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トップメッセージ 
 

「こころ」を動かす、「社会」を動かす 

 

昭和電工グループ「私たちの行動規範」は、私たち一人ひとりが、当社グループ

の企業活動を通じて、国際社会の「持続可能な成長・発展」にどのように積極的に

貢献していくかを明確に示したものです。 

 

その基本的な考え方は、ESG（環境・社会・ガバナンス）を理念の中心に据えた
経営の推進により、社会のイノベーションを牽引する企業として、SDGsに掲げられた
『誰も置き去りにしない』社会の構築に当社グループが貢献していくことを強く意識し

ています。 

 

「決められたルールを守る」、「やらなければならないことをやる」ということが、企業

にとって欠かせない姿勢であることは申し上げるまでもありません。 

しかしながら、それだけではなく、SDGsの大きな理念を実現し、持続可能な世界に
変革していくことに昭和電工グループとして貢献するためには、私たち一人ひとりが、

あるべき姿、ありたい姿を明確にビジョンとして志向し、主体的に行動していくことが必

要です。そして、この行動規範は、その道標としてグループ全社員が共有すべきもの

であります。 

 

企業活動を通じて、社会課題の解決に貢献していく、そして、世界の人々の「ここ

ろ」を動かし、「社会」を動かす昭和電工グループとなるために、この行動規範を皆さ

ん一人ひとりが常に振り返り、日々の行動の基本として実践していきましょう。 

 

 

2020年5月 
 

昭和電工グループ CEO 

森川  宏平 
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昭和電工グループ 経営理念 
 

私たちは、社会的に有用かつ安全でお客様の期待に 

応える製品・サービスの提供により企業価値を高め、 

株主にご満足いただくと共に、国際社会の一員としての 

責任を果たし、その健全な発展に貢献します。 

 

 

 

経営理念は、社内外に対して、昭和電工グループの使命（ミッション）と事業活動の

方策を宣言するものであり、また、私たち全員が共有すべき基本的な価値観を示したもの

です。 

 

経営理念に掲げる使命（ミッション）を実現し、かつ、中長期にわたるビジネスの持続的

な成長を確かなものにしていくためには、多様なステークホルダーとの対話を大切にし、そ

の要請を理解し、揺るぎない軸に支えられた将来ビジョンを提示し、戦略的に実行するこ

とが求められます。 

 

昭和電工グループが「社会貢献企業」として、事業を通じて、あるいは事業の中で、 

社会にとってマイナスとなり得る可能性を減らし、プラスとなる価値を高め、その価値を提

供し続けていくためには、私たち一人ひとりがその責任を自覚し、行動を促すことに繋がる

一本の「軸」が、しっかりと通っていることが必要です。そして、その軸の最上位にあるもの

が、「昭和電工グループ 経営理念」です。 
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昭和電工グループ CSR方針 

事業活動を通じた SDGs 課題解決への貢献と、 

私たちの行動規範に基づく全社員の行動により 

すべてのステークホルダーにご満足いただける 

社会貢献企業を目指します。 
 
 
 

現在、社会が直面する課題に対して、世界各国が一致して、長期的な視点でこれら

の課題解決を進めています。その中にあって、私たちはどのようにビジネスの持続的な成

長を考えていけば良いのでしょうか。 
 
私たち昭和電工グループが提示する答えの一つが、この CSR 方針として掲げている 

「コーポレート・サスティナビリティ」のビジネスアプローチです。それは、ビジネスを通じて社会

にポジティブな影響を与え続けるために、また、マイナスの影響をできる限り抑制するために

必要な考え方を、昭和電工グループで働く皆さんに提示するものであると同時に、すべて

のステークホルダーの皆様との約束を表明するものでもあります。 
 
 

昭和電工グループの考える CSR とは、全社員が、経営理念のもと「私たちの行動規
範」に基づき誠実に行動し、事業活動を通じて社会に貢献することです。 

 
私たち昭和電工グループは、「安全」と「コンプライアンス」を基盤としたリスクマネジメント

の深化と CSR コミュニケーションをもとにした機会の創出により、経済的価値と社会的価
値（共有価値）を創造することで「社会貢献企業」の実現を目指します。 
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私たちの行動規範 

 

1．基本的な考え方 
1.1  倫理とコンプライアンス         （Ethics and Compliance） 
1.2  レスポンシブル・ケア               （Responsible care） 
1.3  多様性の尊重と包摂的な支援    （Diversity and Inclusion） 
1.4  成長を牽引するビジネスの革新             （Innovation）                   
1.5  経済価値と社会価値の創造       （Creating shared value） 

 

2. 人権を尊重した経営 
2.1  国際的な人権規約の理解 
2.2  不当な差別の禁止 
2.3  社会的弱者への配慮 
2.4  強制労働や児童労働の排除 
2.5  人権デューディリジェンスの確立 

 

3. 環境問題への取り組み 
3.1  気候変動への対応 
3.2  循環型社会の実現 
3.3  環境リスク対策の推進 
3.4  生物多様性保全への取り組み 

 

4. 社会参画と地域社会への貢献 
4.1  地域社会とのコミュニケーション 

   4.2  社会的課題の解決に向けた支援 
   4.3  責任ある政治・行政への関与 
   4.4  災害リスク対策と復興支援 
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5. 製品・サービスに関わる安全と安心の確保 
5.1  安全・安心を見据えたマーケティング 

   5.2  安全・安心を高める技術開発 

   5.3  安全・安心の提供 

   5.4  安全・安心に関する情報へのアクセス 

    

6. 公正で誠実な取引活動 
6.1  反腐敗・汚職防止 

6.2  競争法の遵守 

6.3  安全保障と輸出取引管理 

6.4  責任ある調達 

 

7. 公平で公正な雇用・労働 
7.1  公正な雇用慣行 

   7.2  職場における人権尊重 

   7.3  安全最優先 

7.4  ディーセント・ワーク 

    

8. 会社資産の取扱い 
8.1  会社資産の保全 

   8.2  知的財産の尊重 

   8.3  個人情報の保護 

8.4  情報セキュリティの確保 

 

9. 情報開示と広報活動 
9.1  適時・適切な情報開示 

9.2  正確な記録と報告 

9.3  株主・投資家との対話 

9.4  メディア対応と公的発言   
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1．基本的な考え方 
 
 
 

1.1  倫理とコンプライアンス （Ethics and Compliance） 
法令を遵守することはもとより、正直・公平・誠実を自らの行動基準とし、社会から信頼を得

ていきます。 
 
コンプライアンス（法令の遵守）は事業活動から日常生活までを律する社会規範であり、

コンプライアンスの徹底はビジネスに参画するための基本的な社会的責任です。                                          
私たちは「法の支配」を尊重し、事業を行う国・地域における法規範および法的手続を遵

守します。同時に私たちは、国際的な行動規範を尊重し、個別法令によって定義された法

的責任の枠組みにとどまらず、正直、公平および誠実という価値観に基づき行動します。 
 
 

1.2  レスポンシブル・ケア （Responsible care）                                                                 
高度な生産技術をもとに、環境・安全・健康が確保された製品・サービスを安定的に供給

します。 
 
製品の開発から製造、流通、使用そして最終消費を経て廃棄に至る、すべてのライフサ

イクルにわたって、安全と健康の確保および環境の保護に努めることを経営方針において

公約し、環境・安全・衛生面の対策を実行し、改善を図る自主管理活動を「レスポンシブ

ル・ケア」と言います。                                                                           
私たちは、化学事業に携わる企業として、レスポンシブル・ケア活動を業務の根幹に据え

て、化学物質のリスクを最小限にしながら、その有用性を最大限に活用するとともに、これら

の活動について社会との対話・コミュニケーションを深めることで、社会からの信頼性向上

に努めます。 
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1.3  多様性の尊重と包摂的な支援 （Diversity and Inclusion） 
個性を尊重し、多様であることに価値を認め、確かなパートナーシップで支え合います。 
 
誰一人取り残されることなく、すべての人の尊厳が確保され、誰もが等しく尊重されること

は、国際社会によって承認された普遍的な価値です。 
 私たちは、お互いを活かし合う確かなパートナーシップを通じて持続可能な社会の実現に

貢献し、多様でユニークなマネジメントスタイルとコミュニケーションスタイルを実現できる包摂

的（Inclusive）な組織、そして個人であるよう努めます。 
 
 

1.4  成長を牽引するビジネスの革新 （Innovation） 
ダイナミックに変容する社会に合わせ、常に意識と行動を変革させ、イノベーションを生み出

します。 
 
今日のビジネスのタイムラインや、すべてのステークホルダーの要求に応えていくためには、

昨日の延長線上にない社会の非連続な変化を予測し、変革を恐れず、持続可能な成長

を目指すビジネスモデルを追求することが必要です。 
 私たちは、お客様やマーケットのニーズを先取りし、自らの意識と行動を変え、イノベーショ

ンを成長の軸としてユニークなビジネスモデルを創出、提供します。 
 
 

1.5  経済価値と社会価値の創造 （Creating shared value） 
地球と子供たちの未来へと続く、豊かさと持続性が調和する社会の創造に貢献します。 
 
私たちは、多様なステークホルダーとの確かなパートナーシップを通じて、世界の人々と

地球の未来、平和、そして豊かさの実現において、確実な成果をあげることを希求します。 
 包摂的で持続可能な社会の実現に向けた、国際的な統一目標である「持続的な開発

目標」（SDGs）を活用することによって、事業領域の改善、将来の事業化の可能性などの
視点から、優先的に課題解決に取り組むべき項目に着目し、事業活動を通じて、戦略的

に社会貢献に取り組みます。 
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2．人権を尊重した経営 
 
 
 

2.1 国際的な人権規約の理解 
法の支配の下、誰もが生まれながらに持つ「幸せでいられる権利」の実現に努めます。 
 
この地上に生きる誰もが等しく完全無欠な人権を持ち、法の支配の実現によって尊厳あ

る人生を生きることが保障されるという普遍的な原理・原則は、国際的に承認された確約で

す。                                                                                                       
私たちは、ビジネス上の意思決定に際して、適用されるすべての法令を遵守することはも

ちろん、国際的に承認されている人権原則（国際人権章典、労働基本原則、ILO 宣言に
掲げられた基本的人権に関する原則等）を理解し、自らの基準とします。 
 
 

2.2 不当な差別の禁止 
偏見や先入観に基づく不当な差別によって、人の尊厳を傷つける振る舞いを許しません。 
 
私たち一人ひとりが、相手の気持ちを考え、敬意と誠実さに優れた言動を体現することが、

「誰一人取り残さない」人間主体の豊かな社会の出発点となります。                                                                              
私たちは、国籍、人種、性別、年齢、障がいや健康状態、家族状況、妊娠、性的指

向（Sexual orientation）や性自認（Gender identity）、宗教的または政治的信条などに関
する偏見や先入観に基づく不当な差別が、人の尊厳を損なうことを認識し、自らの発言と

行動について責任を持ちます。 
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2.3 社会的弱者への配慮 
ボランティア支援やインクルーシブ・ビジネスを推進し、包摂的な社会づくりに貢献します。 
 
ビジネスを通じて地域社会の発展に貢献することは私たちの責務だと考えます。ボランティ

ア支援やインクルーシブ・ビジネスを促進し、地域社会に暮らす人々の生活向上に貢献し、

その選択肢を拡大させることは、その責務を果たす一つの方法です。 
 私たちは、人権侵害を受けやすい社会的に立場の弱い人々が抱える課題への理解を

深め、事業活動を通じて、それらの人が中長期的に自立するための環境整備と能力開発

を支援するとともに、インクルーシブ・ビジネスにも取り組んでいきます。 
 
 

2.4 強制労働や児童労働の排除 
責任あるサプライチェーン管理を行い、いかなる形態の人権侵害にも加担しません。 
 
私たちが直接関係するビジネスが人権を侵害し、またはこれを助長する場合には、私たち

自らが是正の責任を負うことはもちろん、取引先に対しても、自らの影響力の範囲内におい

て是正するよう働きかける道義的な責任があります。                                                                         
私たちは、特にサプライチェーン管理の分野において、労働搾取を目的とする違法な児

童労働や強制的な労働の需要を生み出すことがないように、適切なモニタリングと管理手

続を、重要な業務プロセスとして位置づけます。 
 
 

2.5 人権デューディリジェンスの確立 
事業活動が関与する人権リスクに対処するための、適正な手続と仕組みを確立します。 
 
私たちのビジネスにおける自律的な判断や意思決定は、現在と未来に生きる人々と社

会に対して誠実であるべきです。                                                                     
私たちは、ビジネス上の意思決定と業務の遂行が、人権に対して与える影響を適正に評

価するプロセス（人権デューディリジェンス）を通じて、重大な人権侵害を引き起こす、または

これを助長するリスクを特定し、防止し、軽減し、是正します。また、相反する要求に直面し

た場合には、各国・地域における法律によって定義された法的責任のみならず、その枠組

みを超えて、影響を受ける人々が尊厳を持って生きるために不可欠な基準を守る、という責

任を果たせる方法を追求します。 
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3．環境問題への取り組み 
 
 
 

3.1 気候変動への対応 
温室効果ガス削減を通じて低炭素社会の構築に取り組み、気候変動リスクの抑制に貢

献します。 
 
気候変動への対応は地球規模の課題であり、この地球上に生きる一員として、すべての

国・地域のあらゆる構成員が、主体的にこの課題に向き合わなければなりません。当社グ

ループの事業は、これまでに高いエネルギー効率を実現していますが、地球温暖化とこれ

に伴う気候変動リスクの大きさを考えた時、企業の枠を超え、国境を越えた課題解決への

挑戦が必要となります。 
私たちは、当社グループの全ての事業活動において、更なる省エネルギー推進や温室

効果ガスの削減ポテンシャルにフォーカスし、省エネ・低炭素型の技術・製品・サービスを、

全世界的規模で展開・普及し、その適用支援に努めます。 
 
 

3.2 循環型社会の実現 
3R（リデュース、リユース、リサイクル）を推進し、持続可能な循環型社会を技術力で支えま
す。 
 
地球の資源には限りがあり、このままいくと近い将来には、この地球の資源・エネルギー

の需給逼迫が予測されています。当社グループでは、循環型社会の実現に向けて、私た

ち一人ひとりにその責任があることを強く自覚し、リデュース、リユース、リサイクルの３R に取り

組み、職場や家庭で積極的な活動を推進しています。 
このような取組は、再資源化や代替製品の開発を念頭に置いた、高度な技術に裏打ち

された開発戦略を誘引し、継続的な成長の手段として推進する事業の方向性を生み出す

ことにつながるものです。 
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3.3 環境リスク対策の推進 
化学企業としての責任をまっとうし、環境課題における共有価値の最大化を目指します。 

 
当社グループは、化学企業として、地球環境に対するインパクトが大きい事業を行ってお

り、廃棄物、水質汚濁、大気汚染、土壌汚染、騒音・振動などの様々な環境リスクにつ

いて、サプライチェーン全体での厳しい監視体制と実効的な環境リスク管理体制を整備し

なければなりません。 
私たちは、有害物質や廃棄物・汚染物質の排出を最小限に抑え、排出事業者責任を

全うすることはもちろん、私たちのビジネスが環境に対して与える影響を適切に評価し、その

結果に基づいた環境リスク対策を図ります。特に、海洋プラスティック問題など、投資家をは

じめとするステークホルダーの地球環境に対する関心の高まりに対応して、環境問題をリス

クであると同時にビジネスチャンスとして捉えて、より一層、その取り組みを推進します。 
 
 

3.4 生物多様性保全への取り組み 
ステークホルダーと協働し、生態系が織りなす美しい景観と豊かな天然資源を、次世代に

引き継ぎます。 
 
地球上の生物がバラエティに富み、すべての生物が直接、あるいは間接的につながっ

ていることで、地球は多様な生命を織りなし、私たちに資源を与え、その美しい景観を維持し

ています。 
 私たちの暮らしは、自然の恵みである生態系の営みによって支えられています。したがって、

生態系や種が急速に損なわれることは、その恩恵を受けている人間にも大きな影響を与え

る可能性があります。私たちは、ステークホルダーとの対話や協働を通じて、当社グループ

の事業活動が生物多様性に与える影響を評価したり、影響の与え方を低減する工夫をし

たり、また、失われる危険のある生物多様性を回復することを考えなければなりません。 
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4．社会参画と地域発展への貢献 
 
 
 

4.1 地域社会とのコミュニケーション 
事業を行う国・地域の文化や習慣を尊重し、誠実なコミュニケーションを通じて相互理解に

努めます。    
 
私たちは、事業を展開する国・地域の文化、伝統、歴史等、コミュニティの価値観や特

性を尊重し、地域住民との誠実なコミュニケーションを通じて相互理解を深めます。                                                                                
地域社会の一員として、そして、良き企業市民として、地域社会とのパートナーシップの

構築に努めると共に、共通の社会課題に関心を持つ幅広いステークホルダーとの対話を

通じて、地域の社会的課題の解決に繋がる事業機会や、新しい市場を開拓する機会の

最大化にも努め、コミュニティの抱える社会課題の解決に貢献します。 
 
 

4.2 社会的課題の解決に向けた支援 
事業活動、社会活動を通じて地域社会と価値観を共有し、共存共栄を目指します。   

 
私たちは、事業を展開する国や地域における社会的投資を通じて、人権尊重や公正な

労働慣行が確保された健全な雇用を創出・実現し、地域社会の持続的な経済成長に貢

献します。地域社会の一員として経験や活動を共有しながら、幅広いステークホルダーと

連携して活動することを大切にし、誰一人取り残されない包摂的なコミュニティ実現のために、

地域社会の公共の福祉の実現を支援します。 
当社グループは、地域社会の自律的な発展や社会課題解決に資する公的プロセスを

後押しするなど、事業活動を通じて社会的に責任ある行動を確立・推進します。 
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4.3 責任ある政治・行政への関与 
社会的課題の解決のため、事業活動、社会活動を通じて政治・行政等と適切に連携しま

す。   
 
私たちは、事業を展開する国や地域において、公正かつ透明な関係を維持することを前

提として、政治・行政との建設的な対話と積極的な意見交換ができる関係を築き、地域の

公共の福祉に貢献します。 
当社グループは、地域社会との共生にあたって、関係法令を遵守することはもちろん、ロ

ビー活動、政治献金および利益相反への対処について、責任ある政治的関与に関する

方針と活動に関する指針を定め、透明性をもって実施します。 
 
 

4.4 災害リスク対策と復興支援 
想定される大規模災害に対する備えを怠らず、万一、直面した場合でも、地域社会の復

興を支援します。   
 
事業を展開する国や地域において大規模災害が発生した場合に備え、日ごろから防

災・減災に努めることはもちろん、地域の従業員や取引先に支えられたコミュニティの一員

である私たちにとって、被災した地域社会との共生は重要なことです。                                                                                      
私たちは、想定し得る大規模災害の発生に備えた BCP（事業継続・復旧計画）の策定

を含む実効性のある管理体制を整備して迅速に事業継続を図るとともに、危機的な被災

状況にあっても、地域の人々の尊厳と権利とが尊重されるように配慮することを忘れず、災

害救助から復興まで地域社会の自律的な復興を支援します。 
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5．製品・サービスに関わる安全と安心の確保 
 
 
 

5.1 安全・安心を見据えたマーケティング 
社会ニーズの把握と顧客満足に基づくマーケティングで、新たな価値を提案します。 

 
私たちは、多様なステークホルダーと真摯な姿勢で対話を重ねることによって、すでに顕

在化している社会のニーズのみならず、潜在的なニーズを掘り起こし、さらには未来社会に

おけるニーズを予測し、提供する製品・サービスが社会、経済および環境に対して与える影

響について、事実に即した偏りのない情報を広くお客様に提供します。 
広告やマーケティングに際しては、環境破壊や資源枯渇を抑制するための持続可能な

消費パターンを促すように働きかけ、社会的弱者の利益保護や動物福祉など倫理的な要

件にも配慮しながら、社会の期待に応える新たな価値を追求します。                                                                                                                               
 
 

5.2 安全・安心を高める技術開発 
ステークホルダーの期待に応える、安全性・品質・コストを、技術開発で追求します。 
 
当社グループ内で築き上げてきた技術基盤を大切にし、現行の製造プロセスを磨き上げ

ていくことは大変重要です。一方で、国際的な競争力の確保やお客様の安全・安心の更

なる追求のためには、現行プロセスの抜本的な改善や原材料の全面的な転換などが必

要になることがあります。 
私たちは、「深化」・「融合」・「導入」をキーワードとして、当社グループ内はもちろんのこと、

さまざまな社会的課題に取り組む取引先や他社、大学や研究機関等との対話を通じたパ

ートナーシップを大切にし、オープンイノベーションによる協働にも積極的に取り組みます。 
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5.3 安全・安心の提供 
レスポンシブル・ケアを推進し、お客様に安全かつ安心な製品・サービスを提供します。  

   
持続可能な社会の実現のためには、安全と安心が確保された製品・サービスをお客様

に提供し続けなければなりません。当社グループは、化学企業としてレスポンシブル・ケアを

推進し、関係する法令、社内ルール、定められた手順およびお客様との取決め事項を遵

守することで、安全・安心をお客様に提供します。 
私たちは、お客様に提供する製品・サービスに関する全てのライフサイクルにおいて安全

確保を最優先と考え、私たちの事業が、安全、健康および環境にいかなる影響を与えるか、

詳細にかつ注意深くリスクアセスメントを実施し、リスク低減活動に努めます。 
 
 

5.4 安全・安心に関する情報へのアクセス 
製品・サービスの安全と安心に関する情報の収集・伝達・開示を適切に行います。 

 
私たちは、製品の正しい使用法、危険な取り扱いに関する注意事項を、正確かつ確実

に、そして分かりやすく伝えるとともに、お客様からの苦情や問い合わせに対して誠実に応え、

製品・サービスの改良・開発に役立てます。 
また、万一、不具合や事故が生じた際には、サプライチェーンを含む製品のライフサイク

ル全体を考慮した確実な情報収集および報告連絡の体制整備により、事実関係を含めた

必要な情報を関係者に対して適切に開示します。 
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6．公正で誠実な取引活動 
 
 
 

6.1 反腐敗・汚職防止 
汚職や腐敗等の不正を排除し、自らの誠実さを証明します。 

 
すべてのステークホルダーの期待を真摯に受け止め、誠実に約束を履行することが私た

ちのビジネスの基本です。とりわけ、私たちの誠実さを汚す汚職や腐敗は、法的責任の追

及を受け、信用を損なうばかりでなく、国家や地域の経済成長を歪め、政治的崩壊を引き

起こし、社会の持続的な成長を阻害する可能性さえあります。                                                                         
私たちは、いかなる国・地域であろうとも、背任、権限の濫用、影響力を不当に行使した

取引の強要、贈収賄、横領、隠匿、司法妨害およびマネーロンダリングなどの汚職や腐

敗その他の不正や反社会的行為を排除します。 
 
 

6.2 競争法の遵守 
競争法の遵守を徹底し、反競争的行為への関与・加担を未然に防止します。 

 
競争法は、公正かつ自由な市場競争を促進することを目的とする経済活動の基本法

です。持続可能な経済成長と豊かな生活のためには、自由な競争の促進、勤労や品質

改善のための創意工夫への意欲の向上、そして健全な投資による市場の活性化が必要

です。                                                                                        
私たちは、厳罰をもって、自由経済市場での健全な競争を阻害する行為を排除しようと

努める国際社会の決意に賛同し、価格カルテル、競争入札談合、市場分割など競争を

不当に阻害しようとする行為への関与や加担を未然に防止するため、取引秩序に関する

国際ルールを遵守します。 
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6.3 安全保障と輸出取引管理 
貿易管理に関する適用法令や手続を遵守し、国際社会の平和と安定に貢献します。 

 
国際社会の平和と安定の維持は、持続可能な社会の創造と繁栄に不可欠です。 
私たちは、国家間における財貨、製品、サービス、情報、そして人の移動に関する事業

上のトレーサビリティの確保に努め、取引先への適切かつ適確な情報提供が可能な社内

体制と業務プロセスの整備を確実に行います。特に、海外へ輸出する製品やサービスが、

国際社会において許容されない大量破壊兵器の開発や殺傷能力の高い武器の製造に

転用可能な汎用品を含む場合には、輸出管理の厳格なチェックを怠りません。 
 
 

6.4 責任ある調達 
ビジネスパートナーとの相互信頼と合理的な契約を通じて、責任ある調達慣行を推進しま

す。 
 
私たちのビジネスは、数多くの取引先やグループ企業の協力と支援を得て成り立ってい

ます。私たちは、お客様にとって価値のある、高品質で、安全・安心な製品・サービスの安

定供給を実現するため、ビジネスパートナーとの間で、公平なコスト負担を促し、適正な対

価と適切な納期を確実にする合理的な契約を締結することによって、WIN-WIN の関係構

築に努めます。 
また、経済合理性の追求だけではなく、社会的責任に関する目的との整合性を高める

ため、倫理的、社会的および環境的基準ならびに人権に対する配慮に関する基準を、バリ

ューチェーン全体で共有し、私たちのビジネスに参画するパートナーの社会的責任への取り

組みを支援する「責任ある調達慣行」（ＣＳＲ調達）を推進します。 
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7．公平で公正な雇用・労働 
 
 
 

7.1 公正な雇用慣行 
国際的な労働原則を尊重し、雇用慣行におけるコンプライアンスを徹底します。 

 
雇用慣行における人権尊重と安定した雇用が生み出す生活水準の向上は、社会の 

持続可能な経済成長に対する私たちの責務です。私たちは、社員の採用、雇用、教育、

昇進その他処遇に際しては、ビジネス上の正当な利益と関係のない恣意的あるいは差別

的な雇用慣行を排除し、平等の機会を確保します。 
また、各人の意思に基づいて、労働組合に参画する権利と団体交渉を行う権利は、各

国・地域の適用法令が許容する範囲で尊重し、また、社会的対話に有用な平和的な集

会に参加する権利を尊重します。 
 
 

7.2 職場における人権尊重 
職場における暴力的な言動や嫌がらせを許さず、違反に対して厳正に対処します。 

 
個人の尊厳を守ることは国際社会全体にかかわる問題ですが、私たちの身近にも課題

があります。                                                                        
私たちは、地位や立場の濫用とみられる威迫や脅迫、陰湿なイジメによって仲間を孤立

させるような態度、性的あるいは性的指向に起因する嫌がらせなどの、職場の人間関係に

起因する人権侵害を重大なコンプライアンスの問題として取り扱い、恣意的裁量を排除した

適法かつ適正な手続によって、健全な職場環境の実現に努めます。 
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7.3 安全最優先 
安全を最優先とし、法令・社内ルールを遵守し、職場環境の維持・向上に努めます。 

 
職場安全の基本は、私たち一人ひとりがルールを守り、自らが身を守ることです。管理 

監督者は部下を事故や災害から守る責任があり、適切なリスク評価結果に基づきリスク 
レベルの低減を図るとともに、部下は定められたルールと管理監督者の指示に従って安全

に仕事をする義務があります。 
私たちは、常日頃から職場内での挨拶や声がけを励行し、相互注意と良好なコミュニケ

ーションを深めて、安全で、明るい職場づくりに努めます。 
 
 

7.4 ディーセント・ワーク 
仕事を通じて成長することを楽しめる、有意義で生産的なディーセント・ワークを実現します。 

 
私たち一人ひとりが、創造的かつ生産的であり続けたいという願いを抱いています。  
ディーセント・ワーク（働きがいのある人間らしい仕事）は、新しい視野・能力の獲得と、 

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の実現を通じて、社員の帰属意識や社会 
貢献への意欲を、より一層高めることにつながります。                                       
私たちは、技能開発、訓練および実習を利用する機会ならびにキャリアアップの機会 

の提供を通じて社員のエンプロイアビリティ（就業能力）の向上を支援し、各人が才能や 
技能を活かして、新たな価値創造にチャレンジできる企業風土・文化を醸成します。 
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8．会社資産の取扱い 
 
 
 

8.1 会社資産の保全 
会社の保有資産は許可された範囲において適切に利用し、その保全に責任を果たします。 

 
私たちは、有形資産の他に、ブランド、ノウハウ、商標、情報システム、知的財産などの

無形資産を保有していますが、当社が、その使用を認めた資産は、社内ルールに則った正

当な業務目的にのみ使用されるべきものです。お客様やビジネスパートナーからお預かりし

た各種資産および自らが保有・生み出した当社資産を利用して、個人的な利益を追求、

取得することを禁止します。 
 なお、当社は、法令の許容する範囲で、資産管理状況を閲覧・監視する権利（社内電

子メール、パソコンその他ネットワーク機器に保存されるデータ、ファイルの閲覧・監視を含

みます。）を有しています。 
 
 

8.2 知的財産の尊重 
知的財産を弛まず生み出し、社会的課題の解決のために戦略的に有効活用します。 

 
特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の産業財産権や発明、創作、ノウハウ

その他の営業秘密等の知的財産は、競合他社との差別化をもたらす競争力の源泉である

と同時に、様々な社会的課題の解決に貢献するための力です。 
他者の知的財産を尊重することはもちろんですが、多様化、複雑化、高度化を伴う国際

競争の激化と対峙するにあたり、私たちは、ステークホルダーとの対話やオープンイノベーシ

ョンを通じたパートナーシップの構築強化、異業種との枠を超えた協業にも取り組み、知恵と

力を結集して、社会に有用で革新的な商品・サービスを開発・提供します。 
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8.3 個人情報の保護 
個人情報保護の重要性を認識し、関係法令に準拠した適切な保護措置を講じます。 
 
個人情報はプライバシーを構成する重要な情報であり、人権尊重の理念の下、すべて

の個人情報は慎重に取り扱われなくてはなりません。私たちは、個人情報保護方針（プライ

バシー・ポリシー）および関係規程を定め、全役職員に対し、個人情報保護の重要性の理

解と安全管理措置の取組みを徹底し、個人情報保護を推進します。 
業務プロセスによっては、お預かりした、または保有する個人情報を国外の事業所、取引

先等に移転することがあります。個人情報の域外移転に際しては、国際的なルールを遵守

し、各国、地域の個人情報保護法に基づき適切な運用を行います。 
 
 

8.4 情報セキュリティの確保 
情報資産管理の重要性を理解し、データとシステム双方について適切な保護措置を講じ

ます。 
 
私たちは、経営トップのリーダーシップのもと、当社グループの全役職員が情報資産管

理の重要性を認識し、情報セキュリティに関する基本方針および社内規程をもってポリシー

とし、情報セキュリティの継続的な維持および改善のために必要な管理体制を確立します。 
特に、技術開発や生産ラインなどの制御システムの停止や障害など事業継続に深刻な影

響を及ぼすサイバー攻撃や不正アクセスなど、外部からの脅威に対する技術的対策の強

化に努め、当社グループ全体で情報資産の機密性、完全性および可用性を確保します。 
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9． 情報開示と広報活動 
 
 
 

9.1 適時・適切な情報開示 
決算情報、投資判断に影響を及ぼす可能性のある企業情報は、法令・規則に則り適時・

適切に開示します。 
 
私たちは、株主・投資家をはじめとするステークホルダーに対して、正確でわかりやすく、

有用性の高い情報をタイムリーに発信することで、当社グループの事業活動への理解促

進に努めています。特に、社会的課題の解決に向けたステークホルダーとの協働を図る上

では、財務情報だけではなく、成長戦略などの重要で信頼性の高い情報を様々な媒体を

通じて市場に提供するなど、自主的かつ積極的な情報開示を、適時・適切に行います。 
 
 

9.2 正確な記録と報告 
ビジネスに関する記録と報告は、常に事実を正確に記載し、開示情報の適正を確保します。 

 
適正な経理処理と、その前提となる内部統制システムの構築は、私たちの重大な責務

であることを自覚し、開示情報の適正性を確保します。 
事業活動に関係するあらゆる記録と報告は、抜け漏れ無く、分かりやすく、事実を正確に

表記しなければなりません。虚偽の記録作成や不正な変更を加えるなどは厳禁であること

はもちろん、それを疑われることの無いように社内ルールに従い、所定の帳票やフォーマット

によって適切な運用を徹底します。特に、会計帳簿や財務関係記録の不正は、株主・投

資家に損害を与えるばかりでなく、結果的に、すべてのステークホルダーとの信頼関係を破

壊し、会社の存立そのものを危うくします。 
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9.3 株主・投資家との対話 
公正で公平な情報開示と建設的な対話を通じて、株主・投資家に対する説明責任を果

たします。 
 
私たちの事業に関する情報を積極的に開示することは、社会や環境に与える重大な影

響に関する説明責任を果たすものであると同時に、株主・投資家との建設的な対話を促

進するために必要かつ重要です。 
私たちは、インベスター・リレーションズ（IR）活動を重要視し、四半期ごとに決算説明会を

開催し、株主・投資家との双方的コミュニケーションを実現します。また、これらの情報開示

や情報提供は、すべての株主・投資家にとって、平等かつ公平でなければなりません。私

たちはフェア・ディスクロージャー・ルールに則り、公平な機会の提供に努めます。 
 
 

9.4 メディア対応と公的発言 
事業活動に関する情報は、対応権限を持つ部門の適切な仕組みを通じてメディアに提供

します。 
 
私たちの事業活動に関する情報は、広報部門の適切な仕組みを通じて報道陣や記者

などのマスコミに提供することとしています。メディア等からの問い合わせに回答する場合や、

メディアに接触する場合には、事前に広報、IR その他メディア等との対応権限を付与された

部門の了解を得て行います。 
また、インターネットなどオンライン上では、プライベートと業務上の立場が混在しがちであり、

ソーシャルメディアにおける情報発信には注意を払うとともに、当社について否定的な意見

や回答を要求するサイトや投稿を発見した場合には、社内の責任部署において、しかるべき

対応をします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




