
ジョージフィッシャー行動規範

ジョージフィッシ
ャーの理念と価値





取締役会会長兼CEOのご挨拶

社員各位
ジョージフィッシャー行動規範は当社の事業活動の礎です。当社がグローバル企業としてコ
ミットし、日々の業務を導く価値観、理念、方針を表します。

当社が長期的な成功を収めるには、全事業分野においてトップの地位を築き、それを維持す
ることが不可欠です。当社は研究開発に投資し、市場シェアの確実な増大に努め、利益率と
資本収益率の双方を向上させています。こうして株主、顧客、従業員のために持続可能かつ
長期的な価値を築き上げます。

もちろん、持続可能かつ長期的な価値を築くには、当社の行動が法律にも倫理にもかなうも
のでなければならないと、当社では確信しています。そのため当社では、従業員、事業パー
トナー、環境、コミュニティーのすべてに対して責任を持ちそれらを尊重することによって、
持続可能な事業の発展に取り組んでいます。当社は、高度な工学技術製品と質の高い従業員
を誇りにしています。	

倫理規定は、日々の業務で生じるすべての課題を網羅するものではありません。むしろ、私
たちのガイドラインとなる基本路線を示すものです。質問については、会社の法務部までお
問い合わせください。

当社とその事業の評判は、従業員一人一人の行動に左右されます。このため、従業員はすべ
て準拠法および内部規律に従う必要があります。こうすることにより、将来にわたって会社
の評判、品位、そして誠実性を高めて維持することができます。

当社の企業価値を育み維持する上で皆さんの貴重なご支援に感謝いたします。

アンドレアス・クープマン
取締役会会長

イブ・セラ
CEO
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a)	階層
ジョージフィッシャー行動規範は、すべての方針および手続きの中心となるものですが、執
行委員会や各部門が発行した唯一のガイドラインではありません。当然ながら、規制コンプ
ライアンスは、関連する地域法をわきまえて遵守する責任から皆さんを解放するわけはわけ
ではありません。

b)	行動規範の適用対象者
ジョージフィッシャー行動規範は、取締役会、執行委員会、上級管理職、全従業員にいたる
まで世界各国の全社に適用されます。パートタイムまたは契約社員も従業員と見なされます。
可能な場合、人材派遣会社は当社で臨時勤務する個人に対してジョージフィッシャー行動規
範を受け入れさせる義務が課されるべきです。

当社のサプライヤーには、ジョージフィッシャー・サプライヤー行動規範が適用されます。

全従業員は書面で行動規範を受け取り、受領確認の署名をした上で、担当の人事部に提出す
る必要があります。

1.	ジョージフィッシャー行動規範
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行動規範

会社の指令

事業部門の指令



2.		当社の理念と価値

当社の理念と価値観は、会社、顧客、従業員、事業パートナー、株主、社債保有者の利益のた
めに、当社の信念と精神を日々の業務に具現化したものです。

顧客第一主義
私たちは顧客のニーズと満足を指標として行動し、顧客の立場になって対応します。革新的
で画期的な製品を開発し、顧客にとって持続的な価値を創造することが当社の目標です。	

即時に行動
グローバル企業として、私たちは変化を続ける市場状況に常に対応します。迅速な意思決定
を行い、即時に実行します。

有言実行
私たちは、実行できない約束をしません。納期を守ることを真っ先に優先させます。

成功報酬
当社では最高レベルの効率と品質を要求し、重要な功績を讃えます。意欲的な目標を掲げ、
最善のパフォーマンスと比較して成果を評価します。

互いを尊重
私たちは社員を信用し、責任を委譲します。相手に理解を求める前に、常に相手を理解しよ
うと試みます。
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a)	理念
当社は雇用の機会均等、尊重、信頼、業績に取り組んでいます。従業員には、意欲をそそる
魅力的な職場環境を提供します。意欲的な目標を掲げて潜在能力を活かすことを奨励します。
互いを信頼、尊重し、オープンな会話を奨励します。全従業員は個別の業績レビューを受け
る権利があります。

自らの才能やアイデアを発展させ、高い目標を掲げる意欲を触発される社風を育てます。マ
ネージャーには、リーダーシップ、決意、責任、勇気を持って新しいことに挑戦し、模範と
して行動で示すことを期待します。当社では従業員による発展と意欲的な目標設定を支持し、
優れた業績を讃えます。

3.	従業員の権利と責任

従業員一人一人が責任を持って行動し、チームで働くことを奨励します。必要に応じて、知
識および信念に基づき最善を尽くして状況を判断し、一般に受け入れられている倫理的基準
に従って行動することを奨励します。

当社では就業時間および労働衛生と安全に関する規則を守り、公正な賃金を支払い、従業員
団体に参加する権利を尊重します。地域の法律によって従業員の共同政策決定権が保証され
ている場合、この権利は保護されます。
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b)	あらゆる差別の禁止
相互尊重は、尊重を特徴とする職場環境の礎です。当社は、人間の尊厳と人権を尊重するこ
とに取り組み、また職場におけるすての個人の個性を守ることを約束します。	

性別、人種、肌の色、出身、障害、宗教、性的指向、政治的所属、家族のステータス、その
他の個人的特徴などに基づく、いかなる差別も禁止します。

当社では、当社、サプライヤー、顧客のいずれによるものであれ、強制労働や児童労働を容
認しません。

私たちは職場でのセクシャル・ハラスメントを容認しません。セクシャル・ハラスメントに
は、望まない口説きや体の接触、思わせぶりなジョークなど、性的な願望を動機とする言葉
使い、望まないポルノ画像の一般公開、約束事の見返りとして性的な接待を求めたり、接待
のプレッシャーをかけたりすることが含まれます。

当社ではこの他の形のハラスメント、脅迫、脅し、いじめも一切容認しません。同僚を馬鹿
にしたり阻害したりしてはなりません。

c)	職場でのドラッグおよびアルコール類の使用
ドラッグやアルコール類は従業員の意思決定能力を阻害し、職場における事故のリスクを高
めます。酩酊や意識障害を起こす麻薬などの薬物を職場で使用することは、職場の所在地で
合法に購入できる場合でも、厳しく禁止します。従業員はこのようなドラッグや薬物の影響
のない状態で仕事を開始しなくてはなりません。
	
アルコール類は、仕事上、車両の運転、機械の操作、危険を伴う活動をしたり、その後重要
な意思決定を行う必要があったりする場合、原則に基づいて就業中および昼食中も禁止され
ます。当社ではより厳格な規則を課すこともあります。	

職場における従業員の健康を守るために、当社では職場での喫煙を喫煙所のみに制限する規
則を設けることがあります。
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d)	職場における職業安全衛生
職場での安全は当社にとって最大の関心事です。事故は一度でも起きてはなりません。そこ
で、当社の目標は絶対に事故の起きない職場を作ることです。従業員は自分のワークステー
ションにおいて潜在的な事故のリスクを発見し、そのリスクを排除するか、または関係する
マネージャーに問題を報告することが奨励されています。

すべての従業員、契約社員、サプライヤーは、当社の施設における安全規則を遵守すること
が義務付けられています。

当社では従業員一人一人の健康を重要視しています。当社は従業員の健康を守ることにコミ
ットし、従業員の健康なライフスタイルを奨励します。

当社は、障害者に対する職場での差別廃止を促進するために、障害を持った人材を積極的に
雇用します。

e)	自由時間および休暇
当社は、従業員には仕事と余暇のバランスを取るよう奨励します。当社は、法で定められた
就業時間数を遵守します。

従業員には休息が取れるように休暇を与えます。直属の上司は、できる限り従業員が休暇を
取れるように配慮しなくてはなりません。
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a)	法規制のコンプライアンス
私たちはすべての準拠法と法規を遵守します。ジョージフィッシャー関連会社は、準拠法の
枠組みの中で、より厳格な内部規律を自由に発行できます。従業員はこうしたより厳格な規
則に従う義務があります。

b)	持続可能性
当社は、できる限り持続可能な方法で事業を行うことに取り組んでいます。当社は企業とし
ても、製品においても持続可能性の向上に常に努めています。これによって貴重なリソース
を節約するだけでなく、当社と顧客の両方のコストを下げることができます。

c)	贈り物や勧誘の受領
当社では、何らかの義務が生じる可能性のある贈り物や勧誘を受け取りません。通常のビジ
ネスでやりとりされる象徴的な贈り物や勧誘は許可されます。贈り物や勧誘が、その地域の
適用法に準拠する習慣的な価格を超える場合は受け取ることを禁止します。当社は、その地
域の習慣より低い価格を従業員に規定することがあります。

ある国の伝統や習慣によってこの価格を超える贈り物を受け取ることが予測され、社会的な
理由から断ることができない場合は、受領は許可されますが、このような贈り物はすべての
従業員に渡さなくてはならず、贈り主にこの規則を伝える必要があります。

従業員はいずれも、ローン、有価証券、手数料などの現金または現金に相当するものを受け
取ってはなりません。

疑問がある場合は、会社の法務部にお問い合わせください。

d)	腐敗防止
当社は、直接的あるいは間接的のいずれであれ、個人または政府職員にへの贈収賄、その他
利益となる物の贈与または受け取りなど、いかなる腐敗をも禁止します。この禁止条項は、
不法な便宜を得ることを目的とした贈り物を与えたり（贈賄、便宜を図る）受け取ったり
（収賄）することを指します。

腐敗行為は刑事犯罪です。腐敗行為が別の地域で行われた場合でも、従業員が職場または第
三国で起訴を免れることはありません。

私たちは隠された腐敗行為にも注意する必要があります。例えば、代理人または仲介者への
過度な手数料の支払い、慈善団体への寄付、便宜を受ける個人に関連する第三者への便宜を
図ること、などです。疑問があれば、会社の法務部に連絡してください。

4.		事業活動の理念
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当社は、国によっては合法であり、通常行われる場合でも、適切なサービスの確保や迅速な
処理（例えば関税手続きの迅速な処理）のための贈収賄も禁止します。
	
当社からの政党または政治活動への寄付は一般に禁止されます。例外については執行委員会
による承認が必要です。例外の許可は総務部長までご連絡ください。

e)	貿易制限および輸出規制
政府や国際団体は、国または個人に適用される一時的な貿易規制を課し、対象製品をボイコ
ットする場合があります。当社は国際コミュニティーの決定を受け入れます。当社は、もっ
ぱら国際法規に従って事業活動を行い、貿易規制の対象となる製品またはテクノロジーを輸
出しません。

当社が製造した製品はすべて平和的な利用を意図しています。例外として、軍事目的の部材
の製造に使用される個別製品（いわゆる二重用途の製品）があります。このような製品の場
合、関連する輸出規制に従う必要があります。疑問があれば、その国の規制当局または当社
法務部に必ず連絡してください。
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f)	公正な競争	
当社の倫理基準に従い、私たちは、国内外の競争原則に従う公正な事業を展開します。

全従業員は公正な競争を保全する国内外の法律に従う義務があります。これには、特に不正
競争および独占禁止法の条項が含まれます。

価格、販売条件、数量制限、販売区域の共有、公開入札の入札額などを競合会社と合意する
ことは厳格に禁止されています。	

これ以外にも公正な競争を制限する可能性のある情報のやりとりは何であれ避けなくてはな
りません。競合会社との連絡は最小限にとどめておくべきです。さらに、私たちは、競合会
社との戦略の討議、ビジネス上または技術上の機密情報のやりとりはしません。特に職業団
体または業界団体のイベントで注意してください。

情報のやりとりは、合弁事業の目的を達成するのに必要な場合にのみ、当該事業のパートナ
ーとすることが許可されています。

当社ではサプライヤーにもこの競争の規則に従うことを義務付けています。独自の規定を持
たないサプライヤーの場合、本行動規範または特定のジョージフィッシャー・サプライヤー
行動規範を承認する必要があります。

追加情報は、競争法に関連する行動規則についての「会社規定」に記載されています。疑問
があれば、会社の法務部に連絡してください。
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g)	インサイダー取引
インサイダー情報には、開示された場合、ジョージフィッシャーフィッシャー・リミテッドの株
価に大きく影響する可能性があることが事前に分かっている機密事項が含まれます。

機密情報は以下の状況で発生する可能性があります。

	 •	 重要な財務情報。特に未公開の半期および会計年度の財務結果。
	 •	 大きな企業買収または事業売却。合弁会社の設立および解体を含む。
	 •	 重要な契約の締結または解消。
	 •	 大きな額が争われる訴訟。
	 •	 資本または経営陣の大幅な構造変化。

インサイダー情報を持っている従業員は、ジョージフィッシャー・リミテッドの株式を取引
することはできません。さらに、インサイダー情報は親族を含む第三者に開示することはで
きません。インサイダー取引は大半の国で刑事犯罪と見なされます。

h)	利益相反
私たちは、各人の行動が会社の利益に相反しないようにする必要があります。潜在的に利益
が相反すると見えるだけでも避けなくてはいけません。

利益相反は、個人的な利益がある状況でビジネス上の意思決定を行う必要がある場合に生じ
ます。個人的な利益は友人または親族の利益である場合もあります。いかなる場合でも、利
益相反が疑われる場合、適切なマネージャーに通知する必要があります。
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a)	業務用資産
当社の事業所設備および工場の施設は、日々の業務を行うために提供されており、従業員は
これらを慎重に取り扱う必要があります。

従業員は個人的な目的で当社の資産を乱用したり、意図的に資産に損害を与えたり破壊した
りしてはなりません。

ラップトップや携帯電話などの特定の業務に使用する機器は、関連する会社規定に従って個
人的な目的で使用することができます。就業時間内に携帯電話を個人的に使用するのは、絶
対に必要な場合のみに制限してください。社用車の個人的な使用については別の規定があります。

b)	知的財産
私たちは特許、商標権、著作権、デザイン、企業秘密、試作品、模型、ノウハウなどの当社の知的
財産を保護し、他社の知的財産を尊重します。

当社の知的財産は非常に貴重なため、全従業員は慎重に保護する必要があります。第三者に
知的財産を引き渡す前、または、いかなる方法であれ使用可能にする前に、当社の権利を守
るために適切な合意を結ぶ必要があります。ジョージフィッシャーのブランドは、最高経営
責任者の承認の下にのみ第三者に使用許諾できます。

従業員は、サプライヤーや顧客などの第三者による違反が疑われる場合、特許部門に報告す
る義務があります。

5.		ジョージフィッシャーの資産保護
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a)	機密情報
従業員は、当社についての機密情報を安全な場所に保管し、他の従業員によるアクセスは、
事業の目的を達成するのに必要な場合に限るものとする義務があります。これは第三者から
当社に委託された機密情報にも同等に当てはまります。

機密情報には製品およびプロセスについての技術データ、マーケティングおよび販売の戦略、
社内用の購入価格表、顧客データ、非公開の財務情報、取引情報、民事事件または刑事事件、
すべての個人データが含まれます。

6.		情報、データ、文書の取り扱い

複数の職場のある事業所では、従業員は職場を離れるたびにすべての機密書類を鍵をかけて
保管する義務があります。

b)	データの保護
当社は従業員の個人データを厳重に保護します。地域のデータ保護法に従って、当社従業員
の個人データは雇用関係に必要な限りにおいてのみ処理されます。
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c)	文書の管理
文書の管理とは、文書の作成、保管、破棄に関することです。
私たちは商取引を正確かつ完全に文書化します。事業に関連するすべての文書(電子ファイ
ルとマイクロフィルムを含む)は法定期間に従って保持します。
法定期間が過ぎた文書は会社規定の条項に従って破棄されます。歴史的に重要な文書は、あら
かじめ会社の公文書保管人に提出してください。

いかなる状況であれ、従業員は間近なあるいは係争中の訴訟または調査手続きに関連する文
書を破棄してはなりません。疑問があれば、会社の法務部に連絡してください。
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当社は、一貫性をもって、率直かつ礼儀正しくメディアと接触します。係争中の訴訟手続き
について、いかなる情報も提供せず、噂についてコメントを述べることもありません。

可能な限り、従業員にはメディアおよびその他の利害関係者と同時に情報提供します。

メディア、アナリスト、投資家とのコミュニケーションは、一般に会社のコミュニケーショ
ン部門および投資家向け広報部門が行います。質問を受けた場合、このいずれかの部門に転
送する必要があります。

7.		コミュニケーションおよびメディアとの接触

8.	違反

準拠法、当社の内部規則、雇用契約の条項の枠組み内で懲戒処分が課される場合があります。
従業員は本行動規範に記載された倫理的および道徳的原則を守る義務があります。

上述の第8条1項に基づき、違反は直属の上司または人事部門に報告されることがあります。
従業員は、シャフハウゼンにある会社の法務部門に電話（ドイツ語、英語、フランス語、イ
タリア語）、またはコンプライアンス担当にメール（アドレス:	compliance@georgfischer.com）
で連絡ができます。違反は匿名で報告することも可能です。会社の法務部門は、可能な限り違
反を報告した従業員の身元情報を保護することに努めます。意図的に誤った報告をしたり、
偽りの告発をした場合は懲戒処分の対象となります。
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9. 	行動規範についての質問

行動規範についての質問は、まず直属の上司に連絡してください。さらに必要に応じて法務部
門(メールアドレス	code@georgfischer.com)が情報提供します。

10.	有効性

ジョージフィッシャー行動規範は、2013年7月12日に執行委員会によって承認され、
2013年8月1日に発効します。2008年1月1日付のジョージフィッシャー行動規範に代わるも
のです。
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法務部
Marc Lahusen
電話:		 +41 52 631 21 85
ファックス:	+41 52 631 24 49
marc.lahusen@georgfischer.com
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