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目的：  

あらゆる事業活動を実施する際に守ることが期待される原則および基準を取り決めること。 
 

追加規定：  

レニショー標準販売条件 
 

概要/範囲：  

本方針は、レニショーのすべての従業員、およびレニショーグループのすべてのサプライヤー、販売店、
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Renishaw plc とその子会社およびビジネスパートナーは、環境、従業員に敬意を払いながら、関連法規を遵

守して社会的責任を全うする方法で事業を運用することに全力を挙げています。 
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はじめに 

Renishaw plc とその子会社（「グループ」）は、環境、従業員、レニショーに関わるすべての人々に敬意を

払いながら、社会的責任を全うする方法で事業を運用することに全力を挙げています。 

Renishaw plc の取締役会は、企業の社会的責任方針とプロセスを推奨して取締役会の承認を得ることと、レ

ニショーグループの活動がそのような方針とプロセスに準拠していることをモニターする責任を、グループ

財務担当取締役に課しています。 

本書を通して「本規定」と呼ばれるレニショーグループ事業規定は、レニショーグループのすべての企業に

遵守が期待される事業遂行原則と基準を取り決めています。 

レニショーグループのすべてのサプライヤー、販売店、代理店、再販業者、コラボレーションパートナー

（本書で「ビジネスパートナー」と総称）は、本規定のセクション A、B、C、D を遵守する必要がありま

す。 

すべてのビジネスパートナーは、そのサプライチェーンのパートナーが本規定に定められたものと同様の原

則および基準を遵守していることを確認する義務を負います。 

セクション A、B、C、D は事業倫理、従業員の処遇、安全衛生、環境責任に関する基準について説明してい

ます。 

セクション E は本規定の遵守の徹底を助ける管理システムの要素について説明しています。 

本規定は、全体にわたるレニショーの事業原則および基準について取り決めています。関連方針書（会社の

インターネットおよびイントラネットサイトに用意）は、本規定の要素を満たす上での特定要件を説明して

います。 

本規定の影響を受ける従業員には、適宜説明資料やトレーニングにより、本規定の理解および遵守に関する

サポートを提供する必要があります。 

レニショーは本規定に随時変更を加える場合があり、ビジネスパートナーには、定期的に本規定を見直し、

このような変更に留意することが期待されます。 
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セクション A 
事業倫理 

レニショーおよびそのビジネスパートナーは、次の領域を含め、事業取引において正直かつ誠実に振舞いま

す。 

A1.  法令順守 

事業活動を行うすべての地域および事業領域において、あらゆる適用法と規制を遵守します。 

A2.  贈収賄および汚職 

A2.1 賄賂、および不当もしくは不適切な便宜を得るための他の手段を約束したり、申し出たり、

承認したり、贈与したり、受領したりしません。 

A2.2 前述の禁止事項には、取引の獲得または維持、直接販売、または不適切な便宜を得ることを

目的として、直接もしくは第三者を通じて間接的に、何らかの価値があるものを約束した

り、申し出たり、承認したり、贈与したり、受領することが含まれます。 

A3.  公正競争 

事業活動を行う各地域の競争に関する法令を遵守します。 

A4.  知的所有権の保護 

第三者の知的所有権および機密情報を尊重し、法律、登録、契約によって保護された第三者のこのよ

うな資産を悪用しません。 

A5.  貿易統制 

輸出入に関する適用法と規制を遵守し、商品、技術、情報の輸出入に必要な承認を取得します。 

A6.  通報行為 

本規定の違反行為について懸念を持つビジネスパートナーは、レニショー通報行為および重大違法行

為ポリシーに則して、報復を恐れることなく、率直かつ極秘にそのような懸念を表明できます。 

A7. 税金 

事業活動を行うすべての地域において、税金に関するあらゆる適用法と規制を遵守します。脱税およ

び脱税促進行為は認められず、レニショーおよびそのビジネスパートナーは、脱税促進行為防止懈怠

に対する英国の企業刑事責任に関するコンプライアンス義務を果たすことに全力を挙げます。 
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セクション B 
雇用 

レニショーおよびビジネスパートナーは、雇用慣例が次の要件を遵守していることを確認します。 

B1.  方針 

事業活動を行う国のすべての雇用法および規制を遵守し、尊厳および相互の尊重に基づいて従業員の

人権を守ることに全力を挙げます。 

B2.  結社の自由 

B2.1 最高の業務慣例を維持するために、すべての従業員と直接触れ合い、開かれた話し合いを持

ちます。すべての従業員は、自由に結社すること、ならびに法的に認められた労働組合や協

会に所属するかどうかを選ぶことが認められており、該当する場合には、代表者を求めた

り、地域の法律により設立・運営されている労働者評議会に参加することができます。 

B2.2 すべての従業員は、報復、脅迫、嫌がらせを恐れることなく、自己、労働条件などに関する

事項について、経営陣と自由に連絡を取ることができます。 

B3.  児童労働 

B3.1  「児童」と定義される者を、直接的にも間接的にも雇用することはありません。「児童」と

いう用語は、15 歳（各国の法律で認められる場合は 14 歳）、義務教育修了の年齢、各国で

定められた就業可能な最低年齢の中で最も高い年齢に満たない者を指します。 

B3.2  地域のすべての法令および規制に準拠した合法的な徒弟制度を使用します。 

B4. 雇用の自由 

B4.1  従業員が実施するすべての業務は、自発的な同意を基に与えられるもので、すべての従業員

には妥当な通知期間後に退職する自由が認められています。レニショーおよびビジネスパー

トナーは強制労働者、債務で拘束された労働者、非自発的労働者、年季奉公の労働者を採用

したり雇用しません。 

B4.2  従業員は、雇用期間にわたってレニショーまたはビジネスパートナー、もしくは非政府系人

材紹介会社に、パスポートや労働許可書などの政府により発行された身分証明書の原本を恒

久的に預ける必要がありません。 

B5.  奴隷制および人身売買 

現代奴隷を一切容赦しないアプローチを取り、事業活動およびサプライチェーンを通して現代奴隷が

使用されていないことを確認することに全力を上げます。 
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B5.2  英国現代奴隷法（Modern Slavery Act）の下での開示義務に従い、その事業活動に加え、サ

プライチェーン全体における現代奴隷問題克服のためのアプローチにおいて、透明性を徹底

することに全力を挙げます。 

B6.  報酬および手当て 

B6.1  従業員が直接雇用されているかいないかを問わず、すべての従業員に支払われる報酬は、最

低賃金、残業時間、法的に義務付けられた手当てを含む、給与関連のすべての適用法および

規制を遵守します。地域の法令ならびに各従業員と結ばれた契約条件に従い、このような全

従業員には、承認された残業時間に対する報酬が支払われます。 

B6.2  法律もしくは各従業員と結ばれた契約に認められた範囲でのみ、給与からの控除を行いま

す。 

B6.3  地域の法令および規制に従い、報酬および契約合意した手当ての計算・支払い方法を示す正

式な記録を維持します。 

B7.  勤務時間 

B7.1  通常の勤務時間は地域の法令および規制に準じ、地域の法律で規定された計算方法により定

められた上限を超えないものとします。 

B7.2  すべての従業員には、地域の法令および規制に準じた契約合意上の年次休暇を取ることが認

められます。 

B7.3  すべての従業員の勤務時間は、生産性の低下、怪我や身体的、精神的健康障害の可能性を助

長することにつながる不要なストレスもしくは苦難を避けるような方法で設定して、監視を

行う必要があります。 

B8.  差別の禁止 

B8.1  従業員が職場内でいかなる形態の嫌がらせや違法な差別も受けないようにします。 

B8.2  雇用年齢に関するすべての法律を遵守します。 

B8.3  地域の法令および規制に常に従い、最低でも障がい者に妥当な機会を提供します。 

B8.4  休暇および他の雇用機会をはじめとして、出産休暇ならびに育児休暇に関する地域のすべて

の適用法、規制、法律を遵守します。 

B8.5  人種、肌の色、性別、性的指向、 民族性、障がい、妊娠、宗教、所属政党、組合への加盟、

婚姻状況により従業員が差別を受けないようにします。 

B8.6  成績と能力に基づいて個人の雇用および昇進を決定します。 



文書番号： CSR106 - 4 

タイトル： Renishaw Group Business Code 

 6 / 11 ページ  
 

B9.  個人情報 

レニショーおよびビジネスパートナーは、事業活動の遂行過程において、雇用情報、誕生日、住所、

金融・医療・その他の情報など、従業員、ビジネスパートナー、投資家、患者、医療従事者、その他

の人々の個人情報を収集して保管することが必要になる場合があることを認識しています。レニショ

ーおよびビジネスパートナーは： 

B9.1 レニショーおよびビジネスパートナーが持つすべての個人情報が機密情報として保持され、

地域の法令または規制により義務付けられているか、個人の同意がある場合にのみ、第三者

に通知されるようにするために十分な対策と手順を取っていることを確認する必要がありま

す。 

B9.2  事業活動を行うか、適用を受ける地域の法律、データ保護方針ならびに関連するその他の企

業方針に従って、個人情報を収集して処理する必要があります。個人情報は合法的な事業目

的のためにのみ収集し、アクセスが認められた人とのみ共有し、適用されるセキュリティ方

針に従って保護し、必要な期間に限ってのみ保管する必要があります。また、個人情報にア

クセスする第三者には、契約によりその保護を義務付ける必要があります。 

B9.3  すべての従業員が、B9.2 に規定された義務に従い、自らの個人情報または業務の一環で収集

した個人情報を保護する義務があることを認識する必要があります。 
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セクション C 
安全衛生 

レニショーおよびビジネスパートナーは、その事業目標の達成、ならびに顧客に提供する製品とサービスの

品質維持には、健康的かつ安全な勤務環境を整備することが不可欠なことを認識しています。レニショーお

よびビジネスパートナーは、次の領域において安全衛生慣例が順守されていることを確認します。 

C1. 労働安全衛生 

健康と安全性に関する懸念/事象/暴露量の定常モニター、リスクアセスメント、予防型メンテナン

ス、プロセス/ワークプレイス設計、従業員トレーニングを通じて、職場における危険性と有害化学

物質への暴露を十分に評価・管理します。 

また、レニショーまたはビジネスパートナーの敷地内で業務を遂行するすべての第三者が業務の開始

前に、遂行業務に関連した適切なリスクアセスメント・メソッドステートメント（RAMS）を敷地の

管理チームに提出していることを確認します。 

さらに、第三者と従業員が、安全な作業方法や必要な個人用防護具（PPE）をはじめとして、関連す

るリスクアセスメント、プロセス、または RAMS に従って作業していることを徹底するためのモニ

タリングシステムを整備します。 

C2.  非常時の備え 

火災や洪水などの緊急事態から従業員と事業を守るための対応計画を整備します。また、緊急事態へ

の備えを確実にするために、定期的に訓練を実施します。 

C3.  業務上の傷害と疾患 

傷害と疾患に関連した実績を管理して測定するためのシステムと手順を整備します。 

C4.  肉体的に負担の大きい業務 

従業員が反復的業務もしくは肉体的に負担の大きい業務に関わる領域を特定し、そのような業務慣例

を評価して、従業員に対する影響を最低限に抑えるような対策を講じるようにします。 

C5.  機械の安全対策 

傷害や事故の危険性に関してすべての機械を評価します。最低でも地域の法律に準じて、ガード、イ

ンターロック、適切な安全対策を配備します。 
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セクション D 
環境 

レニショーおよびビジネスパートナーは、事業の遂行方法の環境的影響に対して責任を取る必要性を認識し

ます。そのため、次の行動基準をはじめとして、環境、天然資源、地域共同体に対する悪影響を抑えるよう

努力する必要があります。 

D1.  環境関連の許可とレポート 

地域の法令に準じて、必要なすべての承認、許可を取得し、モニターを行います。 

D2.  公害防止と資源の削減 

倫理的、財政的な理由のために、あらゆる種類の廃棄物を低減もしくは排除し、可能な限りできるだ

け資材を再生利用するよう努力します。 

D3.  有害物質 

化学物質およびその他の有害物質は、体系的な管理プロセスに従って取り扱い、保管、再生利用、廃

棄を行います。 

D4.  廃棄物 

D4.1 固形廃棄物の特定、管理、削減、再生利用、責任ある手段での廃棄に関して体系的なアプロ

ーチを取ります。廃棄物の管理は、廃棄物ヒエラルキーおよび地域の規制に従って実施する

必要があります。 

D4.2 排水は放水または廃棄を行う前に、規定に従って特性を分析し、モニター、管理、処理を行

います。また、最適な性能を維持し、規制へのコンプライアンスを確認するために、排水処

理・格納システムの性能の定常的評価を実施する必要があります。 

D5.  大気放出 

揮発性有機化学薬品（VOC）、オゾン層破壊物質（ODS）、エアゾール缶、腐食性物質は、大気放

出や排出を行う前に、地域の法令に準じてモニター、管理、処理を行います。 

D6.  製品含有物質の制限 

再生利用および廃棄に関するラベリングを含み、製品および製造工程における特定物質の禁止または

制限に関するすべての適用法、規制、および顧客の要件を遵守します。 

D7.  エネルギー消費と温室効果ガスの放出 
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施設および/または企業レベルで、スコープ 1 と 2 の温室効果ガスの放出につながるエネルギー消費

を追跡および記録します。レニショーおよびビジネスパートナーは、エネルギー効率を改善し、エネ

ルギー消費と温室効果ガスの放出を削減するためのコスト効果の高い方法を探します。 
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セクション E 
管理システム 

E1.  管理システム 

E1.1  レニショーは、適用法と規制に準拠し、レニショーの従業員およびレニショーの代理を務め

る代表者による本規定の遵守を確実にするために設計された CSR 管理システムを確立して維

持します。 

E1.2  レニショーは、CSR に関する顧客の要件を理解して遵守するよう努力します。 

E2.  経営陣の説明責任および責任 

E2.1  レニショーは、Renishaw plc の事業部と子会社の組織内で、本規定の徹底に責任を持つ経営

陣の代表者を特定します。 

E2.2  実績を改善するために、目標、ターゲット、実施計画書を用意します。 

E3.  コンプライアンス 

E3.1  レニショーは、本規定の遵守を徹底するために、定期的な社内監査を計画、実施して文書に

記録します。 

E3.2  適切な場合には、レニショーの調整・予防型対策プロセスを使用して、不備な点に対処しま

す。 

E3.3  レニショーは、本規定への準拠を促進するために、従業員が経営陣に極秘にフィードバック

を提供できるようにするためのシステムを整備するようにします。 

E3.4 本規定に関連する法律の順守を徹底するために、モニタリングと施行手順を実施します。 

E4.  トレーニングと認識 

E4.1  従業員が正式なトレーニングを受ける前に、新入社員入社手続きの一環で本規定について説

明します。 

E4.2 従業員に本規定の解釈と実施に関するトレーニングを実施するためのプログラムを整備しま

す。定期的にトレーニング記録を付け、監査を行います。 

E5.  連絡 

E5.1  従業員ならびにレニショーの代理を務める代表者に、本規定の存在を連絡します。 
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E5.3  本規定をレニショーのウェブサイトで公開し、すべての関係者がアクセスできるようにしま

す。 


