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Varex Imaging Corporation
行動規範

Varex は、検出、診断、および保護を目的とした、医療、工業用、およびセキュリティーアプ
リケーション向けの革新的な X 線イメージング技術の開発に取り組んでいます。 当社の使命を
果たすという点においては、世界をより健康で安全な場所にし、自分自身を高い水準に保つこ
とを目標としています。Varex は倫理的な商慣行を最優先します。 すべての努力において、当
社は正しいことをすることによって成功することを求めています。 これは、私たち全員が、事
業を行う場所にかかわらず、適用可能な法律を遵守して、倫理的に、責任を持ち、尊重して行
動する必要があることを意味します。
当社の倫理的行動への取り組みは会社上層部から始まり、すべての従業員、ビジネスパートナ
ー、そしてステークホルダーにまで及びます。 Varex は倫理的行動を非常に真剣に受け止め、
当社の EPIC 企業価値が行動を推進します。 この行動規範は、疑問が生じる可能性がある日常
の業務活動のガイダンスを提供するために作成しました。行動規範ガイダンスには、特定の行
動が許容可能または許容不可能であると記載されている場合があります、または不正または不
正行為の出現を回避することに役立つ予防措置を提供することがあります。 質問がある場合
は、問い合わせをし、さらなるガイダンスを求めることをお勧めします。 従わなかった場合
は、解雇を含む懲戒処分を受ける場合があります。最終的に当社の成功は、この行動規範と当
社の企業方針の遵守だけでなく、社員全員によってもたらされた誠実さ、公正さ、誠実さ、常
識、および裁量にもかかっています。
コンプライアンスはすべての Varex 従業員によって共有されています。 最高に誠実な企業と
しての当社の評判は非常に重要です。 当社は、倫理的コンプライアンスへの取り組みが単なる
「防衛的」手段ではないと確信しています。 むしろそれは社員全員が約束することであり、そ
れにより成長し企業として成功することを可能にする競争上の優位性をもたらします。 また、
それは正しい行動です！
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この行動規範のあらゆる側面について質問がある場合は、Varex の法務部に連絡してくださ
い。
はじめに-正しい行いをする

行動規範に従うべき人物は？
正しいことを知り、行動する
私たち一人一人がするべきこと
アドバイスを求め、懸念を提起する方法
違反と報復
行動規範に従うべき人物は？
この行動規範は、所在地に関係なく、当社の事業上の決定および行動に適用されるものです。
Varex が正しいことを行うことを確実にすることは、私たち全員の責任です。全員とは：
Varex 取締役会メンバー、役員、およびその他すべての従業員。
Varex の子会社および被支配会社（Varex が議決権の 51.5％を超える割合を所有してい
るか、または企業を支配する権利を有する企業）。
● 代理人、コンサルタント、販売代理店、営業担当者、独立請負業者、供給業者および合弁
事業または戦略的パートナーなど、当社を代表する第三者（「ビジネスパートナー」）。

●
●

これらの各グループは、行動規範、Varex の方針、および法律を順守し、割り当てられている
場合は適切なトレーニングを受ける責任があります。 ビジネスパートナーにとって、コンプラ
イアンスとは、それぞれの場合において、法務部によって承認された範囲で、同様の行動規範
の順守または同様の職業上の責任の順守を意味する場合があります。

正しいことを知り、行動する
この行動規範は、遭遇する可能性がある最も一般的な法的および倫理的問題に対処することを
試みています。 ただし、この文書 1 つですべてのビジネス状況に対処することは不可能です。
行動が倫理的であり、この行動規範に準拠しているかどうかを判断する際には、次の質問を自
問してください：
●

●
●
●
●

その行動は当社の EPIC コアバリューと一致していますか？
● 卓越性 - 最高の品質基準を追求する
● 革新 - 傑出した革新を促進する
● 人 - 多様で倫理的な従業員を雇用する
● 顧客 - 顧客の考え方を尊重する
正しいことをしているように感じますか？
それは自分自身が対応されたいと思う方法と一致していますか？
自分自身の決定が新聞に掲載されたらどうなるでしょうか？
合法ですか？

質問がある場合、または適切な行動方針がわからない場合は、人事部（HR）、法務部の担当
者、または指定されたコンプライアンス責任者に問い合わせてください。 誠意を持って懸念を
表明した人物、誠意をもって法律、規制、行動規範、または会社方針の違反を報告した人物へ
の報復を禁じます。
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私たち一人一人がするべきこと
私たち一人一人が、この行動規範に基づく当社の義務を理解し、それを遵守し、コンプライア
ンスに関して積極的に取り組むべきです。
●

●
●
●
●

●
●

この行動規範および会社方針に記載されているように、Varex の倫理的および法的基準に
関する知識と理解を定期的に見直してください。 米国外にいる場合は、この行動規範に
記載されているガイドラインおよび要件を超える可能性があるため、適用される国固有の
差異を理解するために時間をかけてください。 詳細については、Varex のインターネッ
トを確認するか、人事部、法務部、またはコンプライアンス担当者に問い合わせてくださ
い。
適用されるコンプライアンストレーニングセッションへ参加し、タイムリーにオンライン
トレーニングを修了する。
毎日の業務遂行において、行動規範の倫理基準を守り、行動規範をサポートする方針、手
順やプラクティスに従う。
違法であるか、行動規範またはその他の会社の方針や手順に違反している行為には注意し
てください。
違反の可能性がある場合は速やかに報告してください（下記の「アドバイスの
求め方および懸念の提起方法」を参照）。 自分自身で問題を調査しようとしな
いでください。
毎日の事業活動において、最高水準の法的および倫理的基準を維持につながる職場環境に
貢献する。
短期目標をコンプライアンスと倫理に対する Varex のコミットメントに優先させない。

管理職または役員である場合は、従業員への期待に加えて、次のことを行う必要があります。
●
●
●

●
●

●
●

言葉と行動で手本を示す。 個人の主導的なコンプライアンス活動によって倫理的行動を
奨励する。
従業員がその倫理的責任を理解し、報復を恐れることなく良心に基づいて懸念を提起でき
る文化を創造する。
チームメンバーに質問や懸念がある場合の最初の連絡窓口として機能し、明確なガイダン
スを提供する。 答えがわからない場合や不明な点がある場合は、戻ってくることをチー
ムメンバーに伝えてから、質問または懸念事項を該当する部門に問い合わせる。
コンプライアンスに関するトレーニングに従業員が出席し、タイムリーに修了するように
推進する。
違法行為を目撃したか、またはそれについての報告を受けたかどうかにかかわらず、すべ
ての非倫理的行動および違法行為を担当の人事部または法務部の担当者、または指定され
たコンプライアンス責任者に問い合わせる。 会社の調査に全面的に協力し、従業員もそ
れをできるようにする。
従業員を評価し、報酬を提供する際に、コンプライアンスに関する取り組みを考慮する。
業績は絶対に倫理的行動よりも重要ではないことを従業員に確実に理解させる。

アドバイスを求め、懸念を提起する方法
当社は、ステークホルダーの皆さまが速やかに、法律、行動規範、倫理的なビジネス基準、会
計および監査の基準、あるいは会社方針などに関するご質問や懸念を問い合わせることを奨励
します。不正確であると証明された報告を含む、起こりうるコンプライアンスに反するまたは
非倫理的行動に関するすべての報告を調査することは、Varex が倫理的遵守プログラムの完全
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性を維持することに役立ちます。さらに、行動規範、会社の方針、または適用される法律また
は規制の要件に基づく責任について質問がある場合は、お住いの地域の人事部または法務部の
担当者、または指定されたコンプライアンス責任者からの指示を求めてください。
Varex は、独立したプロバイダによって運営されている、1 日 24 時間、週 7 日アクセス可能な
オンラインおよび電話による報告窓口を維持しています。 利用可能であれば、このサービスを
使用して質問をしたり懸念を報告したりできます。報告窓口へのアクセス方法の詳細は、
Varex の社内および社外の Web サイトで入手でき、Varex の拠点に掲示されています。 報告
の方法は国によって異なります。詳細については、報告窓口にお問い合わせください。
ほとんどの国では匿名で報告することができますが、報告者と連絡を取れることにより、より
徹底的な調査を行うことができます。そのため、事件を報告する際には、Varex からのさらな
るコミュニケーションおよび連絡（匿名性を維持するために報告窓口を通じて行うことができ
ます）に同意することを奨励します。報告された情報を徹底的に調査する必要があり、適用
法、規制、または訴訟から生じる義務の対象となることを考慮し、報告は公正かつ客観的に行
われ、合理的に可能な範囲でそれを保護します。
重要：特定の国の個人は、現地の法律により、報告窓口では、このシステムを通じて会計上ま
たは監査上の懸念を報告することしかできません。 職場の問題を報告したい場合は、担当の人
事部または法務部の担当者、または指定されたコンプライアンス担当者に連絡してください。

違反と非報復
この行動規範の違反は深刻に扱われ、適用法に基づく雇用の警告または解雇を含む懲戒処分の
根拠となる可能性があります。コンプライアンス違反は、特に、個人に対する罰金および/ま
たは懲役刑、ならびに会社に対する罰金、罰則、第三者損害および評判の喪失を招く可能性が
あります。
Varex では、法、規則、行動規範や会社方針への違反に関して、誠意に基づき不安を報告した
人物に対する報復行為は禁止しています。他の従業員に害を与えたり、中傷しようと試みるこ
とを含む報復行為や誠意に基づかない報告をした場合、準拠法に基づき、解雇を含むそれ以下
の懲戒処分となる場合があります。
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マーケットプレイス

適用法および可能性のある論争
製品の安全性と品質
ヘルスケア専門家との関係
ビジネスにおける儀礼
賄賂とその他の汚職に関わる支払い
公正な取引と競争法の遵守
取引上のコンプライアンス
第三者との連携
マネーロンダリングの予防
適用法および可能性のある論争
Varex の従業員は世界中におり、さまざまな国の市民です。 その結果、当社の事業は多くの
国、州、省、地方自治体、および組織の法律の対象となります。適用法を遵守しなかった場
合、重大な民事責任および刑事責任、さらには当社の資産および評判への損害をもたらす可能
性があります。
時には、さまざまな国の法律間、または適用法と行動規範の間に矛盾がある可能性がありま
す。 紛争が発生した場合は、紛争を適切に解決する方法を理解し、当社および当社の従業員に
潜在的なリスクを与えないようにするために、Varex 法務部門に相談することが特に重要で
す。
所属する事業部や部署は、独自の方針、手順、ガイドラインを発行することがあります。 行動
規範に記載されているものに加えて、それらの方針、手順およびガイドラインに従わなければ
なりません。事業の方針、手順、ガイドライン、行動規範、および法的要件の間に矛盾がある
場合は、最も厳しい基準を適用する必要があります。 このような矛盾が発生した場合は、
Varex 法務部にご連絡ください。

製品の安全性と品質
安全は Varex が提供するすべての製品とサービスにおいて最も重要です。 製品の設計、製
造、および供給を統制する法的および規制上の要件を満たすように製品を製造および商品化す
るのは、Varex の責任です。そのために、品質および規制要件に関する定期的なトレーニング
を提供し、従業員が苦情および安全事故に関する方針および手順に従うことを期待します。 質
問がある場合は、Varex 規制部門に連絡してください。

ヘルスケア専門家との関係
医療専門家は、患者への医療サービスの提供に関与している個人または団体です。 そして、そ
の個人または団体は、影響を与え、購入、貸出、推奨、使用、購入やリースの手配、また会社
の製品やサービスを規定をします。 医療専門家の例は、医師、看護師、および病院スタッフで
す。
医療専門家との誠実で建設的な関係を築くことは、医療コミュニティのニーズを理解するため
に不可欠です。これらの関係は、すべての Varex の従業員と代理人は認識し順守する必要があ
る厳格な規制（国によって異なります）の対象となっています。
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反キックバック法は、Varex 製品の購入、注文、使用、または推薦を誘導、影響、奨励、また
は報奨するなどの不適切な意図によって、医療専門家、顧客、または見込み顧客に直接的また
は間接的に価値のあるもの（割引、リベート、教育助成金、慈善寄付、教育用具、サービス料
の支払いなど）を提供、支払いまたは供給をすること禁じていることを覚えておいてくださ
い。法律の違反、または法律に違反するという特別な意図についての実際の知識は必要ありま
せん。 たとえ価値のあるものを提供または支払うべき正当な理由があるとしても、その提供ま
たは支払いの目的の 1 つが受取人に Varex 製品の注文または購入を促すことである場合、政府
はその提案または支払いを法律の下で不適切であると見なします。
あなたの業務によりヘルスケア専門家と接触しなければならない場合、このような交流が(a)有
効な事業目的であり、(b)ヘルスケア専門家との交流に関する法律、規則や Varex の方針に合
致しており、(c) ヘルスケア専門家が行う医療的決断に（事実であっても、そのように見えて
も）影響を与えないことを確認して下さい。
国によっては、Varex は医療従事者に提供されたすべての支払いおよび譲渡対価（例：贈答
品、食事）を報告することを義務付けられており、たとえ価値が低いとしてもそのような品目
の提供を禁止されることさえあります。 医療提供者に関与する支払いを正確かつ完全に記録す
るなどの地域の方針および手順に従う必要があります。

ビジネスにおける儀礼
業務上の儀礼（贈答品、謝礼、寄付、食事、その他の娯楽など）の提供または受諾は、誰が儀
礼を申し入れまたは承諾しているか、申し出が行われる場所、および申し出が行われる理由に
応じて、受け入れられる場合と受け入れられない場合があります 。 政府高官または医療専門
家に提供される業務上の礼儀は、贈賄防止法や汚職防止法、または業界の慣行基準に違反する
可能性があるため、特に慎重になる必要があります。業務上の儀礼の申し出および承諾はすべ
て、適用される法律に従って行われなければならず、不正または不適切な対応を避けなければ
なりません。それが個人的な利益のために、または会社またはその子会社の利益のために役員
または他のビジネス専門家に影響を与える試みとして理解される可能性がある場合は、業務上
の礼儀を提供または受け入れるべきではありません。 特定の業務上の礼儀の申し出または受諾
が許容されるかどうかを判断するには、Varex 法務部に連絡してください。

賄賂とその他の汚職に関わる支払い
贈賄は、個人の見解や行為に不適切な影響を与えるために価値のあるものを提供、授与または
受領することと定義されます。 ビジネスの世界では、贈賄は、判断や行動に不適切に影響を与
えたり、意思決定に影響を与えたり、顧客を獲得（または維持）したり、不当な利益を得たり
するために使用される可能性があります。 贈賄およびその他の不正な支払いは、世界中で法律
で禁止されています。Varex は、贈賄防止法および汚職防止法の原則と実践に全面的に取り組
んでいます。
賄賂は、現金、贈答品、接待、寄付、特定の割引、払い戻し、またはその他の価値のあるもの
の形式をとることができます。 賄賂は、直接行われたものでも仲介業者を通じて行われたもの
でも違法です。一部の国では、「円滑化のための小さな支払い」または「グリース支払い」と
呼ばれることがあり、小さな賄賂が地域の文化の一部と化しています。 Varex の従業員、およ
びその代理として行動するすべての当事者は、いかなる状況においても、そのような支払いの
提供または申し出、あるいは賄賂の提供または申し出と見なされる可能性のある行為に関与す
ることはできません。
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公正な取引と競争法の遵守
公正な取引とは、操作、隠蔽、重要な事実の虚偽表示、機密情報または特権情報の悪用、また
は同様の慣行を通じて不当な利益が得られないことを意味します。 Varex は、当社の製品およ
びサービスのメリットに関して、厳格に、公正に、そして単独で競合します。お客様、サプラ
イヤー、競合他社および従業員との関係を含む当社の行動および関係は、公正な取引、品質、
価格、およびサービスの公正な競争、ならびに適用法および規制の遵守に基づくものでなけれ
ばなりません。
当社の事業活動は、事業を行う場所を問わず、競争法（「独占禁止法」とも呼ばれる）の対象
となり、それに従う必要があります。 これらの法律は、公正で誠実な競争を確保することを目
的としており、一般に競合他社間の陰謀、市場を独占し、価格を固定または管理しようとする
不適切な試み、およびその他の不公正な商慣行を禁止しています。これらの法律は、販売、マ
ーケティング、調達、契約、M＆A など、当社の事業のさまざまな側面に適用され、非常に広
く複雑です。 それらが毎日の活動にどのように影響するかを理解するように注意が払われるべ
きです。必要であればガイダンスを求めてください。

取引上のコンプライアンス
Varex のグローバルビジネスの成長と成功は、国境を越えて簡単に取引を行うことができるか
どうかにかかっています。 多くの国は、国家安全保障や外交政策を含む様々な理由で、輸入、
輸出、国際金融取引などの国際貿易取引を規制しています。Varex は、事業を展開する国で適
用される輸出入法および規制を順守することを約束します。 国境を越えて事業を運営する場合
は、適用される法律、および Varex の世界規模の貿易コンプライアンスポリシーと手順に注意
し、従ってください。
グローバル制裁プログラムは、核拡散、ミサイル技術、化学兵器、生物兵器をサポートなどの
Varex 製品の特定の種類の最終用途を制限するだけでなく、Varex の特定の国、企業、および
個人との取引を制限または禁止します。これらの法律は複雑で頻繁に変更されるので、従業員
は制裁国、制限された当事者または最終用途に関連して提案された事業活動についてのガイダ
ンスについて常に貿易コンプライアンス部に連絡する必要があります。

第三者との連携
多くの場合、Varex は Varex に代わって製品やサービスを提供する個人または企業と契約して
います。 これらの第三者の行為および活動は、Varex に起因する可能性があります。Varex
は、これらの第三者に対して適切な注意を払い、第三者どの関係を維持する前に適切なトレー
ニングを受けることを第三者に要求します。

マネーロンダリングの予防
マネーロンダリングとは、その資金源、用途、または納税について開示しないようにするため
に、その資金源を隠すことです。 100 カ国以上がマネーロンダリング防止法を制定していま
す。
Varex は、世界中のマネーロンダリング防止法およびテロ防止法の遵守に取り組んでいます。
当社は、合法的な資金源を使って合法的な事業活動に関わる信頼できる顧客とのみ取引を行い
ます。従業員は、違法行為の隠蔽、不当行為による利益、問題ある処理による資産などに関係
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する取引や行動に関与することを避けるべきです。 Varex を危険にさらすような顧客との関係
や取引を検知できなかった場合、当社の誠実さと評判が著しく損なわれることがあります。
職場の同僚

職場と相互尊重
人権
ハラスメントといじめ
公平な雇用
健康と安全
従業員と顧客データの機密性
職場と相互尊重
Varex では、従業員が当社の最大の強みであると考えています。 従業員がチームメンバーとし
て評価され扱われるとき、建設的かつ効果的な方法で労働環境に貢献し、すべての人の相互利
益になるように動機付けられます。従業員一人一人がこの種の環境を創造し維持することにお
いて役割を果たしています。 Varex の職場では、嫌がらせ、差別、脅迫、いじめ、報復があっ
てはいけません。 保護されたクラスに基づく差別は許容されません。
Varex は、従業員、ビジネスパートナー、その他多様な関係者を抱えるグローバル企業である
ことを誇りに思っています。 当社は、社員やビジネスパートナーの独自の背景、経験、考え、
才能を評価し敬意を表します。包括性と多様性を理解し、尊重し、評価することが当社の EPIC
コアバリューの中心です。当社は他の人々が異なる価値観、信念、文化を尊重され、考慮して
扱われることを期待します。 異なる見方を持ち、信頼とオープンな環境を促進する可能性があ
る他者からの意見を大切にします。

人権
さらに、当社は、国際的に認められた人権の保護と向上を含む、良き市民権に尽力していま
す。 当社の事業や設備のいずれにおける児童労働または強制労働を容認しません。また、最低
賃金、時間外勤務、および上限時間規則を含む、適用されるすべての賃金および労働時間法の
遵守に努めます。人身売買を容認しません。 人権の基本原則を確実に守るために、自分自身の
行動と周りの人々の行動に注意してください。

ハラスメントといじめ
Varex は、口頭、非口頭、または身体的に関わらず、いかなる形態の嫌がらせ、いじめ、また
は脅迫も容認しません。 Varex の従業員は常に適用法を遵守し、常識を採用し、他人を尊重し
なければなりません。性的、その他を問わず、嫌がらせは私たちの意図にかかわらず、それぞ
れの行動によって、他者によって、他者によってどのように認識されるかによって決定される
ことを覚えておくことが重要です。誰かがあなたに不快感を与えたり、いじめたり、仕事を遂
行する能力を妨げていると感じる場合は、その人に止めるように依頼し、明確でプロフェッシ
ョナルな方法でその行為が不快であると伝える権利があります。 また、そのような行動や懸念
を地域の人事部または法務部の担当者、または指定されたコンプライアンス担当者に報告する
か、または住んでいる国で報告の代替としてホットラインに相談することもできます。嫌がら
せ、いじめ、または脅迫の事件を報告するために誠実に行動した場合、報復は禁止されていま
す。
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公平な雇用
Varex は現在の従業員と将来の従業員に平等な雇用機会を提供することを確約しています。当
社は、個人の技能、業績、リーダーシップを含む職務の適格性と実績に基づいて雇用の決定を
下し、従業員が勤務する世界中の地域の現地法および国内法を遵守します。可能な限り、
Varex は障害者のための合理的配慮をしています。

健康と安全
Varex は、健康と安全に関する法律を順守し、可能な限り怪我を防止することを約束します。
あなたは、職場での怪我を最小限に抑え、Varex の従業員、ビジネスパートナー、および訪問
者の健康と安全を保護する安全な職場環境を構築し維持する責任があります。職場の安全を確
保するために、Varex は職場での薬物やアルコールの使用を容認しません。 違法な物質の使用
を禁止する法的、規制上、そして会社の要求に従わなければなりません。

従業員と顧客データの機密性
Varex は、当社の従業員およびお客様に属するデータの最高水準の保護に取り組んでいます。
従業員のプライバシーと従業員の記録および個人情報の機密性を維持することは不可欠です。
従業員記録へのアクセスは、正当な、法的な、ビジネス関連の理由で許可を受けた個人に限定
され、従業員記録から得られた情報はその許可の下でのみ使用することができます。Varex の
同僚の個人情報にアクセスするか、それを使用する従業員は、その情報を適切に取り扱い、そ
の機密性を保つためにあらゆる合理的な注意を払う責任があります。 現地の法律に従って、従
業員は自分の記録にアクセスできます。
Varex は、Varex のプライバシーポリシーに従って従業員および顧客のデータを処理する際に
適用される法律を遵守します。
コミュニティと環境

政治献金
環境保護
会社を代表するコミュニケーション
ソーシャルメディア
政治献金
Varex は、企業の政治活動、ロビー活動、および世界各地で異なる貢献を管理する厳格な法律
を遵守する必要があります。 このため、法律や政府の政策について政治関係者と協議する努力
をすることを、限られた数の個人に許可しています。したがって、個人的に政治的プロセスに
参加するとき、自身のお金、時間と資源を使ってのみ参加することができます。 政治目的のた
めに限られた数の許可された従業員だけが Varex に代わって政府高官に連絡することができま
す。

環境保護
万人のために、きれいな空気、水、土地を実現するためには、天然資源の保護が不可欠である
と Varex は考えています。 当社は、すべての事業に持続可能性を取り入れ、従業員が環境に
配慮した方法で事業を管理することを期待しています。環境法と会社方針を遵守することを約
束し、特定された環境リスクを管理するための高い基準を設定します。さらに当社は、政府当
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局、業界団体、そして一般の人々と共に持続可能性対策についての地域社会の認識を高めるこ
とに積極的に参加しています。

会社を代表するコミュニケーション
米国を拠点とする上場企業である Varex は、メディア、金融アナリスト、投資家、および一般
の人々に、明確かつ正確な情報を日常的に提供する法的義務を負っています。これは当社がビ
ジネスパートナーおよび他の投資家と関係の誠実さを維持することを手助けし、当社の評判を
強化することに繋がります。
Varex によって正式に指名された者のみが、メディアインタビュー、イベントまたはフォーラ
ムに代表して伝達または参加することを許可されています。投資家またはメディアのメンバー
から連絡があった場合は、必要に応じて投資家向け広報担当または当社のマーケティングチー
ムに問い合わせてください。コミュニケーションについて疑問がある場合は、投資関係または
法務部門にお問い合わせください。

ソーシャルメディア
Varex は、さまざまなソーシャルメディアツールを通じてビジネスパートナーや消費者とコミ
ュニケーションをとることの重要性を認識していますが、責任を持って使用されない場合、そ
れは当社とあなた自身にとって機密性と評判の問題となります。ソーシャルメディアを使用す
るときは、自分自身で責任を持つことをお勧めします。
ビジネス目的でソーシャルメディアに投稿するときは、投資家や顧客に価値を創造することに
重点を置いてください。正確な公開情報のみを掲載し、機密情報を掲載しないでください。ま
た、経営者から承認されていない限り、当社の製品について主張することは避けてください。
また、会社を代表して話していると主張しないでください。
個人のソーシャルメディアアカウントに投稿する場合は、個人的な意見を表明することをお勧
めしますが、オンラインのコミュニケーションは勤務時間外に行われた場合でも職場に直接影
響を与える可能性があります。オンラインコミュニケーションは永遠に参照され、あなたと会
社の両方の評判に影響を与える可能性があることを忘れないでください。
会社資産と情報

利害対立
機密情報
インサイダー取引と株式情報の漏洩
知的所有権
企業秘密の開示
会社資産の保護と適切な使用、 企業の機会
記録管理と公的報告
企業ネットワークと通信システムの使用
利害対立
私たち一人一人は、Varex の最大の利益のために働く義務があります。 忠誠心または活動が
Varex の利益と個人的な利益（または他の人もしくは事業体の利益）との間で分割されてい
る、または分割される可能性がある場合、利益相反が存在します。個人的な利益のために自分
自身の役割と責任を利用する立場にあるときも、利益相反が存在します。利益相反の例には、
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個人的な利益のための会社の資産の使用、Varex が当事者である契約に対して金銭的利害を有
すること、Varex の顧客、プロバイダー、または競合他社に対して金銭的またはその他の事業
上の利益を有すること、または Varex のために自身の責任を遂行することを困難にする他の行
動などが含まれます。 利益相反の兆候さえも避けるべきです。私たち一人一人には、正しい判
断を下し、Varex の利益と実際のまたは潜在的な対立が生じるような状況を回避する義務があ
ります。
潜在的な利益相反が存在すると思われる場合は、上司、最寄りの人事部、法務部の担当者、ま
たは指定されたコンプライアンス責任者と直ちに状況について話し合ってください。

機密情報
書面、口頭、電子を問わず、企業秘密、事業、財務、技術、所有権、および人事に関する情報
を含む Varex に関する機密情報は、Varex の重要な財産です。 意図的または不注意による機
密情報の開示は、Varex の業績および競争上の地位に深刻な悪影響を及ぼし、知的財産権、企
業秘密、または専有情報に対する当社の権利を侵害する可能性があります。 機密情報は常に
Varex Imaging Corporation の機密情報および専有情報としてラベル付けされるべきです。私
たち一人一人が Varex の機密情報の不正開示または使用から保護する責任を負っており、
Varex の機密情報は自身の利益のため、または競合相手もしくは許可されていない第三者の利
益のために使用してはなりません。 公共の場所で機密情報にアクセスしたり話し合ったりする
と、他人が機密情報に気付くことができるかもしれないことに注意してください。
さらに、元雇用主や顧客や供給業者などの Varex のビジネスパートナーを含む第三者の機密情
報にアクセスすることができる場合があります。この情報は、機密保持契約などを通じて入手
された可能性があります。 この情報を保護する義務があり、不適切に使用または開示しないで
ください。

インサイダー取引と株式情報の漏洩
自分自身の経済的または他の個人的な利益のために重要な非公開（「内部」）情報を使用した
り、この情報を他人と共有したりすると、民法および刑法の両方に違反する可能性がありま
す。内部情報は投資家に知られていない会社についてのニュースです。 会社に関する入手可能
な情報の全体的なビジネスミックス変更などで、会社の株価に影響を与えることが予想される
場合、内部情報は「重要」です。一般的な例としては、将来の収益の見通し予測または変更、
実質的な資産の合併、買収または売却、株式の売出しまたは買戻し、大幅な事業の拡大または
縮小などがあります。
会社に関する重要な内部情報を知っている場合、その会社の株式を直接または間接的に取引す
ること（「インサイダー取引」と呼ばれます）は禁止されています、また他人に情報を開示し
たり、他の誰かがその会社の株式を取引することを推奨したりすること（「株式助言」として
知られる）を控える必要があります。情報は、Varex に関するものや、他の会社に関する情報
が Varex との関係を通じて個人に知られることになり得ます。インサイダー取引や株式助言に
対する制限は、家族や同じ世帯に住んでいる他の人たち、およびこれらの人たちの支配下にあ
る、あるいはその影響を受けやすい口座にも適用されます。
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知的所有権
営業秘密を含む知的財産は、Varex の最も貴重な資産の 1 つです。 全員が当社の特許、商標、
著作権、企業秘密、およびその他の専有情報を保護するために努力しなければなりません。同
時に、他者の有効な知的財産権を尊重することが重要です。当社のビジネスパートナーに属す
る知的財産権および企業秘密を常に尊重し、当社のビジネス関係に関連しているあらゆる契約
の条件に従うべきです。

会社資産の保護と適切な使用、 企業の機会
私たち一人ひとりが、有形および無形の会社の資産を、紛失、盗難、誤用、不適切な開示から
保護し、そのような資産を効率的に使用することを求められています。 当社の資産の誤用は、
Varex の収益性に直接影響を及ぼします。特定の資産の偶発的な個人使用は、会社の方針で許
可されており、上司から判断された場合には適切かもしれませんが、会社の資産は合法的な業
務目的にのみ使用する必要があります。
当社が既にその機会を提供されて拒否されていない限り、当社の各人は、企業の財産、情報、
または地位の使用を通して発見されたビジネス機会を利用する（または第三者に指示する）こ
とを禁じられています。より一般的には、私たち一人ひとりが個人の利益のために会社の財
産、情報、または立場を利用したり、会社と競争することを禁じられています。 そのような機
会が生じたときには、私たちは会社の利益を優先する義務を負っています。

記録管理と公的報告
Varex では、会社のあらゆるレベルで維持する情報に基づいて事業決定を行っています。情報
が不完全であったり、不正確であると、重大な法的結果や財務結果を導く原因となりかねませ
ん。
Varex は、適時、完全、正確かつわかりやすい報告と納税申告書を適切な当局に提出し、
Varex の活動を正確に反映する合理的な詳細、書籍および記録を維持することを米国証券取引
委員会、米国食品医薬品局、および欧州委員会を含む多くの政府機関によって法的に要求され
ています。時々、当社はこれらの報告および提出要件を満たすことを助けるために情報を提供
するよう求められるかもしれません。当社は、全員がこの責任を真剣に受け止め、情報をタイ
ムリーに、完全に、正確に、公正にそして誠実に記録し報告することを期待しています。 いか
なる従業員も、取引または結果の本質を故意に誤解、虚偽表示、省略、または偽装する情報を
帳簿または記録に入力または入力させることはできません。さらに、資産に対する説明責任を
維持し、一般に認められた会計原則に従って財務諸表を作成できるようにするために、必要に
応じて Varex の取引、評価、および予測を記録および報告する必要があります。

企業ネットワークと通信システムの使用
Varex では、従業員の仕事とコミュニケーションの効率と有効性を向上させるため、電子メー
ル、コンピューター、データファイル、電話、ボイスメール、コピー機、商標やロゴなどのよ
うなコミュニケーションツールの使用を仕事目的で提供しています。従業員は、このようなツ
ールをプロフェッショナルかつ倫理的で合法的に使用し、会社の方針に記載されている適格な
判断力と裁量を施行することが義務付けられています。
会社の敷地内、業務時間内、または会社のコミュニケーションツールを使用して、重要な個人
的な業務を行ってはいけません。 国によっては、データと通信は Varex の所有物とみなさ
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れ、Varex は法律で要求されている場合やビジネス上の理由で必要に応じてデータにアクセス
する場合があります。米国外の Varex の場所では、より厳格なポリシーが適用されたり、個人
的な使用のために会社のシステムを使用することが禁止されることさえあります。 これらの場
所では、現地の法律に基づいて、電子メールおよびその他の電子通信の検査および監視に関す
る独自の規則があり、従業員は該当する場合は必ず現地の方針に相談する必要があります。
修正、改訂と免責
この行動規範は、1934 年証券取引法の開示およびその他の規定（改訂版を含む）、その規則
（「第 34 法」）、およびナスダック株式市場の適用規則（以下「ナスダック規則」）に従っ
て、当社の取締役会または取締役会の委員によって随時改正または修正されることがありま
す。会社の執行役員または取締役会メンバーのための行動規範の規定の改正、修正、または放
棄は、取締役会または取締役会の委員によってのみ行われ、ナスダック規則 34 法の要求に従
って速やかに株主に開示されなければいけません。
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