価値創造のための戦略

リサーチ＆コンサルティングユニット

邦銀初の本格的リサーチ＆コンサルティングユニット
“Oneシンクタンク”を確立することで、お客さまの
多種多様な課題の解決に取り組む日本最強の専門
家集団を目指します。
リサーチ＆コンサルティングユニット長

大串 桂一郎

お客さまの顕在的・潜在的な課題に対し、
“Oneシンクタンク”
として、最適なソリューションを提供
リサーチ＆コンサルティングユニットは、お客さまの多

産業からマクロ経済までカバーするリサーチ機能と、

種 多 様な課 題 解 決に取り組む専 門 家 集 団を目指し、グ

お客さまにとって普遍的な課題である経営・財務戦略か

ループ内のリサーチ機能とコンサルティング機能を結集し

ら、環境・社会保障・ＩＴ等、専門性の高い分野に至るま

発足しました。

で幅広い分野におけるコンサルティング機能を強みとして、

当ユニットは、みずほ銀行産業調査部、みずほ信託銀行

ユニット内の各社・各部署が“One シンクタンク”として

コンサルティング部、みずほ証券リサーチ＆コンサルティン

シームレスに連携し、高度な知見・ノウハウを踏まえた包

グユニット、みずほ情報総研、みずほ総合研究所、みずほ

括的なソリューションを提供していきます。

第一フィナンシャルテクノロジーで構成されています。
３つの強化ポイント

機能の
選択と集中
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リサーチ&コンサルティング機能
のグローバル化を進め、国内外の
幅広いお客さまの成長戦略をサ
ポート

重複機能を整理し、お客さまの
ニーズの高い成長分野へ資源を
リバランス

みずほフィナンシャルグループ

コンサルティング

グローバル化

ユーティリティ・ファンクションと
して全カンパニーと連携

リサーチ

独立
ユニット化

リサーチ＆コンサルティングユニット

Ｏｎｅシンクタンク
産業
マクロ

みずほ銀行産業調査部

みずほ総合研究所

民間から
公的セクターまで

経営・
財務戦略等

環境・社会保障・
ITコンサル/開発等

みずほ信託銀行
コンサルティング部

幅広いお客さまに

みずほ
第一フィナンシャルテクノロジー

ソリューションを

みずほ情報総研

みずほ証券
＜パブリック部門＞
リサーチ＆コンサルティングユニット
証券市場

最適な
提供

ユニットの特徴

■

■

課題認識

変化が激しく、先行きを見通しにく
い経済・金融・社会環境

■

■

複雑化・グローバル化
■

強み

グループ各社の専門性を活かした

■

ビジネス機会のさらなる創出

お客さまが抱える課題の多様化・
銀行・信託・証券の連携営業等、

■

競 合 他 社の一 部の戦 略において

リサーチ・コンサルティング機能の

マクロ経済動向から産業動向まで
を幅広くカバーするリサーチ機能

■

経営・財務戦略から、環境・社会

戦略的再構築と人員のリバランス

保障・ＩＴに至るまで、幅広い分野

リサーチ・コンサルティング機 能

を網羅するコンサルティング機能

の提供機会の拡大

進む同質化

〈みずほ〉について

外部環境

■

約3,500名を擁する本邦トップク
私たちが目 指すもの

ラスの人員体制

ユニットの新中期経営計画（２０１６年度～２０１８年度）
リサーチ機能とコンサルティング機能を結集し、
“Oneシンクタンク”
で幅広い課題の解決に寄与
“Oneシンクタンク”は、
「ユーティリティ・ファンクション

お客さまからの声をこれまで以上に反映した運営体制を構

の確立」、
「ブランド向上」、
「グローバル対応強化」、
「マー
ケット・イン型アプローチによるビジネス拡大への貢献」の

「グローバル対応強化」では、グローバル化の進展により

４点を重点戦略として、
〈みずほ〉のリサーチ機能とコンサ

多様化・複雑化する国内外のお客さまのニーズに応えてい

ルティング機能の強化を図っていきます。

くために、グローバルベースでの体制の拡充を進めていき

「ユーティリティ・ファンクションの確立」では、お客さま

価 値 創 造のための戦 略

築していきます。

ます。

の多種多様な課題の解決に向けて、ユニット内の知見を集

「マーケット・イン型アプローチによるビジネス拡大への

約し、各カンパニー等にシームレスに情報・ソリューション

貢献」では、お客さまのニーズに一層寄り添ったサポート体

を提供していきます。

制を構築し、お客さまの多様な課題に最適なソリューション
企 業 価 値を支える基 盤

「ブランド向上」では、
“One シンクタンク”の成果の対

を提供していきます。

外発信を強化し、多くのお客さまとの共有を進めるほか、
One シンクタンク によるソリューション提供
リサーチ＆コンサルティングユニット
お客さま目線での
コーディネート機能

財 務レビュー

経済・産業政策から個社・個人の
お客さま向けまで幅広く
コンサルティング

お客さま

知見・ノウハウの
「幅の広さ」

営業部店

お客さまに最適なソリューション
を提供する企画調整機能

グループ内各社の
「質の高さ」

リサーチ（マクロ・産業）
コンサル（経営・財務戦略・事業承継・
環境・社会保障・IT 等）
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価値創造のための戦略

新中期経営計画の重点戦略

▶ユニット内の知見をシームレスに提供し、
各カンパニーを横断的にサポート

「お客さま」に提供する価値

“Oneシンクタンク”
の成果を積極的に
▶

■

社の知 見を結 集した包 括 的なソリューションを

発信することによる、
〈みずほ〉ブランドの向上

“Oneシンクタンク”が一体で提供することによ

▶グローバルでの対応力を拡充し、

国内外の幅広いお客さまの戦略をサポート

お客さまの複雑化する課題に対し、グループ各

り、お客さまの成長戦略に貢献
重点戦略

〈みずほ〉のネットワークを活かした
▶

「社会」に提供する価値

新規成長分野の創出

■

産業調査部の産業知見、みずほ情報総研の専
門性、みずほ総合研究所のリサーチ機能を活か

▶イノベーション企業の成長支援強化

した政策提言等により、地方創生や次世代成長
産業の育成等に貢献

▶アッパーミドル層向け成長戦略・承継

コンサルティング分野で圧倒的優位性を確立

  「お客さま・社会」の持続的成長を支える課題解決に向けて

お客さまの顕在的・潜在的な課題に対し、包括的かつ最適なソリューションを提供し、成長をサポート
変化が激しく、先行きを見通しにくい経済・金融・社会環境において、

外部環境

お客さまが抱える課題は多様化しています。〈みずほ〉は、マーケット・
イン型アプローチにより、顕在化した課題に加え、お客さまが認識して

着眼
●

いない潜在的な課題に対しても“Oneシンクタンク”の知見を結集した
包 括 的かつ最 適なソリューションを提 案し、お客さまの成 長 戦 略を
サポートしていきます。

●

●

産業動向の深い知見に基づいた次世代成長分野の育成
経済・産業構造の変化やテクノロジーの進化が加速する外部環境の
なか、
〈みずほ〉は、お客さまの中長期的な課題解決を推進することを
通じて、産業の視点から社会の変化の方向性を把握することに努めて
います。こうして培った産業動向に関する深い知見や企業戦略の策定
サポート力、政策提言能力等を活用し、次世代成長分野の創出と育成
にも積極的に取り組んでいきます。
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みずほフィナンシャルグループ

インキュベーション

社会的課題の
克服

テクノロジーの
進化
グローバルな
経済・産業構造
の変化

次世代の成長
分野
■ 成長エリア
■

方法論

×

■ ファンド組成

官民連携の
仕組み構築
■ 開発 PJ への
参画 等

One シンクタンク
の機能・基盤

●

産業知見

（リサーチ＆オリジ
ネーション力）
●
●
●

顧客基盤
政策提言機能
官庁ネットワーク

■

●

中長期目線

▶〈みずほ〉の新たなビジネスにつながるプロト
タイプの構築
▶ 顧客の成長戦略や事業展開をサポートする
プラットフォームの提供
▶ 先進的取り組みによる〈みずほ〉のブランド
向上への貢献

リサーチ＆コンサルティングユニット

ユニットの構成
〈みずほ〉について

リサーチ機能とコンサルティング機能を
“Oneシンクタンク”
に結集

みずほ信託銀行コンサルティング部

みずほ銀行産業調査部
国内外の産業動向に関する幅広い業種

信託ビジネスや不動産に豊富な実績を持
つ信託銀行のコンサルティング部門として、

知見を背景とした事業戦略策定サポートと

事業承継・資産承継対策と財務ソリューショ

政策提言を行うストラテジスト機能、財務・

ンを中心とした各種のコンサルティング機能

経営戦略の策定サポートを行うコーポレート

を、企業オーナーを含めた富裕層や、中小

ファイナンス支援機能を、個社ごとのニーズ

企業から大企業まで幅広いお客さまに提供

の特殊性が強い大企業を中心に、グローバ

しています。

私たちが目 指すもの

知見の提供を行う業種アナリスト機能、業種

ルかつ総合的に提供しています。

みずほ銀 行、第 一 生 命 保 険、損 害 保 険

「日経ヴェリタス」等の専門誌で、国内で

ジャパン日本興亜の合弁会社で、金融機関

高い評価を受けるアナリストを多数抱える、

をはじめとした事 業 法 人、機 関 投 資 家、公
共機関等の幅広いお客さまに対して、数理
科学を基軸とした金融技術の研究開発、コ

価 値 創 造のための戦 略

みずほ証券
リサーチ &コンサルティングユニット

みずほ第一フィナンシャルテクノロジー

Oneシンクタンク

ンサルティング、投資助言等を総合的に提

の調査部として、海外拠点とも連携しながら、
国内外の機関投資家に対して情報を提供し
ています。

供しています。

企 業 価 値を支える基 盤

みずほ総合研究所

みずほ証 券の株 式・債 券のパブリック部 門

みずほ情報総研
環 境・エネルギー、社 会 保 障、経 営・ＩＴ

度あるリサーチ機能、国や地方自治体の政

戦略、情報通信、サイエンスの５つの分野を

策課題や企業が直面する経営課題に対する

強みとし、事業法人や金融機関に加え、中

高いコンサルティング機 能を有し、さらに

央官庁や研究機関等に対しても、戦略立案・

２万社を超える会員組織を有する総合シン

遂行に向けた調査研究・コンサルティング

クタンクとして、国内外の〈みずほ〉の幅広

機能とシステムソリューションを提供してい

いお客さまに多様な情報とソリューションを

ます。

財 務レビュー

国内外のマクロ経済や金融、政策での深

提供しています。

2016統合報告書  ディスクロージャー誌

59

