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倫理的な企業

Brunswickは誠実に業務を行うという固いコミットメントを守り続けています。すべての従

業員が賢く、倫理的に正しい判断ができるように、実践的なアドバイスを提供する実用

的なガイドとして「Brunswick行動規範」を定めています。本行動規範では、当社の価値

観に関する幅広いトピックをカバーし、法令遵守の徹底を図ることを目的としています。

本行動規範は頻繁に見直し、それをリソースとして使用し、また何か質問がある場合に

は倫理オフィスに相談するようお願いいたします。

当社がグローバル企業として成長し変容を遂げる上で、当社の戦略的な柱は、私たち

が当社の倫理的価値観にしっかり根差した事業活動を行うための共通の基準となりま

す。「最高のパートナー」となるために、私たちは正しい選択を行い、自分たち自身につ

いて責任を負いながら、誠実に行動する必要があります。誠実に行動することで、私た

ちは株主、顧客、ディーラー、ビジネスパートナー、サプライヤー、地域社会、政府関係

者、そして同僚からの当社の評判を高めることができます。

社内、さらにはビジネスパートナーおよび顧客における違い（多様性）を尊重し、敬意と

威厳を持ちながら公平にすべての人を扱うことで、私たちは「勝利する文化」を促進する

ことができます。好ましい職場環境は相互信頼および尊重、また率直で正直なコミュニ

ケーションによる協力を促進します。

「プロダクトリーダー」として自分たちの地位を固め続ける中でも、私たちは常に正しいこ

とを行い、好ましい業績を達成することに努めています。私たちは、責任感を持ち、持続

可能な価値を提供し、定期的に自らのコミットメントを果たすことで、当社の事業全体か

ら信頼を得ています。

当社の戦略的な柱を取り巻くすべての倫理的価値観はBrunswick行動規範の一部であ

り、誠実に業務を行うという私たちのコミットメントの枠組みを形成します。誠実さには道

徳的勇気が必要です。そして、誠実さをもって取り組むことで、正しい方法で自分たち

の目標を達成できるようになります。

よろしくお願いいたします。

Mark	D.	Schwabero
会長兼CEO
Brunswick	Corporation	
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はじめに

誠実さは、世界中で事業を展開する当社のビジネスの礎です。Brunswick	Corporation行動規
範は、私たちがBrunswick	Corporationのグローバルな代表者として、どのようにして行動すべき

かを明確にする上で役立ちます。私たちは、行動規範の原則、会社の方針、および法律に対し

て、個人的に責任を負わなければなりません。違反者は、解雇をも含む懲戒処分の対象となり

ます。

当社の成功は、当社の評判と密接に関係しており、その評判を守れるかどうかは、私たち一人

一人にかかっています。倫理とコンプライアンスの文化を促進し続けることで、私たちが成功す

る機会を広げることができます。

本行動規範について

本行動規範で用いられる「Brunswick」という用語は、Brunswick	Corporation、世界各地のその

事業部、子会社、関連会社を総称しています。本行動規範は、Brunswickの全従業員、ならび

に適用できる範囲において、Brunswickの取締役、ベンダー、サプライヤー、および代理人を対

象としています。

本行動規範は契約ではありません。また、Brunswickとその従業員との関係を変えるものではな

く、一定期間の雇用を保証するものでもありません。本行動規範は当社により随時、改定または

変更されることがあります。

当社には、世界中の多くの国や地域の法律が適用されます。従業員は、適用されるすべての

法律、規則および規制に従わなければなりません。本行動規範の規定またはその他の方針が

適用法と相反する場合は、法律が優先されるものとします。本行動規範は、「Making	the	Right	
Choice:	The	Brunswick	Guide	to	Conduct	in	the	Workplace（正しい選択を行う：職場での行動
に対するBrunswickガイド）」（以下「ガイド」）を置き換えるものであり、本行動規範が優先されま

す。Brunswickの方針におけるガイドに対するいかなる参照も、本行動規範内にある同じトピック

への参照と見なされるものとします。
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財務記録、管理および詐欺

投資家や債権者は、当社の財務・会計情報の完全性について、正当な利益を有し

ています。Brunswickは、正直、完全かつ正確な財務報告および会計記録を維持

し、適切な管理システムを整備することに尽力しています。

取引は適切な会計期間、勘定、および部門に、必ず記録・分類するようにしてください。規制当

局へのすべての報告は、完全、公正、正確、適時、かつ理解可能なものにしてください。絶対

に取引の本質を偽ったり、歪曲したりしてはなりません。

適切に残さなければならない記録には、第三者に提供する記録に限らず、勤務時間記録、経

費報告、給付金の請求書、および求人応募書類などの内部記録も含まれます。絶対に人を欺

いたり、詐欺行為を働いたり、事実を誤って伝えてはなりません。詐欺行為とは、間違いで起き

るものではなく、事実の歪曲や隠蔽を意図的に行うことです。Brunswickは、人から金銭や財産

を騙し取る計略は、いかなるものであっても一切容認しません。

ツールボックス

不適切な記録および管理の例

	 営業マネジャーが、当月の売上目標を達成できないと予測し、その差額を穴埋めするため

に、倉庫を借りて製品を倉庫に送り、倉庫への製品出荷を売上として記録する。

	 請求マネジャーが、売上が正しい期間で記録されていることを確認するために各月末に行う

べき請求書の確認を怠る。

	 マネジャーが、予算のつじつまを合わせるために、前四半期の請求書の日付を改ざんし、当

四半期に支払われる請求書であるかのように見せる。

詐欺の例

	 小切手を偽造または改ざんする。

	 虚偽の報告をする。

	 従業員が個人的な出費に会社のクレジットカードを使用する。

	 既知の負債や資産を過小または過大評価する。

	 返却されると分かっている欠陥・不適合品の在庫品を出荷して、年末の売上を水増しする。

	 出張や接待の経費報告の内容を偽る。

	 ボートの組立工が、欠陥部品と偽って部品を自宅に持ち帰り、時間をかけて各部品を集め、

自分のボートを組み立てる。

	 方針に沿わない方法で、文書の変更、削除、または破棄を行う。								
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	 エンジニアがソフトウェアのライセンス／コピーを1つ分しか購入していないのに、複数の社

用PCにインストールする。

	 資産を不正流用したり、会社の財産を悪用したりする。

	 従業員が、個人の旅行費を経費報告に含めて提出する。

Q&A

Q	 最近になって、実際は接待に使われた費用が広告費として記録されていることに気付きまし
た。支払総額が正しくても、経費科目が間違っていれば問題になりますか？

A	 はい。当社の帳簿は、正確に維持しなければならず、すべての取引を完全に反映するもの

でなければなりません。虚偽の取引や財務情報は、行動規範およびBrunswickの方針への

違反であり、場合によっては法律違反にもなります。

Q	 最近、仕事の出張のついでに個人旅行をしたのですが、家族の夕食に会社のクレジットカ
ードを間違って使用してしまいました。どうすればいいですか？

A	 会社のクレジットカードは、業務上の経費の支払いに限定されています。個人的な出費に間

違って法人カードを使用した場合は、経費報告にそれが個人目的であることを正確に記録

してください。当然ながら、あなたには、その全額を期日までに支払う責任があります。

Q	 正確とは思えない財務記録に署名するように上司に求められています。上司は、正確である
と断言しています。どうすればいいですか？

A	 完全、正確、かつ真実ではないと思う業務記録には、決して署名してはなりません。当社は、

不正確な記録を提供するように誰かに影響を与えたり、強要したり、操ることを禁じていま

す。上司に懸念を伝えるか、本行動規範に記載されているいずれかの方法で会社に報告し

てください。

Q	 第2四半期の監査に向けて財務記録の準備を進めているところです。営業チームが取引を
成立させようと取り組んでいるのですが、第3四半期の第一週までは取引が完了しないようで
す。取引が成立することは間違いないため、これを第2四半期の収益として計上しても問題
ないですか？

A	 いいえ。これは当社の行動規範および方針に違反する詐欺行為および財務記録の改ざん

に当たります。当社が記録するすべての財務情報は、完全かつ正確でなければなりません。

Q	 昇進の候補者として名前が挙がっているのですが、求人応募の際に、実際は取得していな
い学士号を履歴書に記載してしまいました。ほんの数時間分の単位しか不足しておらず、重
要な課程はほとんど修了しています。本当のことを言うべきですか？

A	 はい。取得していない学位を持っていると主張することは、詐欺行為に当たります。自分の行

為、ならびに学位を実際に取得していない事実を採用マネジャーに知らせる必要があります。
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Q	 最近の出張で、空港からホテルの移動にタクシーを利用しようと計画していたのですが、ホ
テルが無料の送迎サービスを提供してくました。タクシーに支払う予定であった20ドルを経費
報告に含めても構いませんか？

A	 いいえ。出張中に実際に発生していない費用を経費報告に含めることは詐欺行為に当たり

ます。

関連方針

出張・営業の払戻可能経費（X.00.02）

内部告発方針（E.02.03）

腐敗防止および贈収賄防止（L.01.03）
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内部情報

業務を効率的に遂行するために、Brunswickの部外者に公開されていない情報に

アクセスしなければならない時があります。これには例えば、特定の財務データ、

技術資料、将来の計画など、投資家にとって証券の購入、売却、または保有の判

断材料となる重大かつ非公開の情報、あるいは「内部情報」が含まれることがありま

す。

従業員、サプライヤー、顧客、または競合他社など、Brunswickに関する重大な内部情報を持

つ者は、それを極秘扱いにし、個人的利益のために使用したり、他者に与えたりしてはなりませ

ん。内部情報を持ちながら、あるいは他者に内部情報を教え、Brunswickの証券（普通株、オプ

ション、その他の市場性のある有価証券など）または他社の証券の取引を行うことは、不公正で

不正直だけでなく、違法でもあります。重大な内部情報を意図的または不注意で共有したか、

あるいは対面、書面、インターネット、または電子メール（社内外）など、どのような手段で共有

したかは問いません。他者がBrunswickの証券を取引できるように、かかる情報を提供すること

は、いかなる場合も違法です。

Brunswickは、プレスリリースの発行、および／または米証券取引委員会への報告を通じて、情

報公開を行い、その後、www.brunswick.comに情報を掲載します。適切に公開された後、取締

役、従業員、およびその近親者や家族は、Brunswickの証券を取引する前に、1営業日待たな

ければなりません。

メディアおよび金融界とのコミュニケーション

Brunswickの従業員は、経営幹部の明確な事前承認を得ることなく、会社を代表してメディアに

声明を発表してはなりません。各事業部には、関係事業部およびその製品に関する情報提供

依頼に対して、対応する権限を与えられている従業員がいます。通常は、広報またはマーケテ

ィング担当者、あるいは上級役員です。特定の制限範囲において、指定された従業員のみが、

メディア、アナリスト、または社外の人に対して、情報を公開したり、情報提供の依頼に応じたり

することができます。

財務情報や会社の株価に影響を与える可能性のある情報を提供するよう求める要請

は、Brunswickのコーポレート部門およびIR部門に転送する必要があります。

ツールボックス

重大な内部情報の例

重大な情報とは、投資家が証券の購入、売却、または保有を決定する上で、重要な判断材料と

見なす情報のことをいい、以下が含まれます。

	 財務実績、財務予測、および財務計画

	 経営陣の変更

	 戦略的意思決定

	 証券の発行計画

	 保留中の買収、合併、または売却
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	 大口の売買契約の獲得に関する知識

	 収益予測や配当金の大幅な修正

	 係争中の訴訟またはその脅威

	 差し迫った倒産または深刻な流動性問題の存在

	 重要な経営陣の一員、販売業者、または大口顧客の喪失

	 自社株買い

	 政府による捜査・調査

	 製品のリコール

	 重要顧客の変更

	 新たな製品デザインまたは戦略

	 ビジネス成長計画

重大な内部情報の不適切な使用例

	 昼食時に、Brunswickの市場シェアと将来の利益性を向上させる買収の可能性について耳

にした工場マネジャーが、事務所に戻り、自社株を追加購入するために、証券会社に電話

をした。

	 予想を下回る利益の発表1週間前に、財務部門の社員が自分の父親に電話をして、Bruns-

wickの株式を売却することを勧めた。

	 ある従業員が、上場している小さなエンジン会社の買収をBrunswickが検討していることを知

り、Facebookで友人に同社の株を購入するように勧めた。

	 業務の一環で、大口顧客が大幅な拡大に向けて、数百万ドル規模のBrunswick製品を購入

することを知った従業員が、すぐに顧客の株式を購入した。

情報提供の依頼に対する不適切な対応例

	 Brunswickのマーケティングマネジャーが、財務アナリストに同社の市場シェアについて尋ね

られ、それに対して現行および将来のマーケティング計画とシェア予測についての情報を提

供した。

	 R&Dエンジニアが、事前承認を得ることなく、業界誌の記者に自分のチームの新商品開発プ

ロセスについて話した。

	 工場長が、他の会社を買収する計画について知ったら、連絡すると記者に伝えた。
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Q&A

Q	 私は財務担当者として、Brunswickの今期財務業績について、ある情報を持っています。年
金基金の投資配分を変えたいのですが、同基金にBrunswickの株式も一部含まれており、
会社株式を追加購入することになります。実行しても問題ないですか？

A	 いいえ。Brunswickに関する重大な非公開情報を持っている場合、米証券取引法により、退

職プランで保有しているものも含め、Brunswickの証券を売買することは禁じられています。

取締役および役員に対しては、Brunswick証券の取引に関してさらなる規制が設けられてい

ます。

Q	 重大な情報を知る前に、既に株式取引を行う予定があった場合、取引を行ってもいいですか？

A	 いいえ。重大な非公開情報を知りながら自社株の取引を行う者は、その内部情報がたとえ取

引の重要な判断材料でなかったとしても、それに基づいて取引したものと見なされます。

Q	 財務部門に所属していますが、妻に仕事についてよく話しています。これは問題になります
か？たまに非公開情報を教えることがありますが、妻は誰にも話してはならないことを承知し
ています。

A	 これはあなた自身、そして会社双方に大きな損害をもたらす問題です。あなたが提供した重

大な非公開情報を基に、奥様が証券の売買を行ったり、その情報を隣人や友人に教えたり

した場合、あなたと奥様のどちらも、インサイダー取引で起訴される可能性があります。配偶

者やBrunswickの部外者に、非公開情報を教えてはなりません。

=関連方針

開示および株式取引（L.01.01）

メディアおよび金融界への開示（C.02.03）

ソーシャルメディア（H.01.05）

内部告発方針（E.02.03）
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製品の安全性および品質

世界中の消費者は、当社の優れた品質と信頼性を理由に、Brunswickのブランドを

購入しています。そのため、Brunswickの製品はその高い期待に応えなければなり

ません。当社は、質が悪かったり、正しい使用時に安全ではないと思う製品を販売

したりしません。

製品の安全性を確保することは、どの部門で働いていようとも、当社のすべての従業員の責務

です。Brunswickは、当社製品に対する安全性の懸念、欠陥、機能不良について、現地の経営

陣、または事業部の手続きに従って報告し、行動を取ることを従業員に期待しています。当社

製品に対する消費者の信頼を損なうような意思決定を絶対に行ってはなりません。当社の今後

の成功は、お客様の品質に対する期待を上回ることができるか、また私たちが行うすべてに責

任を持てるかどうかにかかっています。

ツールボックス

製品の安全性および品質に対する懸念の適切な報告例

	 あるカスタマーサービスの担当者が、使用中に製品が壊れ、けがをしたとの電話をお客様か

ら受けた。担当者は、できる限りの情報をお客様から聞き出し、すぐに上司に報告した。

	 あるエンジニアは、自らが開発している設計の強化が、製品の前バージョンからの変更点を

お客様に十分に知らせなかった場合に、安全上の危険を生む可能性があることに気付い

た。その問題について話し合うために、エンジニアは上司に連絡した。

	 生産担当のある社員が、新規サプライヤーから購入したホースが自社製品にしっかり固定で

きないことに気付いた。モーターの振動によりホースが外れてしまう可能性を疑ったこの社員

は、新しい部品をより徹底的に調査する必要性があることを上司に報告した。

製品の安全性に対する責任を怠った例

	 ある営業担当者が、「Brunswick製品のせいで、けが人が続出している」ので当社製品を購

入しなくなったと顧客から言われた。担当者は、この苦情があまりにもあいまいだと考え、上

司に報告しなかった。

	 複数の従業員が、製品梱包の設計ミスで輸送中に損傷する可能性があり、後で問題の原因

になることを、発送担当の上司に伝えた。発送の遅延が起こらないよう、上司は与えられた梱

包材料で最善を尽くすように従業員に指示した。

	 ある従業員が、特定部品の故障により保証クレームが著しく増えていることに気付き、その部

品の故障が安全上の危険を生む可能性があると悟ったものの、忙しかったため、その問題を

無視した。
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Q&A

Q	 会社が新しい警告ラベルを使い始めたものの、製造工程の化学洗浄剤で文字が消え落ち
てしまうことに気付きました。これらのラベルを使用しても問題ないですか？

A	 いいえ。当社のお客様に警告文を提供することは重要です。是正措置を取るために、現地

管理職にすぐに報告してください。

Q	 同僚が設計図の作成中に、手っ取り早い省略を行っていることに気付きました。製造に影響
を与えないか心配です。どうすればいいですか？

A	 問題を報告してください。設計図が正確かつ完全であることは極めて重要です。

Q	 ある部品が指示通りに取り付けられていないことに気付きました。他の製品を確認してみる
と、どれも正しく取り付けられています。取り付けが間違っている部品を直すだけでいいですか？

A	 いいえ。問題について検討するために、上司またはリーダーに知らせてください。誤りがどの

ように発生したかを理解することは、取り付けを直すことと同様に、非常に重要です。
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腐敗防止および贈収賄防止

Brunswickは、公務員および民間セクターと接する際に、最高水準の誠実さを守り

ます。場所を問わず、いかなる形態の賄賂やキックバックの供与、またはその申し

出、承認、約束をする行為も固く禁じられています。また、虚偽、不正確、不完全、

または誤解を招く声明や記録を行った場合、法的に罰せられる可能性があるほ

か、Brunswick方針への違反にも当たります。

私たちは、ビジネス上の意思決定に影響を及ぼす目的で贈り物や報酬を提供することを拒否

し、または影響を及ぼすように見える贈り物や報酬の提供も拒否することで、誠実さを行動で示

さなければなりません。米国をはじめとする多くの国では、公務員に対する不適切な報酬やい

かなる種類の賄賂も禁じています。これらの法律違反に対しては厳しい制裁が課せられ、個人

および会社は多額の罰金や懲役刑の対象となります。

Brunswickは、当社の代理で、または当社の名称で行動する際に、賄賂の供与またはそのよう

な申し出をする第三者を雇用したり、使用したりすることはありません。当社のサプライヤー、請

負業者、コンサルタント、およびその他のビジネスパートナーは、当社と同じ基準に従うことが求

められます。第三者を選定または監督する責任を負う者は、取引関係を結ぶ前に必ず、当社

のデューディリジェンスプロセスに従ってください。

ツールキット

贈収賄防止および腐敗防止方針の違反例

	 ある市議会が、大きな購入について投票しており、Life	Fitness製品の使用が検討されてい

る。そこで、当社のマネジャーが投票することを見返りに、トレッドミルの提供を市議会議員に

申し出る。

	 あるプロジェクトマネジャーが、ボート契約を獲得するために、現地の都市計画委員会の役

員に現金を支払う。

	 得ない情報を提供してもらうために、調達担当社員に「謝礼」を支払うことを提案する。

贈収賄防止および腐敗防止方針に違反する不正確な帳簿と記録の例

	 ある人に対する支払いを、別の人に支払ったかのように見せる記録。

	 経費の使途を正確に反映していない経費報告を提出する。例えば、高額な食事が適度で

あるかのように見せるために、実際には参加していないお客様が参加したと偽った経費報告

書。

	 前四半期の売上として計上するために、売上請求書の日付をごまかす。
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Q&A

Q	 公務員とは具体的に誰を指しますか？

A	 公務員は以下の通りです。政府機関・省庁の官僚および職員。政府機関・省庁の公的な立

場または代理で行動する者。政党、政党の職員、および公職候補者。国有企業の役員およ

び職員。公的な国際機関の役員および職員。相手が公務員であるかどうかを把握する責任

は、あなたにあります。定かでない場合は、法務部門に相談してください。

Q	 賄賂やキックバックと見なされるものには、どのようなものがありますか？

A	 禁じられている賄賂またはキックバックには、現金、株式、贅沢な個人的な贈り物や接待、旅

行、将来の採用内定、政治献金など、何らかの価値を有するものが含まれます。金額の下限

はありません。いかなる金額でも、賄賂またはキックバックと見なされることがあります。

Q	 政府関係業務で雇用しているコンサルタントが最近、かなりの報酬増額を求めてきました。コ
ンサルタントがその報酬を現地の公務員に渡すのではないかと疑っています。どうすればい
いですか？

A	 法務部門にその疑念を報告してください。会社があなたの懸念を調査するまで、コンサルタ

ントにかかる支払いを行ってはなりません。

Q	 当社の市場で、新たな工場の建設を検討しています。その国に工場を建てれば、現地の政
府からインセンティブを受けることができるかもしれません。その国の政府から、当社のビジネ
スやオペレーションを視察するために、他国にある当社の工場に政府の代表者を派遣した
いとの要請がありました。当社がこのための旅行費を支払っても構いませんか？

A	 まず、法務部門に相談してください。このような旅行はすべて、事前承認が必要です。旅行

費用、関与する公務員、旅行者、旅行に他の目的がないかどうかなど、入念な調査が求めら

れます。

関連方針

腐敗防止・贈収賄防止方針および事前承認フォーム（L.01.03）

出張・営業の払戻可能経費（X.00.02）
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利益相反および贈答品

私たちは、利益相反となる活動、あるいはそのように見える活動に従事してはなりま

せん。個人や家族の利益が、Brunswickに代わって行う健全なビジネス上の意思決

定能力を妨げる場合や、あるいはそのように見える場合に、利益相反が生じます。

利益相反は、他社への就業、競合会社に対する利害関係、または家族関係など、

さまざまな要因から生じる可能性があります。

Brunswickを代表してサプライヤーの選定または管理を担当する者は、特に注意を払う必要が

あります。個人の利益や関係が、会社の利益を最優先にする意思決定能力を妨げたり、妨げ

ているように見えたりしてはなりません。サプライヤーを選定する際には必ず、該当する調達ガ

イドラインに従ってください。

個人の利益とBrunswickの利益との間に生じるすべての潜在的な相反が、有害であるまたは禁

じられているとは限りません。一部の利益相反は、開示かつ承認されれば認められる場合があ

ります。相反が過去に開示・承認されたとしても、年に1度の利益相反開示アンケートへの回答

が義務付けられている場合は、相反が存在する限り、毎年それを開示する必要があります。

贈答品、食事および接待

贈答品、食事および接待は、Brunswickの正当なビジネス上の利益に資するものでなくてはな

らず、また頻繁であってはならないほか、すべての適用法および会社方針を順守しなければな

りません。接待は、相互尊重に対する当社のコミットメントにふさわしい環境で行われなければ

なりません。授受される贈答品には、決して現金や現金同等物（ギフトカードなど）を含めては

なりません。

正当な商慣習の一環として、100ドル以上の価値のある贈答品（仕事上の食事を除く）を授受し

たい場合は、贈答報告書で贈答品を開示する必要があります。また、贈答品の申し出または授

受を行う前に、直属のマネジャーと倫理オフィスの承認を得る必要があります。

公務員との間で授受される贈答品の価値は、決して100ドルを超えてはなりません。政府との

間の贈答品は、現地法により認められ、なおかつ敬意または感謝の気持ちを表す場合に限ら

れ、会社の帳簿および記録に隠し立てせずに透明性を持って適切に記録しなければなりませ

ん。公務員との間の贈答品、食事、または接待が認められるかどうかについて質問がある場合

は、法務部門に問い合わせてください。

ツールボックス

利益相反の例

	 社外の仕事が当社での職務を妨げる、あるいは社外での仕事に当社の資産、機器、情報、

またはその他のリソースを使用する。

	 工場マネジャーが、サプライヤーから頻繁に高額なワインを受け取り、それを贈答報告書で

開示することを怠った。

	 Brunswickと取引または競合している他社の持分を、あなたまたは家族が保有している（5万

ドル未満の市場価値を有する、上場企業の株式保有は除く）。
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	 購買担当者が自動販売機メーカーの選定において、自分の父親が経営する会社を選び、

父親がオーナーであることを誰にも明かさない。

	 会社で知り得た情報を、自身、家族、または経済的な利害関係のある他社の利益のために

使用する。

	 Brunswickにサービスや製品を提供する企業の取締役でもある当社の上級役員が、同企業

が契約を勝ち取る可能性を高めるべく、Brunswickの機密である戦略計画を漏洩する。

	 当社社員として蓄積した機密情報に基づき、私利私欲のためにビジネス取引に参加する。

	 血縁者を自分の直属の部下として雇用する。

	 直属または部門内で監督する部下と恋愛関係を持つ。

	 名目（少額）の価値以上の贈り物を授受する。

	 営業マネジャーが、自分のチームの一員とお客様を地元の風俗店に連れて行く。

	 購買マネジャーが、ベンダーが全額負担するスキー旅行に行く。

Q&A

Q	 新しいポジションの採用を担当している人事採用マネジャーです。求職中の自分のいとこが
適任だと思います。いとこを採用しても構いませんか？

A	 あなたのいとこが適任者であっても、採用手続きを始める前に、あるいは面接を実施する前

に、上司に利益相反を報告する必要があります。あなたのいとこと面接を行う場合、面接また

は採用決定にあなたが参加することが認められない可能性が高いです。

Q	 自分の部署が、妻が経営する会社と契約を交渉していることを知りました。成立すれば、妻
の会社はBrunswickの主要サプライヤーになります。これは利益相反を生みますか？

A	 はい。あなたは奥様の会社に対して好意的な先入観を持っているように見られる可能性があ

るため、利益相反あるいはそのように見える状況が存在します。従って、利益相反開示書を

提出しなければなりません。必要であれば、あなたは意思決定プロセスから除外されます。こ

れにより、健全かつ客観的なビジネス上の意思決定を下すあなたの能力に不適切に影響を

及ぼす、あるいはそのように見える状況を避けることができます。

Q	 副業として小さな会社を経営しています。本業が暇な時は、勤務中に個人のビジネスに取り
組んでも構いませんか？また、Brunswickのオフィス機器を使用して、副業用のコピーを数枚
とることはできますか？

A	 いいえ。勤務時間中に、あるいは当社の資産を使用して副業をすることは適切ではありませ

ん。また、当社以外の業務がBrunswickでの職務遂行能力を妨げてはならず、Brunswickの

競合会社、あるいはベンダーやサプライヤーになることも認められません。このような社外雇

用については、就業する前に報告する必要があるほか、毎年の利益相反開示アンケートへ

の記入が必要な職務にある場合は、アンケートで必ず報告する必要があります。

16ビジネス慣行



Q	 大口顧客に対して、年始に感謝の贈り物を贈りたいと思っています。50ドル分の果物の詰め
合わせを贈り物として贈っても構いませんか？

A	 これは、当社の基準に照らして、高額ではない適切なビジネス上の贈答品であると見なすこ

とができるでしょう。お客様が特定のビジネス上の意思決定を下す上で好意的な見方を持

つ、あるいはそのような圧力を感じる立場に追い込んでいるように見える場合を除き、このよう

な頻繁ではない毎年の贈り物は、認められる可能性が高いです。

Q	 ベンダーから、自分のお気に入りのレストランのギフトカードを受け取っても構いませんか？

A	 いいえ。金額を問わず、Brunswickは現金および現金同等物（ギフトカードや小切手）の贈答

品の授受を認めていません。

Q	 会社は、自分が推奨したベンダーと100万ドル規模の複数年契約を結びました。ベンダーは
近日発売予定の商品を紹介するために、私の家族をワールドシリーズの野球観戦に招待し
てくれました。航空券、ホテル代、そして夕食も負担してくれるそうです。ベンダーとの契約は
既に締結されているので、受け入れてもいいですか？

A	 このベンダーが申し出ている贈答品は、許容される程度を超えており、状況にふさわしくあ

りません。この贈り物は、ビジネス上の意思決定に不当に影響を与えることを目的としている

か、他者からそのように見える可能性があります。また、贈り物の金額が高すぎます。この申

し出は、直属のマネジャーと倫理オフィスに事前に報告する必要があります。このような申し

出については、全部または一部を受け入れないように指示される可能性が高いです。

Q	 沿岸警備隊の代表者とともに、ボートレースの表彰式に参加する予定です。会社のロゴが入
ったシャツまたは帽子を差し上げたいと思っています。これは認められますか？

A	 はい。隠し立てせず透明性を持って提供され、会社の記録と帳簿に適切に記録されて、か

つ現地法により認められる場合に限り、少額の価値（100ドル未満）の贈り物として提供するこ

とができます。この贈り物を提供すべきかどうか、またその記録方法について質問がある場合

は、法務部門に問い合わせください。

関連方針

利益相反開示証明書－手入力フォーム

利益相反証明書（E.02.06）

近親者および配偶者の雇用（H.02.04）

贈答報告書（E.02.05）

社外雇用（H.02.05）

腐敗防止および贈収賄防止（L.01.03）
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公正かつ合法的な競争（独占禁止法）

Brunswickは、当社が誇る優れた製品、サービス、および従業員によって、グローバ

ル市場で競争しています。当社は、他社を傷つけたり、市場から追い出したり、市

場参入を妨げることを目的とした不適切な行動で競争することは決してありません。

当社は、当社が事業を展開するあらゆる地域で適用される競争法を順守することに尽力してい

ます。独占禁止法（例えば米国で広く知られる通り）は非常に複雑ですが、一般的には、競争

を不当に制限する以下のような事項（それらに限定されません）について談合することを違法と

しています。

	 >	 価格設定（支払条件や値引き情報も含む）

	 >	 製品とサービス

	 >	 取引慣行

	 >	 販売地域

	 >	 販売チャネル

	 >	 顧客名簿

違法な取り決めは、署名された契約書などを交わさなくても、当事者間の口頭の「合意」で成立

します。この行為は、あなた自身、そしてBrunswickを重大なリスクにさらします。競合他社が出

席し、反競争的な行為を示す会議や情報交換の集まりである場合は、速やかに退席してくださ

い。本方針の違反となり得る話し合いや行動を報告してください。また、事業部の法務部門また

は本社法務部門に相談することなく、競合会社、規制当局、または外部弁護士にこれらの案件

について話してはなりません。

ツールボックス

競合他社についての情報収集

競合他社の情報（コンペティティブ・インテリジェンス）を収集する行為は、合法的なビジネス慣

行であり、当社が市場において競争力を保つ上で役立ちます。新聞、インターネット、公式な届

出文書などの公開されている情報源から情報を収集すること、および顧客、ビジネスパートナ

ー、仲介業者、サプライヤーなどから機密ではない情報を収集することもまた、適切であり、奨

励される行為です。反面、競合情報を入手するために違法な活動に関与してはならず、競合会

社と第三者間との機密保持契約に違反して漏洩されたということを知りながら競合情報を受領、

開示、または使用してはなりません。Brunswickは、競合他社の情報を入手するために、自分の

身元や重大な事実を偽って伝えたり、不法侵入、盗聴、スパイ行為、隠蔽工作、コンピュータの

ハッキングを行ったり、または法律や本行動規範に違反するその他の方法で競合他社の情報を

収集したりすることを禁じています。
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不正競争の例

	 競合会社2社が競争上の優位性を得るために、ビジネスパートナーまたはサプライヤーに対

する「ボイコット」に合意する。

	 競合会社2社が、顧客に請求またはサプライヤーに支払う価格について話し合い、価格設定

に合意する。

	 何気ない電話の会話で、2社の販売員が顧客と販売地域を分割し、「お互いの縄張りに立ち

入らない」ことに合意する。

	 従業員が、競合会社で以前働いていた新入社員に、その競合会社の機密情報を求める。

	 販売員が見込み客向けのプレゼンテーションにおいて、競合会社について不正確または誤

解を招く発言をする。

	 従業員が、競合情報を入手するために、競合会社の電子メールシステムをハッキングする。

Q&A

Q	 友人の一人がBrunswickの競合会社に勤めています。最近、Brunswickが入札する予定の2
つのプロジェクトに、彼の会社も入札することを、その友人が教えてくれました。友人は、彼の
会社がどちらか一方の案件に高い金額で入札し、Brunswickがもう一方の案件で高い金額を
提示すれば、どちらも契約を勝ち取れることを提案してきました。どうすればいいですか？

A	 顧客の分割や入札価格について、競合会社と絶対に話をしてはなりません。競合会社と競

争を制限するような合意を行うことは、当社方針と法律に対する直接の違反となります。公共

の場でこのような状況に遭遇した場合、提案に反対することをはっきりと伝えてください。ま

た、事業部または本社の法務部門、あるいは倫理オフィスにすぐに報告してください。

Q	 展示会で競合会社が会議を開催することについて耳にしました。自分も出席したいと思いま
すが、Brunswickの社員であることを知られたら、入れてもらえないのではないかと心配です。
正体を隠して参加しても構いませんか？

A	 いいえ。競合会社の情報を入手するために、身元を偽ることは許されません。競合会社の会

議に出席する前に、事業部または本社の法務部門に相談してください。
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雇用機会均等

Brunswickは多様性を尊重しています。Brunswickは職場において、人種、肌の色、

宗教、性別、年齢、出身国、市民権の有無、障害、性的指向、	妊娠、軍歴、および

適用法により保護されるその他の特徴に基づく、いかなる差別も容認しません。

当社は、平等な雇用機会を提供し、能力に基づいて雇用決定を行います。これは求人、採

用、異動、昇進、配置、研修、解雇、職場環境、給与、およびその他の雇用条件を含む雇用関

係のあらゆる側面に適用されます。Brunswickは、善意で差別の苦情を申し立てる者に対する

報復行為を固く禁じています。

ツールボックス

雇用機会均等の違反例

	 ある上司が、所属部門内において同程度の能力を持つ二人の従業員を昇進候補に挙げ

た。一人は、結婚したばかりの女性で、もう一人は、結婚して子供がいる男性である。上司

は、女性が子供を持つと長期休暇を取ったり、退職したりする可能性が高いと考え、男性の

方に昇進を与えることに決めた。

	 障害のために車椅子を使用している従業員が、優れたソーシャルスキル、優秀な業績評価

と資格を持ちながらも、公衆との広範な交流が必要になることから、営業職の候補から外され

た。その理由は、車椅子を使用しない人の方が、より高い売上を挙げるであろうとのことでで

あった。

	 製造担当の社員が、彼の信念に共感する人たちは暴力的であるという考えから、上司に解

雇された。

	 ある会社が、「他の人種の人だと、うちの顧客ベースと共感できない」という理由で、ある民族

に属する人々しか雇用しないという慣行を正当化した。

Q&A

Q	 5人の男性しかいない部署の仕事に応募しました。マネジャーは、ある男性を昇進させまし
た。私は女性ですが、差別を受けたように感じます。どうすればいいですか？

A	 差別を受けたと考える場合は、直属の上司、倫理ホットライン、現地の倫理カウンセラー、ま

たは本行動規範に記載されているその他の方法を利用して、そのことを報告してください。

問題は迅速かつ適切に調査されます。善意で苦情を申し立てることによって、報復を受ける

ことはありません。
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Q	 私は人事採用マネジャーですが、非常に異なる経歴を持つ良い候補者が何人もいます。他
の候補者が持つ重要なスキルが欠けているものの、自分と同じ人種で宗教的背景も似てい
る、ある女性候補者を採用したいと考えています。同じ価値観を共有する者同士なので、一
緒に働くには最高だと思います。このことに問題はありますか？

A	 能力に基づいて、職務に最適な人材を採用することが重要です。雇用上の決定は、経験、

職務スキル、資格、およびその他の仕事関連の条件に基づいて行わなければなりません。

自分と同じ背景を持つ者であれば、コミュニケーションがよりうまく取れる、あるいは同じ価値

観を共有しているなどといった憶測で雇用を決定することは適切ではありません。また必要

な職務スキルだけでなく、多様性を高めることも、チーム業績への貢献につながることがあり

ます。

関連方針

雇用機会均等および差別是正措置（H.01.01）

障害を持つアメリカ人法（ADA法）（H.01.03）

電子通信およびインターネットの使用（E.02.07）

ソーシャルメディア（H.01.05）
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ハラスメント禁止

各個人の貢献は、私たちお互いが期待に応える尊敬、信頼、および威厳を持って

接することで、その価値を十分に発揮することができます。Brunswickは上司、同

僚、ベンダー、クライアント、顧客、または第三者を含む誰かによる脅迫や嫌がらせ

のない職場環境の実現に努めています。

職場のハラスメントには、さまざまな形態があります。言葉、身体的、または視覚的に迷惑とな

る行為が、脅迫的、敵対的、または不快な職場環境を作り出します。職場におけるハラスメント

には、冗談、からかい、侮辱、いじめ、卑猥な言動、あるいは特定の人に向けた悪ふざけなども

含まれ、歓迎されない性的誘惑が雇用に結び付いている場合もこれに該当します。Brunswick

は、会社の敷地の内外を問わず、業務時間外であっても、また休日のパーティーや出張など

の社外における仕事関連の催し物であっても、一切のハラスメントを容認しません。たとえ法律

違反に達しない程度のものでも、このような行為は固く禁じられています。

当社のハラスメント方針に違反する行為を経験、目撃、または知った場合には、本行動規範ま

たはハラスメント方針で定められた通りに、報告しなければなりません。適切な調査が迅速に、

かつ可能な限り内密に実施されます。善意で違反を報告することによって、または善意で調査

に協力することによって、報復行為を受けることはありません。

ツールボックス

ハラスメント方針の違反例

	 同僚の体に故意に触れる。

	 性別、人種、国籍、または宗教に関する悪い冗談を言う。

	 会社の電子情報システム経由で、猥雑または不快なメールを転送したり、共有したりする。

	 仕事の解雇や雇用への悪影響があることを脅しに、相手にデートや性的関係を求めたり強

要したりする。

	 会社支給のコンピュータで、または職場において、あるいは仕事関連の行事で、アダルトサ

イトを閲覧する。

Q&A

Q	 複数のサプライヤーと仕事をしており、それぞれの担当者と強固な関係を築いてきました。そ
のうちの一人が最近になって、私を口説くようになり、挑発的なメールを送ってくるようになり
ました。それを不快に感じているのですが、相手がBrunswickの社員ではないため、どのよう
に対応すればいいか分からなくて困っています。どうすればいいですか？

A	 相手の担当者が当社の従業員でなくても、それを報告すべきです。Brunswickは、当社の従

業員ではない第三者からの嫌がらせも含め、ハラスメントのない職場環境を要求します。ハラ

スメントには、敵対的、脅迫的、または不快な職場環境を作り出す非従業員からのメールや

迷惑な誘いも含まれます。Brunswickは、すべてのハラスメントの報告を深刻に受け止め、適

切に調査します。
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Q	 宗教上の理由から、仕事中でも髪の毛を常に隠しています。最初は、同僚も好奇心から私
の宗教について質問をしていたものの、近頃はからかうようになり、私の宗教を「馬鹿げてい
る」と言うようになりました。何かできることはありますか？

A	 ハラスメント方針または本行動規範に記載される手順に従い、それらの出来事をすぐに報告

すべきです。当社方針の下では、個人の宗教を対象としたからかいや侮辱もハラスメントと見

なされます。善意で報告すれば、報復行為の対象にはなりません。また、当社は迅速に問題

解決に当たります。

Q	 私は職場で冗談をよく言っています。同僚の一人が、冗談を不快に感じると言っているもの
の、私はただの過剰反応だと思っています。他の同僚に尋ねても、全く気にならないと言っ
てくれます。これは行動規範に違反する行為ですか？

A	 自分の行為が、歓迎されないものか、また脅迫的、敵対的、あるいは不快な職場環境を作り

出すものかについては、常に気を付ける必要があります。他の同僚が気分を害さなくても、

少なくとも一人は不快に感じています。その同僚や他の同僚のためにも、敵対的な環境を作

り出す冗談を言うのをやめるべきです。

Q	 上司が部下に対する人種差別的な発言をFacebookに投稿しました。これは当社の方針に
おいて、ハラスメントに該当しますか？

A	 人種に基づいて敵対的な職場環境が創出されることは、当社方針で禁じられています。そ

れがたとえ、ソーシャルメディアサイトでの行為であっても同じです。上司と話すか、倫理オフ

ィスに連絡するか、本行動規範に記載されているその他の連絡先に報告してください。

関連方針

ハラスメント（H.01.02）

電子通信およびインターネットの使用（E.02.07）

ソーシャルメディア（H.01.05）
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健康・安全・環境

Brunswickでは、従業員の健康、安全、および福祉が、当社の継続的な成功に欠か

せないものであると信じています。Brunswickは、環境への影響を最小限に抑え、当

社の事業運営の環境持続可能性を実現する方法で、製品および体験をお届けす

ることに尽力しています。

当社は、個人が自身と同僚を守るための方針およびプログラムを通じて、当社従業員の健康と

安全を積極的に促進します。私たち全員は、安全作業手順を守り、事故を防ぐために積極的

に取り組む必要があります。チームの一員または当社ビジネスに関係する第三者の安全が脅

かされていることを知った場合、現地の経営陣または本行動規範の報告手順に従って報告し

てください。また、現地のガイドラインに従って、職場での病気やけがについても速やかに報告

する必要があります。

安全第一を絶対に忘れないでください。勤務中は私たちの誰もが、麻薬、アルコール、または

安全かつ効果的に働く能力を阻害するその他の薬物を使用してはなりません。Brunswickは、

会社の敷地内外における会社業務の遂行中に、または社用車や会社の機器の運転中に、大

麻などの薬物およびアルコールの使用、所持、配布、販売、調剤、製造を禁じているほか、そ

れらの影響を受けた状態にあることも禁じています。

Brunswickは、職場における暴力およびその脅威を生じさせることを固く禁じています。そのよう

な行為に関与する者は、解雇をも含む懲戒処分の対象となります。

ツールボックス

健康・安全・環境に関する不適切な行為例

	 騒音レベルが大きい重機を操作する工場の敷地で義務付けられている防音保護具を社員

が着用しない。

	 工場マネジャーが、コストを削減するために、汚染廃棄物を適用法および会社方針に従って

廃棄するのではなく、工場の隣の空き地に捨てようとする。

	 生産を増やしたい製造担当者が、調整する手間を省くために、機械の安全装置を取り外

す。

Q&A

Q	 機械の安全装置が壊れていることに気付きました。直すのに時間がかかり、生産スケジュー
ルも詰まっています。どうすればいいですか？

A	 操作の訓練を受けたマシンの安全装置が故障している場合、すぐに報告する必要がありま

す。また、壊れた安全装置に対して是正措置が取られるまで、マシンを操作してはなりませ

ん。安全な環境を確保する責任は全員が負っています。従業員の安全はBrunswickの最優

先事項です。
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Q	 同僚の一人が、時々酔った状態で出勤し、仕事中も飲酒しているのではないかと疑っていま
す。同僚の健康と安全が心配です。どうすればいいですか？

A	 上司に直ちに相談してください。上司が適切な措置を取って懸念に対応します。あなたと同

僚のどちらにとっても、安全が第一であることを忘れないでください。

Q	 工場内に放置されている使わない塗料や化学薬品をどのように処理すればいいか分かりま
せん。そのまま捨ててもいいですか？

A	 いいえ。残った塗料や化学薬品の安全な廃棄方法については、現地の環境安全衛生担当

者に相談してください。

関連方針

薬物のない職場（H.05.01）

職場の安全（H.05.03）

職場の暴力防止（H.05.04）
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機密情報およびデータの安全性

機密情報には、Brunswickの事業、運営、従業員、顧客、ビジネスパートナー、製品

戦略、および企業秘密についての情報が含まれます。私たち全員に会社の機密情

報を守る責任があります。機密情報には、部外者が知らないBrunswickにとって価

値のある情報、あるいは時期尚早の開示が競合他社を助ける、または当社を傷つ

ける情報も含まれます。

また、従業員、ビジネスパートナー、および顧客の個人情報も機密情報であり、これには当社

が合法的に保有し、個人を特定できる健康情報や財務情報なども含まれます。Brunswickは、

あらゆる個人情報のプライバシーとセキュリティを維持し、適用されるプライバシー法を順守す

る方法で取り扱うことに尽力しています。当社は、正当なビジネス目的がある場合に限り、個人

情報の収集、使用、および処理を行い、それら情報へのアクセスを正当なビジネス目的がある

者のみに制限し、不正に漏洩されないように注意しなければなりません。当社は、当社方針で

許可される場合を除き、第三者への開示を認めません。

機密情報の取り扱い時には必ず、すべての適切なセキュリティ手順および安全対策に従って

ください。書面（電子メールも含む）で機密情報を共有する時、また私的な会話中は、よく考え

て、注意を払ってください。携帯電話で話す時や公共の場にいる時は、周囲に気を配ってくだ

さい。機密情報のプライバシーとセキュリティを守るあなたの義務は、雇用が終了した後でも継

続されます。

機密記録の保存および廃棄は、記録管理およびデータセキュリティ方針に従ってください。訴

訟、監査、および捜査に関連する一部の記録は、標準的な要件を超えて保存しなければなら

ない場合があります。それらの重要な情報を破棄・紛失しないように、訴訟ホールドのガイドライ

ンに従ってください。

ツールボックス

ブランドの保護

私たち一人一人には、Brunswickの最大の資産である当社のブランドを維持し、構築していく責

任があります。私たち全員が、Brunswickの商標、著作権、特許、およびその他の知的財産を強

化し、保護する義務を負っています。当社のロゴや社名は、世界的に認知された商標であり、乱

用してはなりません。Brunswickのロゴを販促資料やその他の資料で使用する前に、法務部門

に確認してください。事業部別のロゴを使用する場合は、その事業部のマーケティング部門から

事前承認を得る必要があります。

また、業務において作成する資料や開発するプロセスなどの創作物の所有権は、Brunswick

に帰属します。これらの知的財産は、Brunswickの資産において最も貴重な資産の一つで

す。Brunswickを退職する際には、コピーも含め、自分が保有するすべての知的財産および作

業成果物をBrunswickに返却しなければなりません。適切な法的文書を取り交わすことなく、部

外者に当社の知的財産を使わせたり、共有したりしてはなりません。
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機密情報の例

	 Brunswickと従業員、代理人、戦略的パートナー、および／またはその他の第三者との間の

書面または口頭による合意

	 当社が所有する商標、特許、著作権、企業秘密などの知的財産

	 マーケティング計画

	 価格情報

	 技術仕様

	 自宅住所、電話番号、社会保障番号、銀行口座や福利厚生に関する情報などの従業員の

個人情報

	 顧客の個人情報または財務情報

	 会社の財務情報（仕入帳、賃金支払帳、財務諸表、買掛金集計表、ベンダー一覧表、価

格・原価情報など）

	 財務情報および潜在的な買収や新商品の発売に関するその他の会社情報

	 現行製品または新製品の設計図

	 顧客名簿、顧客との契約書、市場シェアデータ、サプライヤー契約、戦略計画など

機密情報の適切な保護例

	 製品設計・エンジニアリング担当社員が、ランチに行く前に、機密の製品図面を引き出しに

入れて鍵を掛ける。

	 会計士が外出する前にコンピュータをパスワードロックする。

	 人事マネジャーが、慎重に扱うべき人事情報を鍵の掛かった戸棚に保管する。

	 調達担当者が、ビジネスパートナー候補にBrunswickの機密情報を提供する前に、署名され

た機密保持契約を取得する。

機密情報の不適切な保護例

	 従業員のいとこがビジネスを始めるに当たり、営業先としてBrunswickの顧客と社員の名簿を

求め、従業員がそれに応じる。

	 エンジニアが、Brunswickが開発した独自の金型成形技術に関する情報を競合他社に販売

する。

	 マーケティングマネジャーが、新しいボートのコンセプトに興奮し、発表前に家族や友人に詳

細を教える。
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Q&A

Q	 他の会社の人事担当者から電話を受けました。彼女はベンチマーキングプロジェクトに取り
組んでおり、当社の全従業員の入社日、役職、基本給などの情報を求めています。どうすれ
ばいいですか？

A	 当社の従業員に関する情報は機密情報であるため、これら情報は許可された者だけが知る

ことができます。この種の情報を提供することが妥当かどうか確信を持てない場合は、提供し

てはなりません。この場合は、人事部門およびプライバシーオフィスに相談してください。

Q	 私は、仕事で出張することが多いのですが、どこに行くにもノートパソコンを携帯しています。
今、顧客を訪問しているのですが、会議後の夕食に誘われました。レストランにノートパソコ
ンを持っていくべきですか？それとも、レンタカーのトランクに入れておくべきですか？

A	 データの安全を最大限に守るために、ノートパソコンをかばんに入れ、レストランに持ってい

くべきです。車に残して鍵をかけたとしても、車上荒らしでノートパソコンが盗まれたり、車ごと

盗まれたりする可能性もあります。ノートパソコンを直接守れるように目の届く場所に置き、機

密情報に対して先を見越した対策を行うように気を配ってください。

Q	 Brunswickで新しいボートを設計したのですが、採用されませんでした。会社を退職して、自
分で会社を立ち上げようと考えています。この設計を使用してもいいですか？

A	 いいえ。当社に雇用されている間にあなたが作った設計の所有権は、「知的財産」として当

社に帰属します。Brunswickを退職される際には、Brunswickのすべての知的財産を返却し

なければなりません。適切な承認を得ることなく、これら財産を保持または使用することは、

著作権法および本行動規範への違反となり得ます。

Q	 私はBrunswickに入社したばかりの販売担当者です。前職で入手した新製品の原価と優遇
価格の一覧を今の仕事に使えば、Brunswickにとって有益だと思います。これは問題になり
ますか？

A	 はい。Brunswickは、競合他社の機密情報および専有情報を尊重します。当社が自社の機

微な情報を守るのと同様に、競合他社、顧客、およびビジネスパートナーの情報も守らなけ

ればなりません。

Q	 所属部門の他の社員の給与額が記載された文書を見つけました。他の人に見せても構いま
せんか？

A	 いいえ。あなたには、他の社員にとって個人情報となるこの情報にアクセスするビジネス上の

理由がありません。文書をすぐに人事部に返却するか、適切であれば、当社の記録管理お

よびデータセキュリティ方針に従って廃棄してください。

Q	 Brunswickの競合会社に勤める友人からメールが届きました。メールには、彼の会社の販促
戦略を説明するファイルが添付され、「機密」と書かれています。友人が間違って私宛に送っ
たと思うのですが、手元にある以上、使用してもいいですか？

A	 いいえ。あなたの友人は不注意でこの情報を漏らしたのであり、明らかに機密情報であるこ

とを示す記述があります。従って、情報を使わずに、すぐに返却するか破棄しなければなりま

せん。
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関連方針

保護されるべき健康情報のプライバシー（H.04.13）

管理データの分類方針（P.01.02）

記録管理（L.03.01）

コーポレート・アイデンティティ・ガイドライン文書（コミュニケーション／Brunswickテンプレートお

よびスタイルガイド／コーポレートアイデンティティ）
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電子情報システム

当社が事業を行う上で、電子情報技術は重要な役割を果たします。Brunswickの電

子情報システムは、インターネット、電子メール、電話、ファックス、ボイスメール、携

帯端末、インスタントメッセージなどを含め、社員が業務を遂行できるようにするため

のものであり、主に業務目的で使用されるものです。個人的な目的での使用は、妥

当な制限内であれば認められるものの、決して職務を妨げることがあってはなりませ

ん。

Brunswickの電子情報システムは、当社の財産であり、これを使用して作成または送受信される

メッセージも当社の財産です。当社は、業務使用または個人使用を問わず、電子システムの使

用を監視し、適用法で認められる範囲において、コンテンツ、メッセージまたはファイルを遮断・

傍受する権利を留保します。このような監視は、内部調査の実施、Brunswickの法的権利の保

護、および当社方針と適用法への順守を徹底するために行われるものです。本行動規範に要

約されているBrunswickの方針および原則は、業務使用であるか個人目的の使用であるかに

かかわらず、当社の電子情報システムの使用に適用されます。電子メール、インスタントメッセ

ージ、およびテキストなどの電子メッセージは、Brunswickの他の公式文書や通信を作成する時

と同様の配慮とプロ意識を持って行うことを忘れないでください。

ソーシャルメディアサイトに投稿したり、ディスカッションに参加したり、当社についての情報を

伝達したりする際には、当社のシステムを使用するか否かを問わず、当社との雇用関係がはっ

きりと分かるように公表する必要があります。また、Brunswickを代表して投稿する情報は、真実

かつ実証できる事実のみを含める必要があります。絶対に身元やBrunswickの社名を偽っては

なりません。

ツールボックス

電子情報システムの不適切な使用例

	 従業員が社外の友人宛に、特定の宗教団体が不快に感じる冗談を送信する。

	 従業員が会社のコンピュータを使用してポルノ関連のコンテンツにアクセスする。

	 マーケティングマネジャーが、適切な承認を得ずに、新商品の開発についての機密情報を

部外者に送信する。

	 アナリストが、職場のコンピュータで在宅ビジネスの宣伝メールを頻繁に送信するなど、個人

目的で会社の情報システムを過度に使用する。

	 従業員がソーシャルメディアサイトに、同僚に対する人種差別的なコメントを投稿する。

	 従業員がBrunswickに雇用されていることを明かすことなく、Brunswick製品を称賛する匿名

のコメントを投稿する。
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Q&A

Q	 チームの一員が、男性を固定観念的に捉えた侮辱的なメールを送ってきました。それを面白
いと思ってくれるに違いない社外の友人に送りたいと思っています。ここで働いていない友
人なので、転送してもいいですか？

A	 いいえ。Brunswickの社内外を問わず、不快に感じる可能性のある素材をBrunswickの電子

情報システムを使用して絶対に送ってはなりません。そのような素材を送ることは、ハラスメン

ト方針、本行動規範、および法律への違反になる場合があります。すぐにメールを削除し、

受け取ったことをIT部門に知らせるべきです。

Q	 ブログをやっているのですが、Brunswickの素晴らしい製品について触れたいと思っていま
す。これは認められますか？

A	 当社の製品について書きたい場合は、あなたがBrunswickの従業員であることをはっきりと分

かるように告げ、当社製品について真実で、実証できる事実のみを投稿内容に含める必要

があります。

関連方針

電子通信およびインターネットの使用（E.02.07）

ソーシャルメディア（H.01.05）

職場での検索（H.05.05）
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会社資産の保護

当社の施設、機器、資料、資産、技術、情報、およびブランドは、数多くの人々の懸

命な努力によって確立されたものです。私たちにはお互いに対し、そして当社の顧

客、株主、およびビジネスパートナーに対して、Brunswickの資産を守り、それらが

窃盗、紛失、浪費、破損されないようにする義務を負っています。

Brunswickの資産を守り、本来意図された方法で使用してください。自身あるいは部外者の利

益のために、会社資産を使用してはなりません。会社のコンピュータと機器を、ギャンブルやポ

ルノなどの違法または非倫理的な活動に使用してはなりません。当社資産を窃盗する者は、解

雇処分のみならず、刑事訴追を受ける可能性があります。Brunswick資産の不適切または違法

な使用は、私たち全員を傷つけます。

ツールボックス

会社資産の例

	 会社のお金または製品

	 従業員の業務時間

	 コンピュータシステムとソフトウェア

	 電話機

	 コピー機

	 社用車

	 会社の商標

Q&A

Q	 私は結婚式の招待状を制作する小さなビジネスを経営しています。近々、同僚のために招
待状をデザインします。わずか数日間であれば、この目的で会社のコンピュータを使用して
も構いませんか？

A	 いいえ。これは、Brunswickの方針で認められる付随的な個人使用の範囲を超えています。

Q	 クリーニング店に依頼した洋服の引き取りや個人的なギフトの買い物など、マネジャーの私
的な雑用を私が処理するようマネジャーに頼まれました。これは問題になりますか？

A	 はい。あなたのマネジャーは、会社の資産であるあなたの業務時間を乱用しています。問題

を解決するために、本行動規範に記載の方法で報告してください。

関連方針

電子通信およびインターネットの使用（E.02.07）

ソーシャルメディア（H.01.05）
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政治活動

Brunswickは、自らのため、あるいは自分が支持する大義または候補者のために、

政治活動に参加する皆さんの権利を尊重します。ただし、職場で政治活動に従事

することは控えてください。本方針において、「政治活動」とは、具体的に特定され

た職業上の関心事に直接の関係がない活動のことをいいます。

自身の政治活動を支持する目的で、Brunswickの名称、資産、またはその他のリソースを使用

しないように注意し、第三者の取引先と個人の政治的見解を共有する場合は、慎重に行う必要

があります。個人的な政治献金に対し、会社は払い戻しを行いません。また、政治献金額を反

映した昇給や給与調整は行われません。勤務時間外に自己負担で市民・政治活動に参加す

ることは、適用法を順守している限り、奨励されます。自らが寄付した時間、リソース、またはお

金を、Brunswickが提供または支持しているかのようにほのめかしてはなりません。個人献金を

行ったり、行わなかったりすることで、優遇あるいは罰せられることは絶対にありません。

ツールボックス

職場における不適切な政治活動の例

	 マネジャーが、大口顧客が支持する候補者の資金集めパーティーのチケットを購入するよう

に部下に要請する。

	 工場の従業員が、仕事の後に会社の駐車場で、公職候補者のビラを配る。

	 マネジャーが、支持する候補者に投票するように呼びかける電子メールを、会社のコンピュ

ータを使用して部下・同僚に送信する。

Q&A

Q	 友人が公職選挙に立候補しているのですが、彼の政治運動を手伝いたいと思っています。
これは認められますか？

A	 はい。個人的な政治活動は、会社が干渉することではありません。ただし、政治運動に会社

の業務時間、電子メール、社名などの会社リソースを使用しないように注意してください。

Q	 妻が州議会議員に立候補しています。彼女のパンフレットやポスターを作成するため
に、Brunswickのコンピュータとコピー機を使用してもいいですか？

A	 いいえ。個人的な政治活動のために会社のリソースを使用してはなりません。
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Q	 私のマネジャーは、自分の政治的信念をよく口にするのですが、私の信念とは大きく異なり
ます。時々、候補者の人種や宗教、出生地について不快な発言をします。政治観が異なる
という理由で、マネジャーが私の昇進や昇給を認めなかったり、解雇したりすることはあり得
ますか？

A	 いいえ。あなたのマネジャーは、政治的信念が異なるという理由で雇用上の措置を取ること

はできません。さらに、彼の行為が当社のハラスメント方針の下で、脅迫的、敵対的、または

不快な職場環境を生み出す場合、適切に調査するために、あなたにはそれを報告する義務

があります。

関連方針

ハラスメント（H.01.02）
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報告手順

行動規範またはBrunswickの方針への違反を知った場合、以下のいずれかの方法で速やかに

報告しなければなりません。匿名で報告することができるほか、フリーダイヤルの倫理ラインで

は、通訳者の利用も可能です。報告は、公正かつ徹底的な調査を実施できる範囲で、機密に

扱われます。

	 上司に報告する。

	 勤務地の倫理カウンセラーに連絡する（対面、電話、手紙、または電子メール）。

	 米国内フリーダイヤルの倫理ライン（877.684.5252）または海外フリーダイヤルの倫理ライン（

本行動規範の最後に記載の電話番号）に電話をかける。

	 ウェブベースのプロセスを使用する（www.bcethics.com）	

–または–	

勤務地がEUの社員は、ウェブベースのプロセス（https://bcethicseu.alertline.com）	

を使用する。

	 倫理オフィスに郵便（住所：1	N.	Field	Court,	Lake	Forest,	IL	60045）、電話（847.735.4318）

、電子メール（ethics.advisory@brunswick.com）、またはファックス（847.735.4388）	

で連絡する。

	 当社のゼネラルカウンセルに手紙を送る。

倫理ラインは、外部の会社により運営され、毎日24時間、利用することができます。希望する場

合は匿名で報告することもできますが、匿名での報告は、懸念を効果的に調査する能力が制限

される場合があります。Brunswickは、適切かつ迅速に報告を調査し、適切な措置を講じます。

私たち一人一人には、調査に協力し、率直かつ正直に情報を共有する義務があります。当社

は、調査の完了後、相応の努力を払って結果を報告します。

報復の禁止

本行動規範に記載されるいずれかの手順に従い、善意で報告する者が報復を受けることはあり

ません。そのような報告がなされたことによって、報復を行ったり、調査を妨害したりする者は、解

雇をも含む懲戒処分の対象となります。誰かから報復行為を受けた場合は、上記のいずれかの

方法で速やかに報告してください。

故意に濡れ衣を着せたり、調査員に嘘をついたり、調査への協力を拒むことは、本行動規範へ

の違反となります。「善意」で報告する場合、報告時に懸念が事実であるか、気のせいであるか

は問題ではありません。善意の報告とは、違反が生じた、または生じた可能性があると自らが信

じ、それを正直に報告することを意味します。										
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ツールボックス

Q&A

Q	 報告したら、自分のキャリアに傷がつきますか？

A	 いいえ。Brunswickの経営陣は、倫理・コンプライアンスの問題を報告する者が悪影響を受け

ることなく、善意で提起できるオープンな環境の維持に尽力しています。Brunswickは、報復

の報告のすべてに対応し、迅速な是正措置を講じます。いかなる報復行為も容認されませ

ん。

Q	 行動規範への違反と思われる状況を目撃しました。本当に問題であるかどうかを確信できな
くても、報告すべきですか？

A	 はい。皆さんには、行動規範への違反の可能性を直ちに報告する責任があります。報告は

深刻に受け止められ、適切に調査されます。法律または会社方針の違反の疑いを無視する

よりも、疑いを報告し、それが後で問題ではなかったと判明するに越したことはありません。

Q	 誰かが私を困らせようと、悪意を持って不正直な報告をした場合はどうなりますか？

A	 すべての調査は、真剣かつ客観的に扱われます。意図的に「悪意を持って」報告すること

は、重大な違反であり、解雇をも含む懲戒処分の対象となります。

関連方針

会計・財務に関する苦情の処理手順（E.02.01）

内部告発方針（E.02.03）

ハラスメント方針（H.01.02）	
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承諾書：

正しい選択を行う個人的なコミットメント

私は、Brunswick	Corporation行動規範を読み、これを理解したことを確認し、	

本行動規範およびその他のBrunswickの方針に従うことに同意します。

従業員の氏名	 日付

従業員の署名	 日付
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ETHICS TOLL-FREE HELP LINE NUMBERS
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	 	 AT&T	 	
COUNTRY	 SERVICE	 ACCESS	CODE	 HELP	LINE

Australia	 Optus	 1.800.551.155	 800.556.2803

	 Telstra	 1.800.881.01 1	

Belgium	 	 0.800.100.10	 888.507.5629

Brazil	 	 0800.890.0288	 888.649.901 1	
	 	 			or	
	 	 0800.8888.288

Canada	 	 ——	 877.684.5252

China	 Beijing	 108.888	 888.649.9014	
	 vicinity

	 Shanghai	 108.1 1	
	 vicinity

Denmark	 	 8001.0010	 888.649.9026

France	 	 0800.99.001 1	 888.649.9047	
	 	 			or	
	 	 0805.701.288

Germany	 	 0.800.2255.288	 888.649.9048

Hong Kong	 Hong	Kong	 800.96.1 1 1 1	 888.649.9054	
	 Telephone

	 New	World	 800.93.2266	
	 Telephone

Hungary	 	 06.800.01 1 1 1	 888.649.9057

Italy	 	 800.172.444	 888.649.9058

Japan	 KDDI	 00.539.1 1 1	 888.649.9059

	 NTT	 0034.81 1.001

	 Softbank	 00.663.51 1 1	
	 Telecom

Korea	 DACOM	 0030.91 1	 888.649.9062

	 DACOM	US	 550.2872	
	 Military

	 Korea	 0072.91 1	
	 Telecom

	 Korea	 550.4663	
	 Telecom	
	 US	Military

	 ONSE	 0036.91 1

	 	 AT&T	 	
COUNTRY	 SERVICE	 ACCESS	CODE	 HELP	LINE

Mexico	 	 01.800.288.2872	 888.802.9416

	 Alternative	 01.800.462.4240

	 Por	Cobrar	 01.800.1 12.2020	
	 Espanol

Nertherlands	 0800.022.91 1 1	 888.802.9418

New Zealand	 000.91 1	 800.721.0942

Norway	 	 800.190.1 1	 888.802.9432

Poland	 	 ——	 0.0.800.1 1 1.1717

Portugal	 	 800.800.128	 800.569.9578

Russia	 	 8^10.800.1 10.101 1	 888.802.9441

	 Moscow	 363.2400

	 Outside	 8^495.363.2400	
	 Moscow

	 St.	 363.2400	
	 Petersburg

	 Outside	St.	 8^812.363.2400	
	 Petersburg

Singapore	 Sing	Tel	 800.01 1 1.1 1 1	 888.802.9451

	 StarHub	 80.0001.0001

Sweden	 	 020.799.1 1 1	 888.802.9454

Switzerland	 	 0.800.89001 1	 888.802.9458

Thailand	 	 1.800.0001.33	 888.802.9459	
	 	 			or	
	 	 001.999.1 1 1.1 1

United	 BT	 0800.89.001 1	 800.569.9578
Kingdom	 C&W	 0500.89.001 1

United	 	 ——	 877.684.5252	
States




