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Chris Caldwell からのメッセージ 
コンセントリクス従業員の皆さんへ 

 

当社が日々請け負い、遂行する毎日の業務を、取引先は信頼してくださっています。誠実さ

に対する当社の深い取り組みを知ってくださっているからです。当社は、毎回正しく業務を

行うために必要なリソース、教育、文化を社員に提供します。このサポートは、当社の成功

になくてはならないものです。 

 

当社の倫理およびビジネス行動規範 (COEBC) は、この取り組みを強化する最も重要な施策

の一つです。COEBC は、職務や役職に関係なく、海外を含むすべての従業員が守るべきもの

です。COEBC は、当社の運営基準を定め、私たちに期待される行動を明確に示し、すべての

やりとりにおける倫理的行動基準の維持を促すものです。 

 

COEBC は、適切な判断に代わるものではありません。また、取引先に素晴らしい体験を提供

する中で遭遇するかもしれないすべての状況を網羅しているわけでもありません。しかし、

私たち一人一人がここに定められた基本的な原則および基準を受け入れ、日々の業務に積極

的に適用し、この責任の重大さに真摯に向き合えば、これが総じて、当社、当社の取引先、

そして取引先のお客様を保護する強力なネットワークが形成されます。   

 

COEBC には、私たち一人一人が毎日行う大事な誓約が例示されており、それがお互いを保護

し、ビジネスを活性化し、取引先をサポートし、私たちが根を下ろすコミュニティに貢献し

ています。このことは、私たちが何者であるかの拠り所として、一番大事なことです。です

から、当社が従業員を保護しながら業界で最も信頼できる CX パートナーという評価を維持

する取り組みにおいて、従業員の皆さんのご協力に大変感謝しております。 

 

一人一人が COEBC を守り、誠実に日々の業務を遂行することにより、すべての人にとって

より安全な環境を作ることができます。当社の成功の鍵は、従業員の皆さんの誠実さへの継

続的な取り組みにあります。 

 

ご質問がありましたら People Solutions パートナーにお問い合わせください。もしくは、本

メッセージの末尾に記載されている、サポートスタッフ全員のリストをご覧ください。 

 

お読みいただきありがとうございます。 
 

Chris Caldwell 

Concentrix Corporation 
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私たちのビジョン 

私たちの企業文化とともに 

そこにたどり着きましょう    

私たちはお客様や社員へ情熱を
注ぎます 

我たちは模範的な社風とともに 

高潔さを発揮します 
 私たちは最高を追求にするために 

 粘り強く努力します 
私たちは知識、風通しのよさ、

透明性を重視しています 
私たちはビジネス

の運営について、 
異なる見方 があることに寛容です 

 私たちは大胆に意思決定をします 

私たちは市場における既存の価値観を打破します 

私たちは将来に投資します 

私たちは一丸となりConcentrixに貢献します 1 

私たちは、豊富な人材とダイバーシティを擁する、世界で最も

優れたカスタマーエンゲージメントサービス企業を目指します 
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倫理的行動は 

 私たちのカルチャーの一部  
 

Concentrixのカルチャーに関する宣言（前ページを参照）は、当社とその従業員のあらゆる行動の目

安になります。 

私たちが行うすべての活動は、当社のカルチャーの一部として可能な限り高いレベルのパフ

ォーマンスを達成するように努めることがあげられます。 

私たちの行動には、人々に価値を付加し、常に尊敬と尊厳をもって他者とかかわる努力を

するという誠実な信条が根幹にあります。 

私たちは、チームとして協働し、新しいアイデアを生み出し、顧客の期待に応

えます。私たちは、ともに働くすべての人に信頼と敬意を喚起するよう努めま

す。 

私たちは、すべての業務や他者とのあらゆるやりとりにおいて、誠実で倫理的に行動します。 

 

私たちは、確固とした信念を持ち、厳格な道徳的・倫理的価値観にのっとってそれらを遵

守します。私たちは、私たちが住み、働く環境を尊重します。 

さらに、私たちは、世界規模の業務を通じて、基本的人権の保護を支援します。 

 



はじめに 

Concentrix 

企業倫理行動規範 

 

 

私たちの企業理念は３つのV 

 
 

 
 

可視化 

可視化（または透明

性） により、当社は

進捗状況と成功の障

壁を確認することが

できます。組織全体

の可視性によ  り、挑

戦や機会に関する正

確かつタイムリーな

情報が把握でき、積

極的で優れた意思決定

の行動を推進するこ

とができます。 

迅速性 

迅速な適応を可能にしま

す。市場変化の予測、あ

るいは顧客やベンダーの

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。 

価値 

スタッフ、顧客、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、顧客にとって

重要な活動にあらゆるリ

ソースが向けられます
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「 

規範の使用 
 

当社の規範は多くの目的を持ちます。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遵守すべき方針と適用法も紹

介していま  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 

べき連絡先情報を提示します。規範の精神と条項の遵守を怠ると、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、この規範に従わない場合、従業員は職を失い、該当する

場合は刑事訴追を受ける可能性があります。 

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言及しますが、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のもとにあります。社員ならびに当社の代理を務める

エージェントは、当規範、適用されるすべての法律、規則、および規制を遵守することが求められ

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指示を求めてください。 

当規範は、Concentrixのすべての従業員、役員、取締役ならびにその部門、子会社、系列会社に適

用されます。集合的にこれらの事業体はこの規範で「当社」と呼びます。必要な場合、当社と連携す

るまたは当社を代表するビジネスパートナーは、規範を熟知し、遵守することが求められます。規

範は私たちの すべての行動に適用され、社員、株主、事業地のグローバルコミュニティ、そして当社

自体に対するコミットメントを反映しています。規範は、あらゆる行動における倫理的かつ誠実な

遂行に対する私たちの総合的なコミットメントを表しています。 

コンプライアンス部門は、当社の行動規範の運営およびゼネラルカウンシルへの報告を
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担当します。行動規範違反がマネージャー、人事部またはコンプライアンス部に報告さ

れると調査が行われ、その結果に基づいて経営陣が対応します。 

倫理およびビジネス行動規範を忠実に守ることの決意表明として、Concentrix では、全

従業員に雇用開始と同時に、当該規範の遵守に同意することを義務付けており、その後、

毎年同意を表すことを求めています。 

この規範の要件に対して棄却を求める従業員は、その明確な説明と正当な理由とともにコ

ンプライアンス担当者に申請してください。かかる権利放棄は、それぞれのケースの事実

関係に応じ て、当社取締役会によって付与される場合があります。 
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自問してください： 
 その行動は、高い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、顧客、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、その行動をと

るでしょうか？ 

 その行動をと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

は実行すべきでないと推測したほうが安全です。詳

しくは、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.integritycounts.ca/org/concentrix を参

照してください。 
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マネジメントの責任 
 

 

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え、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、

社員からの疑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が

起こりえる状況に警戒し、敏感であり、そのような状況を直ちに上席者に報告す

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報告を受ける

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優れたリーダーであるための重

要な要素です。 
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規範の違反が

もたらす結果 
 
 

私たちはそれぞれ、この規範および当

社のあらゆる方針を遵守する必要があ

ります。遵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。さらに、違反に気づきながら迅速

な報告と是正を行わなかった上席者、

マネージャー、役 員、取締役も、同様

の結果を招くことがあります。状況下

によって当社は法的措置を講ずること

を検討するか、もしくは公的な法執行

機関に状況証拠を提出して起訴の可能

性を検討します 
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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。 

 誠実さに対する当社のコミットメント

を受け入れ、活用しください。 

 規範のコンプライアンス実施におい

て自らの役割を推し進めてくださ 

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。 
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多様性の尊重 
 

 
 

当社のビジョンは、多様で才能豊かな世界最大の顧客エンゲージメント企

業になることです。私たちはさまざまな背景、経験、アイデアに反映され

る多様性を尊重し、価値あるものとみなします。そして、すべての従業員、

顧客、ビジネスパートナーを尊重する包括的な職場環境を提供することに

余念がありません。私たちは互いを公平に、そして敬意をもって接するこ

とを約束します。 

 

 

 

 
 

機会均等の提供 
 

 
 

当社は、どの事業場所であろうと、雇用慣行における差別を禁止する法律を遵守

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。当社では以下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

されているその他の基準。 
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基本規則 
 社員の採用、選出、能力k開発、昇進に関する決定

は、能力、資格、実証されたスキル、業績に基づく

ものであることを明確にしてください。 

 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いけません。 

 不十分な業務成績が生じた場合は、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。無関係な事柄を勤務評定に反映させてはい

けません。 

 雇用機会均等に関する当社の方針に従った公正な 
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差別および 

ハラスメントの禁止 
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、

顧客、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対応され、安全でプロ意識に溢れ、ポジティブな職場環境を目指して尽力し

ています。私たちは相手が同僚、サプライヤー、顧客、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。例として以下があげられま す。 

＞ 性的な言い寄り、性的交際の要求、性的に露骨な

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 
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Q. 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みなし

ています。どうすべきでしょうか？ 

A. その社員に対して、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告

します。直属上席 者、その他の上席者、マ

ネージャー、または話しやすいと思う人事担

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.integritycounts.ca/org/ 

concentrixに連絡してください。通話は

部外秘とされ、匿名で構いま 

せん。 
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社員に対するコミットメント 

• 

 

 

 

 
 

 
• 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。これには以下に規定されている事項に関連した言葉ま

たは、身体的な行為、冗談、中傷が含まれます： 

・ 人種• 

・ 皮膚の色

• 

・ 宗教• 

・ 性別 

・ 性同一性• 

・ •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 

 法律で保護さてい

るその他の基準 
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薬物乱用の禁
止 

 

薬物の乱用は安全な業務実施能力を制限し、あらゆる人を危険に陥れます。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は、決して業務を行ってはいけません。さらに、就業

時間中または会社の敷地内で、違法な薬物やアルコールを使用、所有、移転、販売したり、処方薬を誤用したりすること

はできません。 

当社がこの規則の例外としているのは、承認された贈答目的で酒類が密閉された容器で運搬さ

れる場合、または認可された会社のイベントで適度に使用される場合です。 

＞ 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、上席者または人事担

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 

＞ 当社の方針よりも厳格な現地の法律や慣行があれば、常にそちらを遵守してください 
 

＞ 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、上席者、マネジメント、または人事部に通報してください 

＞当社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。希望する社員はすべて、当社を通じて秘密裏に支援を受けることができます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



社員に対するコミットメント 

Concentrix 

企業倫理行動規範 
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社員に対するコミットメント 

Concentrix 

企業倫理行動規範 

 

 

暴力の防止 

 

当社は、同僚、訪問者、当社施設内に

いる人、あるいは業務の過程で接触す

る人や者に対して実際に暴力を行使す

る、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

ずれも深刻です。こうした出来事は直

ちに報告する必要があります。 

 

実際の暴力、または暴力行使の脅迫

を受けている場合は、セキュリティ

管理または人事部に直ちに報告し、

現地警察やその他の当局の関与も含

め、適切な措置を決定します。 
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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、および倫理基準の遵守に

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、あなた

の行動を定義するものは、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求

められています。すなわち、倫理的行動へのひた

むきなコミットメントが誠実な行動や、優れた業務

を行うことであると同時に、当社が世界規模の組

織であり続ける最も確実な方法であるという信念

です。 



社員に対するコミットメント 

Concentrix 

企業倫理行動規範 

 

 

プライバシーの
保護 

 

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、州の法律が制定

されています。当社は、社員の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。 

プライバシーの保護は重要です。私たちは、以下の指針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

厚生管理等 

＞ 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、定められた規則と手順を遵守する 

＞ 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 

 

 

 

ご自身の情報に関する質問は、上席者または人事にご相談ください。 
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社員に対するコミットメント 

Concentrix 

企業倫理行動規範 

 

 

製品品質および
安全性の維持 

 

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、高い評価を維持し

ていま  す。つまり、当社の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い

けません。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遵守

によって、これを確実なものにしています。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や規制も遵守します。 
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当社の社員は、規律ある取り組みによって、誠実

に業務に従事し、以下の事項を達成します： 

顧客満足を最優先にする 

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 

成せば成るという姿勢 

簡潔なコミュニケーション 

 

当社は、最高品質の製品およびサービスの提供

を誇りにしています。私たちは、業務成果の達成

ならびに最適化における卓越さを目指します。そ

れは、顧客とベンダーに対する総合的な品質のコ

ミットメントを反映するものです。 



当社に対するコミットメント 

Concentrix 

企業倫理行動規範 

 

 

技術の適切な使用 
私たちは、当社の技術を適切に使用することが必要です。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。当社の技術の使用によって、職務が妨げ

られてはいけません。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、または不快な表現、もしくは

データを閲覧しないでください。さらに、これら

のシステムを使用して、違法データへのアクセ

ス、不正勧誘の送付、他の組織やあなた個人の

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、または受信した素材あるいは文書は、私有

物ではありませ  ん。適用法によって認められ

ている限りにおいて、当社は会社の方針を確

実に遵守するため 

に、社内の資産および通信システムの使用

を検査および監視する権利を有していま

す。 
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Q. 当社が私のメールを読むことは違 

法ではありませんか？ 

A.  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、当社には当社のシ

ステム上のすべてのメールのやりとりと

インターネットサー 

フィンを監視する権利があります。 



17 Concentrix 

企業倫理行動規範 

 

 

当社に対するコミットメント 

 

 

 

• . 

 
 

Q. 同僚から猥褻、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

原因で私は職を失うことになり

ますか？ 

 

電子データは、法律で保持が義務付けられ

ている「記録」である場合があります。 

A. 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

はコントロールすることができます。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： 

B. そのメッセージを転送、削除、返信

しないでください。マネジメントに

よる調査に備え、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。 

C. 上席者、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。 



当社に対するコミットメント 

Concentrix 

企業倫理行動規範 

 

 

 

知的財産の保護 
 

当社は⾧年にわたる従業員の努力とイノベ

ーション、そして取得した特許、商標、著

作権、営業秘密を含む知的財産の上に築き

あげられています。私たちの知的財産を保

護することは極めて重要なことであり、誤

用または流用されないように一丸となって

取り組まねばなりませ 

ん。適切な法的文書なしに部外者が当社の

知的財産を使用したり、共有したりするこ

とは決して許されることではありません。

また、他社の知的財産所有権も侵害しては

いけません。 
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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

での就業中に、当社の素材、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

従

業員は、当社との雇用中に開発したす

べての知的財産の所有権を文書化す

る際に、当社と協力することが期待さ

れています。 



当社に対するコミットメント 

Concentrix 

企業倫理行動規範 

 

 

 

 
 
  

Q.  他社から内定をもらいました。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、私が当社勤務中に知り得た当社

の価格設定情報と顧客連絡先を利用しても構わない

でしょうか？ 

A.  いいえ。あなたは当社に入社したとき、機密

情報および発明の同意書に署名をしました。

これは、会社の非公開情報を尊重し、当社と

あなたとの間に信用と信頼関係が生じたこと

を確認するものです。つまり、あなたが在籍

中に取得した当社の機密情報を他の企業と共

有することは禁止されています。さらに、他社

に移籍する場合、当社はあなたの新しい雇用主に対

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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当社に対するコミットメント 

Concentrix 

企業倫理行動規範 

 

 

情報およびデータ
セキュリティ：機密性 

 

知的機密情報を保護する方法のひとつは、その情報を内密に保持することです。したがって、すべての

社員は機密情報および発明に関する同意書に署名を求められます。各社員はこの同意書に署名すること

によって、当社および当社取引先の機密情報を保護す ることに合意します。当社は顧客ならびにベンダ

ーと実質的な関係を持っており、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。こう

した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情報を使用し

てはいけません。 

 

当社は以前の雇用の結果として、当社の従業員がその雇用者と秘密保持契約を締

結し、その会社の機密情報を保持していることを認識しています。従業員は、当

社との雇用に関して、以前の雇用主との守秘義務に違反しないようにする必要が

あります。 

 

当社の社員は過去に、かつての雇用主との間で秘密保持契約を締結していた可能

性があることを認識しています。当社社員は以前の雇用の結果として、従業員は当

社との雇用にあたり、以前の雇用者との守秘義務に違反しないようにする必

要がありま 

す。ここには、当社との雇用に関連して、以前の雇用主との秘密保持義務が

ある情報を不適切に開示または使用することが含まれます。 

また、機密情報に関するその他の制限にかかわらず、当社の従業員は、違法

行為が疑われるとき、政府による調査に協力または情報提示といった特定の

状況下で営業秘密または機密情報を開示する2016年施行の防衛営業秘密法の

もと、報復からの保護を含む免除を受ける権利を有します。                     20 



当社に対するコミットメント 

Concentrix 

企業倫理行動規範 

 

 

 

 

 

Q. 私は新入社員として当社に入社したばかりです。以前 

の雇用主は、当社の最大の競合他社のひとつです。

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？ 

 

  

A.  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

した機密の内容（または保護対象の情報）は当社に持ち込んではいけ

ません。所有している特定の情報の状況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。          21 



当社に対するコミットメント 

Concentrix 

企業倫理行動規範 

 

 

 

情報およびデータセキュリ
ティ：機密性 

および第三者 
 

当社の事業活動の過程では、他社が秘密とみなす情報を受け取る可能性があります。法律によって承認された書

面による機密保持契約がない限り、そのような情報を受け取ったり、開示したりすることはできません。当社

は、契約の条件によって禁止されている開示または使用の回避を含め、契約の条件に従って情報を取り扱う必要

があります。 

一般的に、サービスを提供する際に当社が

アクセスする顧客または、顧客の顧客に関

する情報は、当社と顧客が締結した契約の

中の機密保持の対象となります。そのよう

な情報は、当社の顧客へのサービス提供に

関連して必要とされる場合を除き、開示ま

たは使用してはいけません。 

従業員は社外、特にソーシャルメディアに

おいて、顧客の名前やロゴ（顧客や顧客の

製品を特定できる画像、口頭や書面による

声明を含む）を使用しないでください。 
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基本原則： 
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。 

時として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。マネジメント

からの事前許可を取得、さらに法務部が秘密保

持契約書に承認した場合を除き、こうした情報は

決して開示しないでください。 

前雇用主または他の人に帰属する機密または

専有情報は開示してはならず、当社による使用も

誘発してはいけませ 

ん。 



当社に対するコミットメント 

Concentrix 

企業倫理行動規範 

 

 

ソーシャル 

ネットワーキング 
 

機密情報を保護するための取り組みの一環として、、チャットルーム、メッセージフォーラム、ソーシャルネッ

トワーキングサイトなどのソーシャルメディアを使用する場合には注意が必要です。当社は、そのようなサイト

での個人的または職業的なやりとりに制限をもうけてはいませんが、当社の基準に従った適切な利用を求めてい

ます。これは、そうしたサイトを通じて当社、当社の顧客、さらにその他のビジネスパートナーの機密情報を決

して開示してはならないことを意味します。そのような情報には、顧客の名前、ロゴ、顧客またはその製品やサー

ビスを特定できる表現、あるいは単にそのような顧客にサービスを提供しているという記載も含まれます。当社は

また、個人的な意見が当社に帰するものではないことを保証しなければいけません。当社を代表する従業員の立場

にいる間は、不適切で不快な素材、または当社の方針に違反する投稿をしないでください。当社は不快で不適切な

掲載や投稿を取り下げるように従業員に要求することがあり、また従業員はソーシャルメディアにそうした投稿を

見つけたら当社に報告することが求められます。 

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、顧客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。

当社は、私たちの価値観と方針に合致した方法で当社の独自性、誠実さ、評判を維持することにより、こうし

たコミュニケーションの使用がビジネスのニーズにしっかりと応えられるよう尽力しています。 

当社に関連する投稿（例えば、会社のイベントで撮影した会社名やロゴが写っている写真、会社のニ

ュースアイテムやビデオクリップの共有など）をする場合には、掲載したものが当社ではなく、あな

た個人の意見や考えであるというコメントをつけてください。当社がそれらを不適切な投稿であると

みなした場合には、削除を依頼することがあります。 
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株主に対するコミットメント 

Concentrix 

企業倫理行動規範 

 

 

 
 

 

Q.  数か月に及ぶ努力の末、私はこのほど顧客との大型

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、その顧客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？ 

 

A. はい。私たちは、社員にソーシャルネットワーキ

ングを行う権利が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

サイトに当社の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、公になっていない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すことになり

ます。掲載した記事を直ちに削除し、上席者また

は法務部に違反を報告してください。 

 



株主に対するコミットメント 

Concentrix 

企業倫理行動規範 

 

 

利益相反の回避 
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、ビジネスの判断は、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、近親者、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、当社または特定の第

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 

＞ 当社での地位の結果として、第三者から貸し付け、

もしくは債務保証を受ける 

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。個人的な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。       25 

 
当社での職務と自分の家族、業務、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

たちは年に一度、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、潜在的な利益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。潜在的な利

益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

に潜在的な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。 
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資産の保護 
 

すべての社員は、当社財産を損失や盗難から保護する必要があり、こうした財産を個人的に使用することはできません。

当社の財産には、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。権限のない使用を防ぐ

ために、会社のすべての財産は管理下に置き、適切に保護する必要があります。 

 

社員は、当社の電子通信システムを以下のような限られた範

囲でビジネス以外の用途に使用することができます：１）頻

繁でない；２）職務を妨げない；３） 生産性が低下しない：

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物品

を当社に引き渡すことが求められます。 

当社は、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」を常に- 生み出しています。こ

れらは私たちが所有するものであり、その他の財産と同様、

保護を必要とします。これらは当社の努力の成果であるた

め、部外者の使用から情報を保護することが様々な法律で

認められています。 

 

 

 

 
26 

助言 
 すべての社員は、当社の資産を保護し、効率的に

使用すること 

 すべての設備は、正当な当社の業務目的に使用

すること 

 当社財産の浪費、損失、損害、誤用、盗難、悪用、ま

たは侵害の防止に配慮すること 

• 
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企業倫理行動規範 
27 

 

 

 

ギフトおよび接待の受領 
 

当社の完全性へのコミットメントは、不適切と思われる状況を避けることを含め、高い倫理基準を遵守することが要求され

ます。これには、外見上不適切に見える状況を避けることも含まれます。ビジネスギフトおよび接待は、ビジネスに友好

的な関係をもたらす可能性がありますが、それを提供する人が客観的であ ること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、納品の要件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られることは、避けなけ

ればいけません。 

ギフト、接待、優待を受けることはできますが、その代償と

して優遇措置が期待されず、名目上の価値があり、贈る側の

法律や慣行によって禁じられていない場合に限ります。これ

には旅行、接待、レストラン、小売業などのさまざまなビジ

ネスが個人顧客に対して一般的に提供するプロモーション割

引やプログラムが含まれます。 

右に記載した受領できないギフト、接待、優待は、その誘

いに関わらず、従業員の家族が受領したものであっても、

速やかに返却するか、会社として受領するか、あるいはマ

ネージャーに適切に対処してもらいます。 

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、上司であるマネージャーにすべて

報告してください。 

常に拒否するギフトは… 
 現金または現金に相当するもの 

 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 
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インサイダー取引の
禁止 

 

あなたは一般投資家に公開されていない当社、その親会社、または当社と取引を行っている他の企業 

（例えば、顧客またはベンダー）に関する重要な情報を知ることがあります。「重要な非公開情

報」に基づいて、企業内の証券（株式、債務証券、持分証券、オプション、退職プランで保持さ

れている株を含む）を購入または売却することは違法です。これは一般に「インサイダー取引」

と呼ばれ、インサイダー取引に加担すると職を失い、厳重な民事および刑事罰を受ける恐れがあ

ります。 

 

個人的な利益のために、当社または当社取引会社の重要な非公開情報を使用してはいけませ

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、重要な非公開情報を伝

えてはいけません。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両

者がインサイダー取引で有罪となる可能性があります。 

 

「非公開情報」とは、当社内では知られていても、公に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。重要な非公開

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。 

 

「重要な非公開情報」の詳細やインサイダー取引に関連する制限事項に関するご質問

は、法務部におたずねください。 
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以下のタイプの（ポジティブまたはネガティブな）情報は、非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」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

訴訟の暴露 

・ 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、または新規債権

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 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

 
 

Concentrix 
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正確な記録の維持 
 
 

当社が公正で時宜にかなった理解しやすい定期報告書の開示を一般社会および政府当局に対

して行うことは、法律で義務付けられていると同時に、当社のビジネスの成功に不可欠なも

ので  す。私たちひとりひとりは、当社の財務記録のすべての記載が業務および財務状態

の結果を正しく反映していることを確認する義務を負っています。当社の方針だけでなく、

財務会計および報告を統制する法律、規則、規制に従って私たちはこれらを施行しています。 

 

こうした報告書の作成に際し、各自が以下のガイドラインに従って細心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いけません 

＞ 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いけません 

＞ 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うこと 

＞ 当社の内部会計管理システムを遵守すること 
 

30 
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記録の管理 
 

当社は様々な法律や模範的な業務慣行によっ

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

連記録を廃棄することはできません。しかし、

必要期間を超えて業務記録を保存すると、不要

なコストがかかり、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

に遵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。 

法務部は訴訟などの特定の状況において、特定

の書類を法的に保存する訴訟ホールドをかける

場合があります。訴訟ホールドの対象となる書

類は、法務部の書面による事前の許可がある場

合を除いては、改ざんまたは抹消することはで

きません。このような状況下では、法務部のす

べての指示に従ってください。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、USBメモリー、

コンパクトディスク、その他の電子記憶媒体。 
護士から、当社が行ったとさ 

れるある口頭での約束の履行を要求する書簡を受

け取りました。マネージャーはあなたに対し、そのような

約束を裏付けるメールのやりとりがあったか調査するよう

に命じました。そこで顧客関係に精通していない人にとっ

ては約束したと解釈される可能性のあるメールを見つけ

ましたが、あなたはそのような約束はこの顧客に対して

今まで行われたことがないと真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？ 

A. いいえ。当社の記録保持に関する方針は従

業員に対し、当社が合理的に訴訟を起こし

た事柄に関連する可能性があるすべての記

録を保存するよう求めています。この状況

下で訴訟の合理的予見があるか判断するた

め、すみやかに法務部に連絡をしてくださ

い。

31 
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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。 
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公正競争の維持 
 

当社は、自由で公正な競争の強固な支持者です。 

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、不当な優位性を追求しては

いけません。私たちは、クライアントニーズの予測

と充足に全力を注 

ぎ、不適切または詐欺的方法で競合他社の競

争機会を抑制することを模索しません。 
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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。法務部の事前

許可を得ずに当社の競合他社と以下のトピックに

ついて話し合ってはいけません： 

 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 
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人権の尊重 
 

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顧客やサプライヤー、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、そしてあらゆる顧客に対して、企業市民としての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、奴隷慣習、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。 

 

政治参加 
 

Concentrixは政治的な意図を持たない企業であり、いかなる政党、候補者、世間的な関心

事にも政治献金を行う慣習がありません。従業員は個人的な範囲での献金を含めて、政治活

動に自由に関与することができます。ただし、当社を代表していると受け取られるような活

動を行わないでください。会社の資産を使用した個人活動、または会社の時間に関連する

会社、および他のすべての会社の方針は、政治活動の実施に適用されます。当社は法律で

必要とされる場合を除き、従業員が政治活動に費やした時間に報酬を支払うことはありま

せん。 
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環境と持続可能性 
 

私たちは職場と生活環境に敬意を払います。これは、すべてではありませんが、 当社が事

業を行うあらゆる国で適用されるすべての環境法を遵守することを意味します 。当社はま

た、自社の事業の 影響を最小限にに抑えることにより 、環境保護にも取り組んでいます。 

 

私たちには、人々の生活と地球の環境を改善する責任があります。当社が真正面から受け止めて

いる責任です。お分かり頂けると思いますが、当社は、当社の規模をより良い方向のための力と

して活用する最良のチャンスを保有しています。27 万人を超えるスタッフ、取引先、サプライ

ヤー、提携業者が一体となって増幅された一つのパワーは、世界規模の影響になります。 

 

 

当社が取り組んでいる三つの主要活動分野: 

 

環境: 環境に配慮し、現在の環境を改善すること。 

社会: 当社が事業を行っている地域社会における職場・生活環境を向上させること。 

ガバナンス: 誠実に行動し、正しいことをすること。常にです。 

 

より詳細な情報については、最新のサステナビリティレポートをご覧ください：

https://www.concentrix.com/esg/ 
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私たちは、環境保全を掲げる一員として、持続可能な

成⾧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する上で、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の防止 

 発生源での削減、再利用、リサイクルを通じた

エネルギーを含む天然資源の実用的な保全 

 すべての社員、下請業者、サプライヤーの関与、

および現地コミュニティとのパートナーシップを

通じた環境パフォーマンスの継続的改善 

 ビジネス活動と環境的配慮の統合 

 
• 
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汚職防止法の遵守 
（賄賂およびキックバック） 

 

当社は賄賂を一切容認しない断固たる方針を掲げてい

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、受領、または申

し出も行ってはいけません。私たちは、政府官僚の賄

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、米国の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、自国官僚の賄賂を禁止していま

す。さらに多くの国には、他国の官僚に対する賄賂を違

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遵守する必要

があります。これは、私たちが業務の契約、業務の継

続、ビジネス上の不正な優位性の確保、もしくは国家

公務員の決定に影響を与えることを目的に、賄賂、口

利き料、その他便宜を図ってもらうための金銭を国家

公務員に決して提供しないこと、提供を試みないと、

許可しないこと、または約束しないことに同意するこ

とを意味します。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いけません。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」とは、ビジネス上の利益獲得を目

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価値のある も

のを提供することを指します。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

たは促進した見返りとして、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。 

 「政府官僚」とは、中央または地方政府の

役人や職員、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。 
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賄賂と解釈される可能性があるいかなる行動も避けてく

ださい。 

また、倫理的または合法的に私たちが実施できないこと

を第三者を雇用して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。   
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米国外での取引や出張を

伴う業務に就いてる従業

員は、FCPA、英国の贈収

賄防止法、および同様の

現地法に精通していなけ

ればいけません。政府官

僚や公務員へのギフトや

支払いには、マネジメン

トの事前承認が必要にな

ります。賄賂やリベート

の請求があった場合は、

直ちに法務部に報告をし

てください。 

 

Q.  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の援助をしてくれます。これま

でその国では、ビジネスの確立がとりわけ困難でし

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？ 

A 上席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退けた場合、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。 

Q. スーザンは、できるだけ早くプロジェクトの承認を得る必要があります。彼女はある政府の職員から「少

額の手数料」で承認プロセスを早めることができると持ちかけら 

れました。彼女はより早くプロジェクトの承認を得るため

に、 この政府職員に支払いをしてもいいのでしょうか？ 

A. いいえ、これは「利益供与金」と呼ばれ、法律で禁

止されており、当社のポリシーにも反しています。。た

とえプロジェクトの承認プロセスが早まるとしても、政府

の承認を円滑化するためにいかなる金額の申し出また

は支払いもしてはいけません。円滑化のための支払い

を要求されたことについてスーザンはマネージャーおよ

び 務 部に報告する必要があります。  
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ギフトおよび接待の提供 

 

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、またはビジネスの判断に影響を与え

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。接待の提供は、以下のガイド

ラインのすべてに適合しているか確認してください： 

> 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。

ギフト提供の際には、以下の基準がすべて満たされているか確認してください： 

> 価値が適切である 

> > 賄賂、献金、もしくは便宜を図ってもらうための金銭としてみなされないこと  

>  

> > 一般的に認められている商習慣や倫理的な基準にならったものであること  

>  

> > 贈り物の贈呈が世間に公表された場合に、会社の体面を傷つけないものであること現金または現金

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、政府官僚に対するギフトおよび接待の授与も、
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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。相手が公務員の場

合、食事や軽食の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。 
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また、一部の地域では、国家公務員に名目上の価値のある品（お菓子、Concentrixのロ

ゴ入りマグカップや類似のグッズなど）を提供することは、習慣的な行為です。ただ

し、国家公務員に名目上の価値のある贈り物を贈呈する場合でも、適用される法律を確

実に遵守するため、特段の配慮が求められます。国家公務員に名目上の価値のある何ら

かの品を贈呈する場合は、コンプライアンス部門との事前の協議が必要です。 

米国内外の政府官僚や管制企業の従業員は、厳格な政府の規定に従うことに留意してく

ださい。これらの基準を違反すると、個人、当社および当社の関係者に民事上および刑

事上の罰則が科せられる可能性があります。詳しくはこの規範の「グローバルコミュニ

ティに対するコミットメント」セクションの汚職防止法の遵守を参照してください。 
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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、技術を提供します。した

がって、輸入、輸出、再輸出を含め、国境を越えた商業活動に適用される国内および国際のすべての法規およ

び規則を慎重に遵守することが不可欠です。多くの国では、他国および特定のグループへの一定の物品とサービ

スの輸出入を制限する法律をもうけたり、許可を必要としたりします。外国や外国の人々に対して、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、国家の安全保障や外交

政策、人道上の懸念に重点を置いています。 

当社がこれらの要求事項に準拠するために、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

施する前に法務部に相談してください。 
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「輸出」は物品、サービス、ソフトウェア、

または技術品目が、他国の人に対して

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人（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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地球市民 
 
 

慈善・寄付活動は、当社の地球市民としての取り組みと方針の一部です。その活動は、事業

の利益を要求または期待することなく行われます。当社の目標および価値観と相反する個人

または組織に対して行われるものではありません。その活動の受益者は、役員や当社のい

ずれとも関係ありません。 

 

従業員は、各自が居住するコミュニティに還元するために、プライベートにおいて自己負

担で 慈善活動に参加することが推奨されます。その活動は、当社を代表して引き受けたり

実行されたりすることはなく、その従業員が事前の書面による承認により当社を代表して

活動している場合を除き、慈善活動のために発生した時間と費用に対して当社が従業員に

払い戻すことはありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
42 



グローバルコミュニティに対するコミットメント 

Concentrix 

企業倫理行動規範 

 

 

 

 

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大切なことです。こうした理由から、外部の第三

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

する対応やコミュニケーションは、特定の広報担当者のみが行います。こうした広報担当者

を指定することで、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

脈を逸脱して曲解されることを避けることができます。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 提出の依頼を受けた場合は、マーケティング部に

転送してください。マーケティング部の担当者が依頼に対応するか、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依頼は、インベスターリ

レーションズに転送してください。依頼に疑問がある場合は、依頼に応じる前に法務部にご

連絡ください。 

 

当社のブランド利用と企業コミュニケーションの適切なガイドラインならびに規

則に関しては、マーケティングチームにご確認ください。 
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不正行為の
報告 

 

私たちはひとりひとりに、この規範の違反を含む違法行為を報告する責任があり、そのために複数の連絡先があ

ることを知っておいてください。 

社員には不正行為の報告を通じて、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、当社の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、無休のホットラインは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 

づいた場合は、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。 

Teh-Chien Chou Allison Leopold Tilley 

Chairperson of the Audit   

Committee Pillsbury Winthrop LLP

Concentrix Corporation 2475 Hanover Street 44201 

audit@concentrix.com Palo Alto, California
 +1 94304-1114 

 Telephone: 650.233.4537 

 allison@pillsburylaw.com 

 

当社の苦情付託ウェブサイト： 

www.integritycounts.ca/org/concentrix 
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問題があるかどうかはどの
ようにして認識しますか？ 

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遵守していると思うか？ 

 取るべき正しい行動をとっていると思うか？ 

 規範と他のすべての当社の方針を遵守しているか？ 

 他人に知られても大丈夫か？ 

 

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疑問がある場合は、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、あるいはこの規範に矛盾する場合に
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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 

報復からの保護 
 
 

どれほど高い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。当社の行動規範、方針、あるいは適用さ

れる法律や規則に定められた要件に反するよう

に見えることや疑問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

たは内部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。 
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Q.  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？ 

A. 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、

私たちは社員の評価が確実に守ら

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。 
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私は企業倫理行動規範のコピーを受領し、精読しました。私は当社のガイドライン、慣行、

および方針のすべてを理解し、厳守することに同意します。 

私は企業倫理行動規範のガイドライン、慣行、および方針に違反した場合、自らの行為に対

して懲戒処分を受ける可能性があり、解雇さえあり得ることを理解し、同意します。 

私は当社がこの企業倫理行動規範に記載された情報の一部または全部を業務の状況によっ

ていつでも変更、修正、または削除する権利を留保することを理解しています。 

私はさらに、この受領および同意書に署名することは、私の雇用条件に提示された

以外の権利、利益または雇用を与えるものではなく、雇用の継続または雇用の保証

を制定、意図するものではないことを理解しています。 

署名：   

 

 
日付：   

 

 
楷書体による氏名：   

 

 
社員番号：   

 

 
社名：   

 

 
場所：   

 

規範のいかなる規定の免除も通常は認められませんが、取締役会による書面でのみ免除

が許可され、適用法に従って開示される必要があります。この企業倫理行動規範は、当社

の裁量により随時修正されることがあります。規範の最新版は、当社イントラネットサイト

に掲載され、保持され、人事または法務部から入手することができます。 
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