
お客さまと地域を支える

「共創プラットフォーム」を

目指して

INTRODUCTION

1872年（明治5年） 郵便の全国ネットワーク完成

1873年（明治6年） 郵便料金の全国均一制実施
郵便はがきの発行開始

1875年（明治8年） 郵便為替・郵便貯金事業創業

1911年（明治44年） 速達郵便の取り扱い開始

1916年（大正5年） 簡易保険事業創業

1960年（昭和35年） 郵便貯金現在高1兆円

1971年（昭和46年） 学資保険・特別終身保険の創設

1984年（昭和59年） 郵便貯金オンライン全国ネットワーク完成

1949年（昭和24年） 郵政省発足

1985年（昭和60年） 郵便貯金現在高100兆円

2001年（平成13年） 郵政事業庁発足

2003年（平成15年） 日本郵政公社発足

1885年（明治18年） 逓信省発足

1892年（明治25年） 小包郵便の
取り扱い開始

1901年（明治34年） 赤いポスト登場

1908年（明治41年） 郵便貯金現在高1億円

2007年（平成19年） 日本郵政グループ発足

2012年（平成24年） 現在の４社体制への移行

2015年（平成27年） 東京証券取引所
市場第一部への上場

2021年（令和3年） 郵政創業150年

1871年（明治4年） 郵便事業創業
郵便切手の発行開始

1928年（昭和3年） 国民保健体操（旧ラジオ体操）の制定

「郵便取扱の図」あて先別の区分・
道順組み立ての模様／1884（明治17）年

簡易保険創業時第1号のポスター

郵便配達の模様／1971（昭和46）年

郵便貯金窓口における事務処理模様／
1983（昭和58）年

逓信省のマークとして｢〒｣を制定

私たちの歩み



お客さまと地域を支える

「共創プラットフォーム」を

目指して

INTRODUCTION

1872年（明治5年） 郵便の全国ネットワーク完成

1873年（明治6年） 郵便料金の全国均一制実施
郵便はがきの発行開始

1875年（明治8年） 郵便為替・郵便貯金事業創業

1911年（明治44年） 速達郵便の取り扱い開始

1916年（大正5年） 簡易保険事業創業

1960年（昭和35年） 郵便貯金現在高1兆円

1971年（昭和46年） 学資保険・特別終身保険の創設

1984年（昭和59年） 郵便貯金オンライン全国ネットワーク完成

1949年（昭和24年） 郵政省発足

1985年（昭和60年） 郵便貯金現在高100兆円

2001年（平成13年） 郵政事業庁発足

2003年（平成15年） 日本郵政公社発足

1885年（明治18年） 逓信省発足

1892年（明治25年） 小包郵便の
取り扱い開始

1901年（明治34年） 赤いポスト登場

1908年（明治41年） 郵便貯金現在高1億円

2007年（平成19年） 日本郵政グループ発足

2012年（平成24年） 現在の４社体制への移行

2015年（平成27年） 東京証券取引所
市場第一部への上場

2021年（令和3年） 郵政創業150年

1871年（明治4年） 郵便事業創業
郵便切手の発行開始

1928年（昭和3年） 国民保健体操（旧ラジオ体操）の制定

「郵便取扱の図」あて先別の区分・
道順組み立ての模様／1884（明治17）年

簡易保険創業時第1号のポスター

郵便配達の模様／1971（昭和46）年

郵便貯金窓口における事務処理模様／
1983（昭和58）年

逓信省のマークとして｢〒｣を制定

私たちの歩み

1日本郵政グループ　統合報告書 2022



　本誌は、銀行法第52条の29に基づいて作成されたディスクロージャー
資料（業務及び財産の状況に関する説明書類）であり、当社またはその
子会社の株式その他の有価証券の勧誘を構成するものではありません。
また、本誌には、日本郵政グループ及びグループ各社の見通し・目標等の
将来の業績に関する記述が含まれています。
　これらは、本誌の作成時点において入手可能な情報、予測や作成時点
における仮定に基づいた当社の判断等によって記述されたものであり、
将来の業績を保証するものではなく、リスクと不確実性を内包するものです。
そのため、今後、経営環境に関する前提条件の変更、経済情勢や景気動
向、法令規制の変化、大規模災害の発生、保有資産等の価値変動、風評・
風説等、その他の幅広いリスク・要因の影響を受け、実際の経営成績等が
本誌に記載された内容と異なる可能性があることにご留意ください。
　本誌内の数値及びパーセント表示は、単位未満の端数を四捨五入して
表示していますが、財務諸表などの財務に関する計数等については、単位
未満の端数を切り捨てて表示しています。また、これにより、合計数字が
合わない場合があります。本誌内の数値及びパーセント表示は、特別な
表示のある場合を除き、2022年3月31日現在のものです。

見通しに関する注意事項

会社情報

発行時期

編集方針 本統合報告書（以下「本誌」という）は、ステークホルダーの皆さまに対し、
日本郵政グループの持続的な価値創造に向けた取り組みをご理解いただく
ために、グループの概要、事業戦略、経営課題等について、財務情報、
非財務情報の両面から作成しています。
なお、本誌はディスクロージャー誌を兼ねています。
【参考ガイドライン】
国際統合報告評議会「国際統合報告フレームワーク」（2013年12月公表）

報告対象 期 　 間 ：

範 　 囲 ：
そ の 他 ：

2021年度（2021年4月～2022年3月）　　　　　　　　　
一部に2022年4月以降の情報も含みます。
日本郵政（株）及びその子会社・関連会社
本誌のほか（株）ゆうちょ銀行、（株）かんぽ生命保険の統合報
告書も併せてご覧ください。
また、日本郵政（株）及び日本郵政グループ各社の事業の状況、
財政状況及び経営成績等の詳細については、定時株主総会招集
ご通知（事業報告等）、有価証券報告書、決算短信等の日本郵政
（株）が公表した各種資料の最新のものをご参照ください。

日本郵政株式会社
JAPAN POST HOLDINGS Co., Ltd.

名称：

東京都千代田区大手町二丁目３番１号
本社所在地：

2022年7月

2006年1月23日
3兆5,000億円
6178
797,689人
（2022.3.31現在）

設立年月日

資本金

証券コード

株主数

：

：

：

：

各発行物との位置づけ

CONTENTS

1. INTRODUCTION

14.
16.

中期経営計画 JP ビジョン2025
「JP ビジョン2025」の取り組み

価値創造戦略

4.
12.

トップメッセージ
各社トップメッセージ

トップコミットメント

22.
24.
26.
28.
30.
32.
34.
35.
 
36.
38.
40.
43.

グループDXの推進
グループ会社のDX取り組み
不動産戦略
グループ外企業との連携
グループ会社による価値創造に向けた取り組み
地方創生に向けた取り組み
資本戦略
ブランドイメージ向上へ向けたお客さまとの
コミュニケーションの展開
日本郵政グループの構成
財務・非財務ハイライト
グループ各社の業績・強みと課題
スポーツを通じた社会貢献

44.
58.

サステナビリティ経営
人事戦略

サステナビリティ

64.
66.
67.
76.
78.
80.

社外取締役メッセージ
ガバナンス強化の取り組み事例
日本郵便グループのコーポレートガバナンス
取締役の紹介
日本郵政グループのリスク管理
日本郵政グループのコンプライアンス

ガバナンス

91. 資料編

資料編

82.
83.
84.

日本郵政グループのITガバナンス
日本郵政グループのサイバーセキュリティ対策
日本郵政グループの内部監査

85.
86.

運輸安全への取り組み
ステークホルダーとの対話

日本郵政グループ経営方針

日本郵政グループ経営理念

お客さまの生活を最優先し、創造性を発揮しお客さまの人生のあらゆる
ステージで必要とされる商品・サービスを全国ネットワークで提供します。

1.

企業としてのガバナンス、監査・内部統制を確立しコンプライアンスを徹底します。2.

適切な情報開示、グループ内取引の適正な推進などグループとしての経営の
透明性を実現します。

3.

グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指します。4.

働く人、事業を支えるパートナー、社会と地域の人々、みんながお互い
協力し、社員一人ひとりが成長できる機会を創出します。

5.

郵政ネットワークの安心、信頼を礎として、民間企業としての創造性、効率性
を最大限発揮しつつ、お客さま本位のサービスを提供し、地域のお客さまの
生活を支援し、お客さまと社員の幸せを目指します。また、経営の透明性を自ら
求め、規律を守り、社会と地域の発展に貢献します。

・決算短信
・有価証券報告書
・株主通信
・定時株主総会
 招集ご通知
（事業報告等）

・統合報告書
・コーポレート
 ガバナンス報告書
・サステナビリティレポート
・SDGs
 Book

・株主・投資家
 のみなさまへ
 （ＩＲサイト）
https://www.
japanpost.jp/ir/

・サステナビリティ
 サイト
https://www.japanpost.jp/sustainability/

・グループ・ガバナンス
 （コーポレートガバナンスサイト）
https://www.japanpost.jp/corporate/
management/governance/

報告書類

財務
情報

非財務
情報

WEB
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お客さまと地域を支える
「共創プラットフォーム」の実現で、
確かな信頼を築き、
未来の成長へ踏み出す

トップコミットメント 

はじめに

私が日本郵政グループの社長に就任して2年が経ちました。この間、お客さま本位の経営を

改めて徹底し、未来への道筋を描き、踏み出すことにまい進してまいりました。不祥事を端にして

失ってしまったお客さまからの信頼を再び取り戻すために、全社員あげて原点に立ち返り活動して

まいりました。同時に中期経営計画「JP ビジョン2025」を策定し、未来への成長戦略を描き、次の

可能性へ踏み出しました。

150年以上にわたって築き上げた郵便局ネットワークは、当社グループにしかない資産であり

事業の基盤です。お客さま本位の商品・サービスを徹底し、郵便局ネットワークの価値に磨きをかけ

続けることが、当社グループの成長の必須条件だと考えております。社会になくてはならない

存在となり、永く将来にわたって、日本全国のすべての地域のお客さまから信頼され選ばれる

企業グループを目指してまいりたいと考えております。

トップメッセージ

日本郵政株式会社
取締役兼代表執行役社長
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日本郵政株式会社
取締役兼代表執行役社長
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2021年度は、お客さまからの信頼を確かなものとする業務運営を徹底しながらも、未来の成長に向けて
布石を打つ年でした。
2021年5月に新しい中期経営計画「JP ビジョン2025」を策定し、最大の強みである全国約2万4千の郵

便局ネットワークを活かしてお客さまと地域を支える「共創プラットフォーム」の実現に向け、グループ外の企
業や地域コミュニティと組み、価値ある商品・サービスをともに作り出す様々な施策に取り組んでまいりました。

成長への布石＝グループ外企業との共創

資本・業務提携をしている楽天グループ株式会社とは、
両者のシナジーの最大化を図り、物流、モバイル、金融、
ＤＸなど様々な領域で取り組みを行ってまいりました。
物流分野では、2021年7月にＪＰ楽天ロジスティクス

を設立し、物流拠点や配送システム及び受取サービス
の共同構築に取り組んでいるほか、配送の利便性の
向上や効率化に資する様々な取り組みを行っています。
郵便局スペース内の楽天モバイルの申し込み等カウ

ンターは2022年3月末現在、全国285局まで拡大して
います。
また、金融分野の協業として、2021年12月からは、
ゆうちょ銀行デザインの楽天カードの取扱いを開始
いたしました。
2022年2月には、楽天グループ株式会社が運営する

フリマアプリの楽天「ラクマ」において、両者が連携して
提供する配送サービス「かんたんラクマパック」での
置き配メニューの提供を開始いたしました。お客さまの
利便性向上に加えて、置き配の拡大により再配達の
削減に資することができ、労働環境の改善やCO2排出
量の削減につながるものと考えております。
佐川急便株式会社との間でも、「飛脚ゆうパケット便」

「飛脚グローバルポスト便」といった新たなサービスや、
東京－郡山及び東京－九州における幹線輸送の共同

化など、物流サービスの共創に向けた取り組みを行っ
ております。
また、無人決済システムを活用したファミリーマートの
省人化店舗を川越西郵便局（埼玉県川越市）内にオー
プンしたほか、柴崎郵便局（茨城県稲敷市）ではファミ
リーマート商品の販売を開始いたしました。このほか、東
京電力ホールディングス株式会社や三菱自動車工業株
式会社との協業により、小山郵便局（栃木県小山市）
や沼津郵便局（静岡県沼津市）で、地域の皆さまに環境
にやさしい電気自動車の充電サービスを提供する等、
地域に密着した郵便局らしい施策も実現しております。

お客さま本位のさらなる徹底のための社内改革

不祥事により失ったお客さまからの信頼を再び取り
戻すため、グループ一丸となって「お客さま本位の活動」
に取り組むとともに、グループのガバナンス強化や組織
風土改革などの社内改革にも力を入れております。
グループガバナンス強化に向けた取り組みのひとつ
が、グループCxO制の導入です。財務、ＩＴ、リスク管理、
人事など主要な機能について、グループ横串での
調整・助言の役割を担い、責任を持つグループCxOを
指定しております。
また、2021年4月に「グループコンダクト統括室」を
設置し、日本郵政グループ各社との連携体制を強化して、

2 0 2 1年度の振り返り
お客さま本位の業務運営に反する事象、いわゆるコン
ダクト・リスク等の早期検知に取り組んでおります。
この取り組みを通じて業務上の課題を発見し、サービス
品質の向上につなげていきます。
さらに、グループ内部通報制度の改善に取り組んで
おります。「社員の声は財産であり、声を寄せる社員も
また貴重な財産である」との基本認識の下、各種施策
を実施したことで、より多くの社員の声が届けられるよう
になりました。引き続き、社員が安心して積極的に声を
寄せられる制度となるよう、改善を続けてまいります。
このほか、グループの内部の変革、イノベーションを
加速させるための仕掛けとして、グループの若手社員
を中心に「ＪＰ未来戦略ラボ」を立ち上げました。グループ
横断的な体制によるシナジーと、既存の枠組みにとら
われない発想により、課題の検討にあたってもらいたいと
考えております。

不祥事の再発防止の徹底

一方で、一部の当社グループ社員や郵便局長による
不祥事は、まだまだ根絶したとはいえません。

不祥事に対しては、原因の究明、関係者の厳正な
処分を行うとともに、社内手続等の見直し、不正行為を
行えない環境の整備、検査部門による郵便局での取扱
状況の確認、不正行為に対するお客さまへのお知らせ
の実施、またコンプライアンスや防犯に関する研修の
深化などの社員の意識改革も含めた再発防止策を
徹底し、真にお客さまから信頼されるグループとなるよう
引き続き努力してまいります。

2021年度の経営実績

依然として新型コロナウイルスの影響が続き、また世界
情勢の不安定さが増すなか、郵便物の減少、超低金利
環境の継続など厳しい状況が続きました。
そのなかで、社内改革と未来への布石を同時に行い
ながら、足元の業績の維持向上のために不断の努力を
してまいりました。
2021年度は、国際物流事業におけるトール社のフォ

ワーディング事業の貨物需要増による増収や、銀行業
におけるプライベートエクイティファンドの収益等が
増加した結果、グループ連結での経常収益は11兆
2,647億円、経常利益は9,914億円、親会社株主に
帰属する当期純利益は5,016億円と、増益の結果と
なっております。
また、株主還元の強化を目的として自己株式の取得
を実施いたしました。2021年11月から実施してきた、
1,000億円を上限とする自己株式の取得は4月に完了
いたしましたが、今回、さらに2022年5月から2,000億円
を上限とする自己株式取得を実施しております。
今後も引き続き、機動的な自己株式取得も含めた
株主還元を検討し実施してまいります。

トップコミットメント
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３つ目は、GX=グリーントランスフォーメーションへの
取り組みです。当社グループはサステナビリティ経営に
も努めており、以下を推進してまいります。
現在、日本郵政グループ全体として、2050年の

カーボンニュートラルの実現、その節目のポイントと
して、2030年度までに対2019年度比で温室効果
ガスの46％削減を目指した様々な取り組みを推進して
おります。
「JP ビジョン2025」において、軽四輪車両の約

12,000台、二輪車両の約21,000台をEVに切り替える
計画としておりましたが、この計画を前倒し、軽四輪
1,500台、二輪7,000台の上積みを行うことといたしま
した。これにより、2025年度には、軽四輪の50％、二輪
の40％がEVに切り替わる見通しです。
カーボンニュートラルの推進に向け、東京電力グループ
などパートナーの皆さまと引き続き協力し、地域のEV
充電インフラの充実、また寒冷地へのEVの配備などの
検討も進めてまいります。

「JP ビジョン2025」の2年目となる今年度は、信頼回復に向けた取り組みから次の一歩を踏み出し、「共創
プラットフォーム」の実現に向けて本格的に展開する１年、そのためにグループ一体となって郵便局ブランドの
価値をより一層高める年にしたいと考えております。
新型コロナウイルスの終息の見通しが未だ立っていないなか、ウクライナ情勢等により経済の不安定さ

が増し、郵便物の減少も依然継続するものと予想しております。
そのような状況のなかで、足元の収益をしっかり確保するために、日本郵便、ゆうちょ銀行、かんぽ生命
の3事業を収益基盤とすべく、業務と商品・サービスの改善を実施すると同時に、「共創プラットフォーム」
の実現に向けた取り組みの本格展開を加速して未来の成長につなげてまいります。

2 0 2 2年度の方向性と取り組み

「共創プラットフォーム」の実現に向けた本格展開

本格展開の方向として考えている、郵便局ネットワーク
の価値をさらに高めるための取り組みをいくつかご
紹介いたします。
１つ目は、「地域の特性やお客さまニーズを踏まえた
郵便局モデル」の創出です。これは、全国約2万4千の
郵便局において、それぞれの地域の特性に応じ、お客さま
ニーズを踏まえた運営をしていくことで、お客さまに
とっての郵便局の価値向上を目指すとともに、来局機会
の創出を促す新規ビジネスモデルです。
第一弾として、郵便局の空きスペースに商品展示

コーナーを設置し、Ｅコマースなどの商品を購入前に
気軽に体験（見る、触れるなど）できる新サービス「ＪＰ
ショールーム」の試行を、2022年2月から都市部の
一部郵便局で実施いたしました。試行結果を踏まえ、
今後、全国の郵便局への展開を進めてまいる予定です。
展示する商品は、地域や時節に応じてお客さまの立場
で選定いたします。
また、第二弾として、2022年5月、郵便局に初めて
精米所を開設いたしました。精米所の利用が多い地域
のなかで、近隣に精米所がない場所へ新設し、精米した

お米を郵便局からゆうパックで差し出せるなど、お客さま
の利便性向上に寄与するサービスです。今後も、利用
ニーズが高い地域においては、郵便局への精米所の
開設を拡大していく予定です。
これからも、地域コミュニティにおけるお客さまニーズ
を踏まえ、当社グループ以外の企業などと共創する
ことで、郵便局の価値向上を目指します。
２つ目は、「みらいの郵便局」構想の具体化とDX施策
の推進です。
お客さまにより快適な体験を提供するため、「ぬくもり
のあるサービスを提供」するリアル郵便局と「いつでも、
どこでも」ご利用いただけるデジタル郵便局を融合した
「みらいの郵便局」の実証実験を東京・大手町郵便局で
開始いたしました。ここでは「郵便窓口セルフレジ」や
インターネットから混雑状況が分かる「デジタル発券機」
のほか、「リモート相談ブース」の設置も予定しており、
当初は投資信託、がん保険のご相談をリモートで行って
いただくことができます。将来的には、グループ以外の
サービスや、様々な業界の専門家に、ワンストップで
ご相談いただけるサービスを目指します。このほか、お
客さまのニーズや使い勝手を定量的にきちんと検証
し、改善できる環境やインフラを作るためのAIカメラの

設置も予定しております。
今後も実証実験を重ねながら、「郵便局でこんなこと

までできるの？」と思っていただけるようなサービスを
提供し、今まで想像していなかったような、新たな提供
価値を生み出してまいります。
また、郵便・物流事業におけるDX施策についても
推進してまいります。これまで、ドローンやロボットを
使った配送の試行、「位置情報を活用したテレマティクス」

や「AIを活用した自動ルーティングシステム」による試行
を実施してまいりました。今後もテレマティクスによる
配達エリアや配達順路の見直し、自動ルーティングシス
テムによる配達ルートの自動生成、集荷に関する情報
をデータ化しお客さま対応や業務の高度化に活かす
「集荷サポートシステム」の展開、ドローンやロボットを
使った配送の実用化に向けた展開などにより、業務
負荷の軽減や効率化に着実に取り組みます。

最後に、地方創生です。
少子高齢化や過疎化が進み、地域経済の維持が
社会的な課題となっております。
地域におけるご高齢の方の孤立という課題への
解決策のひとつとして、自治体等に向けてスマート
スピーカーを活用した郵便局のみまもりサービスを
開始しております。このサービスを通じて、ご高齢の方
の生活状況の効率的な確認、非対面・非接触での
コミュニケーションの機会などを提供いたします。
このほか、公募で選出されたグループ会社の本社社
員を、ローカルベンチャー企業や自治体に派遣すること
により新規ビジネスの創出を目指すプロジェクト「ロー
カル共創イニシアティブ」を2022年4月に開始いたし
ました。社会課題に先行して取り組む地域において、
経済の活性化、関係人口の創出、自治機能の維持・
向上などに資するサービスに精力的に取り組んでいる
ベンチャー企業や自治体とパートナーシップを組み、
共同で事業モデルの検討を行うとともに、社員が現場
で貴重な経験を積むことにより、起業家マインドを有する
人材の育成につなげます。
変化の激しい時代に突入した今、このような新たな
取り組みを積極的かつ主体的に行うことにより、持続
可能な地域社会づくりや地域の方々の生活の向上に
貢献できる新たな役割を模索してまいります。

グループコンダクト向上の取り組み

日本郵政グループでは、社員・役員一人ひとりがお
客さまや社会の皆さまといったステークホルダーの
期待に応える行動を実践していくことを目指し、コンダ
クトの向上に取り組んでおります。2022年7月には、
日本郵政グループがステークホルダーから信頼される
グループとして成長し続けていくため、全社員・役員が
お客さまや地域・社会の期待に応える行動をしていく
ことを端的に表現した日本郵政グループの統一的な

企業行動基準「ＪＰ行動宣言」を策定し、運用を開始いた
しました。今後、全役員・社員が「ＪＰ行動宣言」を実践
し、お客さまや地域・社会の皆さまに信頼していただく
ことで、「JP ビジョン2025」の達成や、グループ経営理念
の実現を目指します。なお、今後の「ＪＰ行動宣言」の推進
を含むコンダクト向上の取り組みについては、外部有識
者の方を委員とした「グループコンダクト向上委員会」
を設置し、客観的なご助言をいただき、より充実した
ものにしていくこととしております。

健康経営の取り組み

「共創プラットフォーム」の実現に向け、社員一人ひとり
が持てる能力を存分に発揮し活き活きと働くためには
心身の健康が大切であると考えており、2022年5月、
「日本郵政グループ健康宣言」を制定し、グループ一体
となって健康経営を推進していきます。会社は、社員の
健康保持・増進をサポートし、社員の幸せ、ひいては
お客さまの幸せを実現することを目指します。

3事業を確固たる収益基盤にする

成長戦略の本格化と同時に、足元を支える日本郵便、
ゆうちょ銀行、かんぽ生命の3事業を収益基盤として
確固たるものにしていくことも重要です。
例えば日本郵便では、DXを活用した配送効率化等

によるコスト改善や、荷物分野における競争力のある
商品・サービス改善による収益拡大に向けた取り組み
を強化してまいります。
ゆうちょ銀行では、すべてのお客さまが利用しやすい

デジタルサービスの拡充や、適切なリスク管理の下で
の国際分散投資の推進、多様な枠組みを通じた地域へ
の資金循環等に取り組んでまいります。
また、かんぽ生命では、営業体制を刷新すると同時に
今春に新商品を投入いたしました。従来の過度に結果

数字に偏重した営業を改め、お客さまの人生100年に
寄り添い、お客さま本位を徹底したご提案へと大きく舵
を切っております。

2023年3月の業績予想

これらの取り組みを進める一方で、未だに終息が
見えない新型コロナウイルスやウクライナ情勢の緊迫化
をはじめ、2022年度もグループを取り巻く事業環境は
より一層厳しさを増す状況にあり、業績への影響も
大きいものと考えております。
日本郵便においてはデジタル化の進展に伴う郵便物
の減少などが、ゆうちょ銀行においては外貨調達コスト
の増加などが、かんぽ生命においては新しいかんぽ営業
体制の構築に伴う事業費の増加などが影響し、それぞれ
減益となることが想定されております。これらの事情を
踏まえ、2023年3月の業績はグループ連結の当期
純利益で前期比1,016億円減益の4,000億円を予想
しております。

郵便局の魅力をもっとお客さまに知っていただきたい

日本郵政グループでは40万人もの社員が働いており
ます。日々の社員の奮闘と地域に根差した郵便局なら
ではの魅力を、お客さまにお伝えすることで当社グ
ループへの好意的な評価をいただくべく様々なコミュ
ニケーション活動にも取り組んでおります。
1つ目は、郵便局の魅力を発信するWebメディア

「JP CAST」の開設です（https://www.jpcast.japanpost.jp/）。
ここでは、旬の郵便局の情報を動画や記事として発信
しております。
2つ目に、新しいグループ共通のキャッチコピー「進化

するぬくもり。」を制定いたしました。「ぬくもり」とは、
郵便局らしさである「身近」「なんでも相談できる」「やさ
しい（優しい・易しい）」といった価値を表現しています。

時代にあわせて、郵便局の商品・サービスを進化させ
ることで、この「ぬくもり」も進化させ、これまで以上に、お
客さまと地域のための郵便局ネットワークに成長してい
く、という想いを込めております。このメッセージのもとで
グループで一体的な広告宣伝活動を開始しております。

信頼の郵便局ネットワークを進化させたい

日本郵政グループは、1871年（明治4年）の創業以来、
150年にわたりお客さまや地域とともに歩んでまいり
ました。
お客さまと地域を支える「共創プラットフォーム」の実現

は、決して簡単な道のりではなく、乗り越えるべき課題
も多いものと認識しております。日本全国の地域社会
で過疎化、高齢化、デジタル格差が進むなかで、地域の
発展と活性化にいかに貢献できるか。また、急速に
変わる社会のなかで、誰一人も取り残さない、こういう
志がお客さまと地域を支える「共創プラットフォーム」
実現の原動力になると信じております。
これからも、私たち日本郵政グループは幅広い世代・
地域のお客さまに時代にあった価値を提供し、お客さま
から信頼され、選ばれる存在になれるよう進化を続けて
まいります。どうぞご期待ください。
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1つ目は、郵便局の魅力を発信するWebメディア

「JP CAST」の開設です（https://www.jpcast.japanpost.jp/）。
ここでは、旬の郵便局の情報を動画や記事として発信
しております。
2つ目に、新しいグループ共通のキャッチコピー「進化

するぬくもり。」を制定いたしました。「ぬくもり」とは、
郵便局らしさである「身近」「なんでも相談できる」「やさ
しい（優しい・易しい）」といった価値を表現しています。

時代にあわせて、郵便局の商品・サービスを進化させ
ることで、この「ぬくもり」も進化させ、これまで以上に、お
客さまと地域のための郵便局ネットワークに成長してい
く、という想いを込めております。このメッセージのもとで
グループで一体的な広告宣伝活動を開始しております。

信頼の郵便局ネットワークを進化させたい

日本郵政グループは、1871年（明治4年）の創業以来、
150年にわたりお客さまや地域とともに歩んでまいり
ました。
お客さまと地域を支える「共創プラットフォーム」の実現

は、決して簡単な道のりではなく、乗り越えるべき課題
も多いものと認識しております。日本全国の地域社会
で過疎化、高齢化、デジタル格差が進むなかで、地域の
発展と活性化にいかに貢献できるか。また、急速に
変わる社会のなかで、誰一人も取り残さない、こういう
志がお客さまと地域を支える「共創プラットフォーム」
実現の原動力になると信じております。
これからも、私たち日本郵政グループは幅広い世代・
地域のお客さまに時代にあった価値を提供し、お客さま
から信頼され、選ばれる存在になれるよう進化を続けて
まいります。どうぞご期待ください。

トップコミットメント
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３つ目は、GX=グリーントランスフォーメーションへの
取り組みです。当社グループはサステナビリティ経営に
も努めており、以下を推進してまいります。
現在、日本郵政グループ全体として、2050年の

カーボンニュートラルの実現、その節目のポイントと
して、2030年度までに対2019年度比で温室効果
ガスの46％削減を目指した様々な取り組みを推進して
おります。
「JP ビジョン2025」において、軽四輪車両の約

12,000台、二輪車両の約21,000台をEVに切り替える
計画としておりましたが、この計画を前倒し、軽四輪
1,500台、二輪7,000台の上積みを行うことといたしま
した。これにより、2025年度には、軽四輪の50％、二輪
の40％がEVに切り替わる見通しです。
カーボンニュートラルの推進に向け、東京電力グループ
などパートナーの皆さまと引き続き協力し、地域のEV
充電インフラの充実、また寒冷地へのEVの配備などの
検討も進めてまいります。

「共創プラットフォーム」の実現に向けた本格展開

本格展開の方向として考えている、郵便局ネットワーク
の価値をさらに高めるための取り組みをいくつかご
紹介いたします。
１つ目は、「地域の特性やお客さまニーズを踏まえた
郵便局モデル」の創出です。これは、全国約2万4千の
郵便局において、それぞれの地域の特性に応じ、お客さま
ニーズを踏まえた運営をしていくことで、お客さまに
とっての郵便局の価値向上を目指すとともに、来局機会
の創出を促す新規ビジネスモデルです。
第一弾として、郵便局の空きスペースに商品展示

コーナーを設置し、Ｅコマースなどの商品を購入前に
気軽に体験（見る、触れるなど）できる新サービス「ＪＰ
ショールーム」の試行を、2022年2月から都市部の
一部郵便局で実施いたしました。試行結果を踏まえ、
今後、全国の郵便局への展開を進めてまいる予定です。
展示する商品は、地域や時節に応じてお客さまの立場
で選定いたします。
また、第二弾として、2022年5月、郵便局に初めて
精米所を開設いたしました。精米所の利用が多い地域
のなかで、近隣に精米所がない場所へ新設し、精米した

お米を郵便局からゆうパックで差し出せるなど、お客さま
の利便性向上に寄与するサービスです。今後も、利用
ニーズが高い地域においては、郵便局への精米所の
開設を拡大していく予定です。
これからも、地域コミュニティにおけるお客さまニーズ
を踏まえ、当社グループ以外の企業などと共創する
ことで、郵便局の価値向上を目指します。
２つ目は、「みらいの郵便局」構想の具体化とDX施策
の推進です。
お客さまにより快適な体験を提供するため、「ぬくもり
のあるサービスを提供」するリアル郵便局と「いつでも、
どこでも」ご利用いただけるデジタル郵便局を融合した
「みらいの郵便局」の実証実験を東京・大手町郵便局で
開始いたしました。ここでは「郵便窓口セルフレジ」や
インターネットから混雑状況が分かる「デジタル発券機」
のほか、「リモート相談ブース」の設置も予定しており、
当初は投資信託、がん保険のご相談をリモートで行って
いただくことができます。将来的には、グループ以外の
サービスや、様々な業界の専門家に、ワンストップで
ご相談いただけるサービスを目指します。このほか、お
客さまのニーズや使い勝手を定量的にきちんと検証
し、改善できる環境やインフラを作るためのAIカメラの

設置も予定しております。
今後も実証実験を重ねながら、「郵便局でこんなこと

までできるの？」と思っていただけるようなサービスを
提供し、今まで想像していなかったような、新たな提供
価値を生み出してまいります。
また、郵便・物流事業におけるDX施策についても
推進してまいります。これまで、ドローンやロボットを
使った配送の試行、「位置情報を活用したテレマティクス」

や「AIを活用した自動ルーティングシステム」による試行
を実施してまいりました。今後もテレマティクスによる
配達エリアや配達順路の見直し、自動ルーティングシス
テムによる配達ルートの自動生成、集荷に関する情報
をデータ化しお客さま対応や業務の高度化に活かす
「集荷サポートシステム」の展開、ドローンやロボットを
使った配送の実用化に向けた展開などにより、業務
負荷の軽減や効率化に着実に取り組みます。

最後に、地方創生です。
少子高齢化や過疎化が進み、地域経済の維持が
社会的な課題となっております。
地域におけるご高齢の方の孤立という課題への
解決策のひとつとして、自治体等に向けてスマート
スピーカーを活用した郵便局のみまもりサービスを
開始しております。このサービスを通じて、ご高齢の方
の生活状況の効率的な確認、非対面・非接触での
コミュニケーションの機会などを提供いたします。
このほか、公募で選出されたグループ会社の本社社
員を、ローカルベンチャー企業や自治体に派遣すること
により新規ビジネスの創出を目指すプロジェクト「ロー
カル共創イニシアティブ」を2022年4月に開始いたし
ました。社会課題に先行して取り組む地域において、
経済の活性化、関係人口の創出、自治機能の維持・
向上などに資するサービスに精力的に取り組んでいる
ベンチャー企業や自治体とパートナーシップを組み、
共同で事業モデルの検討を行うとともに、社員が現場
で貴重な経験を積むことにより、起業家マインドを有する
人材の育成につなげます。
変化の激しい時代に突入した今、このような新たな
取り組みを積極的かつ主体的に行うことにより、持続
可能な地域社会づくりや地域の方々の生活の向上に
貢献できる新たな役割を模索してまいります。

グループコンダクト向上の取り組み

日本郵政グループでは、社員・役員一人ひとりがお
客さまや社会の皆さまといったステークホルダーの
期待に応える行動を実践していくことを目指し、コンダ
クトの向上に取り組んでおります。2022年7月には、
日本郵政グループがステークホルダーから信頼される
グループとして成長し続けていくため、全社員・役員が
お客さまや地域・社会の期待に応える行動をしていく
ことを端的に表現した日本郵政グループの統一的な

企業行動基準「ＪＰ行動宣言」を策定し、運用を開始いた
しました。今後、全役員・社員が「ＪＰ行動宣言」を実践
し、お客さまや地域・社会の皆さまに信頼していただく
ことで、「JP ビジョン2025」の達成や、グループ経営理念
の実現を目指します。なお、今後の「ＪＰ行動宣言」の推進
を含むコンダクト向上の取り組みについては、外部有識
者の方を委員とした「グループコンダクト向上委員会」
を設置し、客観的なご助言をいただき、より充実した
ものにしていくこととしております。

健康経営の取り組み

「共創プラットフォーム」の実現に向け、社員一人ひとり
が持てる能力を存分に発揮し活き活きと働くためには
心身の健康が大切であると考えており、2022年5月、
「日本郵政グループ健康宣言」を制定し、グループ一体
となって健康経営を推進していきます。会社は、社員の
健康保持・増進をサポートし、社員の幸せ、ひいては
お客さまの幸せを実現することを目指します。

3事業を確固たる収益基盤にする

成長戦略の本格化と同時に、足元を支える日本郵便、
ゆうちょ銀行、かんぽ生命の3事業を収益基盤として
確固たるものにしていくことも重要です。
例えば日本郵便では、DXを活用した配送効率化等

によるコスト改善や、荷物分野における競争力のある
商品・サービス改善による収益拡大に向けた取り組み
を強化してまいります。
ゆうちょ銀行では、すべてのお客さまが利用しやすい

デジタルサービスの拡充や、適切なリスク管理の下で
の国際分散投資の推進、多様な枠組みを通じた地域へ
の資金循環等に取り組んでまいります。
また、かんぽ生命では、営業体制を刷新すると同時に
今春に新商品を投入いたしました。従来の過度に結果

数字に偏重した営業を改め、お客さまの人生100年に
寄り添い、お客さま本位を徹底したご提案へと大きく舵
を切っております。

2023年3月の業績予想

これらの取り組みを進める一方で、未だに終息が
見えない新型コロナウイルスやウクライナ情勢の緊迫化
をはじめ、2022年度もグループを取り巻く事業環境は
より一層厳しさを増す状況にあり、業績への影響も
大きいものと考えております。
日本郵便においてはデジタル化の進展に伴う郵便物
の減少などが、ゆうちょ銀行においては外貨調達コスト
の増加などが、かんぽ生命においては新しいかんぽ営業
体制の構築に伴う事業費の増加などが影響し、それぞれ
減益となることが想定されております。これらの事情を
踏まえ、2023年3月の業績はグループ連結の当期
純利益で前期比1,016億円減益の4,000億円を予想
しております。

郵便局の魅力をもっとお客さまに知っていただきたい

日本郵政グループでは40万人もの社員が働いており
ます。日々の社員の奮闘と地域に根差した郵便局なら
ではの魅力を、お客さまにお伝えすることで当社グ
ループへの好意的な評価をいただくべく様々なコミュ
ニケーション活動にも取り組んでおります。
1つ目は、郵便局の魅力を発信するWebメディア

「JP CAST」の開設です（https://www.jpcast.japanpost.jp/）。
ここでは、旬の郵便局の情報を動画や記事として発信
しております。
2つ目に、新しいグループ共通のキャッチコピー「進化

するぬくもり。」を制定いたしました。「ぬくもり」とは、
郵便局らしさである「身近」「なんでも相談できる」「やさ
しい（優しい・易しい）」といった価値を表現しています。

時代にあわせて、郵便局の商品・サービスを進化させ
ることで、この「ぬくもり」も進化させ、これまで以上に、お
客さまと地域のための郵便局ネットワークに成長してい
く、という想いを込めております。このメッセージのもとで
グループで一体的な広告宣伝活動を開始しております。

信頼の郵便局ネットワークを進化させたい

日本郵政グループは、1871年（明治4年）の創業以来、
150年にわたりお客さまや地域とともに歩んでまいり
ました。
お客さまと地域を支える「共創プラットフォーム」の実現

は、決して簡単な道のりではなく、乗り越えるべき課題
も多いものと認識しております。日本全国の地域社会
で過疎化、高齢化、デジタル格差が進むなかで、地域の
発展と活性化にいかに貢献できるか。また、急速に
変わる社会のなかで、誰一人も取り残さない、こういう
志がお客さまと地域を支える「共創プラットフォーム」
実現の原動力になると信じております。
これからも、私たち日本郵政グループは幅広い世代・
地域のお客さまに時代にあった価値を提供し、お客さま
から信頼され、選ばれる存在になれるよう進化を続けて
まいります。どうぞご期待ください。
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３つ目は、GX=グリーントランスフォーメーションへの
取り組みです。当社グループはサステナビリティ経営に
も努めており、以下を推進してまいります。
現在、日本郵政グループ全体として、2050年の

カーボンニュートラルの実現、その節目のポイントと
して、2030年度までに対2019年度比で温室効果
ガスの46％削減を目指した様々な取り組みを推進して
おります。
「JP ビジョン2025」において、軽四輪車両の約

12,000台、二輪車両の約21,000台をEVに切り替える
計画としておりましたが、この計画を前倒し、軽四輪
1,500台、二輪7,000台の上積みを行うことといたしま
した。これにより、2025年度には、軽四輪の50％、二輪
の40％がEVに切り替わる見通しです。
カーボンニュートラルの推進に向け、東京電力グループ
などパートナーの皆さまと引き続き協力し、地域のEV
充電インフラの充実、また寒冷地へのEVの配備などの
検討も進めてまいります。

「共創プラットフォーム」の実現に向けた本格展開

本格展開の方向として考えている、郵便局ネットワーク
の価値をさらに高めるための取り組みをいくつかご
紹介いたします。
１つ目は、「地域の特性やお客さまニーズを踏まえた
郵便局モデル」の創出です。これは、全国約2万4千の
郵便局において、それぞれの地域の特性に応じ、お客さま
ニーズを踏まえた運営をしていくことで、お客さまに
とっての郵便局の価値向上を目指すとともに、来局機会
の創出を促す新規ビジネスモデルです。
第一弾として、郵便局の空きスペースに商品展示

コーナーを設置し、Ｅコマースなどの商品を購入前に
気軽に体験（見る、触れるなど）できる新サービス「ＪＰ
ショールーム」の試行を、2022年2月から都市部の
一部郵便局で実施いたしました。試行結果を踏まえ、
今後、全国の郵便局への展開を進めてまいる予定です。
展示する商品は、地域や時節に応じてお客さまの立場
で選定いたします。
また、第二弾として、2022年5月、郵便局に初めて
精米所を開設いたしました。精米所の利用が多い地域
のなかで、近隣に精米所がない場所へ新設し、精米した

お米を郵便局からゆうパックで差し出せるなど、お客さま
の利便性向上に寄与するサービスです。今後も、利用
ニーズが高い地域においては、郵便局への精米所の
開設を拡大していく予定です。
これからも、地域コミュニティにおけるお客さまニーズ
を踏まえ、当社グループ以外の企業などと共創する
ことで、郵便局の価値向上を目指します。
２つ目は、「みらいの郵便局」構想の具体化とDX施策
の推進です。
お客さまにより快適な体験を提供するため、「ぬくもり
のあるサービスを提供」するリアル郵便局と「いつでも、
どこでも」ご利用いただけるデジタル郵便局を融合した
「みらいの郵便局」の実証実験を東京・大手町郵便局で
開始いたしました。ここでは「郵便窓口セルフレジ」や
インターネットから混雑状況が分かる「デジタル発券機」
のほか、「リモート相談ブース」の設置も予定しており、
当初は投資信託、がん保険のご相談をリモートで行って
いただくことができます。将来的には、グループ以外の
サービスや、様々な業界の専門家に、ワンストップで
ご相談いただけるサービスを目指します。このほか、お
客さまのニーズや使い勝手を定量的にきちんと検証
し、改善できる環境やインフラを作るためのAIカメラの

設置も予定しております。
今後も実証実験を重ねながら、「郵便局でこんなこと

までできるの？」と思っていただけるようなサービスを
提供し、今まで想像していなかったような、新たな提供
価値を生み出してまいります。
また、郵便・物流事業におけるDX施策についても
推進してまいります。これまで、ドローンやロボットを
使った配送の試行、「位置情報を活用したテレマティクス」

や「AIを活用した自動ルーティングシステム」による試行
を実施してまいりました。今後もテレマティクスによる
配達エリアや配達順路の見直し、自動ルーティングシス
テムによる配達ルートの自動生成、集荷に関する情報
をデータ化しお客さま対応や業務の高度化に活かす
「集荷サポートシステム」の展開、ドローンやロボットを
使った配送の実用化に向けた展開などにより、業務
負荷の軽減や効率化に着実に取り組みます。

最後に、地方創生です。
少子高齢化や過疎化が進み、地域経済の維持が
社会的な課題となっております。
地域におけるご高齢の方の孤立という課題への
解決策のひとつとして、自治体等に向けてスマート
スピーカーを活用した郵便局のみまもりサービスを
開始しております。このサービスを通じて、ご高齢の方
の生活状況の効率的な確認、非対面・非接触での
コミュニケーションの機会などを提供いたします。
このほか、公募で選出されたグループ会社の本社社
員を、ローカルベンチャー企業や自治体に派遣すること
により新規ビジネスの創出を目指すプロジェクト「ロー
カル共創イニシアティブ」を2022年4月に開始いたし
ました。社会課題に先行して取り組む地域において、
経済の活性化、関係人口の創出、自治機能の維持・
向上などに資するサービスに精力的に取り組んでいる
ベンチャー企業や自治体とパートナーシップを組み、
共同で事業モデルの検討を行うとともに、社員が現場
で貴重な経験を積むことにより、起業家マインドを有する
人材の育成につなげます。
変化の激しい時代に突入した今、このような新たな
取り組みを積極的かつ主体的に行うことにより、持続
可能な地域社会づくりや地域の方々の生活の向上に
貢献できる新たな役割を模索してまいります。

グループコンダクト向上の取り組み

日本郵政グループでは、社員・役員一人ひとりがお
客さまや社会の皆さまといったステークホルダーの
期待に応える行動を実践していくことを目指し、コンダ
クトの向上に取り組んでおります。2022年7月には、
日本郵政グループがステークホルダーから信頼される
グループとして成長し続けていくため、全社員・役員が
お客さまや地域・社会の期待に応える行動をしていく
ことを端的に表現した日本郵政グループの統一的な

企業行動基準「ＪＰ行動宣言」を策定し、運用を開始いた
しました。今後、全役員・社員が「ＪＰ行動宣言」を実践
し、お客さまや地域・社会の皆さまに信頼していただく
ことで、「JP ビジョン2025」の達成や、グループ経営理念
の実現を目指します。なお、今後の「ＪＰ行動宣言」の推進
を含むコンダクト向上の取り組みについては、外部有識
者の方を委員とした「グループコンダクト向上委員会」
を設置し、客観的なご助言をいただき、より充実した
ものにしていくこととしております。

健康経営の取り組み

「共創プラットフォーム」の実現に向け、社員一人ひとり
が持てる能力を存分に発揮し活き活きと働くためには
心身の健康が大切であると考えており、2022年5月、
「日本郵政グループ健康宣言」を制定し、グループ一体
となって健康経営を推進していきます。会社は、社員の
健康保持・増進をサポートし、社員の幸せ、ひいては
お客さまの幸せを実現することを目指します。

3事業を確固たる収益基盤にする

成長戦略の本格化と同時に、足元を支える日本郵便、
ゆうちょ銀行、かんぽ生命の3事業を収益基盤として
確固たるものにしていくことも重要です。
例えば日本郵便では、DXを活用した配送効率化等

によるコスト改善や、荷物分野における競争力のある
商品・サービス改善による収益拡大に向けた取り組み
を強化してまいります。
ゆうちょ銀行では、すべてのお客さまが利用しやすい

デジタルサービスの拡充や、適切なリスク管理の下で
の国際分散投資の推進、多様な枠組みを通じた地域へ
の資金循環等に取り組んでまいります。
また、かんぽ生命では、営業体制を刷新すると同時に
今春に新商品を投入いたしました。従来の過度に結果

数字に偏重した営業を改め、お客さまの人生100年に
寄り添い、お客さま本位を徹底したご提案へと大きく舵
を切っております。

2023年3月の業績予想

これらの取り組みを進める一方で、未だに終息が
見えない新型コロナウイルスやウクライナ情勢の緊迫化
をはじめ、2022年度もグループを取り巻く事業環境は
より一層厳しさを増す状況にあり、業績への影響も
大きいものと考えております。
日本郵便においてはデジタル化の進展に伴う郵便物
の減少などが、ゆうちょ銀行においては外貨調達コスト
の増加などが、かんぽ生命においては新しいかんぽ営業
体制の構築に伴う事業費の増加などが影響し、それぞれ
減益となることが想定されております。これらの事情を
踏まえ、2023年3月の業績はグループ連結の当期
純利益で前期比1,016億円減益の4,000億円を予想
しております。

郵便局の魅力をもっとお客さまに知っていただきたい

日本郵政グループでは40万人もの社員が働いており
ます。日々の社員の奮闘と地域に根差した郵便局なら
ではの魅力を、お客さまにお伝えすることで当社グ
ループへの好意的な評価をいただくべく様々なコミュ
ニケーション活動にも取り組んでおります。
1つ目は、郵便局の魅力を発信するWebメディア

「JP CAST」の開設です（https://www.jpcast.japanpost.jp/）。
ここでは、旬の郵便局の情報を動画や記事として発信
しております。
2つ目に、新しいグループ共通のキャッチコピー「進化

するぬくもり。」を制定いたしました。「ぬくもり」とは、
郵便局らしさである「身近」「なんでも相談できる」「やさ
しい（優しい・易しい）」といった価値を表現しています。

時代にあわせて、郵便局の商品・サービスを進化させ
ることで、この「ぬくもり」も進化させ、これまで以上に、お
客さまと地域のための郵便局ネットワークに成長してい
く、という想いを込めております。このメッセージのもとで
グループで一体的な広告宣伝活動を開始しております。

信頼の郵便局ネットワークを進化させたい

日本郵政グループは、1871年（明治4年）の創業以来、
150年にわたりお客さまや地域とともに歩んでまいり
ました。
お客さまと地域を支える「共創プラットフォーム」の実現

は、決して簡単な道のりではなく、乗り越えるべき課題
も多いものと認識しております。日本全国の地域社会
で過疎化、高齢化、デジタル格差が進むなかで、地域の
発展と活性化にいかに貢献できるか。また、急速に
変わる社会のなかで、誰一人も取り残さない、こういう
志がお客さまと地域を支える「共創プラットフォーム」
実現の原動力になると信じております。
これからも、私たち日本郵政グループは幅広い世代・
地域のお客さまに時代にあった価値を提供し、お客さま
から信頼され、選ばれる存在になれるよう進化を続けて
まいります。どうぞご期待ください。

トップコミットメント
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各社トップメッセージ

共創プラットフォームの実現に向けて、ＤＸや
郵便局ネットワークの価値向上に取り組みます。

当行は、「お客さまと社員の幸せを目指し、社会と地域の発展に貢献
する」というパーパスと「お客さまの声を明日への羅針盤とする『最も
身近で信頼される銀行』を目指す」という経営理念に立ち返り、中期経営
計画（2021年度～2025年度）に基づき、企業価値向上と社会課題
解決の両立に取り組んでいます。
2021年度は上場来最高益を達成いたしました。2007年の民営化、

2015年の上場を経て、着実にビジネスの拡大・強化に取り組んでき
ており、当行が、大きくビジネスの3つの成長エンジンと捉えている
「リテールビジネス」、「マーケットビジネス」、「新たなビジネス」について、
さらに進めていく土壌が整ってまいりました。
第1のエンジン「リテールビジネス」については、今後、通帳アプリの

機能をさらに発展させるとともに、「家計簿・家計相談アプリ」
をリリースします。これらのアプリを起点に、多くの事業者と連携
し、お客さまに多様で、かつ、最適なサービスが提供できるオー
プンな「共創プラットフォーム」を構築していく考えです。リアル
チャネルにおいても、親切にサポートを行うことで、すべての
当行のお客さまが便利にデジタルサービスを活用できる環境
を整備します。今後はこうしたリアルとデジタルの相互補完に
よって、当行にしかできない、新たなリテールビジネス展開を
目指していきます。
第2のエンジン「マーケットビジネス」については、金融緩和

政策により低金利環境が定着するなか、当行は収益向上のため
の「運用のパラダイムシフト」を加速させました。適切なリスク
管理の下で運用対象の多様化を図りつつ、中期経営計画の
最終年度には、リスク性資産残高を110兆円、戦略投資領域
残高を10兆円まで、積み増すことを目標としています。また、
「運用のパラダイムシフト」が成功した大きな要因は、専門人材

を増強したことです。今後も外部人材の採用や社内人材の育成
を進めていきます。
第3のエンジン「新たなビジネス」については、未来の大きな

収益の柱となり得る新たなビジネスへの挑戦です。これまでは
主にファンドに出資するLP投資が中心でしたが、子会社のJP
インベストメント株式会社を通じて、ファンドの運営管理まで
行うGP業務にも進出しました。今後は、こうした取り組みを土台
とし、外部機関と協力しながら、国内ＧＰ業務を本格化し、地域
産業の発展やベンチャー企業を支援する「Σ（シグマ）ビジネス」
（仮称）を立ち上げることを計画しています。
今後は、これらの３つのエンジンを軸とするサステナブルな

収益基盤の構築を目指していきます。
当行はこれからも、ステークホルダーの皆さまとしっかりと

対話しながら、企業価値を向上させていく所存ですので、引き
続き、ますますのご支援・ご高配を賜りますようお願い申し
上げます。

当行のパーパス（社会的存在意義）と
経営理念に立ち返り、企業価値の向上と
社会課題解決の両立に取り組んでまいります。

「新しいかんぽ」の実現。お客さまの人生に
全力で寄り添ってまいります。

当社を取り巻く環境は、コロナ禍を契機として、非接触/非対面サー
ビスに対するニーズが高まっているほか、ライフスタイルや働き方等、
社会の在り方そのものも大きく変化しており、当社としても時代の
潮流に即した変革が求められていると考えております。一方、少子
高齢化や過疎化の進展に伴い、地域経済の維持が社会的な課題として
顕在化しています。
このような状況を踏まえ、昨年度公表したグループ中期経営計画

「JP ビジョン2025」において、お客さまと地域を支える「共創プラット
フォーム」を目指す姿として掲げ、地域のお客さまの安全・安心で、快適
で、豊かな生活・人生の実現を支えるべく取り組んできたところです。
2022年度も、引き続き、ＤＸや郵便局ネットワークの価値向上に

取り組むことにより、事業基盤を強固なものとし、共創プラット
フォームの実現に向けて取り組んでまいります。
事業別の具体的な取り組みとしては、郵便・物流事業におい

ては、EC市場の荷物の確実な取り込みや他企業との連携、営業
倉庫の拡大等により、収益の拡大を図ってまいります。あわせて、
郵便分野から成長分野である物流分野へのリソースシフトを
推進するとともに、テレマティクス技術を活用した郵便物の
配達順路や配達エリアの見直し、AGV(無人配送車)の導入等に
よる局内作業の省人化・スリム化を進めるなど、オペレーション
改革を推進し、さらなる生産性向上を実現してまいります。
郵便局窓口事業においては、引き続き、お客さま本位の営業
活動を徹底しつつ、お客さまのニーズにあわせたご提案活動を
進めてまいります。また、窓口業務運営のデジタル化を進めること
で業務の効率化や営業環境の整備を図るほか、地域ニーズに
応じた多種多様なサービス展開についても推進してまいります。

国際物流事業においては、昨年8月にトール社のエクスプレス
事業を売却しました。今後は、アジア市場を中心としたビジネス
モデルへの転換により、成長を図ってまいります。
なお、SDGsの重要性が高まるなか、当社においても「日本郵便
サステナビリティ基本方針」を策定しております。引き続き、
カーボンニュートラル実現に向けた取り組みやダイバーシティ
の推進等、企業活動全般を通じて社会課題の解決に取り組む
ことで、持続可能な成長と中長期的な企業価値の向上を図って
まいります。
これらの取り組みを通じ、郵便局がこれからも、お客さまや
地域社会から必要とされ、選ばれる存在であり続けられるよう、
全社員が一丸となって取り組んでまいりますので、これまで
以上に郵便局のご利用、ご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い
申し上げます。

当社は「お客さまから信頼され、選ばれ続けることで、お客さまの人生
を保険の力でお守りする」という社会的使命（パーパス）を社員全員が
共有し、果たしていくことで、社会に貢献していきたいと考えています。
2021年度期初に発表しました「中期経営計画（2021年度～2025
年度）」では、当社の社会的使命を明確にするとともに、企業風土や
働き方の改革を土台に据えたうえで、お客さまから真に信頼される
企業へと「再生」すること、そしてお客さま体験価値（CX）の向上や
社会課題の解決への貢献を通じて「持続的成長」を目指す方針を打ち
出し、様々な取り組みを行ってきました。
具体的には、「再生」への取り組みとして、2022年度から「新しい

かんぽ営業体制」を構築し、日本郵便からコンサルタント（主にお客さま
のお宅などを訪問して活動する社員）など約13,000人の社員が当社

に新たに加わりました。
コンサルタントは高い専門性と機動力を活かした生命保険の
プロフェッショナルとして、生命保険のご提案とアフターフォ
ローに専念します。一方、郵便局窓口は幅広い金融商品をご提案
し多様なお客さまのニーズにお応えしていくことで、日本郵政
グループが一体となってお客さまに専門性と幅広さを兼ね
備えた総合的なコンサルティングサービスを提供します。また、
2022年4月から導入した「お客さま担当制」により、お客さまの
ライフステージの変化等によるニーズの変化に適切に対応する
ための定期的なコンタクトを充実させ、お客さまに寄り添った
質の高いアフターフォローを実施してまいります。
中期経営計画のもう一つの大きな柱である「持続的成長」に

ついては、「お客さま体験価値（CX）の向上」と「社会課題の解決
への貢献」に取り組んでいます。　
「お客さま体験価値（CX）の向上」とは、すべてのお客さまに
とって「かんぽ生命に入っていてよかった」と実感いただける

体験を、契約からアフターフォロー、請求に至るあらゆる接点に
おいてできる限り広げていくことです。
また、「持続的成長」に向けたもう一つ重要な観点であるサス
テナビリティ（持続可能性）を巡る「社会課題の解決への貢献」
に関しては、かんぽ生命では、ESG経営を推進することを掲げ、
様々な取り組みを推進しております。
かんぽ生命がより多くのお客さまに信頼され、選ばれる会社
であるためには、その時代、その地域の社会的な課題に真剣に
向き合い、行動することが大切です。すべての皆さまに寄り添って
人生を豊かにすることが、私たちの究極的な目的であると考え
ています。
お客さまや株主の皆さま、社員や地域の皆さまなど、様々な

ステークホルダーの皆さまの思いやご意見をしっかり受け止め、
より多くの方々に愛される会社として企業価値の向上を目指して
まいります。これからのかんぽ生命にご期待をお寄せいただき
ますよう、心よりお願い申し上げます。　　　　

株式会社ゆうちょ銀行
取締役兼代表執行役社長

池田  憲人

株式会社かんぽ生命保険
取締役兼代表執行役社長

千田  哲也

日本郵便株式会社
代表取締役社長
兼執行役員社長

衣川  和秀
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各社トップメッセージ

共創プラットフォームの実現に向けて、ＤＸや
郵便局ネットワークの価値向上に取り組みます。

当行は、「お客さまと社員の幸せを目指し、社会と地域の発展に貢献
する」というパーパスと「お客さまの声を明日への羅針盤とする『最も
身近で信頼される銀行』を目指す」という経営理念に立ち返り、中期経営
計画（2021年度～2025年度）に基づき、企業価値向上と社会課題
解決の両立に取り組んでいます。
2021年度は上場来最高益を達成いたしました。2007年の民営化、

2015年の上場を経て、着実にビジネスの拡大・強化に取り組んでき
ており、当行が、大きくビジネスの3つの成長エンジンと捉えている
「リテールビジネス」、「マーケットビジネス」、「新たなビジネス」について、
さらに進めていく土壌が整ってまいりました。
第1のエンジン「リテールビジネス」については、今後、通帳アプリの

機能をさらに発展させるとともに、「家計簿・家計相談アプリ」
をリリースします。これらのアプリを起点に、多くの事業者と連携
し、お客さまに多様で、かつ、最適なサービスが提供できるオー
プンな「共創プラットフォーム」を構築していく考えです。リアル
チャネルにおいても、親切にサポートを行うことで、すべての
当行のお客さまが便利にデジタルサービスを活用できる環境
を整備します。今後はこうしたリアルとデジタルの相互補完に
よって、当行にしかできない、新たなリテールビジネス展開を
目指していきます。
第2のエンジン「マーケットビジネス」については、金融緩和

政策により低金利環境が定着するなか、当行は収益向上のため
の「運用のパラダイムシフト」を加速させました。適切なリスク
管理の下で運用対象の多様化を図りつつ、中期経営計画の
最終年度には、リスク性資産残高を110兆円、戦略投資領域
残高を10兆円まで、積み増すことを目標としています。また、
「運用のパラダイムシフト」が成功した大きな要因は、専門人材

を増強したことです。今後も外部人材の採用や社内人材の育成
を進めていきます。
第3のエンジン「新たなビジネス」については、未来の大きな

収益の柱となり得る新たなビジネスへの挑戦です。これまでは
主にファンドに出資するLP投資が中心でしたが、子会社のJP
インベストメント株式会社を通じて、ファンドの運営管理まで
行うGP業務にも進出しました。今後は、こうした取り組みを土台
とし、外部機関と協力しながら、国内ＧＰ業務を本格化し、地域
産業の発展やベンチャー企業を支援する「Σ（シグマ）ビジネス」
（仮称）を立ち上げることを計画しています。
今後は、これらの３つのエンジンを軸とするサステナブルな

収益基盤の構築を目指していきます。
当行はこれからも、ステークホルダーの皆さまとしっかりと

対話しながら、企業価値を向上させていく所存ですので、引き
続き、ますますのご支援・ご高配を賜りますようお願い申し
上げます。

当行のパーパス（社会的存在意義）と
経営理念に立ち返り、企業価値の向上と
社会課題解決の両立に取り組んでまいります。

「新しいかんぽ」の実現。お客さまの人生に
全力で寄り添ってまいります。

当社を取り巻く環境は、コロナ禍を契機として、非接触/非対面サー
ビスに対するニーズが高まっているほか、ライフスタイルや働き方等、
社会の在り方そのものも大きく変化しており、当社としても時代の
潮流に即した変革が求められていると考えております。一方、少子
高齢化や過疎化の進展に伴い、地域経済の維持が社会的な課題として
顕在化しています。
このような状況を踏まえ、昨年度公表したグループ中期経営計画

「JP ビジョン2025」において、お客さまと地域を支える「共創プラット
フォーム」を目指す姿として掲げ、地域のお客さまの安全・安心で、快適
で、豊かな生活・人生の実現を支えるべく取り組んできたところです。
2022年度も、引き続き、ＤＸや郵便局ネットワークの価値向上に

取り組むことにより、事業基盤を強固なものとし、共創プラット
フォームの実現に向けて取り組んでまいります。
事業別の具体的な取り組みとしては、郵便・物流事業におい

ては、EC市場の荷物の確実な取り込みや他企業との連携、営業
倉庫の拡大等により、収益の拡大を図ってまいります。あわせて、
郵便分野から成長分野である物流分野へのリソースシフトを
推進するとともに、テレマティクス技術を活用した郵便物の
配達順路や配達エリアの見直し、AGV(無人配送車)の導入等に
よる局内作業の省人化・スリム化を進めるなど、オペレーション
改革を推進し、さらなる生産性向上を実現してまいります。
郵便局窓口事業においては、引き続き、お客さま本位の営業
活動を徹底しつつ、お客さまのニーズにあわせたご提案活動を
進めてまいります。また、窓口業務運営のデジタル化を進めること
で業務の効率化や営業環境の整備を図るほか、地域ニーズに
応じた多種多様なサービス展開についても推進してまいります。

国際物流事業においては、昨年8月にトール社のエクスプレス
事業を売却しました。今後は、アジア市場を中心としたビジネス
モデルへの転換により、成長を図ってまいります。
なお、SDGsの重要性が高まるなか、当社においても「日本郵便
サステナビリティ基本方針」を策定しております。引き続き、
カーボンニュートラル実現に向けた取り組みやダイバーシティ
の推進等、企業活動全般を通じて社会課題の解決に取り組む
ことで、持続可能な成長と中長期的な企業価値の向上を図って
まいります。
これらの取り組みを通じ、郵便局がこれからも、お客さまや
地域社会から必要とされ、選ばれる存在であり続けられるよう、
全社員が一丸となって取り組んでまいりますので、これまで
以上に郵便局のご利用、ご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い
申し上げます。

当社は「お客さまから信頼され、選ばれ続けることで、お客さまの人生
を保険の力でお守りする」という社会的使命（パーパス）を社員全員が
共有し、果たしていくことで、社会に貢献していきたいと考えています。
2021年度期初に発表しました「中期経営計画（2021年度～2025
年度）」では、当社の社会的使命を明確にするとともに、企業風土や
働き方の改革を土台に据えたうえで、お客さまから真に信頼される
企業へと「再生」すること、そしてお客さま体験価値（CX）の向上や
社会課題の解決への貢献を通じて「持続的成長」を目指す方針を打ち
出し、様々な取り組みを行ってきました。
具体的には、「再生」への取り組みとして、2022年度から「新しい

かんぽ営業体制」を構築し、日本郵便からコンサルタント（主にお客さま
のお宅などを訪問して活動する社員）など約13,000人の社員が当社

に新たに加わりました。
コンサルタントは高い専門性と機動力を活かした生命保険の
プロフェッショナルとして、生命保険のご提案とアフターフォ
ローに専念します。一方、郵便局窓口は幅広い金融商品をご提案
し多様なお客さまのニーズにお応えしていくことで、日本郵政
グループが一体となってお客さまに専門性と幅広さを兼ね
備えた総合的なコンサルティングサービスを提供します。また、
2022年4月から導入した「お客さま担当制」により、お客さまの
ライフステージの変化等によるニーズの変化に適切に対応する
ための定期的なコンタクトを充実させ、お客さまに寄り添った
質の高いアフターフォローを実施してまいります。
中期経営計画のもう一つの大きな柱である「持続的成長」に

ついては、「お客さま体験価値（CX）の向上」と「社会課題の解決
への貢献」に取り組んでいます。　
「お客さま体験価値（CX）の向上」とは、すべてのお客さまに
とって「かんぽ生命に入っていてよかった」と実感いただける

体験を、契約からアフターフォロー、請求に至るあらゆる接点に
おいてできる限り広げていくことです。
また、「持続的成長」に向けたもう一つ重要な観点であるサス
テナビリティ（持続可能性）を巡る「社会課題の解決への貢献」
に関しては、かんぽ生命では、ESG経営を推進することを掲げ、
様々な取り組みを推進しております。
かんぽ生命がより多くのお客さまに信頼され、選ばれる会社
であるためには、その時代、その地域の社会的な課題に真剣に
向き合い、行動することが大切です。すべての皆さまに寄り添って
人生を豊かにすることが、私たちの究極的な目的であると考え
ています。
お客さまや株主の皆さま、社員や地域の皆さまなど、様々な

ステークホルダーの皆さまの思いやご意見をしっかり受け止め、
より多くの方々に愛される会社として企業価値の向上を目指して
まいります。これからのかんぽ生命にご期待をお寄せいただき
ますよう、心よりお願い申し上げます。　　　　

株式会社ゆうちょ銀行
取締役兼代表執行役社長

池田  憲人

株式会社かんぽ生命保険
取締役兼代表執行役社長

千田  哲也

日本郵便株式会社
代表取締役社長
兼執行役員社長

衣川  和秀

トップコミットメント

13日本郵政グループ　統合報告書 2022

  

価
値
創
造
戦
略

サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ

ガ
バ
ナ
ン
ス

資
料
編

ト
ッ
プ
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト




