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当社は、2020年9月に迎えた創業50周年を機に、
これまで培ってきたシンクタンクとしての強みを「継承」するとともに、
次の50年に向けて積極果敢な「変革」に取り組むという決意を込め、新たな経営理念を策定しました。
当社は、ミッション（果たすべき使命）、ビジョン（目指す企業像）、
コミットメント（ステークホルダーへの約束）をもとに、社会課題解決企業の先駆者として、
ステークホルダーの皆様とともに「『100億人・100歳時代』の豊かで持続可能な社会」を
実現していきます。

編集方針
　本統合レポートは、「未来を問い続け、変革を先駆ける」ビジョンのも
と、社会課題解決企業として価値を創造し続ける当社の活動を、成長戦
略、業績・財務情報などと関係づけて紹介するとともに、持続的な成長に
不可欠なE（環境）・S（社会）・G（ガバナンス）に関する取り組みを一貫し
た価値創造ストーリーとして示すことを目的としています。
　編集にあたっては、IFRS財団「国際統合報告フレームワーク」、経済産
業省「価値協創ガイダンス」などを参考にしています。
　なお、本レポートは当社が発行する有価証券の投資勧誘を目的とした

ものではなく、何らかの保証・約束をするものではありません。記載され
ている意見や見通しは、レポート作成時における当社の見解であり、そ
の情報の正確性および完全性を保証または約束するものではありま
せん。将来の業績は当社の見込みとは異なる可能性があります。

対象期間

　原則として2022年度（2021年10月～2022年9月）を対象としていま
すが、一部に2023年度（2022年10月以降）の内容も含みます。

経営理念

Ⅰ 三菱総研グループの価値創造
 成長の軌跡／目指す未来
 価値創造モデル
 価値創造の現在地
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トップメッセージ
 経営トピックス【マテリアリティ特定】

11
17

Ⅱ 3つの価値の循環・最大化を目指して
 「中期経営計画2023」の概要
 ３つの基本方針の進捗
 財務・非財務・社会価値の創出
 部門別進捗状況

Ⅲ 社会課題解決ストーリー
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会社概要 93

Since 1970 Toward 2070

経営理念

目次

ミッション
（果たすべき使命）

社会課題を解決し、
豊かで持続可能な未来を共創する

未来を問い続け、変革を先駆ける

ビジョン
（目指す企業像）

コミットメント
（ステークホルダーへの約束）

　第1の約束　
研鑽：
社会や顧客への提供価値を磨き続ける
　第2の約束　
知の統合：
知の結節点となり、多彩な知をつなぐ
　第3の約束　
スタンス：
科学的知見に基づき、
あるべき未来への道筋を示す
　第4の約束　
挑戦：
前例にとらわれず、社会の変革に挑戦する
　第5の約束　
リアリティ： 
責任を持って実現に取り組む
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会社概要

株式会社三菱総合研究所

本社所在地 〒100-8141
 東京都千代田区永田町二丁目10番3号

設立年月日 1970年5月8日

代表者 代表取締役社長 籔田 健二
 代表取締役副社長 水原 秀元

理事長 小宮山 宏

資本金 63億3,624万円

従業員 1,093人（単体）　
 4,235人（連結）　（2022年9月30日現在）

重要な子会社 三菱総研DCS株式会社
 エム・アール・アイ ビジネス株式会社
 エム・アール・アイ リサーチアソシエイツ株式会社
 株式会社MPX

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）
三菱商事株式会社
三菱重工業株式会社
三菱電機株式会社
三菱総合研究所グループ従業員持株会
三菱ケミカル株式会社
三菱UFJ信託銀行株式会社
三菱マテリアル株式会社
株式会社日本カストディ銀行（信託口）
株式会社三菱UFJ銀行

1,610,600
975,076
975,000
902,200
783,780
624,000
598,574
554,600
544,400
505,074

9.80
5.93
5.93
5.49
4.77
3.79
3.64
3.37
3.31
3.07

株主名 株式数
（株）

持株比率
（%）

株式の状況 （2022年9月30日現在）

大株主（上位10名）

金融機関
金融商品取引業者
その他の法人
外国法人等
個人・その他
合計

4,433
263
6,080
2,762
2,884
16,424

27.00
1.60
37.02
16.82
17.56
100.00

0.27
0.32
1.60
2.39
95.42
100.00

20
24
118
177
7,054
7,393

株主数
（名）

構成比
（%）

株数
（千株）

構成比
（%）

所有者別分布状況

（注） 持株比率は、自己株式（448株）を控除して計算
自己株式には、「役員報酬BIP信託」が保有する当社株式（173,059株）は含まず

（注） 株数は百の位を切捨て

所有者別持株比率

Mitsubishi Research Institute, Inc.
三菱総研DCS株式会社

事業概要 金融機関向けシステムの設計・開発・運用で豊富な経験と実績を有するほか、自社データセンターを核としたシス
テムアウトソーシングやBPOにも強みがあります。近年は、AI、RPA、データ分析、ロボティクスなどの新技術や
クラウド環境を取り入れ、お客様のDX推進支援を強化しています。

本社所在地 〒140-8506
 東京都品川区東品川四丁目12番2号

設立年月日 1970年7月10日

代表者 代表取締役社長 松下 岳彦

資本金 60億5,935万円

従業員 2,241人（単体）
 2,921人 （連結）　（2022年9月30日現在）

重要な子会社 株式会社MDビジネスパートナー
東北ディーシーエス株式会社
MRIバリューコンサルティング・アンド・ソリューションズ株式会社
株式会社アイ・ティー・ワン

Mitsubishi Research Institute DCS Co., Ltd.

エム・アール・アイ ビジネス株式会社

事業概要 三菱総研グループのアウトソーサーとして、総務・施設管理・調達管理・人事業務などのコーポレート支援、プロ
ジェクト関連事務支援、ドキュメントデザイン・イベント運営支援・動画制作・ノベルティなどの事業支援といった
多岐にわたるサービスを提供しています。

本社所在地 〒100-0014
 東京都千代田区永田町二丁目10番3号

設立年月日 1970年10月1日

代表者 代表取締役社長 坂本 直子

資本金 6,000万円

従業員 67人　（2022年9月30日現在）

MRI Business, Inc.

エム・アール・アイ リサーチアソシエイツ株式会社

事業概要 国土・地域交通、環境・エネルギー、防災・社会安全、医療・介護・福祉などの分野における調査・分析・コンサル
ティングサービス、および社会経済、原子力、地球科学などの分野での数値解析・シミュレーションサービスを主
な事業として展開しています。

本社所在地 〒100-0014
 東京都千代田区永田町二丁目10番3号

設立年月日 1984年5月31日

代表者 代表取締役社長 鈴木 啓史

資本金 6,000万円

従業員 160人 　（2022年9月30日現在）

MRI Research Associates, Inc.

発行可能株式総数 60,000,000株
発行済株式総数 16,424,080株
株主数 7,393名
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エネルギー
脱炭素社会の構築（再生可能エネルギー比率）

18%（2019年）→36-38%（2030年）
ヘルスケア

平均寿命と健康寿命の差

0.5歳縮小 （2021年実績比を基準にした2030年目標）

当社が目指す社会価値の創出例当社のアクティビティ（2022年度）

社会課題解決に向けた提言

23件（ニュースリリースとして発信した提言件数）
社会課題解決に向けたプロジェクト総数

1,215件（官公庁：481件　民間：734件）

（企業：122　スタートアップ：173　地方自治体：143　
 大学・研究機関＋官公庁：107）

社会課題解決に向けた連携体制
・未来共創イニシアティブ（ICF）会員数
545

社会課題解決を支える
多様で高度なプロフェッショナル人材
・研究員数（MRIとMRAの研究員合計）
1,047人
・情報処理技術者試験等合格者数
1,174人

人財
職のミスマッチ解消（転職率）

5%（2021年）→10%（2030年）

食農
食料自給力の維持・強化

2020年の

2020年の

約1割減を維持（2050年）
・国内農業生産額
9兆円（2020年）→
・経営耕地面積
325万ha（2020年）→約1割減を維持（2050年）

Toward 2070

ミッション
（果たすべき使命）
ミッション

（果たすべき使命）

ビジョン
（目指す企業像）

コミットメント
（ステークホルダーへの約束）

Since 1970

当社は、常にあるべき未来を問い、社会変革を実現する事業創出と解決策の社会実装を自らの使命としています。
そのために、当社は社会変革を先駆ける多彩で高度な「知」を経営の柱と位置づけ、
これら知を生み出すプロフェッショナル「人材」の育成に注力。
さらに、グループ内外の人的ネットワークを「共創基盤」とし、さまざまな社会課題解決の実現にまい進しています。
同時に、多様なステークホルダーとの対話を通じてマテリアリティ（重要課題）を特定、成長領域を定め、
E（環境）・S（社会）・G（ガバナンス）を強化し続けていくことで、「豊かで持続可能な社会の実現」と
「当社グループの持続的な成長」の両立を目指すサステナビリティ経営を推進しています。
 
当社のビジネスモデルと、その現在地を紹介します。

三菱総研グループの価値創造

未来を問い続け、
変革を先駆ける

I
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Since 1970 Toward 2070

■ 一般産業（民間）
■ 金融・カード
■ 官公庁

A

D
C

B

当社は1970年、本格化する情報社会を見据え、三菱創業
100周年記念事業としてグループ27社の出資により設立
されました。以来、「独立・学際・未来志向」のシンクタンクと
して、1980年代にはシンクタンク事業を確立、1990年代
は官公庁向け政策立案支援業務で確固たるポジションを築
きました。2005年には現三菱総研DCSを連結子会社化し、
ICTソリューション事業に本格参入しました。2009年には、
東証第二部に株式上場、翌年、第一部銘柄に指定されまし
た。近年は、調査・研究・政策支援・経営戦略サポートを行う

「シンクタンク・コンサルティング事業」と、ICTソリューション
サービスを提供する「ITサービス事業」の連携を加速。社内
外のパートナーと協働し、研究・提言から分析・構想、設計・
実証、社会実装までを担う社会課題解決企業としての存在
感を高めています。さらに、2020年の創業50周年を機に、
次の50年に向けた新たな経営理念を策定。「豊かで持続可
能な社会」を実現する「社会価値」の創出が「非財務価値」
「財務価値」へと循環することで社会も当社も持続的に成長
するサステナビリティ経営を強化しています。
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■三菱総合研究所創業
■ダイヤモンドコンピューターサービス（現三菱総研DCS）創業
■技術経済情報センター（現エム・アール・アイ ビジネス）創業
●世界的視野による政策提言を開始（日米欧シンクタンク共同研究）
●米国航空宇宙局開発の大型線形構造解析プログラム（NASTRAN）の導入・活用
●マクロ経済に関する常設マルチクライアント・プロジェクト開始
●世界食糧需給モデル、船舶需給モデルの開発

■先端科学研究所設置
■地球環境研究センター設置
■安全工学研究センター設置
●ITS（高度道路交通システム）の推進調査
●地球温暖化対策関連政策に関する調査・研究
●地球観測衛星データ利用システム開発支援

■システム トウエンティ・ワン（現エム・アール・アイ リサーチアソシエイツ）創業
■CRAYｰ1（スーパーコンピュータ）を導入
●スエズ運河経営管理システム設計計画調査
●世界公共投資基金（GIF）の設立を提唱し、参画
●人工知能・エキスパートシステムの研究・開発
●米国商務省全米科学技術情報サービス局（NTIS）の総代理店として情報サービスを提供

■現三菱総研DCSを連結子会社化（2005年）
■東京証券取引所市場第二部に株式上場（2009年）
■ビジネスソリューション事業本部設置
●ヒトゲノム解析研究など、先端科学研究と産業への応用推進
●CO2排出権取引実証実験の実施
●メガバンクのシステム統合支援

■創業50周年を機に経営理念を刷新
■DX部門設置／ベトナムとUAEに営業拠点開設
■働き方改革（オフィス改革・リモートワーク導入など）
■卸電力取引向けオンライン情報サービス事業のMPXへの会社分割
●50周年記念研究（50年後の「目指す未来社会」の設計とその実現方策の研究）
●新型コロナウイルス感染症AIシミュレーション事業実施
●Beyond 5G時代の分散型成長を実現する方策の提言
●クレジットカードシステム統合

■東京証券取引所市場第一部銘柄に指定（2010年）
■プラチナ社会研究会、未来共創イノベーションネットワーク発足
●震災復興支援事業
●メガソーラー事業に参画
●企業の採用活動をAI技術で支援する「エントリーシート優先度診断サービス」開始
●地方自治体との協力によるAIスタッフ総合案内サービス開始
●デジタル地域通貨事業の開発・実証
●文教サービス、データマネジメントサービス開始

時代の羅針盤となる「未来志向のシンクタンク」から、
持続可能な未来を実現する「社会課題解決企業」へ

成長の軌跡／目指す未来

売上高推移

事業機能の広がり

1970年代

1980年代

1990年代

2000年代

2010年代

2020年～

2010年
東京証券取引所市場第一部銘柄に指定

2022年
東京証券取引所
プライム市場に移行

CRAY-1（スーパーコンピュータ）

書籍『スリーエックス
革新的なテクノロジーと
コミュニティがもたらす未来』

福島県浪江町谷津田地区
メガソーラー発電所

ITSの推進
（電子料金収受
システム：ETC）

2070年に目指す未来

「 100億人・
 100歳時代」の
豊かで持続可能な
社会の実現

■：主な出来事　●：主なプロジェクト

時代の羅針盤を目指して
学際的な調査研究を開始

国内外の重要プロジェクトに参画

官公庁の政策立案、
設計・実証支援業務を拡大

未来共創へ
ソリューション事業を本格化

Think ＆ Actシンクタンクとして
研究・提言から
社会実装までを推進

次の50年を見据えた
新たな経営理念を策定

分析・構想

研究・提言

設計・実証

社会実装

2005年
現三菱総研DCSを連結子会社化
（ICTソリューション事業に

本格参入）
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B
分析・構想

A
研究・提言

D
社会実装

C
設計・実証

国際社会・地域社会

政府・官公庁・地方自治体

お客様

共創パートナー

株主・投資家

従業員

求職者

世界のトレンド等
をふまえ、未来社
会の姿や解決策を
研究・提言

社会課題解決に
向けた政策や事
業化の設計、戦略
策定、実証支援

社会やお客様の課
題分析をふまえ、
課題解決に向けた
政策・事業を構想

未来社会の実現策
や社会課題の解決
策を実装・提供

A

C

B

D

当社は、お客様とともに「豊かで持続可能な未来を共創」す
るさまざまなプロジェクトを遂行しています。その基盤とな
り推進力ともなっているのが、高度な専門性をもつ多様な
プロフェッショナル人材からなる「人的基盤」と、当社が有す
る知と国内外の人材ネットワークとが協働し知を創出する
「知的・共創基盤」、強固な財務やガバナンス体制などの「社
会信頼基盤」です。当社はこれら強みを融合した「社会課題
解決力」により、日々新たな価値を創出しています。

当社は、「VCP（Value Creation Process）」と呼ぶ独自の価
値創造サイクルを実践しています。社会課題解決を目的と
した、総合シンクタンクならではの幅広い分野の「A：研究・提
言」「B：分析・構想」「C：設計・実証」「D：社会実装」というバ
リューチェーンにおいて、その各プロセスを担う社員たち
が、常に前後のプロセスと最終的な「社会実装」を意識して
業務を遂行することで、必要な知見や手法を共有・蓄積。こ
の仕組みによって、高品質なアウトプットの創出、着実な社
会実装を進めています。

課題先進国・日本は今、経済も含めた安全保障、技術革新、気
候変動、ウィズ・ポストコロナの経済再生、地方創生、少子高
齢化など、構造的・複合的な重大テーマが山積しています。当
社は、こうした課題に向き合い、政府・地方自治体・企業などお
客様やビジネスパートナーの皆様とともに多彩なプロジェク
トに挑戦。その過程で培った多様な顧客基盤や産官学ネット
ワークを活用し、幅広い知見とノウハウを結集。高度なマネ
ジメント力を発揮してプロジェクトを成功へと導いています。

当社は「豊かで持続可能な社会」の実現に向けて、６つのマテ
リアリティ（重要課題）を特定しています。マテリアリティは、
事業を通じて実現を目指す３つの「社会価値」領域と、当社が
持続的成長を目指す３つの「非財務価値」領域で構成してい
ます。マテリアリティに基づき、社会課題の解決（社会価値）
を通じて当社の強み（非財務価値）を一層強化し、成長（財務
価値）を追求するサステナビリティ経営を実践しています。

三菱総研グループならではの社会課題解決力を発揮して
“目指す未来社会”を共創する
サステナビリティ経営を推進していきます

E
環境

S
社会

G
ガバナンス

社会の課題をすべての起点に
社会課題解決力を発揮

研究・提言から社会実装までを担う
価値創造サイクル「VCP経営」を推進

政府・地方自治体・企業など
多種多様なお客様の課題と向き合いながら

マテリアリティ（重要課題）を定めて、
より大きな社会インパクトを追求

三菱総研グループの強み
社会課題解決力 社会価値顧客価値

非財務価値

財務価値

中長期視点でESGを強化

成長領域への計画的な投資成長基盤への継続的な投資

社会実装を目指す
研究・提言・調査

政策や戦略を
ふまえた社会実装

シンクタンク・
コンサルティングサービス

ITサービス

社会課題解決を
付加価値として
収益基盤を強化

社会課題解決の
プロセスを通じて

事業基盤（ESG）を強化

経営計画

サステナビリティ経営の深化

社会信頼
基盤

知的・共創
基盤

人的基盤
事業を通じた
豊かで持続可能な社会の構築

マテリアリティ

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

当社の持続的成長

人的基盤

知的・共創基盤

社会信頼基盤

地球社会への
責任を果たす
企業行動

2070年に目指す未来

「 100億人・
 100歳時代」の
豊かで持続可能な
社会の実現

●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
●地球温暖化
●世界経済の成長減速

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、人材流動化等
●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

価値創造モデル
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策を実装・提供

A

C

B

D

当社は、お客様とともに「豊かで持続可能な未来を共創」す
るさまざまなプロジェクトを遂行しています。その基盤とな
り推進力ともなっているのが、高度な専門性をもつ多様な
プロフェッショナル人材からなる「人的基盤」と、当社が有す
る知と国内外の人材ネットワークとが協働し知を創出する
「知的・共創基盤」、強固な財務やガバナンス体制などの「社
会信頼基盤」です。当社はこれら強みを融合した「社会課題
解決力」により、日々新たな価値を創出しています。

当社は、「VCP（Value Creation Process）」と呼ぶ独自の価
値創造サイクルを実践しています。社会課題解決を目的と
した、総合シンクタンクならではの幅広い分野の「A：研究・提
言」「B：分析・構想」「C：設計・実証」「D：社会実装」というバ
リューチェーンにおいて、その各プロセスを担う社員たち
が、常に前後のプロセスと最終的な「社会実装」を意識して
業務を遂行することで、必要な知見や手法を共有・蓄積。こ
の仕組みによって、高品質なアウトプットの創出、着実な社
会実装を進めています。

課題先進国・日本は今、経済も含めた安全保障、技術革新、気
候変動、ウィズ・ポストコロナの経済再生、地方創生、少子高
齢化など、構造的・複合的な重大テーマが山積しています。当
社は、こうした課題に向き合い、政府・地方自治体・企業などお
客様やビジネスパートナーの皆様とともに多彩なプロジェク
トに挑戦。その過程で培った多様な顧客基盤や産官学ネット
ワークを活用し、幅広い知見とノウハウを結集。高度なマネ
ジメント力を発揮してプロジェクトを成功へと導いています。

当社は「豊かで持続可能な社会」の実現に向けて、６つのマテ
リアリティ（重要課題）を特定しています。マテリアリティは、
事業を通じて実現を目指す３つの「社会価値」領域と、当社が
持続的成長を目指す３つの「非財務価値」領域で構成してい
ます。マテリアリティに基づき、社会課題の解決（社会価値）
を通じて当社の強み（非財務価値）を一層強化し、成長（財務
価値）を追求するサステナビリティ経営を実践しています。

三菱総研グループならではの社会課題解決力を発揮して
“目指す未来社会”を共創する
サステナビリティ経営を推進していきます

E
環境

S
社会

G
ガバナンス

社会の課題をすべての起点に
社会課題解決力を発揮

研究・提言から社会実装までを担う
価値創造サイクル「VCP経営」を推進

政府・地方自治体・企業など
多種多様なお客様の課題と向き合いながら

マテリアリティ（重要課題）を定めて、
より大きな社会インパクトを追求

三菱総研グループの強み
社会課題解決力 社会価値顧客価値

非財務価値

財務価値

中長期視点でESGを強化

成長領域への計画的な投資成長基盤への継続的な投資

社会実装を目指す
研究・提言・調査

政策や戦略を
ふまえた社会実装

シンクタンク・
コンサルティングサービス

ITサービス

社会課題解決を
付加価値として
収益基盤を強化

社会課題解決の
プロセスを通じて

事業基盤（ESG）を強化

経営計画

サステナビリティ経営の深化

社会信頼
基盤

知的・共創
基盤

人的基盤
事業を通じた
豊かで持続可能な社会の構築

マテリアリティ

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

当社の持続的成長

人的基盤

知的・共創基盤

社会信頼基盤

地球社会への
責任を果たす
企業行動

2070年に目指す未来

「 100億人・
 100歳時代」の
豊かで持続可能な
社会の実現

●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
●地球温暖化
●世界経済の成長減速

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、人材流動化等
●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

価値創造モデル
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成長基盤への継続的な投資 成長領域への計画的な投資

中長期視点でESGを強化

2022（年度）

485

2021202020192018

2022

680

2021202020192018

B
分析・構想

A
研究・提言

D
社会実装

C
設計・実証

● 金融
● 一般産業（民間）

ITコンサルティング、システム開発（SIer）、
給与アウトソーシング、データセンターなど

●金融・カードの実績
●ミッションクリティカルなシステム開発
●4社連携※1

●官公庁
●一般産業（民間）
シンクタンク、コンサルティング会社
（経営／建設／IT／外資系）など
●官公庁の実績    ●多様な専門人材
●共創ネットワーク
●政策・制度に関する知見

社会課題起点のプロジェクトを通じて
３つの価値――社会価値・非財務価値・財務価値の
循環・最大化を目指しています

主なお客様

主な業務

強み

主なお客様

競合先

競合先

強み

※1 当社およびグループ企業3社（三菱総研DCS、日本ビジネスシステムズ（JBS）、
アイネス）の業務連携

社会価値財務価値※2非財務価値
（社会課題解決力＋ESG）

売上高
（億円）

（年度）

官公庁

※グラフ中の金額は、四捨五入の表記としているため、各数値の合計値
および比率の値は一致しない

360億円
(30.8%)

一般産業
274億円
(23.5%)

金融・カード
533億円
(45.7%)

売上高
(億円）

社会実装を目指す
研究・提言・調査

政策や戦略を
ふまえた社会実装

シンクタンク・
コンサルティングサービス

ITサービス

連結売上高

1,166億円

シンクタンク・
コンサルティング
サービス

(41.5%)
485億円

官公庁
351億円
(72.3%)

一般産業
95億円
(19.5%)

金融・カード
38億円
(7.8%)

ITサービス

(58.3%)
680億円

官公庁
7億円
(1.0%)

金融・カード
494億円
(72.6%)

一般産業
178億円
(26.1%)

● 調査・分析・実証
● コンサルティング

主な業務
● システム開発・保守
● アウトソーシング

ベンチャー企業との連携・協業
未来共創イニシアティブ（スタートアップ）の会員数

173社5協業：      件、会員数：

グループ全体の再生可能エネルギー比率（2022年度）

7.3%（将来目標は、2030年60％、2050年100％）

ニュースリリースとして対外発信した提言件数

23件（2022年度実績）

知的・共創基盤

知的・共創基盤

社会信頼基盤

三菱総研の研究員の専攻分野（2022年9月30日）

三菱総研DCSの情報処理技術者試験等合格者数
（2022年10月1日）

1,174人合計

人的基盤

機械・航空宇宙 62その他 33
社会・教育 49

法律・政治・政策 72

経営・商学 53

経済 61

その他 47
環境工学・環境学 71

資源・材料・金属 23 数理工学・数学 26
管理工学・経営工学 36

電気・電子・通信 41
情報・システム科学 68

建築・土木・都市工学 97

エネルギー・
原子力・物理 90

化学・生物・農林・地学 87

合計
916人

268人

648人

社会
科学

自然
科学

ITストラテジスト
システムアーキテクト
プロジェクトマネージャ
ネットワークスペシャリスト
データベーススペシャリスト
エンベデッドシステムスペシャリスト
ITサービスマネージャ
情報セキュリティスペシャリスト
システム監査技術者
応用情報技術者
情報処理安全確保支援士
電気通信主任技術者
ITコーディネータ
PMP

551

24
66
59
67
59

1
19

16

19
8

17
159

109

社会信頼
基盤

人的基盤

（2022年11月現在）

VCP重点分野（P.29-30）の
社会価値目標

全国の外出率向上
●都市・モビリティ

職のミスマッチ解消（転職率）

（2021年） （2030年）

●人財

5% 10%

歳縮小
平均寿命と健康寿命の差

（2021年実績比を基準にした2030年目標）

●ヘルスケア

0.5

個人

再生可能エネルギー比率

（2019年） （2030年）

●エネルギー

18% 36-38%

社会

知的・共創
基盤

知的・共創
基盤

※2 特記ない限り2022年度実績

食料自給力の維持・強化
・国内農業生産額

●食農

（2050年）

2020年の

約1割減を
維持

（2050年）

2020年の

約1割減を
維持

（2020年）
9兆円

・経営耕地面積

（2020年）
325万ha

価値創造の現在地

技術

技術
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2022
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A
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社会実装

C
設計・実証
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社会課題起点のプロジェクトを通じて
３つの価値――社会価値・非財務価値・財務価値の
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金融・カード
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政策や戦略を
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● システム開発・保守
● アウトソーシング

ベンチャー企業との連携・協業
未来共創イニシアティブ（スタートアップ）の会員数

173社5協業：      件、会員数：
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23件（2022年度実績）
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知的・共創基盤
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三菱総研DCSの情報処理技術者試験等合格者数
（2022年10月1日）

1,174人合計
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経営・商学 53
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社会価値目標

全国の外出率向上
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職のミスマッチ解消（転職率）
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化に取り残されてしまうのではないかという危機感も抱
いています。私自身への自戒の念も込めて、足元の好環
境に甘んじることなく、社員とともに変革のギアを上げて
いく所存です。
先が見えないVUCAの時代といわれて久しいですが、
2022年は超VUCAとも呼ぶべき想定外の事象が相次
ぎました。ロシアによるウクライナ侵攻は、国際社会を激
変させました。対立の構図は米中だけでなく欧州とロシ
アへと広がり、新型コロナウイルス感染症の収束は未だ
予断を許しません。資源・エネルギーを含むサプライ
チェーンの分断が加速されたことで、世界各地でエネル
ギー危機やインフレが起こるなど、経済的・社会的な混乱
はますます増大しています。
当然ながらこれら情勢は国内にも大きな影響を及ぼし
ています。国家・経済・エネルギー安全保障の議論が熱を
帯びるほか、財政問題や少子高齢化、気候変動など山積す

る課題へのより迅速な対応が求められています。さらに、こ
れらの課題解決に向けたDX需要の高まりと同時に、メタ
バースやWeb３など新たなデジタルテクノロジーを自在
に活用する人材の育成強化が不可欠となっています。
このように不確実で先行きに必ずしも唯一の正解がな
い時代環境において、当社が長年培ってきた、エビデンス
に裏打ちされた未来予測とバック・キャスティング思考、
産官学の幅広いネットワークや政策・制度への理解、先端
技術に関する科学的知見、緻密なデータ分析力などは大
きな強みとなるものです。
複雑に絡み合い対立軸のある各種の社会課題に有効
な処方箋を描き、真の課題解決を実現するためには、グ
ループ内の横断的な知見集約・連携をシームレスに実行
し、産官学オールジャパンの座組みに発展させていく難
度の高いチャレンジが、ますます必要になっていることを
実感しています。

代表取締役社長に就任してから約1年半が経過しまし
た。2022年12月からは三菱総研DCSの会長職も兼務
し、グループ経営全般を担う立場となりました。
当社は創業50周年の2020年に「未来を問い続け、変
革を先駆ける」を企業ビジョンとする新たな経営理念を策
定し、多くのステークホルダーの皆様とともに、社会課題
解決や豊かで持続可能な未来の創造に取り組む決意を
明らかにしました（P.2）。
現行の中期経営計画2023はその第一歩となるもので

あり、事業構造や働き方、ガバナンスなどさまざまな改革
に挑戦しています。今年はその総仕上げとともに、次のス
テージに繋げる重要な1年です。グループ全社員に向けた
年頭挨拶では、「変革のスピードを上げ、将来への投資を具
体化する1年にしよう」とのメッセージを送りました。
社会情勢が目まぐるしく変化し、ステークホルダーから
の厚い期待に日々接する中、事業環境に恵まれている今
この時が、グループの変革と成長を加速させるチャンス
と確信する一方で、この機会を逃せば、急速な時代の変

こうした背景には、先述した事業環境の追い風ととも
に、事業の質的改革を目指し、案件の大型化やグループ
連携体制の強化を進めてきたことなどが利益率や生産性
向上に結びついたことがあります。特に、ITサービス領域
では、構造改革や大型案件の遂行などで、サービスの質
的向上が進展し、課題となっていた利益率の改善を果た
しました。こうした自助努力も成果として前向きに捉えた
いと考えています。

中計の完遂
中計2023の財務目標は1年前倒しで超過達成しまし
たが、2023年度も小幅ながら増収増益を目指します。基
盤事業で着実に成果を出しながら、質的改革を継続しま
す。人材確保やリスク管理など、顕在化した課題の対処に
も重点を置いています。
人材への投資は、引き続き経営のトッププライオリティ

と捉えています。人材力こそが当社グループの価値創造
の源泉です。人の成長なくして組織の成長はなく、当社と
三菱総研DCS一体で真正面から取り組みます。

次のステージへの助走
次期中計の策定に向けては、まずは経営陣が中心とな

り、グループ一体で5年後、10年後のありたい姿の検討に
着手しています。２つの基幹事業である「政策課題起点の
シンクタンク・コンサルティングサービス」と「金融機関向
けITサービス」を一段と強靭な姿に進化させるとともに、
３つの価値の最大化を図るべく、これらに次ぐ第3、第4の
柱を生み出していきたいと考えています。

グループフォーラムで初披露した会社紹介映像では「世
界に、未来を実装せよ」という新経営理念に通ずるスロー
ガンを掲げました。「予測だけでは、未来に追いつけない。
私たちは、あるべき未来を定義し、それを創る」「未来を予測
する最良の方法は、未来を創ること」といったナレーション
には、従来型の調査・分析から、あるべき未来をしっかり描く
こと、それをお客様、事業パートナーの皆様とともに創って
いくことに価値提供の幅を広げていく志を示しています
（https://www.mri.co.jp/company/info/#mrimovie）。
大きな視点でグループの経営を捉えると、混迷を増す
VUCAの時代にあって、これら課題を一つひとつ克服し
ていくことで、シンクタンク・コンサルからITサービス、そ
の社会実装までを手掛ける他に類例のない、極めてユ
ニークな企業グループに飛躍できると確信しています。
その源泉はグループ一人ひとりの従業員が抱く改革への
挑戦心と、持続可能な社会の実現に向けた高い志です。
ビジョンを共有する社員一人ひとりが、臆することなく、失
敗を恐れずに諸課題に挑戦してほしいと願い、さまざまな
場でそれを伝えています。
不透明な事業環境はこれからも続きますが、グループ
一体となって、また多くのステークホルダーの皆様との共
創を通じて改革を成し遂げ、次期中計において真の社会
課題解決企業グループとして、一層大きな画を描いてい
けるよう、経営にまい進していきたいと考えています。

に向けて」と題し、その中間的な成果の発信を行いました
（P.74）。
また、2022年8月に経済産業省が設立した「人的資本
経営コンソーシアム」においては、当社はリサーチコンサ
ルティング事業（B機能／C機能）の一環としてその運営
を担い、人的資本経営の実践事例の共有や、企業間協力
に向けた議論、効果的な情報開示の検討などを進めてい
ます。これらの取り組みは、人材という課題分野での政策
形成や政策運営に貢献するものと考えます。
さらに、A～Dの機能連接により、当社自らがサービス
開発・運用を行い、社会実装（D機能）まで展開している例
として、Region Ring®があります（P.48）。これは、当社が
独自に開発した地域課題解決型デジタル地域通貨サー
ビスであり、例えばごみの削減や省エネなど地域の課題
解決に向けた行動に対してポイントを付与し、各主体の行
動変容を図るものです。各地域の課題に合わせてカスタ
マイズしながら、適用実績を拡大しています。

非財務価値
当社の「非財務価値」の要は、当社ならではの競争力で
ある「社会課題解決力」と、企業の責務であり持続的成長
の要件である「ESG」です。社会課題解決力の構成要素
は、知（知的価値）、人材（人的価値）、ネットワーク（社会関
係価値）と定義しています。
知的価値については、当社の専門人材一人ひとりが
日々の事業・業務の中で蓄えた各種知見、それら自体が
大きな知的価値です。その上で、それらを価値あるものと
して、社会やステークホルダーの皆様にお届けすることが
重要です。前述のような当社独自の研究・提言活動も知
的価値創出のための重要な活動です。2022年度のマク
ロ経済研究では、新型コロナウイルス感染症拡大やロシ
アのウクライナ侵攻による世界・日本経済への影響を分
析、発信し、大きな反響を得ました。また、VCP連動研究と
いう枠組みで、当社が設定した８つの社会課題分野での
研究・提言にも取り組み、2022年度までにヘルスケア、人
財、都市・モビリティ、エネルギー、情報通信などの分野で
課題解決に向けたさまざまな提言を行いました。
人的価値は、まさに当社の人材そのものです。人材育
成面で、FLAPサイクル®という当社が提唱するキャリア開

発の枠組みを用いて、各社員の中長期的なビジョンやモ
チベーションをふまえた人材育成を図っています。働き方
改革では、在宅勤務のほか、サテライトオフィス勤務、ワー
ケーション、地方移住制度など、各人で新常態の働き方を
追求できる環境整備を進めています。さらに、2022年度
は、「ダイバーシティ＆インクルージョン（D＆I）行動指針」
を策定しました。この策定過程では、社員参加による活発
な議論を行うとともに、D&I研修や社内外の有識者による
座談会などを実施し、全社での問題意識を高めていきま
した（P.67）。
社会関係価値に関しては、未来共創イニシアティブ

（ICF）の活動（P.73）や、パートナー企業、ファンドなどへ
の出資・投資を通じて、共創パートナーの拡充を図ってい
ます。また、優れた取り組みの事業化を加速する「BAP
（Business Acceleration Program）」(P.73)や前述の
コーポレートベンチャー連携推進室の新設などを通じ、国
内外の先進的なベンチャー企業との協業も推進していま
す。海外事業においては、現地の社会課題解決を図る事
業展開に向けて、現地の有力パートナーとの共創体制の
構築を図っています。例えば、ベトナムでは、UNFPA（国
連人口基金）ベトナム事務所と高齢化対策に関する検討
協力の覚書を締結しました。また、サウジアラビアでは、
サウジアラビア投資・リサイクル公社（SIRC）と廃棄物管
理・リサイクル高度化に関する協力覚書を締結するなど、
非財務価値以外にも及ぶ着実な成果が現れています。

財務価値
2022年度は、営業利益、経常利益ともに2年連続で過
去最高を更新しました。グループ連結経常利益は104.9
億円となり、中計目標である100億円を1年前倒しで超過
達成することができました。
シンクタンク・コンサルティング領域では、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ロー
カル5Gなど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、ヘルスケア関連案件などの伸長
が業績を牽引しました。ITサービス領域では、金融・カード
事業の伸長が大きく貢献しています。また、グループ各社
が連携して取り組んできた官公庁や民間向けDX事業も
成長を続けています。

変革を担う人材力向上
外部環境の急変に対応しつつ、当社事業のウイングを
広げていくためには、シンクタンク事業や、成長事業に位
置づけるDX事業、ストック型事業など、目指す事業ポート
フォリオに即した人材の質と量をもう一段強化していく必
要があります。
そこで100日プランでは、人材確保に向けて、当社と三
菱総研DCSが連携して人材リソース計画を策定し、採用強
化を進めました。
2023年度はグループで新卒・キャリア計280人（前年
度比50人増）を採用予定です。採用面ではリファラル採
用、エージェントとの対話強化を進めるほか、採用後の育
成ではMRI版FLAPサイクル®（P.61）の活用、研修機会の
倍増、社外でスキルや経験を磨く育成出向枠の拡充も進
めています。さらに、社会実装事業のようにチャレンジン
グな案件に携わる従業員や、従来のプロジェクト管理手法
では収まらない案件に直面している従業員に対して、たと
え失敗しても、結果だけでなく挑戦し続けるプロセスも重
要と考え、人事評価面の改革もあわせて推進しています。

成長投資
成長事業におけるDX分野では、官需要への対応は好
調です。しかし、民間のDX事業とストック型事業において
は、ローンチした案件はあるものの、マネタイズは計画よ
り遅れており、ポートフォリオ改革は道半ばです。事業を
スピード・スケール・スコープアップしていくためには、基
盤事業による収益を拡大しながら、成長事業の収益性や
将来性を見極め、中長期的に次代のコア事業に投資する
“両利きの経営”を推進していく必要があります。そのた
め、100日プランでは、成長事業への投資や研究開発投
資を行うとともに、強い技術をもったスタートアップ企業
への投資やM＆Aなど、ノンオーガニック投資を積極的に
行っていく方針を掲げました。その一環として、2022年４
月にはコーポレートベンチャー連携推進室を設置、DX事
業の重点成長領域としてSFL（スマートファクトリーロジス
ティクス）、DXジャーニー®、Data Analyticsの3つの事業
テーマを設定し戦略を検討しています。また、多様なチャ
ネルを活用した共創施策も加速しており、将来的に大き
な幹に育てていきたいと考えています。

中計2023は、2020年に刷新した経営理念実現の第一
ステップです。経営理念は、社会課題解決企業として、課題
解決策の提示にとどまらずその社会実装も手掛ける、との
決意を新たにしたものです。ともすれば受け身になりがち
であったビジネスの在り方を、よりプロアクティブなもの
に変えていこうという自己変革の取り組みでもあります。
中計2023は、こうした改革を進めるために、「VCP経
営」「連結経営」「新常態経営」の３つの基本方針のもとで、
5つの改革（成長事業、基盤事業、シンクタンク事業、人材・
風土、経営システム）を断行し、社会・非財務・財務の３つの
価値をバランスよく拡大しながら、社会課題解決企業とし
ての持続的な成長を追求していくものです（P.21-22）。
さらに、以上のような取り組みを改めてサステナビリ
ティ経営という視点で捉え、2022年４月にサステナビリ
ティ基本方針を公表しました（P.17）。社長である私が最
高サステナビリティ責任者に就くことで、推進体制も明確
化しました。社会と自社の持続可能性の両立こそが、当社
が目指すサステナビリティ経営です。

中計2023の中間年に相当する2022年度は、各施策
の着実な推進に取り組んできました。ここでは中計2年目
の成果と課題について、社会価値、非財務価値、財務価値
の順に整理しておきたいと思います。

社会価値
当社は国内外の社会課題から8つの分野を特定し、
VCP経営のもとでA～D機能（P.7-8）の連接による事業
展開を行っています。
研究・提言（A機能）では、しっかりとスタンスをとり、政
策論議に一石を投じる提言を活性化させています。例え
ば、カーボンニュートラル資源という概念を定義し、そうし
た資源が適正に循環するサーキュラーエコノミーの具体
化こそがカーボンニュートラル実現の要である、との仮説
のもとに研究を進めています。2022年11月のグループ
フォーラムでは、「カーボンニュートラル資源立国の実現

こうした環境認識のもと、社長就任初年度は、事業成長
の後押し、成長の阻害要因の排除を最優先に捉えました。
具体的には、グループ経営幹部の協力を得ながら、①各
種ステークホルダーとのエンゲージメント強化、②中計実
現のためにグループとして対処すべき課題への梃入れに
注力しました。

①各種ステークホルダーとのエンゲージメント強化
新たな経営理念の浸透や事業変革には、お客様、従業
員、株主や投資家など幅広いステークホルダーの理解と
共感が不可欠です。また、急速な社会の変化や現場の課
題を、リアリティをもって捉えるためには、多様な視座を
有するステークホルダーとの対話が欠かせません。リア
ルなコミュニケーションが可能になってきたこともあり、
所管役員と役割分担しながら、各ステークホルダーとの
対話に優先的に時間を充て、当事者として課題を認識す
るようにしています。

お客様との対話
集客力の大きいグループフォーラム（P.74）や大阪・名
古屋・福岡で開催する地域懇談会（P.73）の場では、カー
ボンニュートラルや人的資本経営、経済安全保障、DXな
ど幅広い業種のお客様が関心を持つ社会課題を取り上
げ、解決の処方箋を示し、お客様との対話の糸口にしてい
ます。産官学の幹部層や経営陣の皆様には、私自身を含
めた役員が、できる限り個別の戦略対話の機会をいただ
くようにしています。実務レベルでの長年の信頼関係構
築との相乗効果で、お客様が抱える課題の本質や将来構
想について、これまでより一歩踏み込んだかたちで認識
共有が進み、共創・協働の具体的な協議に繋がるケース
も生まれています。

従業員との対話
事業領域を広げながら多様な社会課題にアクセスして
きた当社グループには、もともと「幅広く社会に貢献する
インパクトを創出したい」「自身の専門性を超えて成長し

たい」といった想いや知的好奇心をもった従業員が数多
く存在しています。2020年に策定した新経営理念はそう
した従業員の想いを具現化したものに他なりません。「未
来を問い続け、変革を先駆ける」というビジョンのもと、従
来の受託型の調査・研究に加え、オリジナルの研究・提言、
そして社会実装への関与の拡充に、価値提供の範囲を広
げています。
この1年、副社長と分担して実施している従業員との
ざっくばらんな対話「エンゲージメントトーク」を通じ、産
官学に広がる多様な顧客・共創パートナーとともに社会
変革に挑んでいくための改革が、従業員の士気向上をも
たらしていることを実感しています。

株主・投資家との対話
以前から実施している半期ごとの決算報告に加えて、
個別のIＲ面談や個人株主説明会、主要役員による事業説
明会など、株主や投資家の皆様との対話の機会を増やし
ています。当社の事業変革の方向性や潜在的な成長力に
一定の理解と期待をいただくと同時に、VCP経営や連結
経営強化の具体的な成果や、今後の成長投資と株主還元
の考え方の明確化など、IR充実の要望も多数いただいて
います。これらは次期中計の主要な論点でもあり、タイム
リーなかたちでご要望に応えてまいります。

②中計実現のためにグループとして対処すべき課題
2022年4月から実施した施策パッケージ「100日プ
ラン」では、各部門の努力だけでは解決し難く、グループ
一体となって取り組むべき喫緊の課題として、「人材力向
上」と「成長投資」に集中的に取り組みました。

株式会社三菱総合研究所
代表取締役社長

籔田 健二

変革を先駆ける企業グループとして、
社会やお客様の課題をプロアクティブに捉え、
持続可能な未来の共創に志高く挑戦し続けます。
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化に取り残されてしまうのではないかという危機感も抱
いています。私自身への自戒の念も込めて、足元の好環
境に甘んじることなく、社員とともに変革のギアを上げて
いく所存です。
先が見えないVUCAの時代といわれて久しいですが、
2022年は超VUCAとも呼ぶべき想定外の事象が相次
ぎました。ロシアによるウクライナ侵攻は、国際社会を激
変させました。対立の構図は米中だけでなく欧州とロシ
アへと広がり、新型コロナウイルス感染症の収束は未だ
予断を許しません。資源・エネルギーを含むサプライ
チェーンの分断が加速されたことで、世界各地でエネル
ギー危機やインフレが起こるなど、経済的・社会的な混乱
はますます増大しています。
当然ながらこれら情勢は国内にも大きな影響を及ぼし
ています。国家・経済・エネルギー安全保障の議論が熱を
帯びるほか、財政問題や少子高齢化、気候変動など山積す

る課題へのより迅速な対応が求められています。さらに、こ
れらの課題解決に向けたDX需要の高まりと同時に、メタ
バースやWeb３など新たなデジタルテクノロジーを自在
に活用する人材の育成強化が不可欠となっています。
このように不確実で先行きに必ずしも唯一の正解がな
い時代環境において、当社が長年培ってきた、エビデンス
に裏打ちされた未来予測とバック・キャスティング思考、
産官学の幅広いネットワークや政策・制度への理解、先端
技術に関する科学的知見、緻密なデータ分析力などは大
きな強みとなるものです。
複雑に絡み合い対立軸のある各種の社会課題に有効
な処方箋を描き、真の課題解決を実現するためには、グ
ループ内の横断的な知見集約・連携をシームレスに実行
し、産官学オールジャパンの座組みに発展させていく難
度の高いチャレンジが、ますます必要になっていることを
実感しています。

代表取締役社長に就任してから約1年半が経過しまし
た。2022年12月からは三菱総研DCSの会長職も兼務
し、グループ経営全般を担う立場となりました。
当社は創業50周年の2020年に「未来を問い続け、変
革を先駆ける」を企業ビジョンとする新たな経営理念を策
定し、多くのステークホルダーの皆様とともに、社会課題
解決や豊かで持続可能な未来の創造に取り組む決意を
明らかにしました（P.2）。
現行の中期経営計画2023はその第一歩となるもので

あり、事業構造や働き方、ガバナンスなどさまざまな改革
に挑戦しています。今年はその総仕上げとともに、次のス
テージに繋げる重要な1年です。グループ全社員に向けた
年頭挨拶では、「変革のスピードを上げ、将来への投資を具
体化する1年にしよう」とのメッセージを送りました。
社会情勢が目まぐるしく変化し、ステークホルダーから
の厚い期待に日々接する中、事業環境に恵まれている今
この時が、グループの変革と成長を加速させるチャンス
と確信する一方で、この機会を逃せば、急速な時代の変

こうした背景には、先述した事業環境の追い風ととも
に、事業の質的改革を目指し、案件の大型化やグループ
連携体制の強化を進めてきたことなどが利益率や生産性
向上に結びついたことがあります。特に、ITサービス領域
では、構造改革や大型案件の遂行などで、サービスの質
的向上が進展し、課題となっていた利益率の改善を果た
しました。こうした自助努力も成果として前向きに捉えた
いと考えています。

中計の完遂
中計2023の財務目標は1年前倒しで超過達成しまし
たが、2023年度も小幅ながら増収増益を目指します。基
盤事業で着実に成果を出しながら、質的改革を継続しま
す。人材確保やリスク管理など、顕在化した課題の対処に
も重点を置いています。
人材への投資は、引き続き経営のトッププライオリティ

と捉えています。人材力こそが当社グループの価値創造
の源泉です。人の成長なくして組織の成長はなく、当社と
三菱総研DCS一体で真正面から取り組みます。

次のステージへの助走
次期中計の策定に向けては、まずは経営陣が中心とな

り、グループ一体で5年後、10年後のありたい姿の検討に
着手しています。２つの基幹事業である「政策課題起点の
シンクタンク・コンサルティングサービス」と「金融機関向
けITサービス」を一段と強靭な姿に進化させるとともに、
３つの価値の最大化を図るべく、これらに次ぐ第3、第4の
柱を生み出していきたいと考えています。

グループフォーラムで初披露した会社紹介映像では「世
界に、未来を実装せよ」という新経営理念に通ずるスロー
ガンを掲げました。「予測だけでは、未来に追いつけない。
私たちは、あるべき未来を定義し、それを創る」「未来を予測
する最良の方法は、未来を創ること」といったナレーション
には、従来型の調査・分析から、あるべき未来をしっかり描く
こと、それをお客様、事業パートナーの皆様とともに創って
いくことに価値提供の幅を広げていく志を示しています
（https://www.mri.co.jp/company/info/#mrimovie）。
大きな視点でグループの経営を捉えると、混迷を増す
VUCAの時代にあって、これら課題を一つひとつ克服し
ていくことで、シンクタンク・コンサルからITサービス、そ
の社会実装までを手掛ける他に類例のない、極めてユ
ニークな企業グループに飛躍できると確信しています。
その源泉はグループ一人ひとりの従業員が抱く改革への
挑戦心と、持続可能な社会の実現に向けた高い志です。
ビジョンを共有する社員一人ひとりが、臆することなく、失
敗を恐れずに諸課題に挑戦してほしいと願い、さまざまな
場でそれを伝えています。
不透明な事業環境はこれからも続きますが、グループ
一体となって、また多くのステークホルダーの皆様との共
創を通じて改革を成し遂げ、次期中計において真の社会
課題解決企業グループとして、一層大きな画を描いてい
けるよう、経営にまい進していきたいと考えています。

に向けて」と題し、その中間的な成果の発信を行いました
（P.74）。
また、2022年8月に経済産業省が設立した「人的資本
経営コンソーシアム」においては、当社はリサーチコンサ
ルティング事業（B機能／C機能）の一環としてその運営
を担い、人的資本経営の実践事例の共有や、企業間協力
に向けた議論、効果的な情報開示の検討などを進めてい
ます。これらの取り組みは、人材という課題分野での政策
形成や政策運営に貢献するものと考えます。
さらに、A～Dの機能連接により、当社自らがサービス
開発・運用を行い、社会実装（D機能）まで展開している例
として、Region Ring®があります（P.48）。これは、当社が
独自に開発した地域課題解決型デジタル地域通貨サー
ビスであり、例えばごみの削減や省エネなど地域の課題
解決に向けた行動に対してポイントを付与し、各主体の行
動変容を図るものです。各地域の課題に合わせてカスタ
マイズしながら、適用実績を拡大しています。

非財務価値
当社の「非財務価値」の要は、当社ならではの競争力で
ある「社会課題解決力」と、企業の責務であり持続的成長
の要件である「ESG」です。社会課題解決力の構成要素
は、知（知的価値）、人材（人的価値）、ネットワーク（社会関
係価値）と定義しています。
知的価値については、当社の専門人材一人ひとりが
日々の事業・業務の中で蓄えた各種知見、それら自体が
大きな知的価値です。その上で、それらを価値あるものと
して、社会やステークホルダーの皆様にお届けすることが
重要です。前述のような当社独自の研究・提言活動も知
的価値創出のための重要な活動です。2022年度のマク
ロ経済研究では、新型コロナウイルス感染症拡大やロシ
アのウクライナ侵攻による世界・日本経済への影響を分
析、発信し、大きな反響を得ました。また、VCP連動研究と
いう枠組みで、当社が設定した８つの社会課題分野での
研究・提言にも取り組み、2022年度までにヘルスケア、人
財、都市・モビリティ、エネルギー、情報通信などの分野で
課題解決に向けたさまざまな提言を行いました。
人的価値は、まさに当社の人材そのものです。人材育
成面で、FLAPサイクル®という当社が提唱するキャリア開

発の枠組みを用いて、各社員の中長期的なビジョンやモ
チベーションをふまえた人材育成を図っています。働き方
改革では、在宅勤務のほか、サテライトオフィス勤務、ワー
ケーション、地方移住制度など、各人で新常態の働き方を
追求できる環境整備を進めています。さらに、2022年度
は、「ダイバーシティ＆インクルージョン（D＆I）行動指針」
を策定しました。この策定過程では、社員参加による活発
な議論を行うとともに、D&I研修や社内外の有識者による
座談会などを実施し、全社での問題意識を高めていきま
した（P.67）。
社会関係価値に関しては、未来共創イニシアティブ

（ICF）の活動（P.73）や、パートナー企業、ファンドなどへ
の出資・投資を通じて、共創パートナーの拡充を図ってい
ます。また、優れた取り組みの事業化を加速する「BAP
（Business Acceleration Program）」(P.73)や前述の
コーポレートベンチャー連携推進室の新設などを通じ、国
内外の先進的なベンチャー企業との協業も推進していま
す。海外事業においては、現地の社会課題解決を図る事
業展開に向けて、現地の有力パートナーとの共創体制の
構築を図っています。例えば、ベトナムでは、UNFPA（国
連人口基金）ベトナム事務所と高齢化対策に関する検討
協力の覚書を締結しました。また、サウジアラビアでは、
サウジアラビア投資・リサイクル公社（SIRC）と廃棄物管
理・リサイクル高度化に関する協力覚書を締結するなど、
非財務価値以外にも及ぶ着実な成果が現れています。

財務価値
2022年度は、営業利益、経常利益ともに2年連続で過
去最高を更新しました。グループ連結経常利益は104.9
億円となり、中計目標である100億円を1年前倒しで超過
達成することができました。
シンクタンク・コンサルティング領域では、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ロー
カル5Gなど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、ヘルスケア関連案件などの伸長
が業績を牽引しました。ITサービス領域では、金融・カード
事業の伸長が大きく貢献しています。また、グループ各社
が連携して取り組んできた官公庁や民間向けDX事業も
成長を続けています。

変革を担う人材力向上
外部環境の急変に対応しつつ、当社事業のウイングを
広げていくためには、シンクタンク事業や、成長事業に位
置づけるDX事業、ストック型事業など、目指す事業ポート
フォリオに即した人材の質と量をもう一段強化していく必
要があります。
そこで100日プランでは、人材確保に向けて、当社と三
菱総研DCSが連携して人材リソース計画を策定し、採用強
化を進めました。
2023年度はグループで新卒・キャリア計280人（前年
度比50人増）を採用予定です。採用面ではリファラル採
用、エージェントとの対話強化を進めるほか、採用後の育
成ではMRI版FLAPサイクル®（P.61）の活用、研修機会の
倍増、社外でスキルや経験を磨く育成出向枠の拡充も進
めています。さらに、社会実装事業のようにチャレンジン
グな案件に携わる従業員や、従来のプロジェクト管理手法
では収まらない案件に直面している従業員に対して、たと
え失敗しても、結果だけでなく挑戦し続けるプロセスも重
要と考え、人事評価面の改革もあわせて推進しています。

成長投資
成長事業におけるDX分野では、官需要への対応は好
調です。しかし、民間のDX事業とストック型事業において
は、ローンチした案件はあるものの、マネタイズは計画よ
り遅れており、ポートフォリオ改革は道半ばです。事業を
スピード・スケール・スコープアップしていくためには、基
盤事業による収益を拡大しながら、成長事業の収益性や
将来性を見極め、中長期的に次代のコア事業に投資する
“両利きの経営”を推進していく必要があります。そのた
め、100日プランでは、成長事業への投資や研究開発投
資を行うとともに、強い技術をもったスタートアップ企業
への投資やM＆Aなど、ノンオーガニック投資を積極的に
行っていく方針を掲げました。その一環として、2022年４
月にはコーポレートベンチャー連携推進室を設置、DX事
業の重点成長領域としてSFL（スマートファクトリーロジス
ティクス）、DXジャーニー®、Data Analyticsの3つの事業
テーマを設定し戦略を検討しています。また、多様なチャ
ネルを活用した共創施策も加速しており、将来的に大き
な幹に育てていきたいと考えています。

中計2023は、2020年に刷新した経営理念実現の第一
ステップです。経営理念は、社会課題解決企業として、課題
解決策の提示にとどまらずその社会実装も手掛ける、との
決意を新たにしたものです。ともすれば受け身になりがち
であったビジネスの在り方を、よりプロアクティブなもの
に変えていこうという自己変革の取り組みでもあります。
中計2023は、こうした改革を進めるために、「VCP経
営」「連結経営」「新常態経営」の３つの基本方針のもとで、
5つの改革（成長事業、基盤事業、シンクタンク事業、人材・
風土、経営システム）を断行し、社会・非財務・財務の３つの
価値をバランスよく拡大しながら、社会課題解決企業とし
ての持続的な成長を追求していくものです（P.21-22）。
さらに、以上のような取り組みを改めてサステナビリ
ティ経営という視点で捉え、2022年４月にサステナビリ
ティ基本方針を公表しました（P.17）。社長である私が最
高サステナビリティ責任者に就くことで、推進体制も明確
化しました。社会と自社の持続可能性の両立こそが、当社
が目指すサステナビリティ経営です。

中計2023の中間年に相当する2022年度は、各施策
の着実な推進に取り組んできました。ここでは中計2年目
の成果と課題について、社会価値、非財務価値、財務価値
の順に整理しておきたいと思います。

社会価値
当社は国内外の社会課題から8つの分野を特定し、
VCP経営のもとでA～D機能（P.7-8）の連接による事業
展開を行っています。
研究・提言（A機能）では、しっかりとスタンスをとり、政
策論議に一石を投じる提言を活性化させています。例え
ば、カーボンニュートラル資源という概念を定義し、そうし
た資源が適正に循環するサーキュラーエコノミーの具体
化こそがカーボンニュートラル実現の要である、との仮説
のもとに研究を進めています。2022年11月のグループ
フォーラムでは、「カーボンニュートラル資源立国の実現

こうした環境認識のもと、社長就任初年度は、事業成長
の後押し、成長の阻害要因の排除を最優先に捉えました。
具体的には、グループ経営幹部の協力を得ながら、①各
種ステークホルダーとのエンゲージメント強化、②中計実
現のためにグループとして対処すべき課題への梃入れに
注力しました。

①各種ステークホルダーとのエンゲージメント強化
新たな経営理念の浸透や事業変革には、お客様、従業
員、株主や投資家など幅広いステークホルダーの理解と
共感が不可欠です。また、急速な社会の変化や現場の課
題を、リアリティをもって捉えるためには、多様な視座を
有するステークホルダーとの対話が欠かせません。リア
ルなコミュニケーションが可能になってきたこともあり、
所管役員と役割分担しながら、各ステークホルダーとの
対話に優先的に時間を充て、当事者として課題を認識す
るようにしています。

お客様との対話
集客力の大きいグループフォーラム（P.74）や大阪・名
古屋・福岡で開催する地域懇談会（P.73）の場では、カー
ボンニュートラルや人的資本経営、経済安全保障、DXな
ど幅広い業種のお客様が関心を持つ社会課題を取り上
げ、解決の処方箋を示し、お客様との対話の糸口にしてい
ます。産官学の幹部層や経営陣の皆様には、私自身を含
めた役員が、できる限り個別の戦略対話の機会をいただ
くようにしています。実務レベルでの長年の信頼関係構
築との相乗効果で、お客様が抱える課題の本質や将来構
想について、これまでより一歩踏み込んだかたちで認識
共有が進み、共創・協働の具体的な協議に繋がるケース
も生まれています。

従業員との対話
事業領域を広げながら多様な社会課題にアクセスして
きた当社グループには、もともと「幅広く社会に貢献する
インパクトを創出したい」「自身の専門性を超えて成長し

たい」といった想いや知的好奇心をもった従業員が数多
く存在しています。2020年に策定した新経営理念はそう
した従業員の想いを具現化したものに他なりません。「未
来を問い続け、変革を先駆ける」というビジョンのもと、従
来の受託型の調査・研究に加え、オリジナルの研究・提言、
そして社会実装への関与の拡充に、価値提供の範囲を広
げています。
この1年、副社長と分担して実施している従業員との
ざっくばらんな対話「エンゲージメントトーク」を通じ、産
官学に広がる多様な顧客・共創パートナーとともに社会
変革に挑んでいくための改革が、従業員の士気向上をも
たらしていることを実感しています。

株主・投資家との対話
以前から実施している半期ごとの決算報告に加えて、
個別のIＲ面談や個人株主説明会、主要役員による事業説
明会など、株主や投資家の皆様との対話の機会を増やし
ています。当社の事業変革の方向性や潜在的な成長力に
一定の理解と期待をいただくと同時に、VCP経営や連結
経営強化の具体的な成果や、今後の成長投資と株主還元
の考え方の明確化など、IR充実の要望も多数いただいて
います。これらは次期中計の主要な論点でもあり、タイム
リーなかたちでご要望に応えてまいります。

②中計実現のためにグループとして対処すべき課題
2022年4月から実施した施策パッケージ「100日プ
ラン」では、各部門の努力だけでは解決し難く、グループ
一体となって取り組むべき喫緊の課題として、「人材力向
上」と「成長投資」に集中的に取り組みました。

株式会社三菱総合研究所
代表取締役社長

籔田 健二

変革を先駆ける企業グループとして、
社会やお客様の課題をプロアクティブに捉え、
持続可能な未来の共創に志高く挑戦し続けます。
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化に取り残されてしまうのではないかという危機感も抱
いています。私自身への自戒の念も込めて、足元の好環
境に甘んじることなく、社員とともに変革のギアを上げて
いく所存です。
先が見えないVUCAの時代といわれて久しいですが、
2022年は超VUCAとも呼ぶべき想定外の事象が相次
ぎました。ロシアによるウクライナ侵攻は、国際社会を激
変させました。対立の構図は米中だけでなく欧州とロシ
アへと広がり、新型コロナウイルス感染症の収束は未だ
予断を許しません。資源・エネルギーを含むサプライ
チェーンの分断が加速されたことで、世界各地でエネル
ギー危機やインフレが起こるなど、経済的・社会的な混乱
はますます増大しています。
当然ながらこれら情勢は国内にも大きな影響を及ぼし
ています。国家・経済・エネルギー安全保障の議論が熱を
帯びるほか、財政問題や少子高齢化、気候変動など山積す

る課題へのより迅速な対応が求められています。さらに、こ
れらの課題解決に向けたDX需要の高まりと同時に、メタ
バースやWeb３など新たなデジタルテクノロジーを自在
に活用する人材の育成強化が不可欠となっています。
このように不確実で先行きに必ずしも唯一の正解がな
い時代環境において、当社が長年培ってきた、エビデンス
に裏打ちされた未来予測とバック・キャスティング思考、
産官学の幅広いネットワークや政策・制度への理解、先端
技術に関する科学的知見、緻密なデータ分析力などは大
きな強みとなるものです。
複雑に絡み合い対立軸のある各種の社会課題に有効
な処方箋を描き、真の課題解決を実現するためには、グ
ループ内の横断的な知見集約・連携をシームレスに実行
し、産官学オールジャパンの座組みに発展させていく難
度の高いチャレンジが、ますます必要になっていることを
実感しています。

代表取締役社長に就任してから約1年半が経過しまし
た。2022年12月からは三菱総研DCSの会長職も兼務
し、グループ経営全般を担う立場となりました。
当社は創業50周年の2020年に「未来を問い続け、変
革を先駆ける」を企業ビジョンとする新たな経営理念を策
定し、多くのステークホルダーの皆様とともに、社会課題
解決や豊かで持続可能な未来の創造に取り組む決意を
明らかにしました（P.2）。
現行の中期経営計画2023はその第一歩となるもので

あり、事業構造や働き方、ガバナンスなどさまざまな改革
に挑戦しています。今年はその総仕上げとともに、次のス
テージに繋げる重要な1年です。グループ全社員に向けた
年頭挨拶では、「変革のスピードを上げ、将来への投資を具
体化する1年にしよう」とのメッセージを送りました。
社会情勢が目まぐるしく変化し、ステークホルダーから
の厚い期待に日々接する中、事業環境に恵まれている今
この時が、グループの変革と成長を加速させるチャンス
と確信する一方で、この機会を逃せば、急速な時代の変

こうした背景には、先述した事業環境の追い風ととも
に、事業の質的改革を目指し、案件の大型化やグループ
連携体制の強化を進めてきたことなどが利益率や生産性
向上に結びついたことがあります。特に、ITサービス領域
では、構造改革や大型案件の遂行などで、サービスの質
的向上が進展し、課題となっていた利益率の改善を果た
しました。こうした自助努力も成果として前向きに捉えた
いと考えています。

中計の完遂
中計2023の財務目標は1年前倒しで超過達成しまし
たが、2023年度も小幅ながら増収増益を目指します。基
盤事業で着実に成果を出しながら、質的改革を継続しま
す。人材確保やリスク管理など、顕在化した課題の対処に
も重点を置いています。
人材への投資は、引き続き経営のトッププライオリティ

と捉えています。人材力こそが当社グループの価値創造
の源泉です。人の成長なくして組織の成長はなく、当社と
三菱総研DCS一体で真正面から取り組みます。

次のステージへの助走
次期中計の策定に向けては、まずは経営陣が中心とな

り、グループ一体で5年後、10年後のありたい姿の検討に
着手しています。２つの基幹事業である「政策課題起点の
シンクタンク・コンサルティングサービス」と「金融機関向
けITサービス」を一段と強靭な姿に進化させるとともに、
３つの価値の最大化を図るべく、これらに次ぐ第3、第4の
柱を生み出していきたいと考えています。

グループフォーラムで初披露した会社紹介映像では「世
界に、未来を実装せよ」という新経営理念に通ずるスロー
ガンを掲げました。「予測だけでは、未来に追いつけない。
私たちは、あるべき未来を定義し、それを創る」「未来を予測
する最良の方法は、未来を創ること」といったナレーション
には、従来型の調査・分析から、あるべき未来をしっかり描く
こと、それをお客様、事業パートナーの皆様とともに創って
いくことに価値提供の幅を広げていく志を示しています
（https://www.mri.co.jp/company/info/#mrimovie）。
大きな視点でグループの経営を捉えると、混迷を増す
VUCAの時代にあって、これら課題を一つひとつ克服し
ていくことで、シンクタンク・コンサルからITサービス、そ
の社会実装までを手掛ける他に類例のない、極めてユ
ニークな企業グループに飛躍できると確信しています。
その源泉はグループ一人ひとりの従業員が抱く改革への
挑戦心と、持続可能な社会の実現に向けた高い志です。
ビジョンを共有する社員一人ひとりが、臆することなく、失
敗を恐れずに諸課題に挑戦してほしいと願い、さまざまな
場でそれを伝えています。
不透明な事業環境はこれからも続きますが、グループ
一体となって、また多くのステークホルダーの皆様との共
創を通じて改革を成し遂げ、次期中計において真の社会
課題解決企業グループとして、一層大きな画を描いてい
けるよう、経営にまい進していきたいと考えています。

に向けて」と題し、その中間的な成果の発信を行いました
（P.74）。
また、2022年8月に経済産業省が設立した「人的資本
経営コンソーシアム」においては、当社はリサーチコンサ
ルティング事業（B機能／C機能）の一環としてその運営
を担い、人的資本経営の実践事例の共有や、企業間協力
に向けた議論、効果的な情報開示の検討などを進めてい
ます。これらの取り組みは、人材という課題分野での政策
形成や政策運営に貢献するものと考えます。
さらに、A～Dの機能連接により、当社自らがサービス
開発・運用を行い、社会実装（D機能）まで展開している例
として、Region Ring®があります（P.48）。これは、当社が
独自に開発した地域課題解決型デジタル地域通貨サー
ビスであり、例えばごみの削減や省エネなど地域の課題
解決に向けた行動に対してポイントを付与し、各主体の行
動変容を図るものです。各地域の課題に合わせてカスタ
マイズしながら、適用実績を拡大しています。

非財務価値
当社の「非財務価値」の要は、当社ならではの競争力で
ある「社会課題解決力」と、企業の責務であり持続的成長
の要件である「ESG」です。社会課題解決力の構成要素
は、知（知的価値）、人材（人的価値）、ネットワーク（社会関
係価値）と定義しています。
知的価値については、当社の専門人材一人ひとりが
日々の事業・業務の中で蓄えた各種知見、それら自体が
大きな知的価値です。その上で、それらを価値あるものと
して、社会やステークホルダーの皆様にお届けすることが
重要です。前述のような当社独自の研究・提言活動も知
的価値創出のための重要な活動です。2022年度のマク
ロ経済研究では、新型コロナウイルス感染症拡大やロシ
アのウクライナ侵攻による世界・日本経済への影響を分
析、発信し、大きな反響を得ました。また、VCP連動研究と
いう枠組みで、当社が設定した８つの社会課題分野での
研究・提言にも取り組み、2022年度までにヘルスケア、人
財、都市・モビリティ、エネルギー、情報通信などの分野で
課題解決に向けたさまざまな提言を行いました。
人的価値は、まさに当社の人材そのものです。人材育
成面で、FLAPサイクル®という当社が提唱するキャリア開

発の枠組みを用いて、各社員の中長期的なビジョンやモ
チベーションをふまえた人材育成を図っています。働き方
改革では、在宅勤務のほか、サテライトオフィス勤務、ワー
ケーション、地方移住制度など、各人で新常態の働き方を
追求できる環境整備を進めています。さらに、2022年度
は、「ダイバーシティ＆インクルージョン（D＆I）行動指針」
を策定しました。この策定過程では、社員参加による活発
な議論を行うとともに、D&I研修や社内外の有識者による
座談会などを実施し、全社での問題意識を高めていきま
した（P.67）。
社会関係価値に関しては、未来共創イニシアティブ

（ICF）の活動（P.73）や、パートナー企業、ファンドなどへ
の出資・投資を通じて、共創パートナーの拡充を図ってい
ます。また、優れた取り組みの事業化を加速する「BAP
（Business Acceleration Program）」(P.73)や前述の
コーポレートベンチャー連携推進室の新設などを通じ、国
内外の先進的なベンチャー企業との協業も推進していま
す。海外事業においては、現地の社会課題解決を図る事
業展開に向けて、現地の有力パートナーとの共創体制の
構築を図っています。例えば、ベトナムでは、UNFPA（国
連人口基金）ベトナム事務所と高齢化対策に関する検討
協力の覚書を締結しました。また、サウジアラビアでは、
サウジアラビア投資・リサイクル公社（SIRC）と廃棄物管
理・リサイクル高度化に関する協力覚書を締結するなど、
非財務価値以外にも及ぶ着実な成果が現れています。

財務価値
2022年度は、営業利益、経常利益ともに2年連続で過
去最高を更新しました。グループ連結経常利益は104.9
億円となり、中計目標である100億円を1年前倒しで超過
達成することができました。
シンクタンク・コンサルティング領域では、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ロー
カル5Gなど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、ヘルスケア関連案件などの伸長
が業績を牽引しました。ITサービス領域では、金融・カード
事業の伸長が大きく貢献しています。また、グループ各社
が連携して取り組んできた官公庁や民間向けDX事業も
成長を続けています。

変革を担う人材力向上
外部環境の急変に対応しつつ、当社事業のウイングを
広げていくためには、シンクタンク事業や、成長事業に位
置づけるDX事業、ストック型事業など、目指す事業ポート
フォリオに即した人材の質と量をもう一段強化していく必
要があります。
そこで100日プランでは、人材確保に向けて、当社と三
菱総研DCSが連携して人材リソース計画を策定し、採用強
化を進めました。
2023年度はグループで新卒・キャリア計280人（前年
度比50人増）を採用予定です。採用面ではリファラル採
用、エージェントとの対話強化を進めるほか、採用後の育
成ではMRI版FLAPサイクル®（P.61）の活用、研修機会の
倍増、社外でスキルや経験を磨く育成出向枠の拡充も進
めています。さらに、社会実装事業のようにチャレンジン
グな案件に携わる従業員や、従来のプロジェクト管理手法
では収まらない案件に直面している従業員に対して、たと
え失敗しても、結果だけでなく挑戦し続けるプロセスも重
要と考え、人事評価面の改革もあわせて推進しています。

成長投資
成長事業におけるDX分野では、官需要への対応は好
調です。しかし、民間のDX事業とストック型事業において
は、ローンチした案件はあるものの、マネタイズは計画よ
り遅れており、ポートフォリオ改革は道半ばです。事業を
スピード・スケール・スコープアップしていくためには、基
盤事業による収益を拡大しながら、成長事業の収益性や
将来性を見極め、中長期的に次代のコア事業に投資する
“両利きの経営”を推進していく必要があります。そのた
め、100日プランでは、成長事業への投資や研究開発投
資を行うとともに、強い技術をもったスタートアップ企業
への投資やM＆Aなど、ノンオーガニック投資を積極的に
行っていく方針を掲げました。その一環として、2022年４
月にはコーポレートベンチャー連携推進室を設置、DX事
業の重点成長領域としてSFL（スマートファクトリーロジス
ティクス）、DXジャーニー®、Data Analyticsの3つの事業
テーマを設定し戦略を検討しています。また、多様なチャ
ネルを活用した共創施策も加速しており、将来的に大き
な幹に育てていきたいと考えています。

中計2023は、2020年に刷新した経営理念実現の第一
ステップです。経営理念は、社会課題解決企業として、課題
解決策の提示にとどまらずその社会実装も手掛ける、との
決意を新たにしたものです。ともすれば受け身になりがち
であったビジネスの在り方を、よりプロアクティブなもの
に変えていこうという自己変革の取り組みでもあります。
中計2023は、こうした改革を進めるために、「VCP経
営」「連結経営」「新常態経営」の３つの基本方針のもとで、
5つの改革（成長事業、基盤事業、シンクタンク事業、人材・
風土、経営システム）を断行し、社会・非財務・財務の３つの
価値をバランスよく拡大しながら、社会課題解決企業とし
ての持続的な成長を追求していくものです（P.21-22）。
さらに、以上のような取り組みを改めてサステナビリ
ティ経営という視点で捉え、2022年４月にサステナビリ
ティ基本方針を公表しました（P.17）。社長である私が最
高サステナビリティ責任者に就くことで、推進体制も明確
化しました。社会と自社の持続可能性の両立こそが、当社
が目指すサステナビリティ経営です。

中計2023の中間年に相当する2022年度は、各施策
の着実な推進に取り組んできました。ここでは中計2年目
の成果と課題について、社会価値、非財務価値、財務価値
の順に整理しておきたいと思います。

社会価値
当社は国内外の社会課題から8つの分野を特定し、
VCP経営のもとでA～D機能（P.7-8）の連接による事業
展開を行っています。
研究・提言（A機能）では、しっかりとスタンスをとり、政
策論議に一石を投じる提言を活性化させています。例え
ば、カーボンニュートラル資源という概念を定義し、そうし
た資源が適正に循環するサーキュラーエコノミーの具体
化こそがカーボンニュートラル実現の要である、との仮説
のもとに研究を進めています。2022年11月のグループ
フォーラムでは、「カーボンニュートラル資源立国の実現

こうした環境認識のもと、社長就任初年度は、事業成長
の後押し、成長の阻害要因の排除を最優先に捉えました。
具体的には、グループ経営幹部の協力を得ながら、①各
種ステークホルダーとのエンゲージメント強化、②中計実
現のためにグループとして対処すべき課題への梃入れに
注力しました。

①各種ステークホルダーとのエンゲージメント強化
新たな経営理念の浸透や事業変革には、お客様、従業
員、株主や投資家など幅広いステークホルダーの理解と
共感が不可欠です。また、急速な社会の変化や現場の課
題を、リアリティをもって捉えるためには、多様な視座を
有するステークホルダーとの対話が欠かせません。リア
ルなコミュニケーションが可能になってきたこともあり、
所管役員と役割分担しながら、各ステークホルダーとの
対話に優先的に時間を充て、当事者として課題を認識す
るようにしています。

お客様との対話
集客力の大きいグループフォーラム（P.74）や大阪・名
古屋・福岡で開催する地域懇談会（P.73）の場では、カー
ボンニュートラルや人的資本経営、経済安全保障、DXな
ど幅広い業種のお客様が関心を持つ社会課題を取り上
げ、解決の処方箋を示し、お客様との対話の糸口にしてい
ます。産官学の幹部層や経営陣の皆様には、私自身を含
めた役員が、できる限り個別の戦略対話の機会をいただ
くようにしています。実務レベルでの長年の信頼関係構
築との相乗効果で、お客様が抱える課題の本質や将来構
想について、これまでより一歩踏み込んだかたちで認識
共有が進み、共創・協働の具体的な協議に繋がるケース
も生まれています。

従業員との対話
事業領域を広げながら多様な社会課題にアクセスして
きた当社グループには、もともと「幅広く社会に貢献する
インパクトを創出したい」「自身の専門性を超えて成長し

たい」といった想いや知的好奇心をもった従業員が数多
く存在しています。2020年に策定した新経営理念はそう
した従業員の想いを具現化したものに他なりません。「未
来を問い続け、変革を先駆ける」というビジョンのもと、従
来の受託型の調査・研究に加え、オリジナルの研究・提言、
そして社会実装への関与の拡充に、価値提供の範囲を広
げています。
この1年、副社長と分担して実施している従業員との
ざっくばらんな対話「エンゲージメントトーク」を通じ、産
官学に広がる多様な顧客・共創パートナーとともに社会
変革に挑んでいくための改革が、従業員の士気向上をも
たらしていることを実感しています。

株主・投資家との対話
以前から実施している半期ごとの決算報告に加えて、
個別のIＲ面談や個人株主説明会、主要役員による事業説
明会など、株主や投資家の皆様との対話の機会を増やし
ています。当社の事業変革の方向性や潜在的な成長力に
一定の理解と期待をいただくと同時に、VCP経営や連結
経営強化の具体的な成果や、今後の成長投資と株主還元
の考え方の明確化など、IR充実の要望も多数いただいて
います。これらは次期中計の主要な論点でもあり、タイム
リーなかたちでご要望に応えてまいります。

②中計実現のためにグループとして対処すべき課題
2022年4月から実施した施策パッケージ「100日プ
ラン」では、各部門の努力だけでは解決し難く、グループ
一体となって取り組むべき喫緊の課題として、「人材力向
上」と「成長投資」に集中的に取り組みました。

グループとして経営レベルで
対処すべき課題に注力

2022年度の成果と課題

中計2023とサステナビリティ基本方針
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化に取り残されてしまうのではないかという危機感も抱
いています。私自身への自戒の念も込めて、足元の好環
境に甘んじることなく、社員とともに変革のギアを上げて
いく所存です。
先が見えないVUCAの時代といわれて久しいですが、
2022年は超VUCAとも呼ぶべき想定外の事象が相次
ぎました。ロシアによるウクライナ侵攻は、国際社会を激
変させました。対立の構図は米中だけでなく欧州とロシ
アへと広がり、新型コロナウイルス感染症の収束は未だ
予断を許しません。資源・エネルギーを含むサプライ
チェーンの分断が加速されたことで、世界各地でエネル
ギー危機やインフレが起こるなど、経済的・社会的な混乱
はますます増大しています。
当然ながらこれら情勢は国内にも大きな影響を及ぼし
ています。国家・経済・エネルギー安全保障の議論が熱を
帯びるほか、財政問題や少子高齢化、気候変動など山積す

る課題へのより迅速な対応が求められています。さらに、こ
れらの課題解決に向けたDX需要の高まりと同時に、メタ
バースやWeb３など新たなデジタルテクノロジーを自在
に活用する人材の育成強化が不可欠となっています。
このように不確実で先行きに必ずしも唯一の正解がな
い時代環境において、当社が長年培ってきた、エビデンス
に裏打ちされた未来予測とバック・キャスティング思考、
産官学の幅広いネットワークや政策・制度への理解、先端
技術に関する科学的知見、緻密なデータ分析力などは大
きな強みとなるものです。
複雑に絡み合い対立軸のある各種の社会課題に有効
な処方箋を描き、真の課題解決を実現するためには、グ
ループ内の横断的な知見集約・連携をシームレスに実行
し、産官学オールジャパンの座組みに発展させていく難
度の高いチャレンジが、ますます必要になっていることを
実感しています。

代表取締役社長に就任してから約1年半が経過しまし
た。2022年12月からは三菱総研DCSの会長職も兼務
し、グループ経営全般を担う立場となりました。
当社は創業50周年の2020年に「未来を問い続け、変
革を先駆ける」を企業ビジョンとする新たな経営理念を策
定し、多くのステークホルダーの皆様とともに、社会課題
解決や豊かで持続可能な未来の創造に取り組む決意を
明らかにしました（P.2）。
現行の中期経営計画2023はその第一歩となるもので

あり、事業構造や働き方、ガバナンスなどさまざまな改革
に挑戦しています。今年はその総仕上げとともに、次のス
テージに繋げる重要な1年です。グループ全社員に向けた
年頭挨拶では、「変革のスピードを上げ、将来への投資を具
体化する1年にしよう」とのメッセージを送りました。
社会情勢が目まぐるしく変化し、ステークホルダーから
の厚い期待に日々接する中、事業環境に恵まれている今
この時が、グループの変革と成長を加速させるチャンス
と確信する一方で、この機会を逃せば、急速な時代の変

こうした背景には、先述した事業環境の追い風ととも
に、事業の質的改革を目指し、案件の大型化やグループ
連携体制の強化を進めてきたことなどが利益率や生産性
向上に結びついたことがあります。特に、ITサービス領域
では、構造改革や大型案件の遂行などで、サービスの質
的向上が進展し、課題となっていた利益率の改善を果た
しました。こうした自助努力も成果として前向きに捉えた
いと考えています。

中計の完遂
中計2023の財務目標は1年前倒しで超過達成しまし
たが、2023年度も小幅ながら増収増益を目指します。基
盤事業で着実に成果を出しながら、質的改革を継続しま
す。人材確保やリスク管理など、顕在化した課題の対処に
も重点を置いています。
人材への投資は、引き続き経営のトッププライオリティ

と捉えています。人材力こそが当社グループの価値創造
の源泉です。人の成長なくして組織の成長はなく、当社と
三菱総研DCS一体で真正面から取り組みます。

次のステージへの助走
次期中計の策定に向けては、まずは経営陣が中心とな

り、グループ一体で5年後、10年後のありたい姿の検討に
着手しています。２つの基幹事業である「政策課題起点の
シンクタンク・コンサルティングサービス」と「金融機関向
けITサービス」を一段と強靭な姿に進化させるとともに、
３つの価値の最大化を図るべく、これらに次ぐ第3、第4の
柱を生み出していきたいと考えています。

グループフォーラムで初披露した会社紹介映像では「世
界に、未来を実装せよ」という新経営理念に通ずるスロー
ガンを掲げました。「予測だけでは、未来に追いつけない。
私たちは、あるべき未来を定義し、それを創る」「未来を予測
する最良の方法は、未来を創ること」といったナレーション
には、従来型の調査・分析から、あるべき未来をしっかり描く
こと、それをお客様、事業パートナーの皆様とともに創って
いくことに価値提供の幅を広げていく志を示しています
（https://www.mri.co.jp/company/info/#mrimovie）。
大きな視点でグループの経営を捉えると、混迷を増す
VUCAの時代にあって、これら課題を一つひとつ克服し
ていくことで、シンクタンク・コンサルからITサービス、そ
の社会実装までを手掛ける他に類例のない、極めてユ
ニークな企業グループに飛躍できると確信しています。
その源泉はグループ一人ひとりの従業員が抱く改革への
挑戦心と、持続可能な社会の実現に向けた高い志です。
ビジョンを共有する社員一人ひとりが、臆することなく、失
敗を恐れずに諸課題に挑戦してほしいと願い、さまざまな
場でそれを伝えています。
不透明な事業環境はこれからも続きますが、グループ
一体となって、また多くのステークホルダーの皆様との共
創を通じて改革を成し遂げ、次期中計において真の社会
課題解決企業グループとして、一層大きな画を描いてい
けるよう、経営にまい進していきたいと考えています。

に向けて」と題し、その中間的な成果の発信を行いました
（P.74）。
また、2022年8月に経済産業省が設立した「人的資本
経営コンソーシアム」においては、当社はリサーチコンサ
ルティング事業（B機能／C機能）の一環としてその運営
を担い、人的資本経営の実践事例の共有や、企業間協力
に向けた議論、効果的な情報開示の検討などを進めてい
ます。これらの取り組みは、人材という課題分野での政策
形成や政策運営に貢献するものと考えます。
さらに、A～Dの機能連接により、当社自らがサービス
開発・運用を行い、社会実装（D機能）まで展開している例
として、Region Ring®があります（P.48）。これは、当社が
独自に開発した地域課題解決型デジタル地域通貨サー
ビスであり、例えばごみの削減や省エネなど地域の課題
解決に向けた行動に対してポイントを付与し、各主体の行
動変容を図るものです。各地域の課題に合わせてカスタ
マイズしながら、適用実績を拡大しています。

非財務価値
当社の「非財務価値」の要は、当社ならではの競争力で
ある「社会課題解決力」と、企業の責務であり持続的成長
の要件である「ESG」です。社会課題解決力の構成要素
は、知（知的価値）、人材（人的価値）、ネットワーク（社会関
係価値）と定義しています。
知的価値については、当社の専門人材一人ひとりが
日々の事業・業務の中で蓄えた各種知見、それら自体が
大きな知的価値です。その上で、それらを価値あるものと
して、社会やステークホルダーの皆様にお届けすることが
重要です。前述のような当社独自の研究・提言活動も知
的価値創出のための重要な活動です。2022年度のマク
ロ経済研究では、新型コロナウイルス感染症拡大やロシ
アのウクライナ侵攻による世界・日本経済への影響を分
析、発信し、大きな反響を得ました。また、VCP連動研究と
いう枠組みで、当社が設定した８つの社会課題分野での
研究・提言にも取り組み、2022年度までにヘルスケア、人
財、都市・モビリティ、エネルギー、情報通信などの分野で
課題解決に向けたさまざまな提言を行いました。
人的価値は、まさに当社の人材そのものです。人材育
成面で、FLAPサイクル®という当社が提唱するキャリア開

発の枠組みを用いて、各社員の中長期的なビジョンやモ
チベーションをふまえた人材育成を図っています。働き方
改革では、在宅勤務のほか、サテライトオフィス勤務、ワー
ケーション、地方移住制度など、各人で新常態の働き方を
追求できる環境整備を進めています。さらに、2022年度
は、「ダイバーシティ＆インクルージョン（D＆I）行動指針」
を策定しました。この策定過程では、社員参加による活発
な議論を行うとともに、D&I研修や社内外の有識者による
座談会などを実施し、全社での問題意識を高めていきま
した（P.67）。
社会関係価値に関しては、未来共創イニシアティブ

（ICF）の活動（P.73）や、パートナー企業、ファンドなどへ
の出資・投資を通じて、共創パートナーの拡充を図ってい
ます。また、優れた取り組みの事業化を加速する「BAP
（Business Acceleration Program）」(P.73)や前述の
コーポレートベンチャー連携推進室の新設などを通じ、国
内外の先進的なベンチャー企業との協業も推進していま
す。海外事業においては、現地の社会課題解決を図る事
業展開に向けて、現地の有力パートナーとの共創体制の
構築を図っています。例えば、ベトナムでは、UNFPA（国
連人口基金）ベトナム事務所と高齢化対策に関する検討
協力の覚書を締結しました。また、サウジアラビアでは、
サウジアラビア投資・リサイクル公社（SIRC）と廃棄物管
理・リサイクル高度化に関する協力覚書を締結するなど、
非財務価値以外にも及ぶ着実な成果が現れています。

財務価値
2022年度は、営業利益、経常利益ともに2年連続で過
去最高を更新しました。グループ連結経常利益は104.9
億円となり、中計目標である100億円を1年前倒しで超過
達成することができました。
シンクタンク・コンサルティング領域では、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ロー
カル5Gなど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、ヘルスケア関連案件などの伸長
が業績を牽引しました。ITサービス領域では、金融・カード
事業の伸長が大きく貢献しています。また、グループ各社
が連携して取り組んできた官公庁や民間向けDX事業も
成長を続けています。

変革を担う人材力向上
外部環境の急変に対応しつつ、当社事業のウイングを
広げていくためには、シンクタンク事業や、成長事業に位
置づけるDX事業、ストック型事業など、目指す事業ポート
フォリオに即した人材の質と量をもう一段強化していく必
要があります。
そこで100日プランでは、人材確保に向けて、当社と三
菱総研DCSが連携して人材リソース計画を策定し、採用強
化を進めました。
2023年度はグループで新卒・キャリア計280人（前年
度比50人増）を採用予定です。採用面ではリファラル採
用、エージェントとの対話強化を進めるほか、採用後の育
成ではMRI版FLAPサイクル®（P.61）の活用、研修機会の
倍増、社外でスキルや経験を磨く育成出向枠の拡充も進
めています。さらに、社会実装事業のようにチャレンジン
グな案件に携わる従業員や、従来のプロジェクト管理手法
では収まらない案件に直面している従業員に対して、たと
え失敗しても、結果だけでなく挑戦し続けるプロセスも重
要と考え、人事評価面の改革もあわせて推進しています。

成長投資
成長事業におけるDX分野では、官需要への対応は好
調です。しかし、民間のDX事業とストック型事業において
は、ローンチした案件はあるものの、マネタイズは計画よ
り遅れており、ポートフォリオ改革は道半ばです。事業を
スピード・スケール・スコープアップしていくためには、基
盤事業による収益を拡大しながら、成長事業の収益性や
将来性を見極め、中長期的に次代のコア事業に投資する
“両利きの経営”を推進していく必要があります。そのた
め、100日プランでは、成長事業への投資や研究開発投
資を行うとともに、強い技術をもったスタートアップ企業
への投資やM＆Aなど、ノンオーガニック投資を積極的に
行っていく方針を掲げました。その一環として、2022年４
月にはコーポレートベンチャー連携推進室を設置、DX事
業の重点成長領域としてSFL（スマートファクトリーロジス
ティクス）、DXジャーニー®、Data Analyticsの3つの事業
テーマを設定し戦略を検討しています。また、多様なチャ
ネルを活用した共創施策も加速しており、将来的に大き
な幹に育てていきたいと考えています。

中計2023は、2020年に刷新した経営理念実現の第一
ステップです。経営理念は、社会課題解決企業として、課題
解決策の提示にとどまらずその社会実装も手掛ける、との
決意を新たにしたものです。ともすれば受け身になりがち
であったビジネスの在り方を、よりプロアクティブなもの
に変えていこうという自己変革の取り組みでもあります。
中計2023は、こうした改革を進めるために、「VCP経
営」「連結経営」「新常態経営」の３つの基本方針のもとで、
5つの改革（成長事業、基盤事業、シンクタンク事業、人材・
風土、経営システム）を断行し、社会・非財務・財務の３つの
価値をバランスよく拡大しながら、社会課題解決企業とし
ての持続的な成長を追求していくものです（P.21-22）。
さらに、以上のような取り組みを改めてサステナビリ
ティ経営という視点で捉え、2022年４月にサステナビリ
ティ基本方針を公表しました（P.17）。社長である私が最
高サステナビリティ責任者に就くことで、推進体制も明確
化しました。社会と自社の持続可能性の両立こそが、当社
が目指すサステナビリティ経営です。

中計2023の中間年に相当する2022年度は、各施策
の着実な推進に取り組んできました。ここでは中計2年目
の成果と課題について、社会価値、非財務価値、財務価値
の順に整理しておきたいと思います。

社会価値
当社は国内外の社会課題から8つの分野を特定し、
VCP経営のもとでA～D機能（P.7-8）の連接による事業
展開を行っています。
研究・提言（A機能）では、しっかりとスタンスをとり、政
策論議に一石を投じる提言を活性化させています。例え
ば、カーボンニュートラル資源という概念を定義し、そうし
た資源が適正に循環するサーキュラーエコノミーの具体
化こそがカーボンニュートラル実現の要である、との仮説
のもとに研究を進めています。2022年11月のグループ
フォーラムでは、「カーボンニュートラル資源立国の実現

こうした環境認識のもと、社長就任初年度は、事業成長
の後押し、成長の阻害要因の排除を最優先に捉えました。
具体的には、グループ経営幹部の協力を得ながら、①各
種ステークホルダーとのエンゲージメント強化、②中計実
現のためにグループとして対処すべき課題への梃入れに
注力しました。

①各種ステークホルダーとのエンゲージメント強化
新たな経営理念の浸透や事業変革には、お客様、従業
員、株主や投資家など幅広いステークホルダーの理解と
共感が不可欠です。また、急速な社会の変化や現場の課
題を、リアリティをもって捉えるためには、多様な視座を
有するステークホルダーとの対話が欠かせません。リア
ルなコミュニケーションが可能になってきたこともあり、
所管役員と役割分担しながら、各ステークホルダーとの
対話に優先的に時間を充て、当事者として課題を認識す
るようにしています。

お客様との対話
集客力の大きいグループフォーラム（P.74）や大阪・名
古屋・福岡で開催する地域懇談会（P.73）の場では、カー
ボンニュートラルや人的資本経営、経済安全保障、DXな
ど幅広い業種のお客様が関心を持つ社会課題を取り上
げ、解決の処方箋を示し、お客様との対話の糸口にしてい
ます。産官学の幹部層や経営陣の皆様には、私自身を含
めた役員が、できる限り個別の戦略対話の機会をいただ
くようにしています。実務レベルでの長年の信頼関係構
築との相乗効果で、お客様が抱える課題の本質や将来構
想について、これまでより一歩踏み込んだかたちで認識
共有が進み、共創・協働の具体的な協議に繋がるケース
も生まれています。

従業員との対話
事業領域を広げながら多様な社会課題にアクセスして
きた当社グループには、もともと「幅広く社会に貢献する
インパクトを創出したい」「自身の専門性を超えて成長し

たい」といった想いや知的好奇心をもった従業員が数多
く存在しています。2020年に策定した新経営理念はそう
した従業員の想いを具現化したものに他なりません。「未
来を問い続け、変革を先駆ける」というビジョンのもと、従
来の受託型の調査・研究に加え、オリジナルの研究・提言、
そして社会実装への関与の拡充に、価値提供の範囲を広
げています。
この1年、副社長と分担して実施している従業員との
ざっくばらんな対話「エンゲージメントトーク」を通じ、産
官学に広がる多様な顧客・共創パートナーとともに社会
変革に挑んでいくための改革が、従業員の士気向上をも
たらしていることを実感しています。

株主・投資家との対話
以前から実施している半期ごとの決算報告に加えて、
個別のIＲ面談や個人株主説明会、主要役員による事業説
明会など、株主や投資家の皆様との対話の機会を増やし
ています。当社の事業変革の方向性や潜在的な成長力に
一定の理解と期待をいただくと同時に、VCP経営や連結
経営強化の具体的な成果や、今後の成長投資と株主還元
の考え方の明確化など、IR充実の要望も多数いただいて
います。これらは次期中計の主要な論点でもあり、タイム
リーなかたちでご要望に応えてまいります。

②中計実現のためにグループとして対処すべき課題
2022年4月から実施した施策パッケージ「100日プ
ラン」では、各部門の努力だけでは解決し難く、グループ
一体となって取り組むべき喫緊の課題として、「人材力向
上」と「成長投資」に集中的に取り組みました。

グループとして経営レベルで
対処すべき課題に注力

2022年度の成果と課題

中計2023とサステナビリティ基本方針
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中期経営計画2023目標

中期経営計画2023

経常利益 100億円（2023年度業績予想：106億円）
ROE 10%

（年度）2022
（予想）
20232021202020192018

7.5% 7.6%

13.9%※

8.9%
9.1%

70億円

ROE 12.8%

経常利益
104億円

75億円

106億円

53億円 57億円

83億円※

※持分法投資利益＋13億円、＋5％

化に取り残されてしまうのではないかという危機感も抱
いています。私自身への自戒の念も込めて、足元の好環
境に甘んじることなく、社員とともに変革のギアを上げて
いく所存です。
先が見えないVUCAの時代といわれて久しいですが、
2022年は超VUCAとも呼ぶべき想定外の事象が相次
ぎました。ロシアによるウクライナ侵攻は、国際社会を激
変させました。対立の構図は米中だけでなく欧州とロシ
アへと広がり、新型コロナウイルス感染症の収束は未だ
予断を許しません。資源・エネルギーを含むサプライ
チェーンの分断が加速されたことで、世界各地でエネル
ギー危機やインフレが起こるなど、経済的・社会的な混乱
はますます増大しています。
当然ながらこれら情勢は国内にも大きな影響を及ぼし
ています。国家・経済・エネルギー安全保障の議論が熱を
帯びるほか、財政問題や少子高齢化、気候変動など山積す

る課題へのより迅速な対応が求められています。さらに、こ
れらの課題解決に向けたDX需要の高まりと同時に、メタ
バースやWeb３など新たなデジタルテクノロジーを自在
に活用する人材の育成強化が不可欠となっています。
このように不確実で先行きに必ずしも唯一の正解がな
い時代環境において、当社が長年培ってきた、エビデンス
に裏打ちされた未来予測とバック・キャスティング思考、
産官学の幅広いネットワークや政策・制度への理解、先端
技術に関する科学的知見、緻密なデータ分析力などは大
きな強みとなるものです。
複雑に絡み合い対立軸のある各種の社会課題に有効
な処方箋を描き、真の課題解決を実現するためには、グ
ループ内の横断的な知見集約・連携をシームレスに実行
し、産官学オールジャパンの座組みに発展させていく難
度の高いチャレンジが、ますます必要になっていることを
実感しています。

代表取締役社長に就任してから約1年半が経過しまし
た。2022年12月からは三菱総研DCSの会長職も兼務
し、グループ経営全般を担う立場となりました。
当社は創業50周年の2020年に「未来を問い続け、変
革を先駆ける」を企業ビジョンとする新たな経営理念を策
定し、多くのステークホルダーの皆様とともに、社会課題
解決や豊かで持続可能な未来の創造に取り組む決意を
明らかにしました（P.2）。
現行の中期経営計画2023はその第一歩となるもので

あり、事業構造や働き方、ガバナンスなどさまざまな改革
に挑戦しています。今年はその総仕上げとともに、次のス
テージに繋げる重要な1年です。グループ全社員に向けた
年頭挨拶では、「変革のスピードを上げ、将来への投資を具
体化する1年にしよう」とのメッセージを送りました。
社会情勢が目まぐるしく変化し、ステークホルダーから
の厚い期待に日々接する中、事業環境に恵まれている今
この時が、グループの変革と成長を加速させるチャンス
と確信する一方で、この機会を逃せば、急速な時代の変

こうした背景には、先述した事業環境の追い風ととも
に、事業の質的改革を目指し、案件の大型化やグループ
連携体制の強化を進めてきたことなどが利益率や生産性
向上に結びついたことがあります。特に、ITサービス領域
では、構造改革や大型案件の遂行などで、サービスの質
的向上が進展し、課題となっていた利益率の改善を果た
しました。こうした自助努力も成果として前向きに捉えた
いと考えています。

中計の完遂
中計2023の財務目標は1年前倒しで超過達成しまし
たが、2023年度も小幅ながら増収増益を目指します。基
盤事業で着実に成果を出しながら、質的改革を継続しま
す。人材確保やリスク管理など、顕在化した課題の対処に
も重点を置いています。
人材への投資は、引き続き経営のトッププライオリティ

と捉えています。人材力こそが当社グループの価値創造
の源泉です。人の成長なくして組織の成長はなく、当社と
三菱総研DCS一体で真正面から取り組みます。

次のステージへの助走
次期中計の策定に向けては、まずは経営陣が中心とな

り、グループ一体で5年後、10年後のありたい姿の検討に
着手しています。２つの基幹事業である「政策課題起点の
シンクタンク・コンサルティングサービス」と「金融機関向
けITサービス」を一段と強靭な姿に進化させるとともに、
３つの価値の最大化を図るべく、これらに次ぐ第3、第4の
柱を生み出していきたいと考えています。

グループフォーラムで初披露した会社紹介映像では「世
界に、未来を実装せよ」という新経営理念に通ずるスロー
ガンを掲げました。「予測だけでは、未来に追いつけない。
私たちは、あるべき未来を定義し、それを創る」「未来を予測
する最良の方法は、未来を創ること」といったナレーション
には、従来型の調査・分析から、あるべき未来をしっかり描く
こと、それをお客様、事業パートナーの皆様とともに創って
いくことに価値提供の幅を広げていく志を示しています
（https://www.mri.co.jp/company/info/#mrimovie）。
大きな視点でグループの経営を捉えると、混迷を増す
VUCAの時代にあって、これら課題を一つひとつ克服し
ていくことで、シンクタンク・コンサルからITサービス、そ
の社会実装までを手掛ける他に類例のない、極めてユ
ニークな企業グループに飛躍できると確信しています。
その源泉はグループ一人ひとりの従業員が抱く改革への
挑戦心と、持続可能な社会の実現に向けた高い志です。
ビジョンを共有する社員一人ひとりが、臆することなく、失
敗を恐れずに諸課題に挑戦してほしいと願い、さまざまな
場でそれを伝えています。
不透明な事業環境はこれからも続きますが、グループ
一体となって、また多くのステークホルダーの皆様との共
創を通じて改革を成し遂げ、次期中計において真の社会
課題解決企業グループとして、一層大きな画を描いてい
けるよう、経営にまい進していきたいと考えています。

に向けて」と題し、その中間的な成果の発信を行いました
（P.74）。
また、2022年8月に経済産業省が設立した「人的資本
経営コンソーシアム」においては、当社はリサーチコンサ
ルティング事業（B機能／C機能）の一環としてその運営
を担い、人的資本経営の実践事例の共有や、企業間協力
に向けた議論、効果的な情報開示の検討などを進めてい
ます。これらの取り組みは、人材という課題分野での政策
形成や政策運営に貢献するものと考えます。
さらに、A～Dの機能連接により、当社自らがサービス
開発・運用を行い、社会実装（D機能）まで展開している例
として、Region Ring®があります（P.48）。これは、当社が
独自に開発した地域課題解決型デジタル地域通貨サー
ビスであり、例えばごみの削減や省エネなど地域の課題
解決に向けた行動に対してポイントを付与し、各主体の行
動変容を図るものです。各地域の課題に合わせてカスタ
マイズしながら、適用実績を拡大しています。

非財務価値
当社の「非財務価値」の要は、当社ならではの競争力で
ある「社会課題解決力」と、企業の責務であり持続的成長
の要件である「ESG」です。社会課題解決力の構成要素
は、知（知的価値）、人材（人的価値）、ネットワーク（社会関
係価値）と定義しています。
知的価値については、当社の専門人材一人ひとりが
日々の事業・業務の中で蓄えた各種知見、それら自体が
大きな知的価値です。その上で、それらを価値あるものと
して、社会やステークホルダーの皆様にお届けすることが
重要です。前述のような当社独自の研究・提言活動も知
的価値創出のための重要な活動です。2022年度のマク
ロ経済研究では、新型コロナウイルス感染症拡大やロシ
アのウクライナ侵攻による世界・日本経済への影響を分
析、発信し、大きな反響を得ました。また、VCP連動研究と
いう枠組みで、当社が設定した８つの社会課題分野での
研究・提言にも取り組み、2022年度までにヘルスケア、人
財、都市・モビリティ、エネルギー、情報通信などの分野で
課題解決に向けたさまざまな提言を行いました。
人的価値は、まさに当社の人材そのものです。人材育
成面で、FLAPサイクル®という当社が提唱するキャリア開

発の枠組みを用いて、各社員の中長期的なビジョンやモ
チベーションをふまえた人材育成を図っています。働き方
改革では、在宅勤務のほか、サテライトオフィス勤務、ワー
ケーション、地方移住制度など、各人で新常態の働き方を
追求できる環境整備を進めています。さらに、2022年度
は、「ダイバーシティ＆インクルージョン（D＆I）行動指針」
を策定しました。この策定過程では、社員参加による活発
な議論を行うとともに、D&I研修や社内外の有識者による
座談会などを実施し、全社での問題意識を高めていきま
した（P.67）。
社会関係価値に関しては、未来共創イニシアティブ

（ICF）の活動（P.73）や、パートナー企業、ファンドなどへ
の出資・投資を通じて、共創パートナーの拡充を図ってい
ます。また、優れた取り組みの事業化を加速する「BAP
（Business Acceleration Program）」(P.73)や前述の
コーポレートベンチャー連携推進室の新設などを通じ、国
内外の先進的なベンチャー企業との協業も推進していま
す。海外事業においては、現地の社会課題解決を図る事
業展開に向けて、現地の有力パートナーとの共創体制の
構築を図っています。例えば、ベトナムでは、UNFPA（国
連人口基金）ベトナム事務所と高齢化対策に関する検討
協力の覚書を締結しました。また、サウジアラビアでは、
サウジアラビア投資・リサイクル公社（SIRC）と廃棄物管
理・リサイクル高度化に関する協力覚書を締結するなど、
非財務価値以外にも及ぶ着実な成果が現れています。

財務価値
2022年度は、営業利益、経常利益ともに2年連続で過
去最高を更新しました。グループ連結経常利益は104.9
億円となり、中計目標である100億円を1年前倒しで超過
達成することができました。
シンクタンク・コンサルティング領域では、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ロー
カル5Gなど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、ヘルスケア関連案件などの伸長
が業績を牽引しました。ITサービス領域では、金融・カード
事業の伸長が大きく貢献しています。また、グループ各社
が連携して取り組んできた官公庁や民間向けDX事業も
成長を続けています。

変革を担う人材力向上
外部環境の急変に対応しつつ、当社事業のウイングを
広げていくためには、シンクタンク事業や、成長事業に位
置づけるDX事業、ストック型事業など、目指す事業ポート
フォリオに即した人材の質と量をもう一段強化していく必
要があります。
そこで100日プランでは、人材確保に向けて、当社と三
菱総研DCSが連携して人材リソース計画を策定し、採用強
化を進めました。
2023年度はグループで新卒・キャリア計280人（前年
度比50人増）を採用予定です。採用面ではリファラル採
用、エージェントとの対話強化を進めるほか、採用後の育
成ではMRI版FLAPサイクル®（P.61）の活用、研修機会の
倍増、社外でスキルや経験を磨く育成出向枠の拡充も進
めています。さらに、社会実装事業のようにチャレンジン
グな案件に携わる従業員や、従来のプロジェクト管理手法
では収まらない案件に直面している従業員に対して、たと
え失敗しても、結果だけでなく挑戦し続けるプロセスも重
要と考え、人事評価面の改革もあわせて推進しています。

成長投資
成長事業におけるDX分野では、官需要への対応は好
調です。しかし、民間のDX事業とストック型事業において
は、ローンチした案件はあるものの、マネタイズは計画よ
り遅れており、ポートフォリオ改革は道半ばです。事業を
スピード・スケール・スコープアップしていくためには、基
盤事業による収益を拡大しながら、成長事業の収益性や
将来性を見極め、中長期的に次代のコア事業に投資する
“両利きの経営”を推進していく必要があります。そのた
め、100日プランでは、成長事業への投資や研究開発投
資を行うとともに、強い技術をもったスタートアップ企業
への投資やM＆Aなど、ノンオーガニック投資を積極的に
行っていく方針を掲げました。その一環として、2022年４
月にはコーポレートベンチャー連携推進室を設置、DX事
業の重点成長領域としてSFL（スマートファクトリーロジス
ティクス）、DXジャーニー®、Data Analyticsの3つの事業
テーマを設定し戦略を検討しています。また、多様なチャ
ネルを活用した共創施策も加速しており、将来的に大き
な幹に育てていきたいと考えています。

中計2023は、2020年に刷新した経営理念実現の第一
ステップです。経営理念は、社会課題解決企業として、課題
解決策の提示にとどまらずその社会実装も手掛ける、との
決意を新たにしたものです。ともすれば受け身になりがち
であったビジネスの在り方を、よりプロアクティブなもの
に変えていこうという自己変革の取り組みでもあります。
中計2023は、こうした改革を進めるために、「VCP経
営」「連結経営」「新常態経営」の３つの基本方針のもとで、
5つの改革（成長事業、基盤事業、シンクタンク事業、人材・
風土、経営システム）を断行し、社会・非財務・財務の３つの
価値をバランスよく拡大しながら、社会課題解決企業とし
ての持続的な成長を追求していくものです（P.21-22）。
さらに、以上のような取り組みを改めてサステナビリ
ティ経営という視点で捉え、2022年４月にサステナビリ
ティ基本方針を公表しました（P.17）。社長である私が最
高サステナビリティ責任者に就くことで、推進体制も明確
化しました。社会と自社の持続可能性の両立こそが、当社
が目指すサステナビリティ経営です。

中計2023の中間年に相当する2022年度は、各施策
の着実な推進に取り組んできました。ここでは中計2年目
の成果と課題について、社会価値、非財務価値、財務価値
の順に整理しておきたいと思います。

社会価値
当社は国内外の社会課題から8つの分野を特定し、
VCP経営のもとでA～D機能（P.7-8）の連接による事業
展開を行っています。
研究・提言（A機能）では、しっかりとスタンスをとり、政
策論議に一石を投じる提言を活性化させています。例え
ば、カーボンニュートラル資源という概念を定義し、そうし
た資源が適正に循環するサーキュラーエコノミーの具体
化こそがカーボンニュートラル実現の要である、との仮説
のもとに研究を進めています。2022年11月のグループ
フォーラムでは、「カーボンニュートラル資源立国の実現

こうした環境認識のもと、社長就任初年度は、事業成長
の後押し、成長の阻害要因の排除を最優先に捉えました。
具体的には、グループ経営幹部の協力を得ながら、①各
種ステークホルダーとのエンゲージメント強化、②中計実
現のためにグループとして対処すべき課題への梃入れに
注力しました。

①各種ステークホルダーとのエンゲージメント強化
新たな経営理念の浸透や事業変革には、お客様、従業
員、株主や投資家など幅広いステークホルダーの理解と
共感が不可欠です。また、急速な社会の変化や現場の課
題を、リアリティをもって捉えるためには、多様な視座を
有するステークホルダーとの対話が欠かせません。リア
ルなコミュニケーションが可能になってきたこともあり、
所管役員と役割分担しながら、各ステークホルダーとの
対話に優先的に時間を充て、当事者として課題を認識す
るようにしています。

お客様との対話
集客力の大きいグループフォーラム（P.74）や大阪・名
古屋・福岡で開催する地域懇談会（P.73）の場では、カー
ボンニュートラルや人的資本経営、経済安全保障、DXな
ど幅広い業種のお客様が関心を持つ社会課題を取り上
げ、解決の処方箋を示し、お客様との対話の糸口にしてい
ます。産官学の幹部層や経営陣の皆様には、私自身を含
めた役員が、できる限り個別の戦略対話の機会をいただ
くようにしています。実務レベルでの長年の信頼関係構
築との相乗効果で、お客様が抱える課題の本質や将来構
想について、これまでより一歩踏み込んだかたちで認識
共有が進み、共創・協働の具体的な協議に繋がるケース
も生まれています。

従業員との対話
事業領域を広げながら多様な社会課題にアクセスして
きた当社グループには、もともと「幅広く社会に貢献する
インパクトを創出したい」「自身の専門性を超えて成長し

たい」といった想いや知的好奇心をもった従業員が数多
く存在しています。2020年に策定した新経営理念はそう
した従業員の想いを具現化したものに他なりません。「未
来を問い続け、変革を先駆ける」というビジョンのもと、従
来の受託型の調査・研究に加え、オリジナルの研究・提言、
そして社会実装への関与の拡充に、価値提供の範囲を広
げています。
この1年、副社長と分担して実施している従業員との
ざっくばらんな対話「エンゲージメントトーク」を通じ、産
官学に広がる多様な顧客・共創パートナーとともに社会
変革に挑んでいくための改革が、従業員の士気向上をも
たらしていることを実感しています。

株主・投資家との対話
以前から実施している半期ごとの決算報告に加えて、
個別のIＲ面談や個人株主説明会、主要役員による事業説
明会など、株主や投資家の皆様との対話の機会を増やし
ています。当社の事業変革の方向性や潜在的な成長力に
一定の理解と期待をいただくと同時に、VCP経営や連結
経営強化の具体的な成果や、今後の成長投資と株主還元
の考え方の明確化など、IR充実の要望も多数いただいて
います。これらは次期中計の主要な論点でもあり、タイム
リーなかたちでご要望に応えてまいります。

②中計実現のためにグループとして対処すべき課題
2022年4月から実施した施策パッケージ「100日プ
ラン」では、各部門の努力だけでは解決し難く、グループ
一体となって取り組むべき喫緊の課題として、「人材力向
上」と「成長投資」に集中的に取り組みました。

2023年3月
代表取締役社長

2023年度の重点

真の社会課題解決企業グループとして
志高くグループ一体となって挑戦し続ける
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中期経営計画2023目標

中期経営計画2023

経常利益 100億円（2023年度業績予想：106億円）
ROE 10%

（年度）2022
（予想）
20232021202020192018

7.5% 7.6%

13.9%※

8.9%
9.1%

70億円

ROE 12.8%

経常利益
104億円

75億円

106億円

53億円 57億円

83億円※

※持分法投資利益＋13億円、＋5％

化に取り残されてしまうのではないかという危機感も抱
いています。私自身への自戒の念も込めて、足元の好環
境に甘んじることなく、社員とともに変革のギアを上げて
いく所存です。
先が見えないVUCAの時代といわれて久しいですが、
2022年は超VUCAとも呼ぶべき想定外の事象が相次
ぎました。ロシアによるウクライナ侵攻は、国際社会を激
変させました。対立の構図は米中だけでなく欧州とロシ
アへと広がり、新型コロナウイルス感染症の収束は未だ
予断を許しません。資源・エネルギーを含むサプライ
チェーンの分断が加速されたことで、世界各地でエネル
ギー危機やインフレが起こるなど、経済的・社会的な混乱
はますます増大しています。
当然ながらこれら情勢は国内にも大きな影響を及ぼし
ています。国家・経済・エネルギー安全保障の議論が熱を
帯びるほか、財政問題や少子高齢化、気候変動など山積す

る課題へのより迅速な対応が求められています。さらに、こ
れらの課題解決に向けたDX需要の高まりと同時に、メタ
バースやWeb３など新たなデジタルテクノロジーを自在
に活用する人材の育成強化が不可欠となっています。
このように不確実で先行きに必ずしも唯一の正解がな
い時代環境において、当社が長年培ってきた、エビデンス
に裏打ちされた未来予測とバック・キャスティング思考、
産官学の幅広いネットワークや政策・制度への理解、先端
技術に関する科学的知見、緻密なデータ分析力などは大
きな強みとなるものです。
複雑に絡み合い対立軸のある各種の社会課題に有効
な処方箋を描き、真の課題解決を実現するためには、グ
ループ内の横断的な知見集約・連携をシームレスに実行
し、産官学オールジャパンの座組みに発展させていく難
度の高いチャレンジが、ますます必要になっていることを
実感しています。

代表取締役社長に就任してから約1年半が経過しまし
た。2022年12月からは三菱総研DCSの会長職も兼務
し、グループ経営全般を担う立場となりました。
当社は創業50周年の2020年に「未来を問い続け、変
革を先駆ける」を企業ビジョンとする新たな経営理念を策
定し、多くのステークホルダーの皆様とともに、社会課題
解決や豊かで持続可能な未来の創造に取り組む決意を
明らかにしました（P.2）。
現行の中期経営計画2023はその第一歩となるもので

あり、事業構造や働き方、ガバナンスなどさまざまな改革
に挑戦しています。今年はその総仕上げとともに、次のス
テージに繋げる重要な1年です。グループ全社員に向けた
年頭挨拶では、「変革のスピードを上げ、将来への投資を具
体化する1年にしよう」とのメッセージを送りました。
社会情勢が目まぐるしく変化し、ステークホルダーから
の厚い期待に日々接する中、事業環境に恵まれている今
この時が、グループの変革と成長を加速させるチャンス
と確信する一方で、この機会を逃せば、急速な時代の変

こうした背景には、先述した事業環境の追い風ととも
に、事業の質的改革を目指し、案件の大型化やグループ
連携体制の強化を進めてきたことなどが利益率や生産性
向上に結びついたことがあります。特に、ITサービス領域
では、構造改革や大型案件の遂行などで、サービスの質
的向上が進展し、課題となっていた利益率の改善を果た
しました。こうした自助努力も成果として前向きに捉えた
いと考えています。

中計の完遂
中計2023の財務目標は1年前倒しで超過達成しまし
たが、2023年度も小幅ながら増収増益を目指します。基
盤事業で着実に成果を出しながら、質的改革を継続しま
す。人材確保やリスク管理など、顕在化した課題の対処に
も重点を置いています。
人材への投資は、引き続き経営のトッププライオリティ

と捉えています。人材力こそが当社グループの価値創造
の源泉です。人の成長なくして組織の成長はなく、当社と
三菱総研DCS一体で真正面から取り組みます。

次のステージへの助走
次期中計の策定に向けては、まずは経営陣が中心とな

り、グループ一体で5年後、10年後のありたい姿の検討に
着手しています。２つの基幹事業である「政策課題起点の
シンクタンク・コンサルティングサービス」と「金融機関向
けITサービス」を一段と強靭な姿に進化させるとともに、
３つの価値の最大化を図るべく、これらに次ぐ第3、第4の
柱を生み出していきたいと考えています。

グループフォーラムで初披露した会社紹介映像では「世
界に、未来を実装せよ」という新経営理念に通ずるスロー
ガンを掲げました。「予測だけでは、未来に追いつけない。
私たちは、あるべき未来を定義し、それを創る」「未来を予測
する最良の方法は、未来を創ること」といったナレーション
には、従来型の調査・分析から、あるべき未来をしっかり描く
こと、それをお客様、事業パートナーの皆様とともに創って
いくことに価値提供の幅を広げていく志を示しています
（https://www.mri.co.jp/company/info/#mrimovie）。
大きな視点でグループの経営を捉えると、混迷を増す
VUCAの時代にあって、これら課題を一つひとつ克服し
ていくことで、シンクタンク・コンサルからITサービス、そ
の社会実装までを手掛ける他に類例のない、極めてユ
ニークな企業グループに飛躍できると確信しています。
その源泉はグループ一人ひとりの従業員が抱く改革への
挑戦心と、持続可能な社会の実現に向けた高い志です。
ビジョンを共有する社員一人ひとりが、臆することなく、失
敗を恐れずに諸課題に挑戦してほしいと願い、さまざまな
場でそれを伝えています。
不透明な事業環境はこれからも続きますが、グループ
一体となって、また多くのステークホルダーの皆様との共
創を通じて改革を成し遂げ、次期中計において真の社会
課題解決企業グループとして、一層大きな画を描いてい
けるよう、経営にまい進していきたいと考えています。

に向けて」と題し、その中間的な成果の発信を行いました
（P.74）。
また、2022年8月に経済産業省が設立した「人的資本
経営コンソーシアム」においては、当社はリサーチコンサ
ルティング事業（B機能／C機能）の一環としてその運営
を担い、人的資本経営の実践事例の共有や、企業間協力
に向けた議論、効果的な情報開示の検討などを進めてい
ます。これらの取り組みは、人材という課題分野での政策
形成や政策運営に貢献するものと考えます。
さらに、A～Dの機能連接により、当社自らがサービス
開発・運用を行い、社会実装（D機能）まで展開している例
として、Region Ring®があります（P.48）。これは、当社が
独自に開発した地域課題解決型デジタル地域通貨サー
ビスであり、例えばごみの削減や省エネなど地域の課題
解決に向けた行動に対してポイントを付与し、各主体の行
動変容を図るものです。各地域の課題に合わせてカスタ
マイズしながら、適用実績を拡大しています。

非財務価値
当社の「非財務価値」の要は、当社ならではの競争力で
ある「社会課題解決力」と、企業の責務であり持続的成長
の要件である「ESG」です。社会課題解決力の構成要素
は、知（知的価値）、人材（人的価値）、ネットワーク（社会関
係価値）と定義しています。
知的価値については、当社の専門人材一人ひとりが
日々の事業・業務の中で蓄えた各種知見、それら自体が
大きな知的価値です。その上で、それらを価値あるものと
して、社会やステークホルダーの皆様にお届けすることが
重要です。前述のような当社独自の研究・提言活動も知
的価値創出のための重要な活動です。2022年度のマク
ロ経済研究では、新型コロナウイルス感染症拡大やロシ
アのウクライナ侵攻による世界・日本経済への影響を分
析、発信し、大きな反響を得ました。また、VCP連動研究と
いう枠組みで、当社が設定した８つの社会課題分野での
研究・提言にも取り組み、2022年度までにヘルスケア、人
財、都市・モビリティ、エネルギー、情報通信などの分野で
課題解決に向けたさまざまな提言を行いました。
人的価値は、まさに当社の人材そのものです。人材育
成面で、FLAPサイクル®という当社が提唱するキャリア開

発の枠組みを用いて、各社員の中長期的なビジョンやモ
チベーションをふまえた人材育成を図っています。働き方
改革では、在宅勤務のほか、サテライトオフィス勤務、ワー
ケーション、地方移住制度など、各人で新常態の働き方を
追求できる環境整備を進めています。さらに、2022年度
は、「ダイバーシティ＆インクルージョン（D＆I）行動指針」
を策定しました。この策定過程では、社員参加による活発
な議論を行うとともに、D&I研修や社内外の有識者による
座談会などを実施し、全社での問題意識を高めていきま
した（P.67）。
社会関係価値に関しては、未来共創イニシアティブ

（ICF）の活動（P.73）や、パートナー企業、ファンドなどへ
の出資・投資を通じて、共創パートナーの拡充を図ってい
ます。また、優れた取り組みの事業化を加速する「BAP
（Business Acceleration Program）」(P.73)や前述の
コーポレートベンチャー連携推進室の新設などを通じ、国
内外の先進的なベンチャー企業との協業も推進していま
す。海外事業においては、現地の社会課題解決を図る事
業展開に向けて、現地の有力パートナーとの共創体制の
構築を図っています。例えば、ベトナムでは、UNFPA（国
連人口基金）ベトナム事務所と高齢化対策に関する検討
協力の覚書を締結しました。また、サウジアラビアでは、
サウジアラビア投資・リサイクル公社（SIRC）と廃棄物管
理・リサイクル高度化に関する協力覚書を締結するなど、
非財務価値以外にも及ぶ着実な成果が現れています。

財務価値
2022年度は、営業利益、経常利益ともに2年連続で過
去最高を更新しました。グループ連結経常利益は104.9
億円となり、中計目標である100億円を1年前倒しで超過
達成することができました。
シンクタンク・コンサルティング領域では、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ロー
カル5Gなど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、ヘルスケア関連案件などの伸長
が業績を牽引しました。ITサービス領域では、金融・カード
事業の伸長が大きく貢献しています。また、グループ各社
が連携して取り組んできた官公庁や民間向けDX事業も
成長を続けています。

変革を担う人材力向上
外部環境の急変に対応しつつ、当社事業のウイングを
広げていくためには、シンクタンク事業や、成長事業に位
置づけるDX事業、ストック型事業など、目指す事業ポート
フォリオに即した人材の質と量をもう一段強化していく必
要があります。
そこで100日プランでは、人材確保に向けて、当社と三
菱総研DCSが連携して人材リソース計画を策定し、採用強
化を進めました。
2023年度はグループで新卒・キャリア計280人（前年
度比50人増）を採用予定です。採用面ではリファラル採
用、エージェントとの対話強化を進めるほか、採用後の育
成ではMRI版FLAPサイクル®（P.61）の活用、研修機会の
倍増、社外でスキルや経験を磨く育成出向枠の拡充も進
めています。さらに、社会実装事業のようにチャレンジン
グな案件に携わる従業員や、従来のプロジェクト管理手法
では収まらない案件に直面している従業員に対して、たと
え失敗しても、結果だけでなく挑戦し続けるプロセスも重
要と考え、人事評価面の改革もあわせて推進しています。

成長投資
成長事業におけるDX分野では、官需要への対応は好
調です。しかし、民間のDX事業とストック型事業において
は、ローンチした案件はあるものの、マネタイズは計画よ
り遅れており、ポートフォリオ改革は道半ばです。事業を
スピード・スケール・スコープアップしていくためには、基
盤事業による収益を拡大しながら、成長事業の収益性や
将来性を見極め、中長期的に次代のコア事業に投資する
“両利きの経営”を推進していく必要があります。そのた
め、100日プランでは、成長事業への投資や研究開発投
資を行うとともに、強い技術をもったスタートアップ企業
への投資やM＆Aなど、ノンオーガニック投資を積極的に
行っていく方針を掲げました。その一環として、2022年４
月にはコーポレートベンチャー連携推進室を設置、DX事
業の重点成長領域としてSFL（スマートファクトリーロジス
ティクス）、DXジャーニー®、Data Analyticsの3つの事業
テーマを設定し戦略を検討しています。また、多様なチャ
ネルを活用した共創施策も加速しており、将来的に大き
な幹に育てていきたいと考えています。

中計2023は、2020年に刷新した経営理念実現の第一
ステップです。経営理念は、社会課題解決企業として、課題
解決策の提示にとどまらずその社会実装も手掛ける、との
決意を新たにしたものです。ともすれば受け身になりがち
であったビジネスの在り方を、よりプロアクティブなもの
に変えていこうという自己変革の取り組みでもあります。
中計2023は、こうした改革を進めるために、「VCP経
営」「連結経営」「新常態経営」の３つの基本方針のもとで、
5つの改革（成長事業、基盤事業、シンクタンク事業、人材・
風土、経営システム）を断行し、社会・非財務・財務の３つの
価値をバランスよく拡大しながら、社会課題解決企業とし
ての持続的な成長を追求していくものです（P.21-22）。
さらに、以上のような取り組みを改めてサステナビリ
ティ経営という視点で捉え、2022年４月にサステナビリ
ティ基本方針を公表しました（P.17）。社長である私が最
高サステナビリティ責任者に就くことで、推進体制も明確
化しました。社会と自社の持続可能性の両立こそが、当社
が目指すサステナビリティ経営です。

中計2023の中間年に相当する2022年度は、各施策
の着実な推進に取り組んできました。ここでは中計2年目
の成果と課題について、社会価値、非財務価値、財務価値
の順に整理しておきたいと思います。

社会価値
当社は国内外の社会課題から8つの分野を特定し、
VCP経営のもとでA～D機能（P.7-8）の連接による事業
展開を行っています。
研究・提言（A機能）では、しっかりとスタンスをとり、政
策論議に一石を投じる提言を活性化させています。例え
ば、カーボンニュートラル資源という概念を定義し、そうし
た資源が適正に循環するサーキュラーエコノミーの具体
化こそがカーボンニュートラル実現の要である、との仮説
のもとに研究を進めています。2022年11月のグループ
フォーラムでは、「カーボンニュートラル資源立国の実現

こうした環境認識のもと、社長就任初年度は、事業成長
の後押し、成長の阻害要因の排除を最優先に捉えました。
具体的には、グループ経営幹部の協力を得ながら、①各
種ステークホルダーとのエンゲージメント強化、②中計実
現のためにグループとして対処すべき課題への梃入れに
注力しました。

①各種ステークホルダーとのエンゲージメント強化
新たな経営理念の浸透や事業変革には、お客様、従業
員、株主や投資家など幅広いステークホルダーの理解と
共感が不可欠です。また、急速な社会の変化や現場の課
題を、リアリティをもって捉えるためには、多様な視座を
有するステークホルダーとの対話が欠かせません。リア
ルなコミュニケーションが可能になってきたこともあり、
所管役員と役割分担しながら、各ステークホルダーとの
対話に優先的に時間を充て、当事者として課題を認識す
るようにしています。

お客様との対話
集客力の大きいグループフォーラム（P.74）や大阪・名
古屋・福岡で開催する地域懇談会（P.73）の場では、カー
ボンニュートラルや人的資本経営、経済安全保障、DXな
ど幅広い業種のお客様が関心を持つ社会課題を取り上
げ、解決の処方箋を示し、お客様との対話の糸口にしてい
ます。産官学の幹部層や経営陣の皆様には、私自身を含
めた役員が、できる限り個別の戦略対話の機会をいただ
くようにしています。実務レベルでの長年の信頼関係構
築との相乗効果で、お客様が抱える課題の本質や将来構
想について、これまでより一歩踏み込んだかたちで認識
共有が進み、共創・協働の具体的な協議に繋がるケース
も生まれています。

従業員との対話
事業領域を広げながら多様な社会課題にアクセスして
きた当社グループには、もともと「幅広く社会に貢献する
インパクトを創出したい」「自身の専門性を超えて成長し

たい」といった想いや知的好奇心をもった従業員が数多
く存在しています。2020年に策定した新経営理念はそう
した従業員の想いを具現化したものに他なりません。「未
来を問い続け、変革を先駆ける」というビジョンのもと、従
来の受託型の調査・研究に加え、オリジナルの研究・提言、
そして社会実装への関与の拡充に、価値提供の範囲を広
げています。
この1年、副社長と分担して実施している従業員との
ざっくばらんな対話「エンゲージメントトーク」を通じ、産
官学に広がる多様な顧客・共創パートナーとともに社会
変革に挑んでいくための改革が、従業員の士気向上をも
たらしていることを実感しています。

株主・投資家との対話
以前から実施している半期ごとの決算報告に加えて、
個別のIＲ面談や個人株主説明会、主要役員による事業説
明会など、株主や投資家の皆様との対話の機会を増やし
ています。当社の事業変革の方向性や潜在的な成長力に
一定の理解と期待をいただくと同時に、VCP経営や連結
経営強化の具体的な成果や、今後の成長投資と株主還元
の考え方の明確化など、IR充実の要望も多数いただいて
います。これらは次期中計の主要な論点でもあり、タイム
リーなかたちでご要望に応えてまいります。

②中計実現のためにグループとして対処すべき課題
2022年4月から実施した施策パッケージ「100日プ
ラン」では、各部門の努力だけでは解決し難く、グループ
一体となって取り組むべき喫緊の課題として、「人材力向
上」と「成長投資」に集中的に取り組みました。

2023年3月
代表取締役社長

2023年度の重点

真の社会課題解決企業グループとして
志高くグループ一体となって挑戦し続ける
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当社は、2070年に目指す姿として「『100億人・100歳時
代』の豊かで持続可能な社会の実現」を掲げ、事業を通じた
社会課題解決を目指しています。当社は、これら「社会価値」
の創出を通じて生み出される売上や利益を「財務価値」とし
て中期経営計画の数値目標や成長投資に組み込むととも
に、課題解決のプロセスを通じて得た知識や技術、各種ノウ
ハウなど「非財務価値」を、競争力の源泉となる人的基盤、知
的・共創基盤、社会信頼基盤の強化に活用しています。

経営理念および目指す社会の実現に向けて、当社グルー
プは2022年4月、サステナビリティ経営における2つの側

面からマテリアリティを特定しました。
ひとつは、より大きなインパクトをもたらす「社会価値

（P.29-30）」を創出していくという視点から、総合シンクタン
クとして国内外の課題を俯瞰的に分析・整理した「VCP重点
分野」や、2020年の50周年を機に実施した長期社会ビジョ
ンに関する記念研究テーマから抽出しました。
もうひとつは、持続的成長に不可欠な「非財務価値

（P.27-28）」を強化していくという視点から、ESGに関する
国際的な枠組みやガイドラインに加え、50周年を機に刷新
した「経営理念」、および「中期経営計画2023」の達成に不
可欠な人的基盤、知的・共創基盤、社会信頼基盤に関連する
項目を抽出しました。

当社グループの経営の根幹である「サステナビリティ」の
考え方をより具体的に深めていくために、当社は2022年4
月、社長が務める「最高サステナビリティ責任者（CSO：チー
フ・サステナビリティ・オフィサー）」ならびにコーポレート部
門長が務める「サステナビリティ経営責任者」を設置すると
ともに「サステナビリティ経営管理規則」を制定、推進責任

体制を明確化しました。
この規則に基づき、サステナビリティ活動計画やマテリア

リティの特定・見直し、非財務価値・社会価値目標の策定・管
理などについては、経営企画部に設置した「サステナブル経
営推進室」が担当し、事業計画と連動するかたちでPDCA
サイクルを活用して活動を推進していきます。また、サステ
ナビリティに関する審議決定事項は、経営企画部長が起案
し、サステナビリティ経営責任者、CSOおよび経営戦略委員
会の承認を得た上で、経営会議で決定します。

特定したマテリアリティに基づく事業展開、その他各種
の取り組みを推進し、当レポートやWebサイトで積極的に
情報開示していく方針です。また、ステークホルダーの皆
様の意見を活動やマテリアリティの改訂に反映するなど、
サステナビリティ経営の高度化を図っていきます。

サステナビリティ基本方針

「100億人・100歳時代」の豊かで
持続可能な社会と当社グループの
持続的な成長をともに実現する

マテリアリティ 取り組み事例 SDGsとの関係

個人の
ウェルビーイング
健康・自己実現・
繋がりの確保

社会の持続可能性
安全安心と
地球の持続可能性の確保

技術による社会変革
革新技術の社会実装と
企業・社会の変革

人的基盤
人と組織の持続的成長

●ヘルスケア分野事業
●人財分野事業
●都市・モビリティ
  分野事業

●金融・カード事業
●情報通信分野事業
●エネルギー分野・
  循環分野事業
●食農分野事業
●レジリエンス分野事業

●研究・提言事業
●リサーチ・コンサル事業
●ストック型事業

●DX事業
●先端技術研究
●社会実装事業の
  注力展開

●人材確保・育成、FLAPサイクル®運用
●ワーク・ライフ・バランス、健康経営
●ダイバーシティ&インクルージョン

知的・共創基盤
知の統合と
共創基盤としての価値発揮

●研究・提言活動、知財蓄積
●顧客・ビジネスパートナーネットワーク形成
●グループ経営

社会信頼基盤
社会的信頼性の維持・向上

●リスク管理・情報セキュリティ
●コーポレートガバナンス
●自社の脱炭素に向けた取り組み

事業を通じた豊かで持続可能な社会の構築

持続的成長

「サステナビリティ基本方針」を策定

6項目のマテリアリティを特定

マテリアリティの位置づけ 経営理念

中期経営計画╱事業計画

[社会価値目標]
事業KPI

財務目標
財務KPI

非財務目標
非財務KPI

マテリアリティ（重要課題）

3価値循環・拡大

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の基盤となり、
その進化を支える「マテリアリティ」を特定

経営トピックス  マテリアリティ特定

当社グループのマテリアリティ

情報開示やコミュニケーションを強化

「サステナビリティ経営管理規則」に基づき
PDCAサイクルを活用した取り組みを実践

マテリアリティをふまえ、社会価値・非
財務価値を高めるため、事業活動によ
り達成が望まれる目標およびKPI（事
業KPIは社会価値目標に基づき設定）

経営理念・目指す社会の実現に向け
て三菱総研グループが重点を置く社
会価値・非財務価値、それらの向上の
方向性

財務価値 社会価値 非財務価値

長期社会ビジョン
（M50研究）
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当社は、2070年に目指す姿として「『100億人・100歳時
代』の豊かで持続可能な社会の実現」を掲げ、事業を通じた
社会課題解決を目指しています。当社は、これら「社会価値」
の創出を通じて生み出される売上や利益を「財務価値」とし
て中期経営計画の数値目標や成長投資に組み込むととも
に、課題解決のプロセスを通じて得た知識や技術、各種ノウ
ハウなど「非財務価値」を、競争力の源泉となる人的基盤、知
的・共創基盤、社会信頼基盤の強化に活用しています。

経営理念および目指す社会の実現に向けて、当社グルー
プは2022年4月、サステナビリティ経営における2つの側

面からマテリアリティを特定しました。
ひとつは、より大きなインパクトをもたらす「社会価値

（P.29-30）」を創出していくという視点から、総合シンクタン
クとして国内外の課題を俯瞰的に分析・整理した「VCP重点
分野」や、2020年の50周年を機に実施した長期社会ビジョ
ンに関する記念研究テーマから抽出しました。
もうひとつは、持続的成長に不可欠な「非財務価値

（P.27-28）」を強化していくという視点から、ESGに関する
国際的な枠組みやガイドラインに加え、50周年を機に刷新
した「経営理念」、および「中期経営計画2023」の達成に不
可欠な人的基盤、知的・共創基盤、社会信頼基盤に関連する
項目を抽出しました。

当社グループの経営の根幹である「サステナビリティ」の
考え方をより具体的に深めていくために、当社は2022年4
月、社長が務める「最高サステナビリティ責任者（CSO：チー
フ・サステナビリティ・オフィサー）」ならびにコーポレート部
門長が務める「サステナビリティ経営責任者」を設置すると
ともに「サステナビリティ経営管理規則」を制定、推進責任

体制を明確化しました。
この規則に基づき、サステナビリティ活動計画やマテリア

リティの特定・見直し、非財務価値・社会価値目標の策定・管
理などについては、経営企画部に設置した「サステナブル経
営推進室」が担当し、事業計画と連動するかたちでPDCA
サイクルを活用して活動を推進していきます。また、サステ
ナビリティに関する審議決定事項は、経営企画部長が起案
し、サステナビリティ経営責任者、CSOおよび経営戦略委員
会の承認を得た上で、経営会議で決定します。

特定したマテリアリティに基づく事業展開、その他各種
の取り組みを推進し、当レポートやWebサイトで積極的に
情報開示していく方針です。また、ステークホルダーの皆
様の意見を活動やマテリアリティの改訂に反映するなど、
サステナビリティ経営の高度化を図っていきます。

サステナビリティ基本方針

「100億人・100歳時代」の豊かで
持続可能な社会と当社グループの
持続的な成長をともに実現する

マテリアリティ 取り組み事例 SDGsとの関係

個人の
ウェルビーイング
健康・自己実現・
繋がりの確保

社会の持続可能性
安全安心と
地球の持続可能性の確保

技術による社会変革
革新技術の社会実装と
企業・社会の変革

人的基盤
人と組織の持続的成長

●ヘルスケア分野事業
●人財分野事業
●都市・モビリティ
  分野事業

●金融・カード事業
●情報通信分野事業
●エネルギー分野・
  循環分野事業
●食農分野事業
●レジリエンス分野事業

●研究・提言事業
●リサーチ・コンサル事業
●ストック型事業

●DX事業
●先端技術研究
●社会実装事業の
  注力展開

●人材確保・育成、FLAPサイクル®運用
●ワーク・ライフ・バランス、健康経営
●ダイバーシティ&インクルージョン

知的・共創基盤
知の統合と
共創基盤としての価値発揮

●研究・提言活動、知財蓄積
●顧客・ビジネスパートナーネットワーク形成
●グループ経営

社会信頼基盤
社会的信頼性の維持・向上

●リスク管理・情報セキュリティ
●コーポレートガバナンス
●自社の脱炭素に向けた取り組み

事業を通じた豊かで持続可能な社会の構築

持続的成長

「サステナビリティ基本方針」を策定

6項目のマテリアリティを特定

マテリアリティの位置づけ 経営理念

中期経営計画╱事業計画

[社会価値目標]
事業KPI

財務目標
財務KPI

非財務目標
非財務KPI

マテリアリティ（重要課題）

3価値循環・拡大

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の基盤となり、
その進化を支える「マテリアリティ」を特定

経営トピックス  マテリアリティ特定

当社グループのマテリアリティ

情報開示やコミュニケーションを強化

「サステナビリティ経営管理規則」に基づき
PDCAサイクルを活用した取り組みを実践

マテリアリティをふまえ、社会価値・非
財務価値を高めるため、事業活動によ
り達成が望まれる目標およびKPI（事
業KPIは社会価値目標に基づき設定）

経営理念・目指す社会の実現に向け
て三菱総研グループが重点を置く社
会価値・非財務価値、それらの向上の
方向性

財務価値 社会価値 非財務価値

長期社会ビジョン
（M50研究）
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