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個人としての高潔性

当社の目標:

� 常に当社の価値観に基づいて行動する

3目次 ページ

当社の価値観:

Textron 社は、顧客、従業員、取引先、
サプライヤ、株主、地域社会、および環境と
のすべての関係における高潔性、敬意、
信頼、および卓越性の追求という価値観を大
切にしています。
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個人としての高潔性

目次 ページ

当社の行動基準:

� 責任を持つ
自分および自分以外の人にも行動の責任を持たせ、約束を果たします。

� 変化を起こす
向上する機会を常に探し求めることにより、現状打破に挑みます。

� 他の人の成功を助ける
顧客、投資者、その他の関係者のさらなる成功を支えられるように注意を払いながら仕
事に取り組みます。

� Textron 社全体のことを考える
意思決定や行動の際に、全社的なものの見方や考え方を適用します。自分の仕事が社全
体から支持されるか、または社全体の強化に役立っているかについて考えます。

� 議論し、決定を支持する
議論する勇気を示し、なされた決定を言行両面で支持します。

� 耳を傾け、情報を交換する
自分が話すよりも相手の話に耳を傾け、時間をかけて相互のコミュニケーションを行い
ます。

� 顧客を第一にする
顧客の必要を理解してそれに取り組むことに常に注意を払います。これは、組織の中で
果たす役割に関係なくすべての従業員に当てはまります。

� 価値を付加する方法を理解する
毎日の自分の仕事がどのようにビジネスに価値を付加するかについて、一人ひとりが明
確なイメージを持っている必要があります。もしはっきりしたイメージがないのなら、
それは仕事の内容を再評価する時です。

� グローバルに考える
周囲の世界を理解し、担当地域内だけでなくグローバルな考え方に基づいて機会、課題
、リソースニーズを考察します。これは、成長、コスト、人材などあらゆる観点から見
た当社の競争力に対して当てはまります。

� 当社の価値観と行動基準に従う
Textron 社の将来の成功のためには、私たち一人ひとりがこれらの原則において個人が
責任を持ち、向上し続けるため常に努力することが不可欠です。その対価として私たち
は、安全な職場を作り出し、多様性を高く評価し、コミュニケーションを促進し、革新
を尊重する文化を享受するでしょう。

当社の目標:

� 最高の行動基準を身に着ける
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Textron 社の高潔性への取り組み

目次 ページ

個人としての高潔性

当社の社長兼CEOであるスコット C. ドネリーからのメッセージ

私は、Textronに在籍する私たち全員にとって、コンプラ
イアンスの問題は依然として非常に重要であるというこ
とを強く強調するため、この機会を利用させていただき
たいと思います。

しかしながら、私たちが複雑な時代に生きているという
ことを認識することもまた重要です。

私たち全員は、自社の組織、従業員、そして共同体全体
でさえ危機に陥れてしまう行動をするような企業のこと
を読んで知っています。私たち自身を律する規準に従っ
て行動することを怠った場合、私たちは当社の業務、ブランドおよび信頼性に損害
を与える深刻なリスクに直面します。

つまるところ、このことに要約されます。それは、物事を正しく行うということで
あり、私たちと同僚との関係における問題に倫理的に行動するということです。こ
れはサプライヤーとの取引において重要であり、私たちの顧客に対してもちろん重
要であり、私たちの未来にとっても重要なことなのです。

私があなた方一人ひとりに当社の「業務遂行ガイドライン」を見直し、これに個人
的に責任を持つことをお願いするのは、この理由によります。ますます規制され変
わりゆく業務環境において、正しい行動を常に知るということは難しいことかもし
れません。「業務遂行ガイドライン」は、世界中のすべての当社の従業員のための
手引き書としての役目を果たす、貴重な手助けとなります。あなたが、ある行動が
Textronの規準あるいは業務を行っている国々の法律に違反しているかどうか確信
が持てない場合はいつでも、当社の倫理ヘルプラインに相談するか、当社弁護士ま
たはコンプライアンス事務局の一員に話をしてください。

私は、強固な倫理およびコンプライアンスのプログラム － 30年以上にわたって従
業員のために役目を果たしてきた － を有する企業 の一員であることを誇りに思っ
ています。あなた方が日々の業務に取り組むのと同様に、私は、できうる限りあな
た方が責任ある倫理的な行動と当社の真の価値である信頼、敬意、誠実性、卓越性
の追求を、尊重し続けることを信じております。

敬具

スコット



個人としての高潔性

私たちは Textron 社の従業員として、会社のビジネスを公正、誠実性、
高潔性などの高い倫理基準に沿って遂行し、また国の法規を遵守してビ
ジネス活動を行うことが期待されています。Textron 社に影響する意思決
定を行う際、私たちは自分の言動をこうした基準によって統御しなけれ
ばなりません。

質問
経営陣は、『Textron 社ビジネス活動綱領』に従うとビジネスチャンスを逃したり、収益が減少した
りする可能性がある場合でも、従業員がそれを固守することを本当に期待していますか。
答え
はい。当社の評判と倫理観は、財務上の問題より重要です。長期的に見ると、誠実性、高潔性などの
高い倫理基準に従い、適用法規を遵守しつつ Textron 社のビジネスを遂行することは、当社のビジネ
スと収益にとってきわめて重要です。Textron 社は、財務実績だけでなく、従業員各自がどのようにビ
ジネスの意思決定を行い、自分の日常業務を遂行するかについても細心の注意を払います。

ビジネス活動の基準

6目次 ページ



個人としての高潔性

Textron 社は、すべての従業員の、仕事以外の個人的な活動に携わる権利
を尊重します。ただし、各従業員には、自分の職務上の責任や Textron
社の利害と対立するまたは対立する可能性のある活動を避ける責任があ
ります。利害が対立する場合はもちろん、利害の対立がある可能性があ
る場合も、各従業員は倫理およびコンプライアンス担当者または会社の
顧問弁護士の助言を得て、まず自分の直接の上司の許可を得る必要があ
ります。

次に利害の対立の例を示します。
• Textron 社における職務上の責任に必要とされる時間と注意力を充てる能力を阻害する、

業務その他のあらゆる活動に携わること。
• 現在の顧客、見込み顧客、サプライヤ、または Textron 社の競争相手との間に重大な財 務

上の利害関係を有すること、またはその事業の従業員、コンサルタント、役員などを務める
こと。

• 親族が所有または経営するサプライヤに Textron 社の仕事を回すこと。
• 親族の職務遂行能力や支払いを監視すること。
• 個人的な利益または他の人の利益のために、会社の機密情報を利用したり会社の 資産を不

適切に使用したりすること。

質問
あなたの配偶者（事実婚を含む）が、あなたの勤務する事業体の小規模個人経営サプライヤとの間に
財務上の利害関係を有しています。この事実を報告しなければなりませんか。
答え
はい。各従業員には、利害の対立または利害の対立に見えるものをすべて報告する義務があります。
あなたがこのサプライヤと直接取引することはなく、利害関係が実際の対立を生み出すほどの額でな
いとしても、不穏当な外観を呈する可能性があります。とはいえ、適切な開示と安全策があれば、関
係を継続することができるでしょう。

質問
あなたはツール設計者で、別の会社から非常に魅力的な時給でツール設計のアルバイトを依頼されま
した。臨時収入が得られるかもしれません。行おうとしている仕事が Textron 社での業務と似ている
ために、利害の対立が生じますか。
答え
おそらく生じます。この仕事が Textron 社のサプライヤ、顧客、競争相手のいずれのためでもないと
しても、当社以外の仕事には利害の対立となる可能性があるので、倫理およびコンプライアンス担当
者または会社の顧問弁護士の助言を得て、あなたの上司に事前に利害対立かどうかの判断をしてもら
う必要があります。この仕事は、Textron 社の独自情報の不適切な開示につながるおそれもあります。

利害の対立

7目次 ページ
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個人としての高潔性

質問
あなたの事業体の管理者レベルの職に欠員が生じ、あなたはその職務にふさわしい候補者を見つける
ように依頼されています。事業体の経営陣のメンバーの 1 人が、自分の親族をその職務に推薦しまし
た。あなたはどうすべきですか。
答え
これはデリケートな問題になり得ます。次のような条件で、他のすべての候補者と共にその親族を選
考対象にできます。(i) その親族はその他の点では職務にふさわしい。(ii) その親族を雇用しても、第
三者との契約、適用法規、事業体で施行されているポリシーに違反しない。(iii ) 候補者の選考にあた
る担当者に、経営陣のメンバーとの関係を知らせている。(iv) 雇用の意思決定にその経営陣のメンバ
ーが関係していない。(v) 雇用の意思決定が、その経営陣のメンバーの直属または直属ではない部下
によって行われない。(vi) 親族が雇用された場合でも、その経営陣のメンバーは、直接間接を問わず
その親族の職務遂行能力や支払いを監督してはならない。

質問
Textron 社の従業員が Textron 社の取引先である別の会社に投資することは、利害の対立になります
か。
答え
広く流通し、国内株式市場の公開企業一覧に記載された株式への投資は、Textron 社とその企業と
の取引がこれらの株価に影響しないかぎり、この綱領に違反しません。一方、Textron 社と取引のあ
る、または取引を望んでいる中小のサプライヤ、顧客、請負業者、その他の会社への投資や株式売買
は、Textron 社のビジネスがその会社にとって重大な意味を持つ可能性がある場合には、この綱領に
対する違反となるおそれがあります。この綱領では、提案された投資を倫理およびコンプライアンス
担当者に事前に開示することが要求されます。

質問
あなたは、Textron 社の事業体で特殊な材料の仕入れを担当しています。事業体のサプライヤの 1 つ
から、パートタイムの仕事の申し出がありました。この仕事を受け入れると利害の対立が生じるでし
ょうか。
答え
はい。私たちには、利害の対立のように見えることでも避ける義務があります。パートタイムの仕事
の申し出や受諾の方法にどれほど注意を払ったとしても、他の人は、それが会社の仕事を工面する見
返りとしてあなたに支払われるとか、そのサプライヤに関するあなたのビジネス上の決定に影響を与
える要素となりかねない、などと考える可能性があります。

目次 ページ

利害の対立 — 続き



個人としての高潔性

私たちは、自分が占有している顧客、サプライヤ、取引先の財産はもち
ろん、有形無形を問わず、会社の財産を適切に使用・保護し、それを安
全に守らなければなりません。

ビジネス情報、知的財産、その他の無形の資産の保護
Textron 社のポリシーは、会社の知的財産および独自情報を保護し、同様に顧客、サプライ
ヤ、取引先などの第三者の知的財産および独自情報も保護します。当社の従業員は、書面で
あるか電子形式であるかを問わずそのような情報や資産を適切に使用、尊重、および保護す
ることが期待されています。具体的には、独自のビジネス情報や、特許、業務上の秘密、著
作権、商標、情報技術（ソフトウェアやデータなど）をはじめとするその他の知的財産、さ
らには書面や電子形式で作成・管理される会社のすべての記録があります。
すべての書類、発明、書面、記録、ソフトウェアコードやアプリケーション、また Textron
社の従業員が業務上または Textron 社のリソースを使用して作成したその他の知的財産は、
雇用著作物であると考えられ、それゆえに会社の財産と見なされます。それらは適切に保護
する必要があり、会社の機密情報となる可能性があります。
非公開の会社情報の保護は特に重要です。計画、戦略、コストまたは価格、保留中の契約、
未発表製品などに関する情報を許可なく使用または公開することは、会社の競争上の地位を
脅かしたり、証券取引法違反になったりするおそれがあるため、禁止されています。非公開
情報の保護を強化するため、独自の会社ビジネス情報および顧客、サプライヤ、取引先の情
報はすべて、「必ず知る必要がある」場合にのみ社内公開するべきです。
会社の無形資産を保護するための推奨手順の詳細については、『Textron 社知的財産管理ガ
イド』を参照してください。

質問
顧客先にいる経理部長からあなたに電話があり、顧客側で準備を進めているベンチマーク分析のため
に Textron 社の財務管理手続きについての情報を顧客がほしがっているとのことです。顧客側の経理
部長にこの種の情報を見せてもかまわないでしょうか。
答え
会社のいかなる種類の記録も、管理手続きでさえ、その公開要求については個別に確認する必要があ
ります。会社の手続きについての記録または情報を公開する前に、この状況についてあなたの上司お
よび会社の顧問弁護士と話し合ってください。

資産および情報の保護

9目次 ページ
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個人としての高潔性
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有形の財産および資産の保護
私たちは、当社の従業員および職場の安全を適切に保護しなければなりません。これには、
当社が管理または占有している自社の、また政府も含めた顧客、サプライヤ、取引先の有形
の財産を適切に使用し、保護することが含まれます。これは、あらゆる種類の有形の資産、
つまり Textron 社の施設や Textron 社の施設に勤務する従業員や訪問する第三者の資産など
に適用されます。また、書類、資材、装置、消耗品、在庫リスト、設備、およびコンピュー
タ、携帯電話、携帯情報端末などの通信装置にも適用されます。
会社の情報技術資産を保護するための手順の詳細については、『情報技術に関する Textron
社従業員ポリシー』を参照してください。

質問
この綱領には、当社の従業員その他の個人を保護するための安全対策が確実に機能するようにするこ
とも含まれますか。
答え
はい。当社の従業員は最も貴重な資産であり、この綱領には、バッジ、ゲート、ガードマン、その他
の適切で慎重なセキュリティ対策を有効に機能させて、当社の従業員と訪問客の双方、および設備を
保護することが含まれます。

質問
あなたは新しい家を購入しようとしていますが、今住宅ローン会社から電話で、今日の終業時間まで
にあなたの最新の給料明細書が必要であると言われました。時間までに届けるために仕事を早退する
ことはできませんが、ファックスでも大丈夫そうです。会社のファックスは使用できるでしょうか。
答え
不定期の限定的な個人使用であれば、会社の電話、ファックス、コピー機、パソコン、ボイスメール
を使用しても差し支えありませんが、その特権を乱用しないでください。この特権を乱用すると、懲
戒処分につながるおそれがあります。

資産および情報の保護 — 続き
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個人としての高潔性

目次 ページ

記録管理
Textron 社は、ビジネスの遂行に伴って何百万という記録を作成したり、受け取ったりしま
す。記録は、それがビジネス上必要であるか、記録の保存が法的に要求されているかのいず
れかの場合にかぎって保持します。私たちは Textron 社の従業員として、定期的に書類と電
子ファイルの両方を確認し、ビジネス上も法的にも保持し続ける理由がなくなった記録を破
棄または削除すべきです。記録は、それに含まれる情報に要求される機密性や秘匿性の程度
にふさわしい方法で処理されます。私たちは、予測されるまたは実際の訴訟や調査に関連し
て会社の顧問弁護士から課せられる可能性のある法規上の保留を含め、特定の記録の保存を
要求する法律に定められたすべての要件を遵守します。最後に、各従業員は、記録管理と注
意深い情報伝達に関連して適用可能な当社のすべてのポリシーと措置とに精通し、それに従
うべきです。
記録管理に関する詳細な情報については、『会社の事務記録管理ガイド』および各事業体の
記録管理ポリシーを参照してください。

質問
業務記録とは何を指しますか。
答え
一般に、業務記録とは、手紙、電子メールなどの単なる紙または電子形式の書類と考えられています
。実際の業務記録は、次のとおりです。(i) 音、視覚イメージ、音声が記録されるあらゆるもの、 つ
まり、データベース、電子メール、絵、写真、Web ページ、ボイスメールなど、(ii) 仕事と個人的な用
事の両方に役立つ記録類（カレンダ、予定表など）をはじめ、 Textron 社の担当者が職務遂行上使用
するもの。(iii) それらを社内で準備したか、外部の情報源から受け取ったかは問わない。

資産および情報の保護 — 続き
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目次 ページ

業務記録と開示の正確性
業務記録
政府機関、顧客、およびサプライヤは、当社の業務記録の一貫性に信頼を置いています。
すべての業務記録（たとえば、タイムカード、注文書、品質レポート、証明書、財務記録
）は、すべての適用可能な要件に沿って、会社の取引を正確に反映していなければなりま
せん。どんな状況の下でも、私たちは会社の記録の中に虚偽または誤解を招く項目を作成し
たり、許容したりしません。

公開
Textron 社は、米国証券取引委員会に提出する報告書や書類、およびその他の公的書類や情
報伝達において、完全、公正、正確で、時宜を得たわかりやすい開示を行うように要求して
います。そのような情報の準備、確認、および配布に関係する全従業員は、この要件に従わ
なければなりません。

質問
あなたの事業体は、顧客の注文品を急いで発送しようとしています。あなたは、顧客への引渡期日に
間に合うように、必要なチェックと事務作業がすべて完了する前に検査報告書に署名するように言わ
れました。あなたはどうすべきですか。
答え
検査と事務作業がすべて完了する前に報告書に署名することは拒否すべきです。そうしないなら、製
品の完全性の確認に必要な手順を完了できないだけでなく、情報と会社の記録を捏造することになり
かねません。問題を上司と話し合い、状況が打開できないなら、倫理およびコンプライアンス担当者
か、事業体または Textron 社の倫理およびコンプライアンスヘルプラインに連絡してください。

質問
あなたは買掛金部門で働いており、今は経理上の月末の直前です。あるサプライヤから、すでに納品
され納品物検査部門の処理も済んだ材料の請求書を受け取りました。上司はあなたの受信トレイにあ
るその請求書を見て、次の経理月になるまでその請求書に日付印を押して記録するのを待つように指
示します。あなたにはそれが正しいとは思えません。あなたはどうすべきですか。
答え
まず、あなたの懸念について上司と話し合ってください。あなたには、Textron 社の帳簿と記録を正確
に、また承認された経理手続きどおりに維持する責任があります。上司と話し合えば、気掛かりな点
は解消する可能性があります。上司の対応に満足できない場合は、この『ビジネス活動綱領』の「違
反報告/質問」の節に従って、自分の懸念を報告する責任があります。

資産および情報の保護 — 続き
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質問
あなたは時折、Textron 社のインターネット掲示板を見ています。ある日、自分の事業体についてあな
たには真実でないとわかるコメントが投稿されているのに気付きました。事実を投稿して対処すべき
ですか。
答え
いいえ。会社についての公式の声明を行う責任は、Textron 社の広報部門にあります。ただし、その不
正確なコメントについて、Textron 社の広報部門に連絡すべきです。

13目次 ページ

資産および情報の保護 — 続き
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インサイダー取引
私たちは Textron 社の従業員として、Textron 社についてまだ公開されていない「判断材料と
なる」情報を知っている場合に Textron 社の有価証券を売買することを禁じられています。
株式、社債、選択売買権などの有価証券を取引する投資者の理性的な意思決定に影響を与え
る情報は、判断材料となるものと考えられます。そのような情報を許可されていない人と共
有することも禁止されています。Textron 社とビジネス関係がある会社との有価証券の取引
も、これと同じ制限を受けます。
インサイダー取引は犯罪であり、この種の法律違反は厳正に処罰されます。会社であれ個人
であれ、内部情報を不正に利用すると、民事上の処罰、莫大な額の罰金、さらに個人の場合
は実刑判決など、厳罰を科される可能性があります。Textron 社または Textron 社とビジネス
関係のある会社の有価証券を取引する機会が提供され、インサイダー取引法の適用に関する
質問や不安が生じた場合は、会社の顧問弁護士に問い合わせてください。

質問
あなたは Textron 社の株式を数百株所有しており、その一部を売ることについて考えています。判断
材料となる未公開情報を知っている場合、売却額が株式価格に影響を与えないほど小さくても株式の
売却は禁じられますか。
答え
はい。米国証券法も Textron 社のポリシーも、株式取引額が小さい場合の免除措置を認めていませ
ん。

質問
あなたは米国民ではなく、居住・勤務地は米国外にあります。それでもこの綱領に従わなければなり
ませんか。
答え
はい。他の多くの国の法律も、判断材料となる未公開情報を知っている場合の取引を規制しており、
仮にその種の取引が違法でなくても、Textron 社のポリシー違反となります。

14目次 ページ

資産および情報の保護 — 続き
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従業員

目次 ページ

私たちは、事業を遂行するすべての場所で、公正な雇用慣習および適用
される雇用関連法規の遵守を約束します。これには、不当な雇用差別、
児童就労、強制労働を禁止する法律の遵守も含まれます。
私たち一人ひとりには、Textron 社が次の目標を達成するのに寄与する
ような方法で行動する責任があります。

均等な機会
個人の実力、および職務に関連した資格と能力に基づいて、雇用、訓練、昇進、報酬を決定
するのが当社のポリシーです。Textron 社は、人種、肌の色、宗教、国籍、性別、年齢、性
的志向、配偶者の有無、精神的・身体的障害、退役軍人としての地位に関係なく、均等な雇
用機会を提供することを約束します。

多様性
私たちは、従業員間の多様性を尊重します。個人間の相違は職場を豊かにし、従業員を引き
付けて、今日のグローバルな市場にいる顧客と共に働く当社の能力を高めます。個人間の相
違を尊重し、すべての従業員が十分に貢献できるように励ます職場環境が、強い会社を作り
ます。

嫌がらせ禁止
当社の従業員が行う、または当社の従業員に対する、いかなる種類の嫌がらせも禁止します
。性的な嫌がらせは特に重大な問題です。禁止されている行為には、望まない性的な誘いか
けをしたり、性的な含みを持つ他のあらゆる行為に携わったりして、個人の仕事のパフォー
マンスを阻害したり、脅迫的、敵対的、または不快な職場環境を作り出したりすることが含
まれます。

職場での麻薬禁止
違法な麻薬または違法な規制物質を職場内でまたは職場外で会社のビジネス活動中に、所有
、使用、販売、配布することは厳重に禁止されています。違法な麻薬および規制物質は、従
業員のパフォーマンスに有害な影響を及ぼし、同僚の安全を脅かし、会社のビジネスと利益
にとってリスクとなります。アルコールの使用も、パフォーマンスと安全に有害な影響を及
ぼし、会社のビジネスと利益にとってリスクを引き起こしかねません。アルコールまたは麻
薬に影響された状態で出勤する従業員、またはそれらの影響が原因で職務に不適格となった
従業員は処罰の対象となり、最も厳しい場合は、地域の法律に沿って解雇措置が取られます
。Textron 社は、地域の法律が許容する最大限度まで、事務所、デスク、コンピュータ、車
、ロッカーを含む（ただし必ずしもこれらに限定されない）会社の資産品目をいつでも検査
する権利を留保します。
詳細については、『綱領 A-5 麻薬の乱用および規制物質』を参照してください。



会社、従業員、地域社会の関係

質問
だれかが他の人またはグループに関して不快な発言を行ったとき、どのように反応すべきですか。
答え
これは難しい問題です。あなたは、関係する人々の特殊な事情や関係を考慮しつつ、手本を示すこと
によって、Textron 社のポリシーを強化すべきです。その不快な発言に加わることも、はっきりと反応
することもしないでください。可能であれば、不快な発言を行った人を個別に呼び出し、その種の発
言がふさわしくないことを指摘してください。不快な発言を耳にしたのが上司である場合、その上司
にはその発言を行った従業員と共に問題に対処する責務があります。従業員のグループ内で起きた場
合、上司はその発言が不適切であることを示し、話題を変えるべきです。上司はその後、不快な発言
を行った従業員と個別にこの問題について話し合うべきです。

質問
ある同僚があなたの容姿について立ち入った発言をしつこく言い続け、仕事以外の付き合いに繰り返
しあなたを誘おうとします。あなたはこうした誘いをずっと断り続け、そのような誘いは迷惑である
ことをはっきり伝えましたが、同僚は止めようとしません。これは性的な嫌がらせですか。あなたは
どうすべきですか。
答え
はい。おそらく、これは性的な嫌がらせになります。この件を直属の上司や部長、人事部、倫理およ
びコンプライアンス担当者に直接報告してください。

16目次 ページ

従業員 — 続き
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個人情報の保護
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個人情報は、従業員、顧客、投資者、サプライヤの別なく、それを保護
するために適切は段階を踏まなければならない、というのが Textron 社
のポリシーです。私たちには、法律で認められた正当なビジネス上の目
的でのみ、個人情報を収集、処理、および転送する責任があります。
個人情報の秘匿性や機密性を守り、個人のプライバシーを尊重するた
めに、細心の注意を払わなければなりません。
詳細については、『Textron 社個人情報保護ポリシー』を参照してください。

質問
あなたは人事部で働いており、何年も前に退職した以前の上司から電話を受けました。その元上司は
、自分の以前の同僚に年賀状を送りたいので、住所を教えてほしいと言います。あなたはどうすべき
ですか。
答え
Textron 社のポリシーでは、そのようなリストの提供を禁じています。その代わりに、元上司が年賀状
を送りたいと思っている人たちにその事を伝え、彼らに元上司の連絡先を教えると申し出ることがで
きます。
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環境保護、健康、および安全

目次 ページ

私たちは環境保護に責任を持ち、従業員に安全で健康的な職場を提供す
るよう努力します。
私たちは、Textron 社のすべての EHS（環境、健康、安全）ポリシーと
基準に加えて、Textron 社がビジネスを遂行する国の適用可能なすべての
EHS 関連法規を遵守します。適用される法規の詳細については、環境、
健康、および安全問題の管理者と会社の顧問弁護士に問い合わせてくだ
さい。

質問
あなたは工場技術者で、工場で現在、従業員用の特殊な保護装置と工場の通気システムの変更が必要
な、新しい化合物が使用されていることを知っています。あなたはそのことを上司と工場の EHS コー
ディネータに知らせましたが、必要を満たす何らの措置も取られていません。上司に知らせることに
よって、あなたは自分の義務を果たしたことになりますか。
答え
いいえ。あなたは EHS 関連規制を守る従業員の責任として、さらに他の行動を取らなければなりませ
ん。あなたの懸念について上司ともっと話し合ってください。上司と話し合えばあなたの懸念はなく
なるかもしれません。上司の対応に満足できない場合は、(i) あなたと上司がさらに上位の管理者と
問題について話し合うことを提案するか、(ii) 倫理およびコンプライアンス担当者または会社の顧問
弁護士に相談することができます。

質問
あなたは、工場廃水の処理を要求する法規制のない国に工場を建設しようとしています。あなたは
経験から、他の国であれば Textron 社が同様の工場廃水の処理を法的に要求されることも知っていま
す。法規制がないこの状況で、処理設備を取り付けるべきでしょうか。
答え
Textron 社はポリシーとしては、自分たちのすべての事業に適用されるグローバル EHS 基準を採用し
ています。適切な EHS 管理者、または会社の顧問弁護士に指示を仰いでください。

質問
従業員がけがをして治療が必要な場合、地方自治体にそれを報告する義務がなくても、社内で報告す
る必要がありますか。
答え
Textron 社の負傷疾病報告要件によれば、政府機関への報告義務がない場合でも、一定の治療を必要
とする従業員のけがに関しては、正確な情報を社内で報告する必要があります。会社の適切な健康お
よび安全問題の管理者に指示を仰いでください。
詳細については、『EHS ポリシー 4、評価基準と EHS 定期報告』を参照してください。
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質問
Textron 社が、環境法はあってもほとんど実施されていない米国以外の国で営業権を獲得しました。
当社が獲得する前、この事業では環境法を完全には遵守していませんでした。獲得後、Textron 社は
環境法の完全な遵守が必要ですか。
答え
はい。Textron 社によって新たに事業活動を行う場合、その従業員は、地域の環境法に従う責任があ
ります。この綱領に従って、Textron 社は、地域の法律がきちんと実施されていない場合でも、それら
の法律の遵守に必要なシステムを実装し、規制を実施します。

質問
地域の労働安全関連法規に従えば、工場のすべてのプレス機の作業ポイントに安全ガードを取り付け
る必要があります。これはかなりの費用になります。また、あなたは、地元当局が仮に工場を視察し
に来るとしても、当分は来ないことを知っています。財務状況が上向きになると思われる来年まで安
全ガードの取り付けを延期し、コストを迅速に回収できるようにすることは可能ですか。
答え
いいえ。法律の遵守は必須です。たとえそのための費用がかかり、法律の施行が緩くても変わりませ
ん。これは、一時的な代替安全策の使用が不適切であることを示唆するものではありません。事業体
の EHS コーディネータと会社の顧問弁護士にどうすればよいか指示を仰ぐべきだということです。
詳細については、『EHS ポリシー 2 グローバルな環境、健康、および安全基準、EHS 基準 16
機械設備の安全』を参照してください。

EHS 問題の報告:

切断、入院、死亡事故など重大な EHS 事案の報告は、EHS 報告ホットライン
800-790-5067 または 011-401-457-2686 で行うことができます。また、電子メールを
significantevents@textron.com に送信することもできます。
政府機関の調査についても同様に報告する必要があります。
火災、爆発、その他の物損による流出、放出、資産の損失、またはビジネスの中断について
の報告も、上記いずれかの方法で行わなければなりません。
詳細については、『EHS ポリシー 5 緊急および切迫した問題の報告』を参照してください。

環境保護、健康、および安全 — 続き
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いずれかの国の政党または候補者のために会社の資金を寄付したり、会
社の資産または施設を使用したりすることは、Washington, D.C. にある
Textron 社の政府業務部門と会社の顧問弁護士によって事前に承認されて
いないかぎり、禁止されています。
Textron 社は、すべての従業員が個人的に政治過程に参加し、政党や候
補者を自由に支持することは奨励しています。

質問
現金が関与していないかぎり、政治運動に関連して、会社が物品やサービスを政党、候補者、または
選挙委員会に寄付しても差し支えありませんか。
答え
いずれかの国の政党または候補者のために物品やサービス（事務所スペース、航空機での輸送、事
務補助、事務用品や郵便料金計算機の自由な使用など）を寄付することは、Washington, D.C. にある
Textron 社の政府業務部門と会社の顧問弁護士によって事前に承認されていないかぎり、禁止されま
す。

質問
地域の政党の候補者が、工場を訪問してあなたの事業体の従業員の前で演説をしたいと言ってきまし
た。これは差し支えありませんか。
答え
Textron 社の政府業務部門と会社の顧問弁護士によって事前に承認されていれば、差し支えありま
せん。

政治献金と政治活動

20目次 ページ



21

その他の関係者との関係

贈答品および接待
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贈答品
適切に承認を受けていないかぎり、Textron 社の従業員はわずかな額の
もの以外、会社のビジネスの相手である個人や団体との間でビジネス贈
答品を授受すべきではありません。そのような贈答品は、受け取った側
の判断に影響を与える、または影響を与えることを意図しているように
見える可能性があるからです。
法律または事業体のポリシーで特に規定されている場合を除き、75 米
ドル以下の贈答品は許容されます。75 米ドルを超える贈答品の授受には
、従業員の倫理およびコンプライアンス担当者または会社の顧問弁護士
の助言を得て、直属の上司の承認を受けることが必要です。許容されて
いない、または未承認のどのような贈答品も、辞退または会社に任せる
べきです。
米国その他の国の政府高官への贈答品は、法律・規制によって管理され
ています。法的に許されているかを理解してからでなければ、贈答はす
べきではありません。会社の顧問弁護士に相談すれば、あなたがそれら
の法規に違反することがないよう助言してもらえます。
詳細については、『Textron 社グローバル汚職防止コンプライアンスポリシー』を参照して
ください。

現金の贈答
Textron 社のビジネス取引に関連して、取引先の従業員またはその従業員の家族に対して現
金（または Visa ギフトカードなどの現金相当物）を授受することは、禁止されています。
贈答や接待に関する質問は、従業員の倫理およびコンプライアンス担当者または会社の顧問
弁護士の助言を得て、直属の上司が解決してください。
詳細については、この綱領の「不適切な支払い」と「取引先」の項、および『Textron 社グ
ローバル汚職防止コンプライアンスポリシー』を参照してください。

儀礼的なまたは記念の意味を持つ贈答
75 米ドルの限度を超える、儀礼的なまたは記念の意味を持つ贈答品は、一定の状況下では
適切である可能性があります。考慮すべき要素は、その品物が道理にかなった慣習上のもの
かどうか、地域の法律に従っているかどうか、商品やサービスの納入の際に渡されたか、商
談の成功その他の儀式の記念品か、つまりそれらの品物が見返りを期待させたり、再販売価
格を拘束したりするおそれがほとんどない状況かどうかです（たとえば、顧客の名前や儀式
の日付が刻まれた贈答品）。言うまでもなく、この種の性質の贈答は、受け取る側の判断に
影響を与える目的で行われるべきではありません。
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質問
あなたは、祝日休暇の贈答品としてサプライヤから果物の盛り合わせとワインを 1 本受け取りまし
た。品物の価格は 75 米ドルを超えていますが、このサプライヤとは長年の付き合いがあるので、辞
退すると気分を害してしまうのではと心配しています。あなたはどうすべきですか。
答え
この贈答品の受け取りは、倫理およびコンプライアンス担当者または会社の顧問弁護士の助言を得て
、あなたの上司の承認を得るべきです。多くの Textron 社の事業体は、こうした状況に適用される独
自のポリシーを持っています。祝日休暇の時期に、サプライヤに贈答品を受け取れない旨、およびそ
の理由を説明する手紙を出す Textron 社の事業体もあります。可能な場合には慈善団体に品物を寄付
する事業体もあります。あるいは、この状況では贈答品を同僚と分け合うのがよいかもしれません。
このような方法の場合、上司は、従業員の倫理およびコンプライアンス担当者または会社の顧問弁護
士の助言を得たうえで、承認される可能性があります。いずれにしても、そのサプライヤに贈答品に
対する礼状を送り、その中で当社のポリシーと品物をどのように取り扱ったかを説明するのがよいで
しょう。

質問
政府の調査官が特別に工場を訪問し、役立つ意見をすぐに与えてくれました。ワインを 1 本贈って謝
意を示すことは許されますか。
答え
おそらく許されません。政府高官に贈答品や接待を提供する前に、会社の顧問弁護士に相談して、適
用される法律または規制について必ず確認してください。

贈答品および接待 — 続き
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接待
法律または事業体のポリシーで特に規定されている場合を除き、通常の
ビジネスの一環としての道理にかなった慣習上の食事や接待の授受は、
差し支えありません。
贅沢すぎる食事や不適当な接待は、常に避けるべきです。
Textron 社の従業員は、従業員やあらゆる政府の職員に対する食事、接
待、贈答品、心付けの提供に適用されるすべての制限について知り、そ
れを守る必要があります。政府高官に関連する法律は国によって、さら
には一国の中でも異なるため、政府高官にかかわる状況に対しては特別
な注意を払わなければなりません。たとえば米国では、政府高官に高価
な品物を提供する際に、連邦法、州法、地方または都市の法律に従う必
要があります。政府高官に対する事実上すべての贈答品および接待が禁
止されている管轄区もあります。何が許容され、何が禁じられているの
かを確認するため、会社の顧問弁護士に相談してください。

質問
あなたは、Textron 社の他の事業体の従業員と共に会社のビジネスプロジェクトで働いています。 仕
事の間に彼らを夕食に連れ出しても差し支えありませんか。
答え
食事と接待に関する上記のポリシーは、この状況にも適用されます。道理にかなった慣習上のビジネ
ス接待は許容されます。相手が Textron 社の従業員か第三者かにかかわらず、食事または接待はビジ
ネス活動の一環として考えるべきです。かかる費用、参加者の身元、および接待の時間や程度を、遂
行するビジネスの内容やビジネスの目的から見て道理にかなったものにしてください。贅沢なまたは
豪勢な接待は、常に避けるべきです。この綱領よりさらに制限の厳しい適用法規や事業体のポリシー
があれば、それらが明示的に優先して適用されます。

質問
顧客を代表するグループが Textron 社の工場での製品展示会に訪れ、Textron 社の施設の経営陣がその
訪問の間、グループに食事と接待を提供しました。 この綱領に違反していますか。
答え
いいえ。食事と接待が道理にかなったもので、良識があり、適用法規および事業体のポリシーを遵守
しているのであれば違反ではありません。

23目次 ページ
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不適切な支払い
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Textron 社のビジネス遂行にあたって賄賂、見返り、その他の不適切な
支払いを授受することは禁止されています。これは、現在の顧客、見込
み顧客、サプライヤ、担当者、コンサルタント、その他、Textron 社と
の関係を得ようとする取引先との取引に適用されます。
多くの国は、政府高官の贈賄に加えて商業賄賂を禁じる法律を制定して
います。米国の多くの州の法律も、民間（私）企業の賄賂を禁止してい
ます。Textron 社は米国で設立されているため、世界中の当社の従業員は
、米国以外の政府および政党職員の汚職を禁じる米国海外汚職行為防止
法（FCPA）の要求にも従わなければなりません。FCPA は、当社の世界
中の事業における適切な記録保持と内部会計管理も要求しています。
詳細については、『Textron 社グローバル汚職防止コンプライアンスポリシー』を参照して
ください。

質問
あなたの事業体は、これまでに販売経験のない市場での大規模な政府調達に入札しています。地元の
販売担当者が、この調達の選考委員長である観光大臣の兄弟が経営する会社と、調達価格の 15% に
相当する 5 年間のコンサルティング契約を締結してはどうか、と申し出てきました。この兄弟にはビ
ジネス界での経験がほとんどありません。あなたはどうすべきですか。
答え
コンサルティング契約を申し込む際には、提供されるサービスの性質、コストから見たサービスの価
値、およびそれらのサービスの実際の必要性を評価しなければなりません。問題のコンサルティング
契約は、コンサルタントが調達委員長の親族であること、報酬が不正な販売手数料であるかのように
見えること、およびコンサルティングサービスを提供する側に実質的価値のあるビジネス経験があり
そうもないことなど、複数の理由で疑念を抱かせます。その種の依頼はすべて、事業体の経営陣およ
び会社の顧問弁護士に報告すべきです。
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顧客およびサプライヤ

目次 ページ

私たちは、合法的で公正なビジネス慣行に基づき、Textron 社の最大の
利益を目指して、顧客およびサプライヤとの強力なビジネス関係を築く
よう努力します。私たちは、当社の製品とサービスすべてにおいて卓越
性を追求することを約束し、品質、高潔性、安全性、納品、信頼性で顧
客の期待を満たす、または上回ることを目指して励みます。
Textron 社のために製品やサービスの契約を締結する際、私たちは、当
社の公平さを損なったり、Textron 社の評判を悪くする可能性のあるい
かなる行為も避けるべきです。当社の購買の意思決定を常に、価格、品
質、技術上のリーダーシップ、信頼性、サプライヤの評判など適切なビ
ジネス基準に基づいたものにしてください。

質問
顧客が、実際の価格より多めに代金を振り込んできました。その顧客は、超過額を別の国にある関連
会社に返却するように求めています。その関連会社に送金することはできますか。
答え
いいえ。超過額は、振り込み元である国内のその顧客に、支払われた通貨で返却されるべきです
。Textron 社から別の国のその関連会社に超過額が支払われると、違法で Textron 社のポリシーにも反
するマネーロンダリングスキームに加担することになりかねません。詳細については、この綱領の
「取引先」の項を参照してください。

質問
ある顧客の調達部長が、自社の上司夫妻の結婚記念日のお祝いとしてラスベガス旅行をプレゼントす
るため、他のサプライヤが共同で寄付をしたと言います。その調達部長は、あなたの事業体も旅行資
金として 500 ドル寄付する意向があるかどうか尋ねます。事業体がそのような寄付をすることは許
されますか。
答え
いいえ。顧客の従業員が自分の上司のために見返りを求めているとしても、そのような支払いがこの
綱領で禁止されているという事実は変わりません。



26

その他の関係者との関係

取引先
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Textron 社の取引先は当社の延長部分であり、注意深く選択および監
視する必要があります。Textron 社のビジネスに従事する代理店、販売
員、卸売業者、流通業者、コンサルタント、および合弁パートナーは、
適用法規を遵守することに加え、『Textron 社ビジネス活動綱領』と整
合したビジネス活動基準を固守することが要求されます。
米国外のビジネスに関連して活動している人物の、Textron 社からの任命
または解雇の推薦は、『Textron 社グローバル汚職防止コンプライアン
スポリシー』に述べられている承認要件に従います。米国の特定のコン
サルタントの任命の推薦も、『Textron 社権限委任』文書に基づいた承
認に従います。

質問
あなたの事業体がこれまでビジネス活動をしてきた国で、以前の雇用者に代わる新しい代表者を任命
するようにあなたは提案しました。代表者を任命する書類を承認のために送付した後で、あなたは前
の会社の古くからの同僚に会い、あなたが任命を推薦している会社には政府高官に贈賄しているとい
ううわさがあると告げられます。あなたはどうすべきですか。
答え
あなたが得た情報が単なるうわさに過ぎないとしても、評価と追跡調査を求めてその種の情報を事業
体の経営陣および会社の顧問弁護士に直ちに報告することは、きわめて重要です。そうしない場合、
懲戒処分につながる可能性があります。
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政府との取引
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Textron 社はいかなる国の政府高官とビジネスを行う場合にも誠実性と
高潔性をもって行動することを約束し、適用されるすべての法律・規制
を遵守します。私たちは、いかなる政府に商品またはサービスを販売す
る場合でも、適用される調達ポリシーを熟知し、それに従わなければな
りません。
詳細については、『米国政府と取引する際の Textron 社のポリシー』を参照してください。

質問
あなたの上司が、配達シートに表示されていない業務番号に対して時間を申請するように求めまし
た。 あなたはどうすべきですか。
答え
業務番号が間違っていることを上司に伝え、正しい番号を提案します。この方法が実際的でない場合
は、次のレベルの上位管理者である倫理およびコンプライアンス担当者、事業体のヘルプラインまた
はホットライン、会社の顧問弁護士、または Textron 社ヘルプラインを通して問題を報告してくださ
い。
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独占禁止法および競争法

目次 ページ

企業が競争する方法を規制する法律は、米国では独占禁止法、ヨーロッ
パその他の場所では競争法と呼ばれています。これらの法律の目的は、
価格、品質、およびサービスに基づいて活発に競争するべき企業による
、価格操作、談合、その他のあらゆる癒着などの競争阻害行為を防止す
ることです。独占禁止法は、国家政府、州政府、および欧州連合などの
地域組織によって施行されています。違反すると、会社に対しては巨額
の罰金、個人に対しては罰金と実刑が課される場合があります。
Textron 社は、会社およびその従業員に、ビジネス活動を行うすべての
国で独占禁止法および競争法を遵守するように求めています。個々の法
律によって言い回しは異なるかもしれませんが、その目的はほとんど同
じで、各企業が活発にビジネス上の競争を行えるように保証することで
す。これらの法律の背後には、市場での競争は、価格を抑え、商品とサ
ービスの品質を高めることで消費者に利益をもたらす、という経済的な
仮説があります。これらの法律は、1 つの巨大企業が市場を支配して効
果的な競争が減少するという状況にも対応しています。
品質、信頼性、価格において競争力のある製品を提供するという
Textron 社の目標は、ビジネス上の高潔性を犠牲にすることなく達成さ
れるべきです。私たちは、競争相手に関するマーケティングおよびビジ
ネス情報を、適切かつ合法的な手段によってのみ収集します。
実際の状況に対する独占禁止法および競争法の適用は、複雑になる場合
があります。これらの法律を確実に遵守し問題を回避するためには、
Textron 社の顧問弁護士に事前に相談し、綿密に調整することが不可欠
です。
詳細については、『Textron 社独占禁止ポリシーコンプライアンスガイド』を参照してくだ
さい。
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質問
あなたはヨーロッパで、ビジネスの競争相手も参加する貿易協会の会合に出席しています。パーティ
ーの時間に、会話は市場の状況と各企業が期待する価格の話題になっていきました。
この話し合いに参加しても差し支えありませんか。
答え
いいえ。競争相手との間で現在または将来の価格や価格設定が話題になっている場合、話に参加する
ことも、そこに留まることも決してすべきではありません。見本市や貿易協会の会合の一部として開
かれる懇親会での雑談であっても、これは同じです。あなた自身と会社を守るため、そのような話し
合いに明確に異議を唱え、その場の人々にあなたが参加しなかったことを印象付け、その件を会社の
顧問弁護士に報告すべきです。ここでいう「価格」には、表示価格だけでなく、貸付条件、保証、払
い戻し、値引き、コスト、入札額（入札する意思があるかどうかも含む）、輸入・輸出の額や販売条
件、その他の販売契約条件など、価格に直接または間接に影響するその他の要素も含まれます。
個々の会社のデータを含まない業界全体の売上額、収益、生産能力などを含む過去の情報を、貿易協
会が合法的に収集および配布するという場合もあります。独占禁止法および Textron 社のポリシーを
確実に遵守するため、貿易協会にその種の情報を提供したりそこから情報を取得したりする前に、会
社の顧問弁護士に相談してください。

質問
あなたの友人が、競合他社と新しい仕事を始めました。あなたは友人と昼食をして、新しい仕事のお
祝いをします。食事中に、その友人は、自分の最初の仕事が市場調査であること、また新しい上司に
気に入ってもらうために良い仕事をしたいことを強調しました。その後友人は、あなたが発表したば
かりの新しい製品ラインの価格設定ポリシーについて尋ねます。その情報を友人に与えてもよいでし
ょうか。
答え
いいえ。価格その他のマーケティング情報について、決して競争相手と話し合ってはなりません。競
争相手が友人であること、また私的な昼食中の会話であることによって規則が変わるわけではありま
せん。あなた自身と会社を守るため、そうした依頼について会社の顧問弁護士に報告する必要があり
ます。
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国際貿易
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Textron 社の多くの事業では、国境を越えて取引が行われます。そのよう
な取引には、次のようなさまざまな法律・規制が適用される可能性があ
ります。

輸入規制
製品や商品の輸入に従事する従業員は、それらの品目に正しい分類、評価額、生産国が指定
されていること、またすべての輸入文書手続きが正確で適用法規に従っていることを確認し
なければなりません。

マネーロンダリング
賄賂、違法な麻薬取引、その他の犯罪行為に関わる者は、犯罪から得た利益を隠したり合
法的なものに見せかけたりして、「浄化」しようとする場合があります。現在、多くの国で
はマネーロンダリングを規制する法律が制定されており、犯罪行為から得た利益を受け入れ
たり、処理したりすることは禁じられています。私たちは、適用されるその種の法規に従い
、信頼できる顧客のみとビジネスを行うようにしなければなりません。顧客からの支払い
の受領に関係する従業員は、支払いを受領すべきかどうか確認するため、適切でしかるべ
き注意を払う必要があります。問題が発見された場合は、会社の顧問弁護士による調査が
必要です。

輸出規制
多くの国では、商品や技術の輸出を規制する法律があります。多くの場合、そのような規
制の主要な対象になるのは、軍事目的の品目、または軍事目的の製品や技術の開発・生産
にかかわる可能性のある品目です。米国の法律では、特定の製品、サービス、技術データ、
およびソフトウェアの他国への輸出が制限を受け、米国以外の輸出先から別の国へのそれ
らの品目の再輸出も同様の制限を受けます。さらに米国は、指定されたテロリストおよび
違法麻薬売人だけでなく、特定の国、およびそれらの国と関係付けられた個人・団体への
禁輸措置があります。世界中の Textron 社の事業では、適用される輸出関連の国際法に加え
て、適用されるすべての米国輸出管理法に従わなければなりません。
詳細は、米国の輸出規制要件を遵守するために必要なポリシーおよび措置の種類について
説明している『Textron 社輸出管理システムガイド』を参照してください。

ボイコット
米国の法律は、他の国から課される制限的取引慣行や経済ボイコットに米国の会社が参加し
たり、協力したりすることを禁じています。その種の法律の主な対象は、イスラエルに対す
るアラブ連盟のボイコットです。たとえば、中東の顧客からの注文書や中東の銀行からの信
用状には、購入する品目のいかなる部分もイスラエルで製造されたり、イスラエル船で輸送
されたりしていないことという要件が記されている場合があります。どんなボイコット要求
も、会社の顧問弁護士の決定にゆだねる必要があります。
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その他の関係者との関係

質問
米国内にいるあなたは、米国外にいる他の Textron 社従業員に技術図面のコピーを届ける必要があり
ます。その図面をファックスしてもよいでしょうか。インターネットで送信しますか。その国に持っ
て行き手渡すのはどうですか。
答え
米国の法律では、あらゆる伝送手段が「輸出」と見なされます。この図面の伝送が許されるかどうか
は、受信者、含まれる技術データ、および輸出相手国によって決まります。その技術データが Textron
社の事業活動をする別の国の従業員に伝送される場合でも、輸出許可が必要になる可能性があります
。輸出コンプライアンスコーディネータまたは会社の顧問弁護士に相談して、具体的な輸出要件を確
認してください。

質問
あなたの事業体が、南アメリカにある顧客の代理としてケイマン諸島の会社から支払いを受けました
。この支払いを受領できますか。
答え
まず、会社の顧問弁護士に相談しなければなりません。通常、顧客と異なる事業体からの支払いは
受領すべきではありません。特定の国からの支払いには、特に綿密な調査が必要になる場合があり
ます。

質問
英国内にいるあなたは、地元の銀行が確認した、オマーン国の銀行からの信用状を受け取りました。
その信用状にはその国の顧客からの注文に関する支払方法が規定されており、製造元または輸出元と
してあなたの事業体が発行する、商品がイスラエルに由来するものではないことを明記した証明書を
要求しています。あなたはどうすべきですか。
答え
会社の顧問弁護士に連絡してください。オマーン国の銀行に対しては、そのような証明書は発行しな
いこと、またそのような証明書を求めない信用状を再発行する必要があることを通知しなければなり
ません。必要な報告を米国政府に提出できるように、事業体から Textron 本社に通知する必要もあり
ます。

目次 ページ

国際貿易 — 続き
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倫理およびコンプライアンス

Textron 社の倫理およびコンプライアンスプ ロ
グラム

目次 ページ

Textron 社は米国を基盤とする企業ですが、活動する場所に関係なく、
すべての適用法規を遵守することを約束します。世界中の当社の従業員
は、この『ビジネス活動綱領』に定められた基準だけでなく、当社のグ
ローバルな事業に影響する米国の法律および国際法にも精通し、それら
に従わなければなりません。
Textron 社の倫理およびコンプライアンスプログラムは、倫理またはコ
ンプライアンスに対する違反行為を防止、検出、および是正し、当社の
ビジネスが常に法的、倫理的に正しい方針をとることができるように制
定されました。このプログラムの一環として各事業体は毎年、『倫理お
よびコンプライアンス行動計画』を準備し、実施します。
企業および各事業体には、倫理およびコンプライアンス運営委員会があ
り、この『ビジネス活動綱領』の目的に加えて、すべての適用法規を遵
守する Textron 社の確約が果たされるようにする責任を担っています。
倫理およびコンプライアンス運営委員会の議長は事業体の社長が務め、
委員には主要な事業の上級管理職が含まれます。倫理およびコンプライ
アンス運営委員会は少なくとも四半期に 1 回会合を持ち、倫理および
コンプライアンスプログラムの進捗状況を監視します。
企業および各事業体には、倫理およびコンプライアンスプログラムの実
施を監督し、倫理およびコンプライアンスの問題、この『ビジネス活動
綱領』、会社のポリシー、措置、および法律に関する質問がある場合に
従業員が助言や指示を求める最初の窓口となる、倫理およびコンプライ
アンス担当者がいます。

倫理およびコンプライアンスリソースセンター

倫理およびコンプライアンスプログラムの詳細については、ERIC の倫理
およびコンプライアンスリソースセンターまで問い合わせてください。
倫理およびコンプライアンスプログラム、ヘルプライン報告の提出方法
、倫理およびコンプライアンス担当者と問題別の専門家の一覧、倫理お
よびコンプライアンスの問題に関する記事、さまざま言語で提供されて
いる多様なオンライン学習教材のアクセス方法、この『ビジネス活動綱
領』に記載されているさまざまなトピックに関する「よくある質問集」
などについて、役立つ情報を得ることができます。



倫理およびコンプライアンス

参考リソースおよびポリシー

この『ビジネス活動綱領』に加え、この綱領で言及されている例をはじ
めとする多くのケースに関して、Textron 社および事業体の詳細なポリシ
ーと措置が発表されています。これらのポリシーおよび措置は、この
『ビジネス活動綱領』を補うものです。倫理およびコンプライアンス担
当者および会社の顧問弁護士は、これらおよびその他のポリシーや措置
を参照できます。

倫理とあいまいさの取り扱い

特定の仕事の状況によっては、取るべき倫理的な、つまり「正しい」方
向性を決定するのが難しい場合もあります。私たちのビジネス活動の遂
行方法を左右する複雑な規則や規定は、数多くあります。この『ビジネ
ス活動綱領』の目的の一つは、正しい意思決定を下すための指示を従業
員に与えるのに役立つ指針を備えることです。答えが明確ではない場合
は、問い合わせるようにしてください。
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Textron 社の倫理およびコンプライアンスプログラム — 続き



問い合わせ窓口

報告経路の選択

各従業員には、この『ビジネス活動綱領』、法律、または会社のポリシ
ーに対する違反の事実または疑いを直ちに報告する責任があります。従
業員は、事業体の倫理およびコンプライアンス担当者、Textron 社の取
締役副社長兼法律顧問、会社の顧問弁護士、直接の上司、人事関連の取
引先、Textron 社の倫理およびコンプライアンスヘルプライン（フリーダ
イヤル）のいずれにも報告できます。違反の事実または疑いを誠実に報
告したいかなる従業員にも、報復行為や仕返しがなされることはありま
せん。当社は、情報源の秘密保持に全力を注ぎます。加えて、地域の法
律で許されている場合は、匿名で報告することも可能です。
経理、内部会計管理、監査、その他の事項に関する懸念も、下記の宛先
の取締役会または監査委員会に郵送で報告することができます。
疑いのある問題は、会社または事業体の適切な担当者が調査します。調
査によって修正策をとる必要が明らかになった場合、当社は、システム
、慣習、および措置に対する改良を行います。
この『ビジネス活動綱領』違反は処罰の対象となり、最も厳しい場合は
解雇措置が取られます。多くの場合、この綱領に対する違反は法律違反
にもなる可能性があり、当該従業員および Textron 社には罰金、その他
の制裁を含む民事上または刑事上の刑罰が課されます。

違反報告/質問
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問い合わせ窓口

目次 ページ

Textron 社ヘルプライン:

1-800-892-9871
(米国およびカナダはフリーダイヤル)

フリーダイヤルは 24 時間年中無休で、委託業者が応答します。

上記以外の国際フリーダイヤルヘルプラインの番号、ヘルプラインの詳
細なしくみ、問題を報告する方法については、ERIC の『倫理およびコン
プライアンスリソースセンター』を参照してください。

1-401-457-6006
この番号は、Textron 社の倫理およびコンプライアンスチームが応答します。メッセージを
残していただければ、折り返し電話いたします。

Textron 社取締役会の連絡先

宛先:

Board of Directors 
Textron Inc. 
40 Westminster Street
Providence, RI 02903

Textron Inc.
40 Westminster Street
Providence, RI 02903
(401) 421-2800

最高経営責任者または取締役に対するこの『ビジネス活動綱領』の適用免除は、取締役会または取締役会の委員会のみが決定
でき、法律または規制措置の要求に応じて Textron 社の株主に直ちに開示しなければなりません。

© Textron Inc. 09/10 V1

違反報告/質問 — 続き



私は、『Textron 社ビジネス活動綱領』を個人用に 1 部受領しました。
私は、Textron 社のすべての従業員に、すべての適用法律および『Textron
社ビジネス活動綱領』の遵守が要求されることを理解しています。
私は、法律またはこの綱領の遵守に関する質問または懸念がある場合、
その質問または懸念を上司、倫理およびコンプライアンス担当者、また
は会社の顧問弁護士に直ちに知らせなければならないことを知っていま
す。
私は、現在疑念を抱いているまたは知っている、あるいは将来見つける
可能性のある、あらゆる法律違反を含む『Textron 社ビジネス活動綱領
』に対するいかなる違反も、直ちに会社に報告する義務があることを理
解しています。

印刷して、以下の情報を記入してください。

誓約書
Textron 社ビジネス活動綱領の受領確認

名前

日付

事業体/所在地

署名
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