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本研修のねらい

企業経営論の基礎を学ぶことにより、経営感覚を持ち、高い視座で仕事に取り組む
姿勢を養うことを目的にしています。企業活動をステークホルダーとの関係と外部環
境と戦略の視点で、組織活動を組織の視点で解説します。企業の全体像の理解と、
全体像と自分との関係を整理しながら進めていきます。

① 企業を取り巻くステークホルダーを理解して、ステークホルダー
との関係強化に向けた施策について理解を深めます。

② 経営マネジメントとして、経営理念・ビジョン・戦略などの理解促
進と、それらと自分との関係性を整理します。

③ 企業活動と現金の流れを理解することで、自社のビジネスを客
観的に分析する力を養います。

本研修のねらい

本研修のゴール

① 研修に積極的に参加して、グループ共有などはできる限り発言し、理解を深める
ようにしてください。

② 分からないことは講師に質問して、疑問を残さないようにしてください。

③ 気分が悪い・空調が強い・スクリーンが見えにくいなどありましたら、講師・事務局
まで伝えてください。

④ 携帯電話は、電源をオフにするかマナーモードにしてください。

⑤ ノートパソコン・スマートフォン・タブレット・携帯電話などの使用は遠慮してくださ
い。

研修を有意義な時間にするために

章・ページのポイントを示しています。
おおよその内容をつかんでください。

研修・章のゴールを示しています。

理解を促進するための補足を示して
います。参考にしてください。

研修の理解を深めるためのコラムを
示しています。参考にしてください。

演習を示しています。個人演習や
グループワークで理解を深めます。

研修で学んだことを実行に移す方法
を示しています。

研修・章のまとめを示しています。学
んだことを再度整理しましょう。

マークの説明

講師からのアドバイスです。

④ 組織構造の基本原則・種類などを理解するとともに、自社の組織形態を分析し、
俯瞰して捉える力を養います。
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企業活動とは何か①

企業活動とは何かについて、企業活動の永続性の視点や企業活動の全体像を理解
します。また、このテキストで学ぶ企業活動の全体像を把握します。

企業活動の永続性

企業がスタートし、3年以内に9割が廃業し、30年後には99％が廃業するとい
われています。企業が永続しない、つまり廃業すると、お客様・取引先・従業
員・銀行・株主などに迷惑をかけることになります。

よって、企業活動の最大の目的は、 ともいわれています。

企業活動の側面

企業活動には、下記のような様々な側面があります。

① 企業活動とは、社会に貢献すること。

② 企業活動とは、経営理念を実現すること。

③ 企業活動とは、付加価値をつけ、利益を出すこと。

④ 企業活動とは、社員に幸福を提供すること。

上記の①～④の視点について理解を深めながら、企業活動の全体像を捉えていきます。

近年は、外部環境の変化が激しくなり、外部環境に迅速に対応することが大切な時
代になってきています。迅速な経営ができる企業を「アジル・カンパニー」と呼びます。
アメリカで生まれたコンセプトで、企業には「急激な変化に満ちた今日の経営環境に
適した、俊敏さ・機敏さ」が、新しい資質として求められる時代になってきています。

【企業の突然死】

近年、歴史ある優良企業が、大きな赤字を出したり、事実上の倒産をしたりして外
資系企業に買収されるケースがあります。下記のような要因で経営の意思決定が難
しくなっているために、意思決定や環境変化への対応が遅くなる傾向があるからです。

① 外部環境の不確実性の増大から、意思決定が難しくなってきている。

② グローバルでの事業拡大から、企業統制が難しくなってきている。

③ 新たな競争環境の出現スピードが早く、開発スピードが追いつかなくなっている。

そのため、社員一人ひとりが、経営感覚やしっかりとした自分の主張を持って、迅
速に行動することが大切な時代になってきています。
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企業活動とは何か②

このテキストの全体像

機能別戦略の立案（p.21～23）

企業戦略の全体像（p9）

経営理念とは（p.10）

戦略の立案（競争戦略）（p.14～17）

ステークホルダーとの関係（p.5～8）

このテキストの全体像は、下記のとおりです。企業活動・組織活動という大項目の中で、企業
活動は何かを解説していきます。

企業とステークホルダーとの関係や、企業が環境変化に応じて戦略をどう策
定していくか流れを解説します

企業活動

外部環境変化の対応（p.11～13）

戦略の立案（経営資源配分）
（p.18～20）

組織活動

組織構造の設計と種類（p.27～31）

企業の売上と人件費の関係（p.32）

企業活動を推進するのは人です。人・組織をどのように活用・組織化するの
か、組織論について解説します

組織活動

※） 上記は7Sモデルで戦略と組織・人事施策の関連性を示したものです。戦略・組織構造・評価システムの3
つをハードのS､求める行動・人材配置・知識/スキル・組織風土の4つをソフトのSと呼びます。ハードのS
は比較的容易に変更できるが、ソフトのSは変更に時間を費やすと言われています。

企業活動と現金の流れ（p.24～26）
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企業戦略の全体像

ここまでステークホルダーとの関係について、理解を深めました。ここからは、企業活
動について解説を進めていきます。経営理念・企業の永続性・外部環境変化・戦略・
現金の流れについて企業の経営戦略の全体像について解説します。

企業活動における経営戦略の構造

企業の経営戦略の全体像は、時代の流れとともに変化していきますが、一般的には下記のよ
うな構造になっています。ここでは、経営理念・外部環境・戦略などの関連性と言葉の意味を理
解していきます。

経営理念・戦略などは会社によって、定義・使い方は企業によって異なります。自社
ではどのような表現でどのように定義づけされているか捉え直してみることも大切で
す。
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戦略の立案（競争戦略）①

戦略の策定方法

企業・事業戦略を策定を、どの市場で戦うか？
どのように戦うか？という視点で検討します。こ
れらに関してアメリカの経営学者であるマイケル・
E・ポーターが提唱した業界構造の分析（5フォー
スモデル）・競争回避の戦略・3つの競争戦略とい
うフレームの理解が必要です。

業界構造の分析（5フォース分析）とは

5フォース分析とは、企業が属する業界の魅力度を分析するフレームワークです。

5フォースは、①業界内の敵対関係 ②新規参入の脅威 ③代替品の脅威 ④供給者の交渉
力 ⑤買い手の交渉力 の5つを指します。自社が属する業界の収益性に大きな影響を与える
要素は何か、その要素は自社にどのような影響を与えるのかを分析します。これにより、自社
の脅威と機会を明らかにしていきます。

外部環境の変化を分析したのちは、戦略の立案に入ります。戦略論は、様々な理論
がありますが、ここではマイケル・E・ポーターの競争戦略を学んでいきます。

業界構造の分析
（5フォース分析）

競争回避の戦略
（参入障壁分析）

3つの競争戦略
（コストリーダーシップ・
差別化・集中化戦略）

【ポーターの競争戦略の概要】
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戦略の立案（競争戦略）④

競争優位の戦略とは

競争優位の戦略とは、相手に対して優位性を築くための戦略パターンのことです。マイケル・
E・ポーターは、競争戦略の3つの基本型として、「差別化戦略」「コストリーダーシップ」「集中化
戦略」を挙げています。

項目 説明

差別化戦略
買い手にとって、魅力的な独自性を打ち出す戦略である。製品そのものの差別化
（iPhoneなど）・製品サービスによる差別化（アスクルなど）・消費者の認知度を高め
る差別化（Gucciなど）などを図り、価格以外の競争をする戦略である。

コスト
リーダーシップ

戦略

同種類の製品を、競争企業よりも低いコストで生産する戦略である。大量生産によ
る規模の経済や経験曲線効果を得ることにより（ユニクロ・サイゼリアなど）、一層の
低コストを実現していく。これにより、価格面での競争や、同価格でも利益の創出が
可能になる。

集中化戦略

差別化戦略やコストリーダーシップ戦略は、広い市場をターゲットにするのに対して、
集中化戦略は、資本力に乏しい企業が選択する戦略である。市場を細分化して、自
社の資本力・能力にあったセグメントに焦点をあてる戦略である。集中化戦略には、
コスト集中型（スズキなど）と差別化集中型（一休など）がある。
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機能戦略の立案①

機能戦略の策定方法

機能戦略を策定する上で、バリュー・チェーン
（価値連鎖）という考え方を理解しておきましょう。
企業は、財務・人事・開発・生産・営業などの機能
で構成されています。また、これらが連鎖しあっ
て、会社全体の価値を創造しているともいえます。

バリュー・チェーンとは

バリュー・チェーンとは、自社や競合他社の事業
を機能別に分類し、どの機能で価値（差別化や低
コスト化など）が生み出されているか、どの機能に
強み・弱みがあるかを分析するものです。
バリュー・チェーンという考え方を提唱したのも、

マイケル・E・ポーターです。
バリュー・チェーンを分析することにより、競争差

別化の要因を特定や、価値創造の最大化に向け
た課題の抽出が可能になります。

財務・人事・開発・生産・営業などの機能別に編成された組織のことを機能別組織と
いいます。全社戦略・事業戦略を、それぞれの機能別組織に落とし込んだものを機
能戦略といいます。ここでは機能戦略について理解を深めます。



©2019- Growthen Partner Inc. All rights reserved. 27

組織構造の設計と種類①

企業活動を推進するのは人です。その人がなぜ様々な形で組織化されているのか、
組織構造の基本原則や組織形態の類型への理解を深め、自社の組織形態の分析
を通して、改めて自社の組織形態とその意味を考えていきます。

組織構造の基本原則

組織の成立条件

組織の成立条件は、アメリカの経営学者チェスター・バーナードが提唱しました。組織が成立
するためには、3つの条件が必要だと定義しています。それは、共通目的（経営理念や組織目
標）があること、組織への貢献意欲（帰属意識や会社と社員の信頼関係）があること、円滑な情
報共有・意思伝達（コミュニケーション）の手段があることだと説明しています。

共通目的があること 組織への貢献意欲があること

情報共有・意思伝達の手段があること

【組織の成立条件】

組織構造を設計する場合は、下記のような組織設計の基本原則に基づいて設計されます。自
社の組織を客観的に分析できるように、下記の視点を理解しておくとよいでしょう。

組織の活動が、専門的に特化した役割分担されている状態のことであ
り、分業化とほぼ同じ意味である。専門家・分業化により、特定業務の
知識・スキルの習熟が早まり、ノウハウの蓄積が可能となる

専門家の
原則

組織のメンバーに与えられる権限の大きさが、担当する職務に相応して
いること。同じく等量の責任が負わされなければならないというものであ
る。階層別に権限と責任を明確にできるメリットがある

権限責任
一致の原則

スパン・オブ・コントロールともいう。一人の上司が有効に管理監督でき
る直接の部下の人数のことである。部下の数を上限8～10名ぐらいにす
ると、一人ひとりの個性・強みを活かすマネジメントができる

統制範囲の
原則

組織の秩序を維持し、命令系統を明確にするために、組織のメンバー
は、その上司1人のみ指示・命令を受けるということ。命令系統を1つに
絞ることで組織メンバーの混乱を防ぐ

命令統一性
の原則

経営者は、日常定型的な業務遂行を一般社員に委譲し、例外的な業務
処理（戦略的な意思決定やイレギュラー対応）に専念すべきという考え
方である。権限移譲を進めることで経営効率を高められる

例外の原則
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また、現況や実現したいことなどを簡単にお伺いさせていただきながら、貴社にフィットした活用方法
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リーズナブルな価格で効果的な内製化を短時間で実現する

30種類以上の研修コンテンツ。

テキスト・スライド・講師マニュアルなど

研修に必要なツールが揃っています。

新人から管理職まで
幅広く研修内製化1

社内の講師が効果的な研修を実施できるコンテンツサービスです

テキストや講師用マニュアルに沿って進め

るだけで、講師の経験や力量に関わらず、

効果の高い対話型研修が可能です。

やらされ感ない研修が
社内講師でも実施可能2

オンライン研修にも活用可能。社内講師向

けの動画・テキスト、弊社スタッフによる

無料フォローアップで内製化を支援します。

オンライン研修に対応、
内製化サポート充実3

┃研修ラインナップ

※全コンテンツ使用できる「使い放題プラン」もあります。
詳細はお問い合わせください。表示価格はすべて税抜価格です。

┃サービス料金（従量制プラン）

社内研修支援サービス

┃研修キット内容

101 給料と評価の基礎知識

102 ビジネスマナー

104 コミュニケーション（職場の人間関係を築く編）

105 コンプライアンス（法令遵守・ビジネスモラル編）

106 コミュニケーション（仕事の受け方・報連相編）

107 仕事の進め方（優先順位・PDCA編）

109 新入社員スキル定着研修（体験学習・主体性発揮編）

111 自分を守るメンタルヘルス（基礎知識・自己管理編）

112 新入社員フォローアップ（振り返り・マインドリセット編）

113 新入社員・若手社員の心の成長研修

201 OJT（後輩育成編）

202 ティーチング＆コーチング（後輩指導編）

203 プレゼンテーション（わかりやすい資料作成編）

204 被評価者研修（セルフマネジメント編）

206 プレゼンテーション（伝え方の技術編）

207 ファシリテーション（意見の引き出し・合意形成編）

210 ロジカルシンキング（基礎編）

301 若手社員研修（段取り力・コミュニケーション編）

303 リーダー研修（意思決定力強化編）

304 若手社員フォローアップ（レジリエンス強化編）

若手社員向け

新入社員向け

205 ロジカルシンキング（論理的思考・フレームワーク編）

208 財務会計基礎（財務諸表・PL編）

209 財務会計基礎（BS・CF編）

213 生産性の高い会議の進め方

216 企業経営論（基礎編）

302 中核社員研修（PDCA・組織コミュニケーション編）

401 労務管理（基礎知識・働き方改革対応編）

402 評価者研修（目標設定編）

403 評価者研修（評価・フィードバック編）

404 部下・職場を守るメンタルヘルス（メンタルヘルスマネジメント編)

405 パワハラ・セクハラ（基礎知識・パワハラ防止法と対策編)

406 コンプライアンス（コンプライアンスマネジメント編）

407 マネジメント（組織マネジメント編）

409 マネジメント（方針策定・イノベーション編）

411 目標管理マニュアル

420 マネジメント（方針策定・展開編）

423 マネジメント（PDCAサイクル編）

中堅社員向け

管理職向け

※2023年4月現在の情報です。

http://www.growthen.co.jp/
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