
Park-Ohio Holdings Corp. の
経営行動規範および倫理



「パーク・オハイオ社では、整合性に基づいて行動し、倫理を優先する責任を有しています。
世界中の数多くの国で活動する企業グループとして、法的または倫理的に正しい道は必ずし
も明確ではありません。この業務倫理行動規範は、業務を遂行するあらゆる場所で順守する
必要がある基本原則を規定することで、皆様に正しい道を進んでいただくためのものです。
この規範を作業に適用し、同僚およびチームで共有し、例として常に参照してください。

問題が起きた場合には、質問を挙げて、コンプライアンス局および法務部に支援を依頼して
ください。不適切な行動をどんな形でも観察した場合は、当社の会社リソースまたは倫理
ホットラインに報告してください。善意の報告をした人に対する報復が黙認されることはあ
りません。

パーク・オハイオ社のさまざまな整合性遺産を保護することにコミットしてくださり、あり
がとうございます。パーク・オハイオ社の目標を正しい方法で実現するために皆が協力する
ことで、会社として最大限の成功を収めることができるでしょう。」

Matt Crawford

会長兼最高経営責任者

Matt Crawford、会長兼CEOからのメッセージ
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経営陣責任

➢ 経営陣は、本規約の遵守を強化し、従業員が報復行為
を恐れることなく、問題や疑問を提起することができ
る環境を助長するうえで特別な責任を負う。潜在的な
不正行為を認識した場合、管理者はParkOhio コンプラ
イアンス責任者、ParkOhio 最高法務責任者、または倫
理委員会のメンバーに報告する必要がある。管理者が
疑わしい不正行為について自らで調査を行うことは禁
じられている。

トレーニング

➢ すべての従業員は、本規約に明示された事項のトレー
ニングを完了する必要がある。トレーニングは学習管
理システムを介して、ライブまたはオンラインで配信
される。トレーニングプロトコルは、ParkOhio コンプ
ライアンス局（Compliance Office）および人事部によっ
て運営されている。また、補足的なトレーニングは、
特定の従業員グループに固有のリスク領域に対応すべ
く提供される場合がある。

範囲

➢ 本規約は、Park-Ohio Holdings Corp.、そのすべての部署、
子会社および関連会社（総称して「会社」、または
「ParkOhio」と呼ぶ）、ParkOhio のすべての取締役、
幹部、役員および従業員（本規約においては「従業
員」と呼ぶ）に適用される。さらに、私たちには、弊
社の代理店、請負業者、サプライヤー、販売代理店、
顧客およびその他の共同事業者（総称して「ビジネス
パートナー」と呼ぶ）には、倫理的行動および弊社の
規定に一貫した態度で行動することが望まれる。会社
役員のみ、いずれの従業員に対しても本規約の規定を
放棄することが可能である。

法令等の遵守

➢ 私たちがビジネスを行うすべての場所において適用さ
れる一切の法律および規則を遵守することは本規約の
最低限の閾値要件である。法律または規則が不明瞭な
場合、もしくは、本規約と矛盾する場合、ParkOhio 法
務部またはParkOhio コンプライアンス局（Compliance
Office）に助言を求めることが必要である。

基本

mailto:pkoh.compliance@pkoh.com
mailto:pkoh.compliance@pkoh.com
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調査および訓練

➢ 会社は潜在的な不正行為をすべて報告調査し、
従業員には、任意の調査に関連して完全かつ真
実の情報提供への協力が期待される。

➢ 従業員が、弊社の方針、または法律、規約に反
した行為を行ったことが調査によって発覚した
場合、従業員は雇用またはサービスの終了およ
び潜在的な法的措置の対象となる場合があり、
このことには適切な懲戒処分が含まれる。

▪ 倫理委員会憲章および調査の手順を参照すること。

レポートおよび報復行為の禁止

➢ 本規約、内部の方針または、法律に関する違反
が発覚または疑われる従業員は、その事実につ
いて企業リソースまたは倫理ホットラインを通
じて、報告しなければならない。

➢ 会社は、正直で善良な報告を行う従業員を完全
にサポートし、調査による報告に協力する従業
員に対する報復行為を禁じている。報復行為は、
それ自体が本規約違反に当たり、懲戒処分とし
て、雇用またはサービスの終了が課せられる場
合がある。

▪ 内部告発および非報復方針を参照すること。

機密性の高いレポートと調査

https://app.convercent.com/en-us/Policy/Policy?policyId=f5e47556-08b5-e711-80d3-000d3ab0d899
https://app.convercent.com/ja-jp/Anonymous/IssueIntake/LandingPage/0eebe4b4-e81a-e711-80dc-000d3ab1117e
https://app.convercent.com/en-us/Policy/Policy?policyId=995f7ddf-0bb5-e711-80d3-000d3ab0d899
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➢ 贈答品、娯楽、接待、旅行、顧客イベントおよび
その他の謝礼は、正確に記録され、控えめで、低
頻度であり、合法的なビジネス目的のみとする。

➢ 会社の資金からの政治献金は禁止されている。ま
た、慈善団体への寄付は、正当な慈善目的および
利益の交換のための口実にしてはならない。

➢ 弊社は、顧客、政府関係者またはその他の第三者
に対する贔屓ではなく、利益に基づき、従業員ま
たはビジネスパートナーと連携している。

➢ マネーロンダリングは犯罪行為から派生した真の
資金源を覆隠するものである。現金での多額の支
払い、異例の資金源からの支払い、国家への、ま
たは国からの、あるいは取引とは関係のない実体
に関連した資金の移動、異様に複雑な案件、また
は記録の保持や要件の報告を回避しようとする企
図には、疑いを持って直ちに報告すること。

▪ 腐敗防止方針を参照すること。

贈収賄および汚職は固く禁じられている。

➢ 従業員が、いわゆる「支払いの円滑化」など、第三
者との間での賄賂の供与、授受、または申出は決し
て認められない。弊社は、賄賂、リベートまたはそ
の他の不正な支払いを行うことで、安全性よりむし
ろビジネスの機会を失いかねないこととなる。

➢ 賄賂は、現金のように明らかな品目ではなく価値の
あるものの授受が含まれることに留意すること。例
えば、賄賂は、非ビジネス旅行目的での支払い、慈
善寄付を通じての過度の寄贈品の供与、またはある
人への好意としての雇用によって行われる可能性が
ある。

➢ 販売代理店、代理店、コンサルタントおよび販売担
当者のような第三者の仲介人もまた、ParkOhio を代
表して、贈賄、申出または賄賂の授受が禁じられて
いる。弊社は、パートナーまたは事業を行うすべて
の第三者にも適切なデューディリジェンスを実施す
る必要がある。

腐敗防止

https://app.convercent.com/en-us/Policy/EditPolicySetPolicies?policySetId=d22d123b-63be-e711-80df-000d3ab6ebad#page-1
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弊社は、公平に競争し、敬意をもって顧
客に対応する。

➢ 弊社は、弊社の生産またはサービスに基づき顧客
を獲得し、競合他社を非難しない、または競合他
社に関する非公開情報を利用しない。

➢ 弊社は、顧客の信頼を維持し、すべての顧客デー
タおよび情報を保護する。従業員およびビジネス
パートナーは、正当な事業目的として必要な場合
だけでなく、法律によって許可された場合に限っ
ても、顧客情報にアクセスすることができる。

➢ 弊社は、事業を実施するうえでのすべての司法管
轄区域における独占禁止法および公正取引法を遵
守する。弊社は、価格設定、生産の制限、市場も
しくは入札の分離、または競争を制限する競合他
社との契約には決して合意しない。一般的な規則
として、従業員は、任意の競合他社と価格、顧客、
サプライヤー、生産計画またはその他の機密情報
について協議してはならない。

▪ 反トラスト方針を参照すること。

弊社は、完全および正確な業務記録およ
び財務データを作成する。

➢ 弊社の帳簿、記録、アカウントおよび財務諸表は、
適切に保管され、弊社の取引を正確に反映し、ま
た、適用される法的や会計の用途ならびに弊社の
内部制御システムに準拠しなければならない。

➢ 弊社は、公共のファイリングやレポートに記載さ
れている情報を、完全、公正、正確、適時および
分かりやすく、確実に開示の制御や手順の維持に
努める。

➢ 弊社は、内部および外部の監査人と協力して、コ
ミュニケーションを図ることを要求する。不当に
影響を与える、強制する、不正、または任意の内
部・外部の監査人に誤解を与えるような一切の行
為も禁止されている。

財務と会計 顧客と競争

https://app.convercent.com/en-us/Policy/Policy?PolicyId=9c25f720-d3c4-e711-80df-000d3ab6ebad#top
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➢ 従業員は、企業デバイス、コンピュータおよび
システムの安全性に十分配慮し、合法的な事業
の目的のためにのみ使用しなければならない。
従業員は、個人的なシステムまたは個人用の
メールアカウントを使用せずに、会社の業務を
遂行する必要がある。

➢ 弊社は、適用されるデータのプライバシー保護
法を遵守し、事業目的のためにのみ、ばらびに
必要な期間においてのみ、個人データを収集、
保持および使用する。明示的に許可された従業
員にのみ、個人データへのアクセスまたは取得
が許可されている。

➢ 従業員は、法令および規則を遵守するために国
境を越えて個人データの転送を行う前に
ParkOhio コンプライアンス局（ Compliance
Office）およびIT部門に相談しなければならない。

▪ データプライバシー方針を参照すること。

弊社は機密情報、会社の資産および個人
データを保護する。

➢ 詐欺行為は固く禁じられている。従業員は、ク
レジットカードの不正利用および虚偽の経費報
告書など、会社資産に関する窃盗、虐待、廃棄
に対して警告および報告しなければならない。

➢ 弊社の営業秘密、技術データ、マーケティング
計画、知的財産およびその他の独自の情報につ
いては、厳格に機密情報として扱い、不正な開
示から保護する必要がある。

➢ 従業員は、機密情報を使用したParkOhio 証券に
係る取引を禁止し、ParkOhio 証券についてのト
レーディング目的から他人とそうした情報を共
有することが禁じられている。

▪ インサイダー取引および公正情報開示方針を参照
すること。

情報と資産

mailto:pkoh.compliance@pkoh.com
https://app.convercent.com/en-us/Policy/EditPolicySetPolicies?policySetId=785e7dd2-bc8a-e811-80e6-000d3ab6ebad#page-1
https://app.convercent.com/en-us/Policy/Policy?policyId=21ce38a2-e5c3-e711-80df-000d3ab6ebad
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弊社は健全な環境および人権を支援

する。

➢ 弊社は適用されるすべての環境関連法を遵守す

る。環境管理責任者は適用される環境関連法お

よび行動を理解し、設備の定期的な監査に協力

する必要がある。

➢ 弊社は人権および社会的責任を支持し、人身売

買ならびに不本意な一切の労働形態を禁止する。

弊社は、ビジネスパートナーに対し、自らと同

様の基準を保持することを期待する。

弊社はすべての貿易制裁、輸出入法に従
う。

➢ 従業員およびビジネスパートナーは、事業を実
施するにあたり、米国またはその他の管轄裁判
所から課せられる適用可能な制裁または禁輸措
置を遵守しなければならない。すべての顧客、
エンドユーザー、サプライヤー、ベンダー、販
売代理店、代理店、再販業者およびその他のビ
ジネスパートナーは、制限付き団体および
ウォッチリストと照合する必要がある。

➢ 弊社はすべての適用される輸出入の法令に従う。
これには、必要な許可の取得および区分、値、
原産国、目的地およびすべての製品のエンド
ユーザー、会社またはビジネスパートナーが輸
出入するあらゆる製品、材料、技術が含まれる。

▪ 世界貿易法令等遵守方針を参照すること。

世界貿易 環境と持続可能性

https://app.convercent.com/en-us/Policy/EditPolicySetPolicies?policySetAction=Update&policySetId=69ff8242-f7bf-e711-80df-000d3ab6ebad
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弊社は安全かつ尊重できる職場環境を維
持する。

➢ すべての従業員は、専門家としての行動および
職場が不当な行為および嫌がらせもないことを
徹底させる責任を負う。

➢ 弊社は性別、人種、肌の色、宗教、出身地、年
齢、身体障害、性的指向、退役軍人、または、
施行された法律により保護された他のいかなる
分類などの区別なく、多様性と機会均等に尽力
している。

➢ 弊社は、作業に安全および健康の実践を集約し、
職場の安全規制に準拠する。すべての従業員は、
安全装置の適切な使用も含め、以下の確立され
た安全作業方法および手順に従う責任を負うも
のとする。

弊社は競合および不正の認識を回避
する。

➢ 従業員は、企業に最善の利益のために機能して
いるか、疑念が投げかけられるような状況を回
避する必要がある。

➢ 従業員は、個人的利益目的から、会社の財産、
時間、または機会の利用、ならびにParkOhio と
の競合を行うことはできない。

➢ 利益に関する潜在的な競合は、弊社の企業リ
ソースの1つに速やかに開示する必要がある。
潜在的な相反や紛争を負う従業員は、当該紛争
等が解決するまで、会社の決定を控える必要が
ある。

▪ 利益相反方針を参照すること。

利益相反 職場での行動と安全性

https://app.convercent.com/en-us/Policy/Policy?policyId=465e7bb2-0ab5-e711-80d3-000d3ab0d899
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従業員は、また、倫理ホットラインを通じて
機密に匿名のレポートを提出することもでき
る。

• ウェブ・インテイク（Web Intake）および
米国以外の電話番号：
www.convercent.com/report

• 米国およびカナダの電話番号：
+1 (800) 461-9330

従業員は、社内のリソースに連絡し、違反行
為を報告し、質疑する必要がある。

• 経営陣

• 人事部

• ParkOhioのコンプライアンス局
（Compliance Office）
（pkoh.compliance@pkoh.com）

• ParkOhioの最高法務責任者

• ParkOhioの内部監査チーム

社内リソース 倫理ホットライン

https://app.convercent.com/ja-jp/Anonymous/IssueIntake/LandingPage/0eebe4b4-e81a-e711-80dc-000d3ab1117e
http://www.convercent.com/report
mailto:pkoh.compliance@pkoh.com
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• 倫理委員憲章および調査手順

• 公平な情報開示方針

• 世界貿易法令等遵守方針

• インサイダー取引に関する方針

• 告発および報復禁止方針

• 汚職防止方針

• 反トラスト方針

• 利益相反方針

• 契約承認方針

• データプライバシー方針

中核的方針

https://app.convercent.com/en-us/Policy/Policy?policyId=f5e47556-08b5-e711-80d3-000d3ab0d899
https://app.convercent.com/en-us/Policy/Policy?policyId=03947a43-e5c3-e711-80df-000d3ab6ebad
https://app.convercent.com/en-us/Policy/EditPolicySetPolicies?policySetAction=Update&policySetId=69ff8242-f7bf-e711-80df-000d3ab6ebad
https://app.convercent.com/en-us/Policy/Policy?policyId=21ce38a2-e5c3-e711-80df-000d3ab6ebad
https://app.convercent.com/en-us/Policy/Policy?policyId=995f7ddf-0bb5-e711-80d3-000d3ab0d899
https://app.convercent.com/en-us/Policy/EditPolicySetPolicies?policySetId=d22d123b-63be-e711-80df-000d3ab6ebad#page-1
https://app.convercent.com/en-us/Policy/Policy?PolicyId=9c25f720-d3c4-e711-80df-000d3ab6ebad#top
https://app.convercent.com/en-us/Policy/Policy?policyId=465e7bb2-0ab5-e711-80d3-000d3ab0d899
https://app.convercent.com/en-us/Policy/Policy?policyId=550fd9ec-e4c3-e711-80df-000d3ab6ebad
https://app.convercent.com/en-us/Policy/EditPolicySetPolicies?policySetId=785e7dd2-bc8a-e811-80e6-000d3ab6ebad#page-1
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