
1/13 
 

 
 
 
 
 
 

KONECRANES社行動規範 

 
  



2/13 

目次 
従業員の皆さんへ ................................................................................................................................................................................... 3 

1. 全般的な序論 ............................................................................................................................................................................ 4 

2. 法律および規定 ........................................................................................................................................................................ 4 

3. 公正な競争および競争法の遵守 ............................................................................................................................................. 4 

4. 機密保持、個人データ保護およびプライバシー ................................................................................................................. 5 

5. Konecranes 社の資産の保護と正しい使用 ............................................................................................................................. 5 

6. インサイダー取引および違法な内部情報開示の禁止 ......................................................................................................... 5 

7. 顧客およびベンダーの確認（Know Your Customer and Vendor, "KYC") ............................................................................... 6 

8. 経済制裁と禁輸措置 ................................................................................................................................................................ 6 

9. コンピュータおよび通信資源 ................................................................................................................................................. 7 

10. 財務報告 .................................................................................................................................................................................... 8 

11. Konecranes 社の帳簿および記録 ............................................................................................................................................. 8 

12. 記録保持 .................................................................................................................................................................................... 8 

13. 人権 ............................................................................................................................................................................................ 8 

14. 環境 ............................................................................................................................................................................................ 9 

15. 機会均等と非差別 .................................................................................................................................................................... 9 

16. 性的およびその他の形態の嫌がらせ ..................................................................................................................................... 9 

17. 健康と安全 .............................................................................................................................................................................. 10 

18. 利害の衝突 .............................................................................................................................................................................. 10 

19. 腐敗と贈収賄 .......................................................................................................................................................................... 11 

20. サプライヤと下請け業者....................................................................................................................................................... 11 

21. メディアとの関係 .................................................................................................................................................................. 11 

22. 実施 .......................................................................................................................................................................................... 12 

23. 監視および報告 ...................................................................................................................................................................... 13 

問合わせ先： ......................................................................................................................................................................................... 13 

 
  



3/13 

社員の皆さんへ  
Konecranes 社の名声と評判は、我々の価値観、そして全員の献身と精励の賜物

です。私たちは、ともにこの評判を維持し、向上させる責任があります。

Konecranes 社の従業員は複数の文化を持ち、多数の言語を話し、さまざまな宗

教に属しています。私たちのゴールは、ただ単に当社の事業に適用される法

律、規則、規定を遵守することではありません。私たちは、法的、倫理的に最

高水準の事業活動を守るべく努力します。 

私たちは、直接的、明確、倫理的な方法で事業を行います。私たちは自分の言

葉と行動に説明責任を負い、チームワークに報いる挑戦的で充実した職場環境

の構築に努めます。私たちは多様なワークスタイル、ライフスタイル、文化的

差異を尊重し、認識します。 

この行動規範は、ビジネスを進めるにあたっての基本的要件とガイドラインの

概要を提供し、当社がビジネスにおいて維持している基準を説明するもので

す。これらは、世界中のすべての従業員、取締役、コンサルタント、代理店、

請負業者、下請業者、および事業部門に適用される当社の事業倫理および誠実

性に対するコミットメントに基づいています。この規範は、私たちが業務を行

う法域の法律および規定とともに適用されるものです。 

この規範の中で定める方針は、倫理的なビジネス基準を維持する、当社の長年

の伝統の一部です。規範をよく読み、その内容、不遵守に伴う結果、

Konecranes グループの成功における規範の重要性をよく理解してください。  

ご質問があれば、あなたの直属のマネージャー、Konecranes 社 Compliance & 

Ethics Officer、またはこの規範で特定されたその他の者と話をしてください。特

定の慣行や事項の可否や妥当性に疑問が生じた場合は、適切な指針を求める必

要があります。 

私たちのすべてが、この規範の原則を堅持し、発生しうる違反やその恐れを速

やかに伝達する責任を負っています。これらのトピックについて意識を高め、

疑問を明確にし、問題を解決することは、Konecranes 社が健全な職場かつ優れ

た組織となるために不可欠です。  

敬具  

ロブ・スミス（Rob Smith） 

社長兼 CEO 



4/13 

1. 全般的な序論 
責任ある商慣行は、競争力ある業績と収益性の長期的確保にとって不可欠で

す。Konecranes 社の経営文化は、社員への信頼、トータルサービスへの取り組

み、持続可能な収益性という当社の価値観に基づいています。また、商慣行

は、当社の事業活動における経済的、社会的、環境的目標の統合に重きを置い

た持続可能な開発の一般原則に基づくものでもあります。Konecranes 社は、持

続可能な商慣行のための国連グローバル・コンパクト戦略イニシアチブに参加

しており、人権、労働、環境、腐敗防止の分野で世界的に認められた 10 の原則

を支持しています。 
 

Konecranes 行動規範には、私たちが事業を行う上で基礎となる要件と指針が記

載されています。Konecranes 社は最高の倫理的行動のために努力し、これらの

原則によって、私たちがお客様、ビジネスパートナー、サプライヤ、および社

員に対して、また私たちが事業を行うすべての国の社会と金融市場に向けて維

持すべき、法的・倫理的基準を解説します。 
  

現地または国際法令、または他の効力を持つ規制で別途定めのない限り、社員

一人ひとりが、組織内の職務を問わず、この行動規範を推進、遵守することが

期待されます。 
 

2. 法律および規定 
Konecranes 社は、適用される国内および国際法を完全に遵守します。これに

は、競争、コーポレート・ガバナンス、税制、金融開示、安全性、贈収賄の防

止、不正支払および腐敗、従業員の権利、環境保護、また会社の資産、著作権

および他の形態の知的財産の認識と保護に関する法律および規則などが含まれ

ます。 
 

Konecranes 社の経営は、透明性をもって、また規則、指針、優れたコーポレー

ト・ガバナンスの原則に従い、Konecranes 社の株主、パートナー、取引先、サ

プライヤ、従業員、地域社会へのコミットメントに基づき行われます。 
 

3. 公正な競争および競争法の遵守 
Konecranes 社は公正な競争を支持し、それに向けて努力し、適用される競争法

を遵守します。Konecranes 社は、価格設定や市場シェアに関する情報、または

これらに類する他の非公開情報を競合他社と共有するなど、公正な競争を妨げ

たり、競争法上の懸念を引き起こす恐れのあるすべての行為を控えます。 
 

詳しくは、MyKonecranes > About Konecranes > Policies and principles にある

Konecranes Competition Policy を参照してください。 
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4. 機密保持、個人データ保護およびプライバシー 
Konecranes 社およびそのパートナー、顧客、サプライヤ、従業員に関する機密

情報は秘密を保ち、不正アクセスから保護しなければなりません。従業員は、

業務の一環として知るところとなった機密情報を個人の利益のために使用した

り、許可されていない当事者に機密情報を開示してはなりません。  
 

Konecranes 社は、利害関係者および従業員のプライバシーと健全性を重んじ、

個人データの処理にあたっては厳格な基準の適用に努めます。Konecranes 社

は、法律で許可され、効果的な運用にとって適切な個人情報のみを収集、保持

します。Konecranes 社が収集、保持した個人データは、すべて公正、適法、慎

重に、また当社社員や他の個人のプライバシーを保護する方法で処理されま

す。 
 

個人データを収集または処理し、個人データの保守を担当する従業員、また当

該情報へのアクセスが提供されている者は、それを各データファイルの個人デ

ータで特定されている目的および限度内でのみ使用しなければなりません。詳

しくは、MyKonecranes > Internal Knowledge > Departments > Data Protection にあ

ります。従業員は、適用される法律または指示書に違反して個人データを開示

してはなりません。個人の記録へのアクセスは、その情報について適切な権限

と明確な業務上の必要性を有する社員に限定されます。 
 

5. Konecranes 社の資産の保護と正しい使用 
 

Konecranes 社の資産 

本規範は、全従業員に、Konecranes 社の資産1を保護し、それらを適法な事業目

的に効率的に使用するよう求めます。盗難、過失、浪費は Konecranes 社の収益

性に直接的な影響を及ぼします。従業員は、Konecranes 社の財物の損害、盗

難、悪用の防止対策を講じることが期待されます。いかなる従業員も、

Konecranes 社を離職する際は Konecranes 社に帰属するすべての財物を返却しな

ければなりません。設備、資材、資源、占有情報を含む Konecranes 社の資産

は、特に許可を受けた場合を除き事業目的にのみ使用しなければなりません。

全従業員が、Konecranes 社の資金と財物を自分自身のもののように保護し、悪

用、損失、詐欺、盗難から守ることが期待されます。 
 

6. インサイダー取引および違法な内部情報開示の禁止  
Konecranes 社は、内部情報の安全と保護を確保することにより、関連する証券

法を尊重し、これを遵守します。 
 

1資産は、Konecranes 社が所有する財物、資金、情報、知的財産として定義され、携帯電話やコンピュータなど個

人ベースで使用される機器も同様となります。 
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内部情報は、Konecranes 社、あるいは市場で取引される金融商品、ないし

Konecranes 社またはその他の発行者が発行した金融商品（株式を含む）の発行

者と直接的または間接的に関連する、未公表だが、公表された場合には、それ

らの金融商品の価格または関連する金融派生商品（デリバティブ）の価格に著

しい影響を及ぼす可能性が高い、精度の高い情報です。証券またはその他の金

融商品の価格の内部情報の影響は、肯定的または否定的となり得ます。  
 

Konecranes 社で職務を遂行するにあたり、従業員は Konecranes 社そのもの、

Konecranes 社のサプライヤ、顧客、他の取引先に関する内部情報または非公開

情報を入手する場合があります。従業員が、Konecranes 社の金融商品または市

場で取引される企業の証券、または関連する金融派生商品の売買は、彼らが

Konecranes 社、場合によっては当該企業に関する内部情報または重要な非公開

情報を所持している場合は常に禁じられます。 
 

当該情報や株式を売買し得る者に渡したり、彼らが当該情報をもとに証券を売

買するよう推奨する「ティッピング」として知られる行為も、適用法により開

示が許可されている場合を除き、内部情報の開示となるため禁止します。 
 

詳しくは、MyKonecranes > About Konecranes > Policies and principles にある

Konecranes Plc Insider Regulations を参照してください。 
 

7. 顧客およびベンダーの確認（Know Your Customer and Vendor, "KYC") 
Konecranes 社は、コンプライアンスおよび健全性の基準を共有する企業や個人

とのみビジネスを行えるよう、KYC 手続を採用しています。 
 

従業員は、Konecranes 社の商品に関連する違法行為に関わったり、Konecranes

社信用ポリシーに記載された KYC 手続に合格できなかった者とのビジネスや、

援助の提供を拒否しなければなりません。また、従業員はいかなる KYC 手続の

違反も、Compliance Officer か機密報告チャネルに報告する必要があります。全

従業員が KYC 手続に習熟し、これを遵守することが求められます。 
 

詳しくは、MyKonecranes > About Konecranes > Policies and principles にある

Konecranes Group Credit Policy を参照してください。 
 

8. 経済制裁と禁輸措置 
Konecranes 社は、その事業に適用されるすべての国内および国際的制裁を遵守

します。これにより、Konecranes 社は適用される制裁リストに基づき、その義

務に関して適切な検討を行います。従業員は、Konecranes 社が審査した制裁リ

スト上にある個人や事業体と取引してはなりません。 
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詳しくは、MyKonecranes > Internal Knowledge > Export Control, Trade Compliance 

にある Konecranes Instructions on Sanctions and Export Controls を参照してくださ

い。 
 

9. コンピュータおよび通信資源 
コンピュータ、スマートフォン、ボイスメール、チャット、電子メールといっ

た Konecranes 社のコンピュータおよび通信資源は著しいメリットを提供するも

のの、それらは従業員や Konecranes 社に著しいセキュリティ・責任リスクも提

示します。従業員が、自分のコンピュータやすべての電子機器をパスワードや

他の関連する対策によって保護するためにあらゆる対策を講じることは極めて

重要です。これは、従業員が自分自身の機器を使用して Konecranes 社の情報に

アクセスしたり、これを保存する状況にも当てはまります。機密、秘密または

制限付きの電子情報には、すべてパスワード保護が必要となります。 
 

従業員に、Konecranes 社の情報のアクセスおよび保存に使用された Konecranes

社のコンピュータ、スマートフォン、通信資源、個人の機器のパスワードまた

はセキュリティが脅かされていると確信するに足る理由がある場合は、直ちに

パスワードを変更し、Konecranes 社の IT ヘルプデスクに事象を報告しなければ

なりません。  
 

従業員が電子メール、ボイスメール、インスタントメッセージの送信やインタ

ーネットサービスへのアクセスに Konecranes 社の資源を使用している場合、そ

れらの従業員は Konecranes 社を代表する者として行動しています。これらの資

源の不正使用によって Konecranes 社の評判に損害が生じ、彼らや Konecranes 社

に法的責任が問われる恐れがあります。 
 

組織内のコンピューティングおよびネットワーク接続の提供に使用されるコン

ピューティングリソースはすべて Konecranes 社の財産であり、社員が

Konecranes 社の事業を行うために使用するものです。付随的、偶発的に電子メ

ールおよび電話を個人使用することは許可されます。私的なメッセージを違

法、不正、非倫理的な意図で送信してはいけません。また、この種のメッセー

ジが違法な内容を含んだり、第三者の権利を侵害してはなりません。私的なメ

ッセージは、私的なメッセージで構成される名称で認識できる別フォルダに保

管することを推奨します。これは、受信メッセージ、送信メッセージの両方に

該当します。 
 

詳しくは、MyKonecranes > About Konecranes > Policies and principles にある

Konecranes IT Security Policy を参照してください。 
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10. 財務報告 
Konecranes 社は、全部署の財務会計および報告において遵守される、一律の、

一般的に認められた会計原則基準および定義を有しています。グループの連結

財務諸表は、国際財務報告（IFRS）基準に基づき作成されます。 
 

Konecranes 社は、その状況および業績について、利害関係者に、同時にかつ同

一内容で、平明かつ公明正大に、いかなる集団または個人の好みや好意にもよ

らず、法律、証券取引所の規制、株式市場で容認される慣習を遵守して提供し

ます。 
 

11. Konecranes 社の帳簿および記録 
Konecranes 社は、適用されるすべての会計関係法令および会計慣行を遵守し

て、財務活動を記録しなければなりません。すべての取引を適切に認定し、正

確かつ完全に記録する必要があります。虚偽または誤解を招く項目、記録、文

書の作成は、固く禁止します。従業員は、虚偽または誤解を招く報告書を作成

したり、支払を行ったり、Konecranes 社の代理として口座を開設してはなりま

せん。支払や口座のいかなる部分も、支援文書に記載された以外の目的のため

に使用されると理解されます。 
 

従業員が、Konecranes 社の帳簿および記録の改ざんする者がいることを把握ま

たは疑う場合、当該従業員はその旨を直ちに直属のマネージャー、Compliance 

Officer、または機密報告チャネルに報告しなければなりません。経営陣、ある

いは内部または外部監査人に情報を隠蔽すると、Konecranes 社に深刻な損害を

およぼす恐れがあります。 
 

12. 記録保持 
Konecranes 社は、記録の保存に関する適用法および規則の遵守に力を尽くしま

す。すべての記録が、最低でも当該法律および規則で要求される期間は保管さ

れます。会社の記録、契約書原本など、Konecranes 社の事業にとって最も重要

な記録は、特定の上 Konecranes 社屋の安全な場所に保管します。 
 

従業員が召喚状または係属について聞き及んだか、訴訟または政府による調査

を予期した場合、従業員は、召喚状に対応または訴訟に関係しうる、あるいは

調査に関連しうるすべての記録を、法務部から手続方法について指示があるま

で保持または保管しなければなりません。文書の物理的破壊は、すべて法務部

および Compliance Officer の許可を受けなければなりません。 
 

13. 人権 
Konecranes 社は、国連人権宣言に定義される通り、人権の保護を支援、尊重し

ます。Konecranes 社は、人種、国籍、性別、宗教、年齢などに基づくいかなる
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差別からの自由を推進し、グループ全体を通じての機会平等に向けた取り組み

を行います。 
 

Konecranes 社は、結社の自由と団体交渉権の効果的な認知を支持します。

Konecranes 社は、児童または強制労働の使用を受け入れません。また、当グル

ープは、国際法および慣行と対立する労働条件も容認しません。私たちは、当

社のサプライヤネットワーク全体に、当社の原則に基づき商慣行に従事するよ

う期待します。 
 

14. 環境 
Konecranes 社の環境活動はライフサイクル思考に基づいています。顧客の重要

な要求を満たす、環境的に先進的なソリューションやサービスを開発、生産す

ることを目標とします。低排出で高い効率性を備えた製品およびサービスの開

発を優先します。また、原料、工程、製品、最新の技術の進歩を活用した廃棄

物や排出の削減により、社内業務においても持続可能な開発を達成するための

取り組みを行います。 
  

詳しくは、MyKonecranes > About Konecranes > Policies and principles にある

Konecranes Environmental Policy を参照してください。 
 

15. 機会均等と非差別 
Konecranes 社は雇用および昇進、手当、賃金において機会均等を実現する雇用

主です。Konecranes 社は、人種、宗教、色、性別、年齢、婚姻状況、出身国、

性的指向、国籍、ハンディキャップ（応募者または従業員が合理的配慮の有無

を問わず仕事に不可欠な職務を果たす能力がある場合）を根拠にした、あるい

は採用、雇用、配置、昇進、他のあらゆる雇用条件について法律で禁じられた

他の根拠によるいかなる者に対する差別も容認しません。従業員は、実力に基

づく平等な機会と平等な処遇に対する権利を有します。 
 

Konecranes 社は、差別用語の使用や、攻撃的または敵対的な労働環境になるこ

とを助長する言葉、言動、行動を容認しません。 
 

詳しくは、MyKonecranes > About Konecranes > Policies and principles にある

Konecranes Respect in the Workplace Policy を参照してください。 
 

16. 性的およびその他の形態の嫌がらせ 
Konecranes 社は、性的嫌がらせを含む、職場におけるいかなる形態の嫌がらせ

も固く禁止します。Konecranes 社は、嫌がらせとなる行動の防止、また適当な

場合は処罰に迅速かつ適切な行動を取ります。 
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モラルハラスメントまたは身体的な嫌がらせ、あるいは他の形態のあらゆる権

力の濫用となる行動も、同様にすべて禁止します。 
 

詳しくは、MyKonecranes > About Konecranes > Policies and principles にある

Konecranes Respect in the Workplace Policy を参照してください。 
 

17. 健康と安全 
Konecranes 社は、従業員に、公開性、尊厳、信頼、機会平等が広く普及する、

興味深くやりがいのある労働環境の提供に努めます。当社は、従業員、請負業

者、当社の組織のさまざまな場所で勤務するその他の者に、安全で危険のない

職場を継続的に開発します。 
 

また、Konecranes 社は、製品およびサービスの使用に関連する健康および安全

リスクを最小限に抑えることを目的とした製品開発や製造過程、品質保証手法

を適用します。 
 

詳しくは、MyKonecranes > About Konecranes > Policies and principles にある

Konecranes Safety Policy を参照してください。 
 

18. 利害の衝突2 
Konecranes 社従業員は、彼らの個人的利害3が Konecranes 社および Konecranes

社の利害関係者の利害と衝突しうるすべての状況を回避しなければなりませ

ん。これは例えば、妥当かつ慣習的な接待の基準を超えない額面価格の個人的

な贈り物や娯楽を除き、従業員が利害の衝突を招く可能性のある個人的な贈り

物、接待、娯楽を授受することは許されないことを意味します。贈り物または

好意を受けることで利害の衝突を招く恐れが疑われる場合、従業員は、事前に

Compliance Officer と状況を明確にしなければなりません。Konecranes 社は、政

党またはその他の政治組織、もしくは個人の候補者の選挙運動に財政支援を提

供しません。 
 

従業員または関係者が、Konecranes 社が取引を行っているか、Konecranes 社と

競合する企業において直接的または間接的利害を有しているか、そうした企業

に影響力を行使できる場合は、特に留意を要します。本規範の適用上、「関係

者」とは、配偶者、ドメスティック・パートナー、重要な他者、子ども、親、

2「利害の衝突」は、特定の従業員の個人的利害（直接的か間接的かを問わず）が、当人の適切な職務遂行に影響

を及ぼすか、影響を及ぼす恐れがあり、それによってその従業員の個人的利害と Konecranes 社の権利ならびに利

害との間に衝突が生じるか、その恐れが生じ、Konecranes 社の権利ならびに利害、財物および/または事業におけ

る名声に損害を与える恐れがある場合に発生します。  

 
3従業員の「個人的利害」は、従業員の職務遂行中、本人、その家族または第三者を問わず、金銭、有価物、その

他の有形物またはサービス、および/またはその他の所有権について特定の利得を得る機会に関する従業員の利害

をいいます。 
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兄弟、従兄弟、近しい個人的友人、従業員の代理として従事しうる他の者（受

取名義人を含む）をいいます。例えば、利害の衝突は、ある親族が他の親族に

直接従属している場合にも生じる可能性があります。 
 

従業員は、Konecranes 社に対し、その機会が生じるたびに Konecranes 社の正当

な利益を促進する義務を負います。従業員が、Konecranes 社の企業財産や情

報、あるいは従業員の立場を利用するなどして、Konecranes 社の競合他者、実

質的または潜在的な顧客、サプライヤ、仕事関係者等から、Konecranes 社が関

心を持ちうる、または同社の事業活動の範疇に入る事業または投資の機会を聞

き及んだ場合も、従業員は、Compliance Officer の書面による事前承認なく、そ

うした機会を追求したり、それに参加してはなりません。従業員は、不適切な

個人的利益のために Konecranes 社の企業財産または情報、あるいは自分の地位

を利用してはならず、従業員は Konecranes 社と競合してはなりません。 
 

19. 腐敗と贈収賄 
Konecranes 社は、強要や贈収賄を含むあらゆる形態の不正行為防止に取り組み

ます。Konecranes 社またはその従業員は、いかなる種類の賄賂や金銭的利益も

受け入れたり、求めたり、提供してはなりません。これには、不適切な業務上

または私的な利益を得る目的を持つ公務員またはその他のビジネスパートナー

との間で金銭、利益、娯楽、サービス、またはその他の物質的な利益を授受す

る行為が含まれます。Konecranes 社は、いかなる状況下においても、マネーロ

ンダリングへの参加やその支援を受け入れません。  
 

適用される贈収賄防止法、規則、規定への遵守の確保に関連した従業員の責任

を定めた、Konecranes Anti-Corruption Policy を参照してください。これは、

MyKonecranes > About Konecranes > Policies and principles にあります。 
 

20. サプライヤと下請け業者 
Konecranes 社は、そのサプライヤと下請け業者が、Konecranes 社本体が適用す

るのと同じ、高度な法律、倫理、環境、従業員関連の諸原則を遵守して事業を

行うことを期待します。これらの原則は、取引関係の構築や実施において非常

に重要です。Konecranes 社は、そのサプライヤおよび下請け業者間のこれらの

原則の適用を推進し、これに関する彼らの行動の監視に努めます。 
 

21. メディアとの関係 
Konecranes 社の公式スポークスパーソン、または CEO や CFO によって特に許可

を受けた従業員だけが、報道機関、証券アナリスト、その他の金融業界の関係

者、株主、集団または組織に、Konecranes 社の代表者として、あるいは

Konecranes 社の事業について話すことができます。金融業界または株主から

Konecranes 社の財務情報の要請があった場合は、IR 部門副社長に照会してくだ
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さい。メディア、報道機関、公衆から、Konecranes 社の財務情報またはその他

の情報の要請があった場合は、マーケティング・コミュニケーション部門副社

長に照会してください。  
 

メディアに提供し、公表される情報は、情報豊富で真実でなければなりませ

ん。 
 

Konecranes 社が作成、伝達するいかなる公開情報も、すべての適用法および規

定を遵守していなければなりません。Konecranes 社に関して公開される財務情

報は、適用される時間枠内で作成された、当該日または期間における

Konecranes 社の財務状況を完全、正確、高い信頼性で示さなければなければな

りません。 
 

Konecranes 社は、当該四半期末から財務状況および中間報告発表前の沈黙期間

に入ります。この期間中、Konecranes 社は Konecranes 社の財政状態についてコ

メントしません。 
 

詳しくは、MyKonecranes > Internal Knowledge > Marketing & Communications > 

MarCom Guidelines にある External Communication Guidelines を参照してくださ

い。 
 

22. 実施 
本行動規範は、Konecranes 社取締役会によって承認されています。諸原則は

Konecranes グループ全体、また Konecranes 社の全事業領域で適用されます。グ

ループ経営陣および従業員は、ともにこれらの原則に定める基準に、例外なく

従わなければなりません。Konecranes 社は、これらの原則が全従業員に効果的

に伝達されるようにするとともに、全員がそれらを採用し、実行するよう求め

ます。必要であれば、Konecranes 社行動規範をより詳細な原則および指図によ

って補完します。 
 

本行動規範の遵守や解釈、あるいはこれらの原則の違反の恐れに関して懸念や

質問がある場合は、Compliance Officer に問い合わせてください。Compliance 

Officer は、予想される違反の重大性を判断し、さらなる措置があれば、それに

関する決定を行う責任を負います。従業員は、これらの原則に関して予想され

るすべての質問や違反の恐れを、常に経営陣と気軽に話し合う必要がありま

す。これらの原則に関する違法行為に関する従業員の報告を妨害する行為を禁

じます。 
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23. 監視および報告 
Konecranes 社コンプライアンス・倫理委員会の勧告に基づき、Konecranes

リーダーシップチーム（KLT）は本規範の見直しを定期的に行い、必要であ

れば、規範の変更を監査委員会および取締役会に提案し承認を求めるもの

とします。 
 

Konecranes グループにおいて、内部監査および経営陣は本ポリシーの下で

行動を監査します。内部監査および上級管理職は、実施されたすべての監

査の結果および関連する所見を Konecranes 社取締役会監査委員会に報告し

ます。 
 

疑わしい事例の通報（個人的に、極秘の内部告発サービスを通じて、また

は他の手段によってのいずれか）は、すべて Compliance Officer が適切に調

査を行い、所見は Konecranes 社コンプライアンス・倫理委員会および取締

役会監査委員会に報告されます。 
 
 

問合わせ先：  
懸念や質問事項がある場合は、Head of Compliance & Ethics の Ms. Kati Mattila に

問合せてください。 

 

内部告発サービス: https://report.whistleb.com/Konecranes 
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