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このレポートについて

パンドウイットは、環境・社会・ガバナンス (ESG) に真剣に取り組んでいます。
当社は、環境スチュワードシップ、地域社会支援、ダイバーシティとインクルー
ジョン、倫理とコンプライアンスといった主要分野での活動を評価する重要な
ベンチマークを確立し、それを満たしています。この ESG レポートでは、当社
での進捗状況を説明し、活動の透明性を示します。

ESG の取り組みは、お客様にとってより意味のあるつながりを築くために革新
を続け、当社の長期的な歩みを形作るうえで役立っています。
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パンドウイットの概要

コアバリュー
コアバリューに専心するパンドウイットの姿勢が、事業を遂行する際の枠組みとなります。

会社概要

年間売上高  
10 億ドル 

突破

4,500 名超の 

インフラストラクチャ 
専門家

250 名を超える  

研究開発陣

90% 

の Fortune 100  
企業との取引実績

株式非公開

3,000 件超の特許 
(全世界)

112 か国の 
お客様

QUALITY
In all we do

Core Values

CUSTOMERS
Get our best

INNOVATION
Everywhere, Every Day

OUR PEOPLE
Make the difference

INTEGRITY
Always

品質
がすべてに息づく

QUALITY
In all we do

Core Values

CUSTOMERS
Get our best

INNOVATION
Everywhere, Every Day

OUR PEOPLE
Make the difference

INTEGRITY
Always

お客様
のために最善を尽くす

QUALITY
In all we do

Core Values

CUSTOMERS
Get our best

INNOVATION
Everywhere, Every Day

OUR PEOPLE
Make the difference

INTEGRITY
Always

当社の従業員
が違いを生み出す

QUALITY
In all we do

Core Values

CUSTOMERS
Get our best

INNOVATION
Everywhere, Every Day

OUR PEOPLE
Make the difference

INTEGRITY
Always

誠実さ
を常に意識する

QUALITY
In all we do

Core Values

CUSTOMERS
Get our best

INNOVATION
Everywhere, Every Day

OUR PEOPLE
Make the difference

INTEGRITY
Always

革新
を毎日、あらゆる場所で

パンドウイットは 65 年以上にわたり、「つながる世界」の実現に向けて
革新的なインフラストラクチャソリューションを提供してきました。この革
新は今日も続いており、パンドウイットは信頼性が高くスケーラブルな
ネットワーク接続と、堅牢で信頼性の高いエレクトリカルインフラストラ
クチャをお届けしています。当社が生み出す製品とソリューションは現代
の企業のために、有意義な接続性の確保から成功へと導く力となります。

10 拠点の 
商品センター

1 拠点の  
研究開発施設

9 拠点の
製造施設

9 拠点の
カスタマーブリーフィング 

センター

500 名超の
営業・技術要員

62 の
オフィス

18 拠点の
研究所

世界全体で「つなぐ」を実現
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会長および CEO からの 
メッセージ 

ESG の原則には新しい説明責任が伴い、それは、
持続可能なビジネス慣行を開発する方法から、自分
たちが暮らし、働く地域社会に利益を還元する方法、
ますます多様になる従業員構成を支援する方法、
企業統治の方法にまで及びます。パンドウイット
には、地球社会で活動する一企業として、こうした 
ESG のすべての柱一つ一つを達成する責任があり
ます。

̶ Dennis Renaud、パンドウイット最高経営責任者

コアバリューに専心するパンドウイットの姿勢が、当社
が事業を遂行する際の枠組みとなります。パンドウイット
の環境・社会・ガバナンス (ESG) への取り組みにも、
これらコアバリューが反映されており、ESG の目標は、
お客様、パートナー、そして従業員が、持続可能な
コネクテッドワールド (つながる世界) で成功を収め
るための力となります。

̶ Andrew Caveney、パンドウイット会長

2020 年は、近年では最も困難な
年でした。世界的なパンデミックと、
それに伴う新しいビジネスの課題
が生じました。パンドウイットはそ
の中にあって、従業員の安全を最
優先事項としながらも事業遂行を一
貫して継続しました。

昨年の経験から私たちは、「つな
がっていること」がこれまでにもま
して重要である、との認識を深くし
ました。当社は、持続性のある革
新と効率の向上を通じてビジネス目
標を達成すると同時に、地域社会
の結束力を強化することを目指して
います。それは、お客様にもっとス
マートにインフラストラクチャソ
リューションをお届けする努力と
なって表れます。

鍵となるのは持続可能性です。これ
が将来の成長をもたらす主要な推
進力です。当社のお客様もこの点
を認識しています。そのため、お客
様が提携相手として望むのは、持
続可能なビジネス慣行を確立し、
職場および自社が活動拠点を置く
世界中の地域社会にプラスの社会
的影響をもたらそうと専心している
企業です。パンドウイットはこうし
た点を念頭に置き、初めての環境・
社会・ガバナンス (ESG) レポート
を作成しました。このレポートでは、
当社の企業としての使命および中核
となる価値と一致した ESG の目標
と取り組みを紹介しています。

これらの取り組みは、当社のビジネ
ス専門家から成る活発なチームに
よって開発されました。当社は、成
功の鍵は当社の従業員であると認
識しており、職場環境でのダイバー

シティとインクルージョンの啓発に
努力しています。これは、継続が必
要な取り組みです。当社の目標は、
私たちの強固な基盤の上に構築し
た、このレポートで取り上げられて
いる優先分野を改善することです。

パンドウイットの企業としての価値
観も、自分たちが暮らし、働き、ビ
ジネスを遂行する地域社会への利
益の還元を図る際のガイドラインと
なります。当社は、まさにそれを行
うための制度やインフラストラク
チャを作り出してきました。

当社の ESG 活動のきわめて重要
な要素、つまりビジネスで倫理的な
意思決定を行うよう努力し、誠実に
ビジネスを遂行する姿勢が、当社
の事業すべてに明らかに見られま
す。誠実さは、パンドウイットの企
業文化の不可欠な構成要素であり、
すべての企業活動と事業部門の基
盤を成します。

当社の ESG の目標は、お客様、
パートナー、そして従業員が、持続
可能なコネクテッドワールド (つな
がる世界) で成功を収めるための力
となります。

敬意を込めて

Andrew Caveney
パンドウイット会長

Dennis Renaud
パンドウイット最高経営責任者
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環境スチュワードシップのための 
総合的アプローチ
パンドウイットは、自社施設での持続可能な製造プロセスや省エネルギー
の取り組みから、環境に優しい素材を使用した製品、米国本社ビルの 
LEED Gold 認証取得にいたるまで、エコロジカルフットプリントを最小
化するための方法を絶えず模索しています。

当社のお客様やパートナーは、環境持続可能性を重視する企業と提携す
る姿勢をますます鮮明にしています。パンドウイットのコーポレートシティ
ズンシップへの取り組みは、地球全体で責任ある環境活動を実践しつつ、
優れた高性能のエレクトリカルおよびネットワークインフラストラクチャ
ソリューションをお客様に提供することで「環境の良き管理人になる」と
いう宣言にまで発展しています。

気候危機は厳然たる現代の問題であり、気候保護は将来
ではなく今すぐ取り組むべき課題です。気候中立は、生活
の質を高め、社会的公正を強化し、気候にやさしい繁栄
を築くための大きなチャンスです。パンドウイットはこの
長期的な取り組みに着手しました。
̶ Moritz Aichmann、戦略アカウントマネージャー - ヨーロッパ 

環境スチュワードシップ

パンドウイットの人材と 
リソースを結集して環境 
スチュワードシップの目標を 
達成し、お客様と世界のために
持続可能な事業を構築します。
-パンドウイット環境スチュワードシップ宣言
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事例: Panduit 本社ビルが LEED Gold 認証を取得
パンドウイットの本社は持続可能性を実践する手本となっています。環境性能評価システム 
(LEED) Gold 認証を取得した本社ビルは、最先端の機能を駆使した、健全でエネルギー効率の
高い持続可能な事業環境への取り組みを象徴しています。

・ 高密度で柔軟な物理レイヤーデータセンターは、スペースを最大限に活用し、電力消費を
最適化しています。また、データセンターは、屋根排水システムから集めてろ過した雨水
で冷却されます。

・ 地面には、渇水や病気に強いその地域に自生する植物を植えました。

・ 集光性ライトシェルフで自然光を天井に反射させ、配光を最大化しています。

・ ビルの緑色の屋根は、その下にある各部屋の温度の調節に役立ちます。

パンドウイットは、エネルギーを節約し、快適性を高め、生産性を最大化し、業務を改善すると
いう目標の下、引き続き当社ビルシステムの運用の評価、文書化、および改善に努めます。

コスタリカ工場̶環境管理の成功事例
2007 年以来、パンドウイットのコスタリカ工場は、同国
のエコシステムおよび環境持続可能性において主要な
役割を果たしてきました。同工場によるコスタリカのカー
ボンニュートラル認証獲得 (2017 年) はすばらしい実績
の 1 つで、2019 年には、PreCOP25 国際気候会議で
当社生産施設が CO2 削減のパイオニアとして表彰されま
した。

当社のコスタリカチームは、同国内全体で数多くの持続
可能性活動を実施してきました。

・ 2020 年には、コスタリカ工場の電力エネルギー
の約 99% が再生可能資源から生成されました。

・ 2007 年以来、毎年 2,200 万リットルの廃水が
当社の処理システムによって処理されてきました。
これは、オリンピックの競泳プール 9 個分に相当
します。

・ 当社所有のコスタリカ地所の 20 パーセントで
森林が再生されました。これは、プロ用の大きい
サッカー場 2 個分の面積です。

・ 地域社会での植林活動により、森林再生キャンペー
ンを継続しています。

・ 2020 年には、当社食堂から出た果物や野菜の生
ごみから、高倉式コンポスト技術で 16 トンの 
100% 有機肥料が生産されました。
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環境スチュワードシップのその他の注目点
・ データセンター、インテリジェントビル、産業分野に加え、代替エネルギー、教育、ヘル
スケア分野で、革新的な製品を開発しています。

・ パンドウイットの銅コネクタおよび配線に環境製品宣言 (EPD) が適用され、当社はコネク
タと配線の両方に EPD が適用される世界初の製造業者となりました。

・ パンドウイットは、国内および国際的な梱包手法の最新の傾向を見分け、梱包材のリサイ
クル活動を強化しました。再利用可能な梱包材のオプションを特定し、世界的な梱包要件
の変化に歩調を合わせるため、包装評議会を設置しました。

・ 丸ノコをホットナイフに置き換えるなどの製造プロセスの改善で、スクラップ、電力消費、
騒音、労務管理コストを減らしました。

・ パンドウイットの Cat6A UTP および F/UTP ケーブルは、高出力 PoE システムに使用
できる UL-LP 認証を取得しています。

・ ヨーロッパおよび米国の有害物質に関する制限 (RoHS) 指令、ヨーロッパの廃電気電子機
器 (WEEE) 指令をはじめとする、世界的および地域的な環境基準の継続的な遵守に注力
しています。

環境スチュワードシップの優先事項
パンドウイットは環境スチュワードシップの責務を追求することで、お客様の持続可能性の取り組
みを支援します。これは、当社が、カーボンフットプリントの削減を達成し、循環型経済をサポー
トし、廃棄物を排除し、持続可能な製品革新を
促進するのに役立ちます。

・ カーボンフットプリントの削減: 再生可能
なエネルギー源とカーボンニュートラル
への移行

・ 循環型経済のサポート: 製品と梱包材の
リサイクル素材への転換

・ 廃棄物の排除: 埋め立て地へのごみゼロ
の達成

・ 持続可能な製品革新の促進: 持続可能性
を念頭に置いて設計および開発された
製品ラインアップの拡充

注: 過去 4 年間 (2017-2020 年) の実績

13% 

総電力使用量の 
削減割合

36% 

化石燃料総使用量 
削減割合

20%
全世界のカーボンフット
プリント削減割合 

ISO 14001:2015

パンドウイットの 
全製造施設において 
認証を維持
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地域社会への働き掛けと従業員の 
ボランティア精神によって社会的責任を果たす 

パンドウイットは、慈善事業への寄付、地域社会への奉仕活動、さらにはボ
ランティア活動を通して、自らの取り組みを実践し、世界中の従業員、お客様、
パートナー、そして地域社会にプラスの影響を与えています。

当社の取り組みは掛け声だけでは終わりません。従業員やチームが地域社会
の奉仕活動に積極的に参加するためのポリシーや機会を設ける、という一貫
した行動でそれを表します。たとえば、2019 年以来、パンドウイットの従業
員は、地域社会でのボランティア活動に 3,000 時間以上を費やしてきました。
当社は地域社会での奉仕におけるチーム作り活動にも重点を置いています。
従業員や支援先の団体からは好意的な反応を得ており、その結果、当社はこ
のプログラムを正式に導入し、支援することを決定しました。

当社の奉仕プロジェクトは、保健福祉サービス、教育、環境など、多くの
分野にまたがっています。その範囲と影響は、当社の従業員、パートナー、
お客様が生活し、働く場所となるグローバルな地域社会にまで拡大しているの
です。

私たちの地域社会支援活動が成長し、発展し、私たちの
周りの世界にプラスの影響を与える時、私は非常に大き
な誇りを感じます。当社の従業員は活動に没頭し、熱心で、
地域社会の価値を感じ取っています。慈善事業への寄付
やボランティアを通して文化を有益な方へと変化させてい
るのです。

̶ Wendy Niemiec、社内コミュニケーション & 
 チェンジスペシャリスト

地域社会支援

パンドウイットは、自社の 
人道主義的目標を達成し、 
世界中の慈善団体を 
支援するために地域社会と 
提携します。
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世界中に広がるパンドウイットの慈善活動
パンドウイットの慈善活動アプローチは、多様性に富むインクルーシブなプログラムで、参加す
る方法がいろいろあります。パンドウイットの従業員が地域社会と関わろうとする活動は、世界中
で良い影響を生み出しています。

コスタリカのパンドウイット従業員がチャリティーレースに参加

パンドウイット・コスタリカの従業員のグループが、地域の
慈善事業をサポートする目的で、毎年行われるレースに参加
したい人たちのためにチームを結成しました。それ以来、
この男女混成ランニングチームは数多くの 10km、21km、
42km レースに参加し、地域の慈善事業のために何千ドルも
の資金を募ってきました。

ドイツのパンドウイットがホームレス支援のための 
スペシャルデーを開催

パンドウイットは、フランクフルトの社会福祉センターにおい
て、ホームレスの人々や支援を必要とする人々のためのスペ
シャルデーを開催しました。担当チームは、ドイツ伝統の食
事を用意しただけでなく、ゲストと共に歌を歌ったり、ドッグ
ショーを観たり、外国の物語や雑学について話したりしまし
た。毎日難題に直面し、温かい食事にも事欠く人々に笑顔が
戻るのを楽しく手伝えたのは、パンドウイットのチームにとっ
てやりがいのある経験となりました。

リレー ･フォー ･ライフ活動で米国がん協会を支援

パンドウイットは米国で毎年、企業と地域社会の関係に基づ
いて選んだ慈善運動または慈善団体に資金援助しています。
2019 年は、米国がん協会と同協会のリレー・フォー・ライフ・
プログラムと提携しました。従業員たちは、3 つの地域イベ
ント、企業スポンサー活動、企業としての寄付に参加し、お
よそ 8 万ドルを集めました。

オーストラリアでホームレスの若者のためのプロジェクトを支援 

パンドウイットは、メルボルン市が主催する、住処を追われ
たホームレスの若者たちのためのプロジェクトに対して、携
帯電話と通話クレジット付きの SIM カードを寄付しました。

米国: 従業員の善意が 
飢餓と新型コロナウイルスとの
闘いに貢献
パンデミックの影響を受けている人々を支
援するため、パンドウイットは米国での寄
付金集めの活動を、新型コロナウイルス
と闘う Feeding America の「COVID-19 
Response Fund」と CDC 財団の「ALL 
OF US」キャンペーンに集約しました。

Feeding America は「COVID-19 Response 
Fund」を地域のフードバンク向けの食糧
と資金を集める目的で始めました。
Feeding America ネットワークは米国内
最大の飢餓救済組織で、食糧を通して人々
の絆を強め、飢餓を減らすために活動し
ています。

CDC 財団の「COVID-19 Emergency 
Response Fund」は、米国の公衆衛生
当局の救急体制整備、医療用品の資金
供給、研究所の能力増強、特に影響を
受けやすい地域社会の支援など、多くの
目的で用いられています。CDC 財団は
独立した非営利組織で、米国疾病管理
予防センター (CDC) の人命救助活動の
拡大に寄与しています。パンドウイット
の従業員の善意の結果、寄付金は目標
を 1 万 5,000 ドル以上上回りました。

写真提供: FEEDING AMERICA

パンデミックと闘う地域社会の
活動を支援する世界中の 
従業員
パンドウイットは、この未曽有の地球的
危機の期間中、お客様の最も重要なビ
ジネスの継続、および当社従業員の健康
と安全のために専心するだけでなく、従
業員が生活し、働く世界中の地域社会に
努力の範囲を広げてきました。

中国: 学校に戻る生徒たちの安全を 
サポートする寄付

パンデミック後に Wangjian 小学校に戻
る生徒と先生を保護するため、健康パッ
ク 180 セットを学校に寄付しました。

米国: シカゴの地域病院に  
N95 マスクを寄付

シカゴにある 5 つの地域病院と医療施
設に N95 マスクを寄付しました。

日本: 最前線の医療従事者に 
外科用マスクを寄付

NGO ピースウィンズ・ジャパンを通した
寄付に加えて、526 の医療機関に外科
用マスクを提供しました。

世界: 製造担当の従業員が 
パンデミック対策を支援

パンドウイットの製造担当従業員は、病
院、検査場、コールセンター向けの重要
部品を供給する他の人々を支援するため
に、パンドウイット製品を生産および寄
付することで、世界中でパンデミック対
策の活動を直接支援しました。
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ダイバーシティとインクルージョン 
業界をリードするインフラストラクチャソリューションをコネクテッドワールドに提供する能力にお
いて、ダイバーシティとインクルージョンの文化はきわめて重要であると考えています。私たちの
目標は、自社の文化、プログラム、取り組み、ポリシー、人材活用面での業務慣行を根本から見
直し、お客様にお届けする価値を高めていくことです。パンドウイットのこのインクルーシブな文
化によって、さまざまな人材が最適に組み合わされ、従業員のユニークな洞察力や視点を高く評
価し、革新を生み出し、卓越したカスタマーサービスをお届けする体制が構築されます。

パンドウイットのダイバーシティとインクルージョンは、CEO 自らが率先する取り組みです。たと
えば、当社 CEO は 2,000 社に迫る他社 CEO と共に、他のリーダーとベストプラクティスを共
有しつつ、自社の取り組みを実践していくと宣言しました。この公約は、ダイバーシティとインクルー
ジョン戦略計画、および従業員がダイバーシティについて自由に話せるインクルーシブな環境を
構築する努力によって、言葉から行動に移されます。

インクルージョンと帰属意識は職場において常に重要であり続けてきました。この世界から人種間
の公正と平等の問題がなくならない限り、さらに強力な啓発と行動が必須です。企業と個人がこ
の挑戦を受けて立つ必要が明らかになっているため、明らかに、どの企業も「我関せず」の態度
は取れません。私たちはもっと広くて多様性のある社会で事業を遂行しているのです。

私たちの旅は始まったばかりです。ダイバーシティとインクルージョンの取り組みを成功させるた
めには、それらを自分たちの文化とシステムにさらにいっそう深く組み込むという課題に立ち向か
う必要があります。同時に、その努力を世界全体に広げなければなりません。

ある会社が過去にどれほど成功していようとも、革新を生み出す能
力と、新しい視点を取り入れる能力がなければ、持続可能な顧客価
値は構築できないと学びました。それが革新の原動力となり、業績
の伸びをもたらすのです。私は、パンドウイットの長期的な将来に
ついて自信を持っています。この会社は従業員の声に耳を傾け、従
業員の多様性を高く評価し、コラボレーションに優れた職場環境を
醸成する取り組みを続けているからです。

̶ Ronald Greaves、代替エネルギー事業主任

ダイバーシティと 
インクルージョン

当社の従業員には、自分たちが
高く評価されているという 
感覚と、帰属意識を 
持ってほしいと思っています。
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成功にはダイバーシティとインクルージョンの両方が必要
ダイバーシティとインクルージョンは非常に密接に結び付いていますが、別個の概念でもあります。
ダイバーシティは、個人および組織の特性、価値観、信念、経験、能力、背景、好み、行動が
混然一体となったもので、これが私たちの洞察力や物の見方を形作ります。

インクルージョンの目標は、すべての個人がその独
自の視点ゆえに評価され、誰もが自分のすべての活
動における重要な役割を自覚でき、各人が帰属意識
を抱ける環境の構築です。これは個人のやる気を引
き出すだけでなく、集団としての業績も高めます。イ
ンクルージョンが成功するには、さまざまな意見に偏
見なく耳を傾ける態度と、従業員が個性を発揮でき
る体制が必要です。

ダイバーシティとインクルージョンに関するパンドウイットのビジョン
パンドウイットは、従業員、地域社会、そしてお客様から、ダイバーシティとインクルージョンを
尊重する企業として認められることを目指しています。当社は、人材プールを拡張して活用し、
多様な候補者を捜し出して惹きつけ、従業員の参加度を高め、ユニークな視点を会社の意思決定
と革新に取り入れたいと考えています。

従業員
・ 求人の意識と人材調達  
パンドウイットは、多様な優れた従業員を確保できるように、調達、マーケティング、雇用、
モニタリング、評価、オンボーディングを行うための求人戦略とシステムを開発してきまし
た。当社は、人材パイプラインの拡充を約束し、行動を起こしています。

職場
・ CEO の行動  
パンドウイットは、2,000 社に及ぶ他社の CEO と共に宣言に署名し、以下の目標を念頭
にダイバーシティとインクルージョンの推進に取り組む旨を公約しました。すなわち、ダイ
バーシティとインクルージョンについて安心して話し合えるようにする。無意識の偏見に関
する教育を導入する。他のリーダーとベストプラクティスを共有する。ダイバーシティとイ
ンクルージョン戦略計画を策定する。従業員も、自分自身の「I ACT ON」宣言に署名す
るように勧められています。これは、誰もができる個人的な約束で、毎日の生活でインクルー
シブな行動を促進するのに役立ちます。この宣言と CEO の宣言によって、すべての従業
員が仕事に最高の自分を注ぎ込み、潜在能力を最大限に発揮できるようになります。

パンドウイットのダイバーシティとインクルージョンの優先事項:  
従業員、職場、市場
パンドウイットはこの 1 年を通して、ビジョンステートメントの策定、ダイバーシティとインクルー
ジョンの優先事項の注力と評議会の設置、さまざまな従業員リソースグループの活動の実行など、
ダイバーシティとインクルージョンのためのインフラストラクチャを構築する面で大きな進歩を遂
げました。

私は、自分の偏見と闘い、他の人のために発言し、 
すべての人のために行動することを誓います。
̶ ダイバーシティとインクルージョンのための CEO アクション  

(CEO Action for Diversity & Inclusion™)  

「I ACT ON」宣言

・ 理解の日  
すべての従業員がダイバーシティとインクルージョンの進歩に貢献します。毎年の「理解の
日 (Day of Understanding)」は、従業員が集まって勇気を出して話し合う機会です。こ
れは、絆を強め、変化をもたらす自分たちの力を全員が認識するのに役立ちます。私たち
は違いについて話し合い、学び、その真価を認めて、インクルーシブな職場を作り上げる
ために共に成長していきます。

・ 従業員の参加度  
パンドウイットでは、すべての参加度要素に伸びが見られるほど従業員の参加が着実に高
まってきており、これは業界のベンチマークで上位から 4 分の 1 に入ります。
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・ 管理職のダイバーシティとインクルージョントレーニング  
パンドウイットは、米国の管理職を対象に無意識の偏見に関するトレーニングを行いまし
た。今後、トレーニング対象を全世界の従業員に拡大するとともに、管理職に対するイン
クルーシブな求人業務教育を重視していきます。

・ 社内コミュニケーション  
パンドウイットは、グローバルタウンホールミーティング、従業員向けビデオ、休憩時間の
活動、リスニングセッションを利用して、ダイバーシティとインクルージョンの重要性を組
織全体に広く伝えています。従業員には、世界の休日や祝祭についても伝えられます。

・ ダイバーシティとインクルージョン評議会  
CEO が主宰するパンドウイットのダイバーシティとインクルージョン評議会は、パンドウ
イットの戦略に沿った年間優先事項の特定に積極的に取り組んでいます。この取り組みは、
業績と従業員の参加を達成するのに役立ちます。

市場
・ コミュニケーション  
パンドウイットは、このレポート、社内および社外のダイバーシティとインクルージョン 
Web サイトやポータル、ソーシャルメディア、各ダイバーシティとインクルージョン協会へ
の参加を通して、市場に対するダイバーシティとインクルージョン活動についてのコミュニ
ケーションにいっそうの力を入れています。

・ サプライヤー  
パンドウイットは、小規模企業および女性やマイノリティの経営する企業が、当社の高い
基準を満たす高品質の製品やサービスを当社に提供して成長していけるようにするための
支援を惜しみません。

40% 

2020 年の 
パンドウイットの国際 
プロモーションのうち 
女性が主催した 

割合
41% 

2020 年の米国の 
採用者に占める 
有色人種の割合

88%
パンドウイットについて 

ダイバーシティを尊重する点で
期待できると評価した 
世界の女性の割合

  (2020 年パンドウイット 
従業員参加度調査) 

よりオープンな話し合いを 
目指す「理解の日」
ダイバーシティとインクルージョン評議会
は、2020 年 5 月 8 日に初めての「理解
の日」イベントを開催しました。このイベ
ントの司会はダイバーシティとインクルー
ジョンマネージャーの Jill Sheehan、
評議会コミュニケーション担当議長の 
Ronald Greaves、CEO の Dennis Renaud 
で、この日の目標は、普段は注意を向け
るのが難しいものの重要なトピックについ
て、率直な話し合いを始めることでした。

イベントにはおよそ 150 人の従業員が
参加しました。オープンな話し合いを生
み出すことに集中するブレークアウトセッ
ションや、お互いをもっと個人的なレベ
ルで知る機会が提供されたりしました。
Greaves は次のように述べています。「こ
れで、毎日もっと積極的に対話するよう
励みを受けて、一歩前へ進めます。この
イベントは、私たちが毎日のように職場
に持ち込んでいる偏見について皆で安心
して話し合える場なのです」評議会は、
「理解の日」イベントを今後も毎年開催
する意向で、2021 年には 2 回計画され
ています。

ダイバーシティを高める従業員
リソースグループ 
パンドウイットは、多様な従業員の強固
な基盤を確立する必要性を認識し、以下
の 3 つの従業員リソースグループ (ERG) 
を立ち上げました。

パンドウイットのボランティアスタッフの
草の根ネットワークから生み出されたこれ
らの ERG は、従業員の具体的なニーズ
に関するインサイトをダイバーシティとイ
ンクルージョン評議会に提供します。米国
を拠点とするこれらの ERG はすべての
従業員に開かれており、現在、500 人を
超えるメンバーが登録されています。

各グループ独自の任務や活動に加えて、
Panduit Shark Tank Ideas イベントな
どのネットワーキングや製品開発の取り
組みなど、グループ間のコラボレーショ
ンも活発です。

新しい ERG を立ち上げる計画や、パン
ドウイットのグローバルコミュニティへ拡
大する計画もあります。
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誠実さの実践 
パンドウイットは、中核となる企業価値の 1 つである誠実さを実践しようとする揺るぎない姿勢を
常に行動で示してきました。当社は、成長に伴って、法律を守り倫理的に行動する企業と評価さ
れるようになりました。この貴重な評価を維持するには、全従業員が、正しく判断するだけでなく
正しく行動しなければなりません。当社は、絶えず変化する法規制および社会的背景を継続的に
監視して、自社のビジネスプロセスや倫理およびコンプライアンスプログラムに必要な改善を加え
ています。これは、適切なポリシーを策定、確認、監視し、それらのポリシーを従業員およびパー
トナーに絶えず周知し、ベストプラクティスのトレーニングを実施するという持続的な取り組みと
なって表れています。

当社は、事業を倫理的かつ正直に、また法律および『パンドウイットの倫理およびビジネス行動
規範』に従って遂行するように努力します。当社の行動規範および関連するポリシーには、オー
プンで説明責任を果たす文化を醸成して維持するために 1 人 1 人が行うべきことが規定されてい
ます。この文化の下で、各従業員はビジネスを倫理的に遂行し、道義に反する行為に対して報復
を恐れずにはっきり発言できるようになります。

汚職防止プログラムとサードパーティーの管理
パンドウイットは、世界のどこであろうと、あらゆる形の贈収賄や汚職を絶対に許しません。当社
の汚職防止ポリシーと『贈答品と接待に関するパンドウイットのポリシー』は、パンドウイットの
従業員およびパンドウイットを代表して働くすべての人が、事業上の重要な優位性を獲得または
維持する目的であることを認識して政府関係者、営利企業、または第三者に対し、直接、間接を
問わず、価値のある物品 (贈答品や接待を含む) をやり取りする行為を禁じています。当社は世界
的な製造業者として、この責任を非常に真剣に受け止めており、サードパーティーのビジネスパー
トナーにもこの同じ真剣な姿勢を共有するように要求します。これに従って当社は 2021 年に、
贈収賄および汚職防止プログラムの一環で、共に事業を遂行するサードパーティーを評価するた
めのリスクベースのデューデリジェンスプログラムを導入します。これにより、贈収賄や汚職には
絶対に関わらない、常に誠実さをもってビジネスを遂行する、という同じ目標に真摯に取り組む
体制が保証されます。

パンドウイットの中核となる価値の 1 つである誠実さへ
の取り組みは、世界が新型コロナウイルス収束後の
「ニューノーマル」を定義しようとしている今、とりわけ
重要です。自らの原則を曲げず、法律の範囲内で事業を
倫理的に遂行しようとする揺るぎない姿勢を常に行動で
示す会社で働けることを誇りに思います。

̶ Michelle Brooks、副顧問兼最高コンプライアンス責任者

パンドウイットの倫理と 
コンプライアンス

違法な行為や道義に反する 
行動を特定、防止、検出、是正 
できる倫理およびコンプライアンス
プログラムを維持すること。
- パンドウイットの倫理およびコンプライアンスミッション
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パンドウイットの倫理および
ビジネス行動規範
『パンドウイットの倫理およびビジネ
ス行動規範』は、世界中の当社の
すべての従業員、および当社を代表
して行動するすべてのサードパー
ティーに期待される倫理基準を定め
るものです。パンドウイットの中核と
なる価値が反映されている本行動規
範は、適切で倫理的なビジネス上の
意思決定を下すための実際的なガイ
ドとして役立ちます。

本行動規範は、贈収賄および汚職
の防止、人権、公正な労働原則、
職場の安全などの分野における企業
の責任を当社が真剣に受け止めてい
る証拠です。パンドウイットは、ディ
ストリビューターやビジネスパート
ナーなど、当社を代表して行動する
すべての人や組織に対しても、当社
の行動規範および関連ポリシーに
沿った行動を期待しています。それ
に加えて、パンドウイットは、すべ
てのサプライヤーが当社の『サプラ
イヤー行動規範』に定められた同様
の基準を遵守するように求めます。

誠意のホットライン̶パンドウイットの倫理と 
コンプライアンスヘルプライン
道義に反する行為は、そのレベルを問わず、最終的に会社と利害関係
者に損害をもたらしかねません。従業員、お客様、ディストリビューター、
サプライヤー、その他のビジネスパートナーが、法律や『パンドウイッ
トの行動規範』を犯す可能性があると信ずるに足る何らかの状況や行
為を知った場合、パンドウイットの倫理とコンプライアンスヘルプライ
ンである「誠意のホットライン」経由で、オンライン、メール、電話
による報告を提出できます。問題はすべて真剣に調査されます。パン
ドウイットは、誠意を持って問題を報告したり、調査に参加したりする
人に対する報復を一切容赦しません。

倫理とコンプライアンスの活動および実績
パンドウイットは、倫理とコンプライアンスプログラムの継続的な改善、
テスト、確認に取り組んでおり、2018 年には、『パンドウイット倫理
およびコンプライアンスプログラム 2.0』を導入しました。

・ 毎年の法的およびコンプライアンスリスク評価を実施しました。

・ より強固な行動規範とビジネス倫理を策定しました。

・ 利益相反ポリシー、汚職防止ポリシー、贈答品と接待に関する
ポリシーなどの世界的なビジネス倫理ポリシー、その他の関連
するビジネスプロセスを起草しました。

・ 毎年のトレーニングプログラムとコミュニケーションスケジュー
ルを導入しました。

・ 機密報告書作成および調査プロセスを刷新し、「倫理ホットライ
ン」を「誠意のホットライン」として生まれ変わらせました。

・ 倫理とコンプライアンス憲章を作成し、リスクとコンプライアン
ス委員会を立ち上げました。

・ コンプライアンスの活動と傾向について定期的に監査委員会と
経営陣に報告しました。
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明るい将来
本書は、企業の社会的責任に対するパンドウイットの取り組みを要約したものです。

当社は、革新的な製品開発に投資し続けるとともに、企業の社会的責任の主要分
野、すなわち、環境持続可能性、ダイバーシティとインクルージョン、地域社会支援、
倫理とコンプライアンスでの進歩を目指して努力し続けます。最先端のインフラス
トラクチャ製品にお客様第一のビジネスモデルを結び付け、それを高い基準と価
値観に従って提供してきた歴史を持つパンドウイットは、未来をとても明るいもの
として捉えています。

インフラストラクチャで世界をつなぐ
お客様とのつながりこそ、当社の最大の財産です。当社には、お客様のインフラストラクチャ
投資の効果を最大化するための知識と経験があります。ぜひご相談ください。

www.panduit.co.jp
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