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要旨 

 

本稿では、経営理念が企業の取り組みに影響を与えているのかを実証的に検証する。ま

た、経営理念・経営方針・行動基準の 3 つから成り立つものを経営理念体系として捉え、

経営方針や行動基準に関してもその実効性を検証する。さらに、もし経営理念・経営方針・

行動基準それぞれに実効性があるならば、経営理念・経営方針・行動基準の中で、いずれ

が企業の取り組みに最も影響を与えているのかを検証していく。 

近年日本では経営理念に対する関心が高まっている。経営理念を企業の価値観を示すも

のとして重要視する傾向が高まる中で、企業の頻発する不祥事により、経営理念はタテマ

エであって、実際は形骸化しているのではないかという疑問が唱えられるようになった。

しかし、企業が掲げる経営理念と実際の企業の取り組みとの関連性を調べた実証分析は未

だ存在しない。したがって、経営理念の実効性を検証し、経営理念の形骸化に関する疑問

に明確な回答を与えることを本稿の目的とする。 

分析では、「企業が経営理念で言及しているステークホルダーに対する取り組み」が、「CSR

の取り組み」として表れているのかを調べることで、経営理念が企業の取り組みに影響を

与えているのかを検証する。また、経営方針・行動基準に関しても同様の分析を行う。さ

らに、経営理念体系の中で、いずれが企業の取り組みに最も影響を与えているのかを明ら

かにする。 

分析の結果、経営理念は実際の企業の取り組みに影響を与えていることが明らかとなっ

た。また、経営理念体系における経営方針・行動基準に関しても同様にその実効性が確認

された。さらに経営理念体系の中でも、経営理念が企業の取り組みに最も強い影響を与え

ていることを実証した。 
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1. はじめに 

本稿では、「経営理念が企業の取り組みに影響を与えているのか」を検証する。経営理念

に関しては様々な議論がなされているが、企業が掲げる経営理念と実際の企業の取り組み

との関連性を調べた実証分析は未だ存在しない。したがって、経営理念が本当に企業の取

り組みに影響を与えているのかという疑問に対する明確な答えはないと言える。この疑問

に回答を与えることを本稿の目的とする。また、経営理念を支えるとされる経営方針・行

動基準に関しても、経営理念と同様にその実効性を検証し、さらに経営理念・経営方針・

行動基準の中で、いずれが企業の取り組みに最も影響を与えているのかを明らかにしてい

く。 

近年日本では、経営理念への関心が高まっている。戦後の日本の経済成長は目覚しいも

のであり、経営理念を掲げなくても、企業は物を生産しさえすれば売れると言われていた。

そのような時代では企業の経営理念はそれほど注目されることはなかった（佐々木 1997）。

しかし、1980 年代をピークに、90 年代、2000 年代の日本は長期的不景気に苛まれ、非常に

厳しい経済環境に置かれてきた。現在に至るまで業績の低迷が続き、厳しい経営状況が続

く企業も多い。さらに数々の企業の不祥事があらわになったことで、企業の信用は大きく

失墜した。こうした背景のもと、松村（2006）は、「日本ではコーポレート・ガバナンスが

意識されるようになり、企業は、企業を取り巻くステークホルダーに対して、企業の哲学

や理念をはっきりと伝え、使命や方針をしっかり理解してもらうことが大切である」(p.10)

と述べている。このように、長期的な不景気が続く中で、経営理念が注目されるようにな

ってきたのである。 

今日ではほとんどすべての企業が経営理念でステークホルダーに関する言及をしている

が、企業の本当の目的はステークホルダーに貢献することではなく、利益追求にのみある

とする意見も多い。つまり、企業は経営理念において、タテマエを言っているだけで、実

際に行っている取り組みは経営理念と乖離しているのではないかということである。たと

えば、水谷内（1994）は、「経営理念の問題は、一般的に『タテマエ』や『隠れ蓑』、『偽装』

などとして片づけられる傾向にある」（p.32）と述べている。このような見方を裏付けする

事例として、近年増加する企業の不祥事が挙げられる。たとえば 2005 年に福知山線脱線事

故を起こし安全対策が非難された JR 西日本は、当時「JR 西日本は、人間性尊重の立場に立

って、労使相互信頼のもと、基幹事業としての鉄道の活性化に努めるとともに、地域に愛

され共に繁栄する総合サービス企業となることを目指し、わが国のリーディングカンパニ

ーとして、社会・経済・文化の発展、向上に貢献します」（JR 西日本 2012）という経営理

念を掲げていた。また、2006 年に不祥事を起こした不二家は「常によりよい商品と最善の

サービスを通じて、お客様に美味しさ、楽しさ、便利さ、満足を提供し、社会に貢献する

ことが不二家の使命である」（不二家 2012）という経営理念を掲げていたにも関わらず、

賞味期限切れの食材を使っていた。このように、経営理念でステークホルダーへの貢献を

掲げていたにもかかわらず不祥事を起こした企業が存在したことから、横川（2009）は「経
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営理念は文章上のものに過ぎず、空洞化もしくは形骸化していたのではないかとの疑いを

禁じ得なくなるだろう」（p.5）と述べている。今日では多くの企業が「顧客第一」「環境と

の共生」を経営目的とするような経営理念を掲げている。しかし、頻発する企業の不祥事

により、果たして経営理念は本当に企業にとって意味のあるものなのか、経営理念は企業

の取り組みに影響を与えているのかという疑問は当然浮かびあがる。 

しかし、この疑問に関しては未だに議論が交わされ、明確な答えを示す分析が存在しな

いのが現状である。研究者の間では、企業の掲げる経営理念の内容を調べた分析や、経営

理念の従業員への浸透を調べた分析は多く行われてきた。しかし、経営理念が企業全体の

取り組みに影響を与えているのかは検証されていない。そこで本稿では、経営理念が企業

の取り組みに影響を与えているのかを実証的に分析する。 

しかし、経営理念の内容は多岐にわたり、企業が経営理念に掲げた内容に取り組んでい

るのかを調べることは難しい。そこで我々は経営理念に、ステークホルダーに関する記載

が多いことに注目した。本稿では経営理念で企業が掲げるステークホルダーに関する記述

が、実際の企業の取り組みとして表れているのかを調べる。その際、企業の取り組みを測

る指標として CSR を用いることが最適であると考えた。CSR（Corporate Social Responsibility）

とは日本語で「企業の社会的責任」と訳されているもので、企業が企業活動を行う際に、

企業を取り巻く利害関係者達（ステークホルダー）との長期的な良好関係を築くために行

う取り組みであると一般的に定義される（足立 2009、甲木 2010）。つまり、ステークホル

ダーに対する取り組みは CSR の取り組みであると考えられる。そこで本稿では、企業が経

営理念で言及しているステークホルダーに対する取り組みが、CSR の取り組みとして表れ

ているのかを検証することで、経営理念が企業の取り組みに影響を与えているのかを調べ

る。経営方針・行動基準に関しても経営理念と同様に検証を行う。 

分析の結果より、経営理念は企業の行動に影響を与えていることが実証された。また、

経営方針・行動基準に関してもその実効性が明らかとなった。さらに、経営理念体系の中

でも経営理念が企業の行動に最も強い影響を与えていることが検証された。 

本稿の構成は以下の通りである。まず、2 章で経営理念の定義を示し、3 章で我々の研究

に関連する先行研究を紹介する。4 章では、本稿の実証分析で扱うデータの収集方法につい

て説明する。5 章では経営理念が企業の取り組みに影響を与えているのかについて検証する。

さらに、6 章では、経営理念・経営方針・行動基準それぞれが企業の取り組みに影響を与え

ているのか、また、この 3 つの中でいずれが企業の取り組みに最も影響を与えているのか

を検証する。そして、最後に 7 章で本稿の結論をまとめる。 

 

2. 経営理念の定義 

 経営理念とは、企業の価値観・精神を表したものである。経営理念には、企業の目的を

明確にし、経営者や従業員が行う意志決定が関係者の利害を考慮しながら、企業の最高の

利益を反映するような基準を提供する役割がある（Thompson 1958）。つまり、経営理念を
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明確にすることによって、経営者や従業員に企業の目的に沿った意思決定の基準を与える

ことができるのである。 

しかし、経営理念は、その多くが創業時に設定される一般的・不変的な概念である。そ

のため、経営理念に掲げた内容を取り組みに移すためには、経営理念を具体的な事業へと

変換するための経営方針（長期的ビジョン）が必要であると佐藤（2003,p103）は述べてい

る。この経営方針は、社会環境の変化や企業の能力を考慮して、経営理念を実際に実行さ

れやすい、より具体的目標へと変換させたものである。さらに、経営理念を具現化するも

のとしてもう一つ、行動基準があげられる。行動基準は、経営理念を実行に移すために従

業員が取るべき行動の基準を、社会環境の変化に応じて具体的に示している（松村 2006）。

また、松村によると、経営理念には階層性があるという。この階層は「抽象的な会社の存

在意義」である経営理念、それを実現するための「将来の構造や進むべき方向」である経

営方針、「より具体的な従業員の心掛け、遵守すべき指針や規範」である行動基準で成り立

つ。そこで我々は、経営理念・経営方針・行動基準をまとめて以下の図１で示す経営理念

体系と定義づけた。 

 

図 1 経営理念体系 

 

3. 関連研究 

 先述したとおり本稿では、経営理念が企業の行動に影響を与えているのかを検証する。

そこで本章では、我々の検証に関連する先行研究を取り上げ、その問題点を指摘し、研究

目的を明確にする。 

企業の掲げる経営理念の内容に着目し、企業の在り様を調べた研究として広田・山野井

（2008）がある。彼らは、日本とアメリカの上場企業の経営理念を用いて、さまざまなス

テークホルダーの利益や満足が企業の目標として言及されているかどうかを調べ、「会社は

誰のために」経営されているかを分析している。この分析からは、日本企業はさまざまな

ステークホルダーの利益と満足について経営理念で言及していることが明らかとなった。

広田・山野井は、経営理念で言及されていることと、企業の取り組みが異なっていること

も考慮しなければないとしながらも、経営理念が「『言っているだけ』のものであるなら（中

経営理念 

経営方針     

 / 行動基準 
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略）遅かれ早かれステークホルダーや社会一般からの信頼を失い、企業の存続が困難にな

るであろう。したがって、企業が経営理念において特定のステークホルダーに言及する場

合には、（少なくとも事前的には）そのステークホルダーの利益・満足を経営目標にしてい

ると考えられる」（p.68）と述べている。しかし、広田・山野井は、企業が経営理念で言及

しているステークホルダーのための取り組みを、実際に行なっているのかは検証していな

い。 

また、経営理念の従業員への浸透を調べた研究として高（2010）がある。高は、製造業 A

社及び卸売業 B 社の従業員を対象に経営理念の浸透に関する質問紙調査を実施し、経営理

念の浸透と組織成員のパフォーマンスの関係について分析している。質問項目は、「自社の

経営理念は仕事上の難関を乗り越える上で助けとなる」、「求められれば、社外の人に対し

ても自社の経営理念をわかりやすく説明できる」「経営理念の社内アピールは効果的に行わ

れていると思う」等、従業員の経営理念に対する認識に関するものであった。高はこの研

究から、「経営理念の浸透が、職務関与や革新指向性の促進を通じて、組織成員レベルでの

パフォーマンスを向上させること」（p.63）を見出した。しかし、この研究は、従業員に対

する経営理念の浸透を調べたものであり、経営理念が企業全体の取り組みに影響を与えて

いるのかどうかまでは分からない。 

この他にも経営理念に関する研究は数多くあるが、いずれの研究も経営理念の実効性を

示すものではない。しかし先述したとおり、現在日本では経営理念への関心が高まり、そ

の形骸化に関する議論が活発に交わされている。そこで 5 章以降では、経営理念と企業の

行う CSR の取り組みとの関連性を調べながら、経営理念が企業の取り組みに影響を与えて

いるのかを実証的に分析する。 

 

4. データの収集方法 

先述の通り本稿では、企業が経営理念で言及しているステークホルダーに対する取り組

みが、CSR の取り組みに表れているのかを検証することで、経営理念が企業の取り組みに

影響を与えているのかを調べる。以下では、分析に用いる経営理念と CSR のデータの収集

方法をそれぞれ記す。 

 

4.1. 経営理念のデータの収集方法 

経営理念の内容では、企業が「どのステークホルダーのためにどのような経営を行うの

か」が、しばしば述べられる。経営理念の内容例としては、次のようなものがある（下線

部は筆者）。 

 

安田倉庫株式会社（2012） 

「健全な企業活動を通じて、お客様、株主、従業員、地域社会の期待に応え豊かさと夢を

実現する」 
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アサヒビール（2012） 

「アサヒビールは、最高の品質と心のこもった行動を通じて、お客様の満足を追求し、世

界の人々の健康で豊かな社会の実現に貢献します」 

  

これらの経営理念の下線部に注目すると、安田倉庫株式会社は顧客（お客様）とともに

株主・従業員・地域社会の満足（期待）を目指して、アサヒビールは顧客（お客様）の満

足を第一義的な目標として、経営を行うと述べていることがわかる。 

本稿では、経営理念に記載されているステークホルダーに関する記述として、以下の 3

つのステークホルダーに注目する(1)。まず、企業の内部に位置する「従業員」（①）、次に企

業の外部に位置する「顧客/地域社会」（②）、さらに、より広い視点でみたときに、企業活

動全般に関わりを持っている「環境」（③）である。本稿では、経営理念においてステーク

ホルダーに関する内容が言及されているか否かを判断するための基準を設けた。その上で、

論文執筆者である 5 人が、それぞれ別々の場所で企業の Web サイトに記載されている経営

理念を調べ、上記の 3 つの項目に関する内容が、経営理念で言及されているか否かを調べ

た。 

以下で、経営理念を見る際に我々が用いた判断基準を示す(2)。 

 

① 従業員 

表 2 従業員について見る場合の基準 

 

 従業員 

判断基準 

1．「従業員を尊重する（幸せを考える、喜びを叶える、満足に応える、       

大切にする）」 

2．「従業員に利益を還元する」 

3．「従業員の力（能力）を発揮できる環境を整える（自己実現をサポートする、   

成長を実現する、能力・成果を公正に評価する、風通しの良い企業風土を作る）」 

 

表 2 は、企業の経営理念に「従業員」に関する記載があるか否かを判断する基準をまと

めた表である。経営理念において、表 2 の 1 から 3 のいずれかにあるような「従業員」の

利益・満足に関する記載が有る場合、その企業は経営理念で「従業員」について言及して

いる企業と判断する。本稿では、論文執筆者 5 人が全員一致で言及していると判断を下し

た場合のみ、その企業は経営理念で「従業員」について言及している企業とした。 
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② 顧客/地域社会 

表 3 顧客/地域社会について見る場合の基準 

 

 顧客/地域社会 

判断基準 

1．「顧客を大切にする（顧客第一を考える）」 

2．「顧客の満足に応える（期待に応える、喜びを実現する、信頼に応える）」 

3．「地域社会に貢献する（活性化に貢献する）」 

4．「地域に根ざした（密着した）企業活動を行う」 

5．「地域の幸せにつながる活動を行う（期待に応える）」 

 

表 3 は、企業の経営理念に「顧客/地域社会」に関する記載があるか否かを判断する基準

をまとめた表である。経営理念において、表 3 の 1 から 5 のいずれかにあるような「顧客/

地域社会」の利益・満足に関する記載が有る場合、その企業は経営理念で「顧客/地域社会」

について言及している企業と判断する。本稿では、論文執筆者 5 人が全員一致で言及して

いると判断を下した場合のみ、その企業は経営理念で「顧客/地域社会」について言及して

いる企業とした。 

 

③ 環境 

表 4 環境について見る場合の基準 

 

 環境 

判断基準 

1．「環境を保全する（保護する、守る、大切にする）」 

2．「環境と共生する（持続可能な環境に貢献する、地球（環境）に寄り添う意識を

持つ）」 

3.「住みよい環境（地球）に貢献する」 

 

表 4 は、企業の経営理念に「環境」に関する記載があるか否かを判断する基準をまとめ

た表である。経営理念において、表 4 の 1 から 3 のいずれかにあるような「環境」に対す

る配慮・貢献に関する記載が有る場合、その企業は経営理念で「環境」について言及して

いる企業と判断する。本稿では、論文執筆者 5 人が全員一致で言及していると判断を下し

た場合のみ、その企業を経営理念で「環境」について言及している企業とした。 

また、第 1 章でも記述があるように、経営理念を支えるシステムとして経営方針と行動
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基準が存在する。本稿では経営方針と行動基準に関しても経営理念と同様に、上記で示し

た判断基準を用いて企業の Web サイトからデータの収集を行った(3)。 

企業の経営理念の内容を手作業で確認していく分析は、データ収集の過程が主観的にな

りやすく、集めたデータの信憑性が薄れてしまうという懸念があった。そこで我々は、デ

ータ収集を行う際の恣意性を可能な限り排除するために、Kimberly （2002, p.10-70）、

Krippendroff （2004, p.3-77）に倣い、Human Coding
(4)による内容分析を行った。まず我々は、

事前に明確な判断基準を設け、経営理念のデータ収集を行った。また、分析の過程を特定

の研究者一人の見解に留めないために、2 人以上の研究者が別々の場所で同じ分析をし、同

様の結果を導き出せるかどうかを検証した（Karin 2008, p.99-104、Kimberly 2002, p.12, p.52）。

以上の分析手法に基づいて論文執筆者 5 人が集めたデータの一致率は 90％を超えていた。

Karin（2008, p.102）によると、70-80%の一致率が一般的に高いとされているが、本稿での

一致率は Kimberly （2002, p.66）が勧める非常に信頼性が高いとされる水準（87%-95%）も

満たしている。 

 

4.2. CSR のデータの収集方法 

本稿では、東洋経済新報社（2012）が発表している CSR 企業ランキング・トップ 500（以

下CSRランキング）に記載されている企業 500社のうち、株式会社QUICKの「Astra Manager」

より財務データ（ROA、売上高伸び率、負債比率、log 総資産）が取れた 479 社を実証分析

の対象として用いた。東洋経済新報社は毎年、CSR に取り組んでいる企業を対象にアンケ

ート調査を行い、企業の CSR への取り組みと財務データを基にランク付けを行い発表して

いる。本アンケートは数十項目で構成されており、企業の取り組みを客観的に広く考慮し

ている。CSR ランキングにおける「CSR 評価」の具体的な項目には雇用、社会性、環境が

あり、それぞれの項目に関する CSR の取り組みが 100 点満点で評価されている(5)。以下で

CSR ランキングの具体的な記載例を示す。                   

 

表 5 「CSR 企業ランキング」記載例 

 

順位 社名 雇用(100) 社会性(100) 環境(100) 

1 トヨタ自動車 87.3 85.7 96.8 

2 ソニー 98.2 98.2 96.8 

3 パナソニック 87.3 94.6 96.8 

4 富士フィルムホールディングス 83.6 98.2 93.7 

5 ホンダ 85.5 96.4 96.8 
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本稿の分析で用いた CSR ランキングの項目は、表 5 で示す雇用、社会性、環境である。

そこで我々は、CSR ランキングのそれぞれの項目に対応するステークホルダーを、雇用＝

「従業員」、社会性＝「顧客/地域社会」、環境＝「環境」とした。各ステークホルダーを上

記のように対応させたのは、東洋経済新報社による企業へのアンケートにおいて、それぞ

れ雇用の項目は「従業員」に関するもの、社会性の項目は「顧客」と「地域社会」に関す

るもの、環境の項目は「環境」に関するものが多く含まれるためである。本稿では、企業

の経営理念で、「従業員」「顧客/地域社会」「環境」に対する取り組みが言及されている場合、

それらの取り組みが CSR の取り組みとして表れているのかを検証することで、経営理念の

実効性を調べる。以下、CSR ランキングの項目の記述を、ステークホルダーに合わせ、「従

業員」項目、「顧客/地域社会」項目、「環境」項目とする。 

本来 CSR ランキングは、「雇用」「社会性」「環境」「企業統治」の 4 項目について評価を

行っている。しかし「企業統治」はこれに対応する適切なステークホルダーがなかったた

め、本稿ではその項目を使用しなかった。なお、企業の重要なステークホルダーとして考

えられるものに「株主」や「取引先」等があるが、これらは CSR ランキングの評価項目の

中に対応する項目がなかったため本稿では分析より除外した。 

 

5. 経営理念が企業の取り組みに与える影響 

本章では、経営理念が企業の行動に影響を与えているのか否かを、CSR の取り組みと関

連させて分析する。以下で我々が立てた仮説を紹介する。 

 

仮説 1「経営理念は企業の行動に影響を与えている」 

 

上記の仮説 1 を検証するために、我々は平均値の差の検定と重回帰分析を行った。 

 

5.1. 実証分析 1.1. 平均値の差の検定 

 本稿の分析では、CSR ランキングにおける、従業員・顧客/地域社会・環境のそれぞれの

項目の得点を企業の CSR の取り組みを表すデータとして使用した。サンプルは CSR ランキ

ングに記載されている企業のうち、財務データが取れた 479 社である。 

本節では、サンプルとして扱う 479 社を、従業員・顧客/地域社会・環境のそれぞれの項

目ごとに、経営理念でその項目について言及している企業と言及していない企業とに分類

した。その上で、経営理念に言及がある企業とない企業で、CSR ランキングの評価点数に

差があるのかを平均値の差の検定を用いて調べた。 

結果は以下のとおりである。 
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表 6 企業は経営理念で言及したことを実行しているのか 

 

 CSR ランキングの評価点数 

従業員 顧客/地域社会 環境 

経営理念に 

言及ありの企業 

62.227 

[107] 

70.227 

[107] 

76.222 

[362] 

経営理念に 

言及なしの企業 

56.451 

[372] 

59.135 

[372] 

65.319 

[117] 

平均値の差 

（ありーなし） 

5.776 

(0.001)*** 

11.092 

(0.000)*** 

10.903 

(0.000)*** 

***,**,*はそれぞれ 1％、5％、10％水準で有意であることを示す。 

（ ）内は P 値（両側検定）である。数値はすべて小数点以下第 4 位を四捨五入。 

[ ]内はサンプルサイズを示す。 

 

表 6 より、従業員に関して、経営理念に言及ありの企業の従業員における CSR 評価点数

は 62.227 点であり、経営理念に言及なしの企業の CSR 評価点数は 56.451 点であった。経営

理念に言及ありの企業の方が5.776点高く、その差は1%水準で有意という結果が得られた。

同様に、顧客/地域社会に関しても、経営理念に言及ありの企業の顧客/地域社会における

CSR 評価点数は 70.227 点であり、経営理念に言及なしの企業の CSR 評価点数は 59.135 点

であった。経営理念に言及ありの企業の方が 11.092 点高く、その差は 1%水準で有意という

結果が得られた。また環境に関しても、経営理念に言及ありの企業の環境における CSR 評

価点数は 76.222点であり、経営理念に言及なしの企業のCSR評価点数は 65.319点であった。

経営理念に言及ありの企業の方が 10.903 点高く、その差は 1%水準で有意という結果が得ら

れた。以上の結果から、従業員・顧客/地域社会・環境のすべてにおいて経営理念で言及し

ている企業の CSR ランキングの評価点数は、言及していない企業の点数よりも高いことが

明らかとなった。したがって、経営理念におけるステークホルダーに関する記載は、実際

の企業の CSR の取り組みに影響を与えていると示唆できる。 

 

5.2. 実証分析 1.2. 重回帰分析 

実証分析 1.1.より、従業員・顧客/地域社会・環境のすべての項目において、これらの項

目について経営理念で言及している企業の方が言及していない企業より、CSR 評価点数が

高いということが判明した。実証分析 1.2.では、より正確な分析を行うため、重回帰分析を

行う。 

分析では、被説明変数に CSR ランキングの評価点数を、説明変数に経営理念で言及があ

るか否かのダミー変数をおき、コントロール変数として ROA、売上高成長率、負債比率、

log 総資産をおいた。 
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重回帰式のモデルは以下の通りである。 

 

推計式 1 

Y(従業員に対する CSR ランキングの評価点数) =+a(定数項) 

+bX1(従業員ダミー)+cX2(ROA) 

+dX3(売上高成長率)+eX4(負債比率)+fX5(log 総資産)+u 

 

ここで u は撹乱項を表している。 

 

 上記の推定式では従業員だけの例を載せたが、顧客/地域社会・環境に関する重回帰式

も上記のモデルと同じとする。顧客/地域社会に関する検証を行う場合には、被説明変数に

顧客/地域社会の CSR ランキング評価点数を用い、ダミー変数を顧客/地域社会ダミーとする。

同様に、環境に関する検証を行う場合には、被説明変数に環境の CSR ランキング評価点数

を用い、ダミー変数を環境ダミーとする。 

 

上記の式の被説明変数と説明変数の定義は以下の通りである。 

 

<被説明変数> 

従業員に対する CSR ランキングの点数 

     CSR ランキングより、従業員の CSR 評価点数（100 点換算）を用いる。 

  

<説明変数> 

1. 従業員ダミー（経営理念） 

企業の経営理念において、従業員に関する記述があれば「1」、なければ「0」と従業員ダ

ミー変数をおく。経営理念での記載内容が企業の取り組みに影響を与えているのであれば、

ダミー変数の係数は正の値を取ると推測する。 

 

なお、顧客/地域社会、環境に関する検証を行う場合も、同様に上記の被説明変数・経営

理念ダミーの定義に従って、それぞれ変数として用いる。顧客/地域社会の場合は顧客/地域

社会ダミーを、環境の場合は環境ダミーを、上記の従業員ダミーと入れ替えて分析を行う。 

そして以下は、CSR の取り組みに影響を与えうる要因として、推計式に追加されるコン

トロール変数である。 

 

2. ROA（単位：％) 

ROA（総資産利益率）は、経常利益/総資産で表される。一般的に ROA は収益性を計る

指標であり、保有する資産をどれだけ有効活用しているかを示す指標となる。収益性の高
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い企業は、収益の見込まれる投資機会が多いため、CSR の取り組みには消極的になると考

えられる。しかし一方で、CSR にも投資する余裕があり、CSR の取り組みに積極的になる

企業もあるであろう。したがって、係数は正負どちらの値も取る可能性があると推測でき

る。 

 

3. 売上高成長率（単位：％） 

 売上高成長率は、（当期売上高－前期売上高）/前期売上高×100 で表される。売上高成長

率は、前期との比較で売上高の伸び率を表す指標であり、成長性を計る指標である。売上

高成長率が高い企業は成長企業であるため、CSR の取り組みではなく、収益が見込まれる

投資機会に対して意欲的に投資を行うであろう。したがって、係数は負の値を取ると推測

する。 

 

4. 負債比率（単位：％） 

負債比率は、総負債（他人資本）/自己資本×100 で表される。一般的に、他人資本が自己

資本に対してどれだけあるかを示す指標であり、安全性を計る指標である。負債比率が高

い企業は倒産リスクが高くなると考えられ、CSR の取り組みに割ける資金は限られるため、

CSR の取り組みに消極的になるであろう。したがって、係数は負の値を取ると推測する。 

 

5. log 総資産 

log 総資産は企業規模を表す指標である。規模が大きい企業ほど関わりを持つステークホ

ルダーは多くなる。そのため、ステークホルダーとの長期的良好関係を築くための CSR の

取り組みに意欲的になるであろう。また、規模が大きい企業は資金面でも CSR の取り組み

に対して投資する余裕があると考える。したがって、log 総資産が大きい企業ほど、より CSR

の取り組みに積極的になると考えられるため、コントロール変数として用いた。係数は正

の値を取ると推測する。 

 

説明変数の記述統計量は表 7 の通りである。 
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表 7 記述統計量 

 

 

 

重回帰分析による推計結果は以下の通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平均値 中央値 標準偏差 最大値 最小値 サンプルサイズ

<経営理念>

従業員ダミー 0.223 0.000 0.417 1.000 0.000 479

　顧客/地域社会ダミー 0.223 0.000 0.417 1.000 0.000 479

環境ダミー 0.244 0.000 0.430 1.000 0.000 479

<コントロール変数>

ROA 5.943 5.245 3.938 35.959 -3.494 479

売上高伸び率 7.232 4.824 14.114 141.574 -29.283 479

負債比率 160.801 113.112 161.733 1621.444 7.645 479

log総資産 5.427 5.366 0.694 7.474 3.720 479
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表 8 経営理念が CSR の取り組みに与える影響 

 

 従業員 顧客/地域社会 環境 

定数項（a） 
-13.486 

(0.010)** 

-31.293 

(0.000)*** 

-9.943 

(0.058)* 

経
営
理
念 

従業員ダミー 
3.415 

(0.028)** 
－ － 

顧客/地域社会ダミー － 
5.411 

(0.001)***  
－ 

環境ダミー － － 
5.272 

(0.001)*** 

ROA 
0.040 

(0.820) 

-0.056 

(0.759) 

-0.670 

(0.000)*** 

売上高成長率 
0.004 

(0.934) 

0.074 

(0.128) 

0.092 

(0.047)** 

負債比率 
-0.007 

(0.136) 

-0.008 

(0.071)* 

-0.009 

(0.044)** 

log 総資産 
13.132 

(0.000)*** 

17.107 

(0.000)*** 

14.996 

(0.000)*** 

自由度調整済み 

決定係数 
0.293 0.411 0.382 

サンプルサイズ 479 479 479 

***,**,*はそれぞれ 1％、5％、10％水準で有意であることを示す。 

（ ）内は P 値（両側検定）である。数値はすべて小数点以下第四位を四捨五入。 

 

表 8 より、従業員に関して、従業員ダミーの係数は 3.415 であり、5%水準で有意な結果

が得られた。同様に、顧客/地域社会においては、顧客/地域社会ダミーの係数は 5.411 で 1%

水準で有意な結果が得られた。また環境においても、環境ダミーの係数は 5.272 であり、5%

水準で有意な結果が得られた。重回帰分析の結果より、経営理念は企業の行動に影響を与

えていると言える。経営理念は形骸化したものではなく実効性を有していた。 

また先述した通り、経営理念を支えるものとして経営方針・行動基準が存在する。次章

の実証分析では、経営方針・行動基準を含めてそれぞれが企業の取り組みに影響を与えて

いるのか検証する。 

 

6. 実証分析 2：経営理念・経営方針・行動基準が企業の取り組みに与える影響 

実証分析 1 より、経営理念は企業の取り組みに影響を与えていることが実証された。先
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述の通り、経営理念とそれを支える経営方針・行動基準の 3 つから成り立つものを経営理

念体系と考える。 

そこで、経営方針・行動基準に関しても企業の取り組みに影響を与えているのかを調べ

る。また、もし経営方針・行動基準が実効性を有しているのであれば、経営理念・経営方

針・行動基準の中で、最も企業の取り組みに影響を与えているのは何か、この検証を行う

ために以下の仮説をたてる。 

 

仮説 2「経営理念・経営方針・行動基準は企業の行動に影響を与えている」     

 

上記の仮説 2 を検証するために、我々は重回帰分析を行った。 

 

本章では、経営理念・経営方針・行動基準それぞれが企業の取り組みに影響を与えてい

るのかを検証する。そこで、経営理念・経営方針・行動基準 3 つすべてのダミー変数を含

めて重回帰分析を行った。 

  

この分析の被説明変数は実証分析 1 と同様に CSR ランキングの評価点数を使用した。説

明変数には、経営理念・経営方針・行動基準の内容において、それぞれ従業員・顧客/地域

社会・環境に関する言及があるか否かをダミー変数とした。コントロール変数も実証分析 1

と同様に、ROA、売上高成長率、負債比率、log 総資産を用いた。 

重回帰式のモデルは以下のとおりである。 

 

推計式 2 

Y(従業員に対する CSR 企業ランキングの評価点数) =+a(定数項) 

+bX1{従業員ダミー(経営理念)}+cX2{従業員ダミー(経営方針)} 

+dX3{従業員ダミー(行動基準)+eX4(ROA)+fX5(売上高成長率) 

+gX6(負債比率)+hX7(log 総資産)+u 

 

ここで u は撹乱項を表している。 

 

顧客/地域社会・環境に関する重回帰式も上記のモデルと同じとする。顧客/地域社会に関

する検証を行う場合には、被説明変数に顧客/地域社会の CSR ランキング評価点数を用い、

各ダミー変数にはそれぞれ経営理念・経営方針・行動基準の顧客/地域社会ダミーを用いる。

同様に、環境に関する検証を行う場合には、被説明変数に環境の CSR ランキング評価点数

を用い、各ダミー変数にはそれぞれ経営理念・経営方針・行動基準の環境ダミーを用いる。 

 

上記の式の被説明変数と説明変数の定義は以下の通りである。 
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<被説明変数> 

従業員に対する CSR ランキングの評価点数 

     CSR ランキングより、従業員の CSR 評価点数（100 点換算）を用いる。 

 

<説明変数> 

1. 従業員ダミー（経営理念） 

企業の経営理念において、従業員に関する記述があれば「1」、なければ「0」と従業員ダ

ミー変数をおく。経営理念での記載内容が企業の取り組みに影響を与えているのであれば、

ダミー変数の係数は正の値を取ると推測する。 

 

2. 従業員ダミー（経営方針） 

企業の経営方針において、従業員に関する記述があれば「1」、なければ「0」と従業員ダ

ミー変数をおく。経営方針での記載が企業の取り組みに影響を与えているのであれば、ダ

ミー変数の係数は正の値を取ると推測する。 

 

3. 従業員ダミー（行動基準） 

企業の行動基準において、従業員に関する記述があれば「1」、なければ「0」と行動基準

での記載が企業の取り組みに影響を与えているのであれば、ダミー変数の係数は正の値を

取ると推測する。 

 

なお、顧客/地域社会、環境に関する検証を行う場合も、同様に上記の被説明変数・経営

理念ダミー・経営方針ダミー・行動基準ダミーの定義に従って、それぞれ変数として用い

る。顧客/地域社会の場合は顧客/地域社会ダミーを、環境の場合は環境ダミーを、上記の従

業員ダミーと入れ替えて分析を行う。 

そして以下は、CSR の取り組みに影響を与えうる要因として、推計式に追加されるコン

トロール変数である。 

 

4. ROA（単位：％)・売上高成長率（単位：％)・負債比率（単位：％)・log 総資産 

実証分析 1 と同様である。 

 

実証分析 2 で新たに含まれる説明変数の記述統計量は表 9 の通りである。 
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表 9 記述統計量 

 

 

 

重回帰分析による推計結果は以下の通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平均値 中央値 標準偏差 最大値 最小値 サンプルサイズ

<経営理念>

従業員ダミー 0.223 0.000 0.417 1.000 0.000 479

　顧客/地域社会ダミー 0.223 0.000 0.417 1.000 0.000 479

環境ダミー 0.244 0.000 0.430 1.000 0.000 479

<コントロール変数>

ROA 5.943 5.245 3.938 35.959 -3.494 479

売上高伸び率 7.232 4.824 14.114 141.574 -29.283 479

負債比率 160.801 113.112 161.733 1621.444 7.645 479

log総資産 5.427 5.366 0.694 7.474 3.720 479
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表 10 経営理念・経営方針・行動基準それぞれが CSR の取り組みに与える影響 

 

 従業員 顧客/地域社会 環境 

定数項（a） 
-13.499 

(0.010)** 

-29.526 

(0.000)*** 

-9.191 

(0.078) 

経
営
理
念 

従業員ダミー 
3.738 

 (0.017)** 
－ － 

顧客/地域社会ダミー － 
5.334 

(0.001)*** 
－ 

環境ダミー － － 
5.113 

(0.001)*** 

経
営
方
針 

従業員ダミー 
 3.077 

(0.094)* 
－ － 

顧客/地域社会ダミー － 
3.044 

(0.062)* 
－ 

環境ダミー － － 
4.669 

(0.021)** 

行
動
基
準 

従業員ダミー 
0.982 

 (0.446) 
－ － 

顧客/地域社会ダミー － 
3.580 

(0.008)*** 
－ 

環境ダミー － － 
2.242 

(0.081)* 

ROA 
0.061 

 (0.730) 

-0.024 

(0.893) 

-0.650 

(0.000)*** 

売上高成長率 
-0.002 

(0.964) 

0.077 

(0.108) 

0.092 

(0.047)** 

負債比率 
-0.007 

 (0.133) 

-0.008 

(0.069)* 

-0.009 

(0.041)** 

log 総資産 
12.940 

 (0.000)*** 

16.304 

(0.000)*** 

14.556 

(0.000)*** 

自由度調整済み 

決定係数 
0.295 0.422 0.391 

サンプルサイズ 479 479 479 

***,**,*はそれぞれ 1％、5％、10％水準で有意であることを示す。 

（ ）内は P 値（両側検定）である。数値はすべて小数点以下第四位を四捨五入。 



20 

 

表 10 より経営理念ダミーにおいて、従業員ダミーの係数は 3.738 であり、5%水準で有意

に正の影響を与えている。顧客/地域社会ダミーの係数は 5.334 であり、1%水準で有意に正

の影響を与えている。環境ダミーの係数は 5.113 であり、1%水準で有意に正の影響を与え

ている。以上の結果から、経営理念は企業の取り組みに影響を与えていることが検証され

た。 

同様に、経営方針ダミーにおいて、従業員ダミーの係数は 3.077 であり、10%水準で有意

に正の影響を与えている。顧客/地域社会ダミーの係数は 3.044 であり、10%水準で有意に正

の影響を与えている。環境ダミーの係数は 4.669 であり、5%水準で有意に正の影響を与え

ている。以上の結果から、経営方針は企業の取り組みに影響を与えていることが検証され

た。 

また、行動基準ダミーにおいて、従業員ダミーの係数は 0.982 であり、正の値を取ったも

のの、統計的に有意な結果は得られなかった。しかし、顧客/地域社会ダミーの係数は 3.580

であり、1%水準で有意に正の影響を与えている。また、環境ダミーの係数は 2.242 であり、

10%水準で有意に正の影響を与えている。以上の結果から、行動基準も企業の取り組みに影

響を与えていることが検証された。 

実証分析 2 の結果から、経営理念・経営方針・行動基準はそれぞれ独立して企業の行動

に影響を与えていることが証明された。したがって、経営理念だけでなく、経営方針や行

動基準も従業員や経営者にとって、実際の取り組みを行うための目標や規律付けとして重

要な役割を果たしていると考えられる。 

ここで、各ダミーの係数に注目する。経営理念ダミーの係数は、すべての項目において

経営方針ダミー・行動基準ダミーの係数よりも大きな値を取るという結果が得られている。

我々は係数の差の検定を行い、それぞれ係数の差が統計的に有意であるのかを検証した。

その結果、従業員における経営理念ダミーと経営方針ダミーの係数の差、経営理念ダミー

と行動基準ダミーの係数の差の検定結果は、それぞれ t 値が 8.212、28.841 となりどちらも

1%水準の t 両側境界値である 2.586 よりも大きな値を取っていた。同様に顧客/地域社会に

おいても 25.065、18.582 と 1%水準の t 両側境界値である 2.586 よりも大きい値が得られた。

環境においても、それぞれ 4.810、26.597 と 1%水準の t 両側境界値である 2.586 よりも大き

い結果となった。以上のことから、従業員・顧客/地域社会・環境における経営理念ダミー

と経営方針ダミーの係数の差、経営理念ダミーと行動基準ダミーの係数の差はそれぞれ統

計的に有意であることが明らかとなった。つまり、企業の不変的な価値観・精神を表す経

営理念が、経営者や従業員が行う意志決定の一番の拠り所とされ、経営理念を具体的な目

標や行動の基準に変換させた経営方針、行動基準と比べ、企業の取り組みに最も強い影響

を与えていることが検証できた。 

 

7. おわりに 

近年日本では経営理念に対する関心が高まっている。その中で頻発する企業の不祥事に
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より、経営理念は企業がタテマエを言っているだけで、実際は形骸化しているのではない

かという疑問が存在する。しかし、企業が掲げる経営理念と実際の企業の取り組みとの関

連性を調べた実証分析は未だにない。そこで本稿では、「経営理念が企業の取り組みに影響

を与えているか」、また、「経営理念」を支えるとされる「経営方針」と「行動基準」も企

業の行動に影響を与えているのかを実証的に検討した。さらに経営理念・経営方針・行動

基準の中で、いずれが企業の取り組みに最も影響を与えているのかを実証的に検討した。 

実証分析 1 では、平均値の差の検定を用いて、従業員・顧客/地域社会・環境の 3 つの項

目ごとに経営理念でその項目について言及している企業と、言及していない企業の CSR 評

価点数を比較した。この結果、CSR の取り組みは、経営理念で言及している企業の方が、

言及していない企業よりも、その項目において高い評価を得ているということが示された。

また、重回帰分析においても、経営理念で言及している企業の方が CSR の評価が高いとい

う結果が得られた。この結果から、経営理念は企業の行動に影響を与えているということ

が明らかとなった。 

実証分析 2 では、経営理念と共に、経営方針や行動基準も企業の取り組みに影響を与え

ているのかを検証した。説明変数に経営理念・経営方針・行動基準の 3 つをダミー変数と

して置き、重回帰分析を行った。結果として、経営理念だけでなく経営方針も全ての項目

で有意な結果が得られ、また行動基準は環境、社会性の項目で有意な結果が得られた。し

たがって、経営方針や行動基準も企業の取り組みに影響を与えているということが明らか

となった。また重回帰分析において、経営理念ダミーの係数が最も高い値を示し、経営方

針ダミー・行動基準ダミーの係数との差は統計的にも有意であった。このことから、経営

理念体系の中では、経営理念が企業の取り組みに最も強い影響を与えているということが

実証された。 

以上の結果より、本稿は経営理念に関する議論に、明確な回答を与えたと言える。経営

理念は形骸化したものではなく、実際に企業の取り組みに影響を与えていたのである。ま

た、経営理念だけでなく、経営方針や行動基準も企業の取り組みに影響を与えていること

が明らかとなった。したがって、経営理念体系を構成する経営理念・経営方針・行動基準

がそれぞれ企業の取り組みに対し影響力を持っていると言える。さらに、企業の不変的な

価値観・精神を表す経営理念が、経営者や従業員が行う意志決定の一番の拠り所とされ、

経営理念体系の中でも企業の取り組みに最も強い影響を与えていることが実証された。 

今後この実証結果を踏まえ、経営理念の実効性についてより深く議論を発展させるため

に、経営理念におけるステークホルダー以外の内容についても、実際の企業の取り組みと

して表れているのか、解明されることを期待したい。 
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注 

(1)
 経営理念の定義についての議論を行った先行研究（Hirota 2010,pp.1134-1137、松村 2006, 

pp.3-14、横川 2009,p.7）をもとに、経営理念に準ずると考えられる項目として企業理念・

創業理念・基本理念・社是・社訓・信条・使命（ミッション）・価値（バリュー）・スロー

ガンを定めた。本稿では、企業の Web サイトで記載されていた上記の項目も、企業が掲げ

る経営理念と見なし、内容分析の対象とした。 

(2)
 CSR イニシアチブ委員会（2003）にならい、企業が各ステークホルダーに対し、法的責

任・経済的責任・倫理的責任・社会貢献的責任を果たすといった内容が経営理念で記載さ

れているかを判断の基準とした。 

(3)
 経営理念と同様に、経営方針と行動基準に準ずると考えられる項目として以下で示すも

のを定めた。 

経営方針に準ずる項目：経営指針・経営姿勢・ビジョン・目指す姿 

行動基準に準ずる項目：行動指針・行動規範・行動倫理・行動憲章・行動宣言・行動原則・

行動理念 

(4)
 手作業で行う内容分析のことで、コンピュータを使った内容分析（Computer Coding）と

対比される。 

(5) ここで、CSR ランキングにおけるアンケートの評価基準例を項目別に紹介する。 

雇用：勤続年数、管理職女性人数、障害者雇用、有給取得率、資格・技能検定の取得奨励

制、海外留学制度等 24 項目 

環境：環境方針文書の有無、環境監査の実施状況、温室効果ガス排出量、環境保全コスト、

事務用品等のグリーン購入比率、エコマークなど第三者審査を受けた環境ラベル等 22 項目 

社会性：参画する地域社会参加活動の具体例、情報システムに関するセキュリティポリシ

ー、商品・サービスの安全性・安全体制に関する部署、消費者対応部署の有無等 10 項目 
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