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１．はじ めに

す結果が得られている 。
関連する海外の特徴的 な研究では、Burton,

高い業績を上げる企業の秘密を探る研究

Lauridsen, and Obel（2004）があり、デンマ

は、学界・実務界を問 わず古くから 行われて

ークの中小企業 175社の CEO への質問表の結

きた。ベストセラーと なった「エク セレント

果を分析し、組織風土 と企業の戦略 の組み合

カンパニー」や「ビジ ョナリーカン パニー」

わせが業績に影響を与 える可能性を 示す結果

のような書籍のほか、 日本企業を対 象にした

を得ている。

類似の研究としては新 原（2006）、三品（2004）、

本研究では、組織風土 と、企業の組織 ・人

三 品 （ 2007）、 リ ク ル ー ト マネ ジ メ ン ト ソ リ

事マネジメント施策や トップマネジ メントの

ューションズ組織行動 研究所（2010）などが

特徴の組み合わせが、 財務業績に影 響を与え

ある。

る可能性があるのか、 どのような組 み合わせ

中でも、リクルートマ ネジメントソリ ュー

が業績向上に有効なの かを探ること を試みる 。

ションズ組織行動研究 所（2010）は、定量・

なお、組織風土や企業 の特徴の把握 には、リ

定性調査分析により、 組織・人材マ ネジメン

クルートとリクルート マネジメント ソリュー

トの普遍的なモデルを 探ることを試 みている 。

ションズが共同開発し た企業 DNAサーベイを

そこで日本の「持続的 成長企業」と して取り

用いる。

上げられた企業の定性 情報を確認し ていくと 、
企業の強みはそれぞれ 異なっており 、企業独

2．組織調査

企 業 DNA

サーベイ

自の「らしさ」あるい は「勝ちパタ ーン」が
あることが推察された 。
勝ちパターンは、企業 が採用する戦略 やポ

2. 1 .

企業 DNA

企業 DNA

サーベイの特徴

サーベイは、企業が採用活 動時

ジショニング、組織風 土、経営資源 などの要

の広報コンセプトの企 画検討のため の参考情

素が単独で成り立つの ではなく、そ れらが組

報として、組織風土や 企業の強みと なる魅力

み合わさることによっ て有効となる と考えら

要素を把握することを 目的に開発さ れた。こ

れる。前述の調査では 、業績を高め る組織の

のサーベイは組織風土 の特徴を把握 するため

行動能力として「ビジョ ン共有力 」
「横断展開

のＡパーツと、事業・ 取組姿勢、仕 事内容、

力」
「意思疎通力 」
「知の交流 力」
「実行力 」
「変

制度・環境、トップマネジ メントの 4 つの側

革力」という 6つの要 素とモデルを 設定し、

面に関する自社の魅力 要素を抽出す るための

業績との関係性を共分 散構造分析で 確認した

Ｂパーツの 2 部 から構成されて いる。Ａパー

ところ、6つの要素が相互 に影響しあい なが

ツは 160 の形容詞（キーワ ード）に対して 、

ら、企業の業績を高め ているという 構造を示

その特徴が自社にあて はまるかどう かを回答

者に問う形式であり、 形容詞の意味 内容の近

ーション」「理 想に向かう情 熱と意欲 」「変化

さに基づき 12 の尺度 得点が算出さ れる。尺

への機敏で柔軟な対応 」「自 由と個性の尊重 」

度得点は標準化された １から 7 まで の得点で

といった特徴が強く、 開放的で環境 変化に対

報告され、平均は 4 となっている。12 尺度の

する柔軟性が高い一方 、着実に課題 を進める

背後には、
「創 造・開拓⇔完遂・探究」
「協調 ・

といった特徴は弱く、 情熱や勢いを 感じさせ

親和⇔競争・自立」とい う 2 軸が設 定されて

る。

おり、それぞれを縦軸 、横軸として 布置され

チャレンジャー風土はパイオニア風土と

るレーダーチャートで 結果が表示さ れる。Ｂ

似ているが「理想に向か う情熱と意欲 」
「変化

パーツは、事業、仕事 内容、制度・ 環境、ト

への機敏で柔軟な対応 」
「 厳しさと競 争を通じ

ップマネジメントの魅 力を表す計 41 の項目

た成長」といった特徴 が際立ってお り、厳し

について、自社にあて はまるかどう かを回答

い競争風土の中で互い に切磋琢磨し あいなが

者に問うものである。 各項目それぞ れについ

らスピーディーに決断 していく傾向 がみられ

て 0〜100% の選択率で報告される。

る。「オープン なコミュニケ ーション 」「相互
の思いやりとあたたか さ」といった協調/ 親和

2. 2.

系の特徴が弱いところ がパイオニア 風土との

組織の４タイプ

2005 年 3 月か ら 2005 年 10 月までの 期間

違いである。このタイ プも「手堅く 着実な課

に実施されたデータを 用いて、多様 な組織風

題の遂行」が弱いこと から、確実に 物事を進

土をいくつかのタイプ に分類して把 握するこ

めるというよりも、目 標に向かって 邁進する

とができないかを検討 した（リクル ートマネ

組織風土といえる。

ジメントソリューショ ンズ,2006）。組織風土
のタイプ抽出には企業 DNA

サーベイの A

オフィサー風土はどの特徴もバランスよ

パ

く一定レベルを有して いるが、その 中で際立

ーツの 12 尺度の得点 を用いてクラ スタ分析

っているのが「手堅く着 実な課題の遂行 」
「最

を行った。この結果、 5 つのクラス タを抽出

後までやりぬく責任感 と誠実さ」で ある。実

したが、このうちひと つのクラスタ は 12 尺

直に手堅く課題を進め るため、安定 感が感じ

度の得点すべてが低い ということ以 外に際立

られるものの、変革性 や事業のスピ ード感に

った特徴が見られなか ったため対象 から外し 、

ついてはあまり目立た ない。

残りの 4 つを組織風土 のタイプの原 型とした 。

最後に、コーディネーター風土であるが、

4 つのクラスタへのあ てはまりがよい 企業

「相互の思いやりとあ たたかさ」が 際立った

（計 53 社）に絞って 再集計したも のを対象

特徴であり、職場や会 社で互いを尊 重しなが

に特徴を確認した。得 られた４つの クラスタ

らアットホームな雰囲 気の中で働い ている様

を、風通しがよく型に はまらない創 造的な組

子が感じられ、組織の 調和を重視す る価値観

織風土である「パイオニ ア風土」、ス ピード感

が強いため、
「厳し さと競争を通 じた成長」や

があり競争的な組織風 土である「チ ャレンジ

「変化への機敏で柔軟 な対応」とい った特徴

ャー風土」、堅実さと真 面目さを兼ね 備えた組

が弱く、環境変化に対 しても、ゆっ たりとし

織風土である「オフィサ ー風土」、組 織の中で

ている様子がうかがえ る。

の調和を重んじ、なご やかな組織風 土である
「コーディネーター風 土」と名づけ た。各タ
イプの特徴とそれに紐 付く特徴的な キーワー
ドは図表１、2 に示 す。
パイオニア風土は「オ ープンなコミュ ニケ

図表1 各タイプの特徴
パイオニア風土

オフィサー風土
創造／ 開拓

創造／開拓

変革と 新たな価値の創造

変革と新たな価値の創造

変化へ の機敏で 柔軟な対応

理想に向か う情 熱と意欲

厳し さ と競争 を通じ た成長

相 互の思い やりと あたたかさ

協調／親 和

競争／自立

競争／自立

合理的な判断と論理性の重視

最後までやりぬく責任感と誠実さ

高い専門性の追求

手堅く着実な課題の遂 行

手堅く着実な課題の遂行

完 遂／探究

完遂／探究

コーディネーター風土
創造／開拓

創造／開拓

変革と 新たな価 値の創造

変革と新たな価値の創造

変化への機敏で 柔軟な対応

理想に向かう情熱と 意欲

厳し さと 競争を通じ た成長

相互の思 いやりと あたたかさ

強い連帯感と チ ーム ワ ーク

オープンなコミュニケーション

競争／ 自立

協調／親和

合理的な判断と 論理性の 重視

最後ま で やりぬく責任 感と誠 実さ

変化への機敏で柔軟な対応

理想に向かう情熱と意欲

自由と個 性の尊重

オー プンなコミュニ ケー ション

自由と個性の尊重

厳しさと競争を通じた成長

相互の思いやりとあたたかさ

強い連帯感とチームワーク

高い専門性の 追求

高い専門性の追求

手 堅く着 実な課 題の遂行

手堅く着実な課題の遂行

完遂／探 究

完遂／探究

各タイプに 特徴的なキーワ ード

競争／自立

合理的な判断と論理性の重視

最後までやりぬく責任感と誠実さ

対 TOPIX
図表 2

厳しさと競争を通じた成長

相互の思いやりとあたたかさ

強い連帯感とチームワーク

チャレンジャー風土

協 調／ 親 和

協調／親和

高い専 門性の追求

最後まで やり ぬく責任感と 誠実さ

自由と個性の尊重

オープンなコミュニケーション

合理的 な判断と 論理性の 重視

強い 連帯感と チ ーム ワー ク

変化への機敏で柔軟な対応

理想に向かう情熱と意欲

自由と 個性の 尊重

オープ ンなコミュニ ケー ション

株価上昇倍率は、一定の期 間に

おいて株価の上昇が TOPIX

の上昇を上回っ

ていれば 1 より大きくなり、株価の上昇が

組織の4タイプ

特徴的なキーワード

パイオニア風土

熱い、情熱的な、喜びを分かち合う、フランクな、思い切りのよ
い、モチベーションの高い、スピード感あふれる、バイタリティに
あふれた、ポジティブな、エネルギッシュな

TOPIX

熱い、変化の激しい、スピード感あふれる、情熱的な、決断の
速い、攻める、エネルギッシュな、がむしゃらな、刺激し合う、
ハードな

長期的な業績として 、15 年間の株価 の変化に

石橋をたたいて渡る、用意周到な、勤勉な、堅実な、誠実な、
真面目な、物の筋道を重視する、論理的な、秩序だった、懐が
深い

の平均株価を、1995 年 の各月末の平 均株価で

チャレンジャー風土

オフィサー風土

寛容な、のんびりとした、温かい、やさしい、フランクな、あいま
いさを残す、居心地のいい、和気あいあいとした、なごやかな、
コーディネーター風土
保守的な

の上昇に満たない 場合には、１より小

さくなる。今回の分析 においては、 ある程度
注目する。株価上昇倍 率は 2010 年の各月末
割って算出する。TOPIX

算による。なお、財務数値データは
Datastream

から入手した。

4 ．分析と考 察

3 ．財務業績 指標
本研究では業績をあらわす指標として株
価に基づく数値を用い た。株式市場 全体の指
数である TOPIX

上昇倍率も同様の計

に対し、企業の株 価がどれ

4 .1 .

記述統計

本研究においては、2005 年 から 2011 年 3
月までに得られ た 493 社の DNA

サーベイの

だけ上回って上昇した のか（あるい は下降し

結果に基づき、493 社を前述の４タ イプのい

たのか）を把握するために以下のような対

ずれかに割り当てた。

TOPIX

株価上昇倍率を算 出した。

DNA

サーベイの B

パーツは組織の魅 力度

を測る項目として、事 業・取組姿勢 、仕事、
対 TOPIX

制度・環境、トップマ ネジメントに 関する項

株価上昇倍率

＝株価上昇倍率÷TOPIX

上昇倍率

目が用意されているが 、本研究にお いては人
事マネジメント施策に 関連する、制 度・環境

およびトップマネジメ ントの魅力に 関しての

風土においては、業務 を遂行させる ことの優

項目のみを使用した。

先度が高くなることが 示されている と考えら

株式を上場しており、15 年間の株価デ ータ

れる。また、
「経営の意 思決定がスピ ーディー

が入手可能な企業 は 88 社 7130 名（ パイオニ

である」のようなトッ プマネジメン トに関す

ア風土 2 社、チャレ ンジャー風 土 20 社、オ

る項目の得点が高くな っており、企 業が一丸

フィサー風土 49 社、 コーディネー ター風土

となってスピーディー に物事を進め る風土に

17 社）であった。パイオニ ア風土は 2 社 32

おいては、経営トップ の役割が大き いことが

名と少なかったため 、以降の 分析から除いた 。

示唆されている。

図表 3 では後に紹介す る比率検定に 使用した

各風土に共通して高い 得点であった「 雇用

データの記述統計を示 す。選択率平 均は各質

が安定している」は、 オフィサー風 土におい

問項目に「自社の風土 にあてはまる 」と回答

ては際立って高くなっ ている。この 結果は、

された選択率をあらわ している。

安定を志向する組織風 土と整合して いるとい
える。

図表 3

記述統計

コーディネーター風土 においては、ほ かの
チャレンジャー オフィサー風土 コーディネー
風土
ター風土

ッ

選択率平均 （標準偏差）
20社 1647名 49社 4527名 17社 1194名
実力に応じて仕事やポス
0.52(0.19) 0.43(0.14) 0.32(0.10)
トを任される
仕事の成績や業績の評
0.22(0.13) 0.22(0.11) 0.09(0.06)
価に納得感がある
若手の意見が重視されて
0.30(0.16) 0.28(0.14) 0.23(0.11)
いる
有給休暇が取得しやすい
0.19(0.21) 0.37(0.21) 0.43(0.18)
0.29(0.19) 0.30(0.21) 0.24(0.13)
女性が働きやすい
雇用が安定している
0.35(0.19) 0.62(0.17) 0.40(0.14)
制 オフィス環境が快適であ
0.16(0.10) 0.25(0.14) 0.16(0.09)
度 る
・ 給与水準が高い
0.23(0.24) 0.25(0.25) 0.09(0.14)
環 幅広いキャリアの選択肢
0.16(0.11) 0.17(0.12) 0.06(0.07)
境 がある
希望するキャリアコースや
0.07(0.07) 0.09(0.09) 0.05(0.04)
職種への異動がかないや
すい
希望する地域での勤務が
0.16(0.06) 0.14(0.12) 0.16(0.08)
認められやすい
教育研修制度が充実して
0.27(0.20) 0.32(0.15) 0.17(0.10)
いる
0.25(0.17) 0.37(0.23) 0.24(0.14)
福利厚生が充実している
就業時間の自由度が高い
0.13(0.11) 0.23(0.16) 0.26(0.15)
ト 優れた企業戦略やビジョ
0.37(0.19) 0.35(0.17) 0.12(0.08)
ンが発信されている
メ 経営の意思決定がスピー
プ
0.42(0.22) 0.21(0.12) 0.08(0.05)
ン ディーである
マ
ト
経営陣と社員との距離が
ネ
0.33(0.16) 0.35(0.20) 0.33(0.12)
ジ 近い
トップが魅力的である
0.35(0.20) 0.24(0.15) 0.13(0.12)

各 風 土 に 共 通 し て 得 点 が 高 い 項 目 は 、「 実

風土と比較して特に際 立って高いも のはみら
れない。コーディネー ター風土の中 での特徴
を確認すると、
「 有給休 暇が取得しや すい」
「雇
用が安定している 「
」 経 営陣と社員と の距離が
近い」が高くなってお り、アットホ ームな組
織風土をあらわしてい るといえる。
なお、スペースの関係 で記載していな いが、
株価データが入手でき ない企業を含 めた全て
のデータでの得点も同 じような傾向 が示され
た。
4 . 2.

比率検定

次に、企業の業績に結 びつく組織の特 徴を
探るために比率検定を 行う。比率検定 は 2 つ
のグループ間の比率が 等しいかどう かを検定
する方法である。対 TOPIX

株価上昇倍率が 1

力に応じて仕事やポス トを任される 」
「 雇用が

以上を G 群、1 未 満を P 群と して企業を分け 、

安定している」であり 、実力主義が 浸透する

組織の魅力度に関する 各項目に差が あるのか

一方で、雇用を守ると いう日本企業 のスタン

検定を行った。

スが示されているとい える。
厳しい競争風土の中で切磋琢磨すること

分析の結果を図表 4 に示す 。**は 1％水準、
*は 5% 水準で統計的に 2 群の差が有 意であり 、

が求められるチャレン ジャー風土に おいては

業績と正の関係である ことを示して いる。一

「実力に応じて仕事や ポストを任さ れる」が

方、▲は 1％水準、△は 5% 水準で統 計的に有

際立って高くなってい る。一方で「 有給休暇

意であり、業績 と負の関係で あることを示す 。

が取得しやすい 」「就業時間 の自由度が高い 」

チャレンジャー風土は、得点の低かった

は低くなっており、目 標に向かって 邁進する

「有給休暇が取得しや すい」
「 就業時 間の自由

度が高い」
（図表 3 参照）につい て GP 群間で

と考えられることから 、人材マネジ メントの

有意な差が出ており、 また「福利厚 生が充実

巧拙が業績に関係する ことを示す結 果といえ

している」でも同様の 結果であった 。仕事優

る。誠実・チームワー クを重視する 風土にお

先になりがちな風土で あっても、高 業績な企

いては、より評価の納 得性が重要な 要素とな

業においては福利厚生 もおざなりに せず、自

ると考えられる。また 、
「若手の意見 が重視さ

律的に働ける環境が用 意されている ことが示

れている」も業績と正 の関係にあり 、評価の

唆さる。また、総じて 高かったトッ プマネジ

納得感につながってい る可能性があ る。さら

メントに関する項目で は「優れた企 業戦略や

に、「女性が働 きやすい 」「オフィス 環境が快

ビジョンが発信されて いる」
「 経営の 意思決定

適である」
「 教育研修制 度が充実して いる」
「福

がスピーディーである 」
「 トップが魅 力的であ

利厚生が充実している 」といった働 きやすさ

る」で G 群のほうが有意に 高くなっていた 。

を 表す 項 目 も G 群 の ほ うが 有 意 に高 く な っ

これらの結果は経営ト ップの姿勢と 業績との

ており、業績と の正の関係性 が示されている 。

関係性を示しており、 厳しい競争環 境下にお

一方で、
「 希望するキャ リアコースや 職種への

いてトップの魅力・ビ ジョン発信・ スピーデ

異動がかないやすい 「
」 希望する地域 での勤務

ィーな経営が業績に大 きな影響を与 えること

が認められやすい」と いった項目は 業績と負

を示唆している。

の関係があることが示 された。合理 性を重視

オフィサー風土におい ては、制度・環 境に

するオフィサー風土に おいて業績の 高い企業

関して GP 群間で有意な差を示した 項目が数

は、個人の希望をきめ 細かく斟酌す るよりも

多いが、中でも「仕事 の成績や業績 の評価に

組織的な理由での全体 最適な配置配 属が行わ

納得感がある」と業績 との関係が見 られたこ

れがちである可能性を 示している。

とが特徴的といえる。 評価の正当性 やそれに

得点が全体的に低かったコーディネータ

対する納得感は、上司 部下間の良好 なコミュ

ー風土は、ほかの風土と は逆に、
「若 手の意見

ニケーションや目標管 理制度の有効 性による

が 重 視 さ れ て い る 」「 就 業 時 間 の 自 由 度 が 高

図表４ G、P群の平均選択率と、比率検定結果
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い」といった項目で、 業績と負の関 係がある

る。

ことが示された。社内 の調和を重ん じる風土

風土によって業績に有 効な社内制度・ 環境

において、比較的高業 績な企業では 規律や伝

が異なることは、企業 が良かれと思 って導入

統が重視されている可 能性を示唆す る結果で

した施策であっても、 あるいは他社 で成功を

ある。また、
「希望する 地域での勤務 が認めら

収めた「ベストプラク ティス」を転 用したと

れやすい」が業績と正に 関係しており 、
「女性

しても、その企業にと って必ずしも 有効な施

が働きやすい」ととも に、家族主義 的な特徴

策とならないことがあ ることと整合 している 。

を持つコーディネータ ー風土の中で 業績の高

組織マネジメントにお いて新たな施 策を導入

い企業では、際立って 居心地の良い 職場環境

する際には、自組織の 風土を把握し ておくこ

が整えられていること を示す結果で あるとい

とが重要であるといえ る。

える。さらに 、
「トップが魅力 的である 」こと

本研究では株価データの入手可能性によ

は業績と関係性が見ら れるが 「
、 優れ た企業戦

り、パイオニア風土に 関する分析が 十分に行

略やビジョンが発信さ れている 「
」 経 営の意思

えなかった。また、企 業の設立年度 や規模な

決定がスピーディーで ある」は業績 とは負の

どの要素も影響してい ると考えられ る。今後

関係性が示されている 。和気あいあ いと安定

データが蓄積していけ ば、さらに詳 細な分析

性を重視する風土にお いては、トッ プが魅力

も可能になるだろう。 加えて、今回 は業績指

的なことは業績と関係 しているもの の、強い

標として株価を使用し たが、会計上 のデータ

トップダウンによるす ばやい意思決 定が業績

などを分析に加えるこ とも可能であ ろう。こ

に与える影響が少ない 可能性を示し ている。

れらに関する分析は今 後の課題であ る。

職場、会社の調和を重 視する風土に おいて高
業績な企業は、意思決 定にも組織全 体の合意
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おわりに
企業には固有の風土が あり、企業が業 績向

上に向けて行う組織マネジメント施策にも
様々なものがある。本 研究の結果は データ数
が限られて入るものの 、企業が持つ 組織風土
によって注力すべきこ とが異なる可 能性を示
した。例えば、変化を 恐れず競争に 挑む組織
風土においては、強い 経営トップに よるスピ
ーディーな意思決定が 業績向上に有 効である
が、家族主義的で調和 を重視する組 織風土に
おいては、それほど有 効ではないか もしれな
い。また、誠実で手堅 く合理的な組 織風土に
おいては、評価の納得 性が特に重要 と考えら
れるが、個人の希望を 重視した人事 異動は業
績向上にはつながらな い、といった ことであ

