公開情報へのアクセスを制限し、その他の方法で非公開情報の機密性を保護する

ために取るべき手段について、最善の判断下す必要があります。確信が持てない場合は、上司または

INDICOR の顧問弁護士に直ちに相談してください。 
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非公開情報の開示 

一般的に、非公開情報を公開することは経営陣の責任であるため、非公開情報が公開されたかどう

か、または非公開情報が公開されたとあなた自身が確信しているかどうかにかかわらず、法律で明示

的に許可されている、認められている、または要求されている場合を除き、非公開情報の機密性を維

持することが重要です。 

社外の人から連絡を受け、機密情報についての話し合いを持ちかけられた場合は、機密情報を開示

せず、INDICOR のしかるべき経営陣に付託してください。「知る必要がある」場合を除き、INDICOR の

顧問弁護士またはその他のしかるべき経営陣の事前承認なしに開示してはなりません。 

重要な非公開情報の取り扱い方 

INDICOR で業務を行うことにより情報が手に入る場合は、以下の点に注意してください。 

• 絶対的に知る必要がある場合、または、情報が悪用されることはない、もしくは情報の受領

者によって情報が不正に開示されることはないと信じることが合理的である状況を除き、

INDICOR の社内外の人物（家族を含む）に重要な非公開情報やその他の機密情報を開示

してはなりません。 

• 重要な非公開情報の影響を受ける可能性のある会社の有価証券の取引を行うことを推奨

または提案してはなりません。 
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顧客、サプライヤー、競合他社との関係 

当社の成功は、顧客やサプライヤーと良好な関係を築くことができるかどうかで決まります。この目標を

達成するために不可欠なことは、信頼できる雰囲気を作り上げ、実績に基づいてソリューションや製品

を販売することです。 

公正な取引 

私たちは皆、INDICOR の顧客、サプライヤーおよび競合他社と公正に取引することを目指す必要があ

ります。そのためには、内部情報を操作、隠蔽、もしくは不正使用したり、重要な事実を虚偽表示し

たり、またはその他の不正取引を行うことにより、誰かの弱みに付け込むことがあってはなりません。 

不正競争 - 反トラスト法 

すべての社員は、米国の反トラスト法および INDICOR ま

たはその関連会社が事業を行うすべての国の競争法を

完全に遵守する必要があります。一般的に、競争に関

する米国の法律が現地法と異なり、どちらの法律が適用

されるかはっきりしない場合は、より厳しい基準が適用さ

れます。 

反トラスト法は、競合他社間で価格、販売条件、利

益、顧客・市場・地域の分割もしくは配分、与信、販売

形態、または競争を抑制するその他の活動について了

承したり合意したりすることを禁じています。 

当社の顧客やその他の情報源から得られる競合他社の

戦略や市況に関する情報は、正当かつ望ましいものです

が、当社の競合他社とのやり取りの仲介を顧客に依頼

するようなことがあってはなりません。 

不適切な状況下や疑わしい状況下で、他社の企業秘

密を取得する、受け入れる、開示する、または使用する

ことは禁じられており、あなた自身または INDICOR がその

ような情報を保有していることを示唆してはなりません。

企業秘密には、一般的に知られていない内容や確認で

きない内容で、所有者が一般的に開示しておらず、所有者によって保護される可能性が高い情報や

文書、資料が含まれます。 

また、INDICOR 製品の再販について、顧客が自由に価格を設定することを直接的または間接的に制

限しようとしてはなりません。 

さらには、INDICOR の競合他社との不要な接触も避ける必要があります。原則として、競合他社との

接触ややり取りは、不測の状況で避けられない場合（展示会や一部の社外セミナーなど）に限定し、

それ以上接触したりやり取りを行ったりする場合は事前に適切な許可を得なければなりません。 

行動基準 

• 反トラスト法の条文と精神に反

する、あるいは反していると考えら

れる可能性がある行動を避け

る。 

• 競合他社と価格について合意し

たり了承したりしてはならない。 

• 不当に競争を規制または制限し

ようとしていると解釈される可能

性がある禁止行為（価格設定

や販売条件など）に関与したり、

それらについて競合他社やその

他のビジネスパートナーと話し合

ったりしてはならない。 
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マーケティング：競合他社に対する誹謗 

INDICOR の広告およびマーケティングは、不正な取引慣

行を禁じる、適用されるすべての法令および規則に準拠

したものでなければなりません。これには、広告および販

売促進に関するポリシーが含まれます。 

INDICOR の製品やサービスの品質を重視することは当

社の方針ですが、競合他社または競合他社の製品・サ

ービスについて、根拠のない中傷的なコメントをしてはな

りません。競合他社または競合他社の製品・サービスに

関するコメント（口頭または書面によるもの）は、事実に

基づいた公正かつ完全なものでなければなりません。 

競合他社または競合他社の製品・サービスについて話を

する際は、以下の点に注意してください。 

• 競合他社の特色やビジネス慣行に関するコメン

トを避ける（例：競合他社の営業担当者はモラ
ルに欠けている、あるいは、信頼できない人だと

顧客に言う）。 

• 最も重視すべきは、競合他社の弱点ではなく、INDICOR の能力、専門知識、製品や顧客へ

のサービスの利点である。 

• 競合他社の製品・サービスとは関係のない問題や弱点への言及を避ける（例：財政難、係争
中の訴訟、政府による調査）。 

• 競合他社が現在公開している情報、または競合他社の現行製品に関する事実に基づいた

その他のデータで実証されていない限り、競合他社の製品・サービスの仕様、品質、有用性ま

たは価値についてコメントしてはならない。 

• INDICOR が競合他社の製品・サービスまたはその特徴のひとつを考案したという根拠のない主

張をしてはならない。 

製品の安全性 

INDICOR の重要な事業目的のひとつは、操作も取り扱いも安全な製品のみを製造・販売することで

す。そのため、INDICOR の製品は、品質と安全の基準が満たされていることを保証するための検査が

行われます。さらに、当社の製品には、関連性のある明確な安全情報、ならびに、当社の製品が人

間や施設、環境に及ぼす可能性がある合理的に予見可能な危害についての適切な警告および指

示が添えられています。 

重要なことは、欠陥がある、安全でない、または使用目的に適していないことがわかっている製品の出

荷を許可しないことです。 

あなたは広告またはマーケティング

を担当していますか？ 

その場合、以下を行うことが重要

です。 

• 広告が虚偽ではなく真実であ

ること、ならびに、適用されるす

べての法令、規則およびポリシ

ーに準拠していることを確認す

る 

• 性能や品質などに関するすべ

ての宣伝文句を検証する 



 

2023 年 1 月 

 

12 

医療事業 

INDICOR の医療事業では、当社の医療用製品の開発、製造、物流および販売に対して適用される

すべての法律および規制要件に従っています。これらの事業に携わる社員は、規制、製品の品質およ

び安全の基準、ならびに適用されるその他すべての基準および要求事項を確実に遵守しなければな

りません。 

顧客への贈答品、接待および／または旅行の申し出 

個人的な贈答品、接待の申し出、旅行、割引、または特別待遇により顧客の購買の意思決定に

不適切な影響を与えようとすることは容認できない不正行為であり、場合によっては違法とされ、その

ような行為は禁じられています。そのため、顧客または見込み客に対して、INDICOR の事業利益との

関係に不適切な影響を与えようとしている、またはそのように解釈される可能性がある金銭、贈答

品、もしくはその他の有価物を申し出てはなりません。 

現地の伝統やビジネス慣行により、特定の場面で贈答品の提供が求められる場合があります。その

場合、その贈答品にかかった費用が完全に文書化されていることを条件に、少額のささやかな贈答品

を渡すことができます。また、贈答品がコンプライアンスに関する INDICOR の詳細なプログラムやポリシ

ーと一致していることも重要です。特定の限られた状況下では、上司またはコンプライアンス責任者の

書面による事前承認を得ることで、旅行や接待を含む高価な贈答品が許可される場合があります。

法律で禁じられている場合、または不適切な影響を与えることを意図している、もしくはそのように考え

られる場合、贈答品は絶対に認められません。  また、現金または現金同等物（例：ギフトカード）の贈

答品は一切容認されません。 

ベンダーやサプライヤーからの贈答品の受

領 

あなたに提示される業務上の高価な贈答品

は、ベンダーまたはサプライヤーの選定に不適切

な影響を与えることを目的としている場合があり

ます。そのため、ベンダーやサプライヤー企業、そ

の代理店からの贈答品の受領を規定した

INDICOR の基準には、当社の顧客および見込

み客への贈答品の提供に関する基準が反映さ

れています。 

ベンダーやサプライヤーからの贈答品や接待の

受領については、現地の慣習や裁量、適切な

判断に従って判断する必要があります。原則と

して、少額のもの（現金および証券以外）である

ことを条件に、業務上の贈答品を受け取ること

ができます。食事や接待、宿泊施設、旅行の

申し出の場合、そのような申し出を受けた者が、同様の価値がある贈答品を提供し、INDICOR の通

贈答品を受領する前に自問してくださ

い。 

• 取引関係において、贈答品の種

類や申し出は適切か？ 

• 頻繁に接待を受けているか？ 

• 上司または最高コンプライアンス

責任者から事前承認を得ている

か？ 
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常の経費精算手順に基づいてそれを必要経費として請求することができる立場にあるかどうかという

相互主義の原則を考慮したうえで、適切な判断に従って受領するかどうかを決断するものとします。 

本ポリシーに基づき、特定の贈答品が許容されるかどうかについて懸念がある場合、または本規範で
取り上げられていない贈答品や接待の承認を希望する場合は、上司またはコンプライアンス責任者
者に連絡してください。 

 

 

  

贈答品や接待に関しては、以下の点に留意してください。 

過度な贈答品や不適切な贈答品を提供したり、不適切な印象を与えたりしない。 

サプライヤー、顧客、または競合他社からいかなる種類の贈答品、接待、待遇を求めない。 

上司またはコンプライアンス責任者の承認がない限り、高価な贈答品を受領しない。 

贈答品は、当社の会計帳簿および財務記録に適切に反映する必要があります。 

上司や最高コンプライアンス責任者の承認を得るにあたり、贈答品を事前に開示することで、多くの

場合、考えられる問題や誤解の可能性を排除することができます。 

贈答品に政府または公務員が関与している場合は、海外腐敗行為防止法の項目に記載されてい

る情報を遵守することが極めて重要です。 
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社員に対する責任 

INDICOR とあらゆるレベルの社員との関係は、相互の尊重と信頼、そして共通の目的のもとに成り立

っています。以下に概説するように、互いに敬意を持って接することは、優れた事業活動の基盤となる

ものです。 

健康および安全 

INDICOR は、適用されるすべての法令を遵守し、常に安

全で健康的な職場を提供できるよう努力しています。その

取り組みをサポートするため、皆さんは適用されるすべての

職場の健康・安全規則に従って行動することが求められま

す。職場の健康および安全に関する要件の遵守が義務

付けられている役職に就いている社員は、適切なトレーニ

ングを受ける必要があります。 

脅迫や暴力行為は許容されず、直ちに報告しなければな

りません。脅迫した、または暴力行為をはたらいた社員は、

解雇、民事訴訟および／または刑事訴追を含む懲戒処

分の対象となります。 

差別およびハラスメントの禁止 

INDICOR は、すべての適用法を遵守し、人種、肌の色、年齢、出身国、国籍、性別、性同一性、

性表現、性的指向、宗教、障がい、妊娠の有無、軍歴、その他法律によって保護される特性に基づ

いて、雇用、昇進またはその他の雇用慣行において差別しません。INDICOR は実際、人種的マイノリ

ティグループや女性、退役軍人、障がい者の有資格者を採用、雇用、昇進することに強い決意で取

り組んでいます。 

INDICOR は、人種、肌の色、宗教、性別、性同一性、性表現、性的指向、出身国、国籍、軍歴、

年齢、妊娠の有無、障がいなどを理由に、いかなる社員に対しての暴言や暴行、脅迫、中傷行為、

または、敵意や嫌悪感を示す行為を含む、あらゆる形態のハラスメントも存在しない職場環境を維

持していくことを固く決意しています。したがって、そのようなハラスメント、中傷的なコメント、侮辱は一

切認められません。 

ハラスメントにはさまざまな形態があり、好ましくない発言や身体的接触、書面によるコミュニケーショ

ン、分別のある人が不快だと感じるような度重なる不正行為などが含まれます。性的な性質があるか

ないかにかかわらず、あらゆる種類のいじめやハラスメントは、当社のポリシーに違反する行為です。加

害者が意図していなくてもハラスメントは成立します。 

 

 

安全な職場環境の推進をどのよう

に支援できるか？ 

• 本規範ならびに適用される法

律およびポリシーに従う。 

• 危険な動作や行動を見かけた

ら、すぐに介入する。 

• 自分の意思決定や行動が、

他人の健康や安全にどのよう

な影響を与えるか把握してお

く。 
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プライバシー 

INDICOR は社員のプライバシーを尊重しています。社内のファイルで収集されるデータのほとんどは個

人の経歴や家族、収入、貢献度、健康に関するものであり、それらは本質的に機密情報であることも

認識しています。この種の情報にアクセスできる社員は、そのような記録やそのような情報の開示に守

秘義務の基準を課す、適用される法令および規則をすべて遵守しなければなりません。したがって、

法律で要求される可能性のある開示とは別に、そのような記録にアクセスできる者でも、知る必要が

あることが証明されている場合を除き、社員の個人的な事柄に関するデータを社外の人に公開するこ

とはできません。 

薬物乱用 

INDICOR は、薬物乱用のない職場を提供することを約束します。したがって、社員は、違法または無

許可の薬物、マリファナ、アルコールの影響を受けずに職務を遂行できる状態で出勤する必要があり

ます。さらに、勤務時間中あるいは会社の敷地内で違法または無許可の薬物、マリファナもしくはアル

コールを使用、所持または売買することは禁じられています。 

労働組合の代表 

INDICOR は社員への個別対応を好む一方で、組合や労働協議会の代表に関する問題は、部門ご

とに法の枠内で解決する必要があることも認識しています。そのため、代表集団が存在する場合に

は、信義誠実と相互尊重の原則に基づき、INDICOR はそれらの代表組織との関係構築に努めま

す。INDICOR は、労働時間や正当な賃金など雇用、移民、労使関係を規定した、適用されるすべ

ての法令および規則を遵守することを約束します。 

  

すべきこ

と： 

• 同僚の多様な特性を尊重

する 

• 互いを尊重しながらチーム

内で信頼を築く 

• 誰かがハラスメントやいじめを受け

ているのではないかと疑われる場

合やそのような場面を目撃した場

合は、声を上げる 

してはな

らないこ

と： 

• 自らの言動により敵対的な環境

や威圧的な環境を作る   

• 不適切なコメントやジョークを言う 

• 誰かを侮辱したり罵倒したりする 

 

自分（または別の社員）が差別やハラスメントを受けたと思ったら、上司もしくはコンプライアンス責任者に、ま

たは INDICOR の倫理・コンプライアンスライン（www.INDICOR.ethicspoint.com）を通じて報告する必要があり

ます。差別、ハラスメント、敵対的な職場環境、安全もしくは環境に対する懸念、または報復に関与してい

る社員、元社員、ベンダー、顧客あるいは請負業者による／対するあらゆる種類の申し立てはすべて、人

事部、法務部、またはビジネスリーダーがコンプライアンス責任者に報告しなければなりません。 

http://www.indicor.ethicspoint.com/
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利益相反および事業機会 

利益相反 

私たちは、INDICORの最善の利益と相反する、または相反していると考えられる行動を避けるよう注

意を払う必要があります。「利益相反」は、私的利益または個人の利益が何らかの形でINDICORの利

益を阻害する場合、または阻害していると考えられる場合に発生します。利益相反には以下のような

ものが含まれます。 

• 個人的な利害関係を有する取引においてINDICORの代表を務めること  

• INDICORの取引先から個人的な待遇を求めること 

• INDICORの競合他社、サプライヤー、顧客のもとで働いたり、それらに助言やコンサルティング

業務を提供したりすること、INDICORと競合する事業を営むこと、またはINDICORでの業務を

妨害する地位に就くこと 

• INDICORの取引先または競合他社の役員や取締役に就任すること、またはそのような企業と

金銭的利害関係を持つこと  

• INDICORに対する個人の忠誠心が矛盾する可能性があるその他の状況  

このような事態は、コンプライアンス責任者の承認がない限り回避しなければなりません。 

INDICORの社員は、INDICORの顧客、サプライヤー、販売業者、営業担当者または競合他社に対し

て、忠誠心の矛盾を引き起こす、または忠誠心の矛盾が生じる可能性がある金銭的利害関係を持

つことはできません。 

社員がINDICORから融資を受ける場合

は、INDICORの取締役会または指定され

たINDICORの委員会から事前に承認を得

る必要があります。 

社員は、コンプライアンス責任者の事前承

認がない限り、会社の敷地内で、または勤

務時間中に（私用に使える有給休暇を含

む）、他の関係者の副業をしたり、そのよう

な仕事を求めたりすることはできません。ま

た、会社の機器、電話、資材、リソース、

または専有情報を副業に使用することも

認められていません。 

 

各社員は、実際の利益相反または潜在

的な利益相反について、直ちに上司また

はコンプライアンス責任者に開示しなけれ

ばなりません。 

利益相反は、社員が以下のような行為を

した場合に発生する可能性があります。 

• 職務を客観的かつ効果的に遂行

することが困難になる行動を取った

時やそのような利害関係がある時 

• INDICOR での自らの地位を利用し

て、直接的または間接的に不正な

個人的利益を受け取った時（間接

的な利益は家族に提供される場

合もあります） 

取引の正当性に疑問がある場合は、上司

またはコンプライアンス責任者に相談してく

ださい。 
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事業機会 

正当な利益を促進する機会が生じた場合、社員はINDICORに対して正当な利益を促進する義務を

負います。社員は以下を行ってはなりません。 

• 会社の財産や情報、会社での地位を利用して見出したビジネス機会を個人的に利用するこ

と、あるいは他者が自分たちのためにそうした機会を利用できるよう援助すること 

• 個人的な利益（INDICORからの報酬以外の利益）のためにINDICORの社名を出したり、会社

の財産や情報、地位を利用したりすること  

• INDICORと競合すること  

各社員は、とりわけINDICORの事業機会が悪用される可能性に注意を払い、確信が持てない場合

は、直ちに上司またはコンプライアンス責任者に相談してください。 
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企業資産の保護 

私たちには、盗難や紛失、悪用から INDICOR の資産を守る義務があります。資産には以下が含まれ

ます。 

• 無形固定資産（例：顧客リスト、製造プロセス、設計図および仕様書、ソフトウェアコード、知

的財産、および、書面またはデジタルで保存されたさまざまな情報）  

• 有形資産（例：金銭、機器、備品、設備、在庫、資材） 

INDICOR の企業秘密や事業データ、独自の専門知識を産業スパイから守るために常に警戒すること

が求められます。 

同様に、責任を持って INDICOR のリソースを管理するには、INDICOR の重要資産と社員の業務時

間の使い方を正確に把握する必要があります。INDICOR のリソースを転用して不正使用することは禁

じられています。 

企業資産の適切な使用 

会社の資金や財産にアクセスできるすべての

社員は、最大限の誠実性を持ってそれらを管

理し、そのような資産の悪用を防ぐ絶対的な

責任を負っています。INDICOR の社員による

不正行為、窃盗、横領など企業資金の不適

切な調達手段は、非倫理的かつ違法であ

り、到底容認できません。明示的に許可され

ている場合を除き、INDICOR の財産（例：調

度品、機器、備品、ならびに、ファイルや参考

資料、報告書、コンピューターのソフトウェア、

データ処理システム、データベースなど

INDICOR が独占的に使用するために形成、

入手または複製された財産）を悪用したり、

INDICOR の施設から持ち出したりすることはで

きません。 

INDICOR のコンピュータープログラムおよびデー

タの完全性が損なわれることがあってはなりません。意図的または非意図的な破壊からこれらの資産

を保護する際は最大限の注意を払います。 

INDICOR の製品・サービスは INDICOR の財産です。社員が INDICOR に雇用されている間にその製

品・サービスの開発・実施に対して行った貢献も会社の財産であり、当該社員の雇用が終了しても

会社の財産であり続けるものとします。 

会社の財産の盗難または不正流用を防止するためには、通常の事前対策を講じて損失を抑えるよ

う絶えず注意を払い、会社の資産を慎重に取り扱うことが重要です。 

会社の財産を保護する手段： 

資産を使用することが適切なケース 

• 本来の事業目的に使用する場

合 

• INDICOR から支給されている電

話またはコンピューターを合理的

かつ限定的に使用する場合 

資産を使用することが不適切なケース 

• 副業や個人的な政治活動に使

用する場合 

• 違法な資料や非倫理的な資料

をダウンロード、閲覧、または送

信するために使用する場合 

 



 

2023 年 1 月 

 

19 

• IT のポリシーや手順に従う 

• 機器や備品、資材を保護する人物が不在な場合はしまっておく  

• ユーザーID やパスワードを保護する 

• フィッシング詐欺をはじめ、機密性の高い個人情報や企業情報を入手しようとする不正行為

に注意を払う 

• 攻撃者は会社の社員をだまし、会社の財産を不正に入手しようと常にもくろんでいる（例：嘘

の口実で会社の資金をだまし取る）ことを認識する 

• 不審者や不審な行動を警備員に通報する  

• 違法なアプリケーションやソフトウェアをダウンロードしないようにする  

• 権限のない人物がいるところで（廊下、エレベーター、レストラン、ソーシャルメディアのプラットフ

ォーム）会社の機微情報や機密情報について話し合わないようにする  

記録管理 

適用されるすべての法令および規則を遵守しながら、訴訟、監査または調査の際に利用できるよう記

録を維持することが重要です。 

すべての社員は、適切な許可を受けた社内外の調査に全面協力する必要があります（本規範の違

反や係争中の訴訟を含む）。調査または法的保留に従って文書の保存を要請された場合はその要

請に完全に従い、関連情報を提供しない、改ざんしたり破棄したりする、あるいは伝達しないというこ

とがあってはなりません。 

知的財産 

INDICOR はこれまで、以下を含む知的財産に多額の投資を行ってきました。 

• 特許 

• 商品名 

• ソフトウェアコード 

• 商標 

• ブランド名 

• 専有情報（例：プロセス、データ、専門知識、企業秘密、公式、改善点、生産技術、コンピ

ュータープログラム、ベンダーや顧客の連絡先・リスト）  

INDICOR 独自の技術や企業秘密が漏洩しやすいため、社員は INDICOR の社内外を問わず、権限

のない人物に情報を開示することはできません。また、それらの情報を不注意に開示しないよう、合理

的な予防対策を講じる必要があります。この会社情報の守秘義務は、個人が INDICOR を退職した

後も適用されます。 

また、INDICOR は知的財産や専有情報の権利の保護を求めていると同時に、他者の財産権も尊重

しています。したがって、特許権者または著作権者の許可を得ている場合を除き、社員がコンピュータ
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ーのソフトウェア、録音・録画、出版物もしくはその他の保護された知的財産などの資料を電子的また

はその他の手段により傍受、複製あるいは盗用することは、INDICOR のポリシーに反する行為となりま

す。適切な法的保護措置が講じられている場合を除き、外部の情報源から機密情報を提供すると

の申し出があっても、その申し出を断らなければなりません。 

会社の記録および報告の正確性 

当社の社員は皆、通常業務の一環として記録を作成しており、INDICOR で働くすべての人が真実か

つ正確な陳述のみを行うことが重要です。これは、INDICOR の記録だけでなく、政府機関やサプライヤ

ー、顧客、報道機関、一般市民にも適用されます。INDICOR の財務記録および業務記録（タイムシ

ート、売上記録、必要経費を含む）の作成、送信または入力に携わるすべての社員はその責任を負

い、完全に、正直かつ正確に行うよう心がけなければなりません。 

正確性を確保する方法 

本ポリシーを確実に遵守するためには、以下に取り組むことが重要です。 

• 一般に公正妥当と認められた会計原則および INDICOR の内部統制に関するポリシー・手順

に従い、事業取引が適切に許可されていること、それらの取引の明確かつ正確な項目がすべ

て INDICOR の帳簿や記録に作成され、記録されていることを確認する  

• すべての取引または支払いの本質を、その証拠書類に詳述する  

• 非公開の資金もしくは未計上の資金、またはその他の資産の存在を報告する  

• 規制当局への報告がすべてを網羅し、公正かつ正確であり、時宜を得たわかりやすいもので

あることを確認する  

• INDICOR の財務記録の調査や監査に協力する 

• 概算や見越額を会社の報告書および記録に記載しなければならない範囲で、(i) それらが適

切な文書によって裏付けられており、INDICOR の会計方針と会計手順に準拠した誠実な判

断に基づいていること、(ii) 重要な範囲で経営陣によって承認されていることを確認する  

• 支払いは常に、関連する商品やサービスを実際に提供した個人または企業に対してのみ行わ

れることを確認する 

• 税務当局とのやり取りが INDICOR の会計方針や手続きに従って処理されていることを確認す

る  

すべての社員は、正確な必要経費を計上することが求められます。食べていない分の食事、走行して

いない距離、未使用の航空券、または負担していないその他の費用を必要経費として計上すること

は不正報告であり、そのような行為は禁じられています。 

会計管理 

すべての取引は、一般に公正妥当と認められた会計原則、財務報告やその他の内部統制に関する

INDICOR の内部統制、および適用されるその他の会社のポリシー・手順に従って、INDICOR の帳簿お

よび記録に適切かつ正確に記録しなければなりません。記録に残っていない銀行口座、企業の資金
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または資産を維持することはできず、企業の帳簿または記録に記載されているすべての項目は正確で

あるとともに、INDICOR のポリシー・手順に準拠している必要があります。さらに、INDICOR で働くすべて

の人は、それぞれの職務の範囲内ですべての記帳および政府機関への記録が真実かつ正確であるこ

とを確認する責任を負っています。 

本規範の対象となるすべての INDICOR の社員は、財務諸表にあえて誤解を招くことを目的として、

INDICOR の財務諸表の監査または審査に従事する独立会計士または公認会計士を強要したり、

操作したり、欺いたり、不正に影響を与えるような行動をとることは禁じられています。 

書類作成 

企業資金の支払いの一部が、その支払いを裏付ける文書に記載された目的以外の用途で使用さ

れることを意図している場合、あるいはそのような理解のもとでは企業資金を支払うことができません。 

企業活動を記録する書類を作成する際は、そのような事項を監督または管轄するしかるべき政府機

関ならびに INDICOR による報告についてのポリシー・手順および要件に従う必要があります。書類は

正確に記載することはもちろん、法律や規制またはそのような機関による指示によって規定されている

とおりに保持しなければなりません。政府の省庁もしくは政府機関の管轄範囲内にある事項の調査ま

たは適切な管理を妨げる、妨害する、あるいは不正に影響を与えることを意図して、社員が書類や

記録を破壊、変更、または偽造することは固く禁じられています。 

マネーロンダリング防止 

INDICOR は、マネーロンダリングやテロリストの資金調達の防止、発見、報告に全力で取り組んでいま

す。マネーロンダリングとは、違法な手段で入手した収益を転換して、正当な手段で得た資金と見せ

かけることです。INDICOR を守るためには、当社の製品・サービスがこれ以上マネーロンダリングに利用

されないように真摯に取り組む必要があります。不審な行為を発見した場合は、直ちに上司またはコ

ンプライアンス責任者に報告してください。  

社外とのコミュニケーション 

会社情報を開示する際はすべての開示内容が正確であること、そして適用される法令に完全に準拠

していることを確実にするため、そのような開示はすべて明確に定められたルートを通じてのみ行われる

ものとします。詳細は「報道関係者からの問い合わせ」をご覧ください。 

執行役員は皆、これらの要件に従って職務と責任を遂行するだけでなく、下記事項を確実に実行す

るために十分な注意を払って報告制度と報告手順を確立し、管理します。 

• 社外コミュニケーションでは正確かつわかりやすい情報が公開されるため、重要な事実を偽って

伝えたり省略したりしない  

• 一般に公正妥当と認められた会計原則および INDICOR が定めた財務方針に従い、事業取

引が適切に承認され、完全かつ正確に INDICOR の帳簿および記録に記載されていることを

確認する  

• 社内記録を保持または廃棄する際は、INDICOR の既定のポリシーおよび適用される法的要

件・規制上の要件に従っていることを確認する 
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一般市民に対する責任 

公務員との関係、海外腐敗行為防止法 

INDICOR は、海外腐敗行為防止法（FCPA）および

英国贈収賄防止法を含む、適用されるすべての贈

収賄防止法および汚職防止法を厳守しています。

INDICOR は、事業を獲得または維持することを目的

として、直接的または間接的に外国の政府関係者

や外国の政治家候補に有価物を提供することを禁

じています。 

INDICOR は、贈収賄防止法および汚職防止法を遵

守するためのポリシー、手順および内部統制を策定

しました。これには、第三者を通じて汚職に関与する

リスクを軽減することを目的とした第三者によるデュー

デリジェンスの実施も含まれます。 

国会議員、規制機関、政府の現場職員またはその

他の公務員、政党、政党の職員または政治家候補

と取引する際、INDICOR の社員は以下の行為が禁

じられています。 

• 事業を獲得、維持、または管理することを目

的とした不正行為に関与すること  

• そのような人たち、またはその関係者に対し、

不適切な行動をとるよう、または必要な行動

をとらないよう、あるいは職務遂行中に別の

方法で不適切な影響を与えること  

一般論として、いかなる理由であろうと、政府関係者

に対して支払いをしたり、贈答品やその他の有価物を提供したりしてはなりません。事業の提供や継

続のための資金流用を伴わない日常的な政府活動の遂行を促進するために、外国の政府代表者

または準政府の代表者に対して INDICOR の社員が適切な支払いを行うことが米国や外国の法律で

認められている場合も含め、米国でも外国でも上記一般論が成立します。 

第三者を利用して贈収賄を隠蔽しようとすることはできません。サプライヤー、代理店、販売業者、ビ

ジネスパートナーは、INDICOR で働いていること、または INDICOR の代理として働いていることに関して

賄賂を申し出たり受け取ったりすることはできません。リスクがあると判断された第三者に対しては、適

切なデューデリジェンスを実施しなければなりません。本規定を確実に遵守するためには、支払いと経

費を注視し、監査を受ける必要があります。 

 

当社の責任 

• ビジネス上の利益を得るために、政

府関係者に対して有価物（名目の

如何を問わない）を申し出る、約束

する、提供することは禁じられていま

す。 

• 第三者があなたに代わって禁じられ

ている支払いを指示する、認める、

許可することも絶対にあってはなりま

せん。 

• 政府関係者に有価物を不当に提供

するために支払いが利用される可能

性が高いことを知っている場合、ある

いはそのように信じる理由がある場

合、第三者に対して支払いを行って

はなりません。 

• 支払いをしたり、領収書をもらったりし

たら、必ず適宜、正確かつ完全に記

録してください。 

贈収賄は金銭、贈答品、サービス、ま

たはその他の利益という形態で行われ

ることを忘れないでください。 
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政治活動および政治献金 

INDICOR は、選挙に関連して企業が政治献金を行うことを禁じる法律を含め、政治献金に関する適

用法を遵守することに尽力しています。INDICOR の社員は、勤務時間中に会社の財産や機器を使

用して個人的な政治活動を行うことを禁じられています。また、当社執行役員の事前承認なしに、

INDICOR の社名で、または INDICOR を代表して政治献金を行ってはなりません。これには、候補者

への直接的な献金だけでなく、政治イベントのチケット購入、商品やサービスの提供、広告やその他

選挙費用の支払いなどの行動・活動も含まれます。 

会社によって、または会社を代表して行われた慈善寄付は、顧客、ベンダー、政府職員、または第三

者の意思決定に影響を与えることを目的としたものであってはなりません。 

報道関係者からの問い合わせ、公式声明 

INDICOR の企業情報が正確に、適用される法令に完全に準拠して開示されるよう、INDICOR は明

確に定められたルートを通じてのみ開示を行うことを義務付けています。ただし、その他のルートから情

報を開示することを明確に許可されている場合を除きます。 

INDICOR に関して発表されるニュースが事実に基づいたタイムリーなものであることに加え、一貫性が

あり、適用される法的要件にも準拠していることを確実にするため、そのような発表は、INDICOR の

CEO、最高財務責任者、および特別指定されたその他の経営陣の責任とし、彼らが策定および実施

する適切な手順に従って行うものとします。一般ニュースおよび貿易・金融に関するニュースを担当す

る報道機関からの問い合わせは、原則として執行役員に付託してください。 

ソーシャルメディアの使用 

私たちは、ソーシャルメディアを使用することにより生じる可能性のある影響と予期せぬ結果を認識し

なければなりません。そのため、ソーシャルメディアを使用する際は、適用される法令、規則および

INDICOR のポリシーを遵守する必要があります。社員は、ビジネスに相応しいマナーでやり取りを行

い、当社に悪影響を与えないようにしなければなりません。また、INDICOR のコメントまたは INDICOR

が賛同していると解釈されるような個人的なコメントはしないでください。 

本ポリシーからの逸脱は、コンプライアンス責任者に付託されてから初めて個別に検討され、承認を受

けなければなりません。通常業務での日常的な連絡（例：日常的な輸出コンプライアンスの連絡）以

外の情報や会議に関して政府機関から要請があった場合は、INDICOR の顧問弁護士に付託してく

ださい。個人の安全、セキュリティ、または行動の自由が危うい場合は、支払いを行ってからコンプライア

ンス責任者または INDICOR の顧問弁護士に報告し、その支払いを会社の帳簿や記録に適切に反

映させなければなりません。 
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何よりも重要なことは、機密情報について議論したり開示したり、会社の資料や非公開情報を公開

したりしてはならないということです。詳細は、「機密情報」に関するセクションをご覧ください。 

環境保護 

INDICOR は、環境保護、持続可能性の確保、および社会的責任の支援に全力で取り組んでいま

す。私たちは、製造や輸送、廃棄物処理を行う当社の活動が環境保護に沿ったものであることを保

証するために、適切なあらゆる措置を講じることに専念しています。これには以下が含まれます。 

• INDICOR の環境対策プログラムの管理を担当する有資格者を任命する  

• 政府や業界団体に協力して適切な標準を策定する  

• 汚染物質の排出を削減または除去するための生産施設を設計する  

• 社員や地域住民に関連する環境対策の問題を報告する  

• 信頼できる廃棄物処理業者のみと取引する  

• 適用されるすべての法令を遵守する  

社員は、自らの業務の範囲内において、環境に関する法令および規則により、環境や社会に対する

リスクを特定し、管理することが求められています。 

現地の法律や慣習の尊重 

INDICOR は米国だけでなく、事業活動を行うすべての国・地域の法律を遵守することになります。ま

た、米国以外の地域の慣習や制度も尊重するよう努めています。多くの国では、優先的に業務に対

応することと引き換えに報酬が提示されることが一般的です（多くの場合、それらの国では合法にすら

なっています）。ただし、現地の慣習を、適用法や企業のポリシーに違反することの理由にしてはなりま

せん。当社は、現地法を遵守することは許容できる最低限の行動レベルであると考えていますが、

INDICOR が独自に定めた基準では、現地法で求められるその最低限のレベルを超え、より高い基準

に従って業務を遂行することを余儀なくされることが多々あります。当社がそのような支払いを認めてい

ないのはそのためです。 

INDICOR のポリシーが現地の慣習または法律と矛盾していると感じた場合は、コンプライアンス責任者

に連絡してください。 

同様に、本規範のいかなる規定も、適用法により禁じられている活動を要求したり、適用法により保

護されている活動を禁じたりするものであるとはき違えないでください。 

反ボイコット法 

INDICOR は、米国と友好関係にある国での無認可のボイコットを推進することになる契約を締結して

はなりません。米国は、米国が承認していないボイコットを助長させる可能性のある以下を含む行動

や契約を禁じています。 

• 他人や他社との取引を拒むこと 

• 雇用慣行において差別すること 
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• 米国人の人種、宗教、性別または出身国に関する情報を提供すること 

• 禁止されているボイコットの条項が明記されている信用状を利用すること 

INDICOR は、これらの禁止事項に違反するような行動の要請やそのような合意にこぎつけようとするも

くろみを通報しなければなりません。 

輸出入規制 

米国を含む多くの国は、輸出、再輸出、輸入、および外国人への技術データの開示を含む特定の国

際取引を規制および／または禁じています。国際取引には、理由の如何を問わない、何らかの手段

による（電子伝送を含む）物品、技術、情報、データもしくはソフトウェアの譲渡または受領が含まれま

す。社員は、適用されるそのような法令および規則をすべて遵守しなければなりません。社員は、国際

取引を行う前に、当該取引が適用されるすべての法令および規則に準拠していることを確認する必

要があります。 

禁輸措置および制裁措置 

米国を含む多くの国では、対象国全体との取引を含め、世界各地にある数多くの事業体との金融

取引を制限しています。INDICOR は、個人または企業が特定の個人、団体、事業体または国と取

引することを制限するすべての経済制裁および禁輸措置を完全に遵守する必要があります。制裁措

置や禁輸措置への違反の疑いがある場合は、直ちにコンプライアンス責任者に報告してください。 

人権 

当社は、いかなる場所においても人権を尊重することにコミットし、人権保護のための世界的な取り組

みを支援します。私たちのすべての事業、社員、代理店およびベンダーは、強制労働、児童労働、人

身売買、現代の奴隷制を禁じるすべての適用法を遵守しなければなりません。 

 

本規範に関する連絡先 

• 上司に相談する 

• コンプライアンス責任者に相談する 

• 電話または電子メールで報告する際には、INDICOR の倫理・コンプライアンスウェブサイト

（www.INDICOR.ethicspoint.com）を使用する 

質問や懸念の提起は、対面でも電子メールや電話からでもいつでも受け付けています。法律で

認められている場合は、機密情報として扱うことも匿名を維持することもできます。INDICOR の倫

理・コンプライアンスラインに報告する際は、個人を特定できる情報を提供する必要はありません。 

http://www.indicor.ethicspoint.com/

