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7 
株式会社ゼンリンデータコ

ム 

2000 年 243 人ITS 事業（新たな発想と高い技術力で革新的な

ナビゲーションサービスを提供）、ネットサービス事業

（ビジネスに役立つ地図活用ソリューション）、海外

事業（魅力ある情報サービスを海外のパートナーと

ともにグローバル展開） 

8 
株式会社横浜ＤｅＮＡベイ

スターズ 

1949 年 125 人プロ野球興行運営 

9 株式会社アクトコール 2005 年 230 人住生活関連総合アウトソーシング企業 

10 三木楽器株式会社 

1825 年 192 人楽器・楽譜の販売、音楽教室の運営、音楽イベ

ントの企画・制作、楽器修理、ピアノ調律ほかアフ

ターサービス、楽器および付属品の開発、楽譜の

出版、その他、音楽／楽器関連事業 

 

■考察 

TOP10 に選出された企業は、【理念戦略】 【事業内容】 【仕事内容】 【目標達成】の項目が、モチベ

ーションインデックス（MI）の高さを牽引していました。 

具体的には、「理念や戦略の発信と伝達が密にされている」「事業に優位性があり、成長性も感じられる」

「仕事で自分の能力や個性を発揮できる」「職場で目標が共有され、全員が全力を投じている」などの

項目です。これらの特徴をまとめると、「未来への明確な指針」・「職場での高い目標共有度」・「手触り「未来への明確な指針」・「職場での高い目標共有度」・「手触り「未来への明確な指針」・「職場での高い目標共有度」・「手触り「未来への明確な指針」・「職場での高い目標共有度」・「手触り

感のある仕事内容」感のある仕事内容」感のある仕事内容」感のある仕事内容」というキーワードが TOP10 企業に共通する要素だと考えられます。 

 

※分析の詳細は「Motivation Engineering Report Vol.15」をご覧ください。 

 https://www.links-lm.com/lab/report/2014/03/06150000.html 

 

 

LM の提供する社員モチベーション調査、EMS（Employee Motivation Survey）の実施企業より、「MI（モ

チベーションインデックス）値」の高さや企業規模などから社員モチベーションの高い企業上位 10 社を表彰

するもので、今年で 4 回目です。今回のデータ収集期間は 2013 年 1 月～12 月。147 社（38,325 人）

のデータをもとに算出しました。 

 

    ※社員モチベーション調査※社員モチベーション調査※社員モチベーション調査※社員モチベーション調査 EMSEMSEMSEMS とはとはとはとは    

EMS は、社員のモチベーション状態を調査し、どんな要素がモチベーションを高め、どんな要素がモチベー

ションを低めるのかを明らかにするために、社員に対して実施する施策です。全体的な満足度を問う「総

合満足度」4 問と、社員のモチベーションの源泉となる「モチベーションファクター」128 問(※1)から構成され

ています。モチベーションファクターは、その要素が「どのくらい重要か(＝重要度)」「どのくらい満足している

か(＝満足度)」について、「非常に重要(満足)である(5)」から「全く重要(満足)でない(1)まで 5 段階で回

答します。 

 

 ※「※「※「※「MIMIMIMI（モチベーションインデックス）値」とは（モチベーションインデックス）値」とは（モチベーションインデックス）値」とは（モチベーションインデックス）値」とは    

EMS の結果を基に判定される組織のモチベーション指数のことです。 

「組織への期待」 「組織への満足」 「その一致度合」などから総合的に算出します。  

 

 

調査調査調査調査概要概要概要概要    
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■■■■EMS 調査・ランキング結果に関するお問い合わせ先 

株式会社リンクアンドモチベーション  モチベーションエンジニアリング研究所 黒澤 俊平 

TEL：03-3538-8671  FAX：03-3538-8672  Email：motiken@lmi.ne.jp 
 

■報道関係者のお問い合わせ先 

株式会社リンクアンドモチベーション グループデザイン本部 広報秘書ユニット 白鳥 美智子 

TEL：03-3538-9517  FAX：03-3538-8672  Email：pr@lmi.ne.jp 

 

 

お問お問お問お問いいいい合合合合わわわわせ先せ先せ先せ先    

株式会社リンクアンドモチベーション  http://www.lmi.ne.jp/ 

■代表取締役会長：小笹芳央    ■資本金：979,750,000 円  ■証券コード：2170（東証一部） 

■本社：東京都中央区銀座 3－7－3 銀座オーミビル ■Tel：03-3538-8671（代表） ■創業：2000 年 4 月  

■事業内容：モチベーションエンジニアリングによる企業変革コンサルティング 

  モチベーションマネジメント事業（組織戦略・ブランド戦略）、エントリーマネジメント事業（採用戦略）、 

 ■グループ会社：株式会社リンクグローバルソリューション、株式会社リンクイベントプロデュース、 

株式会社リンクコーポレイトコミュニケーションズ、株式会社リンク・マーケティング、株式会社リンク・アイ、 

株式会社リンクアカデミー、株式会社モチベーションアカデミア、株式会社リンクスポーツエンターテインメント、株式会社リンクダイニング 

 


