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従業員各位

シェフラーの企業活動は、相互尊重と誠実さ、公正さに基づきます。

私たちは、当社の株主や顧客、サプライヤー、そしてもちろん従業員にとって、信頼されるパートナーでありた
いと思っています。その際の重要な成功の三要素は、透明性、信頼、チームワークです。透明性は信頼を生み、
信頼は良いチームワークの基礎となります。

家族経営企業として私たちは、当社の顧客やサプライヤー、社会から、数十年にわたり卓越した業績と革新的
な技術、一流の品質を通じて非常に高い評価を得てきました。これは、私たちが守り、発展させたい大きな財
産です。

私たちは、今後も利益を得、成長したいと思っています。しかし、いかなる犠牲を払っても、というわけではあ
りません。関係法令に抵触することが許されるほど重要なビジネスなどありません。無責任な行動は甚大な
損害をもたらします。このような理由から、私たちは法令を遵守しなければなりません。そして、このことを我
が社の企業文化の確固たる構成要素と見なさなければなりません。当社の最新の企業行動規範は、この方向
性を示すものです。それは全員に‐経営陣、役職員、個々の従業員に‐等しく適用されると同時に、重要な誓
約を外部に示すものです。

従業員の皆さん、私たちは皆、シェフラーグループを長きにわたる、実り豊かな未来へと導くために貢献した
いのです。この企業行動規範を用いて下さい。そして、私たちの日々の行動は、従業員同士、ビジネスパートナ
ーや社会に対しても、徹底してこの規範に則って下さい。

皆様のご協力に感謝します。

クラウス・ローゼンフェルト | CEO
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序文

公正、相互尊重、誠実さは、シェフラーグループにおける私たちの行動の礎です。シェ
フラーはその企業的責任を正しく認識し、企業の長期的成功への前提とします。 

この行動規範は、条文とその精神において、すべてのシェフラー従業員、経営陣、役職
員が従うべき、そしてシェフラーがビジネスパートナーにも期待する原則と方法を記し
ます。

シェフラー家の全面的支持を得て、すべての役員によって承認されたこの行動規範
は、シェフラーが責任を自覚した企業活動を重要視することの意義を強調します。

シェフラーAGの取締役会は、すべての従業員が個人としてこの行動規範の遵守に責
任を持ち、同僚も同様にこれを遵守するように促すことを期待します。

序文
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 基本的行動規定

1.1 透明性と信頼、チームワーク

シェフラーは信頼の置けるパートナーでありたいと思います。その
ため、シェフラーとその従業員は、出資者や顧客、サプライヤーに
対して、そして従業員同士、透明性をもって行動します。なぜなら、
透明性は信頼とチームワークの成功に決定的なものだからです。

責任を自覚したチームワークは、透明性がありかつトレーサブル
な行動と決定を必要とします。そのような場合にのみ、必要な承
諾を得る事が出来るでしょう。

透明性とは、チームワークにとって、問題や失敗に対してオープン
かつ誠実に向き合うということも意味します。

1.2 関係法令の遵守

シェフラーとその従業員は、当社が企業活動を行う全ての地域
や国家、国際的に適用される法律や規則を尊重し、遵守します。
法律や規則の遵守は、企業としての長期的成功の前提となりま
す。それに違反することは、刑法による処罰、罰金の支払いや名
声の損害といった重大な結果をもたらしかねません。

シェフラーはそのような違反を許さず、従業員やビジネスパート
ナーに対して、関係する法律や規則を遵守することを期待しま
す。シェフラーで適用されるルールよりも、その国が定めた法規
がより厳密な場合は、国が定めた法規を優先します。

この企業行動規範に記された原則は、シェフラーの最低基準を
示すものです。それぞれの文化に基づく各国特有の補足事項に
ついては、ここでは触れないものとします。

1  基本的行動規定
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 基本的行動規定

1.3 人権の尊重

人権の尊重は、当社の企業責任の不可欠な構成要素です。シェ
フラーとその従業員は、従業員一人一人や同僚、当社とビジネス
上の関わりをもつ第三者の尊厳と個人の権利を尊重します。

1.4 企業資産の慎重な取り扱い

シェフラーは、コンピューターや情報システム、知的財産といっ
たあらゆる物質的、非物質的な資産価値を含む企業資産の保
護に細心の注意を払います。企業資産は企業目的にのみ用いら
れなければなりません。

さらに、保護される知的財産には、シェフラーの従業員によりシ
ェフラーでの使用のために開発された、製品や設計の全てを含
みます。

1.5 利益相反の回避

シェフラーは、すべての従業員に忠誠と誠実さを望みます。つま
りすべての従業員が、その会社業務の枠内では、シェフラーの
利益のためにのみ行動するということです。個人の私的利益や
経済的利益は、シェフラーの経済的利益に影響や損害を与えて
はなりません。

行為やプライベートな利益が何らかの形で当社の利益と相反す
る場合や、そのように見受けられる場合にも、利益相反は存在
します。
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 ビジネスパートナーや第三者に対する行動

2.1 誠実さ

シェフラーとその従業員は、他者に対し
て誠意を持って対応し、ビジネスパート
ナーにも（例：個人や法人顧客、サプライ
ヤー、代理人、コンサルタント）相当する
法規を守ることを期待します。

シェフラーは、倫理的に問題のない企業
活動を行っている、刑法に抵触しない、
その他の法的責任を負わない、あるいは
当社の名誉を損なわない第三者としか取
引関係を結びません。

シェフラーは、マネーロンダリングと関連
した活動には一切関わらず、これを許容
したり可能にしたりしません。

2.2 公正な競争

シェフラーは、公正で、歪められていな
い競争を支持します。シェフラーが活動
している市場のカルテル法の規程を、シ
ェフラーとその従業員は遵守し、これに
従います。

ほとんどの国において、競争相手やサプ
ライヤー、代理店または販売業者同士
の、競争を妨げる恐れがある関係や申し
合わせを禁止する法律や規則がありま
す。

シェフラーでは、従業員が競争法やカル
テル法に反する、他の企業との申し合わ
せや協定に参加すべきではありません。

2  ビジネスパートナーや第三者に対する行動
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 ビジネスパートナーや第三者に対する行動

2.3 汚職防止

贈与は、汚職防止ガイドラインと合致している場合にのみ、授
受が認められます。すなわち、贈与は適切で透明性を有してい
なければなりません。

さらに、公的または私的な分野の人物に影響を与える事を目的
とした、いかなる利益供与も禁止します。同じ事が受領について
も適用されます。公職者や政府役人、あるいはそれら人物の代
理人に対して、事業促進のためのいかなる種類の贈与やこのよ
うな利益供与（贈物、接待、優遇など）を禁止します。同様に、
例えばビジネスパートナーを通じてなどの間接的贈与は許され
ません。

贈物の授受や接待、その他のいかなる贈与も、私たちの判断の
独立性や、ビジネスパートナーの判断に影響を与える可能性が
あります。

2.4 貿易管理

国内法ならびに国際法は、商品、技術、
サービスの輸出入や国内取引、特定の製
品の取り扱いについて規制しています。シ
ェフラーは、第三者との取引が、経済禁
輸措置や貿易協定、輸出入管理規定、テ
ロ資金供与防止条約に違反しない適切
な手順を確立しなければなりません。

製品や技術、サービスの輸出入や国内取
引、特別な製品の取り扱いに従事するす
べての従業員は、相当する法律や規制を
遵守する義務があります。

シェフラーのすべての従業員、代表者、代理人は、シェフラーが
企業活動を行う、それぞれの国の汚職防止法を遵守しなければ
なりません。加えて、すべての従業員に汚職防止ガイドラインが
適用されます。

スポンサーや寄付に関する問い合わせや申し出には、注意しな
くてはなりません。なぜなら、そのような贈与も（隠蔽された）
贈収賄と解釈される可能性があるからです。

シェフラーは、ビジネスの決定や経済的成功が、贈与と関連し
ていると見られる事すら回避します。
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 情報の取り扱い

3.1 機密情報保護

すべての経営陣と従業員は、全ての企業情報を保護し、機密として取り扱う事が義務
付けられます。これは自社の機密情報だけでなく、シェフラーがビジネスパートナーや
顧客から委ねられた機密情報にも適用されます。

インサイダー情報、すなわち上場有価証券の価格に影響を及ぼす可能性のある具体
的な機密情報を入手出来る経営陣と従業員は、これを有価証券やその他の金融商品
の取引に利用してはなりません。また第三者にインサイダー情報を流したり、有価証券
やその他金融商品の取得や売却を勧めてもいけません。

3.2 情報保護規程の遵守

従業員やビジネスパートナーの個人情報の保護は、シェフラーにとって非常に重要で
す。ビジネスパートナーや従業員固有の情報の取り扱いには、細心の注意を払います。
個人情報の取り扱いは、そのつど適用される情報保護規程に従います。シェフラー内
部で実行されるチェックとプロセスは、すべての機密データに可能な限りの最善の保
護を保証します。

3  情報の取り扱い
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 従業員や同僚の待遇

4  従業員や同僚の待遇

4.1 公平な勤務条件と従業員の能力開発

シェフラーは、従業員の適切な賃金に対する要望を認め、いかなる労働環境でも、法
的に保証された最低賃金を遵守します。シェフラーは、そのすべての企業において、そ
の都度適用される労働法の規制を遵守します。

シェフラーは、従業員の能力開発を非常に重要視しています。従業員は企業の将来に
とって、最も価値のある資本であり、彼らの継続教育への投資は重要です。

この意図を満たすべく、シェフラーは包括的な継続教育プログラムを備え、会社の利
益と一致している限り、全ての従業員にその能力と職務に基づく関心に応じて、研修
できる機会を提供しています。

同様に、社会的、技術的能力の開発にも、シェフラーでは大きな価値を置いています。

4.2  多様性と平等な待遇の原則

シェフラーは、性別、民族的出自、宗教、
年齢、障がいや性的指向による差別やハ
ラスメントのない職場を提供する、とい
う目標を徹底して追求します。

この多様性の受容に関し、シェフラーは
例外を設けず促進し尊重します。シェフ
ラーの企業世界に於いては、従業員の相
互尊重に価値を置いています。

あらゆる人間は、公平で敬意に満ちた待
遇を受ける権利があります。シェフラー
は、各人の個性が認められ、それぞれが
礼節を持って、誠実に尊厳を持って待遇
される、多様性のある労働環境を誓約し
ます。ハラスメントやいやがらせ、威圧は
許されるものではありません。

4.3 仕事と家庭の両立

家族経営企業としてシェフラーは、家庭
と職業を両立できる各種制度等によっ
て、従業員の満足度とモチベーション、そ
してそれによる企業業績の向上に貢献し
たいと思います。

シェフラーは、すべての従業員やその代
理人と信頼関係を築き、協力して事業を
行います。シェフラーは、企業の経済的
利益と従業員の利益とのバランスをとる
ことに努めます。信頼は、当社と従業員
のために、実り多いチームワークの堅固
たる基礎となるものです。

4.4 強制労働と児童労働の拒否

いかなる強制労働や児童労働も、当社は
拒否します。シェフラーは、いかなる搾取
や差別を糾弾し、法令を厳守します。

4.5 �従業員や従業員代表との対話

シェフラーは、従業員の結社の自由を尊
重します。個人としても、シェフラーは、
従業員が常に利害に関する要望を直接
表現することを認めます。
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 環境と安全、健康

5.1 持続可能な行動

環境を保護することは、シェフラーの企業的責任の不可欠な構
成要素です。

シェフラーは、当社に適用される環境規則や基準の遵守と、す
べての当社拠点において環境保護を意識した方策を用いるこ
とを義務付けています。環境汚染を最小限にし、環境保護策を
弛まず改善しなければなりません。

工業の製造過程や企業活動の結果として生じる廃棄物、廃水、
排気ガスから人類と環境を保護することは、運送・廃棄物処
理・リサイクルの実行前・中・終了に至るまでを含めて企業の責
任です。これを確実にするために、シェフラーは、人類の健康や
環境に悪影響を及ぼす可能性のある、運送、廃棄物処理、リサ
イクル分野で生じる、すべての活動の安全性・検査・測定可能
性を保証するシステムを導入する事に責任を持ちます。

すべての従業員は、その活動においてエネルギー消費、水の消
費、温室効果ガス排出の削減に共同責任を負います。

5.2 安全な労働環境

シェフラーは、世界中のすべての製造拠点で、包括的EHS（環
境、健康、安全）マネジメントシステムを運用しています。当社
は、地域ごとの環境保護法や地域を越えた国際規則を遵守す
ることに重きを置き、ビジネスパートナーと協力して、これが環
境に対する責任であることを認識し、責務を果たすことを保証
します。

5  環境と安全、健康
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 環境と安全、健康

シェフラーは従業員に、作業の安全や健康保護に関する、相当
する法令や規程、企業ガイドラインに沿った、安全な職場を用
意します。特に経営陣には、当社の要求を満たすように、適切な
健康対策、安全対策・措置を行うことを保障する責務がありま
す。

すべての年少者は、その健康や安全を損なう可能性のある仕事
から保護されます。
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 報告と通報、担当者

6.1 あらゆる違反行動についての報告

シェフラーでは、従業員に対して窓口は
いつも開かれており、報復行為について
恐れることなく自由に意見を述べること
が常に推奨されています。企業内の違反
行為について、誠意を持って意見を表明
した従業員に対する報復行為は禁じられ
ています。

従業員や関係者は、以下の通報先を利用
できます。

6.2 各拠点担当者

企業行動規範に関する質問や、違反行為
の報告について、従業員は直接職場の担
当者に連絡をとることが出来ます。 
例えば：

• 経営陣
• リージョナル・コンプライアンス・オフ 
 ィサー
• 人事部、法務部、監査部または従業員 
 代表

6  報告と通報、担当者
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 報告と通報、担当者

6.3 コンプライアンス＆コーポレート・セキュリティ

上記の職場の担当者のほかに、従業員はコンプライアンス＆コ
ーポレート・セキュリティ部に直接連絡をとることも出来ます。

ドイツ:
Compliance & Corporate Security  
(コンプライアンス＆コーポレート・セキュリティ)
Industriestraße 1 – 3 (インダストリー通り1 – 3)
91074 Herzogenaurach (91074ヘルツォーゲンアウラッハ)
電話 +49 9132 82 2424
compliance@schaeffler.com

6.4 内部通報システム

シェフラー企業行動規範への重篤な違反、特に違法な商行為に
ついての内部通報は、BKMSシステムを通じても、いつでも行う
ことが出来ます。

このシステムは多言語に対応しており、暗号化しているため、当
社のコンプライアンス部監査チームと安全なコミュニケーショ
ンをとることが可能です。

https://www.bkms-system.net/schaeffler

シェフラーは、相応性原則も考慮し、違反行為のすべての通報
を徹底して究明します。どの事例も調査します。結果に基づい
て適切、必要、相応な処分を包括的に決定します。
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