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1．企業の使命（ミッション）は何か
企業理念は本当に生かされているか

本年も食品の偽装問題、事故米など、企業の

不祥事が相次ぎ、「企業は何のために、誰のため

に存在するのか」を改めて考えさせられた年であ

った。言い換えれば「企業の使命（ミッション）」、

「社会にとっての必要性」が問われたのである。

企業は、ただひたすら利益を追い求めるためだけ

の組織であり、それが存在意義なのだろうか。決

してそうではないはずである。最近は、企業の社

会的責任（CSR）が注目され、従来の収益や財務

を中心とした評価とは異なる視点、例えば社会的

な貢献度からも評価されるようになっている。ま

た、それを明記した企業理念や社是を掲げている

企業も数多くある。

しかし、果たして企業理念、経営方針、社訓

は、経営者や社員一人ひとりの身に付き、日々の

行動に生かされているだろうか。あっても形式に

止まっている企業が多いのではなかろうか。一方

で、社会的使命を重視した経営理念を掲げ、それ

を実践しつつ、なお収益を上げている企業がある。

こうした企業が更に広がっていけば、社会全体も

望ましい方向に変わっていくと期待されよう。

ミッション重視の企業とは

企業の「ステークホルダー」としては、①顧

客、②株主、③地域、④社員、などが代表的なも

のとして挙げられる。これらのステークホルダー

の期待に応え、満足させることが企業の使命であ

り、存在意義であると言うこともできよう。企業

は、①の「顧客」が期待、満足する商品・サービ

スを提供することによって、初めて収益を上げ、

存続することができる。そして、②の「株主」も、

収益を上げ、配当を増加させることでそれが可能

となる。しかし、③の「地域」の期待、満足につ

いては、単に企業を取り巻く狭義の地域、市町村

だけを指すのではなく、もっと広く地域社会、社

会全体と捉え、それらに対する貢献と考えるべき

ミッション重視経営が会社・社会を変える　
―会社は何のために、誰のために存在するのか―

高橋 健治（たかはしけんじ）
常務理事特別上席エコノミスト

1969 年山一證券入社。主に調査畑を歩む。95年山一証券経済研究所経済調査
部長。その間、日本経済研究センター、国際金融情報センターへ出向、80 ～
83 年、90～ 95 年ロンドンに駐在。98年 3月東レに入社。東レ経営研究所産
業経済調査部長を経て、2002年 6月東レ IR室次長。2004年 10月から現職。

Point
1 企業の存在意義は利益を上げるだけではなく、社会的な使命（ミッション）を持って業務を遂行す

ることにある。企業理念も日々の行動で実践すべきである。
2 ヤマト運輸は人を「人財」と考え、長期間にわたり従業員を増加させており、いわば「雇用創出」

企業である。
3 日本理化学工業は、障害者を積極的に受け入れ、全従業員の 7割以上に達している。
4 J ＆ J は、企業理念を日々の行動に生かし、かつ定期的に見直している。



今後の景気の焦点は設備投資の持続力

2008.12 経営センサー
21

ミッション重視経営が会社・社会を変える

21

ではなかろうか。

また、④の「社員」に関しては、多くの企業

が「失われた 10 年」の間、収益を回復させるた

め、リストラを実施して雇用を減らしている。

企業としては、存続することが第一の社会的貢

献で、そのためにやむなく雇用を減らした、と

いう面はあろう。しかし、雇用を減らしたこと

が社員にとって果たして幸福なのか、また、社

会的に望ましいことなのか、問題がないとは言

えない。そうした中で、雇用者数を大きく増加

させている企業が存在する。また、多くの企業

は、障害者雇用が法律で義務付けされているに

もかかわらず、義務を果たしていないことが多

いが、障害者を多く雇用している企業もある。

これらは地域社会、社会全体に対する貢献が大

きい企業と言えよう。更に、立派な企業理念や

社是が多い企業にあって、それを経営に生かし、

従業員もそれを日々実践し、定期的に見直して

いる企業がある。これは経営理念が絵空事では

なく、実際に生かされている例である。

今回は、こうした社会的使命、ミッション経

営を重視している企業の例を取り上げることにし

たい。

2．ヤマト運輸
（１）従業員数が大きく増加

「失われた 10 年」の間、多くの企業が生き残

りのためリストラを行い、従業員を減らしてきた。

更に、業績が回復しても、容易に雇用を増やそう

とせず、派遣社員やパートで補っている企業が目

立つ。ステークホルダー④の「社員」を減らして

きたのである。そうした中で、「社員を単なる

『人材』ではなく、会社の財産としての『人財』

と考え、何よりも『人を大切』にしている」会社

（単位：人） 

会社名 単独・連結 91年3月末 01年3月末 08年3月末 

39,951 91,026 ＊ 

101,784 169,836

81,763 55,609 37,143

340,939 347,810

71,921 52,263 33,260

188,042 197,718

45,346 44,951 42,728

292,790 305,828

18,130 18,845 17,555

181,800 180,500

56,873 30,747 31,081

133,800 159,227

69,071 66,005 69,478

（90年12月） 215,648 316,121

54,062 18,918 15,083

52,000 48,757

50,377 40,287 38,517

66,219 69,177
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東芝 
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トヨタ 
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日本通運 

図表 1 主要企業の従業員数の推移

注１．トヨタの 91年 3月末欄は、90 年 12 月末
注２．ヤマト運輸は、現在、ヤマトホールディングス

出所：「会社四季報」東洋経済新報社より作成
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がある。リストラを行わずに雇用を創出し、従業

員数を大きく増加させている。その代表的な例が

「ヤマト運輸」（ヤマトホールディングスグループ）

である。91 年 3 月末の従業員は 39,951 人であっ

たが、01 年 3 月末は 91,023 人と、2.3 倍に増加し

ている（単独ベース）。更に、連結ベースでは、

01 年 3 月末の 101,784 人に対して、08 年 3 月末

は 169,836 人と、約 1.7 倍に増加させている。同

業他社と比べてもその違いが際立っている。

また、それ以外のわが国の主要企業において

も、その間、リストラによって従業員を減らし

ているところが多い。これらを考えると、ヤマ

ト運輸の従業員の大幅な増加は特筆すべきこと

である。もっとも、連結ベースでは、その間に

新しく連結に加わった会社も含まれているので、

他社比較するに当たっては注意が必要で、図表 1

はあくまで目安、参考情報である。図表 1 の中

ではトヨタの約 10 万人増に次いで連結ベースで

従業員の増加が多い。「雇用の創出」企業は、も

っと世間で認識され、評価されても良いのでは

なかろうか。

（２）イノベーションでも「雇用創出」

ヤマト運輸は、運輸・サービス業分野における

「イノベーション企業」と言えよう。76 年に「宅

配便」をわが国で初めて導入したし、翌日配達、

クール宅配便、往復宅配便などを開発、最近では

メール便も開始した。それらによって業務が更に

拡大し、新たな雇用機会を創出、従業員が増えて

いると考えられる。また、本年、大手調査会社と

業務提携して大規模な政府統計調査の受け皿とし

て名乗りを上げ、実際に「サービス産業動向調査」

の民間受託に成功した。これは、これまで民間で

は無理と見られていた政府の大規模調査に対し、

メール便を担当する「メイト」と言われる人達を

教育・訓練することによって可能になった新規業

務である。これによって統計の守秘義務、質の維

持、向上が図れる一方、経費削減も達成できる新

たな方法を開発、当初、困難とみられた事業を可

能なものにしたのである。今後、これが軌道に乗

れば、新たな就労機会が増加する可能性もある。

まさに、イノベーションに積極的な企業である。

（３）「社訓」で人を「人財」として重視

1931 年に制定されたヤマト運輸の「社訓」は、

「グループ企業理念」の原点である。ヤマトグルー

プは、「社会とともに持続的に発展する企業」、

「働く社員がいつまでも誇りと思える企業」を目

指して、グループの社員全員で企業理念を共有し、

CSR を更に推進している。

【社訓と会社による解説】

一、 ヤマトは我なり
ヤマトグループは、お金や設備以上に、「人」

が最大の資本となって成り立っている会社です。
社員を単なる「人材」ではなく、会社の財産と
しての「人財」と考え、何よりも「人を尊重」
します。社員一人ひとりの「和」の力、「協力・
結束・調和」が、ヤマトグループの企業として
の力を生み出します。この「自分自身＝ヤマト
という意識を持ちなさい」という言葉は、ヤマ
トグループの全員経営の精神を表しています。

二、 運送行為は委託者の意思の延長と知るべし
ヤマトグループは、運送サービスを通して、

お客様（委託者）のこころを受け継ぎ、責任と
誠意とまごころとをもって、迅速かつ正確に運
び、お届けすることを事業の目的としています。
この言葉は、ヤマトグループの社員一人ひとり
が“どうすれば、お客様にもっと満足していた
だけるか？”という「興味と熱意」を常に持つ
ことの大切さを示しています。

三、 思想を堅実に礼節を重んずべし
社会生活に欠くことのできない公共性の高い

サービスに従事するヤマトグループの社員は、
一人ひとりが、“いかに社会や生活のお役に立て
るか？”ということを、常に念頭におかなくて
はなりません。そのために、「礼節（礼儀と節度）」
を重んじ、社会の一員としてコンプライアンス
（法令、企業倫理等の遵守）を実践していきます。
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（４）障害者674名も同じメール配達便に従事

また、ヤマト運輸は、2004 年 10 月、「街で障

害のある方々が働いている風景を当たり前にした

い」との考え方から、障害者の就労を支援する一

環として障害者施設や小規模作業所による「クロ

ネコメール便」配達事業をスタートしている。障

害者の「自立」と「社会参加」を目指す（財）ヤ

マト福祉財団を窓口として、ヤマト運輸のメール

便配達業務を新しい就労の場として提供し、障害

者の地域との共生を支援するものである。このよ

うに、障害者を積極的に雇用することは、企業の

社会的な貢献として重要である。

障害者施設や作業所が契約主体となっている

が、配達業務の内容や 1冊当たりの配達委託単価

（賃金）は個人契約のメール便配達員と同じであ

る。2007 年 3 月末現在、全国 174 カ所の施設・

作業所が参入し、674 名の障害者がメール便配達

の仕事に従事している。

このように、障害者を含め、人を会社の財産、

「人財」と考え、大事にしている会社である。

3．日本理化学工業
（１）障害者が全体の7割も

中小企業の中にも、障害者を積極的に雇用し

ている企業がある。その代表的な企業が日本理化

学工業である。資本金は 2,000 万円、本社は東京

都大田区南雪谷にある。工場は 2カ所（川崎工場、

美唄工場）で、川崎工場は社員 47 名（うち、重

度知的障害者 22 名、軽度知的障害者 10 名）、美

唄工場は社員 28 名（うち、重度知的障害者 13 名、

軽度知的障害者 9名）と、障害者が 7割以上に達

している。取扱商品は、チョーク関係（ダストレ

スチョーク、学校用蛍光チョーク）、黒板（白板）

関係、工事用・家庭用キットパス関連などで、ダ

ストレスチョークの国内シェア 30 ％以上である。

（２）障害者雇用を始めた経緯

1）就業体験からスタート

1959 年、会社に養護学校の女性教師が訪ねて

きた。「今度、卒業予定の子供を 2 人、採用して

いただけないか」。大山社長（当時は専務）は、

その子供たちを雇う自信がなく、断った。しかし、

その教師は、その後も 2 度、3 度訪問し、お願い

したが、それでも断られた。そこで、教師は「就

職が無理なら、せめて働く体験だけでも」とお願

いし、社長は「1 週間だけなら」という条件で 2

名を就業体験させることにした。

2）従業員が雇用を社長に直訴

就業体験が始まると、2人は、就業時間が午前

8 時から午後 5 時までなのに毎朝 7 時には出社

し、慣れない作業に一生懸命取り組んだ。1 週間

が過ぎ、就業体験が終わろうとした頃、10 数人

の従業員が社長に面会を求めた。そして「是非、

あの子達を正社員に採用して欲しい。彼らにでき

ないことがあれば自分たちがカバーするから」と

直訴した。彼らが社員の心を動かすほど一生懸命

働いたからである。そこで、社員の意向を汲んで、

60 年、正式社員としてこの 2 人を採用すること

にした。

3）障害者に合わせて工程を変え、能力発揮

雇用したものの、当初は苦労の連続であった。

そこで、従来のやり方を彼らにさせるのではなく、

一人ひとりの能力に合わせて機械、道具、部品を

変えた。例えば、数字が読めなくても色の識別が

できるなら色の識別で操作できるように変えた。

稼働時間も砂時計を使って時間が分かるようにす

るなど、作業方法を変えた。その結果、その人に

向いている仕事を与えると能力を最大限に発揮

し、健常者に劣らない仕事ができるようになった。

創意工夫によって知的障害者が戦力化したのであ

る。

4）働く場所の提供が社会的使命

しかし、大山社長は、障害者を雇用したもの

の、彼らは働くことが本当に幸せなのか、よく

分からなかった。施設でのんびり暮らすことの
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方が彼らの幸せではないか、と考えたからであ

る。そこで、ある時、禅僧にそれについて尋ね

た。禅僧からは、「人の幸せは、人にほめられ、

人の役に立ち、人から必要とされることである」

と教えられた。そこで、この言葉から、障害者

の幸せが実現できるのは、働く場の提供であり、

それは企業の社会的使命である、と気付いたの

である。それ以降、障害者の雇用に前向きに取

り組み、現在、全従業員の 7 割以上に達するま

でになっている。

（３）まだ低いわが国の障害者雇用

わが国の障害者の法定雇用率は、民間企業の

場合、常用雇用者 56 人以上規模で、1.8 ％と決め

られている。しかし、実雇用率は 2007 年で

1.55 ％であり、かなりの企業はそれに達していな

い。上述したように当社は実雇用率が 70 ％を超

え、重度知的障害者も 50 ％を占めている。この

面で、当社がいかに先進している企業かが理解さ

れよう。

ちなみに、川崎工場は、わが国の身障者多数

雇用モデル工場第一号（1975 年）であり、夕張

工場とともに国の重度障害者多数雇用事業所であ

る。なお、重度障害者多数事業所とは、雇用労働

者に占める重度障害者の割合が 10 人を超え、か

つ 20 ％以上の事業所を言う。

（４）幸せな人生を送れる職場

経営方針に、「3．全従業員にとってつねに能

力を十分に発揮でき、幸せな人生を送れる職場と

する」とある。これは、健常者だけでなく、知的

障害者にも能力を十分発揮できる職場を提供し、

幸せな人生を送ってもらいたいと考えているから

である。

障害者雇用は、健常者にとっても彼らが一生

懸命作業することを見て逆に元気をもらい、活気

付くことができると言う。まさに、プラスの好循

環が生み出されるのである。

【経営方針】

（５）定年後も障害者の雇用を継続

最初に就業体験し、その後、正社員で入社し

た 1人は、定年を過ぎた現在も嘱託社員として働

いている。この会社では申し出があれば、65、66

歳頃まで嘱託社員として働くことができる。雇用

継続は障害者だけでなく、社員の家族にとっても

幸せである。

4．ジョンソン・エンド・ジョンソン（J&J）
（１）経営理念を実践

会社が危急存亡の大事件に直面した時、経営

陣、社員が行動指針としたのは経営理念であった。

その結果、迅速かつ誠実な対応、行動が社会から

高く評価され、苦難を乗り切ることができた。現

在でも経営理念が現場で生かされ、定期的な見直

しが行われている会社、それがジョンソン・エン

ド・ジョンソン（J&J）である。

経営理念「我が信条」は、43 年、ニューヨー

ク証券取引所に株式公開する 1年前、創業者の孫、

ロバート・ W・ジョンソン・ジュニア（3 代目

社長）によって起草された。当時としてはかなり

革新的で、現在の CSR の考え方に通じるものが

ある。それ以降、一貫して「我が信条」が行動の

指針となっている。

１．顧客の視点に立ち、商品を開発し、つねに
最良の製品をもっとも良心的に供給する

２．会社に貢献する強い意志をつねに持って、
誠実と信用を基とし、堅実経営を貫く

３．全従業員にとってつねに能力を十分に発揮
でき、幸せな人生を送れる職場とする

４．つねに時代と照らし合わせ、短期・長期の
目標を掲げ、つねにチャレンジする心を忘
れない

５．会社と社員の成長のために経営計画の４原
則 PDCAを遵守する



今後の景気の焦点は設備投資の持続力

2008.12 経営センサー
25

ミッション重視経営が会社・社会を変える

25

我が信条（Our Credo）

「我が信条」の特徴としては、以下の点を挙げ

ることができる。

①タイレノール事件を初め、経営陣、社員の行

動が、「我が信条」に基づいている。

②アメリカの会社であるが、ステークホルダー

の優先順位を、顧客、社員、地域、株主の順

と明言しており、株主が最下位となっている。

③定期的に世界中の社員に、「我が信条」に基づ

いて経営されているか調査している。

④「我が信条」を、定期的に海外 57 カ国の社長

が 5 日間集って改定すべきかどうか討議し、

必要があれば見直しされている。

（２）タイレノール事件で実践

危機管理で有名になった「タイレノール事件」

は、「我が信条」が大きな役割を果たした。1982

年、解熱鎮痛剤の No.1 ブランド、タイレノール

にシアン化合物が混入されたとの報が入り、J&J

は、「我が信条」に基づいて行動した。まず、積

極的に情報公開し、カプセルを全部回収した。そ

の費用は莫大であったが、顧客から死者を出して

はいけないとの判断が目先の損得より優先され

た。これによって、一時、大幅な売り上げ減少と

なったものの、2 カ月後、売り上げは事件前の 8

割まで急回復した。また、86 年にも同様な事件

が発生し、同じように対処し、解決された。

我々の第四の、そして最後の責任は、会社の株
主に対するものである。
事業は健全な利益を生まなければならない。
我々は新しい考えを試みなければならない。
研究開発は継続され、革新的な企画は開発され、
失敗は償わなければならない。
新しい設備を購入し、新しい施設を整備し、新
しい製品を市場に導入しなければならない。
逆境の時に備えて蓄積を行わなければならない。
これらすべての原則が実行されてはじめて、株
主は正当な報酬を享受することができるものと
確信する。

我々の第一の責任は、我々の製品およびサービ
スを使用してくれる医師、看護師、患者、そし
て母親、父親をはじめとする、すべての顧客に
対するものであると確信する。
顧客一人一人のニーズに応えるにあたり、我々
の行うすべての活動は質的に高い水準のもので
なければならない。
適正な価格を維持するため、我々は常に製品原
価を引き下げる努力をしなければならない。
顧客からの注文には、迅速、かつ正確に応えな
ければならない。
我々の取引先には、適正な利益を上げる機会を
提供しなければならない。

＊
我々の第二の責任は全社員―世界中で共に働く
男性も女性も―に対するものである。
社員一人一人は個人として尊重され、その尊厳
と価値が認められなければならない。
社員は安心して仕事に従事できなければならな
い。
待遇は公正かつ適切でなければならず、働く環
境は清潔で、整理整頓され、かつ安全でなけれ
ばならない。
社員が家族に対する責任を十分果たすことがで
きるよう、配慮しなければならない。
社員の提案、苦情が自由にできる環境でなけれ
ばならない。
能力ある人々には、雇用、能力開発および昇進
の機会が平等に与えられなければならない。
我々は有能な管理者を任命しなければならない。
そして、その行動は公正、かつ道義にかなった
ものでなければならない。

＊
我々の第三の責任は、我々が生活し、働いてい
る地域社会、更には全世界の共同社会に対する
ものである。
我々は良き市民として、有益な社会事業および
福祉に貢献し、適切な租税を負担しなければな
らない。
我々は社会の発展、健康の増進、教育の改善に
寄与する活動に参画しなければならない。
我々が使用する施設を常に良好な状態に保ち、
環境と資源の保護に努めなければならない。

＊
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「我が信条」の最初に、「我々の第一の責任は、

我々の製品およびサービスを使用してくれる医

師、看護師、患者、そして母親、父親をはじめと

する、すべての顧客に対するものであると確信す

る」とあり、日頃から「我が信条」が身に付いて

いた経営陣、社員は、とくに会議を行うことなく、

無意識のうちに適切な対応を取ることができたの

である。また、この事件によって、経営理念の大

切さが改めて再認識されたと言われている。

（３）株主は第4位でも納得

多くの米国企業では、ステークホルダーにお

ける「株主」の地位は高い。しかし、上述したよ

うに、「我が信条」ではあえて第 4 位である。と

は言え、業績は 75 期連続増収、45 期連続増配と、

抜群のパフォーマンスを誇っている。業績が好調

であれば、株主は納得する。また、企業にとって、

サステナブル（持続的）企業を目指すことが重要

であり、短期的に損をしても、長期的には株主に

貢献することが重要と考えている。

（４）定期的な見直し

経営理念は、壁に飾っておくものではないと

考えている。このため、会社が定期的に「我が信

条」に関して社員にアンケート調査をし、また、

定期的な見直しを行っている。多くの会社では、

こうしたことがあまり行われていないようだ。こ

れによって、経営幹部も、一般社員も経営理念で

ある「我が信条」を身近なものとすることができ

る。

1）クレド・サーベイ

毎年 9 月に全世界 57 カ国、従業員 100 人以上

の会社に一斉に実施される。10 人以上の単位で、

無記名でチェックする。「我が信条」の哲学に則

り経営されているか、社員に尋ねている。世界で

同じ 18 項目、100 の質問があり、低い項目をい

かに引き上げるか、その改善プログラムを作成し、

改善されたかどうかチェックされる。これによっ

て会社経営の健全度を測っている。「我が信条」

の、「社員の提案、苦情が自由にできる環境でな

ければならない」に由来している。

2）クレド・チャレンジ

4 年に一度、「我が信条」を 57 カ国の社長、幹

部が集まり、5 日間缶詰になってレビューする。

「我が信条」が現在の状況に合致しているか、文

章を細かくチェックする。昔は、「神の御加護」

などの単語もあったという。ジョンソン氏の基本

的な思想は変わらないが、細かいところは現状に

合わせて徐々に変更し、見直しが行われている。

このように、企業理念「我が信条」は、お飾

り的な経営理念ではなく、社員は、日々の行動が

「我が信条」に基づいているかどうかを意識して

いる身近な存在として生かされている。
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