Verint コーポレートレスポンシビリティ
企業責任
Actionable Intelligenceによるスマートな世界の実現

倫理的な行動と卓越した企業市民権へ取り組みます。

Verint®では、お客様が企業のパフォーマンスを向上させ、世界をよ

私たちは、永続的なビジネスの成功は、倫理的なビジネス行為と責

り安全な場所にするのに役立つActionableIntelligence®ソリュー

任ある企業市民活動に密接に関連していると信じています。 当社の

ションの提供に専念しています。 この献身を強調することは、倫理的
な方法でビジネスを行い、すべての利害関係者（顧客と株主、従
業員とパートナー、私たちが働くコミュニティ、およびグローバルコミュニ

コーポレートガバナンスインフラストラクチャおよび行動規範は、これら
の信念の基盤として機能し、世界中の当社の事業における倫理的
および合法的なビジネス慣行を促進することに基づいています。 当

ティ全体）に価値を生み出すという私たちの取り組みです。

社の行動規範は、ベリントの価値観、ポリシー、手順を明確に示し、

この取り組みとベリントのコアバリューである誠実さ、革新性、透明性、

供するとともに、適切な意思決定を行い、機会、改善、懸念の領域

謙虚さ、情熱は、ベリントの企業責任とグローバルコンプライアンスプ
ログラムの基盤となっています。

Verint ファクトシート
グローバル、革新、パワフルな企業
• 11億1400万ドルの収益*を持つ、アクショナブル・インテリジェンスソリュ
ーションのグローバルリーダー。
• NASDAQ株式市場のVRNT
• Fortune 100の80％以上の企業を含む、180か国10,000社を超える多
様な顧客企業

重要な倫理とコンプライアンスの問題に関するガイダンスをチームに提
を伝えるためのフレームワークを提供します。

従業員に才能とスキルを最大限に活用できるようにします。
ベリントは、私たちの成功を可能にする人々を見失うことはあり
ません。私たちは、ビジネスで最高の才能を引き付け、維持す
ることに専念しています。従業員に生産的で倫理的で安全な
作業環境を提供し、個人的および専門的な成長への道を開く。
そして、最高の倫理基準に従って、お互いと私たちの顧客と対
話すること。

• 約5,000人の専門家とグローバルパートナーネットワークを利用

これらの基準は、ベリントのイノベーションと市場のリーダーシップ

• 世界中で700を超える特許とアプリケーション

が基盤とし、今後も繁栄していくと信じています。

• 卓越性、最高の満足度と革新性に対する企業評価と顧客とのジョイントによ
る表彰

倫理的な企業行動とすべてのステークホルダーの
価値への取り組み
• 倫理的および法的慣行を促進するためのコーポレートガバナンスインフラスト
ラクチャおよび行動規範
• 業界の優秀な人材が活躍できる生産的で安全な労働環境
• 環境を保護し、コミュニティを豊かにするための持続可能性とコミュニティへの
取り組み
• 人、資産、顧客、および将来の成功を推進および保護するための品質、情
報セキュリティ、環境およびビジネス継続性管理プログラム
• グローバルISO認証：ISO 9001品質管理、ISO 27001情報セキュリティ管
理、ISO 27001主任審査員、ISO 27001主導者、およびISO 14001環
境管理。
* 2016年1月31日に終了した1年間。財務情報は非GAAPであり、特定の非
現金および非定期的な項目を除外しています。

環境の持続可能性とコミュニティプログラムで地球を守る取り
組みを行います。
私たちは、施設の管理方法からお客様に提供するソリューションや
サービスに至るまで、あらゆる活動において環境の保護と維持に努
めています。
私たちは二酸化炭素排出量を測定し、常に環境への影響を減ら
すよう努めています。ベリントは、ISO 14001環境管理基準でグロ
ーバルに認定されています。
当社の「環境のための設計」プログラムは、特定の製品のライフサ
イクル中に発生する可能性のある潜在的な環境への悪影響を軽
減することを目的としています。当社の製品は、承認された環境
基準と慣行に従って開発されており、サプライヤーは持続可能性に
関する指令に準拠することをお勧めします。

Verint Global Corporate Responsibility

同様に、私たちのビジネスが活動するコミュニティにも力を注いでいます。そ

リスク管理の経験豊富なセキュリティ専門家によってサポートされていま

のため、2005年に、世界中の子供たちの教育、身体、社会、ヘルスケア

す。またこれらは、Certified Information Systems Security

のニーズをサポートするためのイニシアチブであるVerint Next

Professional（CISSP）、Certified Information Systems

Generation™プログラムを設立しました。今日、世界中のベリントの従業

Management（CISM）、Certified Information Systems

員は、募金活動、食料や衣類の寄付から、遊び場の建設や庭の植え付

Auditor（CISA）、ISO 27001 Lead Auditor、およびISO 27001

けまで、豊富な地域奉仕活動に参加しています。私たちは、従業員の地

Lead Implementerを含む認定を受けています。

域奉仕活動を支援し、子供たちをサポートする組織に対して時間と必要
な人材を提供できるようなプログラムを提供し、これらの取り組みを適切な
内容でさらに支援できることを誇りに思っています。

緊急事態や災害が発生した場合でも、主要なビジネスプロセス
とサービスが引き続き機能するよう支援します。

最高品質のソリューションとサービスをお客様とパートナーに提

ベリントは、ビジネス継続性管理の重要な役割を認識しています。当社の

供することをお約束します。

事業継続管理プログラムは、中核事業の運営を混乱から保護することによ

ベリントの文化は品質を重視し、各従業員は品質に対して厳しい目を

合のガイダンスを提供するように設計されています。ベリントは、ビジネス継続

もっています。ベリントは、品質管理のISO 9001国際規格でグローバル
に認定されており、すべてのビジネスとビジネスイネーブルメントのプロセス
を網羅するように設計された全社的な品質管理システムを持っています。
当社のグローバル品質ポリシーを構成する柱には、顧客の期待に応える、
またはそれを超えることが含まれます。 それはお客様と組織の利益のた
めに有意義なイノベーションを推進するだけでなく、組織と個人の卓越
性のためにそれぞれが努力しています。

りリスクを軽減し、当社の事業が損失、損害、または障害に見舞われた場
性管理に関連する法律、規制ガイドライン、および行動規範を遵守し、
ISO 22301などの承認された基準に従って行動します。
また、主要なサプライヤーと下請業者は、独自のビジネス継続性管理計画
を定義および維持し、それらをレビューに利用できるようにする必要がありま
す。

私たちは、企業責任イニシアチブの進歩を提唱しています。

私たちは、会社とお取引先企業の重要な情報資産を保
護します。
私たちは情報がますます価値のある資産であることを認識しており、
管理下にある情報を意図的および意図的ではない誤用から保護
します。ベリントには、当社の情報資産とお客様の情報資産を管
理、監視、保護するための確立されたシステムがあります。
当社の製品とサービスの一部は、ISO 27001情報セキュリティ管理
基準でグローバルに認定されています。 ベリントの幹部は、リスクを

ベリントは、グローバルな倫理とコンプライアンス、エンタープライズリスク管理、
グローバルな情報セキュリティ、グローバルな内部監査、グローバルなプロセス
改善をカバーする広範なグローバル企業責任機能を備えています。私たち
は、グローバル企業責任プログラムを継続的に強化して、進化する市場、新
興技術、変化する世界のニーズに対応できるよう取り組んでいます。
また、これらのイニシアチブの進化と成功に特化したフォーラムに参加し、従
業員が昇進に積極的な役割を果たすことを奨励しています。
詳しくは下記にアクセスしてください。
www.verint.com/corporate_responsibility.

レビューし、情報資産を保護するための原則と手段を定義し、情報

Verint. Powering Actionable Intelligence®
Verint® is a global leader in Actionable Intelligence® solutions with a focus on customer engagement optimization, security intelligence, and fraud, risk and compliance. Today,
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