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ABSTRACT 

  

Japanese “Family Business” and Local Philanthropy 

: The Case of Kawagoe-city in Saitama Prefecture 

 

Yamazaki, Noriko 

Dept. of Sociology 

The Graduate School 

Yonsei University 

 

This paper shows the root of corporate philanthropy of Japanese 

companies in Japanese family business and analyzes how corporate 

philanthropy appears in today’s Japanese family business through the case 

study of Kawagoe-city in Saitama Prefecture. Most activities of companies 

in general revolve around pursuing profit. However, throughout studies such 

as Eells & Walton (1961), corporate philanthropy, a role of besides profit 

seeking, became as a part of CSR (corporate social responsibilities). As 

there had been a better understanding of the corporate philanthropy, a 

“corporate citizenship” was established. From this point of view, many 

companies began to recognize local community as one of their stakeholders, 

and thus began to contribute to its development. 

Many Japanese companies have begun to endeavor for corporate 

philanthropy since 1960s. Yet, small businesses which are closely 

connected to local communities have already been providing corporate 

philanthropy since long ago. Japanese family businesses are based on 

management strategy of ‘ie’ system and also Japanese traditional merchant 

ethics called ‘shingaku’. This is why Japanese family businesses made 

contribution to the local community based on trust. By trust, Japanese family 

businesses had survived the financial crisis at the change of business 

environment after the time of high economic growth. For these reasons, 

Japanese family business with more than 100 years of tradition called, 

‘shinise’, are of research interest. 

The result of the case study in corporate philanthropy activities of five 

family businesses in Kawagoe-city of Saitama Prefecture showed that each 
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president of the family business is appointed to the key position of the 

organization for local revitalization. For example, each president has 

contributed to local revitalization through landscape restructuring and local 

festivals. This is also an evidence of the local community’s trust towards the 

family-ran company. In conclusion, findings of this case study support that 

the tradition of the corporate philanthropy has existed in Japanese 

companies.  

Many companies around the world nowadays emphasize the importance of 

CSR. Also, development at local community level is becoming more and 

more crucial as societies face serving urbanization and population ageing. 

This paper has diverse implications for the function of corporate 

philanthropy in traditional Japanese family businesses, as well as the 

Japanese model of CSR.  
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日本語要約 

 

日本の家業と地域社会貢献 

－埼玉県川越市を中心に－ 

 

延世大学大学院 

社会学研究科 

山﨑倫子 

 

 本研究は、日本の企業活動における社会貢献の根源が日本の家業に存在するこ

とを明らかにし、今日、家業の社会貢献活動がどのような役割を担っているのか

埼玉県川越市に所在する家業（5 社）を事例に考察することを目的とする。一般

的に企業とは営利を追求する組織である。しかし、Eelles&Walton(1961)などの

研究を通じ、社会貢献は企業の社会的責任の一環として、営利追求以上の役割を

企業に要求した。企業の社会貢献活動に対する認識の高揚は、また「企業市民精

神」を定着させるようになり、それによって多くの企業が地域社会を企業のステ

ークホルダーの一つとして捉え、地域社会の発展に寄与することになった。 

このような背景のもと日本においても多くの企業が社会貢献を実践し始めた。

しかし、地域社会と緊密な関係を結んでいる中小家族企業はこのような近年の流

れとは関係なく、兼ねてから地域貢献活動を遂行してきた。これは日本の家業が

経営体としての特徴をもつ「家制度」を根幹にし、「石門心学」という商人道徳に

よって正当性を獲得しながら、利潤追求のみならず信用を通じ地域社会に貢献す

る役割を企業活動の根本としてみなしていたからである。ここでいう信用とは、

企業が顧客をはじめとする多様なステークホルダーから信頼と評判を得ることを

意味する。日本経済の高度成長期以降、社会的環境の変化によって家業は他の企

業と同様に経営難に陥ったが、信用は変わらず企業の中心的役割として重要な機

能を遂行していた。そして、このような理由から創業 100 年を超える老舗企業と

呼ばれる伝統家業が注目を浴びるようになったのである。 

埼玉県川越市に所在する家業 5 社に対する地域貢献の事例を分析した結果、家

業は地域社会の活性化のための団体から要職を引き受け、その役割を遂行してい

ることが見られた。例えば、中心市街地の景観整備や地域祝祭を通じた地域活性

化への寄与が挙げられる。またこれは、企業がすでに地域社会で信用を構築して

きた成果でもあった。したがって、このような結果は、日本企業に地域貢献の伝

統が存在するという事実を裏付ける証拠と言えるだろう。 
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近年、世界の様々な地域で企業の社会的責任が重要視されている。また都市化

及び高齢化が急速に進行しているなかで、地域単位での発展が要求されている。

このような点から、本研究は近年関心を集めている企業の社会的責任の日本型伝

統、つまり日本型家族企業の社会貢献機能を再考察し、合意を導き出すという点

で意義があると言えるだろう。 
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