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未来を拓く、知のチカラ。
私たち三菱UFJリサーチ&コンサルティングは、

社会や企業が抱えるさまざまな課題を解決し、新たな価値を創造することを自らの使命と考え、

高い志と情熱を持って、日々挑戦を続けています。

いかなる時代にあっても「知のチカラ」で明るい未来を切り拓く、

それが、私たちのめざす姿です。

企業理念 Philosophy

“Humanismに立脚し、RomanticismとRealismの両立を目指す”
私たちは、明るい未来を拓くため、人と社会に対する信頼を基盤として、
理想と実現性を踏まえた先駆的な知的価値を創造します。



私たちは、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）のシンクタンク・コンサルティングファームです。

東京・名古屋・大阪を拠点に、国や地方自治体の政策に関する調査研究・提言、

民間企業向けの各種コンサルティング、経営情報サービスの提供、企業人材の育成支援、

マクロ経済に関する調査研究・提言など、幅広い事業を展開しています。

MUFGの確かな基盤のもと、社会やお客さまの課題と真摯に向き合い、

真の課題解決に導く最適なソリューションを提供します。

多彩な知のチカラを結集し、
お客さまの期待を超えるクオリティを 提供します。

コンサルティング
Consulting 政策研究

Policy Research

経済調査
Economic Research

人材開発
esources Development

経営情報サ ービス
Management Informa  tion  Services

確かな基盤

三菱UFJ
リサーチ & コンサルティング

Human R
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社会や経済を取り巻く環境がダイナミックに変化するなか、お客さまが直面する課題もますます複雑かつ多様になっています。
私たちは、三菱UFJフィナンシャル・グループの一翼を担うコンサルティングファームとして、幅広いお客さまのパートナーとなり、
先駆的なコンサルティングサービスを提供します。

企業が直面するさまざまな経営課題に鋭く切り 込み、
ビジネスを新たなステージへと導きます。

年間約2,000件のプロジェクトを受注。

国内外の経営／事業戦略、組織・人事戦略、マーケティング戦略、経営管理、グローバル展開支援などお客さまの多様な課題にお応えする

総合的なコンサルティングファームです。

戦略系

24%

業務・IT系

21%

組織・人事系

41%

国際業務系

14%

国際業務系

14%

30%

中堅企業

10%

公的機関他

38%

中小企業

22%

大企業

2,000件／年約

プロジェクト件数

東京・名古屋・大阪の3つの拠点から全国のお客さまをサポート。

大企業から中堅・中小企業に至るまで、幅広いお客さまのそれぞれのニーズに応じて、最適な体制でコンサルティングサービスを提供します。

事業法人の定義　大企業 売上高1,000億円以上　中堅企業 売上高100億円以上1,000億円未満　中小企業 売上高100億円未満

コンサルティング領域

顧客セグメント

コンサルティングConsulting
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業務プロセス改革（BPR）

製造コストダウン

物流コストダウン

販管費・購買のコストダウン

システム上流コンサル

内部統制・コンプライアンス体制

CSR推進支援・環境経営

海外進出支援

海外市場戦略

海外事業計画策定

海外現法の設立・再編・撤退実務支援

海外現法マネジメント

グローバル経営管理高度化

中期経営計画

技術戦略・提携・M&A

新事業開発

営業力強化

経営診断・企業価値算定

ブランド戦略・CS（顧客満足）

人事制度再構築（賃金・評価）

組織改革

退職金・企業年金の見直し、持株会制度

事業承継・経営承継・後継者育成

人材育成・研修・ES（従業員満足）

業務・IT系

企業の持続的な成長を実現するためには、
成長のための仕掛けや仕組みを構築する必
要があります。グループ戦略視点と全体最
適管理という攻めと守りの両面からバリュー
チェーンの支援を行います。

Operational Support & ICT

戦略系

お客さまのパートナーとして、当社の幅広い
実務経験や知見をもとに議論を重ね、地に
足のついた納得性の高いビジネス構想をつ
くりあげます。

Business Strategy

組織・人事系

組織人事に関する独自のノウハウと経験に
よるオーダーメイド・ソリューションが私たち
の強みです。各種ツール、インタビュー等に
よる現状分析を通じ、お客さまごとの課題に
マッチした提案を行います。

Human Resources &
Organization Strategy

国際業務系

国際業務を展開される企業の皆さまに、グ
ローバル戦略展開の企画から実務レベルま
で、海外プロジェクトを総合的にサポートし
ます。

Global Business

経験豊かなコンサルタントが機動的にチームを 組成し、
最適なコンサルティングサービスを提供します。

Consulting コンサルティング
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当社は、東京・名古屋・大阪に総勢約 190名の研究員を擁し、環境、

医療・福祉、経済・産業などに関わる多様な社会的課題の解決に向け、

さまざまな分析手法を用いて課題の実態とその要因を把握するとと

もに、対応の方策・方向性を国、地方自治体等に提案しています。

すなわち政策研究は「真実を見極め、現実に対処する」ことと言えま

すが、その根底には研究員の「世の中のお役に立ちたい」という志が

あり、この志は当社の原点です。

また、政策推進支援のためのシンポジウムを行うほか、蓄積した知見

を広く社会に還元していくことも私たちの大切な役割と考え、セミナー

開催、執筆、講演、メディア出演などによる情報発信も積極的に行っ

ています。

当社の政策研究（シンクタンク）事業は、高い専門性に基づき多面的に調査・研究を行い、 

国、地方自治体等の政策立案・計画策定を支援しています。
また、クライアントのニーズに応じて、具体的施策の実行のお手伝いも行います。

高い専門性に基づく調査・研究をベースに
政策の立案を支援し、よりよい社会の形成に貢献 します。

Policy Research

■    我が国の温室効果ガス排出・吸収量の算定・将来予測、  増減要因分析、
   将来予測

■    気候変動枠組条約の下の隔年報告書・国別報告書の作成及び
   国際交渉に関する支援

■    仕事と介護の両立に関する実態調査研究

■    子供の貧困の社会的損失推計

■    地域包括ケアシステム構築に向けた制度及びサービスのあり方に
   関する研究

■    中小企業知財金融促進事業

■    大会輸送に係る交通需要管理手法検討

■    生態系を活用した防災・減災に関する検討調査

■    我が国ものづくり産業の課題と対応の方向性に関する調査

■    日本の放送コンテンツの海外展開等に関する調査研究

世界、日本、
地域が直面する
社会的課題
（政策上の課題）

政策研究（シンクタンク）事業

統計分析、アンケート、ヒアリング
などの手法を駆使して、クライアント
の多様なニーズに応えます。

調査・研究

課題の実態とその要因、対応の方策・
方向性を提示します。具体的施策の
実行をサポートするケースも。

政策
立案支援

真実を見極め、現実に対処する

近年のテーマ（例）

政策研究
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「企業は人なり」。あらゆる組織の最小単位は人であり、人材の成長こそがその競争力の源泉です。
私たちはお客さまが理想とする人材集団を構築すべく、SQUETセミナー、スクール、通信教育などの提供を通じて、
お客さまの将来を担う「人財」の育成をサポートしています。

「人は財
たから

」。人材育成を通じて、
企業の将来にわたる成長を支援します。

三菱UFJ銀行のお取引先を対象として、
WEBサービスとリアルサービスを融合した経営支援総合サービス「三菱UFJビジネススクエア（SQUET）」と
若手経営者・後継者を対象とした「三菱UFJ青年経営者セミナー（MES）」の
2つの会員制サービスを提供しています。

会員制の経営支援総合サービスで
企業のビジネスを強力にサポートします。

東京・名古屋・大阪の3地区で、各分野
の第一人者を講師に年間約 500本の
セミナーを開催しています。

経営幹部・後継者を育成する特別講座。
約 6ヵ月のカリキュラムでその実践力を
強化します。

当社オリジナル講座に加え、有力な
通信教育団体とも提携。約 200の
実践的な講座を用意しています。

ビジネススクール

マネジメントリーダー
養成塾

階層別セミナー
職能別セミナー

セミナー

通信教育
当社オリジナルコース

提携コース

若手経営者・
後継者向けセミナー

WEB

REAL

月刊誌『SQUET』

著名人によるSQUET講演会

法人クレジットカード

幅広い確かな情報

WEB経営相談

豊富な研修用動画メニュー

Management Information Services 経営情報サービス Human Resources Development 人材開発



ソーシャルビジネス支援プログラム／プロボノ活動風景

グローバルからローカルまで、経済・金融に関する幅広い領域をカバーする精鋭エコノミストが、
多角的な視点と精緻な調査・分析で、経済・金融の先行きを見極める有益な情報・提言を発信しています。

エコノミストによる精緻な調査・分析を
分かりやすいレポートでお届けします。

本業を通じて得た知見を社会に還元します。

三菱UFJフィナンシャル・グループのお取引先向けの講演会やセミナー・シンポジウムなどに数多く登壇しているほか、新聞や経済誌、テレビ・

ラジオなど、さまざまなメディアからの取材や寄稿に対応しています。さらには、毎年秋に発行するビジネス書『日本はこうなる』シリーズや経済・

金融に関する書籍などを通して、日々の調査・分析業務の成果を広く社会に発信しています。

常に社会的課題に目を向け、自らも課題解決に貢献する――それが、私たちシンクタンク・

コンサルティングファームの社会的使命と考えています。当社では、ソーシャルビジネス

事業者を対象に役職員の知見やスキルを提供する支援（プロボノ活動）を始め、三菱UFJ

フィナンシャル・グループ主催のボランティア活動にも積極的に参加する等、さまざまな

社会貢献活動に取り組んでいます。

本業を通じて獲得した知見を社会に還元するとともに、そこで得た新たな学びをまた次に

生かしていく。知の還流を絶やすことなく生み出し続けることで、持続可能な社会の実現

に貢献することをめざします。

講演・メディア出演・書籍出版

経済指標の予測

■ 日銀短観
■ GDP
■ ボーナス見通し

分析レポート

財政、金融、社会保障、
雇用、通商など幅広い
テーマをカバー

金融・コモディティ

■ 金融市場
■ 国際商品市況

景気概況

■ 日本経済
■ 関西・東海経済
■ 海外経済
  （米国・欧州・アジア）

経済見通し

■ 日本経済（短期・中期）
■ 関西・東海経済
■ 海外経済
  （米国・欧州・アジア）

Economic Research 経済調査

Social Action Programs 社会貢献活動
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ソーシャルビジネス支援プログラム／プロボノ活動風景

グローバルからローカルまで、経済・金融に関する幅広い領域をカバーする精鋭エコノミストが、
多角的な視点と精緻な調査・分析で、経済・金融の先行きを見極める有益な情報・提言を発信しています。

エコノミストによる精緻な調査・分析を
分かりやすいレポートでお届けします。

本業を通じて得た知見を社会に還元します。

三菱UFJフィナンシャル・グループのお取引先向けの講演会やセミナー・シンポジウムなどに数多く登壇しているほか、新聞や経済誌、テレビ・

ラジオなど、さまざまなメディアからの取材や寄稿に対応しています。さらには、毎年秋に発行するビジネス書『日本はこうなる』シリーズや経済・

金融に関する書籍などを通して、日々の調査・分析業務の成果を広く社会に発信しています。

常に社会的課題に目を向け、自らも課題解決に貢献する――それが、私たちシンクタンク・

コンサルティングファームの社会的使命と考えています。当社では、ソーシャルビジネス

に取り組む事業者を対象に、資金支援に加えて当社の役職員の知見やスキルを生かした

支援（プロボノ活動）を行う「ソーシャルビジネス支援プログラム」や次世代応援、さらに

復興支援などの社会貢献活動にも積極的に取り組んでいます。

本業を通じて獲得した知見を社会に還元するとともに、そこで得た新たな学びをまた次に

生かしていく。知の還流を絶やすことなく生み出し続けることで、持続可能な社会の実現

に貢献することをめざします。

講演・メディア出演・書籍出版

経済指標の予測

・日銀短観
・GDP
・ボーナス見通し

分析レポート

財政、金融、社会保障、
雇用、通商など
幅広いテーマをカバー

金融・コモディティ

・金融市場
・国際商品市況

景気概況

・日本経済
・関西・東海経済
・海外経済
 （米国・欧州・アジア）

経済見通し

・日本経済（短期・中期）
・関西・東海経済
・海外経済
 （米国・欧州・アジア）

Economic Research 経済調査

Social Action Programs 社会貢献活動
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