
カーライル株式会社
業務倫理規範

I. 方針

カーライル株式会社の業務論理規範は個人の誠実さ、公平さ、そして、法律に従う
事を基にしています。すべての従業員は、これらの規則に厳密に従い、カーライル
での業務を全うするが期待されているのは明白です。しかし、これらの一般的な規
則を特定の状況に適用することは、必ずしも明白ではないかもしれません。それに
加えて、法律や規制により特別な規則が適用される場合があるので、故意に違反し
ないように特別な注意を払う必要があります。

従って、この業務倫理規範は、基本的な方針を定めて、以下のように編成されてい
ます:

パートA: 基本原則
パート B: 機密情報
パート C: 利益相反行為
パートD: 業務
パート E: 正確で適宜な定時報告
パート F: 報告と違反の影響

各従業員はカーライルの業務倫理規範を遵守する義務付けられています。この業務
倫理規範を遵守しないことは、解雇事由に該当する可能性があります。この業務倫
理規範は、子会社を含むすべてのカーライル株式会社の取締役、役員および従 業
員に言及される事を意味しています。

A. 基本原則

1. 正直さ、誠実さ、ならびに公正さについて

倫理的に業務を行う際、法律で要求される最低限のレベルをはるかに
上回るレベルで行われるべきです。正直である事は如何なる時も曖昧
になる事なく、私たちは常に最も誠実である為への道のりを選ぶ必要
があります。ビジネスが成功する為の基本原則は、すべての人を公正
に扱うことです。競合他社を含むすべての人は、当社の行動があらゆ
る面で最も正直、誠実、公平である事を反映するのを期待する権利を
有しています。他者のサービスに従事するときは、サービスの質と価
値の競争力に基づいて選択する必要があります。

当社の評判は、すべての取引および業務において公平、正直、誠実で
ある事に依存しています。不法行為または不当行為が行われる避けな
ければなりません。



2. 法令の遵守について

我々の業務を管理する数多くの法律や規制が、国内と海外の両方にあ
ります。同等の雇用、有価証券、反トラスト法、環境、政府調達、不
公平競争、米国障害者法、海外腐敗行為防止法（D.2も参照）などが
一般的に適用されます。当社は、個人としてだけではなく、また法人
として、適用されるすべての法律および規制だけでなく、その意図も
遵守する義務を負っています。

これらの法令を遵守しない場合、損害賠償などの法的責任を含む深刻
な結果を招く事があります。従業員は、部署の活動に適用される法的
規定と部署内の特定の役割を学び理解する義務があります。

未解決の法的問題が特定されてている場合、または不明確な事柄が存
在する場合は、適切な監督者または部長に注意を促す必要があります。
さらなる支援が必要な場合は、カーライル株式会社の法律顧問に相談
する必要があります。パート F「違反の報告と影響」も参照してくだ
さい。

3. 無差別待遇について

カーライル株式会社は、すべての既存および将来の従業員の無差別待
遇の方針に取り組んでいます。我々は常に他人に対応する際、意思の
決定を行う際には客観的でなければなりません。我々と接触するすべ
ての人は、全ての面において公正に扱われなければなりません。人種、
宗教、信条、肌の色、性別、性的指向、年齢、配偶者の有無、身体障
害、国籍、退役の地位への差別は違法です。その様な要因は業務上の
決定を下す上で、決して適切な考慮事項ではない為、差別を引き起こ
す如何なる行為をすべての従業員に控えるよう求められます。

B. 機密情報

1. カーライル株式会社の関連企業や独自のデータに関する情報について

従業員は、その職位または関係により、カーライル株式会社またはそ
の関連企業について、一般公開されていない情報を入手、または知り
得る事ができます。この情報は、財務記録、顧客リスト、現職または
元従業員、価格リスト、マーケティング計画、製品開発、仕様書、無
形資産、式および製造プロセスが含まれますが、これだけに限定され
ません。

その様な情報にアクセスできる従業員は、この財産を保護する義務と
信任義務を負います。カーライル株式会社、またはその関連企業に関
する業務情報および機密情報は、公開または証券保有者に開示されて
いるか、それ以外の公衆に一般的に利用できるまで、決して開示して
はなりません。さらに、この情報は、知るべき正当な事由とそのよう
な情報にアクセスする権限を持っていない限り、会社内の個人に決し
て開示されるべきではありません。



2. 顧客情報について

定期的な業務を行っている際、従業員は、顧客、サプライヤーや他の
当事者に関する機密情報や特権情報を知り得る事ができます。この情
報は、情報を知るための正当な事由を持っていない会社の内部または
外部のどちらか誰にも開示してはいけません。当社が合法的に資格を
持たない顧客、サプライヤーおよびその他の当事者について、専有ま
たはその他の情報を求めたり取得したりすることは、厳重に禁止され
ています。通常の信用状または同様の照会の以外に、有効な召喚令状
または同様の法的手続きに応じる場合を除き、法令執行当局を含む外
部者には、顧客およびサプライヤーの事務に関する情報を公開しない
でください。

3. 機密情報の取り扱いについて

他の部署や企業内の個人に機密情報を伝達する必要がある場合に、特
に注意しなければなりません。これらの個人は、矛盾した義務または
異なる責務を負う可能性があります。その様な秘密情報は悪用してて
はならず、可能であれば特権または秘密である部分を開示しないよう
に使用されるべきです。

4. インサイダー情報について

連邦証券法は、従業員が当社または顧客およびサプライヤーに関する
重要な非公開情報を利用することを禁じています。非公開情報を他の
人に伝えることも禁止されています。連邦証券法に従い、重大な非公
開情報にアクセスするすべての従業員が当社の有価証券の売買または
他の行為を行い、他者に情報を引き渡すことを禁止する方針です。こ
の禁止事項は、当社との雇用の過程に含まれる、顧客またはサプライ
ヤーを含む他の会社に関する情報にも適用されます。

重要な情報とは、合理的な投資家が株式を購入するか、保持するか、
売却するかを決定する上で重要な情報です。言い換えれば、情報は、
株式の価格に影響を与える可能性があります。重要な情報の例として
は、将来の損益の予測、 新製品、または発見。配当政策の変更また
は株式分割の宣言または追加株式の提供。係争中または提案された合
併、買収または処分に関するニュース。重要な訴訟または政府の調査。
実質的な顧客またはサプライヤーの利益または損失。有益、または損
益な情報は重要になる可能性があります。

当社が重要な情報を公表した後、当社の株主および調査対象者が情報
を受け取って評価するまで、従業員は情報を「非公開」とみなし続け
るべきであります。原則として、情報が公開されてから翌営業日まで、
当社株式の取引は行ってはなりません。

さらに、カーライル株式会社の取締役、役員および部門長は、カーラ
イル株式会社の証券取引に関する方針書に含まれる取引制限の対象と
なります。



5. 他社の企業機密について

カーライル株式会社は、営業秘密や他人の専有情報に与えられた法的
保護を認識し、従業員がそのような営業秘密や専有情報を取得するた
めの違法または不適切な行為をすることを禁じています。

C. 利益相反行為

1. 基本方針

利益の相反は、従業員が取引に個人的な関心を持っている場合や、従
業員の当社および顧客に対する義務と矛盾する他人に義務がある場合
に発生します。従業員は、当社に対する責務と両立できない個人的、
事業的、または金銭的利益を有することは禁じられています。従って、
従業員は配当の分配に繋がる取引やイベントに参加することを禁じて
います。利害の相反への規則は、従業員が直接、または家族や同僚を
通じて間接的に携わったすべての取引やイベントに適用されます。

2. 業務と個人の関係の悪用について

例え、従業員が個人の生活や趣味を持っていても、利害の相反や利益
の相反が発生を避けるために注意しなければなりません。個人と企業
の責務の間での利害の相反は、様々な状況で発生する可能性があるの
で、従業員は常にこの様な事態に注意を払わなければなりません。従
業員は、競合他社、サプライヤーまたは顧客との関係によって配当が
分配されたり、当社と従業員との間に不正と見受けられる支配や影響
のある立場、投資もしくは財務上の利益を維持する事はできません。
従業員は、当社の利益と矛盾する、または矛盾するように見える雇用
範囲外の個人的利益または利益のための活動に従事することも禁止さ
れています。それに加えて、企業の資産は、業務の運営に抵触する可
能性のある状況においてや、従業員の個人的利益または利益のために
使用することはできません。

3. サプライヤーや顧客からの贈り物について

従業員またはその家族は、従業員が雇用関係を維持している顧客、サ
プライヤー、または他の誰かから金銭、贈り物、または価値のあるも
のを受け取ることはできません。従業員は、顧客、サプライヤー、ま
たは他の人に業務上の優位を得るためにと行われたと思われる金銭、
贈り物、または価値のあるものを与えることもできません。価値のあ
るものを求めたり受け入れたりすることに対する一般的な禁止に対し
て、以下の例外が認められています:

(i) 50ドルを超えない程度の慣習的に行われているイベント
（プロモーション、クリスマス）に関連した寄贈主より
寄贈された品物、または日常的に配布されるプロモー
ション用の広告贈り物（カレンダー、ペンなど）。

(ii) 業務過程として慣習的に提供される娯楽、健全であり倫
理的に業務上の積極的な運営に直接に関わっているもの
カーライル株式会社との業務上関係がある人物が提供す



る、経費で支払われた旅行は、従業員の上司の承認なし
には禁止されています。

4. 他の組織との提携について

従業員は、通常の勤務時間中に会社の責務に十分な注意と精力を注ぐ
事が期待されています。従業員は、外部活動が当社の職務を妨げたり、
当社に不利な影響を与えたり、潜在的な利益相反の問題を提示したり
しないことを保証する必要があります。従業員は、部長、カーライル
株式会社の法律顧問とカーライル株式会社の最高経営責任者の書面に
よる同意をなしにに利益のために組織あらゆる業務上の取締役、役員、
パートナーやコンサルタントとしての地位を受け入れる事はできませ
ん。すべての従業員は、提案された外雇用の性質と範囲と書面による
助成金の承認を検討する外部雇用者を上司に通知する義務があります。

5. 公共奉仕について

選挙区またはその他の公職の保有は、違法行為であるか、または当社
が政府との正常な取引関係を保つことを妨げる可能性のある利益の相
反を引き起こす可能性があります。従業員が公職を求めたり、受け入
れる前に部長、カーライル株式会社の法律顧問とカーライル株式会社
の最高責任者から書面による具体的な承認を得なければなりません。

D. 業務の遂行について

1. 一般声明

従業員が雇用責任を果たす上で適切な行動を取るのを助け、取引に内
在する特定の法的問題に注意を喚起するためのビジネス行動指針は制
定されました。

雇用関係は、信託義務または信託の立場として、当社の最善の利益の
ために常に行動する事にあります。特定の条件に沿った各従業員は当
社の代理人とみなされる可能性があり、よって、遂行された訴訟の結
果として一定の義務または一定の法的責任を拘束する可能性がありま
す。当社の代理人として適切かつ慎重に行動しない場合、従業員また
は当社、またはその両方に法的責任を課すことができ、また当社の事
業評判を損なう可能性があります。

各従業員は、自分の行動の妥当性と結果に責任があります。他の誰か
が指示または要求した違法行為については、誰も免責されません。

2. 不適切な支払いについて

カーライル株式会社の方針として、事業上の優位性を確保したり、方
針や決定に影響を与えたりするために、いかなる種類の不適切な支払
いや賄賂を徹底的に禁じています。従業員は、会社の計画や方針に不
適切または矛盾する顧客、サプライヤー、その他の者に対して、斡旋
事業、特別なリベート、手当または割引を提供したり、共有したりす
ることはできません。



さらに、海外腐敗行為防止法 には特定の遵守規定があります。第一
に、業務の獲得や関連を助けるために、行為や意思決定に影響を及ぼ
す目的で外国（政府）の役人に不法な支払い、オファーや約束をする
ことを禁ずる贈賄防止条項です。記録保持条項は、資産の取引および
処分を正確かつ公正に反映する帳簿および記録を保持することを必要
としています。記録されていない資産と偽装された支払いは禁止され
ています。最後の規則は、内部統制の目的が達成されるのに十分な管
理体制を維持するには実体が必要であると関連付けています。

3. 政治活動と貢献について

連邦および州の法律および規制は、企業が政治的な貢献をしたり、政
治活動を行うことを厳しく制限しています。また、従業員が勤務時間
中に政治活動を行うことや、そのような活動を行うために会社の設備、
備品または備品を使用することを許可していません。当社は、従業員
が政治過程に積極的に関心を持ち、すべての範囲で政府活動に関して
情報を得ることを奨励し、期待しています。

4. 公務員との取引について

従業員は、公務員の処遇を含む地域社会の組織や活動に参加するよう
奨励されていますが、当社の行動は従業員や会社の誠実性と評判を傷
つけないための基準でなければなりません。従業員は、いかなる表明
も一貫しており、当社の公表された立場と適合していることを確実に
しなければなりません。

5. 政府からの調査について

当社は、時折、連邦、州または地方政府機関からの問い合わせを受け
ることがあります。すべての従業員は、調査を行っている政府機関と
徹底して協力しなければなりません。しかし、問い合わせに対する返
答はカーライル株式会社の法律顧問によって調整されなければなりま
せん。従業員が（法律で要求されているような日常的な報告書提出以
外）政府機関からの問い合わせを受けた場合、直ちに部長に連絡し、
担当者は直ちに法務顧問に助言しなければなりません。

6. 政府調達について

米国および州および地方自治体は、製品およびサービスの直接販売お
よび間接販売に適用される調達を管理する法律および規則を設けてい
ます。これらの法律には、原価および価格データの開示、製品情報、
コンサルタントの使用、機密情報の使用が含まれます。従業員はこれ
らの法律を遵守しなければならず、この方針の遵守に関して法律顧問
に連絡することが求められます。

7. 環境法について

カーライル株式会社は、建物および不動産、製造プロセスおよび製品
の使用に関連するすべての環境法および規制を安全な環境で完全に遵
守することに努めています。環境への排出物および排出物の測定、記
録および報告、有害物質の安全な保管および適切な許可の取得に関す
るすべての規則は厳密に遵守されなければなりません。従業員が環境



法違反を確認した場合は、パート F「報告と違反の影響」に従って直
ちに報告しなければなりません。

E. 正確で適宜な定時報告

カーライル株式会社は、証券取引委員会およびその他の公衆通信に提出する
必要があることを定期報告書に完全、公正、正確、適宣で理解できる開示を
投資家に提供することに努めています。この目標を達成するために、従業員
はカーライル株式会社が次の事を可能にするために適切な措置を講じます:

(i) 常に一般に認められた会計の原則を遵守。

(ii) すべての取引が適切に記録されていることを合理的に保
証する内部会計管理システムを維持。

(iii) カーライル株式会社の取引を正確かつ公正に反映する書
面および記録を保持。

(iv) カーライル株式会社の定期的な報告書が作成されている
期間中、経営陣にカーライル株 式会社に関する重要な
情報が経営者に知らされていることを合理的に保証する
内部開示管理のシステムを維持。

(v) カーライルの定期的な報告書やその他の公衆通信に法律
上および財務上の専門用語を使用することを避けるため
に、明確ならびに整頓された方法で情報を提示。

F. 報告と違反の影響

企業のオフィスは、法律、政府規則またはこのビジネス倫理規範の違反が
カーライル株式会社の法律顧問または内部監査役に知らされているか、また
は報告されていることを個人または書面で報告しなければなりません。他の
すべての従業員は、知っている、または疑わしい違反を直属の監督者、現地
の人事担当者、カーライル株式会社の法律顧問たは内部監査役に報告しなけ
ればなりません。カーライル株式会社は、そのような違反を報告することで
誠実に行動する役員、役員または従業員に対して報復を認めません。

さらに、疑わしい会計または監査事項に関する懸念事項は、カーライル株式
会社のホットライン（1-800-294-2341）を使用して機密性と匿名で報告され
る可能性があります。カーライル株式会社のホットラインのは、この目的の
ために全従業員が 24時間無料で利用できるフリーダイヤルです。

カーライル株式会社の法律顧問またはその他の適切な職員が報告された違反
を調査し、是正措置や予防措置を含む適切な対応を監理します。法律、政府
規制またはこの業務倫理規範に違反する執行役員および従業員は、降格また
は退職を含む適切な懲戒処分に直面することになります。

この業務倫理規範に関する違反または疑いのある違反の報告を含む質問は、
カーライル株式会社の法律顧問に直接問い合わせてください。


