
当社のビジネス行動規範と倫理



2

本ビジネス行動規範と倫理の理解と利用

4

当社の関与

6

職場では健康と安全を最優先に

7

個人プロフェッショナルとしての最高の行動基準と誠実さ

10

誠実さと透明性の統括と管理

12

個人を尊重する

14

地球を尊重する

15

他者を尊重する



Imerys行動規範 1 

同僚の皆さん、パートナーの皆様へ、

私たちのビジネス行動規範と倫理では、 Imerys のあらゆる役職にある全社員がどんな時、場 所
においても守らなくてはいけない一般的な行動原則を説明しています。

当社の行動規範では、当社がビジネスを展開している国の法律や規則の文言と精神を単に尊重 
するだけでなく、それを超えて行く事が求められます。行動規範は全社員を総動員して毎日積極 的に
行動すること求め、最も厳しい国際規範から採択された基準に基づいてロードマップを策定 していま
す。本行動規範は、当社グループ内外の従業員の健康と安全、人材育成、多様性と統合 性、人権の尊
重を保証することができるよう、当社を強化する取り組みの柱となるものです。

この行動規範は、環境法を尊重することはもちろん、グローバル環境に対する責任を維持し強 
化することによって、私たちの地球を守るための当社の集団的関与を明らかにしています。倫理 的
で公正な業務の実行を通じて、当社の利害関係者とサプライチェーンのパートナーと共に、未 来
を築くための根本理念を示すものであり、同時に地域社会と関わり、持続可能な製品や技術の 普
及を促進するものです。この堅実な基礎は、要求の厳しい顧客の信頼を当社が確保できるよう に
するものであり、当社の模範的な行動を通じて、ビジネスパートナーとしての信頼性と持続可 能性
を実証していくことであり、当社のビジネスの核心をなすものです。

こうした確固たる根本理念にもとづいて行動することで、私たちは顧客や全ての利害関係者の 
信頼を得ることができ、ビジネスパートナーとして、社会の一員としての信頼性や持続可能性を 示
せるようになるのです。

また、この行動規範は、私たちの各々が積極的なリーダーシップを示すことに大きな重点を置 
いており、そうすることによって、倫理とは単に絵に描いた餅ではなく、日々実証されるものだ と示
されるのです。この行動規範を、生きた文書にするためにもこうしたリーダーシップは不可 欠です。
私たち一人一人には、この文書の言葉を実行に移すべく日々担うべき役割があるので す。

倫理的なビジネスリーダーシップを発揮することなしに、当社が業界全体のリーダーとして一 
目を置かれることはありません。そのためには、同じ野望、文化、価値観、行動、関与を共有 し、それ
らが安全性、持続可能性、倫理、イノベーション、収益性が一体であるとみとめなくて はならないの
です。

本行動規範を注意深く読んで、皆さんの日々の業務の一部としてください。一致団結して、私 たちは
お互いを信じ、この行動規範は、持続可能な成功の共有のため真に変化を促進するものだ と確かめて
いきましょう。

よろしくお願いします。

CEOからの 
メッセージ

アレッサンドロ•ダッザ (ALESSANDRO DAZZA)  
2020年2月17日
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本行動規範は、日々の職務遂行において、深く誠実さをもって実行すべ
き基本原則をまとめたものです。これは、グループの従業員として私た
ち一人ひとりを動機付ける行動基準を定めており、当社のパートナーと

サプライヤーについても同様です。

これは、国際法および規制を含め、当社が適用される国内法すべてを 
遵守するための明確な指針を皆様に提供します。

多国籍企業としてのImerys において、倫理的かつ最良の業務遂行の
原則は、本行動規範のような具体的かつ効果的なツールに よって支え

られ、専門組織によって管理されていることが不可欠です。

本ビジネス行動規範と倫理の理解と利用
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取扱い内容

本行動規範は、尊重に基づく文書です。法
律、倫理、および内外のすべての利害関係
者に対するものです。

•  すべての従業員と、当社が協力する従業
員すべての健康と安全を確保します。

•  適用されるすべての法律および規則へ
の遵守を実証します。

•  当社の活動は、最高レベルの誠実さ、 
責任、パートナーの尊重を反映している 
ことを保証します。

•  人権を尊重します。
•  従業員が才能、専門知識、そしてノウ  

ハウを最大限に発揮できるように奨励
し ます。

• 多様性と一体性を育成します。
•  当社が操業する国の発展を支援します。
•  最高水準の環境保護の国際基準に深く

関与し、持続可能な開発のために行動し
ます。 

対象者

Imerysの子会社を含むすべての従業
員、Imerysとの信頼と責任を担うすべて
の従業員、ならびに当社と取引を行う者
には、本行動規範およびそれが基礎とす
る倫理的行為の原則を尊重することが期
待されています。
Imerysのマネージャーには、毎日、本行
動規範を確実に適用するという特別な責
任があります。本行動規範では、事業計画
と意思決定において、全事業部門を対象
としているためです。

Imerys従業員に加えて、対象者には、 
Imerys管理のジョイントベンチャー、 
Imerysサプライヤー、エージェント、およ
びその他比較的長期にわたるビジネス 
パートナーを含みます。

本行動規範は、幅広い協議プロセスの成
果であり、定期的に見直されています。

生きた文書

本行動規範は、幅広い内部協議の成果で
あり、グループコンプライアンスと倫理委
員会（Group Compliance and Ethics 
Committee）により確認されたものです。
本行動規範は、グループの委員長および
最高経営責任者により承認されています。
本行動規範は定期的に見直され、随時改
訂され、継続的な改善が図られます。 

当社の目的は、当社の行動規範が、企業
全体の、また当社がどこにあろうとも日々
の業務における私たち全員の、倫理的行
動に関する最新かつ有益なガイダンスを
反映していることを確認することです。

私たち全員が、本規範を熟知し、その要件
に従うことを期待されています。この規範
の理解と遵守を確実にするための意識啓
発と訓練プログラムが すべての人に提供
されます。本行動規範の内容について不
明な点がある場合は、マネージャーまた
は地域の人事部担当者、法務部または内
部監査部門に質問してください。

マネージャーと従業員が本行動規範と
業務遂行基準（本行動規範が基盤として
いるもの）を理解し実践できるよう支援
するためのトレーニングが提供されま
す。 

当社の関与を実践するためのガイ
ドブック

本文書は、1回読んで忘れてしまう類のも
のではありません。本文書は生きた文書
で
あり、業務遂行と倫理の最高基準を実践す 
るために皆さんの能力を高めるものです。 
当社の原則とガイダンスについての私た 
ちの個人的かつ日常的な尊重を通じるこ 
とによってのみ、私たちは会社全体の倫 
理的リーダーシップを保証するのです。

複雑で微妙な状況においては、正しいこ
とをするのには時に勇気を必要とします
が、そのような状況を支援します。 
ここにあるすべての要素は、世界中で当
社が守っている法律、規制、倫理原則を尊
重するためのガイドです。

当社のビジネスパートナーに対しても、こ
の原則に従うよう求められます。これによ
り、私たち全員が誠実さと透明性の基準
を共有し、すべての関連する法律と規則を
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本行動規範の原則を適用することにより、当社が事業を展開している国々に対する敬
意を表しています。当社は、社会での役割を果たし、事業を展開している国や地域社
会への義務を果たすことに全力を尽くしています。このような方法で、当社は、持続可

能な開発に直 接的に貢献しているのです。

当社が事業を展開している国々や他者との 
関係を尊重します

当社が事業を展開している国 や々地域社会を尊重し、
当社が存在す ることにより、国や地域社会が恩恵を
受けられるよう にしたいと考えています。当社が世界
中の地域社会において、信頼されるパートナーであ
り、積極的な行動者であると継続して認知されること
を期待するならば、それは法律や倫理的行動を尊重
している姿を示すことによって可能です。

当社は、当社の大小さまざまな意思決定が、当社周
辺に及ぼす影響について考えています。これには人
権、健康、安全、環境への影響も含まれます。これは
自尊心の問題、私たちの惑星に対する敬意と他社に
対する敬意です

本行動規範を利用して、倫理を皆さんの日々の業務
の一部としてください。

地球規模の合意をリードすることは、当社の
社会的および環境的基準の源泉です

当社は、グループの財務目標の達成と同様に、財務
以外の目標を達成するためには、すべての事業にお
ける社会的および環境的行動に関する高い基準が不
可欠であると考えています。

そのため、当社の行動規範は、国際的に認められた
業務遂行に関する基盤に基づいています。これ には、
以下のような（ただしこれらに限定されない）主 要な
国際協定のガイダンスと原則が含まれています。
•  国連グローバル・コンパクト (UN GC)
•  国連持続可能な開発目標 (UN SDG)
•  国連ビジネスと人権に関する指導原則
•  経済協力開発機構（OECD）多国籍企業向け 

ガイドライン
•  経済協力開発機構の抽出分野における有意 

な利害関係者への関与
•  国際労働機関（ILO）の最優先条約
•  フランスのビジネス気候に関する誓約
•  act4nature 生物多様性のための事業的関与

当社の関与

https://www.unglobalcompact.org/
https://www.medef.com/uploads/media/node/0014/03/11744-les-entreprises-francaises-s-engagent-pour-le-climat-juillet-2019-en-v7.pdf
http://www.act4nature.com/who-are-we/?lang=en
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264252462-en.pdf?expires=1525445428&id=id&accname=guest&checksum=D9E717ED923C88162705875F6685F213
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@declaration/documents/publication/wcms_095895.pdf
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これらの国際協定および基準には、持続可能な開発
に貢献する手段としての企業の社会的責任の原則が
含まれています。

世界的に責任ある 企業としてのImerys のリーダーシ
ップを実証するために 、当社では、国連グローバ ル・
コンパクトと国連持続可能な発展目標と完全に整 合
し、貢献することを目指しています。 本行動規範は、こ
の目標を達成するための3つの主要 分野における当社
の関与を反映しています。
•  積極的な才能とキャリア開発を通じて人 の々能力の発 

揮を可能にさせ、安全、健康、人権尊重を保証します。
•  気候変動に取り組み、環境に配慮した持続可能な環 

境に積極的に貢献する行動を通して地球を守ります。
•  適切な業務遂行、それらとの建設的関与、持続可能 

で革新的な製品管理を通じて、すべての利害関係 
者との未来を築きます。

本行動規範を支える業務遂行の基準は、すべての利 
害関係者の利益に奉仕し、企業の社会的責任におけ 
るリーダーシップへの深い関与を提供します。

本行動規範は、以下を含むすべての利害関係者の関
心を考慮に入れて設計されています。
•  当社従業員について: 人権と労働法を完全に尊重

し、健全で公正で包括的で尊重された職場環境の
ための安全な業務の遂行を確保します。プロフェッ
ショナルとしての開発を奨励します。当社の受容性
と当社事業の持続可能性を確保するために環境に
対する卓抜した配慮を達成します。

•  当社の操業する地域社会について: 透明性の高い
コミュニケーションと地元の社会経済的文脈内での
価値創造に基づいて、隣人と良好な関係を維持し
ます。

•  当社の顧客と株主について: 質の高い顧客関係を
育成します。環境安全に配慮した業界をリードする
製品と技術を開発し、鉱物埋蔵量の有効利用を確
保します。株主への明確かつ定期的な情報フローを
採用します。そして

•  当社の経済的パートナーについて: コンサルタント、
サプライヤー、ビジネスパートナー、または当社と協
力している他の第三者が、本行動規範に従って行
動し、自社の事業およびそれぞれのサプライチェーン 
内において、誠実で、公平で、公正で、倫理的な 
行動に対する類似の基準と関与を適用します。

すべての当社サプライヤーに対する詳細で具体的な
期待事項は、Imerysサプライヤーの環境、社会、ガバ
ナンスの基準に記載されており、Imerysのウェブサイ
トにてアクセス可能です。 www.imerys.com. 

法律と条例の遵守

法律の遵守は、当社の倫理的行動の基礎です。Imerys
自身がコンプライアンス遵守を達成するには、各個人お
よび企業体による完全なコンプライアンス遵守による以
外はありません。

本行動規範によって提供されるガイダンスは特に重要
です。というのも、当社のグローバル事業は、欧州連合

（EU）を含む超国家組織の法律と規制と並んで、多く
の国の法律と規制が適用されるからです。

Imerysはフランスの上場企業であるため、当社は適用
されるフランスの法律すべてのみならず、当社が（直接
間接を問わず）操業する国の適用される国内法すべてを
遵守します。世界の慣習と法律は大きく異なって おり、
相互に矛盾する場合もあります。地域の法律や一 般的
な業務が、本行動規範や当社の方針に定 められている
ほど厳しくない国で操業している場合であ っても、当社
はその対象となるすべての人 が々、当社の 最も高い基
準に従って行動することを期待しています。

一部の国の法律では、本行動規範に含まれる要件を超
える要件や禁止を課す場合があります。そのような場合
には、当社ではその地域の要件に完全に従います。本
行動規範に対する地域的例外はいかなるものであれ、
実施される前にグループ法務顧問に提出され、承認さ
れなければなりません。 

最高水準の基準を設定することにより、世界中の最も
厳しい法律や規制に準拠することになると、お分かりい
ただけるでしょう。

Imerysの持続可能なリーダーシップには、倫理的な
業務遂行の模範となることが必須です。

http://www.imerys.com
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当社の人々の能力を発揮させることは、当社グループの中核的価値として 
の健康と安全を確保することから始まります。本行動規範が、個人の能力  
の発揮を促し、積極的なリーダーシップ、訓練、説明責任を支援し、怪我  
のない職場という共通の目標を達成しようとするのは、これが理由です。

職場では健康と安全を最優先に

お互いを尊重することは、私たち一人ひとりの健康と安
全を尊重することを意味します。皆の適切な行動は怪我
のない職場に貢献しています。だからこそ、当社の安全
手順を完全に遵守することが必要であり、同様に、グル
ープ全体の業務にわたり、該当する現地の健康および安
全に関する法律および規制をすべて守ることが要求され
ているのです。当社は、私たちの健康と安全システムを
継続的に改善することを約束し、また、従業員、請負業
者、訪問者、当社が操業する地域社会と協力していきま
す。当社は同様に、すべての産業リスクが慎重に評価さ
れ、堅牢な予防プログラムが確実に実施されるように尽
力しています。

リーダーシップ、トレーニングと参加が重要です

積極的な安全文化を築くことは、当社にとって重要です。
それは、個人的責任と共有的責任の両方であり、目に見
えるリーダーシップとトレーニングのみならず、職場の全
員の参加を必要とするものです。当社の全員に対し、規
則と手順を尊重し、適切な是正措置が確実に講じられる
よう、危険な状況を積極的に報告することが求められて
います。上級リーダーシップの位置にいる従業員は、実例
に基づいて指導し、健康および安全の原則が決して損な
われることがないよう保証する特別な責任を負います。

従業員の福利は、当社のビジネスの福利の基礎 
です

当社は、全従業員に敬意を表するのは正しい行いである 
という理由のみならず、健全な労働力はビジネスの成功 
に貢献するということを認識しており、その理由から、職 
場の体 の健康と福利を守るよう努めています。当社は、 
開かれた職場環境、評価、および管理を通じて、毎年の 
職業病の症例を減らすことに努めています。

Imerysで要求しているのは、世界最高レベルの健康と
安全の尊重のため、世界中で私たち全員が共に努力す
ることです。
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倫理的に行動することは、当社のビジネスを統括する公式の法律や規制を遵守するこ 
とだけではありません。第三者との公正な取引を含め、最高水準の特質と個人的な誠実さ
に従うことも重要です。これは、情報に基づいた客観的なビジネス上の意思決定を行い、

法律や企業方針に対し意図せずして違反してしまうのを防止するのに役立ちます。 

個人プロフェッショナルとしての最高の行動 
基準と誠実さ

倫理制度の基盤となる従業員の責任とリーダー 
シップ

Imerysの私たち一人ひとりが、当社が操業している国の
法律に常に従わなければならないことは明らかです。ま
た当社の個人としてのプロフェッショナルな行動は、顧
客、サプライヤー、代理店、株主、当社が操業する地域社
会を含め、他のすべての利害関係者に対して、またお互
いに対して、尊重を示すものであるべきです。利害関係
者に対して示す敬意は、当社への信頼と自信を維持し向
上させるものです。それを超えて、私たち全員は倫理の 
リーダーになることができます。私たちは毎日の活動の中 
でリーダーシップを知り、開発し、実証しなければなりま
せん。私たちは明確な倫理観、寛容さ、オープンであるこ
と、そして率直さをもって、実例に基づいてリードする必
要があります。不適切な行動や差別は一切許容しません。

利益相反を避ける

私たちは皆、利益相反行為は避けなければなりません。
これには、危険な企て行為も含みます。疑いがある場合
には、それをマネー ジャーと話し合う必要があります。

私たちの個人的利益が、Imerysとその利害関係者の利
益によって影響を受ける（負の影響であれ正の影響であ
れ）可能性のある状況については、監視を受ける必要も
あります。

この要件の対象となるのは、従業員のみではありま 
せん。取締役および役員、同様にグループとのパートナー 
シップとジョイントベンチャーに携わる人 を々含め、Imerys
と何らかの形で関係している者は誰であれ、利益相反を
生じる可能性のある新しい状況が生じた場合は、慎重か
つ透明性をもってそれを明らかにする必要があります。

各従業員には日々果たすべき役割があります。
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Imerys株式の取引

私たち全員は、従業員としてまたImerysに関係するその
他すべての者として(1)、 公知となっていない(2)重要な情報
や内部の情報から利益を得ることを避けるため、法的およ
び倫理的責任も負っています。 

私たち全員は、その家族の者も含め、内部情報を持つ場
合には、Imerys株式またはImerys株式の上場オプション
を購入または売却してはなりません。

当該人物がImerysの事業活動の内部知識から利益を得
ない場合であっても、当該人物が株式を売買するかどうかに関わ
らず、資料または内部情報を他者に渡すことも違法です。

Imerys資産の使用

私たちは、グループの資産とリソースを適切に使用す 
ること、また、グループポリシーを尊重することによりグルー 
プの資産とリソースを保護することについて、全員が責任
を負っています。

Imerysの資産はもちろん、私たちの職業上のプロフェッ 
ショナルな使用を意図しています。これには、情報、技術、 
通信リソース（電話、電子メール、ボイスメール、インター
ネットアクセスなど）が含まれています。グループ内の各組
織の固有のポリシーおよびプライバシーの尊重に沿って
いれば、合理的な範囲内において、情報、技術、通信資産
を個人的に使用することが許可される場合があります。

Imerysは、通信デバイスに含まれる情報を確認する責任を
認識しており、当社で使用されるグループのデバイス上の、

かかる情報へのアクセスを促すため、必要な際には私たち
全員に協力を要請します。Imerysは、これらの通信資産を
保護するにあたり、ビジネス以外の個人的な通信の検閲を
回避するため、合理的な措置を講じます。

グループとして、当社は従業員、ビジネス、資産を保護す
るために、幅広い標準的なビジネスセキュリティツールと
方法を使用しています。これらのツールには、インターネッ
トウェブフィルタリング、アンチウィルス、メッセージングお
よびコラボレーションサービス（ログ、監査、およびレポー
ト機能を使用します）が含まれます。脅威の特定、疑わし
いネットワークトラフィックのブロック、トラブルシューティン 
グ、ネットワーク帯域幅の管理に、これらが使用される 
場合があり、また、地域の規制を遵守するためには、これ
らが必要である場合があります。

Imerys資産を使用するすべての人には、劣化させること、
改ざん、詐欺、紛失または盗難から資産を守る義務があ
り、グループが提供するあらゆる機器のセキュリティソリュー 
ションを迂回してはなりません。

機密情報と知的財産

機密情報は非常に貴重な財産です。機密情報は、特許、
商標、企業秘密、ノウハウなどの知的財産を含むグループ
資産です。また機密情報には、社内の戦略的、財務的、技
術的または商業的に機密性の高い情報、ならびに個人 
データおよび人的資源に関する情報も含まれています。

機密情報には、ツールやシステムの取り扱いに関する情
報、および第三者により機密として託された情報も含まれ
ます。

私たち全員に、専有情報を保護する責任があり、専有情報
が適切に使用され、許可された人物とのみ共有することを
保証して、意図せずして、許可なく、または保護されずに
開示されるのを防ぎます。顧客や他のビジネスアソシエイ
トのような第三者への未承認の開示、職場外の会話や活
動における未承認の開示は避けなければなりません。

(1) 重要な情報または内部情報とは、会社の株価に影響を及ぼすと合理的に予想されるあらゆる情報を意味します。重要な情報または内部情報には、予告なしのマーケ 
ティング計画、新製品リリース、財務データ、配当や収益の変動、大量の負債や訴訟、合併または買収、上級管理職の変更またはビジネス戦略に関する知識が含まれます。
(2) 情報が一般投資家に広く公開されていることを保証する方法で情報が効果的に伝播された場合にのみ、情報は公に利用可能とみなされます。
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政治への個人の参加

当社では、政治的なプロセスへの個人的な参加を妨げて
はいません。ただし何人たりとも、そのような個人的活動
において「会社を代表している」という主張を行ってはな
りません。

ソーシャルネットワーキングと第三者のウェブサ
イトの個人的使用

個人的なソーシャルネットワークを含め、オンラインに個人
的な参加をする際は、各従業員がImerysを何らかの形で
代表しているという主張を避ける必要があります。

私たち全員が、本行動規範に対する違反には十分注意
する必要があります。

不適切な行為に対する行動の重要性

懸念される行動を報告することの重要性
堅牢で効果的な行動規範、全員が尊重する行動規範に 
とって必要なものは、当社の基準が維持されていることを 
示す行動です。ですから、不正行為に対する懸念の表明
には勇気を必要としますが、本行動規範への違反を報告
することは、当グループおよびすべての利害関係者の利
益を保護する上で不可欠です。提起された問題は、関係
するすべての個人の権利に関して、慎重に調査され、取り
扱われます。

必要に応じてレポートをエスカレーションします
本行動規範への違反が発生したという情報をあなたが受け取
る、または善意によりそう信じるに至る、あるいは実際にその
ような事態が発生した場合、マネージャーまたは人事部、法務
部または内部監査部門の担当者に速やかに報告する必要が
あります。また、本行動規範の対象となる状況に対処する方法
が不明な場合は、それらにアドバイスを求めることもできます。

違反の疑いがあるとの善意に基づく報告に対し、満足の
いく回答がない場合、より高いレベルの管理職を含め、他
の人に問題を提起することに躊躇を感じてはなりません。
違反の疑いの報告は、口笛ホットライン（whistle-blowing 
hotline）を介して行うこともできます。これは安全で機密
の方法です。

善意による報告に制裁はありません
調査後に違反が見つからなかったとしても、本行動規範
への違反の可能性について、善意に基づく信念を報告し
たことを理由として罰せられることはありません。

不適切な行為の調査と措置
本行動規範に対する間違いのない違反であると報告され
た違反は、その原因を特定し、適切な是正措置を実施す
ることを目的として、Imerysによって調査されます。聴聞
の機会を含め公正な調査の結果、本行動規範に対する違
反が判明した場合は、地域の法律に従って、雇用の終了
を含む懲戒処分が行われることがあります。

かかる違反があった場合、資金や資産を完全に回収する
必要があり、適切な場合、当グループは法律で定められ
ている刑事訴訟を含め、さらに訴訟を起こす可能性があり
ます。

当社の日々の行動では、個人として、またグループとし
ての倫理原則に日常的に従事しています。

https://wrs.expolink.co.uk/Imerys
https://wrs.expolink.co.uk/Imerys
http://speak-up.imerys.com/
http://speak-up.imerys.com/
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コーポレートガバナンス

当社のガバナンス体制は、優良な企業や優れた国際
規範からの最善の慣行に従っています。

Imerysの取締役会の構成は、主要株主の代表者と独
立したメンバーの代表者の混合構成です。これは、ビ
ジネス知識と経験、そして革新的思考のバランスを
提供します。すべての取締役は、Imerysの持分を完
全に開示します。

当社は、取締役がその職務および責任を完全かつ効
果的に遂行するために必要なすべての情報を提供す 
ることを約束しています。取締役は、良好なコーポ 
レートガバナンスの基本である取締役会を設置してい 
ます。これには、戦略委員会、指名と報酬の委員会、
監査委員会などが含まれます。

レポートの透明性

当社は、株主の皆様、すべての直接の利害関係者、
金融市場、一般の皆様に対して透明性を保つことに
努めています。当社は、当社が操業する場所の法律
によって要求されるすべての情報を提供します。当社

が報告するすべての情報の正確性は、内部的に、また
必要に応じて独立した第三者によって検証されます。

当社は、年次報告書、当社のウェブサイトを通じ、また
メディア（優れたガバナンス、戦略的機密性と商業的
機密性の保護と一致する）を通して、明確、タイムリー
で重要な情報を提供します。これには、目的、運用、ガ
バナンス、リスク、統制、および業績に関する詳細情報
が含まれます。ウェブサイトwww.imerys.comは、継続
的に更新され、当社の利害関係者全員および広く一般
の人 に々情報を提供しています。これには、決算結果
および買収または売却の発表を含む重要な企業ニュ
ースがすべて含まれます。

財務諸表における正確さのための内部統制

当社の財務諸表および企業報告書は、当社の活動を
真実かつ公正に示しています。当社は同様の厳格さを
もって、財務および非財務問題に取り組んでいます。

当社の内部統制システムは、適用法と規制を遵守す
るように設計されており、当社の財務情報は当社の業
績の正確な全体図を提供しています。

未来の構築は良いガバナンスから始まります。  
Imerysのコーポレートガバナンス、説明責任、責任は、最高レベル 

の誠実さと透明性を反映しています。

誠実さと透明性の統括と管理

http://www.imerys.com
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資産の責任ある使用のための内部統制

当社の内部統制システムは、管理部門の指示および
ポリシーのみに従った、会社資産の使用を保証するこ
とを目的としています。これは、責任ある評価とリスク
軽減と一貫性があり、重大な虚偽表示または損失に
対する合理的な保証を提供しています。

当社は、一般に認められかつ適切な会計原則、最高
の倫理的および専門的基準に従って、慎重に判断し
て財務諸表を作成します。

ビジネス記録の維持

優れたマネージメントは客観的な分析とコントロール
に基づいており、機密情報を尊重しつつ、会社全体に
わたる信頼性の高い情報の流れを必要とします。
したがって、すべてのグループ企業は公正で正確な
ビジネス記録を保持する必要があります。これは責任
ある、情報に基づいたビジネス上の意思決定の、そし
て法的、財務的、規制上の報告の基礎となります。

これは、あらゆる取引の真の性質を隠すこと、改ざんす
ること、偽装すること、または粉飾することでは決して
ありません。どのような形式の報告またはやり取りで 
あっても、誇張したり、軽蔑的な発言をしたり、当て推量 
に従ったり、人 や々企業を不適切に特徴付けたりするこ
とは容認できません。

私たち全員は、記録の保管を規定するImerysのポリシー 
に従うのと同様に、地域の法律に従って、確実に記録 
を保持または破棄することについて、責任を負います。

透明性は、コーポレートガバナンスが高い基準にある
ことの証です。
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各従業員は、Imerysの事業の成功と
地域社会のポジティブな価値に貢献
しているとみなされて然るべきです。

個人を尊重する

当社のの能力の発揮を促し、各個人を尊重し、 
励まし、評価します

価値としての人権

国際条約の尊重
世界人権宣言および国際労働機関（ILO）基本条約に
定められているように、当社は国際的に認められた人
権を尊重します。当社は、従業員、下請業者、サプラ
イヤー、当社が操業する地域社会を含むすべての 
人 の々人権と尊厳を尊重する形で、業務を遂行してい 
ます。

人権の原則を実証する行動を取ります
当社では、人権を尊重し、人権侵害の共謀を回避し、
地域社会に対する救済へのアクセスを提供する、とい
う責任を認識しており、これは国連ビジネスと人権に
関する指導原則に述べられているとおりです。当社
は、差別を解消し、児童労働や強制労働を根絶する
ための効果的な措置を講じることに全力で取り組ん
でいます。

当社は、当社の原則に従うことで、当社の存在が健全
な関係を築き、当社が操業するあらゆる場所において
市民紛争を避けることを目指しています。

才能とスキルの開発

才能とスキルの管理は、人 の々雇用の機会を増やし、 
人々の全体的な健康と福利を支援するのに役立ち
ます。これはまた、革新的で、積極的に取り組みか
つ動機付けられた労働力を維持するための鍵でも
あります。

当社は、あらゆるレベルの従業員の技術開発と管理職
の両方のスキル開発をサポートする責任を認識してい
ます。ですから、当社では従業員に幅広い訓練と開発
プログラムを提供しています。

当社は、必要に応じて読書、執筆、計算を含む基本的
なスキル開発に特別な注意を払っており、当社の業務
を強化し、このような人 の々能力を発揮させるべくスキ
ルを磨くことに尽力しています。

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/UDHRIndex.aspx
http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
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多様性とインクルージョン

チーム内の多様性を奨励することは、最も重要な関
与の一つです。当社の労働力の多様性は、私たちの
最大の強みの1つです。当社は、この多様性を受け入
れ、それぞれの従業員が自分の知識、スキル、経験、
および文化によって高く評価される包括的な文化を
創造することを目指しています。

当社は世界中で公正な雇用を奨励し、すべての従業
員に平等な機会を提供します。

相互の尊重、嫌がらせや差別の禁止

当社では、相互の尊敬、信頼、個人の尊厳に基づい
て、お互いをプロフェッショナルとして扱うことを期待
しています。

当社は、従業員、下請業者、または雇用に応募してき
た人に対するいかなる形の差別も容認しません。この
責任を守るにあたり、当社は、性別、年齢、国籍、宗

教、性的指向、婚姻状況、親と家庭の状況、民族、障害の有
無、政治または労働組合への加入状況を含め、性的なまた
はあらゆる種類の嫌がらせや差別を厳しく禁じます。

社会的対話

当社は、従業員とその代表者との、公正で透明性の高い建
設的な関係を構築するために常に努力しています。当社は、
すべての事業における従業員の権利を尊重し、労働組合を
結成したり、団体交渉協定を締結したりします。
当社はまた、適用法および規則に従って、個人または集団
的な従業員の表現の自由を尊重します。当社は、法律が規
定するとおり、十分に情報提供された上での判断能力と、強
制のない状況を尊重しています。

各々はImerys地域社会の価値あるメンバーであり、等しく
尊重され、平等であるとされています。



14 Imerys行動規範

私たちの惑星とその人々の未来は、会社の
未来を決めることになります。当社は、人々
と惑星の両方に対し積極的な行動者として

認知されたいと考えています。

地球を尊重する

私たちの惑星を愛し、環境を保護し責任ある環境 
に奉仕する者として行動します

当社は世界中で操業していますので、環境を尊重す
ることの重要性を理解しています。

当社は、適用可能な環境法規制を遵守することだけ
でなく、健全な環境への奉仕を通じて地球を守るた
めに最低限必要なこと以上のことをやっていきます。 

持続可能な発展のためには、環境を守るための実践
における継続的な改善が不可欠です。堅牢な環境的
管理を通じ、当社では、環境リスクを評価して削減し、
継続的に統制措置を改善し、環境負荷の低減を図っ
ています。

当社では、グループの環境的負荷を低減し、事業の
持続可能性を確保することを目指しています。これを
実現するために、当社は高度な技術を適用し、運用
上の卓抜性を促進し、原料や鉱物や水などの天然資
源の持続可能な利用を最大限に活用しています。 

当社は、自然環境のための考慮事項を戦略とビジネ
スモデルに統合することに専心しており、また、生物

的多様性の保全、その修復、持続可能な利用、そして
利害関係者との共生おける利便性の公正な利用、こ
れらの解決策をもたらすために具体的な行動をとるこ
とに専心しています当社は、このコミットメントについ
て「act4nature 生物多様性のための事業的関与」で
概説しています。

同様の効果を得るために、当社はフランスのビジネス
気候に関する誓約に従い、気候変動の影響を軽減す
るために貢献することに専心しています。当社は、低
炭素経済への移行を加速することが持続的な経済成
長のための最良の手段であると信じています。これを
達成するために、当社は行動し、次のすべての領域を
網羅する気候変動戦略に取り組んでいます。組織、 
機器、方法、技術、供給、輸送、および再生可能エ 
ネルギー。当社はまた、低炭素経済のサービスに革 
新的な機能を設置し、このような移行において顧客 
をサポートします。

地球の持続可能な発展には、積極的な行動が 
必要です。 

https://www.medef.com/uploads/media/node/0014/03/11744-les-entreprises-francaises-s-engagent-pour-le-climat-juillet-2019-en-v7.pdf
https://www.medef.com/uploads/media/node/0014/03/11744-les-entreprises-francaises-s-engagent-pour-le-climat-juillet-2019-en-v7.pdf
http://www.act4nature.com/who-are-we/?lang=en


Imerys行動規範 15 

(3) 「政党、政治家、政治組織への寄付行為」とは、政党、政治組織、または政治家の活動（その家族と随員も同様）に資金を提供することを目的とする、贈答
品、借入金、前払い金や預金入金、または価値のあるサービスのことです。かかる活動には、国家、連邦、国、州、地方、地方自治体や地域事務所でのあらゆる
選挙、もしくは政治的な投票発議（例えば国民投票）、または政党、政治組織や政治的候補者を支援するためのその他の資金調達活動が含まれます。

Imerys、および外部の当社パートナーと利害関係者の双方が、
積極的な取り組みを通じて未来のための関係を構築することが
できます。これには、最も厳しく慎重な原則と慣行に基づいた透

明性、倫理、誠実性が求められるのです。

他者を尊重する

未来のための構築:  
長期的な持続可能性のための利害関係 
者との関わり

地方自治体との関わり

当社は世界各地で操業しており、業界の鉱物特化の
リーダーとして、当社は公的機関に積極的に関与し
ていくことにより、公共の意思決定プロセスにおいて
建設的な役割を果たすことができると考えています。
当社が引き受けるすべてのロビー活動は、本行動規
範の倫理的価値を完全に反映しなければなりません。 
政党、政治家、政治組織への寄付行為は完全に禁止
しています(3)。

地域社会との関わり

Imerysの事業と従業員は、世界中で働くことで、地域
社会の一員となり、Imerysグループ全体の代表者と

なります。したがって、当社の倫理的行動は、近隣諸
国と地域のビジネスパートナーの信頼と信頼を維持
するものとなります。

当社は、特に教育と教養を支援するために、当社の才
能とスキルを分かち合うことで、事業活動を取り巻く
地域社会の社会経済的発展に貢献することを目指し
ています。

当社が操業する地域社会に人権原則を適用する
当社は、従業員、その家族および彼らが住んでいる地
域社会の尊厳、福利および権利、ならびに当グループ
の事業の影響を受けるその他の人 の々尊厳、福利お
よび権利を尊重し支援します。

当社は、特に当社が操業している地域社会との関係
において、人権価値の広範な理解を促進する積極的
な努力を支援する機会を模索しています。
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安全保障と人権に関する自主原則に沿って、政府と治
安部隊と建設的に協力し、当社の施設を確保する人  々
によって個人および地域社会の人権を尊重すること
を奨励したいと考えています。

対応に注意を要する国との取引における 
高レベルのケア

私たち全員は、当社が操業している際は常に、禁輸制
裁、経済制裁、輸出入規制、貿易、反ボイコット規制な
どを含め、すべての適用される規則に従わなければ
なりません。

特に、販売および購入チームは、顧客の注文を受け
入れるか注文書を発注する前に慎重な確認を実施し
なければならず、Imerysとの商取引が、禁止された
国、禁止されている事業領域、および/またはブラック
リストに載っている個人や企業の利益のために行わ
れていないことを確認する必要があります。

完全で公正な競争の促進

公平で倫理的な競争への私たちの専心とは次のこと
を意味します。すなわち、不法に行動したり、不当に
競合したりすることによって、ビジネスを獲得したり、
顧客関係を維持しようとしない、ということです。当社
は、独占禁止法および顧客、サプライヤー、競合他社
との公正な取引に関する法律および規制を完全に遵
守し、権利を尊重します。

競合他社との間で、何らかの合意や理解を提案した
り受け入れたりすることは決して行ってはなりません。 
これは製品やサービスの売却に関する完全かつ公正
な競争を制限する可能性があります。これには次が含
まれます。価格の固定または管理。談合入札。製品、
市場または地域を割り当てること、または製品の製
造、販売または生産またはサービスの提供を制限す
ること。

競合他社、顧客または供給者間のコミュニケーション
が生じる事業者団体活動やその他類似の状況に関与
する場合には常に、これらのコミュニケーションや共
同活動における独占禁止の制限に特に注意を払わな
ければなりません。

不適切な支払いとビジネス贈答品の回避

当社は、事業を取得または保有したり、当社のその他
のビジネス上の利点を確保することを目的として、フ
ランスまたは外国政府の職員に支払いをしたりまた
は何らかの価値のある贈答品や招待を提供したりす
ることを禁じています。

当社はまた、雇用者への義務への違反を促すことを
目的として、民間企業の任意の受領者に支払いをし
たり何か価値のある贈答品や招待を提供したりするこ
とを禁じています。

公正な競争の公平で統一されたルール
当社は、Imerysの製品とサービスの品質に基づいて

競争することを約束します。当社は、当社が事業を展開
しているいかなる国においても、いかなる形態の

贈収賄も容認せず、贈賄防止法および腐敗防止法を尊
重します。これは、当社の製品やサービスに関する判断
に影響を及ぼすための不正な支払い、不適切なビジネ
ス関連の利益の創出、ビジネス取引のタイミングへの
影響、または贈収賄や腐敗によりImerysの評判を損な
うすべての違法な支払いを対象としています。
同様の理由から、Imerysのいかなる人物も、会社に対
する義務や意思決定に影響を及ぼす可能性のあるビジ
ネスパートナーまたはその他の人物からの支払い、贈
答品や招待を受領することはできません。

便宜を払ってもらうための支払い
「便宜を払ってもらうための支払い」とは、ルーチン業
務や必要な措置（本来であれば、「便宜を払ってもらう
ための支払い」の支払人が合法的にそれを受ける権利
を有するもの）の履行を確保または迅速化するために

なされる非公式の小額の支払いです。一部の国や地域
では違法である場合があります。
このような支払いが、司法管轄で禁止されていない状
況における場合でも、当社では「便宜を払ってもらうた
めの支払い」の支払いを禁じています。これは、当社が
操業するあらゆる場所において、倫理的なビジネス行
動を確保するにあたりリーダーシップに深く関与してい
ることの一例です。
しかし、Imerysの従業員、代理店、またはビジネスパー
トナーが、その健康、安全、およびセキュリティを危険に
さらす可能性がある極端な状況に従業員が直面する可
能性があることを、当社でも認識しています。このよう
な極端な状況下で「便宜を払ってもらうための支払い」
が行われる場合、それは帳簿および経理記録に正確に
計上される必要があります。

最高の倫理観をもって他者を扱うことは、長期的な 
業績を上げるための基本です。

http://www.voluntaryprinciples.org/
http://www.voluntaryprinciples.org/
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汚職リスクの防止と検出

すべてのImerysの従業員およびアソシエイトは、一切
非難の余地のない方法で行動し、職務遂行時におけ
る汚職の防止および検出のためのImerysの措置を
遵守する必要があります。これらの措置は、Imerysの
贈収賄防止方針に定められています。

親会社の拠点をフランスに置くImerysグループ
は、2016年12月9日フランス国「Sapin2」法の規定の
対象となりました。Imerysの贈収賄防止方針は、第
17条II, 1において規定される贈収賄行為の防止行動
規範として機能します。

贈収賄防止方針は、グループの従業員またはアソシ

エイトが職務を遂行する際に遭遇する可能性のある
汚職および優越的地位の濫用について定義および説
明しています。 禁止されている行動の種類を説明し
の説明、グループの内部方針および手順が参照でき
ます。を参照します。採用方針、内部告発方針、贈答
品およびホスピタリティの手順、利益相反の手順で
す。

贈収賄防止方針はブルー・ブックに記載されており、
全グループ企業におけるすべての従業員およびアソ
シエイトがアクセスできます。 また、グループの主要
な使用言語に翻訳されています。

贈収賄防止方針は、フランス国におけるImerysグル
ープの事業所の内部規範（Règlementintérieur）の
一部でもあります。
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