
成長事業改革
成長事業への先行投資・
パートナー連携を重点展開

3つの基本方針と5つの改革

基盤事業のポートフォリオ展開、
品質・生産性向上

シンクタンク事業改革
研究・提言強化、
DXによる新たな価値創出

人材・風土改革
社員の活躍環境充実

経営システム改革
事業戦略推進の仕組みと
システムの強化

VCP経営

連結経営 新常態経営

基盤事業改革

当社は、創業50周年を迎え、2021年度からは、次の50年を視野に入れた
「中期経営計画2023（中計2023）」をスタートさせました。
中計2023では、ウィズ・ポストコロナ時代における「レジリエントで持続可能な社会」の実現を目指します。
その実現に向け、当社は、「VCP経営」「連結経営」「新常態経営」の３つの基本方針に基づく
「成長事業・基盤事業・シンクタンク事業改革」など５つの改革を推進。
お客様の課題や、あるべき姿を提示するだけでなく、お客様やパートナーとの共創を通じて、
また当社自身が社会実装の担い手となって社会価値を最大限に高め、
その社会的インパクトが非財務価値の強化、財務価値の向上へと循環しながら企業価値の最大化をもたらす、
真の社会課題解決企業となることを目指しています。
  
中計2023の2年目の進捗を紹介します。

「レジリエントで
持続可能な社会」の実現を通じて
社会価値を高めながら
非財務価値・財務価値を向上

II３つの価値の循環・最大化を目指して
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B
分析・構想

A
研究・提言

D
社会実装

C
設計・実証

財務価値 非財務価値 社会価値

●政策・制度による社会課題解決
●先進技術を活用したビジネスによる社会課題解決

●高度なプロフェッショナル人材の確保難
●サイバー攻撃などによる情報資産の漏えいや紛失　など

中期経営計画2023

成長事業改革
成長事業への
先行投資・
パートナー連携を
重点展開

基盤事業改革
基盤事業の
ポートフォリオ展開、
品質・生産性向上

シンクタンク
事業改革
研究・提言強化、
DXによる
新たな価値創出

人材・風土改革

事業面の改革

基盤面の改革

社員の活躍環境充実

経営システム改革
事業戦略推進の仕組みとシステムの強化

1

2

3

4

5

● 研究・提言
● 情報発信
● シンクタンクDX

● DX事業
● ストック型事業
● 営業・アライアンス／投資

● 金融ソリューション事業

● リサーチ・コンサルティング事業

● 海外事業

当社は、2020年9月に策定した経営理念をもとに、
2020年10月から「中期経営計画2023（中計2023）」を実
行しています。2022年4月には、各種施策をより強化して
いくために、「事業を通じた豊かで持続可能な社会の構築」
と「当社の持続的成長」の2つの側面から、計6項目のマテリ
アリティを定めました（P.18）。

中計2023の実現に向けて、「VCP経営」「連結経営」「新
常態経営」を基本方針とし、社会課題解決企業としての存在
感を高めていくとともに、事業面では3つの改革、基盤面で
は2つの改革を推進し、持続的な成長を追求しています。

「中期経営計画2023」の概要

マテリアリティを定めて施策を推進 5つの改革を推進

３つの基本方針に基づく改革を推進

事業機会 リスク

●地球温暖化
●世界経済の成長減速

●デジタル経済圏の台頭
●大国間の覇権争い
●地政学リスクの高まり

世界のトレンド
●少子高齢化、人口減少
●持続可能な社会保障
●人材確保、人材流動化、
ダイバーシティ＆インクルージョン

●脱炭素社会、循環型社会
●防災、復興、地方創生　など

日本の社会課題

目指す企業像

「社会課題解決企業」としての持続的成長
目指す社会像

「レジリエントで持続可能な社会」の実現

中期経営計画2023

3つの基本方針

5つの改革

2020.10～2023.9

VCP経営 　「価値創造プロセス」を重視した経営
連結経営 　連結経営に基づく競争力・基盤強化
新常態経営 　ポストコロナ社会への変革の先駆け

VCP重点分野における
社会課題解決・貢献

経常利益 100億円
（年平均12％成長）
ROE 10％

環境 社会 ガバナンス

社会課題解決力

S GE

あるべき未来社会 ： 「100億人・100歳時代」の豊かで持続可能な社会の実現

経営理念（ミッション・ビジョン・コミットメント）

サステナビリティ経営 社会課題解決企業としての
当社の持続的成長豊かで持続可能な社会の実現

社会信頼
基盤

知的・共創
基盤

人的基盤
個人のウェルビーイング

社会の持続可能性

技術による社会変革
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B
分析・構想

A
研究・提言

D
社会実装

C
設計・実証

※推進体制一体化

人材採用・育成

新常態経営の各種施策と目標
経営システム改革

職場環境充実

● グループ採用戦略 策定・実践
● リファラル採用
● 兼業・副業制度  など

● グループ基盤情報システム開発
● 業務のプロセスのDX化
 → シンクタンクDX成果の活用
● 新常態におけるグループリスクマップ、
 リスクマネジメントシステム構築  など

● オフィス改革・定着
 ●フリーアドレス定着
 ●コミュニケーションエリア活用  など

組織風土改革

働き方改革

● 経営層と社員の
 直接コミュニケーション
● 挑戦目標設定・共有・表彰  など

● 在宅勤務、
 地方移住・ワーケーション
● ライフステージに応じたWLB  など

「事業」「基盤」における連結経営の進展イメージ

MRI
MRI

DCS
DCS事業

DX事業拡大

事業支援機能強化
必要に応じた情報共有 グループ経営

連携基盤拡充

●金融・他
  個別案件

●公共DX
●企業DX※
●金融DX
●AI・ビッグデータ解析※

●デジタルマーケティング※
●DX人材育成
●パートナー戦略

●グループ人材戦略
●新情報システム
●グループ広報
●リスク・品質管理

基盤

事業

事業推進

基盤

中計2023以前 現在

価値創造の
好循環社員満足

顧客満足

社会的価値創造

VCP経営は、当社がもつ4つの機能「A：研究・提言」「B：分
析・構想」「C:設計・実証」「D：社会実装」を社会課題分野別に
有機的に連接するとともに、グループおよびパートナー企
業と連携しながら課題解決を目指す取り組みです。
これによって、事業ごとの成果にとどまらない、研究・提言
から社会実装までの、より大きな社会的インパクトや提供
価値を創出することができます。VCP経営を強化すること
で、一層の競争力向上と付加価値の高い収益構造への転
換を図っていきます。

VCP経営を推進するために、当社は8つの「VCP重点分
野（ヘルスケア、人財、都市・モビリティ、エネルギー、情報通
信、食農、循環、レジリエンス）」を定め、分野別に事業を推進
する「VCPマネージャー（VM）」を任命しています。また、分
野ごとに、研究・提言を推進する「政策提言チーフ」、関連省
庁との関係性を強化する「府省リレーション・マネージャー」、
重点アカウントやパートナーとの関係強化を図る「インダス
トリ・マネージャー」、社会実装を推進する「ビジネス・マネー
ジャー」を配置し、VMのもと事業部門との連携・連接強化を
図っています。

「B：分析・構想」「C:設計・実証」では、「A：研究・提言」で示し
た方策をもとに、お客様のより重要な課題解決に注力した
ことで案件の大型化、高付加価値化が進展。1億円以上の

大型案件数は、5年前から約4割増加しています。
「D：社会実装」では、ストック型事業が着実に進展してい
ます。卸電力取引向けオンライン情報サービスMPX（MRI 
Power Price Index）は、オランダのKYOS Holding B.V.と
の合弁会社を設立し事業を拡充。また、デジタル通貨などを
発行できる「Region Ring®（P.48）」は、名古屋市の電子商品
券事業である「金シャチマネー」の基盤となっています。

VCP経営の実効性を高めるために、グループ連携体制の
もとでさらなる事業の多角化を図り、攻守両面においてグ
ループ競争力を向上していきます。特に、グループのシナ
ジー効果が大きいITソリューションの提供やDX関連事業に
注力していきます。

当社と中核子会社である三菱総研DCSを中心に、持分法
適用会社である日本ビジネスシステムズ（JBS）、アイネスを
含む多様なパートナーとの連携を強化。急拡大するDX市
場の需要にシナジー効果を発揮して対応しています。具体
的には、三菱総研DCS内にコンサルティング本部を設立し、
グループ内の人材交流を進めるとともに、当社のDX技術
本部の中にAIソリューショングループを新設し、人材交流や
サービスの共同開発・提供を進めています。

中計2023では、「ニューノーマル」「DXジャーニー®」「デー
タ駆動経営」「自治体DX」を重点領域に定めており、「DX
ジャーニー®」「データ駆動経営」を中心に数十を超えるプロ
ジェクトが進展しています。
「自治体DX」では、アイネスとの事業展開に加え、三菱総
研の知見を活用して三菱総研DCSが国の新領域のシステ

ム開発を受注したほか、同社がもつソリューションをグルー
プで協業しながら地方自治体に展開するなどの実績が出
ています。
また、2022年4月には仏OVHcloud社と日本市場におけ

るデータアナリティクス分野での業務提携契約を締結。この
締結により、ForePaaSサービスの機能（P.26参照）をさら
に発展させた新サービスを日本で展開していきます。

同7月には「DXリスタート」をコンセプトに、当社グループ
各社が集結して「DX DAY」を開催。DXの取り組みが一巡し
「難しさ」の認識が浸透した状況下で改めて課題を提起し、
解決策を提案しました。
これらグループのDX事業の売上高は順調に推移してお

り、2020年度に対して約1.2倍となりました。

当社は、サステナビリティ経営の推進を通じた持続的な
成長を実現するために、ポストコロナ社会への変革を先駆
ける、新常態の働き方改革を加速させています。ライフス
テージに応じたワーク・ライフ・バランスの最適化、本社オ
フィスの新常態対応、リモートワーク推進など、企業として
のパフォーマンスと魅力を最大化する働き方改革を進め
ています。

2021年度に実施したオフィス改革をベースに、新常態
の働き方を実践すべく、フリーアドレス化、社員アンケート
の実施、ミドルオフィス検討などに取り組んでいます。ま
た、新たな働き方を支える新人事制度の運用・高度化、新
情報システムの開発、新常態リスクへの対応策の策定など
各種制度、システム面の充実も図っています。
また、サステナビリティ経営をより強化していくために、

「サステナビリティ基本方針」「ダイバーシティ&インクルー
ジョン行動指針」を策定しました。

3つの基本方針の進捗

基本方針❸ 新常態経営

基本方針❷ 連結経営

推進体制を拡充・強化

基本的な考え方

推進体制を拡充・強化

主な実績・成果
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「VCP（価値創造プロセス）」の概念

グループシナジーによる提供価値の向上、
高収益モデルへの転換が進展

基本方針❶ VCP経営
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価値を創出することができます。VCP経営を強化すること
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案件数（当社単体）

（件）

（件）

売上・利益（当社単体）

（億円）

官公庁　　　金融・カード　　　一般産業

1,166.2
1,030.3

売上高

20222021

（億円）

（年度） （年度）

276.43
[26.8%]

478.19
[46.4%]

275.67
[26.8%]

359.51
[30.8%]

532.73
[45.7%]

273.95
[23.5%]

+135.9 [+13.2%]
全社

△1.72 [△0.6%]

+54.54 [+11.4%]

+83.08 [+30.1%]

経常利益・ROE

100104
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70

10.0

12.8
9.1

8.9

（億円）

（%）

2023
（中計2023の目標）

202220212020
実力ベース

7.8

626
567

503

680

5.4
3.64.5

（億円）
（%）

2022202120182015

115

209

72

54

26

619

758

223

202120162011 （年度） （年度）（年度） 2022202120162011 2022

経常利益           ROE

500万円未満　　　　1億円以上 売上 利益
ITサービスセグメント（ITS）の利益率

463

385

325
280

案件の大型化・高付加価値化による質的改革・生産性向上・利益率改善が進展

DX事業の成長イメージ

海運業のデータ駆動経営支援2020年度売上
920億円

2022年度売上
1,166億円

345億円
TTC

574億円
ITS

中長期（ノンオーガニックも含めた事業規模拡大）

TTC ITS

+50億円

約1.2倍

485億円
シンクタンク・
コンサルティングサービス

TTC

680億円
ITサービス
ITS

約320億円
対連結シェア：約3割

DX事業

対連結シェア：5割超
DX事業

約270億円
DX事業

（2020年度比約1.3倍）

日本海事協会が海運会社に提供するGHG（温室効果ガ
ス）排出量管理・削減ツール（ClassNK Zero Emission 
Transition Accelerator）を構想2ヵ月で試行

売上高 経常利益率

　中計2023における成長事業の中核と位置づけたDX事
業の売上は、2020年度の約270億円から1.2倍に拡大しま
した。2022年度末で連結売上高の約3割を占めています
が、オーガニック、ノンオーガニックの成長を加速すること
で、中長期的に5割超に引き上げていく方針です。当社と三
菱総研DCSが連携し、民間顧客のDX化を支援した具体例と
して、海運業のデータ駆動経営関連案件があります。当社が

出資する仏ForePaaS社のビッグデータ解析ツールを活用
することで、海運会社は温室効果ガス排出量管理・削減ツー
ルを、構築着手から2ヵ月で試行することができ、リリース後
は3,000隻の申し込みがありました。ForePaaS社は、欧州
最大のクラウドサービス事業者OVHcloudが2022年4月
に買収、当社は今後、同社と幅広く協業し、クラウドビジネス
の拡大を目指していく方針です。

　中計2023の2年目となる2022年度の業績は、初年度に
続き好調を維持し、経常利益は初めて100億円を超え、中
計2023の目標を1年前倒しで達成しました。
　シンクタンク・コンサルティングサービス（TTC）では、官
公庁分野のコロナ関連AIシミュレーションを含む大型案件
や５Gその他次世代通信分野の実証案件、再生可能エネル

ギーに係る調査案件、医療・介護などのヘルスケア関連案
件の伸長が業績を牽引しました。ITサービス（ITS）では、金
融向けシステム基盤更改案件が業績を牽引するとともに、
当社と三菱総研DCSが連携して取り組んできた官公庁や
民間向けDX事業が実績として顕在化してきました。
　TTCでは、案件の大型化と生産性の向上、ITSでは利益率
改善の取り組みが奏功し、中計2023で目指している事業
の質的改革が着実に進展しています。

財務・非財務・社会価値の創出

中期経営計画2023

Focus｜成長事業改革の進捗

DX事業の規模拡大、海運業のDX化支援事例も

財務価値の創出

経常利益が初の100億円超に

中計2023が着実に進捗し、経常利益は2年連続して最高益
目標を1年前倒しで達成
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の拡大を目指していく方針です。
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融向けシステム基盤更改案件が業績を牽引するとともに、
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非財務指標とその進捗

電力消費に対する
再生可能エネルギー比率※

（年度）（年度） 2050
（目標）

60

20

0
7.3

（目標）
20302023

（目標）
20222021

100（%）

（年度）2023
（目標）

24
20

2021 2022

（件）

2023（年度）
（目標）

15.1

11.6

20222021

（%）

2023（年度）
（目標）

30

36.8

12.3

20222021

（%）

2023（年度）
（目標）

9596.293.3

20222021
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※上記はグループ全体の数値。2022年
度バウンダリー変更に伴い2021年度
実績、2023年度目標を修正

化していく必要があります。
　こうした観点から、当社は、社会課題解決力を高めていく
ために不可欠な「知」「人材」「共創基盤」と、社会的責任を果
たし、持続可能性を実現する経営基盤となる「E（環境）・S（社
会）・G（ガバナンス）」を非財務価値の指標としています。

　当社が目指す「豊かで持続可能な社会の実現」という社
会価値を創出していくためには、競争力の源泉である社会
課題解決力を高めると同時に、企業としての社会的責任を
果たしながら社会の持続可能性を高めていく経営基盤を強

向上を目指します。
　「ESG」では、特に男性育休取得率が2021年度の12.3％
から36.8％と大きく上昇しました。女性活躍のためには、男
性の育休取得推進が不可欠との意識から、全社で男性が育
休を取得しやすい環境の構築に努めています。また、新常
態での最適な働き方推進に向けて、リモートワーク環境を
拡充した結果、グループ全体の整備率も上昇しました。今
後も、リアルとリモートのベストミックスの実現に向けて各
種イベント、施策などを実施する予定です。

　「社会課題解決力」では、研究・提言の公式サイトでの発
信数、ベンチャー連携・協業数が増加しました。経営方針で
あるVCP経営に基づく研究・提言機能の強化と2022年度
に設置したコーポレートベンチャー連携推進室が中核とな
り、研究・提言、ベンチャー協業の質・量の確保を推進した結
果と考えています。2023年度は、研究・提言の中計当初か
らの目標数を引き上げるとともに（20→24件）、社会課題
解決に向けたベンチャー連携・協業を加速させ、さらなる質

区分 KPI 21年度実績概要 22年度実績 23年度目標

社会課題解決力 ESG

知
（知的価値）

人材
（人的価値）

23件20件 24件
（中計+4）

研究・提言、事業を通じて得た知見・知財など、社
会実装や社会的影響力向上に繋がる総合シンク
タンクグループとしてのコア・コンピタンス（中核
的な競争力）を高めています。

公式サイトでの研究・提言発信
数（当社）※ニュースリリースとし
て対外発信したもの

環境 0％ 20％

9,686（第三者保証取得）10,611 8,800

事業活動を通じて地球環境への負荷を低減し、持
続可能な社会の構築に向けた貢献を目指します。
今期は、新たにGHG排出量を非財務目標として
設定しました。

再生可能エネルギー比率
（長期目標：
 2030年60%、2050年100%）
GHG排出量[tCO2]

有給休暇取得率
リモートワーク
環境整備率
再検査受診率

社会 26.0％38.9％ 35.8%
11.6％10.8％ 15.1%

56.9%52.5％ 76.2%

96.2％93.3％ 95.0％

79.2％65.4％ 100％

36.8%12.3％ 30.0％
100％100％ 100％

社員満足向上がお客様満足向上に繋がり、さらに
は事業活動による社会課題の解決に貢献すると
いう価値創造の好循環を目指します。今期は、ダ
イバーシティ&インクルージョン行動指針を見直
し、コーポレートガバナンス・コードにコンプライす
るとともに、行動指針を策定しました。

当社の最大の資源は「人材」です。社会課題解決・事
業成長に欠かせない高度なプロフェッショナル人
材の採用・育成に努め、キャリア形成や成長機会、能
力発揮・持続的成長を実現できる基盤・環境を強化
しています。

※ダイバーシティはESG（社会）に位置づけ

社会課題解決力

ESG

共創基盤
（社会関係価値）

167件140件 170件当社グループ単独で実現できることには限界が
あります。多様な主体が協働して社会課題解決に
取り組むコレクティブインパクトを実現するため、
当社が橋渡し役となる産官学ネットワーク、パート
ナーとの共創基盤を構築、運営しています。

ベンチャー
連携・協業

非財務価値の創出

非財務指標の選定の考え方

特筆すべき進捗競争力の源泉である「社会課題解決力」と
経営基盤となる「ESG」から指標を選定

財務・非財務・社会価値の創出

ガバナンス 透明・公正かつ迅速・果断に意思決定を行うため
のコーポレートガバナンス体制を構築し、社会的
信用の維持や向上を目指します。また、近年、新
たなリスクとして認識されている情報・サイバー
セキュリティについても強化するとともに、
SecurityScorecard（P.82）などお客様に向けた
新たなサービスも展開しています。
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に設置したコーポレートベンチャー連携推進室が中核とな
り、研究・提言、ベンチャー協業の質・量の確保を推進した結
果と考えています。2023年度は、研究・提言の中計当初か
らの目標数を引き上げるとともに（20→24件）、社会課題
解決に向けたベンチャー連携・協業を加速させ、さらなる質

区分 KPI 21年度実績概要 22年度実績 23年度目標

社会課題解決力 ESG

知
（知的価値）

人材
（人的価値）

23件20件 24件
（中計+4）

研究・提言、事業を通じて得た知見・知財など、社
会実装や社会的影響力向上に繋がる総合シンク
タンクグループとしてのコア・コンピタンス（中核
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し、コーポレートガバナンス・コードにコンプライす
るとともに、行動指針を策定しました。

当社の最大の資源は「人材」です。社会課題解決・事
業成長に欠かせない高度なプロフェッショナル人
材の採用・育成に努め、キャリア形成や成長機会、能
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SecurityScorecard（P.82）などお客様に向けた
新たなサービスも展開しています。

5件0件

会員数（当社）

協業数（当社）

ダイバー
シティ

ワーク・
ライフ・
バランス

7.3％

女性採用比率
女性管理職比率

1件

健康経営

公式サイトでの研究・提言
発信数（当社）※

プロフェッショナル人材数

連携可能な
ベンチャー企業数（当社）

育休取得率（女性）※

再検査受診率※

人的価値

知的価値

社会関係
価値

E
環境

E
環境

S
社会

S
社会

S
社会

育休取得率（男性）※

リモートワーク環境
整備率※

S
社会

女性管理職比率※

2023 （年度）
（目標）

76.2

56.952.5

20222021

（%）

（tCO2e）

有給休暇取得率※

S
社会

S
社会

E

S

G

育休
取得率

女性
男性

2827 三菱総研グループレポート2022 三菱総研グループレポート2022

会社概要価値創造を支えるESGの取り組みIV社会課題解決ストーリーIII3つの価値の循環・最大化を目指してII三菱総研グループの価値創造I

PDF作成用.indd   28PDF作成用.indd   28 2023/02/15   23:342023/02/15   23:34



※1 社会情勢に応じて「社会価値目標」を変更することがあります
※2 Evidence Based Policy Making （証拠に基づく政策立案）の略

マテリアリティ
（事業を通じた豊かで持続可能な社会の構築） 概要

当社は、「2070年に『100億人・100歳時代』の豊かで持
続可能な社会の実現」を長期ビジョンとして、社会課題解決
を目指す事業による社会価値の創出を目指しています。
この社会価値を継続的に高め続けていくために、当社は
2021年度から開始した中計2023において、基本方針のひ
とつであるVCP経営を通じて社会課題解決に大きな貢献
ができる8つの「VCP重点分野」を定め、それぞれの目標を
設定しました。
また、サステナビリティ経営のマテリアリティの観点で
は、「事業を通じた豊かで持続可能な社会の構築」の領域
で、VCP重点分野を包含する３つのテーマを掲げました。

これら施策をふまえ、当社は、マテリアリティで明示した
事業の方向性に基づき、VCP重点分野における取り組みの
それぞれにおいて、創出する社会価値の定量・定性目標を
掲げています。

「事業を通じた豊かで持続可能な社会の構築」という視点
から設定した3つのテーマのうち「個人のウェルビーイン
グ」「社会の持続可能性」に関連するVCP重点分野につい
て、社会価値指標を設定しました。「技術による社会変革」に
関連する事業は、上記2項目に関連する課題解決にも貢献
するものとして位置づけています。

個人のウェルビーイング
健康・自己実現・
繋がりの確保

誰もが健康で生き生きと活躍でき、質の高い生活を送ることができる未来社会を目指します。

経済活動を支える安定的かつ災害にも強い社会インフラの構築と、地球環境・エネルギー・
食糧などに関する課題解決に取り組み、持続可能な社会を実現します。

DXに代表される革新技術の社会や企業への導入（DX事業）を通じて、上記の「個人のウェル
ビーイング」や「社会の持続可能性」の向上を目指します。

社会問題分野 解決策 社会価値目標※1

ヘルスケア 高齢化進展、医療・介護費の増加により、
国民皆保険の維持が困難となり、国民生
活の質が低下

健康寿命を延ばし、社会保障制度を再
設計

平均・健康寿命差0.5歳縮小【2030年】
医療・介護保険健全化10.5兆円
【2050年】

人財 仕事内容と能力のギャップにより希望の
仕事に就けない、人材を確保できない

「学び・成長・活躍」の機会提供による
ギャップ解消

雇用の流動化を促進し、転職率10％
【2030年】

都市・
モビリティ

地域課題の深刻化・複雑化・輻輳化・デジ
タル化などの影響により行動機会が減少
し、生活の質が低下＋感染症影響で交通
需要が減少、交通サービスが維持困難に

地域課題の解決のアクションの創出、
新常態を前提とした、一人ひとりの価
値観・生活環境に応じた質の高い行動
機会の提供

外出率の向上【対2015年】、ウェルビー
イングの向上

エネルギー 地球温暖化による海面上昇、生態系破
壊、自然災害の増加

安全な電力供給力確保、再生可能エネ
ルギー主力電源化、需給調整の仕組み
の構築

再生可能エネルギー比率36%～38%
【2030年】、再生可能エネルギーの出力
抑制率の低減

情報通信 情報爆発によるインフラ逼迫と電力消
費の増大、経済安全保障に係る外資依
存とサプライチェーンリスクの増大

情報通信資源の最適配分、グリーン
ICT推進、サプライチェーンリスクの可
視化・可制御化

自律・分散・協調型ネットワークの整備、グ
リーンICT/IoTインフラの整備、インフラ
のサプライチェーンセキュリティ高度化

食農 食料需要増と気候変動影響による中期
的な食料危機リスク。一方で国内農業生
産力の急減

農業の環境対応促進・食構成シフトと
食ロス削減・再生可能エネルギー普及
貢献、農業法人の質的量的拡大と農地
集約の促進

経営耕地面積280万ha、農業生産額8
兆円【2050年】、農林水産業のカーボン
ニュートラル化【2050年】、サステナブ
ルフードの世界市場140兆円【2050年】

持続可能な環境負荷内に収まる資源・
循環社会の実現

カーボンニュートラルを実現しつつ、持
続可能な資源利用・循環型社会づくり

エコロジカルフットプリントが1（地球の
持続可能レベル）以下

循環

巨大地震、気候変動による風水害の頻
発・激甚化に対する社会対応力の低下

民間資金・サービスも活用した自助・共
助力の拡充による公助の補完

国難級災害に向けた投資、行政・民間・個
人の対策向上

レジリエンス

主な取り組み●個人・コミュニティを対象としたサービスの社会実装に向けた研究～事業開発、産業インフラの老朽化対策と災害
対策を統合した投資・管理スキームの設計および提案、官民連携による防災分野のDX実現

主な取り組み●持続可能な資源・循環型社会の未来像を描き提言

主な取り組み●農業経営体数と経営規模の見通しと目指すべき姿に関する研究、食料生産の環境負荷低減を目指したサステナ
ブルフード・フードテック活用に関する研究、個別農業経営体の経営改善コンサルティング、フードテック系スタートアップ支援

主な取り組み●情報爆発モデル構築によるトラヒックとインフラの需給ミスマッチ分析、ICT電力消費量分析、次世代インフラに関
する提言、情報通信に係るサプライチェーンのセキュリティリスクレイティング事業開始

主な取り組み●人々のウェルビーイングと企業・地域の価値を高めるactfulness（P.48）を提言、Region Ring®サービスをリリー
スし、大丸有SDGs ACT5、名古屋市金シャチマネーなどで実装（P.48）

主な取り組み●人的資本経営の導入および情報開示制度に関する提言および政策支援、職務ベースの職業マッチングシステム
開発と職業紹介事業者向けサービス提供、教育ビジネスパートナー連携によるリカレント学習支援ツール開発に着手

主な取り組み●医療・介護デジタル化の影響を評価、持続可能性に向けた社会保障制度改革を提案、健保向けサービス拡販、地
方自治体向け介護予防EBPM※2事業開始、介護事業所の生産性向上に向けたサービス事業構想・技術開発を開始

主な取り組み●カーボンニュートラル化に伴う社会・経済への影響、構造変化を推計・提言、再生可能エネルギーのアグリゲーショ
ンによる新ビジネスを創出、分散型電源（再生可能エネルギー等）の最適運用計画を予測・立案するソリューションを開発

社会価値の創出

社会価値目標の選定の考え方

マテリアリティと社会価値指標

財務・非財務・社会価値の創出

VCP重点分野ごとの社会価値指標と主な取り組み

社会価値指標を設定したマテリアリティとVCP重点分野　

社会の持続可能性
安全安心と
地球の持続可能性の確保

革新技術の社会実装と
企業・社会の変革

技術による社会変革

持続可能な地球の上で
レジリエントな社会に支えられ
人間のウェルビーイングが最大化

社会価値指標を設定したVCP重点分野

人間が地球と社会に
能動的に働きかけることによって
ウェルビーイングが向上

技術による社会変革
DXなどの革新的技術の実装による企業・社会変革の推進

社会の持続可能性
エネルギー、情報通信、食農、循環、レジリエンス

個人のウェルビーイング
ヘルスケア、人財、都市・モビリティ

Wellｂeing

社会

地球

人間
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※1 社会情勢に応じて「社会価値目標」を変更することがあります
※2 Evidence Based Policy Making （証拠に基づく政策立案）の略

マテリアリティ
（事業を通じた豊かで持続可能な社会の構築） 概要

当社は、「2070年に『100億人・100歳時代』の豊かで持
続可能な社会の実現」を長期ビジョンとして、社会課題解決
を目指す事業による社会価値の創出を目指しています。
この社会価値を継続的に高め続けていくために、当社は
2021年度から開始した中計2023において、基本方針のひ
とつであるVCP経営を通じて社会課題解決に大きな貢献
ができる8つの「VCP重点分野」を定め、それぞれの目標を
設定しました。
また、サステナビリティ経営のマテリアリティの観点で
は、「事業を通じた豊かで持続可能な社会の構築」の領域
で、VCP重点分野を包含する３つのテーマを掲げました。

これら施策をふまえ、当社は、マテリアリティで明示した
事業の方向性に基づき、VCP重点分野における取り組みの
それぞれにおいて、創出する社会価値の定量・定性目標を
掲げています。

「事業を通じた豊かで持続可能な社会の構築」という視点
から設定した3つのテーマのうち「個人のウェルビーイン
グ」「社会の持続可能性」に関連するVCP重点分野につい
て、社会価値指標を設定しました。「技術による社会変革」に
関連する事業は、上記2項目に関連する課題解決にも貢献
するものとして位置づけています。

個人のウェルビーイング
健康・自己実現・
繋がりの確保

誰もが健康で生き生きと活躍でき、質の高い生活を送ることができる未来社会を目指します。

経済活動を支える安定的かつ災害にも強い社会インフラの構築と、地球環境・エネルギー・
食糧などに関する課題解決に取り組み、持続可能な社会を実現します。

DXに代表される革新技術の社会や企業への導入（DX事業）を通じて、上記の「個人のウェル
ビーイング」や「社会の持続可能性」の向上を目指します。

社会問題分野 解決策 社会価値目標※1

ヘルスケア 高齢化進展、医療・介護費の増加により、
国民皆保険の維持が困難となり、国民生
活の質が低下

健康寿命を延ばし、社会保障制度を再
設計

平均・健康寿命差0.5歳縮小【2030年】
医療・介護保険健全化10.5兆円
【2050年】

人財 仕事内容と能力のギャップにより希望の
仕事に就けない、人材を確保できない

「学び・成長・活躍」の機会提供による
ギャップ解消

雇用の流動化を促進し、転職率10％
【2030年】

都市・
モビリティ

地域課題の深刻化・複雑化・輻輳化・デジ
タル化などの影響により行動機会が減少
し、生活の質が低下＋感染症影響で交通
需要が減少、交通サービスが維持困難に

地域課題の解決のアクションの創出、
新常態を前提とした、一人ひとりの価
値観・生活環境に応じた質の高い行動
機会の提供

外出率の向上【対2015年】、ウェルビー
イングの向上

エネルギー 地球温暖化による海面上昇、生態系破
壊、自然災害の増加

安全な電力供給力確保、再生可能エネ
ルギー主力電源化、需給調整の仕組み
の構築

再生可能エネルギー比率36%～38%
【2030年】、再生可能エネルギーの出力
抑制率の低減

情報通信 情報爆発によるインフラ逼迫と電力消
費の増大、経済安全保障に係る外資依
存とサプライチェーンリスクの増大

情報通信資源の最適配分、グリーン
ICT推進、サプライチェーンリスクの可
視化・可制御化

自律・分散・協調型ネットワークの整備、グ
リーンICT/IoTインフラの整備、インフラ
のサプライチェーンセキュリティ高度化

食農 食料需要増と気候変動影響による中期
的な食料危機リスク。一方で国内農業生
産力の急減

農業の環境対応促進・食構成シフトと
食ロス削減・再生可能エネルギー普及
貢献、農業法人の質的量的拡大と農地
集約の促進

経営耕地面積280万ha、農業生産額8
兆円【2050年】、農林水産業のカーボン
ニュートラル化【2050年】、サステナブ
ルフードの世界市場140兆円【2050年】

持続可能な環境負荷内に収まる資源・
循環社会の実現

カーボンニュートラルを実現しつつ、持
続可能な資源利用・循環型社会づくり

エコロジカルフットプリントが1（地球の
持続可能レベル）以下

循環

巨大地震、気候変動による風水害の頻
発・激甚化に対する社会対応力の低下

民間資金・サービスも活用した自助・共
助力の拡充による公助の補完

国難級災害に向けた投資、行政・民間・個
人の対策向上

レジリエンス

主な取り組み●個人・コミュニティを対象としたサービスの社会実装に向けた研究～事業開発、産業インフラの老朽化対策と災害
対策を統合した投資・管理スキームの設計および提案、官民連携による防災分野のDX実現

主な取り組み●持続可能な資源・循環型社会の未来像を描き提言

主な取り組み●農業経営体数と経営規模の見通しと目指すべき姿に関する研究、食料生産の環境負荷低減を目指したサステナ
ブルフード・フードテック活用に関する研究、個別農業経営体の経営改善コンサルティング、フードテック系スタートアップ支援

主な取り組み●情報爆発モデル構築によるトラヒックとインフラの需給ミスマッチ分析、ICT電力消費量分析、次世代インフラに関
する提言、情報通信に係るサプライチェーンのセキュリティリスクレイティング事業開始

主な取り組み●人々のウェルビーイングと企業・地域の価値を高めるactfulness（P.48）を提言、Region Ring®サービスをリリー
スし、大丸有SDGs ACT5、名古屋市金シャチマネーなどで実装（P.48）

主な取り組み●人的資本経営の導入および情報開示制度に関する提言および政策支援、職務ベースの職業マッチングシステム
開発と職業紹介事業者向けサービス提供、教育ビジネスパートナー連携によるリカレント学習支援ツール開発に着手

主な取り組み●医療・介護デジタル化の影響を評価、持続可能性に向けた社会保障制度改革を提案、健保向けサービス拡販、地
方自治体向け介護予防EBPM※2事業開始、介護事業所の生産性向上に向けたサービス事業構想・技術開発を開始

主な取り組み●カーボンニュートラル化に伴う社会・経済への影響、構造変化を推計・提言、再生可能エネルギーのアグリゲーショ
ンによる新ビジネスを創出、分散型電源（再生可能エネルギー等）の最適運用計画を予測・立案するソリューションを開発

社会価値の創出

社会価値目標の選定の考え方

マテリアリティと社会価値指標

財務・非財務・社会価値の創出

VCP重点分野ごとの社会価値指標と主な取り組み

社会価値指標を設定したマテリアリティとVCP重点分野　

社会の持続可能性
安全安心と
地球の持続可能性の確保

革新技術の社会実装と
企業・社会の変革

技術による社会変革

持続可能な地球の上で
レジリエントな社会に支えられ
人間のウェルビーイングが最大化

社会価値指標を設定したVCP重点分野

人間が地球と社会に
能動的に働きかけることによって
ウェルビーイングが向上

技術による社会変革
DXなどの革新的技術の実装による企業・社会変革の推進

社会の持続可能性
エネルギー、情報通信、食農、循環、レジリエンス

個人のウェルビーイング
ヘルスケア、人財、都市・モビリティ

Wellｂeing

社会
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　当社は、中計2023で成長戦略の柱であるVCP経営の加速を図っています。VCP経営で
は、グループがもつ4機能（研究・提言、分析・構想、設計・実証、社会実装）を連接した事業展開
により、社会課題解決企業としての社会価値と企業価値双方の向上を図っていきます。これ
まで全社連携事業推進本部で枠組みを整備し、2022年度はエネルギー、人財、都市・モビリ
ティ、食農などのVCP重点分野でVCPマネージャーを中心に事業機会の拡大を図り、着実な
進展が見られました。また、重点アカウントやパートナーとの関係強化を図るため、営業では
インダストリ・マネージャーを配置するほか、ベンチャー企業も含めたアライアンスの推進、
会員事業ではICFネットワーク拡充、海外事業についてはハノイ・ドバイ拠点を核にした海外
ネットワークの活用など、全社横断的な組織体制で取り組みを推進しています。
　2023年度は、お客様やパートナーとの関係強化に向けた全社組織の取り組みとVCPを融
合し、VCP経営が生み出す事業の具体的成果の創出を行い、当社が目指している中期的な
成長像をわかりやすくお伝えできるように努めます。

　情報システムは今や重要な社会インフラのひとつであり、便利で豊かな未来を実現する
ためには不可欠な存在になっています。こうした中、三菱総研DCSは情報システムのプロ
フェッショナルとして、50年以上にわたってコンサルティングから設計、開発、保守・運用、
データ利活用、AI・自動化までのITライフサイクルを支えるトータルソリューションを提供し
続けています。
　現在推進中の中計2023では、DX事業ならびにサービス事業の拡大による持続的な成長
を目指しています。同時に、さらなる飛躍に向けた人材育成、研究開発および先行投資を積
極的に進めており、いずれも計画に沿って順調に進捗している状況です。
　三菱総研DCSは、「ITで実現する、持続可能な未来。」を理念に、社会インフラの一翼を担
う矜持をもち、三菱総研グループのIT中核企業として社会とお客様の課題解決に貢献して
いきます。

全社組織所管 兼 VCP総括（代表取締役副社長）メッセージ

三菱総研ＤＣＳ社長メッセージ

着実に成果が出つつあるVCP経営を
さらに加速させていきます。

社会インフラの一翼を担う企業としての矜持をもって
社会課題の解決に貢献していきます。

部門別進捗状況

三菱総研グループの主な事業体制

代表取締役副社長
（全社組織所管兼VCP総括）
水原 秀元

三菱総研ＤＣＳ株式会社
代表取締役社長
松下 岳彦

※全社最適の観点から４つの事業部門の調整を行う機能

B
分析・構想

A
研究・提言

D
社会実装

C
設計・実証

統括室
経営
イノベーション
本部
デジタル・
イノベーション
本部
イノベーション・
サービス
開発本部
キャリア・
イノベーション
本部
地域
イノベーション
本部
（2022年10月に
設立）

統括室
DX技術本部
企業DX本部
公共DX本部
金融DX本部

統括室
スマート・
リージョン
本部
ヘルスケア＆
ウェルネス
本部
サステナ
ビリティ本部
フロンティア・
テクノロジー
本部
セーフティ＆
インダストリー
本部

統括室
政策・経済
センター
先進技術
センター

産業IT部門
統括室
ビジネスイノベーション本部
ビジネスソリューション本部
ビジネスサービス本部
コンサルティング本部

三菱総合研究所 三菱総研DCS
シンクタンク・コンサルティングサービス ITサービス

ビジネス・
コンサル
ティング
部門

ポリシー・
コンサル
ティング
部門

シンクタンク
部門

デジタル・
トランス
フォーメー
ション
部門

営業本部

全社連携事業推進本部※

未来共創本部

海外事業本部

エム・アール・アイ リサーチアソシエイツ

金融IT部門
統括室
金融事業本部

決済IT部門
統括室
カード事業本部
決済事業本部

DX部門
統括室
テクノロジー事業本部
マネージドサービス事業本部

事業推進部門
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　当社は、中計2023で成長戦略の柱であるVCP経営の加速を図っています。VCP経営で
は、グループがもつ4機能（研究・提言、分析・構想、設計・実証、社会実装）を連接した事業展開
により、社会課題解決企業としての社会価値と企業価値双方の向上を図っていきます。これ
まで全社連携事業推進本部で枠組みを整備し、2022年度はエネルギー、人財、都市・モビリ
ティ、食農などのVCP重点分野でVCPマネージャーを中心に事業機会の拡大を図り、着実な
進展が見られました。また、重点アカウントやパートナーとの関係強化を図るため、営業では
インダストリ・マネージャーを配置するほか、ベンチャー企業も含めたアライアンスの推進、
会員事業ではICFネットワーク拡充、海外事業についてはハノイ・ドバイ拠点を核にした海外
ネットワークの活用など、全社横断的な組織体制で取り組みを推進しています。
　2023年度は、お客様やパートナーとの関係強化に向けた全社組織の取り組みとVCPを融
合し、VCP経営が生み出す事業の具体的成果の創出を行い、当社が目指している中期的な
成長像をわかりやすくお伝えできるように努めます。

　情報システムは今や重要な社会インフラのひとつであり、便利で豊かな未来を実現する
ためには不可欠な存在になっています。こうした中、三菱総研DCSは情報システムのプロ
フェッショナルとして、50年以上にわたってコンサルティングから設計、開発、保守・運用、
データ利活用、AI・自動化までのITライフサイクルを支えるトータルソリューションを提供し
続けています。
　現在推進中の中計2023では、DX事業ならびにサービス事業の拡大による持続的な成長
を目指しています。同時に、さらなる飛躍に向けた人材育成、研究開発および先行投資を積
極的に進めており、いずれも計画に沿って順調に進捗している状況です。
　三菱総研DCSは、「ITで実現する、持続可能な未来。」を理念に、社会インフラの一翼を担
う矜持をもち、三菱総研グループのIT中核企業として社会とお客様の課題解決に貢献して
いきます。

全社組織所管 兼 VCP総括（代表取締役副社長）メッセージ

三菱総研ＤＣＳ社長メッセージ

着実に成果が出つつあるVCP経営を
さらに加速させていきます。

社会インフラの一翼を担う企業としての矜持をもって
社会課題の解決に貢献していきます。

部門別進捗状況

三菱総研グループの主な事業体制

代表取締役副社長
（全社組織所管兼VCP総括）
水原 秀元

三菱総研ＤＣＳ株式会社
代表取締役社長
松下 岳彦

※全社最適の観点から４つの事業部門の調整を行う機能

B
分析・構想

A
研究・提言

D
社会実装

C
設計・実証

統括室
経営
イノベーション
本部
デジタル・
イノベーション
本部
イノベーション・
サービス
開発本部
キャリア・
イノベーション
本部
地域
イノベーション
本部
（2022年10月に
設立）

統括室
DX技術本部
企業DX本部
公共DX本部
金融DX本部

統括室
スマート・
リージョン
本部
ヘルスケア＆
ウェルネス
本部
サステナ
ビリティ本部
フロンティア・
テクノロジー
本部
セーフティ＆
インダストリー
本部

統括室
政策・経済
センター
先進技術
センター

産業IT部門
統括室
ビジネスイノベーション本部
ビジネスソリューション本部
ビジネスサービス本部
コンサルティング本部

三菱総合研究所 三菱総研DCS
シンクタンク・コンサルティングサービス ITサービス

ビジネス・
コンサル
ティング
部門

ポリシー・
コンサル
ティング
部門

シンクタンク
部門

デジタル・
トランス
フォーメー
ション
部門

営業本部

全社連携事業推進本部※

未来共創本部

海外事業本部

エム・アール・アイ リサーチアソシエイツ

金融IT部門
統括室
金融事業本部

決済IT部門
統括室
カード事業本部
決済事業本部

DX部門
統括室
テクノロジー事業本部
マネージドサービス事業本部

事業推進部門
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研究・提言
活動

未来社会
構想研究

VCP
連動研究

シンクタンク
基盤研究

VCP重点分野別戦略と連動した社会課題解決
● ヘルスケア　　● 人財　● エネルギー
● 都市・モビリティ　● 情報通信　● 食農　
● 循環　● レジリエンス

中長期視点での未来社会の構想・実現策
● ポストコロナ研究
● 骨太研究（カーボンニュートラル）

国際情勢や経済政策、先進技術動向　　　　　　　　
● マクロ経済研究
● 先進技術研究
   （バーチャルテクノロジー等）

ポリシー・コンサルティング部門の組織と事業

スマートシティ、インフラDX、モビリティ、EBPM※ 国土交通省、経済産業省、交通関連事業者

本部 事業領域 主なお客様

医療・介護、健康経営 厚生労働省、日本医療研究開発機構

防災・リスク、原子力安全、産業イノベーション 経済産業省、内閣府

先端技術、宇宙・海洋、防衛・インテリジェンス 総務省、内閣官房、経済産業省、通信事業者

環境、再生可能エネルギー、脱炭素社会、サステナビリティ経営

スマート・リージョン本部

ヘルスケア＆ウェルネス本部

セーフティ＆インダストリー本部

フロンティア・テクノロジー本部

サステナビリティ本部 環境省、経済産業省、電力事業者

シンクタンク部門は、VCP経営の起点となる「A：研究・提
言」領域を担っています。自主事業として、国際情勢や経済
潮流の分析、先進技術の動向分析などを行うとともに、中
長期視点で未来社会を描き、その実現に向けた解決策を提
言しています。
これら研究成果を、政府の審議会や業界団体・企業の会
議体の場、メディアをとおした発信などを通じて活用いただ
くことで、新たな社会潮流の創出を目指しています。

社会の不確実性が高まる中、あるべき未来像やその具体
策を提言するシンクタンクへの期待はますます高まってい
ます。複雑化する社会課題を解決するためには、俯瞰的で、
かつエビデンスに基づく課題分析・解決策が必要不可欠で
す。こうした中、当社には解決策の提言にとどまらず、官公
庁や民間企業など多様なステークホルダーとともに社会変
革をリードすることが求められており、VCP経営の「A：研究・
提言」を起点に「D：社会実装」まで一貫してサービスを提供
することで、社会課題解決に貢献しています。

よりレジリエントで持続可能なポストコロナ社会の実現
に向けた研究・提言を強化し、政策や企業施策への反映を
通じて社会潮流を創出していくことを目指しています。中で
も、VCP重点分野（P.29-30）に関しては、それぞれの分野
戦略と連動した研究・提言を推進し、社会課題を解決してい
くことを重視しています。また、当社のリサーチ・コンサル
ティング事業や社会実装事業で得られた知見・経験を活か
し、リアリティのある提言に努めています。

「中計2023」2年目の成果として、ウェルビーイングや
バーチャルテクノロジーなど社会の関心の高い研究・提言
を発信し、多くの反響を得ました。中計2023の初年度に設
定したVCP重点5分野（ヘルスケア、人財、都市・モビリティ、
エネルギー、情報通信）では、FLAPサイクル®（P.61）など社
会実装に繋がる事例を創出し、「中計2023」2年目からは新
たに3つの重点分野（食農、循環、レジリエンス）のチームを
組成し、社会課題解決に向けた研究・提言を開始しました。
これら研究・提言の質向上に向けて、国内外の研究機関・
大学との共同研究などを通じて世界の先端知見を取り入れ
るとともに、人材育成を強化し、オピニオンリーダーの輩出
にも努めています。

　政策共創による社会課題解決をミッションに、VCP経営
の基盤であり中核プロセスとなる「B：分析・構想」「C：設計・
実証」を担うリサーチ・コンサルティング事業を展開してい
ます。官公庁を主なお客様として、パートナーとの協働によ
り、政策立案、制度設計、事業推進を支援しています。
　社会的な要請が高まるヘルスケアやエネルギーなど、公
共的な政策動向と密接に関わる領域を中心に、お客様や社
会への課題解決手段の実装・実現まで踏み込んだ提案を行
うことで提供価値の向上に努めています。

　社会・経済の不安定性・不確実性が高まる中、社会課題は
ますます複合化・複雑化しており、官公庁では府省横断によ
る取り組みや、学際的なアプローチ、エビデンスに基づく政
策立案・実行が求められています。こうした中、調査・研究に
加え、政策執行・施策実装、民展開までを見据えた解決策を
重視する傾向が強まっており、当部門が果たすべき役割は
さらに高まっています。

　中計2023では、事業ポートフォリオの改革やDXを実現
するための案件強化など、事業の質的改革に取り組んでい
ます。また、事業を通じて得られる政策への知見、専門性を
もとに、目指すべき未来社会像を描き、その実現に向けた
案件の位置づけの見直しや、経営資源の選択・集中を進め
ています。
　さらに、未来社会像の実現に向けて、「A：研究・提言」や
「D：社会実装」への価値連鎖を強化していくことで提供価値
の向上を図っています。

　ポートフォリオ改革を推進していくために、社会的要請の
高いDX案件への集中や案件の大型化などで収益性を向上
させるとともに、低収益・単発案件などからは選択的に撤
退。経営資源を提言力の向上に充てるなど質的改革を実践
しています。

事業概念図

部門長
専務執行役員
岩瀬 広

新たな社会潮流の創出を目指して
VCP重点分野での研究・提言に注力

シンクタンク・コンサルティングサービス

事業概要

市場環境分析と対応

「中計2023」の戦略と主な取り組み

主な施策・成果

シンクタンク部門

羽生 哲也

事業における選択と集中を推進し、
質的改革を実践

シンクタンク・コンサルティングサービス

事業概要

市場環境分析と対応

「中計2023」の戦略と主な取り組み

主な施策・成果

ポリシー・コンサルティング部門

部門別進捗状況

※Evidence Based Policy Making （証拠に基づく政策立案）の略

部門長
執行役員
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研究・提言
活動

未来社会
構想研究

VCP
連動研究

シンクタンク
基盤研究

VCP重点分野別戦略と連動した社会課題解決
● ヘルスケア　　● 人財　● エネルギー
● 都市・モビリティ　● 情報通信　● 食農　
● 循環　● レジリエンス

中長期視点での未来社会の構想・実現策
● ポストコロナ研究
● 骨太研究（カーボンニュートラル）

国際情勢や経済政策、先進技術動向　　　　　　　　
● マクロ経済研究
● 先進技術研究
   （バーチャルテクノロジー等）

ポリシー・コンサルティング部門の組織と事業

スマートシティ、インフラDX、モビリティ、EBPM※ 国土交通省、経済産業省、交通関連事業者

本部 事業領域 主なお客様

医療・介護、健康経営 厚生労働省、日本医療研究開発機構

防災・リスク、原子力安全、産業イノベーション 経済産業省、内閣府

先端技術、宇宙・海洋、防衛・インテリジェンス 総務省、内閣官房、経済産業省、通信事業者

環境、再生可能エネルギー、脱炭素社会、サステナビリティ経営

スマート・リージョン本部

ヘルスケア＆ウェルネス本部

セーフティ＆インダストリー本部

フロンティア・テクノロジー本部

サステナビリティ本部 環境省、経済産業省、電力事業者

シンクタンク部門は、VCP経営の起点となる「A：研究・提
言」領域を担っています。自主事業として、国際情勢や経済
潮流の分析、先進技術の動向分析などを行うとともに、中
長期視点で未来社会を描き、その実現に向けた解決策を提
言しています。
これら研究成果を、政府の審議会や業界団体・企業の会
議体の場、メディアをとおした発信などを通じて活用いただ
くことで、新たな社会潮流の創出を目指しています。

社会の不確実性が高まる中、あるべき未来像やその具体
策を提言するシンクタンクへの期待はますます高まってい
ます。複雑化する社会課題を解決するためには、俯瞰的で、
かつエビデンスに基づく課題分析・解決策が必要不可欠で
す。こうした中、当社には解決策の提言にとどまらず、官公
庁や民間企業など多様なステークホルダーとともに社会変
革をリードすることが求められており、VCP経営の「A：研究・
提言」を起点に「D：社会実装」まで一貫してサービスを提供
することで、社会課題解決に貢献しています。

よりレジリエントで持続可能なポストコロナ社会の実現
に向けた研究・提言を強化し、政策や企業施策への反映を
通じて社会潮流を創出していくことを目指しています。中で
も、VCP重点分野（P.29-30）に関しては、それぞれの分野
戦略と連動した研究・提言を推進し、社会課題を解決してい
くことを重視しています。また、当社のリサーチ・コンサル
ティング事業や社会実装事業で得られた知見・経験を活か
し、リアリティのある提言に努めています。

「中計2023」2年目の成果として、ウェルビーイングや
バーチャルテクノロジーなど社会の関心の高い研究・提言
を発信し、多くの反響を得ました。中計2023の初年度に設
定したVCP重点5分野（ヘルスケア、人財、都市・モビリティ、
エネルギー、情報通信）では、FLAPサイクル®（P.61）など社
会実装に繋がる事例を創出し、「中計2023」2年目からは新
たに3つの重点分野（食農、循環、レジリエンス）のチームを
組成し、社会課題解決に向けた研究・提言を開始しました。
これら研究・提言の質向上に向けて、国内外の研究機関・
大学との共同研究などを通じて世界の先端知見を取り入れ
るとともに、人材育成を強化し、オピニオンリーダーの輩出
にも努めています。

　政策共創による社会課題解決をミッションに、VCP経営
の基盤であり中核プロセスとなる「B：分析・構想」「C：設計・
実証」を担うリサーチ・コンサルティング事業を展開してい
ます。官公庁を主なお客様として、パートナーとの協働によ
り、政策立案、制度設計、事業推進を支援しています。
　社会的な要請が高まるヘルスケアやエネルギーなど、公
共的な政策動向と密接に関わる領域を中心に、お客様や社
会への課題解決手段の実装・実現まで踏み込んだ提案を行
うことで提供価値の向上に努めています。

　社会・経済の不安定性・不確実性が高まる中、社会課題は
ますます複合化・複雑化しており、官公庁では府省横断によ
る取り組みや、学際的なアプローチ、エビデンスに基づく政
策立案・実行が求められています。こうした中、調査・研究に
加え、政策執行・施策実装、民展開までを見据えた解決策を
重視する傾向が強まっており、当部門が果たすべき役割は
さらに高まっています。

　中計2023では、事業ポートフォリオの改革やDXを実現
するための案件強化など、事業の質的改革に取り組んでい
ます。また、事業を通じて得られる政策への知見、専門性を
もとに、目指すべき未来社会像を描き、その実現に向けた
案件の位置づけの見直しや、経営資源の選択・集中を進め
ています。
　さらに、未来社会像の実現に向けて、「A：研究・提言」や
「D：社会実装」への価値連鎖を強化していくことで提供価値
の向上を図っています。

　ポートフォリオ改革を推進していくために、社会的要請の
高いDX案件への集中や案件の大型化などで収益性を向上
させるとともに、低収益・単発案件などからは選択的に撤
退。経営資源を提言力の向上に充てるなど質的改革を実践
しています。

事業概念図

部門長
専務執行役員
岩瀬 広

新たな社会潮流の創出を目指して
VCP重点分野での研究・提言に注力

シンクタンク・コンサルティングサービス

事業概要

市場環境分析と対応

「中計2023」の戦略と主な取り組み

主な施策・成果

シンクタンク部門

羽生 哲也

事業における選択と集中を推進し、
質的改革を実践

シンクタンク・コンサルティングサービス

事業概要

市場環境分析と対応

「中計2023」の戦略と主な取り組み

主な施策・成果

ポリシー・コンサルティング部門

部門別進捗状況

※Evidence Based Policy Making （証拠に基づく政策立案）の略

部門長
執行役員
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事業概念図

（シンクタンク
 部門連携）

リサーチ・コンサルティング事業

●未来社会提言
●政策提言

●業界横断
●経営戦略　●新規事業戦略
●経営管理　●組織・人事戦略　
●営業・マーケティング戦略
●コーポレート・レジリエンス
●サイバーセキュリティ

当社主体事業
●エネルギー
●MPX（卸電力取引情報）
●メガソーラー事業
  （開発・アセットマネジメント）

●都市・モビリティ
●Region Ring®
  （デジタル地域通貨）

●ヘルスケア
●健康エール （健診サポート）
●介護予防EBPM
  （データ・エビデンスによる介護予防）

●人財
●PRaiO（採用エントリーシートAI診断）
●crexta®（タレントマネジメント）
●COCOPRO®（メンタルケア支援）
●JOBMINEs（転職マッチング）
●アスリートのFLAP支援
  （セカンドキャリア形成支援）

●業界別戦略
●エネルギー
●モビリティ
●ヘルスケア
●食農
●情報通信
●放送
●人材　など　

MRI

DXB
240人

JBS

Microsoftのトップパートナー
その他パートナー（IT-One、MRVS…）

三菱総研DCS

銀行および大規模SIに強い

アイネス

売上460億円　1,000人

売上860億円　2,300人
売上700億円　2,900人 売上400億円　1,500人

地方自治体パッケージに強み

※売上、人数は概数（MRI、三菱総研DCS、DXB、
　JBSは2022年9月期、アイネスは2022年3月期）

戦略コンサル

SI・ITサービス

DX事業の体制VCP B
分析・構想

A
研究・提言

D
社会実装

C
設計・実証

　ビジネス・コンサルティング部門は、民間企業を主要なお
客様・パートナーとして、本質的課題を捉え、あるべき未来に
向けた成長戦略や経営・事業計画の策定から実装を支援す
るリサーチ・コンサルティング事業を展開しています。また、
当社自身が課題解決・社会実装サービスの担い手となり、
パートナー企業とともに社会やお客様の変革に貢献してい
ます。

　①社会課題の高難度化（複雑化、深刻化、グローバル化、
不確実性などの高まり）、②企業経営の在り方の変化（パー
パス・ビジョン経営、社会課題解決、サステナビリティ経営、
人的資本経営、DX、セキュリティ、カーボンニュートラル）、
③新常態での企業・地方自治体のトランスフォーメーション
や生活者・就業者の行動変化などを事業機会として捉え、お
客様に寄り添いながら政策とビジネスが連動するリアリ
ティのある企業・社会変革、総合的な社会課題解決を目指し
ています。

　社会課題を起点にさまざまな事業機能を統合するVCP
連接を強化し、お客様や社会に提供する価値やアウトカム
を最大化するコンサルティングサービスの質的強化に挑ん
でいます。さらに、当社における将来の収益性向上に向け
て、ストック型事業の開発・推進に重点投資しています。

　コンサルティングサービスの質的強化により、継続的な案
件の大型化・高単価化を実現しています。主な成果として、
スマートシティ基盤設計、コロナAIシミュレーション、ローカ
ル５G実証、セキュリティコンサルティング、人的資本経営コ
ンソーシアム運営等の受託事業があります。
　ストック型事業は、デジタル地域通貨事業のRegion Ring®

（名古屋市・金シャチマネー等）が進展したほか、MPX事業
（卸電力取引予測サービス）を推進する新会社を設立しまし
た。また、人的資本経営をサポートするJOBMINEs事業、
データ・エビデンスに基づく介護予防EBPM事業などを開始
しました。

デジタル・トランスフォーメーション部門（以下DXB）は、
デジタル技術を活用し、複合的な社会課題や、一般産業・金
融・公共分野のお客様の課題解決に取り組んでいます。シ
ンクタンクとして、政策・社会経済動向の深い理解と、戦略/
ビジネス/ITコンサルティングを融合した取り組みが特長で
す。VCP経営と連結経営を両輪として、主に「C：設計・実証」
「D：社会実装」領域を担当。戦略の立案からデジタル実装に
至るまでを一貫してご支援することにより、お客様の変革を
実現します。

日本のDXの取り組みは業務改革が中心であり、変革に
はまだ十分いたっていません。一方、技術革新は速く、近年
ではメタバースなどの新たな事業機会が顕在化するととも
に、サイバー空間の脅威が拡大。また、DXBではシンクタン
クの社会を先読みする力を活かした戦略フェーズの取り組
み、お客様との伴走、グループ企業を中核とする多様な
パートナーとのデジタル実装の共創を強化。さらに、当社自
身がDXを先駆けるシンクタンクDX活動を通じ、技術開発
や事業化に取り組んでいます。

中計2023では、変革を実現するための当社独自の手法
「DXジャーニー®（P.56）」をはじめ、経験・ノウハウのAI化や
価値創出にフォーカスした「データ駆動経営」、職員の手作
業に依存した業務を改革する「行政DX」、地域の持続的成
長を目指す「地域共創DX」、FinTechを中心とする「金融
DX」などを注力分野として取り組んでいます。
活動にあたっては、関連部署との連携、パートナーとのソ

リューションやサービスの開発を加速。また、「D：社会実装」
を通じて得た知見・技術を「A：研究・提言」「B：分析・構想」
「C：設計・実証」領域に展開することでVCP経営の骨太化に
努めています。

　注力分野の実績は着実に拡大。ビッグデータ活用に簡易
に取り組める「ForePaaS」、地方自治体の住民支援のデジタ
ル化を進める「AIスタッフ」「AI相談パートナー」、融資の審査
をAIで自動化する「審査AI」などの実績が伸長しています。
　グループ連携では、特に「DXジャーニー®」「行政DX」「金
融DX」で事業が進捗。2022年7月には、当社グループの
DX事業を紹介する「【MRI DX DAY】DXリスタート」を開催。
今後も当社グループのDX事業の認知度向上、人材の確保・
育成を図り、さらなる成長を目指します。

お客様の変革に伴走するコンサルティングと
社会課題解決ビジネスを開発・実装

事業概要

市場環境分析と対応

「中計2023」の戦略と主な取り組み

主な施策・成果

シンクタンク・コンサルティングサービス
ビジネス・コンサルティング部門

部門別進捗状況

仲伏 達也 伊藤 芳彦

DXニーズの高まりを捉えて
グループ連携による多様な成果を創出

デジタル・トランスフォーメーション部門

事業概要

市場環境分析と対応

「中計2023」の戦略と主な取り組み

主な施策・成果

シンクタンク・コンサルティングサービス

部門長
執行役員

部門長
常務執行役員
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事業概念図

（シンクタンク
 部門連携）

リサーチ・コンサルティング事業

●未来社会提言
●政策提言

●業界横断
●経営戦略　●新規事業戦略
●経営管理　●組織・人事戦略　
●営業・マーケティング戦略
●コーポレート・レジリエンス
●サイバーセキュリティ

当社主体事業
●エネルギー
●MPX（卸電力取引情報）
●メガソーラー事業
  （開発・アセットマネジメント）

●都市・モビリティ
●Region Ring®
  （デジタル地域通貨）

●ヘルスケア
●健康エール （健診サポート）
●介護予防EBPM
  （データ・エビデンスによる介護予防）

●人財
●PRaiO（採用エントリーシートAI診断）
●crexta®（タレントマネジメント）
●COCOPRO®（メンタルケア支援）
●JOBMINEs（転職マッチング）
●アスリートのFLAP支援
  （セカンドキャリア形成支援）

●業界別戦略
●エネルギー
●モビリティ
●ヘルスケア
●食農
●情報通信
●放送
●人材　など　

MRI

DXB
240人

JBS

Microsoftのトップパートナー
その他パートナー（IT-One、MRVS…）

三菱総研DCS

銀行および大規模SIに強い

アイネス

売上460億円　1,000人

売上860億円　2,300人
売上700億円　2,900人 売上400億円　1,500人

地方自治体パッケージに強み

※売上、人数は概数（MRI、三菱総研DCS、DXB、
　JBSは2022年9月期、アイネスは2022年3月期）

戦略コンサル

SI・ITサービス

DX事業の体制VCP B
分析・構想

A
研究・提言

D
社会実装

C
設計・実証

　ビジネス・コンサルティング部門は、民間企業を主要なお
客様・パートナーとして、本質的課題を捉え、あるべき未来に
向けた成長戦略や経営・事業計画の策定から実装を支援す
るリサーチ・コンサルティング事業を展開しています。また、
当社自身が課題解決・社会実装サービスの担い手となり、
パートナー企業とともに社会やお客様の変革に貢献してい
ます。

　①社会課題の高難度化（複雑化、深刻化、グローバル化、
不確実性などの高まり）、②企業経営の在り方の変化（パー
パス・ビジョン経営、社会課題解決、サステナビリティ経営、
人的資本経営、DX、セキュリティ、カーボンニュートラル）、
③新常態での企業・地方自治体のトランスフォーメーション
や生活者・就業者の行動変化などを事業機会として捉え、お
客様に寄り添いながら政策とビジネスが連動するリアリ
ティのある企業・社会変革、総合的な社会課題解決を目指し
ています。

　社会課題を起点にさまざまな事業機能を統合するVCP
連接を強化し、お客様や社会に提供する価値やアウトカム
を最大化するコンサルティングサービスの質的強化に挑ん
でいます。さらに、当社における将来の収益性向上に向け
て、ストック型事業の開発・推進に重点投資しています。

　コンサルティングサービスの質的強化により、継続的な案
件の大型化・高単価化を実現しています。主な成果として、
スマートシティ基盤設計、コロナAIシミュレーション、ローカ
ル５G実証、セキュリティコンサルティング、人的資本経営コ
ンソーシアム運営等の受託事業があります。
　ストック型事業は、デジタル地域通貨事業のRegion Ring®

（名古屋市・金シャチマネー等）が進展したほか、MPX事業
（卸電力取引予測サービス）を推進する新会社を設立しまし
た。また、人的資本経営をサポートするJOBMINEs事業、
データ・エビデンスに基づく介護予防EBPM事業などを開始
しました。

デジタル・トランスフォーメーション部門（以下DXB）は、
デジタル技術を活用し、複合的な社会課題や、一般産業・金
融・公共分野のお客様の課題解決に取り組んでいます。シ
ンクタンクとして、政策・社会経済動向の深い理解と、戦略/
ビジネス/ITコンサルティングを融合した取り組みが特長で
す。VCP経営と連結経営を両輪として、主に「C：設計・実証」
「D：社会実装」領域を担当。戦略の立案からデジタル実装に
至るまでを一貫してご支援することにより、お客様の変革を
実現します。

日本のDXの取り組みは業務改革が中心であり、変革に
はまだ十分いたっていません。一方、技術革新は速く、近年
ではメタバースなどの新たな事業機会が顕在化するととも
に、サイバー空間の脅威が拡大。また、DXBではシンクタン
クの社会を先読みする力を活かした戦略フェーズの取り組
み、お客様との伴走、グループ企業を中核とする多様な
パートナーとのデジタル実装の共創を強化。さらに、当社自
身がDXを先駆けるシンクタンクDX活動を通じ、技術開発
や事業化に取り組んでいます。

中計2023では、変革を実現するための当社独自の手法
「DXジャーニー®（P.56）」をはじめ、経験・ノウハウのAI化や
価値創出にフォーカスした「データ駆動経営」、職員の手作
業に依存した業務を改革する「行政DX」、地域の持続的成
長を目指す「地域共創DX」、FinTechを中心とする「金融
DX」などを注力分野として取り組んでいます。
活動にあたっては、関連部署との連携、パートナーとのソ

リューションやサービスの開発を加速。また、「D：社会実装」
を通じて得た知見・技術を「A：研究・提言」「B：分析・構想」
「C：設計・実証」領域に展開することでVCP経営の骨太化に
努めています。

　注力分野の実績は着実に拡大。ビッグデータ活用に簡易
に取り組める「ForePaaS」、地方自治体の住民支援のデジタ
ル化を進める「AIスタッフ」「AI相談パートナー」、融資の審査
をAIで自動化する「審査AI」などの実績が伸長しています。
　グループ連携では、特に「DXジャーニー®」「行政DX」「金
融DX」で事業が進捗。2022年7月には、当社グループの
DX事業を紹介する「【MRI DX DAY】DXリスタート」を開催。
今後も当社グループのDX事業の認知度向上、人材の確保・
育成を図り、さらなる成長を目指します。

お客様の変革に伴走するコンサルティングと
社会課題解決ビジネスを開発・実装

事業概要

市場環境分析と対応

「中計2023」の戦略と主な取り組み

主な施策・成果

シンクタンク・コンサルティングサービス
ビジネス・コンサルティング部門

部門別進捗状況

仲伏 達也 伊藤 芳彦

DXニーズの高まりを捉えて
グループ連携による多様な成果を創出

デジタル・トランスフォーメーション部門

事業概要

市場環境分析と対応

「中計2023」の戦略と主な取り組み

主な施策・成果

シンクタンク・コンサルティングサービス

部門長
執行役員

部門長
常務執行役員
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紙・声 デジタルデータ

情報システム
（プログラム）

サービス（アプリケーション）見直し、改良

広義のDX（デジタル化、デジタル活用）

新サービス創出

やり方を変える
デジタイゼーション

サービスを変える
デジタライゼーション

サービスを創る
デジタルトランスフォーメーション

（真のDX）

利用者（国民、企業）

デジタル化

MRIとMRAの役割分担による事業推進（防災分野の例）

VCP

MRI

将来災害に適応した
レジリエントな社会像の提言

連携 連携

MRA

大規模自然災害の
被害想定

MRI

防災への事前投資を促す
ファイナンススキームの展開

B
分析・構想

A
研究・提言

D
社会実装

C
設計・実証

　産業IT部門は、「ソリューション事業」と「サービス事業」を
二本柱としています。
　ソリューション事業では、各企業のステージに合わせた最
適なDXを支援しています。
　サービス事業では、「HR事業」と「文教事業」を展開してい
ます。HR事業では、人事給与アウトソーシングサービス
「PROSRV®（プロサーブ）」、文教事業では、小中高向けのイ
ンターネット出願サービス「miraicompass®」を展開中です。

　コロナ禍の長期化により、従業員の働き方や営業形態、
ユーザー体験（UX）など幅広い分野でIT活用の機会が増加
しています。また、企業のDX戦略が加速する一方で、レガ
シーシステムの保守・運用負担軽減やデータ整備などを急
務とする企業も多く、ニーズが多様化しています。
　当社はこうした機会を捉え、MRIのコンサルティングノウ
ハウを加えて企業の経営課題への提案を積極化するととも
に、長年の基幹系システムの開発～運用実績に最新のデー
タ分析技術を融合し、お客様のステージに合わせた業務
DXを支援しています。

　ソリューション事業では「インフラ改革」「業務プロセス改
革」「ビジネスモデル改革」など、お客様の改革ステージに
応じた支援を推進しています。これら事業を通じて、2021
年10月に新設した「コンサルティング本部」では上流から実
装までのサービス提供パターンを構築しました。
 サービス事業では、利用者の拡大や収益性向上に向けた
事業構造改革を進めるとともに、サービスメニューの充実
などにより既存のお客様の満足度向上を追求しています。

　ソリューション事業では、官公庁や新聞社など公共性の
高いお客様の業務プロセス改革・DX化を後押しすることで
幅広く社会貢献に寄与しています。また製造・流通業向け
DX商材や顧客基盤の強化も進んでいます。
　サービス事業では、miraicompass®の導入学校数が約
1,200校から1,300校へと拡大。私立校だけでなく公立高
校での利用も始まりました。現在は、「学費収納サービス」な
どサービスのラインナップも拡充し、入学後も長く利用い
ただけるサービスへと発展させています。

改革ステージに応じたソリューションを提供

　MRAは、シミュレーションやデータ解析を強みとするMRI
のパートナー会社です。革新的データの創出、データに基づ
く政策分析、シミュレーションなどの専門性と、子会社として
の機動性を活かし、VCP戦略の実現に貢献しています。
　複雑化する社会課題の解決に向け、官公庁事業を中心
に、VCPの「B：分析・構想」「C：設計・実証」領域を担うととも
に「D：社会実装」事業の展開を支えています。

　カーボンニュートラル、災害激甚化対策、地域交通問題、
新型コロナウイルス感染症対策など、多くの社会課題への
対応が迫られる中、官公庁や民間インフラ事業者のリサー
チ・コンサルティングに関するニーズはますます多様化、増
大しています。
　また、ポストコロナ社会でますます加速するDX化の流れ
の中で、EBPMの重要性はこれまで以上に高まっており、
MRAのデータ創出、分析、シミュレーションなどの強みを活
かす機会が増加しています。

　社会課題解決に向け、シミュレーションやデータ解析力
などの強みを活かすとともに、MRI各部門との連携を通じ
てVCP経営の「B：分析・構想」「C：設計・実証」事業の基盤を
強化しています。また、「D：社会実装」事業の展開に必要な
コアロジック開発を支援しています。
　さらに、MRIのデジタル・トランスフォーメーション部門
（DXB）と連携し、官公庁が主催する各種委員会の運営など
定常業務のDX・自動化の推進を通じてシンクタンクDXを
具現化しています。

　地震などの被害想定を行うシミュレーション事業、コロナ
感染に関する解析事業、三菱総研グループのmif（生活者市
場予測システム）データを活用した分析事業などで着実に
実績を積み重ねています。
　VCP経営の「D：社会実装」領域では、MRIの電力需給予
測サービスやX線非破壊検査の効率化ツールの開発に貢
献するほか、MRIが開発したメガソーラーのアセットマネジ
メントサービスを提供しています。
　また、DXBと連携して開発した各種委員会運営DXの独自
ツール「M4S（MRA Secretariat Support System Series）」
を活用したコンサルティングを実施しています。

部門長
執行役員

木本 昌次

お客様の改革ステージに応じた
DX支援サービスを提供

ITサービス

事業概要 「中計2023」の戦略と主な取り組み

三菱総研DCS株式会社｜産業IT部門

部門別進捗状況

市場環境分析と対応 主な施策・成果

シミュレーションやデータ解析を強みに
MRI各部門とともに官公庁事業を展開

事業概要

市場環境分析と対応

「中計2023」の戦略と主な取り組み

主な施策・成果

シンクタンク・コンサルティングサービス
エム・アール・アイ リサーチアソシエイツ株式会社（MRA）

代表取締役社長
鈴木 啓史
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紙・声 デジタルデータ

情報システム
（プログラム）

サービス（アプリケーション）見直し、改良

広義のDX（デジタル化、デジタル活用）

新サービス創出

やり方を変える
デジタイゼーション

サービスを変える
デジタライゼーション

サービスを創る
デジタルトランスフォーメーション

（真のDX）

利用者（国民、企業）

デジタル化

MRIとMRAの役割分担による事業推進（防災分野の例）

VCP

MRI

将来災害に適応した
レジリエントな社会像の提言

連携 連携

MRA

大規模自然災害の
被害想定

MRI

防災への事前投資を促す
ファイナンススキームの展開

B
分析・構想

A
研究・提言

D
社会実装

C
設計・実証

　産業IT部門は、「ソリューション事業」と「サービス事業」を
二本柱としています。
　ソリューション事業では、各企業のステージに合わせた最
適なDXを支援しています。
　サービス事業では、「HR事業」と「文教事業」を展開してい
ます。HR事業では、人事給与アウトソーシングサービス
「PROSRV®（プロサーブ）」、文教事業では、小中高向けのイ
ンターネット出願サービス「miraicompass®」を展開中です。

　コロナ禍の長期化により、従業員の働き方や営業形態、
ユーザー体験（UX）など幅広い分野でIT活用の機会が増加
しています。また、企業のDX戦略が加速する一方で、レガ
シーシステムの保守・運用負担軽減やデータ整備などを急
務とする企業も多く、ニーズが多様化しています。
　当社はこうした機会を捉え、MRIのコンサルティングノウ
ハウを加えて企業の経営課題への提案を積極化するととも
に、長年の基幹系システムの開発～運用実績に最新のデー
タ分析技術を融合し、お客様のステージに合わせた業務
DXを支援しています。

　ソリューション事業では「インフラ改革」「業務プロセス改
革」「ビジネスモデル改革」など、お客様の改革ステージに
応じた支援を推進しています。これら事業を通じて、2021
年10月に新設した「コンサルティング本部」では上流から実
装までのサービス提供パターンを構築しました。
 サービス事業では、利用者の拡大や収益性向上に向けた
事業構造改革を進めるとともに、サービスメニューの充実
などにより既存のお客様の満足度向上を追求しています。

　ソリューション事業では、官公庁や新聞社など公共性の
高いお客様の業務プロセス改革・DX化を後押しすることで
幅広く社会貢献に寄与しています。また製造・流通業向け
DX商材や顧客基盤の強化も進んでいます。
　サービス事業では、miraicompass®の導入学校数が約
1,200校から1,300校へと拡大。私立校だけでなく公立高
校での利用も始まりました。現在は、「学費収納サービス」な
どサービスのラインナップも拡充し、入学後も長く利用い
ただけるサービスへと発展させています。

改革ステージに応じたソリューションを提供

　MRAは、シミュレーションやデータ解析を強みとするMRI
のパートナー会社です。革新的データの創出、データに基づ
く政策分析、シミュレーションなどの専門性と、子会社として
の機動性を活かし、VCP戦略の実現に貢献しています。
　複雑化する社会課題の解決に向け、官公庁事業を中心
に、VCPの「B：分析・構想」「C：設計・実証」領域を担うととも
に「D：社会実装」事業の展開を支えています。

　カーボンニュートラル、災害激甚化対策、地域交通問題、
新型コロナウイルス感染症対策など、多くの社会課題への
対応が迫られる中、官公庁や民間インフラ事業者のリサー
チ・コンサルティングに関するニーズはますます多様化、増
大しています。
　また、ポストコロナ社会でますます加速するDX化の流れ
の中で、EBPMの重要性はこれまで以上に高まっており、
MRAのデータ創出、分析、シミュレーションなどの強みを活
かす機会が増加しています。

　社会課題解決に向け、シミュレーションやデータ解析力
などの強みを活かすとともに、MRI各部門との連携を通じ
てVCP経営の「B：分析・構想」「C：設計・実証」事業の基盤を
強化しています。また、「D：社会実装」事業の展開に必要な
コアロジック開発を支援しています。
　さらに、MRIのデジタル・トランスフォーメーション部門
（DXB）と連携し、官公庁が主催する各種委員会の運営など
定常業務のDX・自動化の推進を通じてシンクタンクDXを
具現化しています。

　地震などの被害想定を行うシミュレーション事業、コロナ
感染に関する解析事業、三菱総研グループのmif（生活者市
場予測システム）データを活用した分析事業などで着実に
実績を積み重ねています。
　VCP経営の「D：社会実装」領域では、MRIの電力需給予
測サービスやX線非破壊検査の効率化ツールの開発に貢
献するほか、MRIが開発したメガソーラーのアセットマネジ
メントサービスを提供しています。
　また、DXBと連携して開発した各種委員会運営DXの独自
ツール「M4S（MRA Secretariat Support System Series）」
を活用したコンサルティングを実施しています。

部門長
執行役員

木本 昌次

お客様の改革ステージに応じた
DX支援サービスを提供

ITサービス

事業概要 「中計2023」の戦略と主な取り組み

三菱総研DCS株式会社｜産業IT部門

部門別進捗状況

市場環境分析と対応 主な施策・成果

シミュレーションやデータ解析を強みに
MRI各部門とともに官公庁事業を展開

事業概要

市場環境分析と対応

「中計2023」の戦略と主な取り組み

主な施策・成果

シンクタンク・コンサルティングサービス
エム・アール・アイ リサーチアソシエイツ株式会社（MRA）

代表取締役社長
鈴木 啓史
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MUFGのビジネスモデル変革へ貢献

三菱総研ＤＣＳ　金融ＩＴ部門

システム開発
（SI・SES・PMO）

DX推進
（AI・データ分析・クラウド）

ビジネス支援
（コンサル・業務支援・EUD）

●大型開発案件の実績
●金融システムにおける技術力・業務知見

●顧客の業務理解に基づく要求分析・支援
●ＩＴの知見を活かした企画・開発支援

●DXソリューション・DX人材

BtoCおよびBtoB商取引における決済全般を網羅。顧客システム全領域のITソリューションを提供。
クレジットカード、集金代行、決済代行、割賦販売、一般企業の決済業務エンドユーザー

顧客接点領域
●WEBポータルサイト
●営業支援システム

消費者

加盟店
収納企業

基幹業務領域
●EOS・レガシーシステム
●効率化・ペーパーレス

情報管理領域
●データ活用・AI
●セキュリティ強化

　金融IT部門は、三菱UFJフィナンシャル・グループ
（MUFG）を中心とした金融機関にITソリューションを提供
しています。銀行システムを中心として、多くの大型案件や
重要案件を担っています。
　DXの実現など金融機関の付加価値向上に向け、新たな
テクノロジーの導入・習得、人材の採用・育成のほか、三菱
総研グループとの連携を強化しています。

　MUFGでは、金融・決済サービスの高度化や商品の拡充
など、ビジネスモデル変革が進展しています。加えて、コロ
ナ禍を契機に働き方改革や業務プロセス改革が加速する
とともに、サービス提供形態の変化などによってDX需要が
急増しています。
　こうした中、当社は金融機関の基幹システムの統合や更
改を通じて培ったスキル・経験を活用して、拡大するIT投資
需要に対応しています。また、DX需要の高まりに伴う、ITと
業務スキルをあわせもつ人材ニーズに対しても、システム
開発の上流工程支援を通じて対応しています。

　MUFGの中期経営計画に対応し、中長期的なシステム開
発案件における上流工程への参画や、DX活用による一層
の付加価値向上に取り組んでいます。また、DX部門やMRI・
JBS・アイネスとの連携強化により、各社の知見・技術・経験
をもち寄り、需要の旺盛なAI活用やデータ分析を推進して
いきます。

　中計2023の2年目は、各種大型案件、重要案件が概ね計
画どおり進捗しました。また、新規大型案件の受注をふま
え、中長期的なシステム開発案件の本格化に備えた体制構
築を進めています。
　DX商材を活用した新規事業は、案件を着実に積み上げ
ています。特に、旺盛な需要が続くEUD（エンドユーザー・
デベロプメント）領域では、システム開発の上流工程への参
画を拡大すべく、お客様のニーズに応える高度IT人材を投
入しています。

　金融システム事業は当社の創業以来の中核事業ですが、
決済IT部門は、その中でも決済関連のITソリューションを担
う部門です。クレジットカードシステムの統合プロジェクトを
推進するなど、決済という社会インフラを支える使命感の
もと、事業拡大にまい進しています。

　FinTechの台頭や新型コロナウイルス感染症拡大によ
り、日常の消費活動や決済手段には大きな変化が生まれて
います。これら変化に伴い当社へのニーズにも変化が生じ、
プロジェクトの上流工程からの参画依頼をはじめ、基幹シス
テムの脱ホスト化、エンドユーザー接点のフルデジタル化
やビッグデータ利活用など高度化・多角化しています。当社
はこれらの変化を成長機会と位置づけ、新たなテクノロ
ジーや開発手法を駆使した高度な決済サービスの提供に
努めています。

　クレジットカードシステム統合プロジェクトでは、早期に
課題を発見し、迅速に解決していくために、組織を超えたコ
ミュニケーションを積極的に行い、計画どおりの遂行を目指
しています。
　また、従来型のシステム開発、エンジニアリングサービス
だけでなく、パッケージ活用、アジャイル開発、AI活用など多
様な手法やテクノロジーを駆使することで、クレジットカード
や集金代行など決済専業会社はもとより、決済業務に関わ
るさまざまなお客様への提供価値の向上を図っています。

　中計2023の2年目は、各種大型案件、重要案件が計画ど
おり進捗しました。クレジットカードシステム統合プロジェク
トもお客様や他ベンダーとの協力体制のもと、着実に進展し
ています。同時に、さらなる事業拡大、新たな収益基盤の確
保に向けて、「新分野に挑戦する自律型人材」を育成すると
ともに、社内や三菱総研グループとの連携を通じ、お客様の
基幹業務、顧客接点、情報管理といった幅広いシステム領域
への最新かつ高品質なサービスの提供に注力しています。

金融IT部門によるMUFGへのサービス提供形態

部門長
常務執行役員
福島 周

金融機関のDX需要に応える商材と人材を
組み合わせたソリューションを提供 部門長

常務執行役員
中越 匡史

社会インフラとしての使命感をもって
大型プロジェクトを推進するとともに
DXを通じた新領域・新商品・サービスの
提供に注力

ITサービス
三菱総研DCS株式会社｜金融IT部門

ITサービス
三菱総研DCS株式会社｜決済IT部門

部門別進捗状況

事業概要 「中計2023」の戦略と主な取り組み

市場環境分析と対応
主な施策・成果

事業概要 「中計2023」の戦略と主な取り組み

市場環境分析と対応

主な施策・成果

決済IT部門の事業領域
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MUFGのビジネスモデル変革へ貢献

三菱総研ＤＣＳ　金融ＩＴ部門

システム開発
（SI・SES・PMO）

DX推進
（AI・データ分析・クラウド）

ビジネス支援
（コンサル・業務支援・EUD）

●大型開発案件の実績
●金融システムにおける技術力・業務知見

●顧客の業務理解に基づく要求分析・支援
●ＩＴの知見を活かした企画・開発支援

●DXソリューション・DX人材

BtoCおよびBtoB商取引における決済全般を網羅。顧客システム全領域のITソリューションを提供。
クレジットカード、集金代行、決済代行、割賦販売、一般企業の決済業務エンドユーザー

顧客接点領域
●WEBポータルサイト
●営業支援システム

消費者

加盟店
収納企業

基幹業務領域
●EOS・レガシーシステム
●効率化・ペーパーレス

情報管理領域
●データ活用・AI
●セキュリティ強化

　金融IT部門は、三菱UFJフィナンシャル・グループ
（MUFG）を中心とした金融機関にITソリューションを提供
しています。銀行システムを中心として、多くの大型案件や
重要案件を担っています。
　DXの実現など金融機関の付加価値向上に向け、新たな
テクノロジーの導入・習得、人材の採用・育成のほか、三菱
総研グループとの連携を強化しています。

　MUFGでは、金融・決済サービスの高度化や商品の拡充
など、ビジネスモデル変革が進展しています。加えて、コロ
ナ禍を契機に働き方改革や業務プロセス改革が加速する
とともに、サービス提供形態の変化などによってDX需要が
急増しています。
　こうした中、当社は金融機関の基幹システムの統合や更
改を通じて培ったスキル・経験を活用して、拡大するIT投資
需要に対応しています。また、DX需要の高まりに伴う、ITと
業務スキルをあわせもつ人材ニーズに対しても、システム
開発の上流工程支援を通じて対応しています。

　MUFGの中期経営計画に対応し、中長期的なシステム開
発案件における上流工程への参画や、DX活用による一層
の付加価値向上に取り組んでいます。また、DX部門やMRI・
JBS・アイネスとの連携強化により、各社の知見・技術・経験
をもち寄り、需要の旺盛なAI活用やデータ分析を推進して
いきます。

　中計2023の2年目は、各種大型案件、重要案件が概ね計
画どおり進捗しました。また、新規大型案件の受注をふま
え、中長期的なシステム開発案件の本格化に備えた体制構
築を進めています。
　DX商材を活用した新規事業は、案件を着実に積み上げ
ています。特に、旺盛な需要が続くEUD（エンドユーザー・
デベロプメント）領域では、システム開発の上流工程への参
画を拡大すべく、お客様のニーズに応える高度IT人材を投
入しています。

　金融システム事業は当社の創業以来の中核事業ですが、
決済IT部門は、その中でも決済関連のITソリューションを担
う部門です。クレジットカードシステムの統合プロジェクトを
推進するなど、決済という社会インフラを支える使命感の
もと、事業拡大にまい進しています。

　FinTechの台頭や新型コロナウイルス感染症拡大によ
り、日常の消費活動や決済手段には大きな変化が生まれて
います。これら変化に伴い当社へのニーズにも変化が生じ、
プロジェクトの上流工程からの参画依頼をはじめ、基幹シス
テムの脱ホスト化、エンドユーザー接点のフルデジタル化
やビッグデータ利活用など高度化・多角化しています。当社
はこれらの変化を成長機会と位置づけ、新たなテクノロ
ジーや開発手法を駆使した高度な決済サービスの提供に
努めています。

　クレジットカードシステム統合プロジェクトでは、早期に
課題を発見し、迅速に解決していくために、組織を超えたコ
ミュニケーションを積極的に行い、計画どおりの遂行を目指
しています。
　また、従来型のシステム開発、エンジニアリングサービス
だけでなく、パッケージ活用、アジャイル開発、AI活用など多
様な手法やテクノロジーを駆使することで、クレジットカード
や集金代行など決済専業会社はもとより、決済業務に関わ
るさまざまなお客様への提供価値の向上を図っています。

　中計2023の2年目は、各種大型案件、重要案件が計画ど
おり進捗しました。クレジットカードシステム統合プロジェク
トもお客様や他ベンダーとの協力体制のもと、着実に進展し
ています。同時に、さらなる事業拡大、新たな収益基盤の確
保に向けて、「新分野に挑戦する自律型人材」を育成すると
ともに、社内や三菱総研グループとの連携を通じ、お客様の
基幹業務、顧客接点、情報管理といった幅広いシステム領域
への最新かつ高品質なサービスの提供に注力しています。

金融IT部門によるMUFGへのサービス提供形態

部門長
常務執行役員
福島 周

金融機関のDX需要に応える商材と人材を
組み合わせたソリューションを提供 部門長

常務執行役員
中越 匡史

社会インフラとしての使命感をもって
大型プロジェクトを推進するとともに
DXを通じた新領域・新商品・サービスの
提供に注力

ITサービス
三菱総研DCS株式会社｜金融IT部門

ITサービス
三菱総研DCS株式会社｜決済IT部門

部門別進捗状況

事業概要 「中計2023」の戦略と主な取り組み

市場環境分析と対応
主な施策・成果

事業概要 「中計2023」の戦略と主な取り組み

市場環境分析と対応

主な施策・成果

決済IT部門の事業領域
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リサーチ、研究開発からの
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クラウドビジネス高度化
運用ビジネス高度化
データ活用ビジネス高度化
DXソリューション創出

商材のテーマ探索 商材自身の探索 既出商材

企業の
DX改革

市場調査、マーケティング
商材マップ…

…

お客様の支援等を通じ、
サービス強化

　DX部門は、お客様のDX推進に資する新たなソリュー
ションやサービスの研究・開発に注力しています。
　着実な売上拡大を目標として「クラウドビジネス高度化」
「運用ビジネス高度化」「データ活用ビジネス高度化」「DXソ
リューション創出」の4つの重点テーマに取り組んでいます。

　国内のクラウド市場は拡大が続く見通しで、高度なクラウ
ド運用管理や、オンプレミスとクラウドを含むシステム間連
携の需要が増加しています。その中で当社はプライベート
クラウドやマルチクラウドサービス、大容量ストレージサー
ビスなど、データ活用のインフラを幅広く提供しています。
　また、企業のデジタルシフトやデータ活用が加速し、組織
横断的なデータ活用を実現するシステム構築やデータマネ
ジメント整備の需要も継続しており、システム運用や業務運
用のノウハウを活かした新たなサービスを展開しています。

　「クラウドビジネス」では、マルチクラウドをベースとした
クラウドサービスやセキュリティソリューションのラインナッ
プを強化し、「運用ビジネス」では、お客様のシステム運用の
アウトソーシングサービスやお客様におけるＤＸ化を支援
すべくローコード開発を推進しています。「データ活用ビジ
ネス」では、データ活用の基盤となるストレージサービスを
拡充しつつデータ活用ノウハウを組み合わせてお客様の
データ駆動経営を支援しています。また、新商材やソリュー
ション、技術の発掘、研究開発を通じたDXソリューション創
出に取り組んでいます。

　「クラウドビジネス」では、ゼロトラストやランサムウェア
対策の観点からサイバーセキュリティコンサルティングの
提供を開始しました。「運用ビジネス」では、マネージドサー
ビスコンサルティングの提供を開始しました。これは、IT組
織における運用領域の最適化をテーマに、システム導入時
の運用設計支援および日々の運用業務の改善を伴走型で
支援するサービスです。そのほか、コミュニケーションロ
ボットを活用した介護ビジネスなど、新たな視点での事業
の立ち上げに取り組んでいます。

部門長
常務取締役
長見 雄史

4つの重点テーマを掲げて
既存ビジネス高度化と
新規ソリューションの創出を推進

ITサービス
三菱総研DCS株式会社｜DX部門

部門別進捗状況

事業概要 「中計2023」の戦略と主な取り組み

市場環境分析と対応

主な施策・成果

DX事業の概念

取締役執行役員コーポレート部門長メッセージ

　経理財務部門も所管している立場から、主に、業績、資本
政策などの観点でお話しします。

「中計2023」財務目標を前倒し達成、
サステナビリティ面でも着実に進展
　2022年度は、「中計2023」の3つの基本方針：VCP経営、
連結経営、新常態経営に沿った取り組みが進み、財務目標
である経常利益100億円・ROE10％については1年前倒し
で達成できました。
　非財務・社会価値についても本報告書で詳述のとおり、
着実な進展が見られます。
　さらに、サステナビリティ経営の観点では、TCFDへの賛
同表明とともに、これに沿ったシナリオ分析やリスクと機会
を開示するなど、ESG全般の開示を一層充実いたしました。

増収増益基調を維持、次期中計を見据え成長投資を実施
　「中計2023」の2年目（2022年度）は、課題も明確になっ
てきました。特に「人材強化」と「事業変革の加速」が最も優
先して取り組むべき課題と認識しています。
　2023年度は「中計2023」の最終年です。2年目は一時的
要因も含め業績好調でしたが、最終年も中計の施策を確実
に進め、増収増益基調を維持していく計画です。

　また、目線をさらに先に向け、課題の早期解決に向けて
必要な投資を着実に実施してまいります。成長投資は、顕
在化した課題をふまえ、「人材」「研究・提言」「R&D」「事業基
盤」の4分野を重点対象とします。
　特に人材面では、働き方改革のための人員投入に加え、
「研究・提言」および「R&D」機能の強化への人員増・リソー
ス配置を行います。人員確保はグループ全体で強化すると
ともに、人材育成にあたり能力の可視化や研修機会の増加
を図ります。さらに、働く上でのインセンティブ強化や働き
方の多様化を制度面でも充実させていきます。
　「事業基盤」については、資本を活用したノンオーガニック
な戦略投資を想定しています。DXや社会実装などの重点
領域において、出資や共同企業体（JV）設立、M&A、ベン
チャー企業への投資などに、手元キャッシュを有効活用して
いく考えです。
　過去10年で手元の現預金、短期有価証券も含めた流動
性資産は約100億円増加しました。当社業績は季節変動が
大きいため、通常より厚めに手元資金をもつ必要があると
考えていますが、相応の資金活用が可能です。今後、数百
億円程度の資金の範囲内での投資について、積極的に検討
していきます。
　株主還元についても、2022年度は過去約10年間継続し
てきた10円という増配幅を超え、年間25円の増配を実施
しました。今後も配当水準の引き上げに努める方針です。

持続的成長と社会貢献を両立
　当社が目指す「100億人・100歳時代」の豊かで持続可能
な未来社会の実現には、中長期的な取り組みが不可欠で
す。当社が持続的に成長することにより、着実に社会課題を
解決し、望ましい未来社会に一歩ずつ前進できるよう、今後
とも財務・非財務・社会価値のいずれをも向上させる経営を
実践してまいります。

中計完遂と将来に繋がる成長投資を計画的に実行。

取締役執行役員
コーポレート部門長
野邊 潤
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企業の
DX改革

市場調査、マーケティング
商材マップ…

…

お客様の支援等を通じ、
サービス強化

　DX部門は、お客様のDX推進に資する新たなソリュー
ションやサービスの研究・開発に注力しています。
　着実な売上拡大を目標として「クラウドビジネス高度化」
「運用ビジネス高度化」「データ活用ビジネス高度化」「DXソ
リューション創出」の4つの重点テーマに取り組んでいます。

　国内のクラウド市場は拡大が続く見通しで、高度なクラウ
ド運用管理や、オンプレミスとクラウドを含むシステム間連
携の需要が増加しています。その中で当社はプライベート
クラウドやマルチクラウドサービス、大容量ストレージサー
ビスなど、データ活用のインフラを幅広く提供しています。
　また、企業のデジタルシフトやデータ活用が加速し、組織
横断的なデータ活用を実現するシステム構築やデータマネ
ジメント整備の需要も継続しており、システム運用や業務運
用のノウハウを活かした新たなサービスを展開しています。

　「クラウドビジネス」では、マルチクラウドをベースとした
クラウドサービスやセキュリティソリューションのラインナッ
プを強化し、「運用ビジネス」では、お客様のシステム運用の
アウトソーシングサービスやお客様におけるＤＸ化を支援
すべくローコード開発を推進しています。「データ活用ビジ
ネス」では、データ活用の基盤となるストレージサービスを
拡充しつつデータ活用ノウハウを組み合わせてお客様の
データ駆動経営を支援しています。また、新商材やソリュー
ション、技術の発掘、研究開発を通じたDXソリューション創
出に取り組んでいます。

　「クラウドビジネス」では、ゼロトラストやランサムウェア
対策の観点からサイバーセキュリティコンサルティングの
提供を開始しました。「運用ビジネス」では、マネージドサー
ビスコンサルティングの提供を開始しました。これは、IT組
織における運用領域の最適化をテーマに、システム導入時
の運用設計支援および日々の運用業務の改善を伴走型で
支援するサービスです。そのほか、コミュニケーションロ
ボットを活用した介護ビジネスなど、新たな視点での事業
の立ち上げに取り組んでいます。

部門長
常務取締役
長見 雄史

4つの重点テーマを掲げて
既存ビジネス高度化と
新規ソリューションの創出を推進

ITサービス
三菱総研DCS株式会社｜DX部門

部門別進捗状況

事業概要 「中計2023」の戦略と主な取り組み

市場環境分析と対応

主な施策・成果

DX事業の概念

取締役執行役員コーポレート部門長メッセージ

　経理財務部門も所管している立場から、主に、業績、資本
政策などの観点でお話しします。

「中計2023」財務目標を前倒し達成、
サステナビリティ面でも着実に進展
　2022年度は、「中計2023」の3つの基本方針：VCP経営、
連結経営、新常態経営に沿った取り組みが進み、財務目標
である経常利益100億円・ROE10％については1年前倒し
で達成できました。
　非財務・社会価値についても本報告書で詳述のとおり、
着実な進展が見られます。
　さらに、サステナビリティ経営の観点では、TCFDへの賛
同表明とともに、これに沿ったシナリオ分析やリスクと機会
を開示するなど、ESG全般の開示を一層充実いたしました。

増収増益基調を維持、次期中計を見据え成長投資を実施
　「中計2023」の2年目（2022年度）は、課題も明確になっ
てきました。特に「人材強化」と「事業変革の加速」が最も優
先して取り組むべき課題と認識しています。
　2023年度は「中計2023」の最終年です。2年目は一時的
要因も含め業績好調でしたが、最終年も中計の施策を確実
に進め、増収増益基調を維持していく計画です。

　また、目線をさらに先に向け、課題の早期解決に向けて
必要な投資を着実に実施してまいります。成長投資は、顕
在化した課題をふまえ、「人材」「研究・提言」「R&D」「事業基
盤」の4分野を重点対象とします。
　特に人材面では、働き方改革のための人員投入に加え、
「研究・提言」および「R&D」機能の強化への人員増・リソー
ス配置を行います。人員確保はグループ全体で強化すると
ともに、人材育成にあたり能力の可視化や研修機会の増加
を図ります。さらに、働く上でのインセンティブ強化や働き
方の多様化を制度面でも充実させていきます。
　「事業基盤」については、資本を活用したノンオーガニック
な戦略投資を想定しています。DXや社会実装などの重点
領域において、出資や共同企業体（JV）設立、M&A、ベン
チャー企業への投資などに、手元キャッシュを有効活用して
いく考えです。
　過去10年で手元の現預金、短期有価証券も含めた流動
性資産は約100億円増加しました。当社業績は季節変動が
大きいため、通常より厚めに手元資金をもつ必要があると
考えていますが、相応の資金活用が可能です。今後、数百
億円程度の資金の範囲内での投資について、積極的に検討
していきます。
　株主還元についても、2022年度は過去約10年間継続し
てきた10円という増配幅を超え、年間25円の増配を実施
しました。今後も配当水準の引き上げに努める方針です。

持続的成長と社会貢献を両立
　当社が目指す「100億人・100歳時代」の豊かで持続可能
な未来社会の実現には、中長期的な取り組みが不可欠で
す。当社が持続的に成長することにより、着実に社会課題を
解決し、望ましい未来社会に一歩ずつ前進できるよう、今後
とも財務・非財務・社会価値のいずれをも向上させる経営を
実践してまいります。

中計完遂と将来に繋がる成長投資を計画的に実行。

取締役執行役員
コーポレート部門長
野邊 潤
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