
提出業種 提出社数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
サービス業 63 SDGs/ESG関連 DX/AI 新規事業 人材戦略/育成 生産性/収益性向上 働き方改革 M&A 経営指標関連関連 シナジー 不動産事業
情報・通信業 59 DX/AI/5G 新規事業 働き方改革 SDGs/ESG関連 人材戦略/育成 M&A 生産性/収益性向上 シナジー 経営指標関連 財務体質強化
卸売業 57 SDGs/ESG関連 DX/AI 新規事業 人材戦略/育成 生産性/収益性向上 働き方改革 M&A 経営指標関連 財務体質強化 シナジー
電気機器 39 DX/AI/5G SDGs/ESG関連 新規事業 生産性/収益性向上 M&A 生産拠点最適化 中国 資本効率 働き方改革 コスト削減

化学 33 SDGs/ESG関連 新規事業 DX/AI/5G 生産性/収益性向上 人材戦略/育成 資産効率・売却 経営指標関連 働き方改革 財務体質強化
ポートフォリオ
最適化

小売業 29 生産性/収益性向上 新規事業 SDGs/ESG関連 M&A 人材戦略/育成 経営指標関連 働き方改革 財務体質強化 新規出店
ポートフォリオ
最適化

建設業 29 SDGs/ESG関連 生産性/収益性向上 人材戦略/育成 DX/AI 新規事業 働き方改革 財務体質強化 不動産事業 自己資本比率
ポートフォリオ
最適化

機械 28 SDGs/ESG関連 新規事業 生産性/収益性向上 DX/AI/5G 人材戦略/育成 財務体質強化
ポートフォリオ
最適化

中国 コスト削減 働き方改革

銀行業 24 SDGs/ESG関連 人材戦略/育成 M&A DX/AI 生産性/収益性向上 新規事業 働き方改革 地域活性化 経営指標関連 自己資本比率
食料品 23 SDGs/ESG関連 新規事業 生産性/収益性向上 働き方改革 DX/AI 人材戦略/育成 経営指標関連 キャッシュ創出 シナジー 経営資源
その他製品 22 新規事業 生産性/収益性向上 SDGs/ESG関連 DX/AI 働き方改革 人材戦略/育成 先行き不透明 経営指標関連 コスト削減 中国
不動産業 20 SDGs/ESG関連 経営指標関連 不動産事業 DX/AI 新規事業 働き方改革 自己資本比率 人材戦略/育成 M&A 財務体質強化
陸運 19 SDGs/ESG関連 DX/AI 新規事業 働き方改革 経営指標関連 人材戦略/育成 自動運転・MaaS 生産性/収益性向上 不動産事業 拠点再構築
医薬品 14 新規事業 人材戦略/育成 SDGs/ESG関連 中国 財務基盤強化 資産売却 売却益 生産性/収益性向上 コスト削減 DX/AI
繊維製品 13 新規事業 SDGs/ESG関連 DX/AI 生産性/収益性向上 人材戦略/育成 コスト削減 M&A 不動産事業 シナジー 経営指標関連関連

金属製品 13 新規事業 DX/AI 生産性/収益性向上 SDGs/ESG関連 財務体質強化
ポートフォリオ
最適化

人材戦略/育成 働き方改革 工場・研究所建設 中国

倉庫・輸送関連 10 SDGs/ESG関連 DX/AI 生産性/収益性向上 働き方改革 人材戦略/育成 新規事業 資本効率
ポートフォリオ
最適化

経営指標関連 不動産事業

輸送用機器 7 SDGs/ESG関連 DX/AI 新規事業 人材戦略/育成 自動運転・MaaS 中国 財務体質強化 生産性/収益性向上 自己資本比率 コスト削減
非鉄金属 7 DX/AI SDGs/ESG関連 新規事業 生産性/収益性向上 人材戦略/育成 働き方改革 財務体質強化 経営指標関連 工場建設・更新 不動産事業

ガラス・土石製品 6 SDGs/ESG関連 新規事業 経営指標関連 DX/AI 生産性/収益性向上 資本効率 人材戦略/育成 働き方改革
ポートフォリオ
最適化

事業基盤強化

鉄鋼 5 DX/AI SDGs/ESG関連 生産性/収益性向上 財務基盤強化 人材戦略/育成 新規事業 海外事業・拠点 中国 収益基盤 不動産事業
ゴム製品 5 SDGs/ESG関連 働き方改革 中国 DX/AI 自動運転・MaaS 新規事業 海外事業・拠点 コスト削減 拠点再構築 生産性/収益性向上
石油・石炭製品 4 SDGs/ESG関連 DX/AI 新規事業 生産性/収益性向上 資本効率 人材戦略/育成 拠点再構築 経営指標関連 キャッシュ創出 資産売却
精密機器 4 新規事業 DX/AI SDGs/ESG関連 生産性/収益性向上 人材戦略/育成 キャッシュ創出 資本効率 経営指標関連 M&A 中国
証券・
商品先物取引業

4 生産性/収益性向上 M&A 人材戦略/育成 コスト削減 SDGs/ESG関連 経営指標関連 AI・デジタル化 中国 - -

海運業 4 SDGs/ESG関連 人材戦略/育成 新規事業 不動産事業 収益性向上 経営指標関連 DX/AI 財務基盤強化 働き方改革 コスト削減
電気・ガス業 3 SDGs/ESG関連 DX/AI 新規事業 資産入替 生産性/収益性向上 経営指標関連 不動産事業 働き方改革 キャッシュ　創出 自己資本比率
パルプ・紙 3 SDGs/ESG関連 DX 働き方改革 収益力強化 経営指標関連 新規事業 - - - -

保険 2 新規事業 SDGs/ESG関連 働き方改革 財務体質強化 生産性/収益性向上 DX/AI M&A コスト削減 資本効率
ポートフォリオ
最適化

水産・農林業 2 新規事業 人材戦略/育成 SDGs/ESG関連 DX/AI 財務体質強化 生産性/収益性向上 自己資本比率 海外事業・拠点 働き方改革 中国
その他金融業 1 DX 人材戦略/育成 - - - - - - - -
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