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John Engelからのメッセージ 私たちが実践する価値観
Wesco における私たちの使命は、世界を築き、つない
で、力を与え、守ることです。電気、通信、ライフラインの
販売およびサプライチェーンサービスの世界的リーダーであ
るWescoでは、18,000人の従業員が世界 50か国以上で
30,000を超えるサプライヤパートナーおよび 140,000以上
のお客様と協力して活動しています。当社のこのグローバルな
活動範囲は、お客様が日常的に私たちのビジネスに信頼を寄
せているということの証です。

また、このような活動範囲とパートナーシップを維持するため
には、当社の企業行動規範が極めて重要になるということで
もあります。これは、誠心誠意を尽くしてビジネスに全力で取
り組むWescoの姿勢を表しており、当社の企業行動規範は
法的および道義的責任の方向性を示すポリシーや手順の基礎
となります。当社の取締役会は、毎年規範の見直しを行って
います。

当社の各個人は、Wescoの企業行動規範に従い、それを指
針として使用する責任があります。この企業行動規範は、私た
ちが互いに対してだけでなく、ビジネスパートナー、お客様、
サプライヤ、株主、および奉仕する地域社会に対しても立て
る誓約です。私たちはすべての活動で最善を尽くし、その過
程のあらゆる段階で誠実かつ卓越した行動を取ります。

私たちは皆、この行動規範、関連する会社のポリシーまたは
法規制のいかなる違反についても声を上げ、報告する権限を
有しています。私たちは、誠意を持って報告を行ったり、調査
に協力したりする者に対する報復を許しません。この企業行
動規範に記載されているいずれかの内容に不明点または懸念
事項がある場合は、上司あるいは本書末尾の「連絡先」セク
ションに記載のその他の窓口に相談して、指導を求めることを
お勧めします。

過去 1世紀にわたってWescoを形作ってきた当社の企業行
動規範ならびに厳格な倫理基準へのご協力に感謝申し上げま
す。当社最大の資産である社員は、誠実であるという当社の
名声を築き、維持するのに貢献してきました。当社は、これ
らの基準を守り続けることによって、現在だけでなく将来にわ
たっても大きな成長を続けることが可能になります。

John Engel
会長、社長兼最高経営責任者

私たちの価値観は、サプライヤ、お客様、株主、私たちが労働および生活する地域社会、 
そして互いとのやり取りの拠り所となる原則です。これらは明確かつシンプルであり、 
Wescoにおける私たちの日々の行動を形作るものです。

社員は当社最大の資産
能力を最大限に発揮できるよう互いにサポートし、互いの安全
を確保します。私たちは声を上げる権限を与えられ、自らの声
に耳が傾けられることを知っています。また、同僚の幸福を害
し、私たちの誠意、名声、または成功を傷つける可能性のあ
る既知の行動や疑わしい行動については、いかなる場合もこ
れを報告します。

お客様およびサプライヤとの勝利
お客様およびサプライヤと強力かつ相互に有益な提携関係を
築き、善良かつ倫理的なサービスに基づいたパートナーシッ
プを確立します。約束を最後まで守り、すべての取引先に信
頼されます。

1つのチーム
効果的なチームワークと率直なコミュニケーションを育み、互
いの意見に耳を傾けて相互理解を築きます。多様性を尊重し、
包括的な文化を維持および強化するよう意識して取り組みます。

常に最善を目指す
すべての取り組みにおいて最善を尽くします。必ず仕事をやり
遂げ、そのプロセスのあらゆる段階で誠実かつ卓越した行動
を取ります。

イノベーション
変化を改善や成長の機会と捉えます。デジタル化を通じてビジ
ネスの進め方を継続的に革新させ、実行および変革する方法
を探し求めます。

私たちの
5大価値
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本規範の承認、更新、権利放棄
本企業行動規範の承認および発行責任者は、Wesco取締役会です。本規範は、Wesco取締
役会によって 2022年 12月 8日に承認されました。取締役会は、改訂が適切かどうかを判断
するために、企業行動規範の見直しを毎年行います。最高経営責任者、最高財務責任者、会
計監査役、その他の上級財務責任者または執行責任者、あるいは取締役会のメンバーによる
本企業行動規範の権利放棄があった場合は、監査委員会による承認が必要です。
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本規範の目的
このWesco企業行動規範（「本規範」）は、私たちの価値観
を実践するための指針であり、当社の事業に影響を与える法
律や倫理的原則を、私たち一人一人が遵守して行動する際の
助けとなるものです。本規範は、Wescoおよびその子会社の
すべての取締役、責任者、および従業員に適用されます。本
規範はあらゆる状況に対応した包括的文書ではないため、適
切な判断を下す際に必要な場合や、ガイダンスや説明が求め
られる場合は、質問することが期待されます。

多くの場合、本規範は、法律で義務付けられているよりも高い
倫理行動基準を要求しています。従業員および取締役は、少
なくとも、適用法と本規範の行動基準の両方を遵守するものと
します。

ポリシー、手順、ガイドラインなどの追加リソースは本規範を
補完し、本規範全体にわたって記載されています。また、日
常業務における本規範の実践方法に関する助言および指導
は、管理職、Wesco倫理・コンプライアンスオフィス、人事
部、法務部、およびビジネスインテグリティラインから受ける
ことができます。

各人の責務
倫理的かつ誠実に業務を遂行することに関しては、私たち全員
がロールモデルであり、以下を行う必要があります。

•  本規範の指導内容を把握し、これに従う
•  積極的で包括的な職場環境と強力な倫理の文化を育む
•  割り当てられたトレーニングおよび認定資格を時間通りに完
了する

•  現地の法律で禁止されている場合を除き、法律、本規範、ま
たは会社のポリシーに対する違反の疑いを報告する

•  報復することは避け、誰かに対する報復が行われている疑い
があれば報告する

• 各種調査に協力する

管理職の特別な役割
私たちは、私たちの職場が管理職と従業員との双方向のコミュ
ニケーションが行われるオープンで思いやりのある協力的な職
場であることを誇りに思っています。オープンなコミュニケー
ションを通じて、私たちは違法または非倫理的である可能性
のある行動または状況に注意を喚起し、ためらうことなく報告
することができます。

Wescoのすべての従業員は、当社の誠実さの文化を維持する
役割を果たします。管理職には、いくつかの追加の責務があり
ます。

•  すべての行動で当社の行動規範および指針の模範を示して
指導する

•  最高水準の倫理的企業行動を持つ職場環境を推進し維持す
ることにより、誠実さが優先事項であることを示す

•  従業員が不明点や懸念事項を抵抗感なく相談できる環境を
作る

•  報告された懸念事項に耳を傾け、それに速やかに対処する
か、またはWescoのエスカレーションガイドラインに従って
エスカレーションする

•  報告を行った者に対する報復が行われていないか確認し、こ
れを防止する

• 公平で敬意ある職場を確保する

誠実さの実践例

質問  私は、指導的立場にある人物に関する懸念を一般
的に報告しない文化の中で育ちました。上司がポ
リシーに違反していることを知っていますが、密告
者になりたいとは思いません。どうすれば良いで
しょうか。

回答  自分の懸念について発言することが重要です。
Wescoは、懸念事項を調査する際に多様な文化
的基準を尊重および考慮しており、情報を共有し
ている人物の身元と共有されている情報を保護す
るために適切な措置を講じています。

追加情報

- 業務遂行と報告義務に関するポリシー 
- エスカレーションガイドライン
-  倫理・コンプライアンスオフィス

声を上げる
私たちは、全員が本規範を遵守し、定められた規定、会社の
他のポリシー、または法律に対するいかなる違反も速やかに
報告する義務があります。Wescoは、不正行為の可能性に
関するすべての報告を真剣に受け止め、速やかに調査します。
また、懲戒処分、解雇、またはその他の懲罰を含む適切な是
正措置も講じます。社員全員が、報告のあらゆる調査に全面
的に協力する義務があります。

さまざまな方法で声を上げる
Wescoでは、必要に応じて助言やサポートのための複数のリ
ソースを提供します。誰でも、当社の行動規範に反する行為
をすることに精神的圧力を感じている、同僚が本規範に違反し
ていると確信している、明確な対処法がない状況だと気付い
た場合は次の連絡先に報告できます。

•  気兼ねなく相談できる上司または経営陣のメンバー

• 倫理・コンプライアンスオフィス

• 地区担当コンプライアンス責任者

• ビジネスインテグリティライン

• 人事部長

• Wescoの法務部

• 内部監査部門

懸念を伝える際は、特定の指揮命令系統に従う必要はありません。自分の報告が適切に対処されていないと感じる場合は、こ
のリストの別の連絡先に報告しても構いません。

上司や管理職は、法律または本規範への違反の疑いをWesco倫理・コンプライアンスオフィス、地区担当コンプライアンス責
任者、人事部、またはビジネスインテグリティラインに報告することが求められます。

声を上げても報復は受けない
当社では、当社の行動規範、ポリシーまたは法律の違反を誠実に報告または開示した人物、あるいは調査に協力した人物に対
する、いかなる形の嫌がらせまたは報復行為も容認しません。

あなたや他の誰かが報復行為の標的にされたと感じた場合は、本規範に記載されているリソースのいずれかへすぐにご連絡く
ださい。声を上げたり、内部調査に参加したりした人物に対して報復する者は、最も厳しい解雇を含む懲罰の対象となります。
報復行為の識別および報告方法などの詳細については、Wescoの報復防止ポリシーを参照してください。

匿名で声を上げる
現地の法律で禁止されていない限り、誰でも匿名による報告が可能であり、それはWescoビジネスインテグリティラインへの
連絡を通じて行えます。通話や報告は、翻訳サービスを利用できる独立第三者機関によって、24時間年中無休で処理されます。
報告者が身元を開示することを選択しない限り、報告者の身元はWescoの誰にも提供されません。

ビジネスインテグリティラインへの
連絡方法
オンライン :
https://wescodist.ethicspoint.com

電話（フリーダイヤル）：
米国およびカナダ 1 866.873.2376

米国以外の電話番号一覧：
https://wescodist.ethicspoint.com

携帯用アプリ：
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ビジネスインテグリティライン
ビジネスインテグリティラインに電話で連絡すると、専門の担
当者から一連の質問を受けます。これは報告の完了に必要と
なります。ビジネスインテグリティラインとの通話は録音され
ません。報告がオンラインで提出された場合、報告者はウェ
ブ上のフォームに情報を提供するよう求められます。いずれの
方法も、現地の法律で禁止されていない限り匿名で行えます。
また、報告者には 10桁のレポートキーが与えられ、電話ま
たはオンラインで報告を追跡するための固有のパスワードを
作成するよう求められます。

特定の国々では、現地の法律により、贈収賄や、財務、会計、
または監査の違反に関連する問題などの特定の種類の報告に
限ってビジネスインテグリティラインを通じた提出が許可され
ることがあり、現地で対応してもらうことが必要になる場合が
あります。報告された問題を現地で対応してもらう必要がある
場合は、ビジネスインテグリティラインの担当者が、現地の経
営陣または人事部への差し戻しを報告者に伝えます。

調査プロセス
すべての報告は、初期評価、調査、および解決のため、倫理・
コンプライアンスオフィスに照会されます。倫理・コンプライ
アンスオフィスはすべての報告を確認して、違法行為、本企業
行動規範やポリシーの違反、またはその他の非倫理的行為の
疑いがあるかを判断します。

それぞれの報告は、認定調査員に割り当てられます。調査員
は問題を可能な限り徹底的かつ内密に調査する責任を負いま
す。会社資産の盗難や悪用に関する報告は、そのような問題
の専門知識を有する調査員に割り当てられます。ハラスメント
や差別などに関する雇用関係の訴えは、経験豊富な人事担当
者によって調査されます。

報告者が最初の報告で自分の名前を提供した場合、調査員は
調査プロセス中に、報告者やその他の人物との面談による追
跡調査を行う場合があります。

報告と調査に関する情報は、徹底的な調査を確実に行ったり、
懲罰や矯正のための最善の手順を決定したりするうえでそれ
を知る必要がある関係者と共有されます。プライバシーに関
する考慮事項の面で適切かつ整合性がとれている場合、また
は法律で義務付けられている場合、問題の報告者には調査の
結果および結論が通知されます。

調査後
調査の結果、本規範または会社のポリシーに対する違反が
あったと判断された場合、経営陣および人事部は、Wesco
のポリシーおよび適用法に従って懲戒処分を決定および実行
します。将来の違反防止のために商習慣を変更するなど、そ
の他の是正措置が実施される場合があります。

Wescoの倫理・コンプライアンス統括責任者は、倫理・コン
プライアンスオフィスの指導の下で、少なくとも四半期ごとに、
Wescoの最高経営責任者、最高財務責任者、最高人事責任
者、法律顧問、および内部監査担当副社長で構成される常任
コンプライアンス委員会に対し、受け取った報告と実施した調
査について通知します。また、倫理・コンプライアンス統括
責任者は、Wescoの取締役会の監査委員会の定例会議中に
調査報告を行います。

取締役会は全体として、またはその委員会のいずれかを通じ
て、取締役会の裁量により、報告に関しての助言提供や調査
を行う第三者のアドバイザーを雇用することもできます。

誠実さの実践例
質問  ある人物が当社の行動規範に違反しているので

はないかと疑っていますが、確実ではありません。
具体的なことがわかるまで、自分の懸念を胸に留
めておくべきですか。

回答  いいえ。違反が疑われる場合は、報告してください。 
待って他人や会社に危害が及ぶ危険を冒すよりも、
潜在的な問題を表明する方が適切です。「誠実に」
報告するということは、たとえ調査の結果によって
自分が間違っていたことが判明したとしても、真実
と信じる情報を正直に報告することを意味します。

質問  自分が表明した懸念が上司に関するものである場
合はどうでしょう。職を失うことはないですか。

回答  通常、懸念を表明する最適な場面は上司といる時
でしょう。ただし、上司の行動こそが懸念の対象
である場合は、人材ビジネスパートナーやビジネ
スインテグリティラインに電話するのも良い選択肢
です。関与している人物に関係なく、懸念事項を
速やかに報告してください。そうすることがあなた
の責務であり、当社の行動規範に違反している可
能性のある活動について相談することが非常に重
要です。

追加情報

-  業務遂行と報告義務に関するポリシー
-  ビジネスインテグリティライン
-  報復防止ポリシー

職場での誠実さ
私たちは、従業員、ビジネスパートナー、近隣住民の安全、健康、福祉に全力を尽くしています。そして、すべての個人を尊重し、当社の優れた個性を理解することは、ビジネスの 
成功や強力なコミュニティの構築に不可欠であると信じています。私たちは、いかなる人物の抑圧や侮辱も容認せず、職場とサプライチェーンにおける人権と尊厳を守ります。

差別
当社は、従業員が能力を最大限に発揮し、会社全体の成功に貢献できる職場を提供します。
私たちは、従業員および求職者に対して公正かつ公平に処遇することを約束します。各個人を
公正に、丁重に、礼儀正しく処遇します。当社の職場には、オープンなコミュニケーションと互
いに尊敬し合う気風があり、それぞれの個性が尊重されています。

私たちは、現地で適用される雇用法と規制を遵守し、不法な差別を容認しません。求人活動、
雇用、研修、補償、給付金、昇進、異動、解雇、職場環境、ならびに雇用のその他の側面や
従業員の関係に関する問題に対して差別的な扱いを行いません。求職者と従業員を個人の独
自の資質と技能で判断します。私たちはどのような形の差別を見た場合でも、そのことを報告
します。私たちは誠意を持って報告を行った者に対する報復を許しません。

ハラスメントといじめ
当社は、従業員の幸福度と生産性の向上を促し、職場での嫌がらせを容認しな
い職場の確保に尽力しています。私たちは、威圧的、敵対的、または攻撃的な
職場環境を作る行為を許しません。職場または会社のイベントで、私たちや周
りの人々を不快にさせる個人の行動（サプライヤやお客様の行動を含む）があっ
た場合は、声を上げてください。職場で嫌がらせを経験したり見かけたりした場
合は、その事を報告してください。Wescoは、誠実に報告した人や調査に協力
した人に対する報復行為を禁止しています。

誠実さの実践例
質問  同僚への嫌がらせを行っているのがお客様であっても、その嫌がらせについて懸念

を表明することはできますか。

回答  はい。ハラスメントは、管理職、従業員、お客様、サプライヤ、またはその他の
ビジネスパートナーなど、どこから行われているかに関わらず容認されません。

質問  私の同僚は時々、私が不快に感じるような冗談を言うことがあります。どうすれば
良いでしょうか。

回答  そのような冗談は職場では不適切であるとその同僚に伝えてください。また、上司
や人事部にその状況について話すこともできます。

追加情報

-  機会均等雇用者と積極的格差是正措置ポリシー
- グローバル差別禁止ポリシー
- グローバルハラスメント防止ポリシー
- 報復防止ポリシー

誠実さの実践例
質問  私の上司は私を差別していると思いますが、この件について上司と話すのは気が進

みません。この懸念について相談する場合、他にどのような窓口を利用できますか。

回答  上司に話しづらい場合は、人事部、内部監査部門、倫理・コンプライアンスオフィス、
または地区担当コンプライアンス責任者にご連絡ください。また、Wescoビジネ
スインテグリティラインに電話して、匿名で懸念や疑問を表明することもできます。
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包摂と多様性
Wescoでは、社員が最大の資産です。当社では、チームの各メンバーが独自の経験と貢献を評価される環境を作れるよう努
めています。包摂と多様性は当社の優れた文化の基礎であり、当社は個々人の違いを認識し、尊重する包摂的かつ多様な職場
を育むことに全力で取り組んでいます。

当社は、年齢、民族、出生または伝統、性別、身体特性、信仰、言語、性的指向、教育、国籍、社会的背景、文化、および
その他の個人的特徴の違いを尊重し、理解しています。

当社は、私たちの周りにある豊富なアイデア、才能、スキル、背景、および視点をすべて最大限に活用することが、互いに良
い成果を収め、成長する助けとなることを認識しています。

包摂と多様性への取り組みは、当社のグローバルサプライヤネットワークにまで及びます。当社では、マイノリティや女性が経
営する企業のビジネスチャンスを促進するために活動する多数の組織や団体を支援しています。当社は、次に該当する包摂的
かつ多様なサプライヤネットワークの促進と育成に献身的に取り組んでいます。

•  より広い視野とアイデアに触れることで、イノベーションに貢献し、より優れた意思決定を行う

•  多様な小規模事業者による当社の販売ビジネスへの参画を促進する

•  私たちが奉仕する地域社会の経済的成長および拡大に貢献する

安全で健康的な職場環境
当社は、活動の場として安全かつ健康的な職場環境を提供し
ます。私たちには、健康と安全に関するすべての適用法律や
規制を遵守し、安全かつ責任を持って作業することが強く求め
られます。また、各個人にWescoの健康と安全に関するポ
リシーや手順に従い、事故、負傷、または潜在的な安全上の
問題を速やかに報告する責任があります。

当社はすべての従業員のために職場から麻薬・覚醒剤を追
放します。当社では、薬物またはアルコール関連の問題を
抱えている人にWescoの従業員支援プログラムや、その他
の資格を持った専門家に支援を求めることを奨励しています。
Wescoは、安全上の懸念がある場合はいつでも薬物検査を
要求し、拒否した者の雇用を終了する権利を留保します。

当社は暴力や脅迫行為を容認せず、Wescoの敷地内での武
器の使用を禁止しています。私たちはそれぞれ、暴力や脅迫
の危険を報告する義務があります。Wescoは、脅威のない
職場環境を維持するというポリシーに違反した従業員に対して、
解雇を含む適切な懲戒処分を行います。職場の安全に関する
質問や懸念については、Wescoの保安チームにご連絡くだ
さい。追加情報

- 包摂と多様性のイントラネットサイト（Compass）

追加情報

-  環境、健康、安全、持続可能性のイントラネットサイト
（Compass）
-  環境、健康、安全、持続可能性に関する声明
-  職場での暴力および職場での行動に関するポリシー

業務遂行における誠実さ
私たちは、公正かつ誠実に事業を行います。サプライヤ、お客様、およびその他のビジネスパートナーとの関係は、公平で前向きかつ生産的であり、相互の信頼と尊重に基づい
ています。これらの関係の構築は現在進行中のプロセスであり、高い水準の倫理的企業行動に全力で取り組む必要があります。これらの第三者とのやり取りにおいて、私たちは誠
実さと私たちの価値観への取り組みを示します。

マネーロンダリングの防止
マネーロンダリングとは、個人またはグループが違法に取得した資金を隠したり、合法的な金
融取引や商取引を通じて送金することで法律上正当に見せかけたりしようとする一連の行為で
す。私たちは、マネーロンダリングを禁止するすべての法律を遵守し、そのような活動に参加
している印象を与える取引を回避します。また、不正な支払いを見抜いて防ぐように設計され
た手順を通じて、疑わしい活動を速やかに報告します。

詳しく見る：「危険信号」となる要求

 次のことを求められた場合は、倫理・コンプライアンスオフィスまたは 
地区担当コンプライアンス責任者にご連絡ください。

•  一般的な通貨や事前に合意された通貨以外の通貨で支払いを行うこと

•  支払いを小切手や電子送金ではなく、現金で行うこと、または受け取る 
こと

•  取引の当事者ではない人物に対して支払いを行うこと、または 
その人物から支払いを受け取ること

• 過分の支払いを行うこと、または受け取ること詳しく見る：包摂的かつ多様な職場の促進

•  社員同士の違いを尊重する事例を示す

•  すべての視点が重要であり、誰もが貢献する機会があることを示す

•  従業員に自らの貢献が優れた結果を生むことを知らせ、その成果を認識させる

•  客観的になる – 個人的な感情、無意識の偏見、または個人的な好みが判断に 
影響しないようにする
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追加情報

-  贈収賄防止および腐敗防止ポリシー
-  政府機関とのグローバルな取引に関するポリシー
-  贈答品および接待ポリシー
-  ビジネスパートナー汚職防止ポリシー
-  ビジネスパートナー選定ガイドライン

詳しく見る：公務員

公務員とは誰のことでしょうか。これは、以下の従業員、職員、当局者、または 
コンサルタントを含む広義の用語です。

•  国、州、地域、都道府県、市区町村のレベルを問わない政府またはその省庁部局課等

•  大学、病院、公益事業、航空会社、運送会社など、政府が所有または管理する公共団体

•  米国、カナダ、その他の国の部族や国民など、主権的地位を有する先住民族

•  政府のあらゆるレベルの政治家候補と政党関係者、およびこれらの人物のために働く 
すべての個人

•  国連や欧州連合などの国際組織と、その機関およびその他の関連団体

• 王族または他の支配一族のメンバー

誠実さの実践例
質問  外国での営業許可の取得を手伝ってくれるコンサ

ルタントを雇いたいと考えています。このコンサル
タントは多額の前金を要求しており、いかなる書
類にも署名することを拒んでいます。私はどうすれ
ば良いでしょうか。

回答  コンサルタントが政府の役人に賄賂を贈るために
当社の支払金を利用することがないよう、積極的
な手段を講じる必要があります。倫理・コンプラ
イアンスオフィスまたは地区担当コンプライアンス
責任者に事前に連絡し、指示を仰いでください。

質問  あるお客様から、発注と引き換えに義理の姉妹に
仕事を与えるよう頼まれました。その依頼は断りま
したが、いずれにせよ受注しました。それでもこ
のことを誰かに話す必要はありますか。

回答  はい、このようなことが起きた際には、常に上司
に知らせ、お客様と別の問題が起きないよう適切
に対処します。

公正な競争
私たちは自由で開かれた競争を志しています。私たちの目標は公正かつ誠実に競合他社を上回
ることであり、市場での競争を非合法的に低下させる行為を容認しません。

私たちは精力的に競争し、次のような反競争的協定は結びません。

•  価格協定 – 価格の引き上げ、引き下げ、安定化、またはその他の競争条件について、競合他社
と合意すること

•  入札談合 – 競合他社と入札活動を協調すること

•  集団ボイコット – 競合他社と合意して、標的となる個人または企業と取引しないようにする
こと

•  市場分割または顧客割当 – 顧客、販売区域、または市場を競合する業者間で分割・配分する
こと

•   「引き抜き禁止」協定 – 異なる業界であっても、互いの従業員を採用または雇用しないという
雇用主間の相互協定

競争上の機密情報については、競合他社との簡単な会話で合意が推察される可能性があるた
め、価格設定、コスト、マージン、販売や購入の条件、市場区分、お客様、または入札やマー
ケティングの戦略などの問題に関する競合他社との会話や情報のやり取りは行いません。

贈収賄と汚職
当社では、賄賂の贈与、要求、提供または収受、あるいはそ
の他の不正な商習慣への関与を一切容認しない方針を取って
います。私たちは、取引の過程で決して賄賂、リベート、また
はその他の非倫理的提案や支払いを承認、提供、約束、贈与、
要求または収受しません。そのような商習慣が一般的または
文化的に受け入れられる場所であっても、私たちは誠実に行
動します。賄賂や汚職への参加を容認または黙認することはあ
りません。

私たちは、直接的または間接的を問わず、贈収賄、贈答品の
約束、慈善寄付や政治献金、融資または将来の雇用、個人的
な好意、あるいはその他の違法な勧誘によって、公務員の意
思決定または行動に不適切な影響を与えようとすることは行い
ません。直接的に禁止されているいかなる行為も間接的に行
うことはしません。

詳しく見る：競争上の機密情報

競争上の機密情報には、次のような情報があります。

•  割引、追加料金、リベート、およびマージンを含む 
価格設定と収益性

• 販売量と販売価格を含む売上

• 生産またはサービスのコスト

• 顧客

• 戦略計画とマーケティング計画

•  仕入先選定基準と販売区域

サプライヤやお客様との契約によっては、競争に悪影響を与える可能性があるため、次のように、
法務部による事前の承認が必要になる場合があります。

•  当社がお客様に販売する製品をお客様が再販できる設定価格

•  サプライヤから購入する製品をWescoが販売する場合のサプライヤの設定価格

• 排他的取引または「要求」契約

•  互恵取引 – Wescoがお客様から購入する前に、お客様がWescoから購入することを要求す
る取引

•  抱き合わせ：お客様がある製品をWescoから購入する際の前提条件として、Wescoから2つ
目の製品を購入することを要求すること

• 原価以下での製品の販売

競合情報の合法的な収集
市場情報を入手することは通常の商習慣ですが、違法な手段や非倫理的な手段を使用して競
合他社、その設定価格、製品、サービス、または入札戦略や入札の意思決定に関する情報
を入手することはありません。当社は、他社が当社の情報を尊重するよう期待するのと同様に、
他社の非公開の機密情報を尊重します。当社は公的情報源または他の許可された情報源を使
用し、違法または不正な活動を通して情報を収集したり、他の誰かに収集を依頼したりしません。
当社は、競合情報収集に関するガイドラインの手順に従います。不適切に提供または入手され
た情報については、法務部に速やかに報告します。

追加情報追加情報

-  競争法ポリシー競争法ポリシー

-  情報共有に関するガイドライン情報共有に関するガイドライン

-  事業者団体に関するガイドライン事業者団体に関するガイドライン

-  競合情報収集に関するガイドライン競合情報収集に関するガイドライン

また、必要な措置を講じることで、当社の代理で公務員と取
引する可能性のあるビジネスパートナーが、何らかの形式の
禁止された支払いまたは勧誘を提供、約束、または承認しな
いようにします。

用語の解説：賄賂とは
賄賂とは、直接的または間接的を問わず、不適切な利益を得
たり、意思決定に不適切な影響を与えたりする目的で、金銭
や何らかの有価物を提供、支払うよう約束、またはそうした支
払いを許可することです。賄賂はさまざまな形でもたらされる
可能性があり、現金、便宜、贈答品、接待、旅費、食事、慈
善寄付や政治献金、個人的な好意、公務員の縁故採用の申し
出、または他に誰も利用できない割引も含まれます。
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誠実さの実践例
質問  来月、業界団体の会議に出席します。予定されている議題の 1

つは、燃料コストの高騰や関税の引き上げなど、サプライチェー
ンの混乱に関する討論です。参加しても大丈夫でしょうか。

回答  競合他社が参加する展示会やその他の業界会議では、特に注
意が必要です。価格設定やその他の競争上の機密情報について
は、直接的な言及を避ける必要があります。燃料コスト、人件
費、輸送コスト、または価格設定に影響を与える可能性のある
その他すべての投入コストに関する討論にも、同様のルールが
適用されます。法務部は、本規範を遵守した方法でこの業界団
体との活動を遂行できるようにするため、各社員と協力して対処
します。

質問  私のチームには、競合他社からWescoに来た新しい営業担当
者がいます。その担当者は私に、前の雇用先の古い製品価格設
定ファイルをいくつか持っていることを話し、それらを見たいか
どうか尋ねました。おそらく現在の価格ではないので、見てもよ
いですか。

回答  いいえ、見ないでください。競合他社の価格表は、古いものであっ
ても、その競合他社の機密情報として扱う必要があります。その
ため、その競合他社の元従業員からそのような情報を求めたり、
受け取ったりしてはいけません。新しい従業員にWescoのポリ
シーを伝え、情報を破棄するか、法務部に連絡して支援を求め
るよう指示してください。

追加情報

-  人権に関するWescoのグローバルポリシーの声明
-  サプライヤ行動規範

贈答品、接待、およびビジネス上の儀礼
贈答品、接待、またはその他のビジネス上の儀礼の授受は、適切に行われれば、お客様、サ
プライヤ、およびその他のビジネスパートナーとのビジネス上の関係を強化するのに役立つ可
能性があります。ただし、私たちは贈答品、接待、またはビジネス上の儀礼を授受することで、
受領者に恩返しをするよう、または贈り主に恩義を感じるよう不適切に圧力をかける、または
圧力をかけているように思われる行為は行いません。

そうした行為が正当なビジネス上の目的をサポートし、その状況下で合理的かつ適切である場
合は、贈答品や接待を提供することができます。私たちは、サプライヤ、お客様、またはビジ
ネスパートナーから贈答品、便宜、または接待を不適切に要求したり催促したりしません。贈
答品や接待を受けることが利益相反の印象を与える場合は、それらを辞退します。当社は、決
して現金の贈与を受けたり贈ったりしません。

贈答品、接待、またはビジネス上の儀礼を提供する場合は、Wescoのポリシーで許可されて
いるかだけでなく、状況に適しているかも考慮します。当社は、不正の印象を与える可能性の
ある豪華または法外なものを提供したり受領したりしません。私たちが主催または参加するイ
ベントまたは贈答品が過大であったり法外であったりするか不明な場合は、その問題を上司に
相談して、イベントを主催または参加する業務上の正当な理由があることを確認します。

公務員、政府職員、または請負業者に対し、ささやかな食事や販促品であっても何かを
提供することは、違法となる場合があります。そのため、これらの収受者に関しては、より
厳しい規則があります。政府関係者、従業員、または政府プロジェクトの請負業者に提供
されるすべての贈答品、便宜、接待、旅行、または宿泊施設は、それらの価格を問わず、
倫理・コンプライアンスオフィスまたは地区担当コンプライアンス責任者、および関連する
Wesco副社長による事前承認を受ける必要があります。

公正な競争（続き） 強制労働と人身売買
私たちは基本的人権の支持と保護に尽力しており、国連の世界人権宣言に基づきすべての人間
を尊厳と敬意を持って扱うこと、ならびに国連グローバル・コンパクトおよび当社が事業を行う
国々の法律および規制に定められた労働および人権の基本原則の正当性を信じています。

当社の「人権に関するグローバルポリシーの声明」に明記されているように、当社は強制労働
またはその他の違法労働の使用および人身売買を禁止しています。私たちは、私たち自らの業
務において児童労働や強制労働を利用せず、当社のサプライチェーン全体において、子供や
他の人々の搾取、体罰、虐待、人身売買、または非自発的な苦役を容認しません。また、従
業員の正当な権利である自由な結社と団体交渉も認めます。私たちは、事業活動の場で適用
される雇用法を遵守します。

私たちは、高い水準の倫理的企業行動を実際に示し、現地の法律を遵守するサプライヤやビ
ジネスパートナーと取引を行うよう努めます。私たちは、取引相手となる第三者に対し、私た
ちが自らに適用し、かつ第三者に期待する基準を認識させるための措置を講じます。当社の「サ
プライヤ行動規範」は、当社のサプライヤや第三者のビジネスパートナーに対する当社の期
待を明確に説明しています。当社は従業員に対し、取引を行う方法を決定するポリシー、手順、
および行動基準に関するトレーニングを提供します。私たちは、私たちの事業活動や私たちが
事業を行う地域社会における人権問題を定期的に評価し、これに取り組みます。これらの基準
は、現地の慣習に関わらず適用されます。
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贈答品、接待、およびビジネス上の儀礼（続き）
用語の解説：ビジネス上の儀礼
贈答品、もてなし、心づけ、接待、旅行関連費用、ローン、現金、賞品やその他の好意はすべて「ビ
ジネス上の儀礼」とみなされます。

検討事例
次の場合どうしますか。

•  ある購買担当者が、Wescoとの取引を希望しているサプライヤから、地元のリゾートで週末を
過ごし、費用はすべて支払ってくれると提案されています。

•  あなたは家を改築中で、Wescoのサプライヤが建築資材を無料または原価より安く提供する
ことを申し出ています。

セルフチェック：
「この贈答品を受け取れば、このベンダーに関する私の意思決定に影響を与える、または影響
を与えるように感じるか。この状況が公表されたら、会社の迷惑になる可能性はあるか。」もし
そうであれば、贈答品を受け取ってはいけません。贈答品を受け取ってよいかどうかに疑問が
ある場合は、まず上司に相談してください。

誠実さの実践例
質問   Wescoのポリシーに違反する贈答品を受け取った場合、どうすればよいですか。

回答  贈答品を返却し、当社のポリシーにより受け取りが禁止されていることを贈り主に
丁寧に説明してください。贈答品が花束や食べ物のバスケットのように傷みやすい
もので、実際には返却できないものである場合は、皆で共有できる休憩室に置くよ
うにします。贈答品を返却することで贈り主の気分を害するのではないかと心配な
場合は、その状況への対処方法を検討できるように、倫理・コンプライアンスオフィ
スまたは地区担当コンプライアンス責任者に報告してください。

質問  上司の承認を得た後、お客様に野球の試合へお連れすることを提案しました。とこ
ろが、都合により試合に行くことができなくなりました。チケットだけをお客様にお
渡しすることはできますか。

回答  たとえチケットが安価でも、あなたが行かなければ、そのイベントはWescoとベ
ンダーまたはその企業との関係を強化する機会にはなりません。行くことができな
い場合は、同僚に代わりに行くようお願いしてください。

追加情報

-  贈収賄防止および腐敗防止ポリシー
-  政府機関とのグローバルな取引に関するポリシー
-  贈答品および接待ポリシー

ビジネスパートナーとの付き合い
当社は世界中のサプライヤ、コンサルタント、通関業者、運送業者、請負業者、およびその
他の代理店や代行業者など、何千ものビジネスパートナーと協力しています。私たちは、品質、
サービス、価格、可用性、信頼性、誠実さなどの要因に基づいて、適切なパートナーを選択し、
客観的に意思決定を下します。私たちはビジネスパートナーに高い基準を課しており、適用法
を遵守しながら私たちの価値観と一致する方法で倫理的に行動することを期待しています。

私たちは、ビジネスパートナーがハラスメント、違法な差別、および報復行為のない職場で、
平等、多様性、および包摂の文化を維持することを期待しています。私たちは、児童労働、強
制労働、囚人労働、または人身売買を行う当事者とは取引を行いません。また、政府が作成
した禁止者リストに記載されている当事者、または贈収賄、汚職、またはその他の形の非倫理
的な商習慣に関与している当事者との取引も行いません。

Wescoビジネスパートナー選定ガイドラインに従って身辺調査を完了するまで、ビジネスパー
トナーとは関係を持ちません。また、当社のビジネスパートナーは、当社のサプライヤ行動規
範、ビジネスパートナー汚職防止ポリシーおよび関連するポリシー、および適用法を遵守する
ことにも同意します。

ビジネスパートナーまたは当社の代理で行動する人物に、不適切な支払い、または何らかの形
の非倫理的な商習慣への関与の疑いがあると判断した場合は、地区担当コンプライアンス責任
者または倫理・コンプライアンスオフィスに速やかに報告します。私たちは非倫理的な商習慣
を一切容認せず、違法または不適切な活動に関与する当事者や、当社のポリシーまたは倫理
的期待に繰り返し違反した当事者との協力を継続することはありません。

誠実さの実践例
質問  私たちの所有するあるブランド製品の海外サプライヤが 14歳未満の子供を雇用し

ているとして捜査を受けているとの噂を聞きました。このサプライヤからこれに関
するお話は何も伺っていません。これらの噂を無視してよいですか。

回答  いいえ。まずはサプライヤに情報を求めてください。疑わしい点がある場合は、サ
プライチェーン組織、倫理・コンプライアンスオフィス、または地区担当コンプラ
イアンス責任者にご連絡ください。これにより、外部の独立社会監査法人にこのサ
プライヤの雇用慣行、労働条件、およびその他の問題に関する事実確認を依頼し、
結果に応じて適切な措置を講じることができます。

追加情報

-  ビジネスパートナー汚職防止ポリシー
-  ビジネスパートナー選定ガイドライン
-  サプライヤ行動規範

詳しく見る：贈答品と接待

 私たちは、次のような贈答品と接待のみを授受します。

• その目的と価値において合理的である

• 頻繁でない

• 現金または現金同等物の形態を取っていない

•  良識をわきまえており、状況において適切でありWescoの迷惑にならない

• 公然と透明性をもって贈与されている

• 適切かつ正確に記録されている

• Wescoの他のポリシーおよび適用法で認められている

•  ビジネス上の関係強化や製品またはサービスのデモといった 
適切な目的で贈与されている

詳しく見る：ビジネスパートナーの「危険信号」

大半のビジネスパートナーは信頼できますが、以下のような「危険信号」を伴うビジネスパートナーに対しては追加の 
調査が必要になる場合があります。

•  ビジネスパートナーが汚職で有名な国で活動している

•  当社の代行業務に、税関職員や政府調達関係者などの公務員との直接的または間接的なやり取りが必要になる

•  ビジネスパートナーが、当社を代行する能力を証明できない、または当社の適正評価に関する質問への回答を 
拒否する

•  ビジネスパートナーが、取引と無関係の外国にある銀行への支払いを要求している
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詳しく見る：ボイコットの識別

ボイコットへの参加を要請する文言は、すぐにはわからない場合があります。 
次のような契約、案内、注文書、アンケート、または信用状を探してください。

•  「ボイコット」または「ブラックリスト」という言葉が含まれている

•  特定の国に対する製品の輸出入を禁止する

•  特定の国の港を経由して商品を出荷しないように要求する

国際貿易
グローバル企業として、Wescoは世界中で製品の輸出入を行っています。当社は、特定の制
裁措置を受けた、またはその他の方法で通商が制限された国家、個人、および事業体との特
定の製品の貿易を制限する法律が数多く存在することを理解しています。当社は、適用される
すべての輸出入法を遵守します。私たちが、これらの法律に違反する取引活動に参加すること
はありません。また、第三者に私たちの代理として参加するよう依頼することもありません。当
社のサプライチェーンの誠実さを確保するために、私たちは通商コンプライアンスポリシーを、
当社の代理でビジネスを行う他の当事者に伝えます。Wescoのポリシーと現地の商取引法と
の間に齟齬がある場合は、通商コンプライアンス部門または法務部に助言を求めます。

当社は、特定の製品が特別な貿易統制の対象であり、輸出を行う前に適切な認可が必要であ
ることも理解しています。当社は、貿易の制限および制裁措置により、特定の国家、事業体お
よび個人との取引が制限される場合があることを理解しており、該当する制限対象者リストに照
らして当事者を選別するための適切な措置を講じています。また、電子メールやウェブアクセ
スによる交換を含む、特定の技術情報の交換を制限する輸出管理法にも従っています。私たち
は、適用法を遵守し、商品、サービス、または技術の輸出入や再輸出に必要なライセンスま
たはその他の政府による認可を取得していることを確認します。

当社はまた、合衆国政府によって承認または認可されていない海外のボイコットまたはその
他の貿易活動制限に参加または協力することを禁止する米国のボイコット防止法も遵守してい
ます。

誠実さの実践例
質問  お客様がWescoから購入した製品を、適用される輸出法に基づき制裁措置また

は禁輸措置を受けている国に出荷している疑いがある場合、どうすればよいですか。

回答  制裁対象国や禁輸国への製品の発送は、第三者によるものであっても、違法とな
る場合があります。これらの出荷を管理する規則は非常に複雑であり、出荷が合法
かどうかを判断するには、通商コンプライアンス部門または法務部による慎重な事
実確認が必要です。

質問  米国以外のWescoの施設に勤務しており、米国政府の特定国籍業者リストに掲載
されているサプライヤからケーブルを購入するように依頼されました。勤務先の施
設は米国外にあり、私は米国国民ではないため、サプライヤからこの製品を購入
しても問題ないでしょうか。問題になる場合、私たちに代わって独立した第三者に
この製品を調達してもらうことはできますか。

回答  いいえ。当社の国際取引ポリシーでは、Wescoの従業員が、その場所に関わらず、
適用される貿易制裁の法規制を、事業体および個人に対するあらゆる規制を含め、
遵守する必要があることを明確にしています。これには、第三者による代理購入の
承認が含まれます。通商コンプライアンス部門または法務部に相談し、指示を仰い
でください。

政治活動と寄付
Wescoは、公職や政党のいかなる候補者に対しても金銭またはその他の有価物を企業とし
て寄付することはありません。Wescoは、従業員が政治的プロセスに参加する権利を尊重し、
政治活動の選択に自費で参加することを奨励しています。ただし、従業員は、政治的プロセス
に参加する際に、これらの活動がWescoを代表するものではないことを明確にするよう注意
する必要があります。

従業員は、Wescoのリソース、財産、時間、または資金を自分の政治活動に使用することも、
政党や候補者を支援するための精算を求めることもできません。従業員が個人的な政治献金を
行った場合、その従業員は、そうした政治献金が利益相反を引き起こす、または利益相反の印
象を与える、または「ペイ・トゥ・プレイ」条項に違反する可能性がある政府案件に従事しま
せん。従業員が公職への立候補または承諾を計画している場合は、業務への悪影響を最小限
に抑え、利益相反を回避するために、事前に上司に通知して、公務が従業員の仕事に影響を
与える可能性の有無について話し合う必要があります。

追加情報

-  国際取引ポリシー
-  通商コンプライアンス部門
-  輸出コンプライアンスおよび手順マニュアル
-  輸出コンプライアンス要点クイックガイド

詳しく見る：規則と規制

米国の「ペイ・トゥ・プレイ」条項では、公共部門の 
お客様の案件に従事する取締役、責任者、および 
従業員が、州または地方の候補者、公務員、または 
政治活動委員会に対して個人的な政治献金を行うことを 
制限する場合があります。追加ガイダンスについては、
Wesco法務部の政府契約グループにお問い合わせ 
ください。

誠実さの実践例

質問  上司から、特定の候補者への献金を頼まれました。彼は、私に献金の義務はない
と安心させていますが、私は従わなければならないという圧力を感じます。これを
どう処理すればよいですか。

回答  従業員は、政党や候補者を支持するよう他の従業員に圧力をかけてはいけません。
この件について上司や他の管理職と話すことに抵抗がある場合は、人事部または
倫理・コンプライアンスオフィスにご連絡ください。

質問  私は住んでいる市の公職に立候補していますが、選挙運動のチラシの中で、私が
Wescoに勤務しているという事実に言及したいと考えています。これは許されるで
しょうか。

回答  いいえ。この場合、Wescoが暗にあなたの立候補を支持していると見なされる可
能性があるため不適切です。
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政府との仕事
私たちは、政府機関に直接、または政府の請負業者や下請け業者を通じて間接的に製品またはサービスを提供する際に、政府
との契約、調達、および政府関係者や公務員とのやり取りに適用されるすべての法規制を遵守します。

政府関係者、政府機関、請負業者および下請け業者との取引において、私たちは誠実、正確、かつ率直であることを誓い、適
用される法律、規制、およびWescoのポリシーを遵守します。私たちは、政府との契約の要件に従います。

私たちは、公務員への贈答品、宿泊、食事、接待、またはその他の有価物の提供に関するWescoのポリシーおよびガイドラ
インに注意深く従います。Wescoの法務部、倫理・コンプライアンスオフィス、または地区担当コンプライアンス責任者に事
前に相談することなく、現在の公務員と将来の雇用機会について話し合うことはありません。

私たちは、ある政府との契約に基づいてWescoが業務を行うことにより、別の契約で不当な競争上の優位性が生じる非公開
情報が当社に提供される場合や、ある政府との契約業務により、別の政府との契約に関して当社が公平に助言できなくなる場
合などに起こり得る潜在的な利益相反を回避します。

誠実さの実践例
質問  一緒にプロジェクトに取り組んでいる公務員に昼

食をご馳走したい場合、遵守すべき特別な規則は
ありますか。

回答  それが適切であることを確認するまでは、何も提
供しないでください。何が適切かを判断するため
のサポートを受けるには、Wesco法務部の政府
契約グループ、倫理・コンプライアンスオフィス、
または地区担当コンプライアンス責任者にご連絡
ください。

質問  私の友人の 1人が政府の仕事を退職する予定であ
り、その友人であれば私の新しいプロジェクトチー
ムの優れた戦力として参加できるでしょう。この機
会について知らせてもよいですか。

回答  現職の公務員や元公務員と雇用関連の話し合いを
始める際は、事前に人事部またはWesco法務部
にご連絡ください。

追加情報

-  贈収賄防止および腐敗防止ポリシー
-  政府機関とのグローバルな取引に関するポリシー
-  贈答品および接待ポリシー 
-  連邦政府の直接発注に関するガイドライン

詳しく見る：マイノリティや女性が経営する企業

米国の多くの連邦、州、および地方政府機関は、不利な立場にある適格な 
小規模企業である「MWDBE」（マイノリティ、女性、不利な立場にある企業）の 
成長と発展の促進を目的とした多様性イニシアチブを掲げています。 
Wescoはこれらのイニシアチブをサポートしており、政府が出資するプロジェクト 
および契約（「公的契約」）への MWDBEの参加に関する連邦、州、および 
地方の法規制を遵守するよう注意しています。Wescoは特に、参加した 
公的契約で商業的に有用な機能を果たす能力と意志を備えていると 
適切に認定された MWDBEの合法的な参加を積極的に促しています。

製品の品質と誠実さ
Wescoは、「お客様やサプライヤと共に勝利を得る」という当社の中心的な価値観に沿って、
お客様に高付加価値な製品、技術、およびサービスのポートフォリオを提供しています。私
たちは、社内の品質管理プロセスを遵守し、製品およびお客様の仕様に従います。私たちは、
製品の製造、設計、調達、テスト、梱包、保管、取り扱い、ラベリング、および出荷に関連
する適用法規制に従います。私たちは策定したガイドラインに従って、認定サプライヤから入
手した純正品のみがお客様に販売され、届けられるようにします。偽造品を承知の上で購入、   
またはお客様に販売することはありません。製品の真正性や認定ステータスについては、  
Wescoカテゴリ管理部門にお問い合わせください。

誠実さの実践例
質問  最近出荷した電気器具に製造上の欠陥が発生した可能性があるという報告をサプ

ライヤから受けました。製品はすでにお客様に出荷されていますが、製品に性能
上または安全上の問題を引き起こす欠陥について、お客様から一切報告を受けて
いません。製造工程全体をリコールする義務はありますか。

回答  いかなる場合にも、製品の安全性に関する懸念には速やかに対応してください。 
この問題については、直ちにサプライヤリレーション部門と協議してください。

追加情報

-  認定製品および偽造防止ポリシー
-  サプライヤ行動規範



誠実さの実践例
質問  私の仕事はパソコンで行うため、実際の書類仕事はありません。記録管理ポリシー

は私に適用されますか。

回答  はい。このポリシーは、電子記録を含むすべての記録に適用されます。

質問  上司から、Wescoを退職したチームメンバーのファイルを片付けるように頼まれ
ました。保存が必要な文書の有無や、単に処分するだけでよいかどうかがわかりま
せん。どうすれば良いでしょうか。

回答  まず、Wescoの記録管理ポリシーと記録保管スケジュールをチェックし、それらの
文書が管理すべきカテゴリや記録に含まれているかを確認します。文書と関連のあ
る進行中の訴訟、訴訟ホールド、調査、監査、または検査がない場合は、当社の
記録管理ポリシーおよび記録保管スケジュールに従って、通常の業務の流れで文書
やメールを破棄することができます。

記録管理
当社は、適用される保管要件に従って業務記録を管理しています。さまざまな法律および適切
な商習慣に従い、Wescoは電子記録を含む特定の業務記録をそれぞれ異なる期間にわたって
保管する義務があります。さらに、訴訟、召喚、監査、または調査、またはその他の理由で保
管を要する際には、関連する記録を破棄しません。一方、業務記録を必要以上長期にわたって
保管した場合、Wescoに不要なコストと潜在的なリスクが生じ、関連する記録を効率的に取り
出す際の妨げにもなります。私たちは、Wescoの記録管理ポリシー、および業務記録の保管
期間や廃棄時期を説明した記録保管スケジュールなどの関連ガイダンスを遵守しています。

追加情報

-  記録管理ポリシー 
-  記録保管スケジュール

財務報告
当社の株主は、当社が業績や決算に関する情報をタイムリーかつ正確に提供することを期待し
ています。当社では、米国証券取引委員会に提出する報告書や同様の公開文書に対する開示
情報が完全、公正、正確で、時宜にかなったものであることを保証するため、財務および会計
記録の保存に厳格な基準を適用して社内統制および内部手続きのシステムを維持および遵守し
ています。

誠実さの実践例
質問  私は財務や会計の仕事をしていません。「財務の誠実さ」は私の責務ですか。

回答  はい。正確な記録管理は、1つのチームや 1つの部署の仕事ではなく、私たち全
員が共有する責務です。経費報告書や福利厚生登録フォームから売上請求書に至
るまで、私たちの日々の取引は正確かつ完全であり、適切に記録されなければなり
ません。

質問  私はWescoで営業の仕事をしており、新規顧客との大きな取引を成立させたば
かりです。この前の四半期の業績はやや低調で、売上目標を達成できませんでした。
来月にはすでにいくつかの取引が予定されているので、今期の売上目標を達成す
るのは問題ないと思います。前期の売上目標を達成できるように、新規顧客から
の売上を前期の日付で記録してもよいですか。

回答  全くよくありません。当社の財務記録は、すべての取引を正確に反映する必要があ
ります。新規顧客からの注文は、販売目標に関係なく、出荷日に記録してください。
Wescoでどのような仕事をしている場合でも、私たち全員に当社の記録が完全か
つ正確であることを確認する責任があります。

株主に対する誠実さ
私たちは、Wescoとその株主の利益を最優先に誠実に行動することにより、株主のための価値を創造し、これを維持します。私たちはWescoの資産と機密情報を 
保護し、正確な事業記録を維持し、適時に正確な財務報告を行い、利益相反を避け、適切なチャンネルを通じて情報を提供します。

業務記録
完全かつ正確な業務記録
当社の株主は、完全で正確かつ信頼できる業務記録を残すことを私たちに期待しています。私
たちは、厳格な基準を遵守しつつ、財務およびその他の記録や勘定書を管理しています。当社
の帳簿は、事実を誠実、正確、明快に表記し、各取引の要素を反映しています。

私たちは、情報の改竄や不適切な隠蔽を行いません。私たちは、私たちの電子メールやボイ
スメールを含む業務記録が公開の対象となる可能性があることを認識しています。私たちは、
コミュニケーションを明確、正確、かつ敬意を持って行うよう最善を尽くします。

各社員は、Wescoの帳簿および記録に説明されている取引と出来事を正確に反映させ、裏付
けとなる文書を添付する責任があります。私たちは、帳簿、経費報告書、勤務表、品質または
安全の記録、またはその他の業務記録において、不正確または虚偽の報告を行いません。私
たちは、調査、当局の手続き、または法務部の要求（訴訟ホールドなど）の対象となる文書ま
たは記録を改竄、隠匿、または破棄しません。

22

詳しく見る：業務記録

業務記録には、発注書、契約書、製造記録、 
経費報告書、請求書、政府が要求する資産公開報告書、
その他の財務諸表、および政府機関への規制報告書が
含まれ、電子メールや勤務表などの日常的な事項も 
対象となります。

詳しく見る：訴訟ホールド

リーガルホールド、または訴訟ホールドとは、 
訴訟が係属中の場合や、訴訟の発生が合理的に 
予想される際に、関連し得る情報の保存を 
Wescoに義務付けるプロセスです。

質問して懸念を表明する
ウェブ： Wescodist.ethicspoint.com | Eメール：ethics@wesco.com



質問して懸念を表明する
ウェブ： Wescodist.ethicspoint.com | Eメール：ethics@wesco.com

利益相反
私たちは、Wescoとその株主の利益を最優先に行動し、それらの利益に反する行動へと私た
ちを誘惑する可能性のある状況を回避します。さらに、利益相反の印象を与える行為も回避し
ます。私たちは、個人的な利得のために自分の地位、人脈またはWescoに関する知識を利
用せず、またWescoと競争したり、個人的な利得のためにWescoに開かれている機会を奪っ
たりすることもありません。私たちは、個人的関係、家族関係、または外部からの投資が当社
の事業の意思決定に影響を与えることを許容しません。

取締役、責任者、および従業員は、Wescoの取引先企業への投資や取引先企業との関係、
またはその他の利益相反の可能性を、倫理・コンプライアンスオフィス、地区担当コンプライ
アンス責任者、または法務部に明らかにすることが必要な場合があります。私たちは、自分の
責務を遂行する能力の妨げになる可能性のある外部取引活動を行わないようにします。

詳しく見る：利益相反の識別

 後々発生し得る問題を回避しましょう。利益相反の可能性が考えられる 
ものの、確信が持てない場合は、その状況、行動、または関係が 
下記に該当する可能性があるかを自問してください。

•  Wescoの価値観とポリシーに反する

•  家族、友人、または個人的な利益のために行動すると自分に不適切な
影響が生じる

•  Wescoの利益を第一に考えていない印象を与える

•  自分自身や家族または友人の利益、あるいは個人的な利益のために、
会社の資産やリソースを使用している印象を与える

•  自身が業務上の公平かつ客観的な意思決定を下せなくなる、または 
そのように思える

•  会社の名誉を傷付ける

• 自身の業務パフォーマンスの妨げになる
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コミュニケーションとソーシャルメディア
私たちは、当社の事業に関するコミュニケーションが正確であり、メディア、株主、または一般
社会のいずれに対しても一貫した方法で提示されるようにするため、特定の許可なくWesco
を代表して発言することはありません。株主、投資家、市場アナリスト、またはその他の金融
業界のメンバーから問い合わせを受けた場合は、その問い合わせを当社の投資家向け広報担
当チームまたは最高財務責任者に照会します。メディア関係者またはその他の第三者がインタ
ビューを依頼したり、Wescoに関連する問題について情報や意見を求めたりした場合は、そ
の問題が機密事項でない場合でも、関連情報にアクセスでき、適切な対応を取るためのトレー
ニングを受けた企業広報チームに対応を委託します。

ソーシャルメディアを使用する際は次の点に注意します：
•  私たちが表明する意見はすべて個人的なものであり、Wescoの見解を反映するものではない
ことを明言する

• 機密の業務情報を開示しない

•  差別的、脅迫的、または威嚇、ハラスメント、いじめを含む内容を投稿しない

これらの要件は、個人のブログやソーシャルメディアページ、または第三者のウェブサイト上で
行うWescoに関連するコメントにも適用されます。

依頼と委託：依頼内容と担当部署
•  財務情報に関するすべての依頼は、投資家向け広報担当チームに委託します。

•  メディアからのすべての問い合わせおよび情報の公開要求は、企業広報部門に委託します。

•  政府機関および規制当局からのすべての問い合わせは、法務部に委託します。

誠実さの実践例
質問  職場としてのWescoを中傷している同僚の投稿を見かけた場合、どうすればよい

ですか。同僚の投稿に返信し、コメントに異議を唱えてもよいですか。

回答  いいえ、あなたがWescoを代表して発言することを特別に承認されていない限り、
コメントすべきではありません。この問題は、人事部、倫理・コンプライアンスオフィ
ス、または地区担当コンプライアンス責任者に対応を委託してください。

追加情報

-  外部コミュニケーションポリシー
-  Wescoソーシャルメディアポリシー
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利益相反が起きる可能性のある状況：

•  Wescoのサプライヤ、お客様、競合他社、または請負業者を相手として副業を行う

•  家族の勤務先がWescoのサプライヤ、お客様、競合他社、または請負業者である

•  Wescoのサプライヤ、お客様、競合他社、または請負業者に対して多額の投資を行ったり所有
権を有したりする

•  副業、趣味、または業務以外の関心事にWescoのリソースを使用する

•  自身の配偶者、同棲相手、同性結婚の相手、血縁者、または上司と個人的に親密な関係にある
人物と自身の上司との間に直接的な監督関係を持たせる

私たちは、利益相反を生む可能性のあるすべての活動や意思決定に関与する前に、管理職、
倫理・コンプライアンスオフィス、または地区担当コンプライアンス責任者にこれらの事実をす
べて明らかにします。利益相反の可能性は、Wescoのビジネスインテグリティラインから、利
益相反報告フォームのリンクをクリックして報告してください。

関連当事者間取引
経営幹部、取締役会メンバー、またはその近親者が関与する特定の種類の取引には、Wesco
の関連当事者間取引ポリシーに基づく事前承認が必要となる場合があります。

誠実さの実践例
質問  私は、Wescoの仕事の他にパートタイムの仕事をする必要があります。 

このことは問題でしょうか。

回答  一般的には、それがWescoと競合しない会社やその他の利益相反を生まない会
社の仕事であれば、それがWescoの職務を遂行する能力に影響を及ぼさない限
り、問題にはなりません。

質問  私の配偶者は、Wescoと取引を行う会社の従業員です。最近昇進して就いた新し
い職務では、私の配偶者が勤める会社と時々接触することになります。私はどうす
れば良いでしょうか。

回答  これは、利益相反を生む可能性や、利益相反の印象を与える可能性があります。
上司、倫理・コンプライアンスオフィス、または地区担当コンプライアンス責任者
に連絡し、指示を仰いでください。利益相反の可能性を明らかにして問題を予測し、
防止することが重要です。また、あなたと配偶者は、両社の機密情報や専有情報
を確実に保護するための措置を講じる必要があります。

追加情報

-  贈収賄防止および腐敗防止コンプライアンスポリシー

-  利益相反ポリシー

-  関連当事者間取引ポリシー

-  適用対象Wesco従業員ハンドブック

利益相反（続き）

データと機密情報
仕事中に作成したり、他者から受け取ったりするデータや機密情報は、Wescoの貴重な資産です。私たちは、
Wesco、ビジネスパートナー、お客様、同僚などに関する機密情報を作成、取得、および使用します。当社の
システムおよびその他の技術リソースは、主に業務目的で使用するためのものです。

私たちは、機密情報や個人情報を保護するために適切な予防措置を講じます。Wescoの機密情報が不正に使
用または開示されないようにするため、私たちにはWescoとの雇用関係の終了後も継続的な責任が伴います。
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機密情報
機密情報には、Wesco、お客様やビジネスパートナー、またはその他の第三者が持つすべての非公開情報が含まれます。私
たちは、そのような情報を適切に保護し、意図された業務目的のみに使用するよう注意を払います。私たちは、正当な業務上
の必要性があり、その受け取りが許可されている者にのみ、あるいは法律によって開示が必要な場合にのみ、そのような情報
を開示します。機密情報を個人的な用途には使用しません。

私たちは、競合他社に関する機密情報をその元従業員から入手しません。競合他社の情報を、図らずもその元従業員から入手
してしまった場合は、倫理・コンプライアンスオフィスまたは地区担当コンプライアンス責任者に連絡し、さらなる指導を仰ぎます。

私たちは、必要に応じて情報を第三者に開示する前に契約を交わすなど、機密情報を保護するために必要な措置を講じます。
Wescoの機密情報を公然と議論したり、公開したりしないように努めます。部外者と話す際や、携帯電話、ノートパソコン、お
よびワイヤレス機器を使用する際には、第三者が機密情報を見たり聞いたりできないように十分に注意します。機密情報を家族
や友人に、またはソーシャルメディアを通して、不注意に開示しないよう努めます。

詳しく見る：機密情報

機密情報には、次のような情報が含まれます。

• 経営または戦略上の目標、計画および展望

• 価格およびコストのデータ

• 合併、買収、売却に関する情報

• 独自のビジネスプロセスおよび手順

• 知的財産および企業秘密

• 非公開の財務データ

• 法務に関する連絡

• その他の非公開の顧客または第三者情報

• 顧客、サプライヤ、ビジネスパートナーおよび従業員の名簿

• 内部組織図

• 契約書および合意書

個人情報
私たちは、お客様、同僚、およびビジネスパートナーのプライバシーを尊重し、個人情報を適
切な注意を払って取り扱います。
私たちは、正当な業務上の理由でのみ個人情報を収集および使用します。業務の遂行に必要
な個人情報のみにアクセスし、それを共有したり、知る権限のない他者に提供したりしません。
私たちは、個人情報の収集、処理、および保護に関する社内ポリシー、契約上の義務、およ
び適用法を遵守します。私たちには、私たちに代わって個人情報を処理する第三者を通じて個
人情報を保護します。

詳しく見る：個人情報
個人情報とは、直接的または間接的に個人を 
特定するために使用できるすべての情報であり、 
次のようなものを含みます。

• 自宅の住所

•  銀行またはクレジットカード情報

• 生体情報

•  政府の個人番号

• 給与情報

• 医療情報

• 雇用記録

• 求人応募書類

質問して懸念を表明する
ウェブ： Wescodist.ethicspoint.com | Eメール：ethics@wesco.com
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質問して懸念を表明する
ウェブ： Wescodist.ethicspoint.com | Eメール：ethics@wesco.com

情報の保護
当社は、機密情報、個人データ、およびWescoの情報技術システムと資産を保護するため、
組織的、技術的、および物理的な保護手段を含む包括的な情報セキュリティプログラムを構築
し、保守しています。私たちは、Wescoのポリシーと手順に従って、ネットワーク、コンピュー
タ、プログラム、およびデータを攻撃、損害、不正使用、アクセス、または暴露から保護します。
正当な業務上の必要性があり、それが許可されている場合を除き、機密情報や個人情報を含
むいかなるシステムまたはデータベースにもアクセスしません。機密情報または個人情報の不
正な開示、共有、または転送が疑われる場合は、速やかにWesco情報セキュリティチームに
報告します。

私たちは、現地の法律で許可されている場合、会社が支給する電話、コンピュータ、その他の
電子機器を含む会社の情報システムの使用および内容を、Wescoがいつでも監視できること
を理解しています。

誠実さの実践例
質問  アップグレードのため、ノートパソコンを IT部門に預ける必要がありますが、週末

に完了すべき重要な作業計画を抱えています。自宅で作業を完了できるように、顧
客データを含むファイルをサムドライブに入れて家に持ち帰るか、ファイルを個人
のメールアドレスに送信してもよいですか。

回答  データが機密データまたは極秘データと見なされる場合は、いずれの方法も許可
されません。Wescoのすべての機密データは、不注意による開示から保護するた
め、暗号化された記憶装置と送信手段を用いてやり取りする必要があります。個人
のコンピュータ上のファイルで作業するためにサムドライブを使用したり、個人の
メールアカウントに送信したりしても、当社のポリシーで要求されたレベルの保護
を保証することはできません。IT部門に、週末に使用できる貸出用のノートパソコ
ンがあるかを尋ね、VPN経由でWescoネットワークに接続してください。

質問   「ondrive@micrasoft.com」から、OneDriveを更新するための情報を入力
するように求めるメールを受け取りました。更新後に、送信者からのメールアドレ
スにタイプミスがあることに気付きました。何事もないのですが、これについて何
か必要なことはありますか。

回答  直ちに当社の ITサイバーセキュリティ部門に知らせてください。システムに影響が
ない場合でも、データが漏洩した可能性があります。

追加情報

-  IT／デジタル通信 
イントラネットサイト（Compass）

-  情報セキュリティポリシーおよび手順
-  データ分類基準
-  機密保持ポリシー 

詳しく見る：データ最小化
収集の必要性は、個人情報を収集できるから、 
または収集したいからという理由だけでは 
容認されません。データ最小化とは、個人情報の収集、
使用、および保管を、特定の正当な業務目的に直接 
関連し、その達成に必要なものに限定することです。 
また、それらの目的の達成に必要な期間を超えて 
データを保管することはできません。

Wescoの資産を守る
私たちは、業務遂行のためにWescoの資産を預かっており、それらを紛失、損害、盗難、浪費から保護し、また不適切に使
用しないようにする必要があります。Wescoの資産には、施設、備品、機器、機械、工具、予備部品、原材料、完成品、ス
クラップ材料、車両、会社の資金、コンピュータハードウェアおよびソフトウェア、コンピュータネットワーク、情報システムなど
の物理的財産が含まれます。会社の資産には、企業秘密、機密情報、データなどの無形資産も含まれます。

私たちは、適切な業務目的で、Wescoが許容する範囲でWescoの資産を使用しています。会社のノートパソコンやメールア
カウントなどのWescoの情報技術リソースの個人的な使用は、そのような使用が限定的であり、生産性やシステム機能に悪影
響を及ぼさない場合に限り許可されます。

私たちは、会社の資産を守り、会計に対する責任を持って行動します。Wescoの資産に盗難、損害、危険、または修理の必
要が生じた際にはこれを報告します。Wescoの資産を保護するという私たちの義務は、支出権限を有する者、旅費や接待費を
承認する者、または予算と口座を管理する者にとって特に重要です。Wescoの資産を保護するために、私たちは次のことを実
行します。

•  取引承認の際には、Wesco権限レベル（LOA：Wesco Levels of Authority）ポリシーの要件に従う

•  資金が所定の目的に適切に使用されるようにする

• すべての支出を正確に記録する

•  精算で請求された費用が業務に関連したものであり、適切に記録され、Wescoのポリシーおよびガイドラインに準拠している
ことを確認する

•  携帯機器やコンピュータなど、会社所有の資産が物理的に保護されていることを確認する

誠実さの実践例
質問  会社のクレジットカードを使用して自分用に電子

機器を購入している同僚がいます。この同僚は会
社のクレジットカード口座に個人使用分を支払っ
ているため、この場合は適切でしょうか。

回答  いいえ。Wescoの法人カードポリシーは、個人
の買い物のために会社のカードを意図的に不正利
用することを禁止しています。

追加情報

-  物理的セキュリティに関するポリシー
-  旅費および事業活動費に関するポリシー
-  権限レベル（LOA）ポリシー
- 利用規定

詳しく見る：会社のリソースの悪用

Wescoのリソースを悪用する例としては、次のようなものがあります。

• 個人で使用するために製品または備品を持ち出す
• 個人の買い物に会社のクレジットカードを使用する
•  個人的な目的で無許可で社用車を使用する
• 個人的な利益のためにスクラップや廃棄物を転売する
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インサイダー取引
私たちは業務の過程で、一般社会には公開されていないWescoまたはその他の企業に関
する重要情報を知り得る場合があります。私たちは、重要な非公開情報を入手した場合は、
Wescoの証券や他社の証券を取引しません。また、重要な非公開情報を親類や友人など、そ
れを知った結果として証券を取引する可能性のある他の人物に明らかにすることもありません。
重要な非公開情報とは、合理的な投資家が証券を購入、売却、または保有するかどうかを決
定する際に重要と考える、一般に知られていない、または一般社会には公開されていないすべ
ての情報のことです。

私たちは、Wescoまたはその他のどの企業に関する肯定的または否定的な情報も、重要であ
る可能性があることを理解しています。私たちは、Wescoの証券の短期的投機や、Wesco
の証券の価値が下落した場合に利益を生む可能性のある取引には関与しません。特定の取引
について疑問がある場合は、当社の法務部に相談してください。

誠実さの実践例
質問  私は職務を通じて、今四半期における最大のお客様の 1つの売上げが非常に好調

であることを知っています。今季の収益が公表される前に、そのお客様の株を購入
するよう兄弟に助言してもよいですか。

回答  いいえ。重要な非公開情報に基づいてWescoまたはその他の企業の株式を売買
すること、またはそのような情報を他人に流す「垂れ込み、内報」を行って、その
後その人物に自ら取引を行わせることは、当社の企業行動規範に違反するだけで
なく、違法でもあり、さらに制裁、罰金、民事罰および刑事罰を含む、厳しい罰則
が科せられる可能性があります。

追加情報

-  インサイダー取引に関するポリシー

詳しく見る：重要な非公開情報

重要な非公開情報の例は次の通りです。

• 収益、決算結果または予測

•  買収、合併、売却、または重要な資産の売渡し

• 経営陣の交代

• 株式分割または配当政策の変更

• 重要な新製品または新サービス

• 重要な従業員の退職または雇用

• 重要な顧客またはサプライヤの獲得または喪失

•  実際に行われる、またはその恐れのある重大な訴訟または行政調査

地域社会における誠実さ
私たちは、事業活動を行う地域社会に奉仕し、私たち全員が生活する環境を保護する責任を真剣に受け止めています。 
私たちは、より良い地域社会の実現に貢献する機会を模索し、天然資源の貴重さを認識しています。

地域社会への貢献
当社は 50か国以上で事業を展開し、約 800の施設とオフィスを運営しています。これらの施
設は、従業員とその家族だけでなく、お客様やその他の利害関係者が住む地域社会にあります。
私たちは、これらの地域社会が包摂的かつ持続可能なものとなり、豊かな生活と仕事の場とな
ることを望んでいます。

私たちは、地域社会に積極的に参加し、より良い地域社会への貢献という大きな目標をサポー
トできるよう尽力しています。私たちは個別に、そしてWescoケアを通じて、寄付、ボランティア、
その他の支援という形で地域の慈善事業、市民活動、教育、および文化面での大きな目標を
サポートしています。

持続可能性
Wescoは、天然資源の使用を削減し、お客様や各種ベンダーも同様の削減を図れるようにす
るための支援に取り組んでいます。業務プロセスの継続的な改善をサポートする当社の企業持
続可能性プログラムでは、エネルギー使用、廃棄物、材料、天然資源、および輸送の分野に
おける環境への影響を制御および削減することを図っています。

私たちは、適用されるすべての環境法および規制を遵守しつつ、各種の取り組みを行っていま
す。また、私たちが提供する製品やサービスを通じて、お客様やサプライヤが独自の持続可
能性の目標を達成できるようにするための支援も行っています。当社の各従業員には、環境へ
の取り組みを成功させるために果たすべき役割があります。当社では、さまざまな環境、社会、
ガバナンス（ESG）のテーマについて従業員をトレーニングしています。

追加情報

-  Wesco寄付ガイドライン 追加情報

-  環境、健康、安全、持続可能性のイントラネットサイト
（Compass）
-  環境、健康、安全、持続可能性に関する声明
-  Wesco持続可能性レポート
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連絡先
相談したい懸念事項がある場合や単に助言が必要な場合は、上司にご相談ください。上司は、耳を傾け、次にすべきことを決定するのに最適な相手です。それが不可能な場合、または上司への
相談に抵抗がある場合は、倫理・コンプライアンスオフィス、地区担当コンプライアンス責任者、人事部、内部監査部門、または法務部にご連絡ください。また、以下のいずれかの方法を用いて
Wescoビジネスインテグリティラインに連絡し、懸念を伝えたり、不明点を問い合わせたりすることもできます。

倫理・コンプライアンスオフィス
電子メール : ethics@wesco.com
電話番号 : U.S. アクセスコード +1 224.521.8604

郵便 : 最高倫理・コンプライアンス責任者
 WESCO International
 225 West Station Square Drive
 Suite 700
 Pittsburgh, Pennsylvania 15219

ビジネスインテグリティライン

オンライン https://wescodist.ethicspoint.com 

米国およびカナダ 866.873.2376（フリーダイヤル）

米国以外 国別のフリーダイヤル番号： 
https://wescodist.ethicspoint.com

地区担当コンプライアンス責任者

アジア環太平洋 ethics.APAC@wesco.com

ラテンアメリカ ethics.CALA@wesco.com

ヨーロッパ、中東、アフリカ ethics.EMEA@wesco.com

Wesco取締役会の監査委員会
取締役会の監査委員会は、ビジネスインテグリティラインを通じて連絡することができます。米
国およびカナダでは、1.866.873.2376の電話番号からビジネスインテグリティラインを経て
監査委員会に報告することが可能です。ウェブベースの報告オプションと、米国およびカナダ以
外の国からのビジネスインテグリティラインの呼び出し方については、以下をご覧ください。  
https://wescodist.ethicspoint.com

本規範に記載のその他の部署

企業広報 Corporate_Communications@wesco.com 

情報セキュリティ ITSecurity@wesco.com 

内部監査 Internal_Audit@wesco.com

投資家向け広報 investorrelations@wescodist.com

法務 legaldepartment@wescodist.com

安全 safety@wesco.com

通商コンプライアンス tradecompliance@wescodist.com
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