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WRIGHT 従業員の皆様

2011年に、私は計り知れない可能性を秘めたこの会社に入社しました。
当社の変化と業績を振り返ると、私は当社が従業員の意欲を高め、顧客を
満足させ、株主の要求に応える方向に向かっていると確信しています。当社
には、革新的かつ品質の高い製品、素晴らしいパイプライン、さらに四肢／
バイオ医薬品分野でのグローバル展開による成長戦略があります。さらに
重要なことは、当社には違いを生み出そうと熱心に取り組んでいる従業員
がいるということです。

すべての株式公開企業は、何らかの形で業務行動規範（以下「本規範」）を
定めています。規模に関係なくほとんどの会社には、ミッションステートメン
トやビジョンステートメントをはじめ、中心となる価値観や原則があります。
どの企業においても、差異化を図る要因となるのは間違いなく従業員です。
当社は日々、変化を恐れない当社の価値観だけでなく、最高水準の倫理
観に基づいた行動にも取り組んでいます。当社は、従業員が職場や日々の
仕事に愛着を感じるよう、従業員の意欲を高めるような環境を醸成します。

本規範は、当社が業務を行う方法について従業員、代理人、顧客および株主に向けた最も基本的な文書
とステートメントで、日常の業務取引についての基本的な法的かつ倫理的に考慮すべき事項を説明してい
ます。当社は、整形外科用品関連の上場多国籍企業で、競争が激しく、複雑かつ厳しく規制されている 
市場において成長戦略を実行しています。その状況下で的確または最善の回答を見つけるのは、必ずし
も単純なことでも容易なことでもありません。本規範は、あらゆる法的問題を網羅するものではなく、あら
ゆる状況に対する解決策を与えるものでもありませんが、諸原則はWrightの最善の利益となる健全で倫
理的な決定を行う際の指針として役立つものです。疑義が生じた時は、本規範で説明されているように、
より明確にすることが求められます。

どんな時にも明言できることがあります。当社は、高品質な製品を安全かつ効果的な方法でご使用いた
だくことで、患者の生活を改善することに取り組んでいます。当社は、お互いを尊重することを求める環境
を醸成しています。当社の従業員は、自分自身に、従業員相互に、また当社の顧客や株主に対して誠実で
あり続けます。したがって、当社は正しい行いをします。

本規範で求められている倫理的行動を、皆さんは日々実行しなければなりません。Wrightが四肢／バイオ
医薬品分野でのファーストチョイス（最初に選ばれる会社）となるために取り組んでいただいている皆さん
に感謝申し上げます。

今後とも、よろしくお願い申し上げます。

ロバート・J・パルミサノ（Robert J. Palmisano）
代表取締役社長兼CEO
Wright Medical Group N.V. 
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「私は当社が従業員の 
意欲を高め、顧客を満足させ、 

株主の要求に応える方向に 
向かっていると確信しています」

ロバート・J・パルミサノ（Robert J. Palmisano）、社長兼CEO
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当社の変化を恐れない 

価値観は、当社の企業文化にも 

表れています 
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はじめに

本業務行動規範（以下「本規範」）は、Wright Medical Group N.V.およびその子会社の
全職員に適用されます。当社は、コンプライアンスと最高水準の倫理観に基づいた行動に
取り組んでいます。

本規範の最も基本的な原則は、従業員が当社を代表して実施する業務はすべて、高い水
準の業務上の倫理と個人的な倫理を満たすのみならず、すべての適用される法律、規制、
当社の方針を遵守しなければならないということです。本規範は、すべての疑問に対して
明確な回答を与えることはできませんが、共通の倫理的かつ法的な問題に関する一般的
な指針を従業員に提供することを目的としています。この指針は、Wrightの業務上の信用
を保つために極めて重要なものです。したがって私たちは、適切な行動方針に関する助言
を求めるべきタイミングの判断など、最終的には自らの良識により、こうした基本原則を
遵守する必要があります。

当社の変化を恐れない価値観は、当社の企業文化にも表れています。当社は価値を重視
する組織であり、従業員、関連会社、管理職、および取締役に対し、変化を恐れない価値
観を日々示すことを期待しています。

本業務行動規範は、当社の企業倫理、原則および変化を恐れない価値観を重視しており、
個人と企業の責任について定め、また高いレベルの倫理・職業水準への継続的な取り組
みを支援するものです。本規範に従い業務を理解し実施することで、Wrightの各社員は
インテグリティ（誠実さ）とエクセレンス（卓越性）のロールモデルとしての役割を果たすこ
とができます。

最重要ミッション

当社は、四肢／バイオ医薬品分野に重点的に取り組みます。

熱心で献身的な従業員のチームワークにより、 
当社は革新的で付加価値のあるソリューションを提供し、 

全世界の患者の生活の質を向上させます。

当社は、コンプライアンスと最高水準の倫理観に 
基づいた行動に取り組んでいます。

目次に戻る
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会社の方針はどこで確認できますか？
重要な方針の多くは、会社のインターネットサイト
www.wright.comのコンプライアンス部門の
ページ上で閲覧可能です。会社の方針は、各部
門のページにあるイントラネットとエクストラ
ネットのサイト上でもご覧いただけます。本規範
とその他の会社の方針の冊子は、いつでも人事
部門またはコンプライアンス部門に依頼すること
ができます。

当社の規範もしくは法律に違反すると考える
任務を履行するよう上司から求められた場合
はどうするべきでしょうか？
率直、正直かつ業務にふさわしい態度で上司と
その任務に関する懸念事項について話してくだ
さい。監督者もしくはその他の人物から指示を
受けたまたは求められたという理由で、不法行
為を免責されることはありません。安心して上
司に話すことができないまたは別の助言が必要
な場合は、最高コンプライアンス責任者に連絡
してください。

個人的責任

社員の責任 – 本規範は私に適用されますか？ 

本規範は、Wrightのすべての従業員（正社員、パート社員および派遣社員）、役員、取締役会の
メンバーをはじめ、代理人、販売代理店、業務受託者および当社の代理で行動するその他の第三
者に適用されます。本規範は、これらの分類のいずれかに該当する個人を「社員」とみなします。
本規範のいかなる定めも、患者の看護と治療に関して医療従事者の独自の専門的判断に影響を
与えると解釈されないものとします。
すべての社員は、適用されるすべての法律および規制、本規範、当社の関連するすべての方針お
よび手順を遵守することに対して個人的な責任を負います。監督責任のある者はさらに、自らの
部下がそれらを遵守するよう監視、指示、促進する責任も負います。この責任には、部下が本規
範とその他のコンプライアンス方針の冊子を受け取り、コンプライアンスの研修を修了するよう
徹底することなどが含まれます。当社は、コンプライアンスに違反する行動を防ぎ、そうした可能
性のある行動を見つけた場合は可能な限り速やかに中止させ、本規範や関連する会社の方針、
適用される法律や規制に違反する者に対して懲戒処分を行うための取り組みを怠りません。

本規範に関する質問

業務取引の開始時に助言を得られれば、通常は問題を回避したり最小限に抑えたりすることが
可能です。後の段階になると、必要な変更を加えることで生じる困難が大きくなる場合がありま
す。常に、当社のコンプライアンス部門に速やかに相談して、不明な点を解消してください。本規
範に関する質問事項や懸念事項、あるいは日常の業務の中で生じるその他のコンプライアンス
関連の質問事項については、最高コンプライアンス責任者かコンプライス部門の一員にお問い合
わせください。社員は、コンプライアンス関連の問題に関して、Ask Us（問い合わせる）のリソース
を利用して質問をするか、助言と追加情報を得ることもできます。Ask Us（問い合わせる）を介し
てコンプライアンスの専門家に連絡するには、フリーダイヤル番号 +1 (800) 437-7056に電話
するか、askus@wright.comにEメールを送信してください。
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顧客が第一
シンプルなソリューションを提案
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リーダーがもたらす「違い」
監督責任のある者はさらに、自らの 
部下がそれらを遵守するよう監視、指示、
促進する責任も負います。この責任には、 
部下が本規範とその他のコンプライアンス方針の
冊子を受け取り、コンプライアンスの研修を修了する
よう徹底することなどが含まれます。 
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匿名の場合

倫理についてのクイック・テスト
明らかに不正である、または不正が疑われる行為は
しないでください。よく分からない場合には、問い合わせ
ましょう。
Wrightは、社員が適切な意思決定を行うことができるよう指導
することに努めています。次の「倫理についてのクイック・テスト」は、
以下の問いかけをすることで、特定の状況や行動について倫理性に 
疑問がある場合の判断材料として役立ちます。
• 合法的な行動か？
• 当社の価値観と一致する行動か？
• 実行したら後悔するような行動か？
• 配偶者や子供、家族にも躊躇なく打ち明けられるような行動か？

チームメンバーから方針違反
の通報を受けた場合、どうした
らいいでしょうか？
問題の可能性について知らされた
場合は、直ちにコンプライアンス部
門にその懸念事項を上申してくだ
さい。また、いずれかの既定の手段
を利用して報告するよう、チームメ
ンバーにも指示してください。

QA&
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違反を報告する責任

本規範もしくはコンプライアンス・プログラムのその他の点について違反を知った、またはその疑いが
ある場合は、直ちにその情報を報告しなければなりません。これは、WrightのTell Us（通報する）の
機密開示プログラムを利用して実行できます。このプログラムでは、問題や疑問事項が明らかになった
場合や違反の疑いがある場合、誰でも年中無休の当社の倫理に関する通報システムを使って機密 
開示を行うことができます。

o Wrightの最高コンプライアンス責任者に直接開示する場合：
• 米国内で電話する場合：(901) 867-4349 
• Eメール： ethics@wright.com

o  EthicsPoint（エシックスポイント）に匿名で通報する場合：
•  米国内で電話する場合：(888) 279-1924
• サイトへの直リンク：https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/22544/ 
 index.html 

現地の法律で認められている場合は匿名で通報することができますが、当社は、綿密な調査を適切
に実施するためにさらなる情報が必要な場合に連絡を取ることができるよう、皆さんには違反を報告
する際に身元を明かしていただくことを強くお願いしています。匿名であるかどうかに関係なく、通報
する場合は報告に関するすべての情報を秘匿にし、調査を実施する当社の担当者以外とはかかる
情報について話さないでください。

非報復

違反を通報する個人が、誠実な通報のせいで、報復の対象となることはありません。違反やその疑い
を誠実に通報する個人に対する報復を主導したまたは報復に加担した社員は、必要に応じて解雇を
含む懲戒処分の対象となります。



市場での誠実性

すべての社員は、市場で誠実さをもって行動することが求められます。適用される法律と規制、さらに
Wrightが定める会社の方針を遵守することで、これを成し遂げることができます。社員である皆さ
んは、研修を修了し、関連する法律、方針、およびコンプライアンスプロセスを理解することを求め
られています。
各社員には、本規範を遵守する義務があります。この義務を怠った場合、罰金や罰則の対象となっ
たり、当社の信用が損なわれたりする可能性があります。

医療従事者との関係

顧客とコンサルタントを含む医療従事者（以下「HCP」）とWrightの関係は、当社にとって非常に重
要であり、当社は最高の倫理基準を維持すべく断固として取り組んでいます。Wrightは、世界中の
様々な医療機器業界団体に加盟しています。これらの団体は、医学的意思決定が確実に患者の最
善の利益に基づいて行われるよう、企業とHCPとの倫理的な関係を促進する義務を認識しています。
HCPとは、以下の個人または組織をいいます。

• 患者への医療サービスおよび／またはその製品の提供に関与している者 

• Wright製品の購入、リース、推奨、使用、購入またはリースの手配、もしくは処方を行う 
立場にある者 

• 直接的なサービス提供者、およびWright製品を購入、リースまたは推奨する意思決定に 
関わっているその他の者

• 購入代理人、医師の実務管理者、および共同購買組織の管理者 

どのような状況においても社員は、誰に対してもWright製品の購入、リース、推奨、使用、または購
入、リース、使用の手配を行うよう違法に勧誘する（または違法に勧誘しているととらえられる）行動
に関わってはいけません。これらの協調的な関係が高い倫理基準を確実に満たすようにするため
に、HCPとの関係は、適切な透明性を確保し、適用される法律と規制を遵守したものでなければな
りません。以下のセクションでは、一部の一般的な関係について追加の指針を定めています。
HCP向けの研修プログラムは必ず、適用される法律、規制、倫理規範に沿って実施します。

HCPとの関係に関わる事項のサポートは、どこで
得ることができますか？
医療従事者との関係に関する別の指針については、ご自
身の地域のFAQ文書を参照するか、Wrightのコンプライ
アンス部門の専門業務のチームメンバーにお問い合わせ
ください。
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さらに高い倫理に取り組むため、Wrightは、AdvaMed、MedTech、
およびMecomedなどの世界的な医療機器業界の任意団体に参加して 
います。社員は、www.advamed.org、www.medtecheurope.org、または 

www.medec.orgで詳細を確認することができます。 
目次に戻る
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変化を可能に 

現状に挑戦する
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品質方針
品質、製品の安全性、および 
規制遵守の取り組みにより、当社は 
四肢／バイオ医薬品においてファースト
チョイス（最初に選ばれる会社）となってい 
ます。当社は、継続的な品質改善、適用される 
すべての規制基準の十分な遵守、また高品質の 
製品とプロセスに専念する熱心な従業員により、これを
成し遂げています。顧客のクオリティ・オブ・ライフを改善 
すべく当社は、リスクを特定し軽減するよう努めています。

目次に戻る
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臨床試験 
臨床試験は必ず、適用される法律、規制、倫理規範、および医療に関する基準（動物の扱いに関する基準
など）を遵守して実施します。

食事
正当な業務上の打ち合わせの一環として、社員は簡素な食事を時折提供できます。正当な業務上の関
心がない個人は、業務ミーティングには出席しないでください。詳しい指針については、地域のよくある
質問（以下「FAQ」）を参照してください。

贈答
現金または現金同等物は禁止されています。真正に合法的な目的による贈答品の提供または申し出
は、現地の法律および広く行われている慣習で認められている場合に限り、許可できる場合がありま
す。そのような贈答がその地域で適用される会社の方針または手順で容認されていることを確認する
ため、また贈答の適法性について相談するため、贈答の申し出または提供の前に、コンプライアンス部
門に連絡するか地域のFAQ文書を参照して詳細な指針を確認してください。

コンサルティング契約
当社は、コンサルティングサービス、調査の実施、諮問委員会への出席、あるいは正当な必要性が確認
済みでかつ当社が適正市場価格を支払うその他の真正なサービスの実施に対して、HCPに報酬を支
払うことができます。但し、当該契約が書面によるものでかつ上級管理職が承認した場合に限ります。

政治献金および不適切な支払い
Wrightでは、社員が政治的性質の可能性がある地域活動に自由参加することができます。当社の資
金や資産を政治献金の資金源として利用することや、政党、選挙候補者または政治活動に対する献金
の払い戻しを行うことはできません。また、いかなる政治活動への参加も、勤務時間中ではなく個人的
な時間に、個人で費用を負担して行ってください。

私の顧客に特化した製品に関するマーケティング
資料を作成できますか？
社員は、マーケティング資料を独自に作成したり配布し
たりすることを禁止されています。Wright製品のブラン
ド、ラベル表示、または使用に関わるすべてのプレゼン
テーション、マーケティング資料などは、FDAにより承認
されている通りの製品表示を確実に遵守するため法務
部門および規制管理部門の承認を得てください。

当社の承認を得ることなく承認済みの 
販促資料を修正、変更、マーキング 
または訂正することは認められて 
いません。さらに、期限を経過した、 
もしくは古い販促資料の配布や 

使用もできません。

違法な勧誘には、Wright製品の購入、リース、推奨、使用、購入またはリースの手配、処方を行うよう
HCPに影響を与える、もしくはHCPを説得する意図を含みます。勧誘は、保証、キックバックまたは賄賂と
いう形をとる場合があります。雇用の機会、コンサルティング契約、またはその他の方法でのHCPへの 
払い戻しを確保する約束が、保証になることがあります。キックバックや賄賂は、以下のような様々な形で
行われる場合があります。
• 現金、またはギフト券や商品券などの現金同等物
• 休暇または余暇目的の旅行
• 豪華な食事、観劇またはスポーツ観戦の入場券などの接待
• ロゴつきの販促商品を含む無料の商品
• Wrightの承認を得ていない慈善寄付
• 友人や親族へのビジネス機会
• 将来の支払いまたは雇用の約束
• コンサルティング契約を装うこと

QA&
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FCPAに基づいて外国公務員とみなされる対象者は？
「外国公務員」は幅広く定義され、以下の者が含まれます。

外国の政府またはその部局、機関もしくは支部、または公的国際機関の 
職員または従業員、あるいは当該政府またはその部局、機関もしくは支部を 
代表して、または当該公的国際機関を代表して公的立場で行動する人物。

例えば、この定義に基づくと、公立病院に勤務するHCPは、外国公務員とみなされます。 
詳しくは、地域のFAQを参照してください。

すべての業務関係における誠実性に対する当社の取り組みは、政府職員との関係にも適用されま
す。当社の規範では、すべての社員が倫理的に健全な業務上の意思決定を行うことを義務付けて
います。その意志決定には、利益相反を生じたり不適切な支払いを助長したりする可能性のある活
動を特定し、管理することを含みます。「不適切な支払い」という用語は、Wright製品を使用する、も
しくはその他の形で当社に商業的な利益や優位性をもたらす行動をとる（またはそうした行動をとら
ない）インセンティブとして、あるHCPに対し、直接または間接を問わず、有形もしくは無形の有価物
を提供または贈与する、あるいはそれらの提供や贈与を約束することを意味します。「有形もしくは無
形の有価物」には、現金、現金同等物、接待、食事、寄付またはその他のサービスもしくは贈答品が
含まれますが、これらに限定されません。
会社の資金、資産または施設は、賄賂、キックバックまたは任意の人物に行われたその他の支払
いなど、不適切な支払いに使用することはできません。さらに社員は、個人の資金を使い、HCPが
当社の製品を推奨、使用、または購入するよう影響を与える目的で、行政措置に影響を与える目
的で、または（現地の法律または倫理的基準に基づき）不正もしくは違法なその他の目的で、不適
切な支払いを行うことを禁止されています。

贈収賄および腐敗行為防止法 (「ABAC」)
世界的に、政府と企業との間の倫理的な行動を強化するために、贈収賄および腐敗行為防止法が
制定されています。これらの法律に基づき、不当な優位性を生じさせる目的で、個人あるいは企業
が認識しつつまたは故意に、現金もしくは有価物を申し出る、支払う、求める、または受け取るこ
とは禁止されています。贈収賄および腐敗行為防止法には、以下の法律が含まれますが、これら
に限定されません。

•  米国海外腐敗行為防止法（以下「FCPA」）の賄賂禁止条項は、次のいずれかの者に支払われ
る賄賂に適用されます。1) 外国公務員、2) 外国政党職員、3) 外国行政官候補、4) 支払いの
全部または一部がこれらの3つの分類のいずれかに該当する個人に対して提供、贈与、また
は約束されていることを認識している人物。

•  英国贈収賄防止法には、賄賂を申し出る、約束する、贈与すること（贈賄）に加えて、賄賂を要求
する、受け取ることに同意する、受け取ること（収賄）に対して適用される一般的な犯罪が2つ
定められています。商業賄賂と外国公務員の贈収賄です。外国公務員には、英国以外の国もし
くは領域における、あらゆる種類の立法職、行政職、または司法職に就く者を含みます（選挙
で選ばれたか、任命されたかは問わない）。

患者と処方者に関する機密情報の使用および保護
社員は、患者の機密の医療情報の保護に関する法律および規則を遵守することが義務付けら
れています。この保護される情報には、以下のいずれかに関連する、個人の特定が可能な
情報をすべて含みます。
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• 個人の過去、現在または今後の身体的もしくは精神的な健康または状態 

• 個人に対する医療提供 

• 個人に対する医療提供の支払い 

社員は、医師によるその患者への特定の製品の処方頻度に関するデータなど、処方者に関す
る情報を保護する法律や規則も遵守しなければなりません。患者と処方者に関する情報は機
密であるため、正当な業務上の目的を遂行するために必要な場合を除き利用できないことに
もご注意ください。これらの種類の情報の使用に関する制限は法域により異なり、往々にして
非常に厳格であるため、社員は、自身の法域で当該情報の使用に課されている制限に確実に
従う必要があります。

製品規制および品質コンプライアンス
品質は、これまでも、また引き続き今後も、Wrightの製品の特徴です。
Wrightは、当社製品の認可、製造、ラベル表示、流通業務に対し適用されるすべての法律お
よび規制を遵守して、業務を遂行します。したがって社員は、適用されるすべての品質基準お
よび安全基準に加えて、当社の既定の品質基準と管理手順を遵守して業務を遂行することが
義務付けられています。既定の品質基準と管理手順からの逸脱があった場合は、意図的か偶
発的かを問わず、グローバル規制・品質管理部門または最高コンプライアンス責任者に直ち
に報告してください。

広告および販促
当社の製品についてのすべての広告内容 (包装上の表示を含む）は正しいものであり、調和が
取れており、適切な事実に基づくものでなければなりません。公正かつ間違いのない広告は、
以下の目的で重要となります。

• 当社の誠実性と信用を保つため 

• 当社の製品の宣伝と販売において、虚偽広告を禁止する法律を遵守するため
• 食品医薬品局（以下「FDA」）が承認した商品表示に関してすべてのマーケティング戦略
で一貫性を維持するため
すべての広告内容および商品表示については、会社の方針遵守を確認すべく発表前に、
適切な危機管理の職務部門（例えば、規制管理部門と法務部門）によるレビューが必須
となります。
製品規制および品質コンプライアンスの別の指針については、グローバル規制・品質管理
部門にお問い合わせください。

情報が個人を特定する場合、あるいは個人を 
特定するために使用され得ると考える合理的な 
根拠がある場合、その情報は個人を特定可能な医療情報と 
みなされます。
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業務における倫理

本規範に基づくグローバル行動基準

Wrightの業務活動は、複雑な法律と規制の中で遂行されます。世界的に展開している企業の場
合、そうした法律や規制は地域ごとに異なります。社員は、自身の業務活動がその地域に関連す
るすべての法律と規制を確実に遵守するよう努める責任を負っています。社員は、現地の法律と
規制のみならず、関わっている業務活動が当社の業務行動規範、およびその他の適用される方針
および手順も確実に遵守するよう努めなければなりません。

本規範は、社員が従わなければならない法的かつ倫理的要件について完全な議論を行うもので
はなく、米国内外で当社の業務を遂行する際に社員が随時直面し得る多数の共通の問題につい
て、社員に注意喚起することを目的としています。多くの場合、当社のコンプライアンス・プログラ
ムには、全世界のまたは地域の方針や手順が含まれており、それにはかかる問題についてさらに
詳しい指示事項が定められています。これらの方針や手順の一部は本規範に参照されています
が、より具体的な方針や手順が適用される状況を判断する責任は社員が負っています。懸案の活
動の合法性について何か疑いがある場合には、その活動が行われる前に最高コンプライアンス責
任者またはコンプライアンス部門の一員から助言を求めてください。

サプライヤーとの関係
当社はそのサプライヤーと公正かつ誠実に取引を行います。すなわち、サプライヤーと当社の関
係は、何よりも価格、品質、サービスおよび信用に基づき構築されています。サプライヤーと取引
する従業員は、自らの客観性を慎重に維持する必要があります。具体的には、従業員は、サプラ
イヤーもしくはサプライヤー候補から、その製品や価格の客観的な評価に支障を来す、または支
障を来すととらえられるような個人的恩恵を受けたり、要求したりしてはなりません。従業員は、
しっかりした判断に基づき、かつ慣習的な商慣行の範囲内で、わずかな価格の販促商品または適
度な接待を提供したり、受け入れたりすることができます。

利益相反
Wrightの利益相反についての指針は、当社が業務を遂行する倫理的枠組みを定めることを目
的としています。Wrightのすべての社員は、個人的な検討に基づく優遇や配慮をせず、またそ
うすると見られることなく、会社の最善の利益を考えて取引関係（例えばサプライヤーや顧客と
の取引関係）を管理する必要があります。この指針は、社員が利益相反につながりうる状況を
把握し、それに対処する際に、一般的な指針を提供することも目的としています。

第
3章

：
 

利益相反は、例えば、家族の一員がWrightに製品やサービスを 
提供するサプライヤーに雇用されている、あるいは関わりがある場合
に生じる可能性があります。また、皆さんあるいは家族が出資している 
パートナーシップや法人、他の企業に関しても生じる場合があります。
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調和
チームとして同じ方向を目指す
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利益相反
利益相反があることは、必ずしも 
業務行動規範の違反とはなりませんが、 
利益相反の事実の開示を怠ったことになります。
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利益相反は、Wrightに対する自らの不断の商業的忠誠を誓う社員の義務が、他から派生する
実際もしくは潜在的な利益により損なわれる際に生じます。当社は、Wrightに対する社員とし
ての義務の遂行を妨げない限り、社員が自由に投資を行い、社外の利益に関与することを阻害
または制限することを望んでいません。同時に、皆さんは、Wright名義で取引する際に自らの
判断に影響を及ぼしうる（または影響を及ぼすと見られる）あらゆる種類の金銭的、または個
人的な利益を回避する必要があります。
すべての社員は、当社を最優先として健全な判断を独自に下すことの妨げとなる可能性のある
投資や付き合いを、避ける必要があります。自らの行動や利益のみならず、家族や個人的な友
人に対しても配慮が必要です。利益相反につながる可能性のあるすべての状況を説明すること
はできませんが、避けるべき活動の例を以下にいくつか挙げて説明しています。

• サプライヤー、競合他社、または競争者に対して明らかな金銭的利害を持つこと
• Wrightが購入した機器、用具もしくは資産、またはWrightが販売した製品を投機または
取引すること

• サプライヤー、顧客、または競合他社からの現金、贈答、接待またはその他の利益（適度な
価格を超えるもの）を誘導または容認すること

• 提供者への責務が明示または黙示されている場合に、贈答またはその他の利益を誘導ま
たは容認すること

• サプライヤー、顧客、または競合他社とのコンサルティング、またはそれらにより雇用される
こと（Wrightの業務上の利益にまったく無関係なボランティア活動を除く）

• 個人的利得のために当社のリソース、時間および施設を利用すること 

• 当社が合理的に関与できる権利を得る可能性がある事業機会を、最初に当社が利用でき
るようにせず、不当に利用すること

すべての状況が明白なわけではありませんが、然るべき当社の職員への開示および承認があ
れば、利益相反は回避が可能な場合があります。利益相反の可能性について質問がある場合
は、最高コンプライアンス責任者に助言を求めてください。

独占禁止および競争
市場での当社のビジネス活動は、適用されるすべての独占禁止法、競争法、取引慣行関連法、
およびそれらの規制（以下総称して「独占禁止法」という）に従って実施されなければなりませ
ん。かかる法律の目的は、自由市場原理において公正な競争を確保し、独占または独占の試
みや、取引を制限する共同の活動など、不公正な取引慣行を禁止することにあります。
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これらの法律は複雑なため、以下の場合にはジェネラル・カウンセルまたは最高コンプライアンス責任者
に助言を求めてください。

• 競合他社との接触があるすべての場合
• 特定顧客への特別待遇が考慮されている場合 

• 特定の議論または活動について、独占禁止法に違反する可能性があると疑いをもった場合

独占禁止法の違反はWrightのみならず、社員個人にも深刻な結果をもたらします。以下に禁止されている
行動の例を説明します。

• 取引制限について競合他社と協定や合意を結ぶこと（例えば価格操作や、市場、領域もしくは 
顧客の分割または配分、第三者の排除など）

• Wrightの製品に対して顧客がつける価格、または顧客が再販でつける価格について、 
顧客と協定や合意を結ぶこと

• 複数の競合する顧客に対して、競争を制限する目的で、類似の製品を異なる価格で販売すること
• 販売促進料またはサービスに関して、ある顧客を別の顧客より好遇すること
• 違法な抱き合わせの取り決めを行うこと（例えば、ある商品を購入する際に別の商品の販売、 
ライセンスまたは貸し付けを義務付けること）

• 競合他社と、価格またはその他の機密情報のやりとりを行うこと
• 市場での優越的地位を濫用すること

経済制裁、ボイコット、および輸出管理
グローバルに展開している企業としてWrightは、米国またはWrightが業務を行うその他の国のすべての
経済制裁、輸出管理、反ボイコット、外国為替、その他の貿易管理に関する法律を遵守します。Wright 
名義で国境を超えて商品またはサービスの移転に関わっている社員は、その地理的場所に関係なく、適用
される法律を遵守しなければなりません。

紛争鉱物
私たちが一員である国際社会を支援する当社の取り組みにおいて、Wrightは、紛争鉱物に関連する 
開示と行動について規定している適用される法律と規制に従います。

サプライヤーの基準および人権
Wrightとその直接のサプライヤ－は、製造された商品や製品を当社に提供する際に
適用される法律と規制、特に奴隷人身売買に関するこれらの法律を、遵守するこ
とが義務付けられています。
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第
4章

：
 職場での誠実性

Wrightは、当社のあらゆる分野における均等な雇用機会の提供に加えて、従業員が尊重され満足を
感じ、正当に評価される職場の確保に取り組んでいます。

均等な雇用機会
均等な雇用機会は、採用や雇用、報酬、福利厚生、昇進、降格、任務、異動、啓発、レイオフ、研修、学費
補助、社会プログラムなど、雇用のすべての段階に関連しています。マネージャーは、職務関連の意思
決定に差別的な動機がないこと、またそうした動機に見えることさえ断固として排除する必要があるこ
とを、確認しなければなりません。
当社は以下の理由での、資格ある従業員や応募者に対しての差別を容認しません。

• 人種、皮膚の色、民族、または国籍
• 性別、性自認、または性的指向
• 年齢
• 宗教
• 障害
• 兵役経験
• その他の法的に保護されている事由

これらの特徴に基づいて採用の判断をすることはWrightの方針に違反し、特定の国の法律の下では
違法となります。自身が法律に反する雇用による差別の対象となると考える場合は、直ちに上司、人事
部に相談するか、www.ethicspoint.comを介して差別行為を内密に報告してください。倫理関連の
報告窓口の詳しい情報については、本規範の第1章- 違反を報告する責任を参照してください。

ハラスメントのないこと
Wrightの目標は、個人の仕事の業績を妨げる行動がないような職場環境を作ることです。当社は、従
業員の採用、評価、昇進や、業務受託者との契約は、その技能、品行と実績に基づいて行います。これ
を念頭に置いて、当社は皆さんが尊厳と敬意をもって他者に接することを期待しており、特定の行為は
容認しません。受け入れがたい行為には、あらゆる種類のハラスメント、暴力、脅迫や差別を含みます。

当社は、職場でのハラスメントを禁止する適用されるすべての法律を遵守します。ハラスメントに
は、不快感を与えるような言語的、非言語的、または身体的な行為により、威圧的、敵対的ま
たは攻撃的な職場環境を作り出すことも含まれます。特に、倫理的または宗教的な言及や
敵意、性的な誘い、性的な接待の要求、その他の差別的な行為による緊張した雰囲気
は、当社の職場では禁止されています。セクシャルハラスメントには、快く受け入れ
られない性的な誘い、性的な接待の要求、言葉や身体による性的な性質をもつ
行為を含みます。従業員の仕事の業績を不当に妨げる影響のある、または
威圧的、敵対的もしくは攻撃的な職場環境を作り出している、性的性質
のある状況もセクシャルハラスメントとみなされます。

Wrightの雇用機会均等（以下「EEO」）
に関する方針について疑問がある場合
の問い合わせ先は？
Wrightの人事（以下「HR」）部が、EEOに関す
る疑問に対処することができます。さらに、当社
のイントラネットのHR部のページには、多数の
資料が掲載されています。

QA&
身体的接触は、明白な形のセクシャルハラスメントですが、セクシャル
ハラスメントとみなされる行動には他にどのような種類のものがあり
ますか？
セクシャルハラスメントは、様々な形で行われ、身体的接触だけではありません。
他の分かりにくい行為には、以下に説明されているものが含まれます。
• 外見に関する、性的に露骨であるまたは品位のないコメント
• 性的な意味を示唆している画像の表示
• 性的意味合いをもつ冗談、画像、文章または電子メールメッセージ
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エンパワーメント
権限を得て、正しく使う
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当社は、いかなる形式のハラスメントの対象となった従業員に対しても、自身の上司に通知するよう促し
ています。監督者（上司）が関与している場合は、Wrightがその問題を調査できるよう、監督者（上司）の
上長または人事部にその状況を報告してください。その問題に関する問い合わせについてはすべて、可能
な限り極秘扱いとなります。ハラスメントまたはその他の違法行為の報告は調査され、迅速に対処されま
す。調査で訴えが確認された場合、適切な是正措置が講じられます。

ソーシャルメディアポリシー
今日のソーシャルメディアの普及や使用を考慮すると、公共の場であるソーシャルメディアへの投稿は、た
とえ個人アカウントを使用した投稿であっても、Wrightの見方を反映したものと受け取られかねないこと
を意識しておいてください。したがって、インターネット上のあらゆるソーシャルメディアまたはネットワー
キングサイト（Facebook、Twitter、Instagram、LinkedInなど）、ブログ、チャット、掲示板、ニュースグルー
プなどを利用して他人と交流する際は、礼儀正しく丁寧かつ責任ある態度を心がける必要があります。
また、Wrightの従業員として、皆さんはインターネット上で当社またはその業務についての情報をどのよ
うな人物にも開示したり話したりすることが禁止されていることをご了承ください。但し、皆さんの通常の
任務の遂行において必要な場合はこの限りではありません。したがって、皆さんは、インターネット上の
ソーシャルメディアまたはネットワーキングサイト、ブログ、チャットルーム、掲示板またはニュースグループ
において、Wrightまたはその業務についての議論に参加したり、その情報を投稿したりすることは認めら
れていません。これは、虚偽または誤解を招くような情報に対して、Wrightを弁護しようとする目的での
み参加する場合も同様です。Wrightの公式ソーシャルメディアサイト上の素材の共有または再投稿は、当
社の方針に従う場合のみ許可されます。従業員が、明示または黙示を問わず、当社を代表する立場で自
身のサイトやページを公開することは禁止されています。
インターネット上のチャットルームやどのような場所でも、Wrightについての議論またはその投稿に関す
る情報を知った場合は、Wrightのメディア担当が適切に対応すべき方法を判断できるよう、直ちに
Wrightのジェネラル・カウンセルまたは最高広報責任者に連絡してください。

物質の不正使用 

Wrightは、薬物やアルコールの濫用のない職場環境こそがすべての従業員にとって健康で安全かつ生産
的であると考えており、その考えに基づいてアルコール・薬物禁止方針を設けています。従業員は、安全
かつ生産的に業務を遂行する能力を損なう可能性がある物質の存在または影響がない状態でいること
を求められます。従業員は、業務遂行能力を損なう物質や医学の専門家の指示に従わずに服用された物
質（アルコール、違法薬物、合法的な娯楽目的の薬物、処方薬を含む）の影響を受けている状態で業務を
遂行することはできません。また、職場においてこうした物質を所持したり、他者に販売、提供したりして
はいけません。

環境、安全、および衛生
Wrightは、危険を職場からなくし、適用されるすべての労働安全衛生に関する法律を遵守す
ることにより、社員に安全と衛生な業務環境を提供することに努めています。すべての従
業員は、職場での暴力の可能性がある、安全を欠く職場の状態、脅威および行動また
は状況（業者や顧客に関するものも含む）について報告する責任を負っています。

労働安全に関するコンプライ
アンスは、Wright内のどの
部署が責任を負っています
か？
衛生安全環境部（以下「HSE」）
には、効果的な労働環境管理の
実践により、Wright社内の衛生
および安全を促進する責任があ
ります。

HSEは、医学的監視、環境モニタ
リング、職場の疾病および傷害
の治療、火災安全、生物学的安
全性、化学物質安全性、実験室
安全性、施設・機器の安全性、
および従業員の安全性に関する
研修プログラムの分野における
業務を提供し、その指導を行っ
ています。

QA&
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当社は一企業市民として、清潔で安全、衛生的な環境を保全・推進する形で、すべての活動を行う義務を
認識しています。当社は継続して、当社の業務活動が適用される環境基準を確実に満たす、またはそれを
上回るような方法を追求します。当社の環境についての方針に従わなかった場合、当社と関連する個人、
ならびに当社の社員、私たちが業務を営み生活している地域社会に重大な影響が及ぶ場合があります。
Wrightが製造、加工、または販売する原料に健康や環境を損なうリスクがあることが分かった場合、上司
に直ちに報告してください。

資産の不正流用
従業員は当社の資産を保護し、それらが正当な業務上の目的に限り効果的に使用されるよう確認しなけ
ればなりません。窃取、不注意および浪費は、当社の利益に直接影響をもたらします。個人的な利得の有
無を問わず、違法または不当な目的で当社の資金または資産を使用することは禁止されています。当社の
資産が確実に保護され、適切に使用されるよう、各従業員は以下に説明されていることを行わなければ
なりません。

•  適切な配慮をして、当社の資産の窃取、毀損または濫用を防止すること
• 当社の資産の窃取、毀損または濫用の事実または疑いを上司に報告すること
• 主として業務に関連する目的で、当社の電話システム、その他の電子通信サービス、資料、およびその
他の資産を使用すること

• すべての電子プログラム、データ、通信および資料を、他者による意図しない利用から保護すること

従業員は、すべての書面による通信に加えて、当社の電子または電話システムで送受信された、またはそ
れらに含まれている、すべてのデータおよび通信も当社の資産に含まれることを認識する必要があります。
従業員およびその他のこの資産の使用者は、これらの通信やデータに関するプライバシーは期待できませ
ん。法律で認められた範囲で、当社はすべての電子および電話による通信を監視することができ、監視する
権利を留保します。これらの通信内容は、法執行機関または政府の職員により開示の対象となる場合もあ
ります。

公正かつ誠実な交渉に関する公正な取引
すべての従業員は職場の同僚、当社の顧客、サプライヤー、競合他社およびその他の第三者との公正な取
引を義務付けられています。従業員は、特権情報の操作、隠蔽、濫用、不実表示またはその他の不公正な
取引業務を行うことを通じて、誰からも不正な利益を得てはなりません。

皆さんは、当社の 
業務活動に影響を
及ぼす安全・衛生・
環境に関する法律、
規制および会社の
方針を遵守しなけ
ればなりません。
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株主に対する責任

会社記録の誠実性と保存
Wrightの財務取引は、取引の実態が証拠となるよう正確に記録されなければなりません。すべての
会計記録は、適用される法律および関連する会計原則、規則および規制を遵守する方法で記録され
なければなりません。どのような場合も、資金または資産について意図された目的に関係なく、当社
の資金や資産に未記録のものがあってはならず、当社の帳簿および記録に意図的に行われた不適切
または不正確な記帳があってはなりません。
業務記録も、特定の管轄の法律に従い保存されなければなりません。当該のすべての記録は正確で、
法的要件を満たし、かつ政府または民間当事者が疑義を唱えた際にWrightが弁護を行えるよう、適
切に保存する必要があります。さらに社員は、当社またはその弁護士が定める文書保存に関する通
知を遵守する必要があります。記録が文書保存に関する通知の対象となるかどうかについての疑問
がある場合は、当該記録を廃棄または変更する前に法務部門にお問い合わせください。
当社の記録管理方針は、保存期間を含む会社の記録の適切な取り扱いについて、詳しく説明してい
ます。文書保存に関する通知の対象となるかどうかが確かでない場合は、当該記録を廃棄または変
更する前に法務部門のジェネラル・カウンセルにお問い合わせください。

公式届出書類およびコミュニケーション
当社の投資家や顧客は、当社が当社の製品や財務状況について正確な情報を提供することを期待し
ています。規制当局へのすべての提出物およびすべての公的なコミュニケーションは、明瞭かつ完全、
均等、正確、また期限内に行うようにしてください。
さらに当社は、以下に関連する者が誤認しないよう確保するために必要な関連事実を記載していな
い、虚偽の記載、誤解を与えるような記載、または不完全な記載を行ってはいけません。

• Wrightの財務諸表の審査 

• 政府機関に届出が必要な報告書の作成 

• 公式コミュニケーションの作成または伝達 

Wrightの製品または財務報告に関連する不正確な情報の伝達について知っている場合は、 
最高財務責任者、ジェネラル・カウンセル、または最高コンプライアンス責任者にその旨を速や
かに報告してください。

QA&
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会社の資産のうち、知的財産と見な
されるのはどのようなものですか？
知的財産には、当社の商標、ブランド、ロゴ、
著作権、発明、特許および営業秘密が含ま
れます。Wrightの知的財産には、社員の
作業成果物も含まれます。



サステナビリティ
安定した利益へ
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訴訟手続、政府およびメディアからの問い合わせ 
当社に関連するすべての政府の照会、情報開示、現地訪問、調査、通知、およびすべての民法もしくは刑法上
の喚問状、訴状、召喚状またはその他の裁判所の書類は、ジェネラル・カウンセルに直ちに転送し、適切に処
理する必要があります。政府当局もしくは社外弁護士より問い合わせを受けた、またはいかなる形式であれ訴
訟手続を送達された個人も、直ちにジェネラル・カウンセルに連絡してください。
どのような場合でも、照会や通知、または法的文書を受領した者は、まず問題をジェネラル・カウンセルに問い
合わせてから対応してください。社員は常に、政府職員に誠実かつ正直に対処することが求められます。
社員はメディア、金融アナリストまたは投資家から当社に関する問い合わせを受けることがあります。競合情報
および専有情報の機密を保持するWrightの義務に従い、公式な問い合わせに対応して、正確な事実に基づく
情報が提供されるよう確実にするために、または、市場が繊細に反応する金融およびその他の情報の選別的
開示を防止するために、メディアおよび金融アナリストまたは投資家からのすべてのそのような問い合わせに
ついては直ちに、最高広報責任者またはWrightが指定したメディア担当（現時点ではWrightのCEO、CFOお
よび最高広報責任者）に照会してください。メディア担当を除き、役員、取締役、従業員または代理人がWright
またはそのビジネスに関連して、メディアの一員、金融アナリスト、または投資家から質問を受けた場合は、
「ノーコメント」の回答をし、その問い合わせを最高広報責任者またはメディア担当者に転送してください。

重要内部情報の不正使用および証券取引
日常業務を遂行する過程で、Wrightまたは別の会社に関する非公開情報である「重要内部情報」とみなされ
る業務情報を利用することがあります。「重要内部情報」を自身の金銭的利益、または親族や友人、ブロー
カー、その他の者の金銭的利益のために使用することは、倫理的な問題のみならず、法律にも違反しており、
刑事制裁および重大な民事責任が生じる可能性があります。
Wrightはこれらの問題に対処するために別途、インサイダー取引および機密保持に関する行動規範を採択し
ました。本方針とガイドラインの冊子については、当社のイントラネットウェブサイトで閲覧するか、法務部門か
ら入手できます。

機密または専有情報
Wrightの社員として各個人は、当社の機密または専有情報にアクセスできる場合があります。競合他社、社外
のその他の個人もしくは組織、または業務情報を知る正当な必要性がない社内のその他の人物にその情報を
開示することは、禁止されています。競合に関するデータや、専有または機密扱いのデータを含む文書は、アク
セス制限とデータ暗号化を確保する基準を満たしたITソリューションを使用する従業員および社外の担当者以
外と共有しないでください。競合に関するデータや、専有または機密扱いのデータを含む文書は、適切な目印
を付け、パスワード保護を実施し、アクセスが限定されたネットワーク上の場所に電子的に保存する必要が
あります。基準を満たさないクラウドストレージソリューションを用いて電子情報を保存または共有する
ことは、固く禁止されています。
社員は、自身が機密保持の義務を負う他の第三者の文書または資料を、会社構内に持ち込む
こと（物理的か電子的かを問わない）も禁止されています。Wrightの方針では、元社員また
は他の第三者から得た当社の専有情報の不適切な使用も禁止されています。

機密または専有情報には、営業秘密、
技術、財務または業務についての性質の
機密情報など、一般的に公開されていない

Wright、その顧客またはサプライヤーの業務に 
ついての情報を含みます。
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サイバーセキュリティ
Wrightのシステムおよびデータを不正なアクセスから守るために、皆さんも適切な段階を踏んでいただ
く必要があります。たとえ不注意でも、それらが開示されればWrightの利益を損ない、場合によっては皆
さんが刑事・民事上の責任を問われる可能性があります。
最低限、以下の点を守ってください。

1.  強力な固有のパスワードを使用する：Wrightのシステムにアクセスする際のパスワードは、 
他のアカウントと共通のものを使用せず、また他人に知られないようにしてください。

2.  疑わしいリンクや、Eメールに添付されたファイルは開かない：常にブラウザにURLを手動で 
入力してください。

3.  フィッシング詐欺を警戒する：皆さんから情報を抜き取ることを目的とするEメールやリンクが 
存在します。

4.  ネットワークのパスワードや従業員情報、連絡先、その他の機密性の高い情報を、確認できない
発信元からの電話で話したり、直接対面している相手であってもその情報を知る必要性を確認
せずに教えたりしてはいけません。

知的財産
Wrightは、当社の成功に不可欠な複数の商標、特許、著作権および企業秘密を所有し使用しています。
当社の権利を保護するため、こうしたすべての知的財産を使用する社員は、適用されるすべての法律に従
う必要があります。
第三者は、使用にあたり正式な許可を得ることなく商標またはその他の知的財産を使用することは認め
られていません。Wrightの法務部門は、知的財産の使用についての許可に関する詳しい情報を提供でき
ます。さらに社員は、資料（例えば書籍、記事、雑誌、図面やロゴ）、写真（画像）、動画、または広告・販促
資料を不正に複写してはいけません。
当社の知的財産は、常に保護が必要な貴重な資産です。すべての社員は、慎重に当社の商標を適切に使
用し、当社の商標の不正使用、または紛らわしいほど類似した商標の他者による不正使用について法務
部門に連絡してください。同様に、当社は、他社の商標によく似た紛らわしい商標の使用を避けることで、
他社の商標権を侵害しないよう努めています。
Wrightの知的財産には、社員の作業成果物も含まれます。皆さんの仕事、会社の勤務時間、リソースま
たは情報を利用して皆さんが作成する業務成果は、Wrightに帰属します。さらに、従業員やその他の特
定の社員が考案または開発した発明は、(雇用契約で締結した開示書類の条件に従い）当社に開示する
必要があります。当社でその発明が専有情報として取り扱われるか、または特許法で保護されるかど
うかを判断します。当社が開発したか、ライセンスを取得したか、購入したかに関係なく、法務部門
の書面による事前の承認なしに、発明を使用または市販したり、特許のない専有情報を第三者
に開示したりすることはできません。

目次に戻る
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第
6章

：
 本規範の管理

コンプライアンス・プログラム
Wrightのコンプライアンス・プログラムの最も重要な要素が本規範であり、当社は他の方針、標
準業務手順書および指針を随時採択します。Wrightのコンプライアンス・プログラムは、方針と
手順、適用される法律と規制、企業研修ならびにこれらの監督を合わせて構成されています。

コンプライアンス責任者
Wrightの最高コンプライアンス責任者は、当社のコンプライアンス・プログラムの監督について
最終的な責任を負います。最高コンプライアンス責任者は、適切な当社の担当者の支援を受け、
研修の実施や、コンプライアンス確保のために策定された手順の見直しおよび監督に責任を持ち
ます。

調査
適用される法律、規制、本規範、関連する当社の方針および手順の違反および違反の疑いに関す
る報告はすべて、直ちに調査され、実行可能な限り秘匿に扱われます。調査は多くの場合、複雑な
法的問題を含んでいます。したがって、最高コンプライアンス責任者および／またはコンプライアン
ス・ガバナンス指名委員会（以下「NCGC」）が対処します。
その他の適切な当社の担当者または社外の第三者が調査の支援を行います。その一方で社員は
調査員に協力することが求められますが、独自の調査を行ってはいけません。調査が生じる状況
には複雑な法的問題が関わっているため、独自に行動することは、当社または調査の誠実性に悪
影響を及ぼす場合があります。
場合によっては、調査結果を踏まえ、是正措置および／または懲戒処分が必要となることもあり
ます。当社は、発行済みの段階的懲罰に関する人事の個人行動についての指針に従い、当該是正
措置を講じます。

違反の処分
Wrightは、本規範に従わない行為の発生を防止し、そうした可能性のある行動を見つけた場合
は可能な限り速やかに中止させ、本規範および当社の関連方針と手順、または適用される法律と
規制に違反する者を処分することを意図しています。その対象には、本規範および当社の関連
方針や手順の違反を検知するための適切な監督や監視を怠った個人も含まれます。
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本規範は
WRIGHTのコンプライアンス・ 

プログラムの最も重要な要素
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当社は以下を行う社員に対して、適切な懲戒処分を講じます。
• 法律、規制、本規範、または関連する当社の方針と手順に違反する行為を、直接的に、また特定
の状況では間接的に認める、またはその行為に参加する行為 

• 適用される法律、規制、本規範、または当社の関連する方針と手順の違反を報告しなかった、
または社員が知っている、もしくは知っているべきであった違反に関する情報を伏せる行為 

• （違反者への）適切な監督を怠った、または違反を生じる行為に関する注意や認識の不足を
示す行為

• 誠実に法律、規制、本規範、または関連する当社の方針と手順の違反を報告した者に対して、
直接的か間接的かを問わず報復する（または、他者にそれを行うよう促す）ことを試みる行為 

• 法律、規制、本規範、または関連する当社の方針／手順の違反について故意に虚偽の報告を
する行為 

懲戒処分は、違反の性質やその重大さによって判断され、解雇または当社との取引関係の終了を
含みます。

変更および権利放棄、公開

変更

Wrightの取締役会は、本規範の承認に対して責任があり、NCGCと最高コンプライアンス責任者
の両者の推薦を受けて、必要と判断される場合に本規範を変更することができます。コーポレート
コンプライアンス委員会は、最高コンプライアンス責任者の推薦を受けて、本規範に技術的、管理
上、またはその他の重要でない変更を加える場合があります。

公開

本規範の最新版は、Wrightのイントラネットおよびインターネットウェブサイトの両方で入手でき
ます。Wrightは、本規範の変更（技術的、管理上、またはその他の重要でない変更を除く）および
本規範の権利放棄を、適用される法律、規則、規制、およびNASDAQの上場基準に従い公開しま
す。

権利放棄をするにはどうすればよいで
すか？ 
権利放棄を求める場合は、最高コンプライアンス
責任者に問い合わせてください。

QA&
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権利放棄

Wrightは、社員が常に本規範を遵守することを期待します。限定的かつ適切な状況では、
Wrightは本規範の条項の権利放棄をする場合があります。NCGCと最高コンプライアンス責
任者の両者の推薦を受けた場合、以下の通り権利放棄できます。

• 取締役会のメンバーまたは執行役員が権利放棄する場合は、取締役会によってのみ権
利放棄できます。

• 取締役会のメンバーまたは執行役員でない者の権利放棄の場合は、（最高コンプライア
ンス責任者の推薦を受けて）取締役会、コーポレートコンプライアンス委員会、または最
高経営責任者のいずれかによってのみ権利放棄ができます。

行動 
規範

方針および 
手続

作業指示書

ジョブ・エイド
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「™」および「®」は、それぞれWright Medical Group N.V.またはその関連会社に帰属する 
商標および登録商標を表します。©2019 Wright Medical Group N.V.またはその関連会社。
無断複写・転載を禁じます。 

AP-012026A_24-Jun-2019

1023 Cherry Road
 Memphis, TN 38117
 800 238 7117
 901 867 9971
 www.wright.com

56 Kingston Road
Staines-upon-Thames
Surrey TW18 4NL
United Kingdom
+44 (0)845 833 4435

161 Rue Lavoisier
38330 Montbonnot Saint Martin
France
+33 (0)4 76 61 35 00

「WRIGHTは、 
勝つべく創られた会社です。」
ロバート・J・パルミサノ（Robert J. Palmisano）、 
社長兼CEO

http://www.wright.com/
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