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社長兼CEOからのメッセージ
フォーティブ従業員の皆さん

フォーティブの立ち上げとともに、私たちにの目の前は、強固な土台の上に新しいユニー
クな企業を創設するすばらしい可能性が開けています。私たちの過去の成功における主
な原則は、誠実さと倫理的な商取引に対する揺るぎないコミットメントにありました。正
しいことをする － これが私たちの信念です。才能豊かな従業員、優れた製品ポートフォ
リオ、そしてフォーティブビジネスシステムに対するコミットメントに加えて、最高レベル
の厳しい倫理基準の遵守なくして、私たちの将来はないでしょう。

フォーティブのコアバリューはそれぞれ、誠実さをもって職務に取り組むための術を示し
ています。その1つである「最高のチームは最高の結果をもたらす」は、互いに責任をなす
りつけあうのではなく、尊重し合う職場環境の中で最高のパフォーマンスの達成を目指
すという考え方に基づくものです。2つ目の「お客様の成功こそが私たちのイノベーショ
ンを引き出す」は、意思決定に際して私たちは常に品質を何よりも重視することを確認
するものです。「カイゼンは私たちの生きる道」は、私たち2万4千人の従業員全員が心を 
1つにして継続的改善に取り組む決意を表しています。そして最後の「株主のために貢献
する」は、最高水準の誠実さを大切にする会社を支援したいという私たちの利害関係
者、すなわち、株主、お客様、従業員の願望を示すものです。

基本原則は常にシンプルです。フォーティブを代表してあらゆる取引において、正直かつ
公正に行動する、ということです。しかし、当社が事業を行っている複雑な国際業務や法
律環境にこの原則を適用することは、必ずしも容易ではありません。以下に示すフォー
ティブ行動規範は、業務上および個人的行動について指針を示していますが、これはす
べての状況を想定し得るものではありません。フォーティブおよび皆さんの事業会社の
いずれにおいても、皆さんが活用できる人材およびリソースが十分に揃っており、皆さん
のマネジャー、法務・コンプライアンス、人事、内部監査、当社のリーダーシップチームや
ホットラインを活用していただければ幸いです。勇気を出して声を上げましょう！皆さん
の声をお待ちしています。

納期、指標、「作業の効率化」など、私たちは常にさまざまな課題に直面しており、その
プレッシャーに耐え得る強さを身につける必要があります。倫理性および誠実な企業文
化に対する私たちのコミットメントは、当社の製品の1つひとつ、職場でのすべての人間関
係、当社の大切なお客様やサプライヤー、そして私たちが作り出すすべての機会において
徹底されなければなりません。私たちのお客様やビジネスパートナーも、それを期待して
いるはずです。株主の皆様にしても然りです。つまりは、私たちのビジネスへの取り組み
方の問題です。

卓越したチームは誠実に行動します。フォーティブの誠実さおよびコンプライアンスの文
化は、従業員一人一人が日々公正かつ誠実に行動し、適用されるすべての法律に従うこと
によって維持され、強化されます。皆さんの日々の努力に、心より感謝いたします。

Jim Lico
社長兼 

最高経営責任者 
2016年5月
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最高のチームは最高の結果をもたらす

• 私たちは、世界で最も重要な課題を解決するうえで必須となるテクノロジーの創造に向けて、 

チームとして取り組みます。

• 私たちは、学習機会の提供や向上の促進に関係する課題に取り組みながら、自分自身および 

私たちのチームの育成を図ります。

• 私たちは、問題があったら非難するのではなく、事実に基づき根本原因を解決することに 

努めます。

• 私たちは自らの結果に責任を持ち、策略的、官僚的な方法には頼りません。

• 私たちは高い誠実さを保ち、他者に敬意を払います。

私たちの価値観
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お客様の成功こそが私たちの 
イノベーションを引き出す

• 品質を何よりも重視します。

• 私たちは独創性および勤勉さをもって、当社のお客様の製品、サービスおよびプロセスの向上に 

貢献します。

• 私たちは革新的製品・サービスを理想として開発・提供することを通じて、より良いビジネスを 

構築し、自らの学習を前進させます。

• 私たちは型破りのアイデアを、そのスケールの大小に関わらず奨励します。

• 私たちは、「お客様の声」に基づいて思考します。

カイゼンは私たちの生きる道 
• 私たちは、より良い方法を見つけることに全力を傾けます。

• 私たちは、継続的改善への強い決意を通じて、実績ある企業の強みと革新者のマインドの 

両方を備えます。

• フォーティブビジネスシステム（FBS）が、私たちの企業文化の中核を成します。

• FBSは豊富なツールセットを提供し、私たちはそれらを活用して発展・成長を遂げます。

• 堅牢かつ反復可能なプロセスが、お客様の期待を上回る卓越した品質・納品・コストを 

生み出します。

株主のために貢献する

• 私たちは、社内外において最も効果的な分野に投資を振り分けることで、 

市場の要求に応えます。

• 利益は忠実な利害関係者、すなわち株主と従業員の両方を、長期にわたって引きつけ、 

維持するため、重要です。
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はじめに
すべてのフォーティブグループの各企業の従業員一人ひとりが、最高水準の誠実さをもって、また適用さ
れるすべての法律と方針に従い行動することが、フォーティブが成功を収める上で不可欠です。フォー
ティブ行動規範は、この基本的な期待事項を表わし、フォーティブの業務遂行中に生じる一般的な 
誠実さやコンプライアンスについての質問に対する具体的な指針となるものです。この行動規範は 
また、当社行動規範で特に扱っていなくとも生じる可能性のあるさまざまな誠実さやコンプライアンス
についての疑問に対処するため、全従業員が利用可能な他のリソースにも言及しています。
 
誠実に、また適用されるすべての法律と方針に従い、業務で正しく決定を下すことは、株主や顧客、サプ
ライヤー、ビジネスパートナー、業務を行う地域社会といったさまざまな利害関係者との間に構築して
きた信頼の維持に役立ち、当社の将来の成功の礎となります。
 
行動規範を読む上で留意する定義は、次のとおりです。
「フォーティブ」および「フォーティブ・グループ会社」とは、フォーティブ・コーポレーションおよび、直接
または間接の子会社であるかによらず、フォーティブ・コーポレーションが全世界で運営する各会社を 
指します。

「従業員」とは、フォーティブ・グループ会社が雇用する全従業員（役員を含む）、およびフォーティブ・ 
グループ会社を代表して活動している場合には取締役を指します。
 
フォーティブ行動規範は、随時改定される可能性があります。最新版は、Fortive Connectよりいつで
も入手可能です。
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行動規範の適用範囲 
この行動規範は、全世界のすべてのフォーティブ・グループ会社の全従業員に適用されます。従業員は、行動規範を読

み、理解し、それを遵守していることを証明することが求められますが、本規範は従業員がそうした証明を行ったかどう

かによらず適用されます。当社はまた、代理人、代表者、契約業者、コンサルタント、サプライヤー、ビジネスパートナー、

その他当社業務を支援する者に対し、行動規範が当社従業員に求めるのと同水準の誠実さとコンプライアンスをもっ

て行動することを期待します。

行動規範とフォーティブのグループ企業の 
方針や適用される法律との相反
全世界で業務を行うフォーティブ・グループ会社には、数多くのさまざまな法律が適用されます。フォーティブ・グループ

会社はまた、現地の状況に対処するため、独自の方針も定めています。適用法が当社の行動規範またはフォーティブ・

グループ会社の方針に相反する、または従業員に追加の権利や保護をもたらす場合には、その法律に従わなければなら

ず、影響を受ける従業員はそうした追加の権利や保護を受ける権利を有します。フォーティブ・グループ会社の方針が当

社行動規範に相反する場合、グループ企業の方針ではなく当社の行動規範に従う必要があります。当社の行動規範また

はフォーティブ・グループ会社の方針に相反する現地の業務習慣や慣行は認められません（現地の法律で必要な場合を

除く）。

懸念に対処し違反を報告するには、 
声を上げてください。
当社の行動規範およびフォーティブのその他の方針は、通常の業務のなかで直面する可能性のある誠実さおよびコン

プライアンスに関連する一般的な問題を数多く採り上げています。誠実さやコンプライアンスの問題を検討する際は常

に、皆さん自身や他の従業員の意思決定が関係するかどうかによらず、当社行動規範およびフォーティブのその他の方

針を参考にしてください。それでも懸念を感じるときは、直属の上司やマネジャー、より上位のマネジャーや上司、勤務先

のフォーティブ・グループ会社の人事部または法務部の担当者、もしくはフォーティブ・コーポレーションの人事部、法務

部、内部監査部スタッフに相談してください。
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法律や当社行動規範、またはフォーティブのその他の方針に対する違反行為が発生している、または発生する可能性が

あると思うときは、躊躇せずに声を上げて報告してください。違反や違反の可能性は、直属の上司やマネジャー、または

次のリソースのうちの一つに報告してください。

• あなたが勤務するフォーティブ・グループ会社の他のマネジャーまたは上司
• あなたが勤務するフォーティブ・グループ会社の人事部または法務部
• フォーティブ・コーポレーションの内部監査スタッフ
• フォーティブ・コーポレーションの人事部または法務部
• フォーティブ・コーポレーションの「Integrity & Compliance Helpline」（誠実さ/法の順守に関するヘルプライン）
（fortive.ethicspoint.com）

• フォーティブ・コーポレーションの取締役会メンバー

すべての従業員は、誠実さやコンプライアンスに関する問題で懸念を感じるときは問題を提起することが奨励され、 
現地法に別段の定めがある場合を除き、法律、当社行動規範、フォーティブのその他の方針に対する実際の違反または

その可能性に気づいたときは、速やかに報告することが求められます。疑問や違反を経営陣に知らせることで、フォー

ティブの最高水準の誠実さとコンプライアンスを実現・維持することに役立ち、当社の将来の成功の礎となります。 
違反を報告する際は、以下の点にも留意してください。

• 違反を報告する相手は、その違反に関与している人物以外でなければなりません。
• 懸念を提起しても問題が解決しない場合、別のチャンネルを通じて問題を提起してください。
• 虚偽の報告を意図的またはむやみに行うと、（適用法および雇用契約に従い）解雇を含む懲罰の対象となります。

フォーティブの「Integrity & Compliance Helpline」の報告は、現地法で認められていれば匿名でも可能です。ただ
し、匿名の場合、フォーティブが徹底的に調査を行えない場合があります。よって、報告を行う際は、あなたの身元を含

む詳細な情報を提供することが奨励されます。

報告の調査および違反の結果
法律、当社行動規範、フォーティブのその他の方針に対する違反行為が報告されれば、すべて調査の対象となります。

違反に責任のある従業員は、状況に応じ適用法の範囲内で、解雇を含む懲罰の対象となります。事案の性質によって

は、関連する者も刑事および民事訴訟の対象となる場合があります。
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報復行為は許さない
誠実さやコンプライアンスの問題については、黙っていては何もならないことを忘れないでください。声を上げなければ

問題は解決しません。よって、私たち一人ひとりが、誠実さやコンプライアンスの問題についての相談や、法律、当社行

動規範、フォーティブのその他の方針に対する既知の違反行為またはその疑念についての善意による報告を安心して行

えるような環境を促進していく必要があります。「善意」による報告とは、報告を受けた調査で何らかの不正が実際に明

らかになるか否かにかかわらず、自分が所有する情報をすべて提供して正直に報告するということです。善意による報告

に対して報復を受けたと感じるときは、「懸念への対処および違反の報告」に記載された連絡先のいずれかに連絡して

ください。

報復行為を行った従業員は、状況に応じ適用法の範囲内で、解雇を含む懲罰の対象となることに注意してください。

マネジャーと上司に対するその他の期待
他の従業員のマネジャーまたは上司に当たる従業員はフォーティブのリーダーであり、自らの言動を通じて行動規範を

実践し、他の従業員の模範となることが求められます。マネジャーや上司に求められる行動：

• 違法な行動や、当社行動規範やフォーティブ・グループ会社の適用方針に対する違反、あるいは、当社の誠実さ・コン
プライアンスに対する高い要求に適合しない部下の従業員によるその他の行動を放置しないこと。

• 当社行動規範やフォーティブ・グループ会社の関連方針、誠実さやコンプライアンスについての強固な文化の重要性
を部下の従業員たちに徹底すること。

• 当社行動規範、適用法、フォーティブ・グループ会社の方針について従業員たちが安心して議論し、懸念があれば声を
上げられるような職場環境を提供すること。

• 誠実さやコンプライアンスについての懸念を従業員から提起されたときは、フォーティブ内の上の階層に速やかに伝え
るか、または懸念が客観的に調査され、適切に対処されるように自ら取り計らうこと。

• 実際の不正行為またはその疑念について懸念を善意で報告する従業員に対して報復行為を行ってはならず、報復行為
を行うか、またはその行為を容認する者に対して適切な処分を行うこと。
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最高のチームは 
最高の結果をもたらす 
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同僚従業員の尊重
フォーティブでは、同僚従業員を尊敬と尊厳をもって公平に扱うことに努めています。このため、当社は差別や嫌がらせ

を許さない前向きな職場環境を維持します。また、適用されるすべての労働法も尊重します。

 
勤務地がどこであれ、雇用関連の決定はすべて、人種や肌の色、国籍、宗教、性別、年齢、婚姻状況、障害の有無、軍歴

の有無、市民権の有無、性的指向、性同一性にかかわりなく、職務上の資格のみに基づくものでなければなりません。 
すべてのフォーティブ・グループ会社の職場では、いかなる形態の嫌がらせも許されません。嫌がらせの法的な定義は国

より異なりますが、フォーティブにおける「嫌がらせ」は、威圧的、敵対的または攻撃的な職場環境を生じさせる、他者

に対する迷惑行為を含みます。嫌がらせは、身体的なもの、口頭または文書によるもの、直接的なものもしくは電子メー

ルなど間接的なものなど、さまざまな形態があり、性的なものに限らないことに留意してください。また、攻撃的態度と

しては、性的誘惑や人種差別的表現のほか、人種・宗教・民族・性的指向などについての否定的なコメントや冗談などが

含まれます。フォーティブ・グループ会社は、こうした行動が行われた国の法律で違法かどうかによらず、こうした行動を

容認しません。

また、フォーティブ・グループ会社は、従業員の勤務地において適用される賃金・労働時間に関する法律を遵守する義務

を負い、これによって公正な雇用慣行が世界的に実現されるよう努めます。加えて、フォーティブ・グループ会社は児童

労働や強制労働を排除し、かかる労働を採用していることがわかっているサプライヤー、その他のビジネスパートナーと

は取引を行いません。

すべての従業員は、慎重かつ職業意識の高い意志疎通により、建設的な職場環境の確保に協力する義務があります。 
電子メール、社内の覚書、メモ、正式なレポート、その他の通信文書や記録において、他人および職務についての誇張、

名誉を傷つけるような批判、当て推量または不適切な描写は避けなければなりません。

こうした原則の実践が職場を質的に改善し、その結果として、多様な才能、強み、バックグラウンド、個性を備える人材

が獲得され、フォーティブに成功がもたらされるのです。

こうした原則に反する可能性のある状況に気づいたときは、「懸念への対処および違反の報告」に記載されている連絡

先のいずれかにその懸念を届け出るようにしてください。フォーティブは、懸念を善意に基づいて報告した従業員に対

する報復行為は断じて許さないことを忘れないでください。
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他の同僚従業員に尊重することは、お互いのプライバシーを尊重することでもあります。私たち従業員は、フォーティ

ブ・グループ会社に連絡先や給付など、個人に関する情報を提供することがしばしばあります。フォーティブ・グループ

会社は報酬の詳細など、各従業員の個人情報を保有しています。各従業員は、現地のプライバシーやデータ保護に関す

る法律を含むすべての適用法に従い、同僚従業員の個人情報を保護し尊重する責任を有します。各自の職務においてこ

の種の機密情報へのアクセスが必要な場合は、その保護に注意を払い、その使用は職務遂行上必要な場合に限らなけ

ればなりません。身元照会など雇用関連の問い合わせは、それぞれの地域の人事部宛てに行ってください。詳細につい

ては、Fortive Connect に掲載の「個人情報のセキュリティについての方針」を参照してください。

フアナが所属する部署では過去数週間にわたり、求人応募者の面接を行っています。フォーティブ・グルー

プ会社が大至急欠員を埋めようとしていることを彼女は知っています。そんな彼女は、自分のマネジャーが

ある候補者の人種について、また別の候補者のジェンダーについて軽口をたたいているのを耳にしました。

彼女としては、上司が冗談で言ったことはわかっているものの、差別的な意味合いが感じられ、いずれの候

補者も採用されなかったのはこのためではと彼女は懸念しています。彼女はどうすべきでしょうか？

できるだけ優秀な人材を維持するためには、すべてのフォーティブ・グループ会社の従業員は多様性を 
受け入れ、有能な人材であれば、人種やジェンダー、その他の保護されている特徴の如何にかかわらず 
積極的に採用する姿勢が求められます。フアナの上司の冗談は非友好的な環境を助長するものであり、 
職務に無関係な特性に基づいて彼が採用決定を行っていることが表れています。彼女は、「懸念への対処

および違反の報告」に記載された連絡先のいずれかに懸念を提起すべきです。

利益相反の認識および報告
「利益相反」とは、一従業員の個人的利益がフォーティブ・グループ会社の利益を何らかの方法で阻害するか、または阻

害するとみなされる状況を指します。。こうした状況は、従業員が自らのフォーティブ・グループ会社での職務を客観的

かつ効率的に遂行することを困難にするような行動を取るか、またはそのような利害関係を有する場合に生じる可能性

があります。また、従業員またはその家族が、フォーティブ・グループ会社での地位により不適切な個人的利益を受け取

る場合にも発生します。従業員は、フォーティブ・グループ会社において利益相反を伴う職務を担うか、またはそうした

意思決定に関与することを禁止されています。ただし、利益相反の存在を自身のマネジャーに届け出て意思決定への参

加承認を得て、マネジャーから求められた特別な利益相反軽減策を講じている場合は、この限りではありません。

フォーティブ・グループ会社のバイスプレジデントクラス以上の幹部が利益相反に関与しているときは、フォーティブ・

グループ会社の法律顧問またはCEOに報告し、実際の利益相反またはその可能性を伴う状況が生じているか否かの判
断を仰ぎ、適切な対応策を講じる必要があります。

以下のセクションでは、利益相反が発生する一般的なケースに関する詳細な指針を紹介します。
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サプライヤーや顧客との関係
あなた自身またはあなたの親しい友人や家族が、フォーティブ・グループ会社と売買取引を行っている企業と経済的利

害関係を有する場合、利益相反が生じます。あなたは、あなた自身またはあなたの親しい友人や家族の利害関係によ

り、フォーティブ・グループ会社のために考え得る最高の条件を獲得しようという意欲を失う可能性があります。こうし

た利益相反がある場合、あなたはフォーティブ・グループ会社でその職務を継続すること、あなた自身またはあなたの 
親しい友人や家族が利害関係を有する会社が関与するフォーティブ・グループ会社の意思決定に関与することは許され

ません。ただし、利益相反をあなたの上司に報告し、利益相反の軽減が可能な場合はこの限りではありません。

 
この種の利益相反の例としては、次のようなものがあります。

 
• 従業員の配偶者がフォーティブ・グループ会社に不動産を売却し、手数料を受け取る
• 従業員が、自らの家族がオーナー、パートナー、取締役、役員または被雇用者になっているベンダーを選定する
• 従業員が、自身が融資を受けている販売業者と販売契約を交渉する
• 従業員が、自身が勤務するフォーティブ・グループ会社と取引関係にあるサプライヤーまたは顧客の被雇用者である
か、役員またはオーナーに地位にある

ただし、従業員がフォーティブ・グループ会社と業務を行う上場企業と財務上の関係を有していても、その従業員の持ち

分が上場証券（普通株、優先株など）の2%未満に限定されている場合、および/または、その上場企業の通常業務のな
かで標準的な商取引条件のもとで契約された融資（フォーティブと取引関係にある銀行から借りた住宅ローンなど）で

ある場合は、利益相反にはあたりません。

ベロニクの夫は、フォーティブ・グループ会社に原材料を売り込もうとしている非公開会社の社長です。 
この会社の評判は良好であり、かなりの低価格を提示しています。彼女は業者選定の担当ではありません

が、ベンダー候補をすべて評価するチームの一員です。夫の会社が候補として最適であると彼女は確信す

るとともに、夫の会社が契約のチャンスを逃すことは彼女としても残念です。彼女はこの状況を利益相反

として報告する必要がありますか。

はい、ベロニクはこの情報をマネジャーに報告すべきです。彼女の個人的な関係は、客観的かつ公平な 
職務の遂行を困難にする可能性があります。この関係をマネジャーに知らせ、夫の会社に関連する意思 
決定プロセスからただちに外れる必要があります。
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競合他社との関係
フォーティブ・グループ会社に雇用されている間、従業員は、フォーティブ・グループ会社と競合する他社での雇用を受

け入れることはできません。また、従業員は、フォーティブ・グループ会社と競合する、またはそれを企図する事業活動

を立ち上げたり、支援したりすることはできません。こうした状況に気づいた場合、現地法に別段の規定がある場合を

除き、「懸念への対処および違反の報告」に記載されている連絡先のいずれかに報告する必要があります。

従業員との関係
従業員同士が業務上の意思決定に影響を及ぼすか、または影響を及ぼすと見られる個人的関係にある場合、利益相反

が存在します。たとえば、従業員が近親家族を直接または間接の部下として監督する場合、利益相反となります。ただ

し、この状況を報告して承認を受け、軽減策を講じている場合はこの限りではありません。「近親家族」には、配偶者、

同棲関係者、子供、養子、親、養父母、兄弟姉妹、姻戚、その他の同居者で当社に関係する者が含まれます。

不適切な個人的利益
従業員が、フォーティブでの地位の結果、第三者から個人的な利益（一般には提供されない、従業員やその家族向け

の特別な値引きやその他の利益など）を受けること、またはフォーティブ・グループ会社から融資や保証を受けるなど、

フォーティブ・グループ会社との取引から直接利益を得ることも利益相反にあたります。

ただし、実際の利益相反またはその可能性が存在するだけでは、必ずしも当社行動規範に対する違反になるとは限りま

せん。しかし、利益相反を開示せずに利益相反を伴う役職を引き続きフォーティブ・グループ会社で務めること、または

利益相反を伴う意思決定に関与することは違反となります。利益相反の可能性が疑われる場合、その懸念を自身のマネ

ジャーにただちに報告する必要があります。

当社のサプライチェーンと他の 
ビジネスパートナーは最高のチームの 
一翼を担う
サプライチェーンやその他のビジネスパートナーとの関係も、成功を収めるためには不可欠です。当社は、当社の価値

観を共有できるビジネスパートナーを求めており、フォーティブと取引を行う際には当社の規準に従うことを求めていま

す。サプライヤーに対する当社の期待は、フォーティブのサプライヤー行動規範に明記されています。

サプライヤーや他のビジネスパートナーから受領した機密情報については、そのプライバシーと安全性に常に保護してく

ださい。これには、サプライヤーやその他のビジネスパートナーから知る可能性のある、第三者の機密情報が含まれま

す。こうした情報を他の第三者やまた業務上知る必要性がない同僚従業員とは、絶対に共有しないでください。
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当社の期待に応えられないビジネスパートナーは、フォーティブの評判を損ないます。こうした第三者が違法と思われる

行為、または当社の業務に関連して誠実さを欠いていると思われる行為を行った場合、それをもれなく報告し、フォー

ティブの評判を守ることが重要です。第三者であるビジネスパートナーがこうした活動を行っているのを目撃したとき、

または行っていると疑われるときは、現地法に別段の規定がある場合を除き、自らのマネジャーにその旨をただちに報

告しなければなりません。

誠意を持って行動する
フォーティブの卓越したチームはルールに従って行動して勝利をつかみます。ルールに従って行動することは、自らに行

動する権限がある場合と、行動する前に承認を得なければならない場合とを見きわめることが含まれます。行動すべき

か否か、行動するとしたらいつすべきかを判断する際には、次の規則を念頭に置く必要があります。

• フォーティブ・コーポレーションを代表して文書への署名や権限の行使ができるのは、また他者にそうした行為を許可
できるのは、フォーティブ・コーポレーションの役員に限られます。

• フォーティブの各グループ会社において、各社の資産を保護し、当社事業を効率的に経営するうえで必要な適切な統
制を行うための契約プロセスが定められています。このプロセスのなかで、価格や特定のその他の契約条件について

の十分に定義された権限が、特定の組織および特定のレベルの経営陣に委ねられています。署名および支出の権限

は、特定の役割または個人に限定され、指定されます。こうした手順を無視し、裏取引などを通じて業務上のコミット

メントを行うことは許されません。

• 従業員に直接利益をもたらす報酬または雇用活動では、一つ上の階層の承認が必要です。つまり、従業員のマネ
ジャーのマネジャーの承認を得てはじめて、行動に移すことが許されます。一つ上の階層の承認の対象となる報酬や

雇用関連の意思決定としては、従業員の基本給の引き上げ、従業員への成功報酬の提供や引き上げ、従業員の採用

や昇進などがあります。

フォーティブ・グループ会社を代表して文書に署名する権限や行動する権限の有無について定かでない従業員は、そうし

た権限が確定されるまで、あるいは行動する権限のある従業員から行動の承認を得るまでは行動しないでください。

従業員一人ひとりが、フォーティブのお客様、サプライヤー、競合他社、同僚従業員たちに公正に対処する努力をするこ

とが求められます。従業員は、部外秘情報の不正操作・隠蔽・悪用、重要事実の不正表示、その他の不正取引慣行によ

り、不正な利益を得てはなりません。
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お客様の成功こそが私たちの 
イノベーションを引き出す

他者の知的財産権の尊重
フォーティブ・グループ会社は、第三者の知的財産権を尊重します。フォーティブ・グループ会社内外の業務活動に利用

されるすべての第三者のコンテンツは、かかる利用を行うための有効なライセンスまたはその他の合法的権利に基づい

てのみ使用されなければなりません。あなたが勤務するフォーティブ・グループ会社が第三者のコンテンツを使用する

権利について定かでない方は、社内の法務チームまたは法務部に問い合わせてください。

第三者の特許、著作権、企業秘密、発明、その他の第三者の知的財産権に関する問題について問い合わせを受けたとき

は、あなたが勤務するフォーティブ・グループ会社の法務チームまたはフォーティブ・コーポレーション法務部に尋ねる

ように伝えてください。
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公正な競争
フォーティブ・グループ会社は、競争に勝ち抜き市場シェアを獲得すべく懸命に努力しますが、その努力は、全世界の 
競争法に基づく公正な競争を前提とします。競争法は法域により異なりますが、その目的は変わりません。その目的は、

高品質な商品・サービスが公正な価格で提供される自由市場を保護し、維持することにあります。すべてのフォーティ

ブ・グループ会社と従業員は、事業を営む場所の如何にかかわらず、「反トラスト法」、「独占禁止法」、「競争法」などと

呼ばれるこうした法律を遵守しなければなりません。

これらの法律に従うため、慎むべき行為がいくつかあります。まず、価格やそれに関連する情報については、競合他社

と絶対に議論しないでください。これは、日常の会話にも適用されます。また、公式／非公式、口頭／書面を問わず、 
市場、顧客、地域を競合他社と分け合う協定を締結してはなりません。顧客、サプライヤー、競合他社のボイコットにつ

いての議論もしてはなりません。競合他社がこの種の話を持ちかけてきた場合、ただちに会話を止めて上司に報告し、

あなた自身およびフォーティブ・グループ会社を守るためにあなたがとった行動を記録してください。これらの規則は 
業界団体のイベントにも適用されることを忘れないでください。どのような状況であれ、結託しているとの疑いを持た

れるだけでも、フォーティブ・グループ会社にとって重大なリスクをもたらす恐れがあります。

公正競争法では、競合他社について可能な限り知ろうとする行為を禁じていません。しかし、こうした情報を違法また

は不正に入手することは断じて許されません。たとえば、競合他社の機密情報を入手する目的でその会社の従業員を採

用したり、新入従業員にそれまで勤務していた会社の機密情報を教えるように求めたりしてはなりません。また、開示の

権限のない人に情報の開示を求めることも許されません。あなたが以前勤務していた別の会社の機密情報を知ってい

たとしても、そうした情報をフォーティブ・グループ会社やその従業員に開示しないようにしてください。
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ジャマルは、フォーティブ・グループ会社を代表してある見本市に参加しました。説明会終了後のディナー

の席で、ある競合他社の代表者が彼に、業界内の圧力が厳しいので値上げを検討していると打ち明け

ました。ジャマルが勤務するフォーティブ・グループ会社も、同様の圧力を受けています。フォーティブ・ 
グループ会社の価格設定プランについて、彼が競合他社の代表者と話をしても問題ないでしょうか。

いいえ。価格設定について競合他社と議論することは絶対に許されません。このことは、競合他社の（公

開されている情報以外の）価格設定の慣行やプランを知る行為と、当社の価格設定プランを明かす行為

のいずれにも当てはまります。競合他社がこの種の話題を持ち出そうとしたら、食事を中座することに

なったとしても、ただちに話を打ち切らなければなりません。そして、その状況を上司に速やかに報告し、

あなたの行った対応を記録してください。

公正かつ誠実な広告および 
マーケティング
フォーティブ・グループ会社は、当社製品の優位性をアピールする際、誠実かつ正確な情報の提供に努めています。よっ

て、従業員が当社の製品・サービス、価格について議論するときは、誠実さと正確さに留意する必要があります。

広告やマーケティング業務に従事する従業員は、当社製品の広告・マーケティングが行われる地域においてそうした活動

を規制しているすべての適用法を熟知し、遵守する必要があります。

 
医療業界、とりわけ歯科業界ではマーケティング活動に適用される規制が数多く存在するため、この分野の事業に従事

する従業員は特に注意が必要です。
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会社のコンピュータシステムおよび 
その他のツールを使用して、 
業務の全面的革新を推進
フォーティブ・グループ会社のコンピュータシステム、関連アプリケーションおよび技術は、フォーティブ・グループ会社

の業務遂行を目的として提供されるものです。これらは、革新性や効率を高めるためのツールです。これらのシステム 
およびアプリケーション、ならびにそこに保存されたデータは、損傷・変更・盗難・悪用・不正アクセスを受けないよう保

護されなければなりません。

電子メールやIMなど、フォーティブ・グループ会社が提供したインターネットアクセスおよび電子通信アプリケーション
は、個人目的に限定的に使用することは許されます。ただし、そうした限定的な使用が、業務遂行やシステムの業務目

的での使用に影響を及ぼさない場合に限ります。

フォーティブ・グループ会社のいずれかが所有、提供または費用負担しているハードウェア、ソフトウェア、サービス、サブ

スクリプション、アプリケーションを不正、職務外または違法な目的に使用すること、もしくはフォーティブの名誉を汚すよ

うな目的や方法では絶対に使用しないでください。つまり、これらの手段を以下の目的に使用することはできません。

• 違法・虐待的・攻撃的・冒涜的・好色的または卑猥なマテリアルを閲覧、ダウンロードまたは転送すること。
• 嫌がらせまたは差別的と解釈される可能性のあるものを通信すること。
• フォーティブ・グループ会社またはその顧客やビジネスパートナー、サプライヤーについての中傷的情報や機密情報を
開示すること。

• 著作権で保護されたマテリアル、企業秘密、財務・顧客・従業員・マーケティングに関する専有情報、輸出規制を受け
るデータや類似のマテリアルを適切な権限なしに送信またはダウンロードすること。

当社のコンピュータシステムおよび周辺機器はフォーティブ・グループ会社の財産であることを忘れないでください。 
法律が認める可能な限りの範囲において、フォーティブが支給するかかるコンピュータおよび周辺機器を用いて構成・

転送・受領・保存・アクセスされるメッセージ、資料、データはフォーティブの所有物であり、フォーティブは当社のネット

ワーク、コンピュータシステムおよび周辺機器すべての使用を監視する権利を保有します。つまり、適用法に別途規定が

ある場合を除き、これらシステムやマテリアルについては、従業員のプライバシーは存在しないと心得てください。した

がって、私たち全員が当社行動規範および、これらのリソースの適切な使用に関するフォーティブ・グループ会社の方針を

遵守することが、何よりも重要なのです。
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贈収賄および不適切な支払の回避
当社が事業を営む国はいずれも、贈収賄や汚職を禁止する法律を定めており、国外での行為も適用対象とする贈収賄

禁止法を有する国も少なくありません。当社はこれらすべての法律を遵守することが求められます。また、フォーティブ・

コーポレーションは米国に本拠を置く株式上場企業であるため、米国海外汚職行為防止法（FCPA）の贈収賄防止規定
の遵守をとくに重視しています。

これらの法律において要となる禁止規定は、いずれの国でも共通しています。販売、情報の入手、政府の許可・認可また

は措置を得るために、またはその他の種類の事業上の優位性を獲得するために、賄賂、リベート、その他の重要な支払

いいや何らかの有価物を顧客の従業員または公務員に供与したり、供与の申し出を行ったりすることは許されません。

また、販売店、販売代理店、正規販売代理人、仲介業者などの第三者が当社を代表してそうした支払いを行うことも認

められません。

 
他の従業員または第三者がこうした不適切な支払いまたはその他の有価物の提供を行っていると疑う従業員は、現地

法に別段の規定がある場合を除き、その状況をフォーティブ・コーポレーションの法務部または、「懸念への対処および

違反の報告」に記載されている連絡先のいずれかに速やかに報告しなければなりません。

 
これらの規則や法律に違反する可能性のある支払いを伴う状況について懸念を感じるときは、そうした支払いや支払い

の申し出を行う前に助言を求めてください。詳細は、Fortive Connectに掲載の「腐敗防止についての方針」を参照願
います。

贈答品や接待の授受
ビジネスにおける儀礼の交換はしばしば、当社の顧客、サプライヤー、その他のビジネスパートナーと良好な取引関係を

築くうえで一つの慣習となっています。しかし、こうした活動に従事する際は、特に注意が必要です。従業員がビジネス

パートナーから過度の贈答品や接待を受ける場合、その従業員は利益相反が生じていると見なされるため、そのビジネ

スパートナーを以後担当することはできません。過度の贈答品や接待をビジネスパートナーに提供すれば、当社が贈賄

疑惑で告発される恐れがあります。従業員がこうしたリスクを管理できるように、当社では「贈答品および接待について

の方針」を定め、Fortive Connectに掲載しています。この「贈答品および接待についての方針」では、授受可能な贈
答品の額に制限を定めることに加え、世界の全従業員を対象に贈答品および接待の授受に関するその他の要件を規定

しています。贈答品および接待は常に品位があり、事業に適したものでなければならず、フォーティブ・グループ会社の

名誉を傷つけるようなものであってはなりません。性的関連の贈答品や接待は認められません。贈答品や接待の授受が

「贈答品および接待についての方針」に抵触するか否か定かでないときは、自らのマネジャーまたは「懸念への対処お

よび違反の報告」に記載されているその他の連絡先に相談してください。
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顧客および他の第三者への出張の提供
当社のFBSによって実現される品質を顧客やその他の第三者に実証してみせるには、フォーティブ・グループ会社の施
設に招き、実際に見てもらうのが最善の方法となることがあります。フォーティブ・グループ会社が顧客や第三者の旅費

を負担しようという場合、顧客やその他の第三者に旅費を支払う前に、出張承認書類に記入し、承認を得るなど、当社

の「顧客の旅行および接待についての方針」の規定に従うことが重要です。

 
フォーティブ・グループ会社において顧客またはその他の第三者の旅費の支払いが承認されるのは通常、以下の条件が

満たされる場合です。

• フォーティブ・グループ会社の製品・サービスを見てもらうのに、その出張が必要であること。
• 出張の手配が妥当であること（エコノミークラスの航空運賃、豪華ではない宿泊施設など）。
• 業務上の出張目的に直接関係のない途中立ち寄りが予定されていないこと。ただし、途中立ち寄りの費用を相手側
が負担し、当社の追加の費用負担がない場合を除く。

• 旅行が予定されている顧客またはその他の第三者の代表者の上司がその旅行について事前に通知を受けること。 
その証として、フォーティブが当該旅行の費用を負担することを求める書状が届くことが望まれます。

• 相手側が出張の招待に応じることに法的制約が存在しないこと。

旅費や宿泊および関連する費用は、フォーティブ・グループ会社が航空会社、ホテル、その他のベンダーにできるだけ直

接支払うようにする必要があります。かかる経費を出張者にあとで払い戻すしか方法がないときは、請求書が添付され

た領収書が提出されたのちに精算を行うものとします。

「顧客の旅行および接待についての方針」および出張承認書類はFortive Connectから入手できます。

従業員のダリウスは、彼が勤務するフォーティブ・グループ会社へのサービス販売を希望している業者と

の交渉に関わっています。この業者は、取引にあたり、まずはお互いの懇親を深める意味で、彼をディナー

に誘いたいと言ってきました。ダリウスはこの招待を受けてよいでしょうか。

おそらく問題ないでしょう。ビジネスディナーは通常、その食事が慣習的かつ常識的な範囲内であり、

フォーティブ・グループ会社のための公正な判断を損ねることはないと予想される限り許されます。ダリウ

スは、交渉の状況やディナーの影響を勘案し、自分が招待を受けたらどう見られるかを適切に判断する

必要があります。
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政府顧客とのやり取り
多くの国の政府は、製品・サービスの大口顧客です。こうした政府の多くは、自らの製品・サービスの調達方法や、商機

の追求および獲得契約の履行に関するサプライヤーの行動のあり方について、法律によってさまざまな要件を課してい

ます。要件の詳細な内容は法律に違反した場合の結果と同様、場所により異なります。この種の法律の典型は米国虚偽

請求取締法であり、米国政府との契約獲得、あるいは米国政府からの支払い受領を目的として米国公務員に対して何ら

かの虚偽の申述を行うことを禁じています。また、一部の国では、こうした政府との契約締結に係る規則に違反した場

合、当該従業員のみならずフォーティブ・グループ会社にとっても、罰金、懲役、政府契約の入札参加資格の取り消しな

ど重大な結果を招く可能性があります。

 
あなたがフォーティブ・グループ会社を代表して政府との契約締結を目指している場合、またはフォーティブ・グループ

会社が獲得した政府契約の履行を担当している場合、あなたの勤務地はどこであれ、政府の調達・契約に関する適用

法すべてを熟知し、これを遵守する責任があります。あなたの勤務地の法律にかかわらず、以下の基本的な原則を尊重

しなければなりません。

• 政府調達には、常に最大限の倫理と誠実性をもって参加すること。
• 公務員、その親族または関係者に何らかの有価物を提供することにより、政府調達を獲得しようとしないこと。
• 政府調達においてフォーティブに不公正な競争優位をもたらす目的で情報を不適切に入手しようとしないこと。
• 公務員や政府機関との書面および口頭での伝達は、常に誠実かつ正確であること。
• 必要事項はすべて記録に残すこと。

国際貿易管理規制の遵守
フォーティブ・グループ会社は、米国、欧州連合、中国をはじめ、世界の多くの国々で製品を製造しています。そして、製

造した製品をこれらの国やその他多くの国々で販売しています。つまり、フォーティブ・グループ会社は今日、さまざまな

輸出入法の対象となっています。

輸出法により、原材料、部品、完成品に加え、無形の技術データや製造情報の出荷先の地域が制限される場合があり

ます。また、これら品目の出荷相手や、別の国に到着した際の最終用途も制限されることがあります。制限の正確な内

容は、輸出する品目や会社の所在国、その他いくつかの要因により異なります。これらの法律を理解することは販売・製

造・マーケティングの戦略を立てる際に必要であり、当社事業のその他多くの側面にも影響する可能性があります。輸出

法の詳細については、Fortive Connectに掲載の当社の「輸出についての方針」を参照してください。
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マネーロンダリングの防止
フォーティブ・グループ会社は、自社資金がマネーロンダリングの目的で使用されないよう防止に努めています。「マネー

ロンダリング」とは、個人や組織が犯罪で得た収益を合法的資金に見せかけようとする行為です。マネーロンダリング防

止のためのすべての法規制に精通し、それを遵守することが重要です。つまり、製品やサービスの対価の授受は承認さ

れ文書化された決済方法のみを使用し、通常の顧客以外と取引を行う際は十分注意し、適切に判断しなければなりま

せん。

マネーロンダリング行為を暗示する可能性のある、以下の危険信号に注意してください。

• 取引の当事者でない組織（第三者など）や、支払いを受ける法的権利を有さない組織に対して支払いを行ってほしい
との要請。

• 取引の当事者でない組織（第三者など）や、支払いを行う法的義務のない組織から支払いを受けてほしいとの要請。
• 支払いを現金で行いたいとの要請（安全な銀行システムがない場合を除く）。
• 顧客の注文品を標準的な手順に沿わない方法で発送してほしいとの要請。
• 為替取引を未承認の機関と行いたいとの要請。

輸入法により私たちは、輸入品目を正確に申告し、それらに課される適用関税やその他の税金を支払うことを義務づ

けられています。具体的なプロセスおよび税金は、輸入品目の輸入区分により国ごとに異なります。原材料および部品

に課される輸入関税額は当社の製造コストに影響し、完成品の輸入関税は当社の販売マージンに影響します。当社の 
グローバルな事業においてしっかりした計画を立てようと思えば、輸入法に対する理解が不可欠です。輸入法の詳細に

ついては、Fortive Connectに掲載の当社の「輸入についての方針」を参照願います。

マリエラは、米国を拠点とする従業員です。米国のある顧客企業への販売を担当している彼女は、その企

業が購入した製品を他国に輸出しようとしていることを知りました。彼女は、その製品の最終仕向地を確

認することなく販売を行っても問題ないでしょうか。

いいえ。マリエラは、顧客から最終仕向地の情報を入手し、フォーティブ・グループ会社から販売されるそ

の製品がそこに輸出可能かどうか確認しなければなりません。マリエラがこの情報を入手しないまま、製品 
が顧客により禁止仕向地に出荷された場合、米国の輸出当局は、マリエラおよびフォーティブ・グループ 
会社を輸出法違反の罪で告発する可能性があります。
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カイゼンは私たちの生きる道
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フォーティブにおける誠実さと 
コンプライアンスの向上・維持
高水準の誠実さおよびコンプライアンスを実現・維持するためには、フォーティブの業務のその他すべての側面に使用

する、同様の継続的改善のための理念やツールが有効です。あなたの担当分野において誠実さやコンプライアンスの欠

如が認められる場合は、同様の問題の再発を防ぎ、新たな問題の発生を回避すべく、根本原因を特定して対策を講じ、

プロセスの継続的改善に努めるようにしてください。

製品・サービスの品質・安全性・有効性に 
関する要件の増加と遵守
当社の製品の品質および安全性は、フォーティブが成功するための要です。フォーティブビジネスシステムは、堅牢か

つ効率的で反復可能なプロセスの開発を可能にし、その結果として、顧客の期待を上回る卓越した製品・サービスの品

質、迅速な納品、公正な価格を生み出します。当社は世界の多種多様な業界のさまざまな顧客にサービスを提供してい

ますが、当社の顧客の期待は常に同じです。それは、フォーティブ・グループ会社のすべての製品が、製品・サービスの品

質・安全性・有効性に関する法的要件を満たしているということです。よって、すべてのフォーティブ・グループ会社およ

び、製品の設計・開発・製造・試験・表示・包装・ローカライズ・認定・認証に関わる従業員全員が以下の点に留意する

必要があります。

• 当社の製品が、製造地で適用されている製品・サービスの品質、安全性および有効性に関するすべての要件を遵守し
て製造されること。

• 当社の製品が、それらが販売されるすべての市場における製品・サービスの品質、安全性および有効性に関する要件
を満たしていること。

• 当社が、製品の品質・安全性表示に関するすべての要件、ならびに包装・文書に関するすべての品質・安全性要件を
遵守していること。

• 当社が新製品または改良品を市場投入するにあたり、製品・サービスの品質・安全性に関して求められる登録・検
査・事前認定、許可、法的に義務づけられているその他の手続を事前にすべて完了していること。

当社製品の品質または安全性について疑問や懸念があるときは、自身のマネジャー、勤務先のフォーティブ・グループ会

社の品質または製品コンプライアンス部門、または「懸念への対処および違反の報告」に記載されているその他の連絡

先のいずれかに提起することが求められます。
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医療技術製品に関するコンプライアンスの徹底
一部のフォーティブ・グループ会社は、米国食品医薬品局（FDA）およびその他の国の類似機関によって規制されてい
る医療機器その他の製品を製造・販売しています。これら製品の品質・安全性・有効性に関する要件は広範かつ複雑で

あり、これらへの遵守を怠れば、市場を奪われ、顧客の信頼を決定的に失う可能性があります。フォーティブ・グループ

会社が製造・販売するこうした規制対象製品がすべて、医療機器について規定するFDAおよび世界のその他の機関の
規則や規制に適合するよう徹底させなければなりません。

詳細については、Fortive Connectに掲載の当社の「FDA コンプライアンスについての方針」を参照してください。

環境保護および持続可能な商慣行の 
向上・維持
フォーティブ・グループ会社では、当社の業務に適用されるすべての環境法規制および許可条件の要件を満たすか、ま

たはそれを上回っています。また、環境に配慮した業務方法を採用することで、周辺環境の保護にも努めています。環境

規制には、排水、排気、固体廃棄物、有害廃棄物、管理不能な流出物に含まれた状態で環境に放出される可能性のあ

る規制物質の使用・管理・輸送・保管・処分方法を定める規則が含まれる場合があります。規制対象外の物質であって

も、持続可能で責任ある方法で管理されなければなりません。こうした非規制物質の多くも、取扱いを誤れば環境に悪

影響を及ぼしかねません。フォーティブ・グループ会社は以下の項目の実現に努めています。

• 環境パフォーマンス、廃棄物の量的削減、汚染防止における継続的改善
• 調達、製品の設計・試験・製造およびサポートなど、適用可能な業務部門への健全な環境活動の組み込み
• 新しい製品やプロセスの開発の過程、製品原料の選定時、ならびに不動産の購入・賃貸・売却前における環境影響の
考慮

• 排出物や廃棄物が最小限に抑えられるような、当社施設の設計・運営・保守
• 実現可能な原材料のリサイクル・再利用を含む、責任ある原材料の使用

すべての従業員は日常業務において、環境規制を理解し、遵守することが求められます。規制物質に触れる機会のある

職務や、物質の使用・保管・輸送・処分の方法について意思決定が求められる職務に従事する場合は、その物質を責任

を持って合法的かつ安全に取り扱うよう徹底する必要があります。

詳細については、Fortive Connectに掲載の当社の「環境・安全・衛生の方針」を参照願います。
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衛生的かつ安全な職場の確保
各フォーティブ・グループ会社は、全従業員のために衛生的で安全な職場の確保に努めています。そのためにフォーティ

ブ・グループ会社は、事業を営むそれぞれの地域で適用される、職場の安全・衛生に関する法律を遵守しています。すべ

ての従業員は、当社の職場に適用される安全に関するあらゆる法規制、ならびにフォーティブ・グループ会社の安全に

関する業務慣行および手続に従う責任があります。フォーティブ・グループ会社において危険または有害な状況や慣行

に気づいたときは、自らの、マネジャーか上司、または「懸念への対処および違反の報告」に記載されている連絡先のい

ずれかにただちに報告しなければなりません。 

当社は職場の安全のための取り組みの一環として、暴力行為や暴力による脅迫行為を一切許しません。これには実際

の行為のみならず、威嚇的または脅迫的な言葉も含まれます。そのため、フォーティブ・グループ会社が運営する施設へ

の凶器の持ち込みは一切禁じられています。脅迫行為や、実際の暴力またはその可能性に気づいたときは、自らのマネ

ジャーか上司、または「懸念への対処および違反の報告」に記載されている連絡先のいずれかに速やかに報告してくだ

さい。

私たちそれぞれの健康・安全・生産性を確保するため、フォーティブ・グループ会社が運営する施設への違法薬物の持

ち込みは一切禁じられています。当社施設内での飲酒は、フォーティブ・グループ会社が後援するイベントにおいて適量

を会社が提供する場合に限り許されます。勤務時間内における違法薬物の使用や飲酒は、職務の遂行に著しい支障を

来すのみならず、同僚従業員たちの安全にも影響する恐れがあるため、固く禁じられています。　

フォーティブ・グループ会社の従業員であるアンジェロは、雷雨の後、自分のデスク付近の天井に雨漏り

があり、コンクリートの床が滑りやすくなっているのに気づきました。そこで、できる限り水を拭き取り、 
注意を促す掲示を行いました。マネジャーのミーガンに屋根の修理について相談すると、建物の保守は彼

の仕事ではなく、余計なことに時間を使わせないで、と言われました。アンジェロはどうしたらよいでしょ

うか。

アンジェロはその状況を、施設のEH&S 担当マネジャーにただちに報告すべきです。注意を促す掲示を行
い、マネジャーにも相談するという責任ある対応をしたアンジェロに比べ、ミーガンは職場の安全確保とい

う役割を果たしていません。職場の安全を維持することは、従業員一人ひとりの責任です。
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株主のために貢献する
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当社の評判を強化する
フォーティブ・コーポレーションは、メディア、財務アナリスト、一般の人々に明確かつ正確な情報を提供するよう努め

ています。こうした取り組みは、重要な法的要件を満たすのみならず、株主や潜在的な投資家、政府の規制機関の信頼

を維持することに寄与します。さらに、当社の評判の強化にもつながります。このことの重要性に鑑み、フォーティブ・ 
コーポレーションについて、またはフォーティブ・グループ会社やその事業の業績についてメディアや財務アナリストに

報告を行う権限は、少数の者に限定しています。よって、メディアや金融アナリストから情報提供を求める電話や依頼を

受けたときは、フォーティブ・コーポレーションの法人IR部に回すようにし、自ら情報を提供することは決してしないで
下さい。「メディアの方の取材はすべて、フォーティブ法人IR部を窓口として対応するというのが当社の方針です」とだけ 
丁重に答えてください。ただし、フォーティブ・グループ会社の適切な担当者がプレスリリースを発表することや、新しい

製品やサービス、受賞や表彰について通常の業務の一環として業界誌に情報提供を行うことは問題ありません。

フォーティブ・コーポレーションでは、すべてのフォーティブ・グループ会社を代表して特定の相手に情報提供を行うこ

とができる従業員を明確に指定していますが、従業員は誰もが、従業員同士、当社の既存顧客や見込み顧客、その他の 
利害関係者とのやり取りのなかで、日々フォーティブを代表して話をしています。こうしたコミュニケーションは、対面や

電話で行うにせよ、電子的手段を用いるにせよ、最高水準のプロ意識をもって行うようにしてください。とりわけ、電子 
メッセージ（電子メール、テキストメッセージなど）は当社の通信内容が転送可能な形で永久的に記録されることにな

り、もしそれが適切性やプロ意識を欠いたものであれば、フォーティブの評判を汚すことになりかねません。

私たちは従業員として、フォーティブ・グループ会社の評判に悪影響を及ぼすと思われる行動は慎むことが求められ 
ます。フォーティブ・グループ会社、その業務慣行、顧客、ビジネスパートナー、サプライヤーに関する中傷的情報や機密

情報を従業員が開示することは許されません。このことは私的および職務上のあらゆる形態の公表に適用され、電子

掲示、ブログ、ツイートも含まれます。
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インサイダー取引および情報漏洩の禁止
私たちは通常の業務の過程において、フォーティブ・グループ会社や当社と取引のある他の企業に関する重要な未公開

情報を知る場合があります。インサイダー取引を防止することは私たちの義務です。つまり、こうした情報を用いて株式を

売買する判断を行い、金銭的利益を手にすることは許されません。合理的な投資家が、その会社の証券の購入・売却・

継続保有を判断するにあたって重要と考えれば、その情報は「重要」ということになります。一般に公開されていなけれ

ば、その情報は「未公開」であり、一般に公開されても、それから丸々2営業日が経過するまでは、「未公開」とされます。
こうした重要な未公開情報は主に次のようなものが含まれます。

• 合併、買収、会社分割に関する新情報
• 当社の証券の公開または売り出しの計画 
• 当社に関係する重大な規制措置や訴訟
• 経営陣の変更
• 注目に値する新製品や顧客への責任

インサイダー取引法は「情報漏洩」、すなわち、重要な未公開情報を他者に提供し、その情報が証券取引の判断理由と

して使われることも禁止しています。これを防ぐには、フォーティブ・グループ会社に関するものであれ、その他の会社に

関するものであれ、この種の情報を友人や家族を含む外部の者に決して開示しないことです。また、こうした情報につい

て、業務上知る必要性がない同僚従業員と話をすることも慎まなければなりません。さらに、一部の従業員は、フォー

ティブの証券を伴う取引が許されない「禁止期間」の適用対象となり、取引前の事前許可規定も対象となる場合があり

ます。

 
詳細については、Fortive Connectに掲載の当社の「インサイダー取引についての方針」を参照願います。インサイダー
取引または情報漏洩に関与している人に気づいた場合は、フォーティブ・コーポレーションの法務部または「Integrity 
& Compliance Helpline」（fortive.ethicspoint.com）に速やかに報告してください。
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帳簿や記録の透明性の保持
フォーティブ・コーポレーションの株主は、フォーティブ・グループ会社が正確かつ誠実な帳簿および記録を保持してい

るものと信じています。これらの記録は、フォーティブ・コーポレーションによるすべての一般開示や書類提出の基礎を

成すものであり、当社株主や一般の人々は、この記録によってフォーティブの経営や財務の状況を正確に知ることがで

きます。これらの記録はフォーティブ・グループ会社において、重要な経営上の意思決定にも使用されます。

当社の資産や取引が財務諸表に適切に反映されるためには、フォーティブ・グループ会社の各種記録において完全か

つ正確で、理解可能な情報が提供されるように、私たち一人ひとりが努力する必要があります。帳簿や記録の保持は従

業員の主な任務ではありませんが、私たちは全員が何らかの情報を記録し、フォーティブ・グループ会社に提出してい

ます。これには、給与明細書、タイムカード、出張経費報告書、製品試験報告書、販売報告書、顧客やサプライヤーの記

録、その他フォーティブ・グループ会社のあらゆる記録として私たちが提出する情報すべてが含まれます。従業員は、業

務記録を捏造したり、不正、不正確または誤解を招くような業務記録の作成や配布に意図的に関与したりすることは許

されません。

フォーティブ・グループ会社の記録に虚偽または架空の記入を行うことは固く禁じられています。また、「裏金」やその

他の種類の「簿外」勘定など、フォーティブ・グループ会社の資金や資産を記録しないまま確定することも絶対に許され

ません。不正な財務操作への関与が判明した者は懲戒処分に加え、民事および刑事責任を課されます。不適切な可能

性のある会計・財務報告に関係する行為を疑うか、またはそうした事実を把握した場合、あるいは誠実かつ正確な記録

の仕方について不明な点があるときは、「懸念への対処および違反の報告」に記載されている連絡先に速やかに連絡し

なければなりません。

従業員の中で財務および会計を担当する者は、フォーティブ・グループ会社の財務諸表を真正・公正・正確かつ適時の

ものとする特別な責任を負っています。よって、これらの報告に適用される法律および規制要件を遵守するだけでなく、

適用されるすべての内部管理について把握し、これに従う必要もあります。

フォーティブ・コーポレーションの財務諸表やSECに提出するその他の報告書の作成を担当する従業員は、これらの 
書類が虚偽または誤解を招く記述を含まず、かつ誤解を避けるうえで必要な事実や情報をもれなく含むようにする責任

があります。

従業員は、フォーティブ・グループ会社の財務諸表や内部統制の監査または評価に関与する社外の会計士に対し、財務

諸表を改ざんするよう強要または誘導してはなりません。

従業員は、財務諸表、環境モニタリング報告書のほか、政府機関や社内外の監査役、認証機関に提出する、またはそれ

らのために保持するその他の文書、フォーティブ・グループ会社のその他の何らかの記録において、虚偽または誤解を

招く記述をしてはなりません。記録や報告が不正確、不完全または適時でない場合、その作成に関与した者は民事責任

または刑事責任を課される場合があります。

フォーティブ・グループ会社が締結する契約その他の法的拘束力を有する約束は、商業的および法的に認められる書面

による形式で行う必要があります。これにより、フォーティブの帳簿ならびに記録の正確性が担保されます。
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記録の管理および保管
私たちはフォーティブ・グループ会社の業務記録を、業務上必要とされる限り、または適用法で義務づけられる場合は

より長期間にわたって保管する責任があります。フォーティブ・グループ会社の業務記録は、業務上不要となり、かつ法

定保存期間も経過したもののみ破棄してください。

提出義務があるか、または訴訟、社内外の調査または規制措置に関係すると思われる文書は、絶対に破棄してはなり

ません。そうした文書を破棄するよう求められたとき、または他者が破棄する懸念があるときは、フォーティブ・コーポ

レーションの法務部またはIntegrity & Compliance Helpline（fortive.ethicspoint.com）に連絡してください。

知的財産権の保護
フォーティブ・グループ会社はいずれも、知的財産の開発に投資しています。知的財産とは、従業員の手による発明や 
アイデア、独創的研究のうち、市場において競争優位を創出するものをいいます。こうした独創的なアイデアや研究こそ

が最先端の革新であり、これらを競合他社から保護する必要があります。こうした貴重なアイデアの中には、必要書類

を各種政府機関（特許庁）に提出することで保護できものもあれば、当社製品に特別のマークを表示することによって

保護できるものもあります（著作権や商標）。一部のアイデアは、極秘扱いにして第三者と絶対に共有しないことで保護

されます（企業秘密）。どの種類の知的財産であれ、それを保護する適切な措置を講じることが重要です。知的財産を

開発した従業員はすべて、その知的財産の特定・保護に関するフォーティブ・グループ会社の方針や手続に従わなけれ

ばなりません。すべての従業員は、自ら開発したものではない知的財産についても、フォーティブ・グループ会社での職

務を遂行するうえで知る必要のある同僚従業員以外の者に、その企業秘密を開示することのないように十分注意を払

わなければなりません。

 
当社の知的財産権を保護するために採るべき措置の詳細については、Fortive Connectに掲載の当社の「知的財産に
ついての方針」を参照願います。

フォーティブの価値ある資産の保護
私たちは、フォーティブ・グループ会社の資産を保護するとともに、それを正当な業務目的に効率的に使用することが求

められています。盗難、不注意、浪費は、当社の収益性に直接影響します。フォーティブ・グループ会社の資産には、物的

資産、機密情報、知的財産に加え、当社の業務の過程で出現するビジネス機会などが含まれます。こうした資産を保護

し、効率的に配備することは、フォーティブの継続的成功にとって不可欠です。
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物的資産
フォーティブの物的資産には、施設、設備、完成品・部品・原材料の在庫のほか、当社が管理するその他すべての有形

品目が含まれます。これらの物的資産は、最終的には当社の株主に帰属します。よって、これらの資産の盗難や損傷、横

領を防ぐために注意を払うとともに、資産の適切な利用を心がけなければなりません。フォーティブ・グループ会社の物

的資産を副業に使用することは断じて許されません。

機密情報
フォーティブ・グループ会社の業務を遂行する過程で、機密情報を知る場合があります。私たちは、フォーティブ・グルー

プ会社、その顧客、サプライヤーから託された情報について、開示することを許可または法的に義務づけられている場

合以外、守秘義務を守らなければなりません。機密情報には、フォーティブ・グループ会社での地位ゆえに知り得たす

べての未公開情報、特に開示されれば競合他社にとって利益となるか、またはフォーティブ・グループ会社、その顧客、 
サプライヤーにとって不利益となる可能性のある情報が含まれます。一般的な例としては、当社の販売実績（総合また

は製品別）、顧客リスト、当社製品の価格・原価情報、当社の製品および製造工程の技術的詳細、当社の販売戦略、製品

ロードマップ、戦略的事業計画などがあります。

 
機密情報は無形資産であり、第三者に開示されないよう保護しなければなりません。エレベータ、レストラン、フォー

ティブ・グループ会社内における休憩室などの出入り自由なエリアなど、立ち聞きされる可能性のある場所で機密情報

について話すことは慎んでください。また、機密情報、機密情報が入っているコンピュータ、携帯電話、その他の電子機

器を、情報漏洩の恐れのある場所に放置してはなりません。実際に可能であれば、機密情報のソフトコピーおよびハード

コピーには「機密」または類似の印を付けてください。あなたが知っている情報、またはアクセス可能な情報が機密かど

うかわからないときは、機密扱いとしてください。フォーティブ・グループ会社の機密情報を副業に使用することは断じ

て許されません。

これらの義務規定は、フォーティブでのあなたの雇用が終了したあとも有効です。フォーティブ退社後も、フォーティ

ブ・グループ会社の機密情報を開示または使用してはなりません。また、あなたが保有していたフォーティブの機密情報

を含んでいる資料のコピーおよび機器は、返却しなければなりません。

ビジネス機会
あなたがフォーティブ・グループ会社での地位を通じて見出したビジネス機会や投資機会を個人的目的に使用したり、

第三者に知らせたりすることは許されません。こうした機会は、あなたが勤務するフォーティブ・グループ会社に帰属し

ます。具体的には、従業員は以下の行為を禁止されています。

• フォーティブ・グループ会社の資産・情報・地位を通じて発見した機会を私的に利用すること。
• フォーティブ・グループ会社の資産・情報・地位を個人的利益のために使用すること。
• フォーティブ・グループ会社と競合すること。
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従業員は、フォーティブ・グループ会社以外の営利会社の取締役職（フォーティブ・コーポレーションのエグゼクティブ

バイスプレジデントおよび最高経営責任者は除く）に就くことは許されません。ただし、その従業員の勤務するフォー

ティブ・グループ会社を担当するフォーティブ・コーポレーションのエグゼクティブ バイスプレジデントが事前に承認した 
場合は、この限りではありません。

フォーティブ・コーポレーションの取締役会は、デラウェア一般会社法第122条（17）の規定に従い、当社取締役に就任
する社外取締役（以下「社外取締役」）に関するビジネス機会について、以下の方針を別途定めています。フォーティブ・

コーポレーションは、ある社外取締役が知るに至った事業活動に対する、またはそれに参加する機会を提供されるこ

とに対する関心または期待を放棄し、当該取締役はこうした活動に参加する機会をフォーティブ・コーポレーションに

伝達・提供または提示する義務は有さないものとします。ただし、結果的に獲得する機会が、フォーティブ・コーポレー

ションまたはその子会社が関心を持つ、と当該社外取締役が信じることが合理的に予測され、なおかつ、当該社外取

締役が、(i) フォーティブ・コーポレーションの取締役としての職務遂行に関連して知った機会、もしくは、当該機会が
フォーティブ・コーポレーションまたはその子会社に提供されることを当該機会の提供者が期待している、と当該社外

取締役が信じて当然と思われる状況において知った機会、または、(ii) フォーティブ・コーポレーションまたはその子会
社の情報または資産の使用を通じて知った機会については、この限りではありません。

政治・慈善活動および献金
従業員はそれぞれ、自国での政治プロセスに参加する権利を有します。しかし、何らかの政治的イベントでフォーティ

ブ・グループ会社を代表したり、フォーティブ・グループ会社の資金で政治献金を行ったりすることは許されません。 
政治活動への参加は、自分の私的な時間および費用負担で行うものとし、職務に抵触することがあってはなりません。

フォーティブ・グループ会社は、事業を営む地域社会でさまざまな慈善活動を支援しています。従業員がフォーティブ・

グループ会社の資金で個人的寄付を行うことは許されません。フォーティブ・グループ会社が行う寄付はすべて、フォー

ティブ・グループ会社の適用方針に沿うものでなければなりません。

ハンナは、社外のあるコンサルタントから電話を受け、その後メールも受領しました。コンサルタントの用

件は、謝礼を支払うからフォーティブ・グループ会社での職務経験に関するアンケートに協力してほしい、

というものでした。コンサルタントは彼女に、勤務中ではなく、退社後に時間を作ってもらいたいと言って

います。ハンナはこのコンサルタントの申し出を受けてもかまいませんか。

いいえ。この依頼に応じてはなりません。たとえ勤務外の時間に会うにしても、このコンサルタントは、彼

女がどのような職務をしているか聞き出そうとしています。そうした情報はフォーティブの機密情報である

うえに、この種の情報を提供して謝礼を受け取るとしたら、それはフォーティブのビジネス機会であるとい

う二つの理由から、彼女は彼の申し出を受けることは許されません。
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当社の行動規範は、従業員に契約上の権利を付与するものではなく、また勤務先の会社との間の雇用関係を変更する

ものでもありません（行動規範が雇用契約、団体交渉協定、労働協約、その他従業員の雇用に適用される類似の合意

に組み込まれている場合を除きます）。従業員は、いつでも自主退職することができます。同様に会社側も、従業員を解

雇することが会社の最大の利益となると考える場合は、適用法および皆様の雇用を規定する雇用契約に従って随時雇

用契約を終了させることができます。「雇用契約」という用語は、当社の行動規範で使用する場合は常に、雇用契約の

みならず、適用されるすべての団体交渉協定、労働協約、類似するその他の契約も指します。

行動規範の適用免除
フォーティブ・コーポレーションはきわめて限られた状況において、行動規範のある条項を免除することが適当と判断

する場合があります。適用免除を行う際は常に、フォーティブ・コーポレーションの取締役会、最高経営責任者または法

律顧問の書面による事前承認を必要とし、フォーティブ・コーポレーションの取締役または執行役員に対する適用免除

は、フォーティブ・コーポレーションの取締役会またはその委員会のみがその権限を有します。適用免除はすべて、法律

またはニューヨーク証券取引所が義務づける範囲で速やかに開示されることになります。
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フォーティブ・コーポレーション 
連絡先情報
当社行動規範について不明な点があるときは、それぞれが勤務する地域の法務部、財務部または人事部、もしくは

フォーティブ・コーポレーションの以下の従業員に気軽にお問い合わせください。

フォーティブ・コーポレーション法務部
Peter Underwood
シニアバイスプレジデント、 
法律顧問兼セクレタリー

Jennifer Zerm
バイスプレジデント兼 
チーフコンプライアンスオフィサー

フォーティブ・コーポレーション内部監査部
David Wilkinson 
内部監査担当バイスプレジデント

フォーティブ・コーポレーション人事部
Stacey Walker
人事担当シニアバイスプレジデント
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フォーティブ・コーポレーションの 
方針一覧
すべてのフォーティブ・グループ会社に適用される各種方針は、Fortive Connectに掲載されています。フォーティブの
従業員に適用される最新の方針を確かめるため、Fortive Connectやあなたの勤務先の事業会社のイントラネットを
随時チェックしてください。

全フォーティブ・グループ会社に適用される最重要方針の例は以下のとおりです。

サプライヤー行動規範

問題の報告についての方針

腐敗防止についての方針

贈答品および接待についての方針

顧客の旅行および接待についての方針および手順

環境・安全・衛生の方針

知的財産についての方針

一般従業員のセキュリティについての統合方針（IT）

個人情報のセキュリティについての方針

米国の反トラスト法についての方針

米国の関税法に関する方針

米国の輸出規制法に関する方針

社内取引および法的手続についての方針

子会社管理についての方針

Form 8-K での報告についての方針

開示についての方針（規制 FD）

インサイダー取引

繰り返しになりますが、上記の方針はFortive Connectに、また一部はあなたが勤務する事業会社の 
イントラネットサイトに掲載されています。
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