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＜調査結果の概要＞
本調査は、所属する企業に企業理念があると回答した会社員（正社員、及びフルタイムで働く契約社員）618人を対象

に、インターネットによるアンケート形式で行なったものです。

【１】 業績を上げている社員は、「企業理念を社外の人に説明」でき、「企業理念に沿った行動をとっている」 。

自分は業績を上げていると答えた人ほど、「自社の企業理念や行動指針の内容を、社外の人にわかりやすく説明でき
る」、「自社の企業理念や行動指針に沿った行動をとっている」と回答する傾向が高いことがわかりました。

企業理念を理解するというインプットだけでなく、説明する、行動するといったアウトプットができることが、業績に関係して
いると考えられます。

【２】 「企業理念に沿った行動を取っている」社員は、自律性が高い。

企業理念に沿った行動をとっている人ほど、「仕事上で、やってみたいことや挑戦したいことがある」、「指示された仕事
であっても、自分なりに工夫をしたり独自のやり方を考えたりする」と回答しており、自律性が高いことがわかりました。

【３】 「企業理念に沿った行動をとっている」社員は、モチベーションが高く、会社の将来性を信じる。

企業理念に沿った行動をとっている人ほど、「今の仕事にモチベーション（やる気）を感じる」、「自社は、将来性のある会
社だと思う」と回答しており、モチベーションが高く、会社の将来性を信じる傾向が高いことがわかりました。

【４】 「企業理念を説明できる」、一般社員は33％、部長クラスは85％。

「自社の企業理念の内容を、社外の人にわかりやすく説明できる」「自社の企業理念や行動指針に沿った行動をとって
いる」は、役職が低いほど、 TOP2（「あてはまる＋ややあてはまる」）のスコアが低くなっていました。「企業理念を説明で
きる」では、TOP2（「あてはまる」＋「ややあてはまる」） は一般社員は33％、部長クラスが85％で、両者に大きな開きがあ
ることがわかりました。

【５】 企業理念の浸透に効果があるのは、「唱和」「社員研修」「プレートやポスター」

企業理念や行動指針を理解したり覚えたりするために、“効果”がある施策を聞いたところ、「企業理念に沿った行動を
とっている人」は、「朝礼や会議などで唱和」（44%）と、「社員研修」（43%）をほぼ同列でトップに挙げました。

【６】 企業理念に沿った行動をとるためには、上司、同僚や先輩が企業理念を大切にすることが重要。

企業理念に沿った行動をとっている人ほど、「直属の上司は、自社の企業理念や行動指針を大切にしている」、「同僚や
先輩社員は、自社の企業理念や行動指針を大切にしている」と回答する傾向が高いことがわかりました。

【７】 企業理念が浸透する会社は、「個人の意見」を取り入れ、「社会貢献」している。

企業理念に沿った行動をとっている人ほど、「自分の意見が職場や組織の運営に反映されている」、「自社は、社会に貢
献する仕事をしたり、取り組みをしたりしている」と回答する傾向が高いことがわかりました。

「企業理念の浸透と社員のパフォーマンス」
に関する調査

●業績を上げている社員は、「企業理念を社外の人に説明できる」「企業理念に沿っ
た行動を取っている」

●企業理念の浸透に効果があるのは「唱和」「社員研修」「上司、同僚が理念を大切
にすること」

●企業理念が浸透する会社は、「社員の意見」を取り入れ、「社会貢献」している

ＪＴＢグループの人事コンサルティング会社、株式会社ＪＴＢモチベーションズ（東京都港区 代表取締役社長：市川正資）
は、「企業理念の浸透と社員のパフォーマンス」に関する調査報告書をまとめました。
本調査は、企業の社会に及ぼす影響や果たすべき責任、あるべき姿が重要度を増す中、企業の存在意義といえる企業
理念が社員にどのように浸透し、それが社員のパフォーマンス、及び自律性やモチベーションにどのように影響するのか、
さらには企業の業績、将来性にどのようにつながるのかを明らかにし、今後の企業経営における企業理念の浸透施策の
方向を決める資料を提示することを目的としています。
※詳しい調査レポートは、ＪＴＢモチベーションズのホームページ http://www.jtbm.co.jp/ から問合せいただけます。
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【まとめと提言】

１．企業理念のアウトプットができる社員の育成
① 企業理念をアウトプットできるスキルを習得する

企業理念の浸透に関して、業績の高さと相関があったのは、「企業理念の内容を、社外の人にわかりやすく説明できる」
「企業理念に沿った行動をとっている」という項目でした。企業理念を理解するだけでなく、説明したり、行動に移したり
できる、というアウトプットができる状態を作ることが、業績を上げる社員を育成するポイントだといえます。

企業理念の背景や意味することの解釈を深め、さらに具体的な行動がどのようなもので、どのようなタイミングで誰に向
かって起こせばいいのかを理解し、行動へのモチベーションを高める研修などのプログラムが必要です。

② 企業理念の「内面化」により自律性とモチベーションをさらに高める

企業理念に沿った行動をとっている人ほど、「仕事上で、やってみたいことや挑戦したいことがある」などの自律性が高く、
モチベーションも高いことがわかりました。企業理念を浸透させる際、社員一人一人がいかに「自分なり」に理解し、実行
するかをサポートすることが大切です。それぞれの仕事場面にあてはめて考える、具体的な顧客や相手先を想定して、
「自分だったらどうするか」を考えるなど、企業理念を「内面化」するプロセスが必要です。

③ 企業の将来と個人のキャリアの整合、共栄を実現する

企業理念に沿った行動をとっている人ほど、会社の将来性を肯定的に見ていることがわかりました。会社の将来像と自
身のキャリアが整合され、両者が互いによい影響を及ぼしあい、共栄する具体的な姿が認識できる研修プログラムなど
が有効といえます。

モチベーション

企業理念をアウトプットできる環境

社員

社会会社

パフォーマンス向上のための
企業理念浸透の要素

企業理念をアウトプットできる社員を育成し、
パフォーマンスを上げる
本調査の結果は、左記の図にまとめることができます。

企業理念をアウトプットできる環境の要件として、会社、社員、
社会が互いに影響を及ぼし、好循環が成立していることが挙
げられます。

会社は企業理念を社員に発信し、また社員の意見を取り
入れています。社員は、企業理念を社外の人にもわかりや
すく説明でき、企業理念に沿った行動を取ることで社会にも
会社にも貢献します。会社は社会に貢献し、社会からその
存在を受け入れられるという３者の好循環です。

企業理念をアウトプットできる社員が育成されれば、モチ
ベーション、自律性、会社の将来性の確信が高まり、社員の
パフォーマンスが高まります。
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２．企業理念をアウトプットできる職場作り
④ 一人一人の意見の尊重

「自分の意見が職場や組織の運営に反映されている」という認識が
企業理念のアウトプットと関係していました。そのような職場風土を
つくるためには、第一に、上司のマネジメントが、一人一人の意見を
尊重するものであること、第二に、組織として意見を吸い上げる仕組
みがあることが重要といえます。

⑤ 社会貢献の実行と実感

社会に貢献する仕事であるという実感と会社の社会貢献の取り組み
が、企業理念のアウトプットに関係していました。一人一人の社員が、
自分の仕事が社会にどのように貢献しているかを考え、実感できる
取り組みが有用といえます。また、会社とし、社会貢献の取り組みを
検討することも企業理念浸透の一助となると考えられます。

⑥ 社員同士での企業理念の共有

企業理念に沿った行動をとっている人ほど、「直属の上司、同僚・先
輩社員は、企業理念を大切にしている」と感じる傾向がありました。
社員同士で企業理念の理解、共感、日々感じる思いなどを共有す
ることが、企業理念の行動化につながります。

■企業理念をアウトプットする社員育成のための
チェックリスト

※診断結果はhttp://www.jtbm.co.jp/でご覧ください。

1.会社の企業理念や行動指針を朝礼などで唱和して
いる。

2.会社の企業理念や行動指針が、職場のみなの目に
触れるところに掲げられている。

3.社長が、スピーチや講話などで、企業理念や行動指
針についてよく話をする。

4.企業理念や行動指針について学ぶ研修を実施して
いる。

5.管理職は、企業理念や行動指針を大切にしている。

6.管理職は、社員一人一人の意見をよく聞き、尊重し
ている。

7.社員の意見が、組織の運営に活かされる制度や仕
組みがある。

8.社員が充実したキャリアを築くための研修を実施し
ている。

9.社員が自分の仕事の意義について考えるための、
研修などの機会がある。

10.会社として、社会に貢献する取り組みをしている。

⑤
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■調査方法： インターネットリサーチ

■調査地域： 全国

■調査対象者：

■有効回答者数： 618サンプル　（男性：486サンプル　女性：132サンプル）

■実施期間： 2012年8月21日(火)～2012年8月22日(水)

20歳以上の会社員　男女

現在勤めている会社に企業理念がある人
会社規模：500名以上

※派遣社員は除く

■調査概要

■回答者属性

人数 ％

全体 618 100.0

＜性別＞

男性 486 78.6

女性 132 21.4

＜年齢＞

20才～24才 12 1.9

25才～29才 56 9.1
30才～34才 81 13.1

35才～39才 98 15.9

40才～44才 116 18.8

45才～49才 110 17.8
50才～54才 80 12.9

55才～59才 45 7.3

60才以上 20 3.2

＜居住地＞

北海道・東北地方 47 7.6

関東地方 280 45.3

中部地方 101 16.3
近畿地方 125 20.2

中国・四国地方 33 5.3

九州地方 32 5.2

＜役職＞ 人数 ％

部長クラス 40 6.5
課長・次長クラス 112 18.1

係長･主任クラス 155 25.1

一般社員 299 48.4

その他 12 1.9

＜企業規模＞

500～999人 134 21.7

1,000～1,999人 112 18.1
2,000～4,999人 108 17.5

5,000～9,999人 84 13.6

10,000人以上 180 29.1

＜職種＞

営業系（営業、企画営業、電話営業など） 113 18.3

販売系（店頭販売、カウンター販売など） 30 4.9

顧客対応、サービス系（各種顧客対応、保守・
運用サービス、コンサルティングなど）

72 11.7

技術、開発、研究系（システムエンジニアリン

グ、電機・機械技術、デザイン・設計、商品開

発、基礎研究など）

177 28.6

製造系（製造・生産作業、建設作業など） 51 8.3

管理、企画系（総務、人事、財務、法務、経

営、広報、販売促進、各種本部機能など）
125 20.2

その他 50 8.1

■ＪＴＢモチベーションズ 担当：菊入(きくいり)

03-5410-9362
email: info@jtbm.co.jp

ＪＴＢモチベーションズのホームページ http://www.jtbm.co.jp/

お問い合わせ


