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業務倫理規定



社員各位 

Smithsは、170年の誇りあるイノベーション開拓
の歴史と、活気に満ちた多様な企業文化、および
真に明るい未来をもつ世界的な優良企業に名
を連ねます。私たちは、お客様、サプライヤー、株
主、社外に対して、誠実にビジネスを行うという
ことで築き上げた高い評判も、同じく誇りにして
います。

その評判を維持するには、50ヶ国にまたがる
22,000人余りの社員全員が、自らとお互いを律し、
最高の基準に従う必要があります。このことはそ
れぞれの違いを称え、互いを尊重することを意味
します。環境を守り、地域社会を支援します。誠実
に行動し、法に従います。そして、当社の社員によ
るものか、Smiths社外の者によるかに関係なく、
いかなる形の賄賂または腐敗も許容しません。

この業務倫理規範は、私たちの意思決定を導くための
ものです。私たちが直面する具体的な問題のすべてに
お答えすることはできませんが、この規範でSmithsにお
いて「正しいことを行う」ことの基本的な意味が明確に
なります。本規範を読み、理解することは、Smithsにおけ
る全社員の責任です。

本規範に反するようなことを職場で経験している場合に
は、必ず声を上げてください。内密に人事担当者、上司、ま
たはSmithsの独立した スピークアウトホットラインスピークアウトホットライン まで
ご連絡ください。声を上げることで、ご自身、関係者、当社
のビジネスを守ることができます。倫理的懸念を経営陣に
訴えたことで、報復に遭うようなことは決してありません。 

業務倫理規範を熟知していただき、それをSmithsの業務
のすべてに適用していただけることに感謝いたします。

Paul Keel
最高経営責任者 
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この業務倫理規範は、私たちの意思決定
を導くためのものです。私たちが直面す

る具体的な問題のすべてにお答えするこ
とはできませんが、この規範でSmithsに
おいて「正しいことを行う」ことの基本的

な意味が明確になります。

https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/104676/index.html


当社の価値観
当社のビジョンは、スミスグループの一員であることを誇りとし、限界に挑戦
し、世界の課題に対する革新的なソリューションを提供することです。当社は、
世界有数のハイテク企業になるという共通の目標に向け、世界中で事業を展
開しています。そのためには、「スミスウェイ」に従って協力し合い、意思決定や
行動の基準となる当社の価値観を具現化しなければなりません。

Integrity（誠実）
私たちは常に正しいことを行
います

Respect（尊重）
私たちは互いに尊重し合い、
異なる視点や文化を大切にし、
多様性を受け入れます

Ownership（責任感）
私たちは約束したことを守り
ます

Customer focus 
（顧客中心）
私たちはすべての状況にお 
いて、顧客にとってかけがえ
のないパートナーとして行動
します

Passion（情熱）
私たちは卓越性と勝利を得る
ために、共に学び、革新を実
践します
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CEO からのメッセージ

当社の価値観

懸念事項の報告と質問

当社は全員が声を 
上げることを奨励します

IntEgrIty（誠実）
私たちは当社の業務倫理規定、 

ポリシーおよび法律を順守します
私たちには皆、重要な役割があります

私たちは利益相反の可能性に注意します
私たちは公正に競争します

私たちは賄賂に関与しません
rEspECt（尊重）
私たちは互いを尊重します
私たちは多様性と受容を重視します
私たちはいじめやハラスメントを容認しません
私たちは人権を尊重します 
私たちはプライバシーを尊重します
私たちはパートナーの資産を尊重しますOwnErshIp（責任感）

私たちは安全に働きます 
私たちはスミスの資産を保護します

私たちは内部情報を基に証券取引をしません
私たちは記録を正確に保ちます

当社は納税義務の重要性を深く認識しています

CustOmEr FOCus（顧客中心）
私たちは顧客の期待を上回ることを目指します
私たちは、ビジネスパートナーに対して当社の基準を 
順守することを求め、公正に対応します 
私たちは、責任感を持って贈り物、食事、 
接待の授受をします
私たちは貿易関連の法規制を順守します
私たちは政府調達関連の 
規制を順守します

passIOn（情熱）
当社は環境を守ります

私たちは適切な形で政治的活動に参加します
私たちはコミュニティをサポートします

私たちは情熱を持って業務を遂行します
私たちはスミスの評判を大切にします
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報告と質問

私たちは常に正しいことを行います。当社の価値観や業務倫理規定に沿わない行為に気付い
た場合、またはそのような体験をした場合は、できる限り早く声を上げてください。声を上げる
ことで、当社や同僚たちに深刻な危害が及ばないようにすることができるかもしれません。 

私たち全員が、スミスの価値観と文化を守らなければなりません。
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私の行動や決定は、 
当社のポリシーや規則、 

当社に適用される法規制を順守するものか。

私の行動や決定は、当社の価値観に沿うものか。

私の行動や決定が新聞の一面で報じられ、 
友人たちに知られても、安心していられるか。

皆さんは行動や決定を実行に移す前に、当社の業務倫理規定、
ポリシーおよび法律が順守されていることを確認するため、

上記のすべての質問に「はい」と答えられなければなりません。
当社の成功は、皆さんが当社のポリシー、価値観、

適用法規を順守する形で判断を下せるかどうかにかかっています。

上記のいずれの質問にも回答できない場合は、本ページの 
「報告と質問」のセクションをご覧ください。

私たちは、ときに難しい選択を迫られることがあ
ります。倫理上の問題があるかもしれないと 

きは、次のような問いかけをしてみてください。

報告と質問 
問題の報告や質問をするときは、以下のよ
うな複数の方法が用意されています。

•	 直属のマネージャー
•	自国の人事部のマネージメント
•	部門内の人事担当部長
•	倫理コンプライアンスオフィス
•	スピークアウトライン speakout@smiths.com
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問題の報告や質問をする方法の詳細については、 
speakout.smiths.comをご覧ください。

https://online.smiths.com/group/sites/ethics-training-resource/SitePages/Home.aspx
mailto:speakout%40smiths.com?subject=
http://speakout.smiths.com


当社は全員が声を
上げることを奨励します

倫理的な問題の報告がなされた場合、その内容は徹底的に調査されます。 
そして報告者に対しては、いかなる懲戒処分やその他の措置も講じられることはありません。

当社では、声を上げた者に対して報復することが固く禁じられています。 
報復をした場合、解雇を含む懲戒処分の対象となります。

3



詳細は、当社の「報告と社内調査」に関するポリシーをご覧ください

報告と社内調査
（詳細を確認する場合は、カーソルをそれぞれのステップの上に移動させてください）

当社は全員が声を上げることを奨励します
私たちは常に正しいことを行います。当社の価値観や業務倫理規定に沿わない行為
に気付いた場合、またはそのような体験をした場合は、できる限り早く声を上げてくだ
さい。声を上げることで、当社や同僚たちに深刻な危害が及ばないようにすることが
できるかもしれません。私たち全員が、スミスの価値観と文化を守らなければなり 
ません。

倫理的な問題の報告がなされた場合、その内容は徹底的に調査されます。そして報
告者に対しては、いかなる懲戒処分やその他の措置も講じられることはありません。
当社では、声を上げた者に対して報復することが固く禁じられています。報復をした
場合、解雇を含む懲戒処分の対象となります。
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https://online.smiths.com/functions-and-policies/group-policies/Group%20policies_new/2.2%20Reporting%20and%20Internal%20Investigations.pdf


私たちは常に正しいことを行います。

私たちは、「スミスウェイ」の理念に従って働くことで、 
常に当社の業務倫理規定、ポリシーおよび法律を順守します。 

IntegrIt y（誠実）
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IntegrIty（誠実）
私たちは常に正しいことを行います

私たちは当社の業務倫理規定、ポリシーおよび法律を順守します
私たちは、「スミスウェイ」の理念に従って働くことで、常に当社の業務倫理規定、ポ
リシーおよび法律を順守します。ときには、当社のポリシーや法律が明確でない場合
や、私たちが抱える疑問への直接的な答えとはならない場合があります。そのような
ときは、サポートを求めなければなりません。この業務倫理規定には、答えを得るた
めの指針が記載されています。業務倫理規定がすべての状況を網羅することは不可
能なので、私たちは的確な判断を心がけ、当社の価値観を信じ、どう対応すべきか分
からない場合は助言を求める必要があります。  

私たちには皆、重要な役割があります
私たちはリーダーとして行動するとき、当社の価値観をその基準とします。私たちに
は皆、疑問や問題に対して適宜、迅速な行動をとることで、コンプライアンスと尊重
が重視される社風を推進する責任があります。マネージャーは、常に当社の価値観を
推進、実践し、自身の行動を通して誠実、尊重、責任感、顧客重視および情熱を示す
ことが求められます。これは、常に門戸を開いておき、倫理、コンプライアンス、その
他の職場関連の問題があれば、話し合い、報告するよう、部下たちに奨励することを
意味します。マネージャーは、必要に応じて社内でサポートを求めたり、エスカレーシ
ョンをしなければなりません。例としては、倫理コンプライアンスオフィスやスピーク
アウトラインの利用などがあります。報告を受けたマネージャーも、状況に合わせて
エスカレーションをする必要があります。これにより、スミスの上層部は、他の従業員
や当社に損害を与える恐れがある問題に速やかに対処できます。

私たちは利益相反の可能性に注意します
当社では、個人的な利益が職務の妨げになることは絶対に許容されません。利益相
反があるかもしれないと見られるだけでも、従業員やスミスの評判が傷つく可能性
があります。 

スミス社内の他の従業員と個人的な関係や血縁関係があり、その関係が自身の意思決
定に影響を与える場合、利益相反が生じる、または生じると見られる恐れがあります。 

利益相反の可能性に気付いた場合は、マネージャーにそのことを報告し、「スミスグル
ープの利益相反ポリシー」に記載の手順に従わなければなりません。

利益相反とは 
  利益相反は、個人的な利益がスミスの利益と相反する場合に生じます。 

  例えば、スミスと競合関係にある会社と何らかの密接な関係がある 
              （株式を所有しているなど）ときは、利益相反が生じる可能性があります。 

また、自身の立場、もしくは立場を利用して得られる情報や関係を使って、個人
的な事業機会やその他の利益（第三者のためも含む）を求めた場合も、利益相
反となる可能性があります。

シナリオ

Q：ユキは彼女が働くオフィスの事務用品購入を担
当していて、彼女の弟はコンピューター用品販売の
会社を経営しています。彼女は、コンピューター機
器を購入する必要があります。弟は、大幅な割引で
その機器を販売することを提案しました。ユキは、
家族であることをマネージャーに伝えないまま、コ
ンピューター機器を購入しました。経費を削減しな
がら必要なものを購入できたので、彼女は正しいこ
とをしたと思っています。これは正しい行動でしょ
うか。

A：いいえ。ユキは、コンピューター機器を購入する
場合、事前にこの会社の経営者が自分の弟であるこ
とをマネージャーに報告しなければなりません。こ
れは、弟がもっとも安価かつ最上のサービスを提供
できる場合であっても同様です。結果的にマネージ
ャーがこの会社から購入することを決める可能性も
ありますが、利益相反の可能性がある状態での意
思決定ではなくなります。

シナリオ

Q：ジョンはある顧客の長期プロジェクトの仕事を
しています。この顧客は、追加の仕事が発生したの
で、スミスを通さず、個人的に仕事を請け負わない
かとジョンに提案しました。これは小さな仕事であ
り、ジョンは勤務時間後と週末にやれば、スミスの
職務を妨げることなく独自に遂行できると分かって
います。これは正しい行動でしょうか。

A：いいえ。この副業がスミスでの職務を妨げるも
のではない場合であっても、本来は自社に与えられ
るはずの機会を自分が奪うことになります。社外の
仕事機会を受け入れる場合（取締役会の非常勤役
員や慈善団体の役員など）は、事前にマネージャー
の了解をとり、「スミスの利益相反ポリシー」に違反
しないことを確認しなければなりません。マネージ
ャーは、利益相反の可能性について何らかの疑問が
ある場合、人事部、スミスグループ法務部または 
倫理コンプライアンスオフィスに相談すべきです。  
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私たちは公正に競争します 
スミスは、顧客にとってかけがえのない信頼できるパートナーです。当社は、情熱と共
に意欲的に他社と競い合いますが、公正な競争をすることで、さらに良い製品、サー
ビスを顧客に提供できることを認識しています。私たちは当社の評判を守るために、
競合会社とは関係なく常に自主的に行動をとる必要があり、独占禁止法や競争法に
違反すること、または違反と見られる可能性があることをしてはなりません。 

競合会社との間で価格操作をするため、または事業機会を（地域、顧客または製品
などで）割り振るために、話し合ったり何らかの協定を結んだりしてはなりません（公
式の書面によるものと非公式の合意の両方を含む）。
 
競合会社とは、当社の事業に関する商業的な機密情報を話題にしてはなりません。
仕事上、競合会社と会う必要（業界団体の会議や製品の基準に関する会議など）が
ある場合は、当社の事業内容に触れないよう特に注意する必要があります。発言が
許されること、許されないことについて質問がある場合は、事前にスミスグループ法
務部に相談してください。業界団体の会議（または競合会社も参加するその他の場）
に参加したときに商業的に機密の話題に触れられた場合は、ただちに会話を止め、 
直属のマネージャーとスミスグループ法務部にそのことを報告しなければなりません。

競合会社に帰属する機密情報を、当社が追い求めたり受け取ったりすることはありま
せん。特に新しい従業員については、以前働いていた会社の機密情報を持ち込まな
いよう注意を払います。競合会社に関する機密情報を入手してしまった場合は、ただ
ちにスミスグループ法務部に通知しなければなりません。

競争法は内容が複雑な場合があるので、確かでない場合は必ず誰かに相談すべきです。

シナリオ

Q：チェンのもとに、あるディストリビューターから
電話がありました。同じ地域の別のディストリビュ
ーターが当社の製品を低い価格で販売していると
いうことで立腹しています。そのディストリビュータ
ーは、同地域の他のディストリビューターたちと同じ
価格まで値上げするよう、当該ディストリビューター
に働きかけてほしいと言っています。チェンはこの求
めに応じるべきでしょうか。

A：いいえ。ディストリビューターやその他の再販業
者がエンドユーザー向けに設定する当社製品の価
格について、当社が働きかけをすることはありませ
ん。そのような行動はおそらく違法であり、チェン
とスミス双方に深刻な結果をもたらす可能性があ
ります。したがってチェンは介入に応じるべきでは
ありません。このような要望があったことを直属の
マネージャーとスミスグループ法務部に報告すべき
です。  
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私たちは賄賂に関与しません 
私たちは、自分の利益のために、またはスミスの代表者として賄賂の提示、供与また
は収受をしてはなりません。

私たちは、「スミスの円滑化のための支払いに関するポリシー」に記載されたごく稀
なケースを除き、円滑化のための支払いをしてはなりません。円滑化のための支払い
とは、職務遂行に対する支払いが不要な場合において、（多くの場合、腐敗した公務
員から）職務遂行の見返りとして要求された支払い（物品の輸出入許可やビザ発給
時に求められる不適切な支払いなど）を指します。嫌がらせを受けないことの見返り
として、警察官やその他の公務員から求められる支払いもこれに含まれます。このよ
うな支払いは、政府に納められるのではなく、腐敗した公務員のものになります。こ
れは賄賂です。

当社の取引先や公務員との間で贈り物の授受、食事やその他の接待の授受がある場
合は、常に当社の「贈り物、食事および接待に関するポリシー」に従ってください。

また、「スミスの公務員の当社訪問に関するポリシー」を完全に順守している場合を
除き、公務員の旅費を当社が立て替えることはありません。公務員の旅費を立て替え
た場合、賄賂と見なされる恐れがあります。その旅行が正当な業務上の目的であるこ
とが明確である状況では、旅費を立て替えることが認められます（公務員が製品の
デモに出席する、または品質管理システムの調査のために現地訪問するなど）。しか
しそのようなことをおこなう場合は、「スミスの公務員の当社訪問に関するポリシー」
に記載の承認手続きに従う必要があります。

腐敗防止法や賄賂禁止法は内容が複雑な場合があります。問題や事案について質問
があれば、必ず社内の誰かに確認し、必要に応じて報告してください。

シナリオ

Q：メイの会社は、地元空港への機器供給案件の入
札に参加しています。そしてこの空港の購買担当者
から連絡があり、合計契約額の 3% を個人的に支
払えば、スミスに落札させると言われました。メイ
はどうすべきでしょうか。

A：メイは、このような要求があったことを直属のマ
ネージャーに伝えるべきです。スミスが、賄賂やキ
ックバックを支払うこと、またはその他の不正入札
や反競争的行為に合意することはありません。当社
は、公正で透明性が確保された入札とビジネス手法
を用いて、当社製品やサービスの品質と価値を基に
ビジネスを獲得します。

シナリオ 

Q：ボブは顧客の国営企業で働く購買担当マネージ
ャーから連絡を受けました。彼の会社はスミスのあ
る製品の購入に関心があるので、その前に実際の動
作を見てみたいと言います。そして製品を評価する
ために、海外にあるスミスの施設を彼と同僚 4 人が
訪問したいので、全員分の旅費をスミスに負担して
ほしいと言います。ボブはどう行動すべきで 
しょうか。

A：国営企業で働く人は公務員とみなされます。ボ
ブは、まず直属のマネージャーと、この要望に正当
な業務上の目的があるかどうかを話し合うべきで
す。この顧客が施設訪問をせずに製品を評価でき
るのであれば、この要望には正当な業務上の目的は
ないかもしれません。また製品の評価に 5 人も必要
なのかという点も精査が必要です。I顧客の要望を
精査した上で、正当な業務上の目的があるとボブと
彼のマネージャーが判断した場合、彼らはスミスの
「公務員の当社訪問に関するポリシー」に記載の承
認手続きに従う必要があります。

賄賂 
  賄賂とは、意思決定者に不適切な影響を与え、賄賂提供者に有利な 
  決定が下されるように、金銭的価値のあるものを提供することを意 
  味します。 

  賄賂に使われるものの例としては、現金、贈り物、便宜、食事、接待、 
  機会などがあります。

私たちは、それが賄賂と見なされる恐れがある場合、金銭的価値のあるものを
提示、供与または収受しないよう、常に注意しなければなりません。
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私たちは互いに尊重し合い、異なる視点や文化を大切にし、 
多様性を受け入れます。

スミスの成功は、日々のチームの多様な視点にかかっています。当社の職場は、
各従業員の多様性を尊重し、各自が最大限貢献できるよう支援します。

尊重
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シナリオ

Q：人事部でマネージャーとして働くプリヤは、地元
施設の要員採用を担当していて、ある職務の応募者
の何人かと面接しました。その一人の出身地はプリ
ヤと同じです。応募者たちが同様の資格を有してい
る場合、同郷出身という理由で応募者を選定するこ
とは問題でしょうか。

A：はい。出身地を基に雇用上の決定をすることは、
スミスのポリシーに違反する行為です。プリヤは、 
経験や技術的な能力など、応募者の対象職務への
適格性のみを考慮すべきです。

尊重
私たちは互いに尊重し合い、異なる視点や文化を大切にし、多様
性を受け入れます。

スミスの成功は、日々のチームの多様な視点にかかっています。当社の職場は、各従
業員の多様性を尊重し、各自が最大限貢献できるよう支援します。

スミスの成功は、日々のチームの多様な視点にかかっています。当社の職場は、全従
業員を尊重し、個人の性別、人種、民族性、性的指向、障がい、宗教、年齢、文化的背
景、人生経験、考えやアイデアの多様性を支援します。 

私たちは互いを尊重します
スミスは、互いを尊重しながらチームとして協力し、多様性を通じて成功を収めま
す。私たち全員が目標を達成するためにはチームワークが不可欠であり、チームワー
クの鍵となるのは相互の尊重と信頼です。相手の話を聞き、相手に対する自分の言動
の影響を認識し、相手に不快感を与える可能性がある言葉や意見は口にしないよう、
最大限努力しなければなりません。私たちは誰に対しても公正、正直に対応し、新し
いアイデアや手法を受け入れる必要があります。

私たちは多様性と受容を重視します
当社の強みと成功の背景には、個人の考え、アプローチ、経験、視点の多様性があり
ます。この多様性は、個人が持っているさまざまな背景や文化によるものです。当社
の従業員、顧客およびビジネスパートナーの多様性を受け入れる環境を整え、このよ
うな違いを尊重することは、当社のもっとも重要な責務の一つです。そしてスミスに
とって、大きな価値を生み出す源でもあります。

差別
当社の雇用に関する決定はすべて、個人の
能力に基づいておこなわれます。以下の 
点に基づいて差別することは絶対にあり
ません。

•	年齢
•	障がい
•	民族
•	ジェンダー
•	健康上の問題

•	国籍
•	 人種
•	宗教
•	性的指向
•	軍役経験
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私たちはいじめやハラスメントを容認しません
私たちは、身体的なものも言葉によるものも含め、いかなるいじめやハラスメントに
も関与または容認してはなりません。互いに尊重するということは、相手との接し方
やコミュニケーションの方法について、注意を払うことを意味します。同僚、取引先お
よび顧客とやりとりをするときは、自分の言動を相手がどう受け止め、どう感じるか
を考慮してください。私たちの多くは相手と異なる背景を持っていて、異なる視点を
持っていることを忘れないでください。 

ハラスメント関連の出来事はただちに直属のマネージャー、自国の人事部の管理者、
またはスピークアウトラインに報告してください。

ハラスメント 
  ハラスメントとは、他者に不快感を与えたり、他者を卑しめたり脅した 
  りする、迷惑な言動であり、不健全な職場環境を作り出します。 

  ハラスメントの例としては、迷惑な性的誘いかけ、迷惑なコメント 
  やジョーク、脅しなどが挙げられます。

私たちは人権を尊重します  
当社は成功に向けて事業を行いますが、そのために人権や公正な労働慣行を犠牲 
にすることは決してありません。当社のサプライチェーン内では、どの部分においても
「現代の奴隷制度」や人権侵害に分類づけられる慣行や行為を容認しません。

従業員は、労働を強制されたり、現地の法律やスミスのポリシーで認められている最
長労働時間を超える労働を求められたりすることはありません。当社は、必ず現地
の法律により定められている労働基準（賃金、手当、認められた休暇、労働環境を含
む）を順守します。スミスのポリシーで定められている基準が最低限の法的基準より
高い場合は、常に高い方を適用します。

詳細は、当社の「人権ポリシー」をご覧ください。

シナリオ

Q：フランシスは、女性の同僚たちに対してマネージ
ャーが頻繁に不適切な言葉を投げかけていること
に気付きました。この同僚たちが不快に思っている
かどうか分からず、この問題が報告されたのかどう
かも分からないため、彼はまだこのことを報告しま
せん。これは正しい行動でしょうか。

A：いいえ。フランシスは、スミスの業務倫理規定
に反すると思われる行動はすべて報告すべきです。
誰かが不快に思っているかどうかや、他の人が既に
報告しているかどうかは関係ありません。私たちは
皆、当社の業務倫理規定違反の可能性があれば、
直属のマネージャーまたは自国の人事部に報告す 
るか、スピークアウトラインなどの手段を使用して
報告する義務があります。

シナリオ 

Q：ワンは、新規の健康保険プロバイダーに従業員
の個人情報データをメールで送信しようとして、以
前契約していた健康保険プロバイダーに誤送信して
しまったことに後で気付きました。誤送信してしま
ったプロバイダーに電子メールで連絡しましたが、
まだ返信がありません。この相手も保険会社なの
で、返信があるまで待つだけで問題はないで 
しょうか。

A：いいえ。このような違反行為は、ただちにスミス
グループ法務部に報告しなければなりません。この
手順について質問がある場合は、「データ保護に関
する行動規範」を確認するか、倫理コンプライアン
スオフィスに聞いてください。
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尊重

私たちはプライバシーを尊重します
私たちは、当社の従業員たちとその他の人たちが有する、個人情報に関する権利を尊
重します。スミスは、必要な場合において、本人の合意を得た上で、合法的かつ適切な
目的（従業員間の問題に対処するためなど）でのみ、個人情報を収集、使用します。
 
当社は、この情報が安全に維持され、許可を得ていない者がアクセスできないよう、
合理的な措置を講じます。
 
個人情報を第三者プロバイダー（スミスの給与サービスプロバイダーなど）に提供す
るときは、その第三者が個人情報を安全に維持するための措置を講じているかどう
かを確認します。個人情報の保護に関するスミスのアプローチについての詳細は、 
「スミスのデータ保護に関する行動規範」をご覧ください。

私たちはパートナーの資産を尊重します
私たちは、スミスの資産を保護するのと同様に、当社のビジネスパートナーやその他
の第三者に帰属する情報、知的財産、その他の資産についても保護しなければなりま
せん。パートナーの承認を得ている場合を除き、非公開扱いの情報（パートナーの従
業員に関する個人情報を含む）を第三者に公開してはなりません。機密情報を他者
に提供する場合は、業務遂行のためにそれを知る必要のある者のみに限ってくださ
い。また、パートナーのその他の資産についても、当社の管理下にある機器も含め、
その使用方法に注意を払う必要があります。

•	 当社は、労働組合などの従業員代表組織 
     への参加、不参加についても、各従業員の 
     権利を尊重します。
 
•	 当社は、児童（定義上は 16 歳未満）
 労働を適用、容認することはありません。

•	 従業員のパスポートやその他の身分証明書を
 押収または差し押さえることもありません。

•	 スミスの下で働く者に対する苛酷な、 
    または非人道的な取り扱いは容認しません。

•	 そして、顧客、サプライヤー、その他当社と取 
    引関係があるすべての第三者を含むビジネス 
    パートナーも、当社の基準に従うことを
 求めます。

12

https://online.smiths.com/functions-and-policies/group-policies/Group%20policies_new/8.11%20Smiths%20Data%20Protection%20Code%20of%20Conduct.pdf


私たちは約束したことを守ります。

私たちは自身の行動の責任をとり、約束を守ることで、
お互いとスミスに対する決意を日々示しています。

責任感
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責任感
私たちは約束したことを守ります

私たちは自身の行動の責任をとり、約束を守ることで、お互いとスミスに対する決意
を日々示しています。

私たちは安全に働きます
私たちは、安全性、セキュリティおよび当社環境維持について高い基準を設定し、
それを守ります。もっとも重要なのは、職場環境の安全を維持し、安全な手法を推進
することで、相手への尊重を相互に示すことです。私たちは常に、健康、安全、環境関
連の当社ポリシーと手順、そして関連の法律をすべて順守します。

詳細は、当社の「基本的な行動原則」をご覧ください。

私たちはスミスの資産を保護します
スミスの資産は、当社が企業として競争し、成功するために必要な、当社が製造する
最終製品、当社事業で使用されるツール（機械、工具、事務機器、It 機器など）、当
社のため、そしてパートナー、サプライヤーおよび顧客のために私たちが作成、収集、
格納、取り扱いをする情報やデータを指します。
 
私たちは皆、これらの資産を保護し、私たちが作成、使用する、または私たちに支給
された製品、ツール、情報およびデータを大切に取り扱う責任があります。
  
そして特に重要なのは、当社が新しいテクノロジーを取り入れ、進化した技術を顧客
に届ける中で、当社の製品、サービス提供のために使用される情報技術を保護するこ
とに力を入れているということです。これには、コンピューターやモバイル機器などの 
It 資産や、当社の機密情報、パートナー、サプライヤーおよび顧客のデータが格納さ
れている社内ネットワークなどが含まれます。
  
当社では、It 資産の使用において、ウィルスやその他のマルウェアから守るために、 
警戒を怠らないようにしています。また、データの作成、収集、格納、取り扱いをする
ときは、不正アクセス、紛失、不注意による破壊などが発生しないようにするために、
注意を払います。

私たちは皆、当社の一連の It ポリシーを順守することが求められています。これに
は、「It利用規定」も含まれます。これらのポリシーの最新版は、スミスグループのポ
リシーサイトに掲示されています。   各従業員は、スミスが社内の It 資産を保護で
きるようにするために、当社のビジネス情報チームが定めた社内管理規定を順守する
ことが求められています（パスワード変更、システムアップデートの適用など）。そし
て、It セキュリティに関する各種ガイドラインを読み、それに従う責任もあります（強
いパスワードを使用するなど）。これらのガイドラインは、ビジネス情報チームが発行
しており、スミスの情報＆サイバーセキュリティサイトに掲示されています。

詳細は、当社の「データ保護とプライバシーに関するポリシー」をご覧ください。

資産
保護対象の資産の例としては、次のような
ものがあります。

データとネットワーク
私たちが適切に使用し、保護しなければな
らないデータの例を以下に挙げます。

•	 設備
•	車両
•	顧客情報
•	知的財産
•	通信機器
•	ビジネスプロセス
•	事務機器
•	機密データ
•	企業戦略や経営計画
•	 IT	機器
•	ソフトウェア
•	他社の資材や原材料

•	 従業員データ
•	マーケティング戦略
•	 IT	システムの詳細情報
•	技術的な図面
•	顧客データ
•	コスト
•	ソフトウェア
•	顧客の仕様
•	財務データ
•	技術データ
•	事業計画
•	価格設定情報
•	設計情報 
•	入札情報
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忘れてはならないこと
•	パスワードは定期的に変更してください

•	データにアクセスするときは、必ず安全な 
 当社システムを使用してください

•	業務以外の目的のために当社、パートナーま 
    たは顧客のデータにアクセスしてはなりません
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私たちは内部情報を基に証券取引をしません
私たちは、内部情報を保有しながら、スミスの株式を売買したり、他者に売買を勧め
たりしてはなりません。また顧客やパートナーなどの他社の株式についても、その会
社の内部情報を保有しながら、自身が売買したり、他者に売買を勧めたりしてはなり
ません。個人的に、または他者のために利益を得ようとする意図がない場合であって
も、普段のさりげない会話で、非公開情報、機密情報または内部情報を漏らしてはな
りません。

当社が内部情報をどのように管理するかについての詳細は、「情報公開に関するポリ
シーと手順マニュアル」に記載されています。また、「証券取引に関するポリシー」 
もご覧ください。

内部情報について質問がある場合は、スミスグループ事務局にご連絡ください。

私たちは記録を正確に保ちます
スミスは、事業運営のために、そして法的要件を満たすために、会計帳簿をつけてい
ます。当社には、最新、正確かつ完全な情報を当社の利害関係者に適時提供する義
務があります。当社の記録は、当社の事業活動を正確に反映し、関連の当社ポリシー
と手順を順守するものでなければなりません。不正確または不完全な記録があるこ
とに気付いた場合、または記録の保存期間を確認したい場合は、直属のマネージャ
ーかスミスグループ法務部に連絡してください。

当社は納税義務の重要性を深く認識しています
当社は、納税義務がある場合、必ず支払います。他者の脱税を承知の上で補助した
り、ビジネスパートナーによる脱税を容認したりすることは決してありません。脱税に
は、無申告または過少申告による意図的かつ不正な脱税が含まれます。 

当社は、見て見ぬふりをするなど、承知の上で他者を補助して脱税に協力したり、い
ずれかの国での租税回避に関与したりすることはありません。詳細は、「脱税に関す
るポリシー」の「協力禁止」のセクションをご覧ください。

内部情報  
  内部情報は、まだ非公開であり、合理的な投資家の証券取引の判断に
  影響を与える可能性がある情報や、当該企業の株価に多大な影響を与 
  える可能性がある情報などが含まれます。
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シナリオ

Q：ジャスティーンは、出張先のホテルに着いたと
き、ノート PC のバッテリー残量が減っていて、電源
アダプターがないことに気付きました。彼女は電源
アダプターの入手やバッテリーの充電を試すのでは
なく、機密情報のドキュメントを USB メモリに保存
し、ホテルのビジネスセンターにある PC から個人
的な電子メールアカウントを使用して送信すること
にしました。これは正しい行動でしょうか。

A：いいえ。ジャスティーンは、機密の企業情報を送
信するため、すなわちスミスの業務を遂行するため
に、個人的な電子メールアカウントを使用してはな
りません。

シナリオ

Q：海外の顧客から、ボブ（スミスの営業担当者）の
元に、大口注文の引き合いがありました。そして金
額と支払い条件について双方が合意した後、この顧
客は、コマーシャルインボイスには合意した金額で
はなく、低い金額を記載するよう、ボブに依頼しま
した。ボブはどう行動すべきでしょうか。

A：ボブはこの依頼を引き受けてはなりません。こ
の顧客は、輸入関税が輸入品目の金額に基づいて
決められるので、不正に課税金額を下げようとして
いるのかもしれません。顧客が不正な脱税をして、
スミスがそれを承知していた場合、スミスは刑事責
任を問われる可能性があります。ボブは本件を法務
部に報告すべきです。

シナリオ

Q：サンドラ（Smiths Detection の営業担当者）は、
カザフスタンのあるエージェントとのエージェント
契約の内容について交渉しています。このエージェ
ントは、スイスの銀行口座へのコミッション支払い
を求めてきました。サンドラはこの求めに応じるべ
きしょうか。

A：いいえ、応じてはなりません。エージェントは、
カザフスタンでの租税回避を狙っているのかもし
れません。スミスは、このエージェントの脱税を補助 
したとして、刑事責任を問われる可能性があります。
サンドラは、本件を法務部に報告すべきです。

https://online.smiths.com/functions-and-policies/secretariat/Documents/2015%20March%20Disclosure%20Policy%20and%20Procedures%20Manual.pdf
https://online.smiths.com/functions-and-policies/secretariat/Documents/2015%20March%20Disclosure%20Policy%20and%20Procedures%20Manual.pdf
https://online.smiths.com/functions-and-policies/group-policies/Group%20policies_new/1.3%20Share%20Dealing%20Policy.pdf
https://online.smiths.com/functions-and-policies/secretariat/Pages/Contacts.aspx
https://online.smiths.com/functions-and-policies/legal-and-compliance/Pages/Legal-and-Business-Affairs-Contacts.aspx
https://online.smiths.com/functions-and-policies/group-policies/Group%20policies_new/7.6%20Anti-%20Facilitation%20of%20Tax%20Evasion%20policy.pdf
https://online.smiths.com/functions-and-policies/group-policies/Group%20policies_new/7.6%20Anti-%20Facilitation%20of%20Tax%20Evasion%20policy.pdf


私たちはすべての状況において、顧客にとってかけがえのないパートナーとして行動します。

当社は、決して不公平な、腐敗した、または違法な手法を用いず、
当社製品とサービスの品質を通して顧客に価値を提供します。

顧客中心
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贈り物、食事と接待 

顧客中心
私たちはすべての状況において、顧客にとってかけがえのないパ
ートナーとして行動します

当社は、決して不公平な、腐敗した、または違法な手法を用いず、当社製品とサービス
の品質を通して顧客に価値を提供します。

私たちは顧客の期待を上回ることを目指します
責任感を持つということは、顧客との間で誠実にやりとりし、顧客の期待に添う、もし
くは期待を上回る製品、サービスを提供することを意味します。また当社は、最高の
品質基準を満たす製品、サービスの提供に尽力します。顧客中心には、品質を主目標
の一つとし、継続的な向上を目指すことが含まれます。

私たちは、ビジネスパートナーに対して当社の基準を順守することを求め、公正に対
応します  
当社は取引先のすべての第三者に対して、法律と当社の業務倫理規定に記載の原則
を守り、倫理的に行動することで、誠実さを保つという当社の決意を共有することを
求めます。当社は、サプライヤーやその他の第三者を公正に扱い、約束を守ります。当
社は、パートナーたちと共に、高い品質と価値を顧客に提供します。

私たちは、責任感を持って贈り物、食事、接待の授受をします 
当社は、贈り物を交換したり、共に食事をしたり、その他の業務上の接待を受けたい
と考えるパートナーや顧客が一部存在することを認識しています。これに応じること
が認められるのは、当社の「贈り物、食事および接待に関するポリシー」を順守する
内容であり、合理的なものであり、当社の意思決定、顧客やビジネスパートナーの意
思決定に不適切に影響を与えることを意図していない場合に限ります。
 
贈り物や接待を提供する、または受ける場合は、事前にそれが顧客やビジネスパート
ナーのポリシーを順守するものであることを確認しなければなりません。また贈り物
の交換や、食事、接待の提供が、現地の法律を順守することも確認してください。一
部の国では、公務員が贈り物やその他の金銭的価値のあるものを受け取ることは、
いかなる場合でも違法とされています。

なお、医療従事者に贈り物、食事または接待を提供する場合は、スミスの「医療従事
者との対応に関するポリシー」に記載の規定を順守する必要があります。

詳細は、当社の「贈り物、食事および接待に関するポリシー」をご覧ください。

•	 贈り物、食事および接待の経費は、
 ポリシー内に定めがある場合、
 「贈り物管理簿」に正確かつ適切に記録、 
    計上しなければなりません。

•	 当社の「贈り物、食事および接待に関するポ 
    リシー」に記載の限度額を超える贈り物につ 
    いては、「贈り物管理簿」を使用してください。

•	 現金や現金同等物（小切手、ギフトカード、 
    デビットカード、商品券、クーポン、ゲーム用 
    コインなど）は決して提供したり、受け取っ 
    たりしてはなりません。

•	 賄賂と見なされる可能性がある贈り物、 
    食事または接待は、絶対に授受してはなり 
    ません。

シナリオ

Q：ジョセフは、金曜日に業界団体のカンファレンス
に参加するために遠出し、土曜日に帰宅する予定で
す。彼は自社との契約更新を控えるベンダーから、
土曜日の帰宅前に高級リゾートのゴルフに招待する
と言われました。ジョセフは、この契約更新の審査
プロセスに関与しています。このゴルフは個人的な
時間におこなうものなので、この招待を受けてもよ
いでしょうか。 

A：いいえ。私たちは、影響を与えられているかもし
れないと見られることさえも避けなければなりませ
ん。このような状況で、贅沢な接待を受けることは
認められません。贈り物や接待の授受が適切かどう
か定かでない場合は、当社の「贈り物、食事および
接待に関するポリシー」を確認するか、直属のマネ
ージャーまたは倫理コンプライアンスオフィスに相
談してください。
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https://online.smiths.com/functions-and-policies/group-policies/Group%20policies_new/3%2006%20Gift%20Meals%20and%20Hospitality%20-%20English.pdf
https://online.smiths.com/medical/portal/bizfunctions/LBA/LBA/Policies/Ethics%20and%20Conflicts%20of%20Interest/Policy%20on%20Interactions%20with%20Healthcare%20Professionals%20-%202015.pdf
https://online.smiths.com/medical/portal/bizfunctions/LBA/LBA/Policies/Ethics%20and%20Conflicts%20of%20Interest/Policy%20on%20Interactions%20with%20Healthcare%20Professionals%20-%202015.pdf
https://online.smiths.com/functions-and-policies/group-policies/Group%20policies_new/3%2006%20Gift%20Meals%20and%20Hospitality%20-%20English.pdf
https://online.smiths.com/functions-and-policies/group-policies/Group%20policies_new/3%2006%20Gift%20Meals%20and%20Hospitality%20-%20English.pdf
https://online.smiths.com/functions-and-policies/group-policies/Group%20policies_new/3%2006%20Gift%20Meals%20and%20Hospitality%20-%20English.pdf
https://online.smiths.com/functions-and-policies/group-policies/Group%20policies_new/3%2006%20Gift%20Meals%20and%20Hospitality%20-%20English.pdf
https://online.smiths.com/functions-and-policies/group-policies/Group%20policies_new/3%2006%20Gift%20Meals%20and%20Hospitality%20-%20English.pdf
https://online.smiths.com/group/sites/ethics-training-resource/SitePages/Home.aspx


シナリオ

Q：サンドラは、ある顧客について、制裁対象国に
送るために自社の製品を購入しようとしているので
はないかと疑っています。この顧客は、制裁対象で
はない国で使用されると主張していますが、サンド
ラの疑いはまだ晴れません。しかしこの顧客を怒ら
せ、失注することも避けたいと考えています。彼女
はどうすべきでしょうか。

A：サンドラは、適切な承認手続きや輸出許可手続
きを経ずにこの製品が禁止対象の地域や禁輸国に
送られないことを確認しなければなりません。その
顧客との案件を受注できないリスクがあったとして
も同様です。サンドラはトレードコンプライアンスオ
フィサーに連絡し、どのような対応策があるかを相
談すべきです。また、当社の「輸出入管理に関する
ポリシー」についても確認すべきです。

シナリオ

Q：ラフールは、長いつきあいがある顧客から急ぎ
の注文を受けましたが、対象の製品は輸出許可の
取得を必要とするものかもしれません。彼は過去の
経験から、輸出許可の取得に数週間またはそれ以
上かかる場合もあることを分かっています。また、
輸出許可を得ずに製品を送っても、おそらく誰も気
付かないだろうということも知っています。相手はス
ミスにとって長年にわたって懇意にしてきた顧客で
す。反面、発送の遅れに対しては寛容でないことで
知られています。彼はリスクをとるべきでしょうか。

A：絶対に駄目です。輸出法に違反した場合、ラフー
ルとスミスの両方に厳しい処罰が科せられます。ラ
フールには、スミスと顧客に対して、常に正しく行動
し、必要な輸出許可を得なければならないという責
任があります。彼は、質問があればトレードコンプラ
イアンスオフィサー、またはスミスグループ法務部の
インターナショナルトレードコンプライアンスチーム
に確認し、当社の「輸出入管理に関するポリシー」に
ついても確認すべきです。

私たちは貿易関連の規則と規制を順守します
国際企業の当社は、製品やサービスを世界中に提供しています。当社は、当社に適用
されるすべての輸出入管理、経済制裁、ボイコット禁止やその他の貿易関連の法律、
規制、ポリシーおよび手順に従わなければなりません。これは、当社の事業運営にお
いて、そして製品、サービス、技術およびソフトウェアを購入、販売、移転するときに
適用されます。
  
一部の国、個人、組織は、制裁や禁輸措置の対象となっています。適切なライセンス
を取得することなくこのような相手に販売した場合は違法行為とみなされ、スミスと
それに関与した者の両方に深刻な結果がもたらされる可能性があります。法律の順
守を確実にするため、顧客に関する情報と当社製品の最終仕向地を常に把握し、政
府が作成したブラックリストに含まれる相手に販売していないか精査を実施しなけ
ればなりません。
 
貿易関連の規則や規制は非常に複雑な場合があり、時と共に内容が変更されます。
質問や懸念事項がある場合は、スミスのトレードコンプライアンスオフィサー、また
はスミスグループ法務部のインターナショナルトレードコンプライアンスチームにご
確認ください。

詳細は、当社の「輸出入管理に関するポリシー」をご覧ください。

私たちは政府調達関連の規制を順守します 
当社が政府顧客にとって重要なパートナーなのは、当社がすべての調達関連の手順
とポリシーを完全に順守しているからです。政府顧客を担当する従業員は、政府との
取引に適用される法規制の内容を理解し、すべての要件に従うよう、特に注意する必
要があります。当社は、政府顧客に対して、常に正確かつ完全な情報を提供します。
質問や懸念事項がある場合は、スミスグループ法務部に連絡してください。
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https://online.smiths.com/group/sites/legal/tradecompliance/Trade%20Team%20Directory/Forms/AllItems.aspx
https://online.smiths.com/group/sites/legal/tradecompliance/Trade%20Team%20Directory/Forms/AllItems.aspx
https://online.smiths.com/functions-and-policies/group-policies/Group%20policies_new/3.12%20Export%20and%20Import%20Controls%20ENG.pdf
https://online.smiths.com/functions-and-policies/group-policies/Group%20policies_new/3.12%20Export%20and%20Import%20Controls%20ENG.pdf
https://online.smiths.com/group/sites/legal/tradecompliance/Trade%20Team%20Directory/Forms/AllItems.aspx
https://online.smiths.com/group/sites/legal/tradecompliance/Trade%20Team%20Directory/Forms/AllItems.aspx
https://online.smiths.com/group/sites/legal/tradecompliance/Trade%20Team%20Directory/Forms/AllItems.aspx
https://online.smiths.com/functions-and-policies/group-policies/Group%20policies_new/3.12%20Export%20and%20Import%20Controls%20ENG.pdf
https://online.smiths.com/group/sites/legal/tradecompliance/Trade%20Team%20Directory/Forms/AllItems.aspx
https://online.smiths.com/functions-and-policies/legal-and-compliance/Pages/Legal-and-Business-Affairs-Contacts.aspx
https://online.smiths.com/group/sites/legal/tradecompliance/Trade%20Team%20Directory/Forms/AllItems.aspx
https://online.smiths.com/functions-and-policies/group-policies/Group%20policies_new/3.12%20Export%20and%20Import%20Controls%20ENG.pdf
https://online.smiths.com/functions-and-policies/legal-and-compliance/Pages/Legal-and-Business-Affairs-Contacts.aspx


私たちは卓越性と勝利を得るために、共に学び、共に革新を実践します。

私たちは革新、勤労、献身により勝利を得ます。 
この情熱には、成功すると同時に還元することも含まれます。

情熱
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情熱
私たちは卓越性と勝利を得るために、共に学び、共に革新を 
実践します

私たちは革新、勤労、献身により勝利を得ます。この情熱には、成功すると同時に 
還元することも含まれます。

当社は環境を守ります
当社は情熱をもって当社が関わる環境を保護します。環境への影響を最小限に抑
え、可能な場合は資源の削減、再利用、回復、リサイクルをおこないます。
 
私たちは適切な政治的活動に参加します 
当社は、関心がある点について、政府と直接的に関わること、および業界団体やその
他の業界関連組織を通して政府と間接的に関わることの重要性を認識しています。
政府や政府機関と直接接触する場合は、政府リレーションズチームに相談してくだ
さい。従業員は、スミスの代表者として政治的活動に関与したり、スミスを政治的活
動、政党または選挙候補者と関連付けたりしてはなりません。

私たちはコミュニティをサポートします
スミスは、当社が事業を行う地域のコミュニティに貢献できることを誇りにしていま
す。当社は、雇用機会を確保し、地域経済において重要な役割を果たすことに加え、
慈善活動、ボランティア活動、教育活動を通してコミュニティをサポートしています。
 
当社は、教育、健康、福祉または環境の向上を通して人々の生活を豊かにしている、
特定の慈善団体や組織を支援しています。この支援は、当社事業所所在地、または当
社が属する業界と関連するプロジェクトを主な対象としています。

私たちは情熱を持って業務を遂行します
私たちは、スミス社内で果たすべき重要な役割があることを理解しています。そして
自身に期待されている以上のことを果たすために日々ベストを尽くします。 

私たちはスミスの評判を大切にします
私たちは、スミスの評判を傷つける可能性がある行為には関与しません。 

ソーシャルメディアは、責任をもって使用します。「スミスのソーシャルメディアに 
関するポリシー」には、スミス関連の情報を投稿するとき、またはスミスの従業員で
あることが明らかである情報を投稿するときに守るべきことが記載されています。

報道機関や投資家から連絡があった場合は、スミスの代表者として話す権限を与え
られている場合を除き、質問に答えたり、情報提供の要請に応じたりしてはなりま 
せん。必要な場合は、相手の質問や情報提供依頼をスミスの投資家広報部の部長、
部内広報部またはグループ広報部に照会するよう速やかに伝えてください。
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https://online.smiths.com/functions-and-policies/group-policies/Group%20policies_new/8.03%20Social%20Media_ENG.pdf
https://online.smiths.com/functions-and-policies/group-policies/Group%20policies_new/8.03%20Social%20Media_ENG.pdf
https://www.smiths.com/investors/investor-contacts
https://online.smiths.com/functions-and-policies/communications-and-ir/Pages/Contacts.aspx


懸念の報告や質問をするときは社内リソ
ースを使用してください
私たちは、分からないことがあれば質問し、問題がある場合は報告します 
私たちは、都合の良いときだけでなく、どのようなときでも、正しい行動をとります。
しかし、何が正しいことなのか常に明確だとは限りません。適切でないと思われるこ
と、すなわちこの業務倫理規定や当社の価値観に反することに気付いた場合は、 
速やかに声を上げなければなりません。そのようなときのために、懸念事項の報告、
質問への対処、懸念事項に対する調査のための社内リソースがあります。私たちは、
声を上げることで、スミスや同僚たちに危害が及ばないようにすることができます。 
スミスの経営陣は、従業員が声を上げた結果、本人が報復されないことを保証しま
す。そして、報告されたものについては、必ず徹底的に調査します。

上記のいずれかの報告用リソースを使用して報告をした場合、その内容は可能な限り
機密情報として取り扱われ、当社は適切かつ速やかに質問や報告に対処します。 
 
報告されたものについては、適切かつ速やかに調査を実施し、状況や入手可能な情
報に基づき解決します。
  
なお従業員は、報復を恐れることなく、いつでも質問や懸念事項の報告ができるとい
うことを忘れないでください。報復を受けたと思う場合、または報復されそうだと気
付いた場合は、ただちに人事部またはスミスの倫理コンプライアンスオフィスに連絡
してください。

報告と質問 
忘れないでください。最初にサポートを求
める先はマネージャーです。マネージャー
や現地マネージメントチームのメンバー
は、オープンドアポリシーを保ち、従業員
たちの質問対応やサポート役として頼れる
存在となってください。

また、その他にも以下のような質問や報告
をするための社内リソースがあります。 

•	 自国の人事部のマネージメント
•	部門内の人事担当部長
•	スミスグループ法務部
•	 倫理コンプライアンスオフィス 
•	スピークアウトライン 
 （speakout@smiths.com）

倫理関連の問題は、スピークアウトラインを使
って匿名で報告できます。
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Smiths Group plc
4th Floor
11-12 St James’s Square
London SW1Y 4LB, UK
020 7004 1600
www.smiths.com

2021年6月30日
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