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リコーウェイは、リコーグループの日々の判断や活動の基礎となる普遍的な理念です。

リコーウェイ

リコーグループは1936年の創業以来、革新的なテクノロジー

に基づいた光学機器や画像機器などを通して、世の中に新しい

イノベーションをもたらし、お客様とともに成長してきました。

　今、人々の生活や働き方は大きく変化しています。こうした

変化に対応するために、私たちはOAメーカーからの脱皮と

デジタルサービスの会社への事業転換を進めています。そし

てその先の未来を描き、創業100年に向けた私たちの想い

を2036年ビジョン「“はたらく”に歓びを」という言葉に込めま

した。業務の効率や生産性向上を超え、働く人の充足感や達

成感、自己実現に目を向けて、“はたらく”に歓びを創り出すこ

とが私たちの使命であると考えています。

　そして事業活動を通じた社会課題の解決に取り組み、

SDGs （Sustainable Development Goals）の達成に貢

献することで、ステークホルダーの皆様に選ばれる会社にな

りたいと思っています。

創業の精神

三愛精神　　創業者　市村 清

「人を愛し 国を愛し 勤めを愛す」 

私たちの使命
世の中の役に立つ新しい価値を生み出し、
生活の質の向上と持続可能な社会づくりに責任を果たす

私たちの目指す姿
信頼と魅力のグローバルカンパニー

私たちの価値観
CUSTOMER-CENTRIC
お客様の立場で考え、行動する

PASSION
何事も前向きに、情熱を持って取り組む

GEMBA
現場・現物・現実から学び改善する

INNOVATION
制約を設けず、柔軟に発想し、価値を生み出す

TEAMWORK
お互いを認め合い、すべての人と共創する

WINNING SPIRIT
失敗をおそれず、まずチャレンジし、成功を勝ち取る

ETHICS AND INTEGRITY
誠実に、正直に、責任を持って行動する

「三愛精神」は、1946年にリコーの創業者、市村清
が提唱したもので、リコーでは創業の精神と位置づ
けています。これは、事業・仕事を通じて、自分、家
族、顧客、関係者、社会のすべてを豊かにすること
を目指した考えで、リコーグループの全社員が、経
営や仕事を行ううえで原点となるものです。

代表取締役 社長執行役員・CEO

山下 良則

トップメッセージ
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持続可能な社会を、ビジネスの力で

“はたらく”は、時にストレスを生む。だけど、それを乗り越える人に、かけがえのない歓びを与えてくれる。“はたらく”に歓びを。

その原点は、1936年の創業からリコーが受け継いできた三愛精神。1977年に私たちが提唱したオフィスオートメーショ

ンにも通じる想い。はたらく人を単純作業から解放し、充足感、達成感、自己実現につながる、“はたらく”の変革をお届けしたい。

その願いは2017年、リコーグループの提供価値へ発展しました。はたらく人の創造力を支え、ワークプレイスを変える。

“EMPOWERING DIGITAL WORKPLACES”私たちのサービスが実現するのは、好きな時に、好きな場所で、自由にはた

らける世界。はたらく人、場所、ワークフローが自在につながり、人間らしい創造力が発揮される未来。そして、“はたらく”の

変革の先に実現する、持続可能な社会。リコーは、あるべき未来を想い描き、今を変えていきます。はたらく歓びを、生きる

歓びへ、つないでいくために。

リコーグループは、経済（Prosperity）、社会（People）、地球環境（Planet）の3つのP のバランスが保たれた「Three Ps 

Balance」を目指すべき持続可能な社会の姿として掲げています。この実現に向け、「事業を通じた社会課題解決」と「経営基

盤の強化」に取り組み、「持続可能な開発目標（SDGs）」の達成に貢献していきます。

https://www.youtube.com/embed/phEtZL_4UF0詳しくはWEB

jp.ricoh.com/sustainability/materiality/詳しくはWEB

2036年ビジョン「“はたらく”に歓びを」
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オフィスで働く人を単純作業から解放し、創造性を活かした働き方を目指すために、リコーは1977年にOA（オフィスオートメー

ション）を提唱しました。この理念をニューノーマル時代に相応しい形で実現するために、私たちは今、デジタルサービスの会

社に生まれ変わります。お客様に価値を生む仕事に特化していただくために、デジタルツールとエッジデバイスでお役立ちを

していく。さらに現場やオフィスの業務課題を解決するアプリケーションサービスと連携し、働く場所を選ばないデジタルワー

クプレイス作りを加速していきます。 「EMPOWERING DIGITAL WORKPLACES」。はたらく人の創造力を支え、ワーク

プレイスを変えるデジタルサービスを提供すること。そしてお客様の“はたらく”に歓びを。これが、私たちの社会課題解決活

動です。

AI（人工知能）とRPAを活用して請求書処理業務を効率化
複合機で様々な形態の請求書をスキャンし、AI（人工知能）OCRのデー

タ抽出技術で生成したデータをRPAで業務システムと連携すること

でデータ入力を自動化します。社会課題の一つである人手不足の中、

業務効率を向上します。また、デジタル化により在宅勤務などリモー

トでの処理も可能となり、働き方の改革にもつながります。

「THETA 360.biz」を活用した施設・商品の紹介
ニューノーマルへの対応として、「密」をつくらず、非対面・非接触で

業務を行う環境が求められています。リコーは離れた場所から施設や

商品をVRで紹介できる環境を手軽に構築できる「THETA 360.

biz」を提供。臨場感のある上下左右360°の画像情報により、現場に

訪問することができないお客様との橋渡しをします。

ニューノーマル時代の新しい働き方をサポートするデジタルサービスの一例をご紹介します─

デジタルサービスの会社へ

https://jp.ricoh.com/about/empowering-digital-workplaces/詳しくはWEB
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オフィスプリンティング・オフィスサービス
オフィス向けカラー複合機、プリンターなどの画

像機器や関連サービスなどを提供しています。

また、新しい働き方を支援する製品やサービスの

提供など、IT環境の構築からネットワーク環境の

運用支援、ユーザーサポートなどを組み合わせ

たトータルソリューションを通じてオフィスのお

客様の課題解決に貢献しています。

商用印刷・産業印刷・サーマル
商用印刷は、印刷業を営むお客様に、多品種少量印刷に対

応可能なデジタル印刷関連の製品・サービスを提供してい

ます。産業印刷は、多種多様な印刷を可能とする産業用イ

ンクジェットヘッド、インクジェット用インク、産業用プリンター

などを製造・販売しています。またサーマルでは、食品用のPOSラベル、

バーコードラベル、配送ラベルなどに利用されているサーマルペーパー

や、衣料品の値札やブランドタグ、チケットなどに使われる熱転写リボン

を製造・販売しています。

テレワーク環境の早期実現のため、
緊急対策として「在宅勤務パック」をご提供

衣料用ケアラベルに
使われる

熱転写リボン

新世代複合機
「RICOH IM C6000」

インクジェットヘッド
「RICOH MH5320/5340」

360°カメラ「RICOH THETA SC2」

2017年4月1日より事業領域の再定義を行い、事業の種類別セグメントを変更しております。

地域別売上高

 欧州・中東・ 
 アフリカ
 4,364億円
 21.7%

 その他
 1,655億円
 8.2%

 日本
 8,723億円
 43.4%

 米州
 5,341億円
 26.6%

２０20年
３月期

 産業印刷
 230億円 1.1%

 オフィスサービス
 5,689億円 28.3%

 商用印刷
 1,783億円 8.9%

 サーマル
 618億円 3.1%

 その他
 1,700億円 8.5%

製品分野別売上高

２０20年
３月期

 オフィス 
 プリンティング
 10,062億円
 50.1%

その他
その他分野は、「産業プロダクツ」、「Smart Vision」、「その他」から構成さ

れています。リコーグループの持つ技術力などを活かして、産業向けか

らコンシューマー向けまで幅広い製品・サービスを提供しています。

事業概要
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イノベーションの歴史

社会インフラ点検
道路やトンネルの老朽化に伴う安全管理が社会課題になっ

ています。路面の点検は、専用車両や人手での計測が主

流で、手間やコストがかかっていました。また、トンネル

の点検は高所作業車を利用し、目視での確認を行うため、

作業が危険な上、手間がかかっていました。リコーは一般

車両で路面やトンネルの状態を計測できる撮影システム

を開発し、AIで検出処理を効率化することで安心安全な

社会インフラ管理の実現を目指します。

完全固体型色素増感太陽電池
IoT（Internet of Things：モノのインターネット）社会に向けて、さまざまなモノ

にセンサーが搭載されることが予想されます。それらのセンサーを稼働させ

る自立型電源として環境発電素子への期待が高まっています。リコーは室

内の微弱な光でも高い発電性能を発揮する固体型の色素増感太陽電池を

世界で初めて開発。IoT社会における電力供給に貢献します。

社会課題解決に向けた技術開発

コア技術と独自のアイデアで社会課題の解決に貢献する新しい価値を生み出していきます。

「理研感光紙株式会社」として創業
創業者　市村　清
(1900年〜1968年）

カメラの大衆化の先駆け
「リコーフレックスⅢ型」を発売

カメラとしては初のベルトコンベア方式
による大量生産を実現

国内初となる「露光・現像一体型」の
卓上型ジアゾ湿式
複写機。事務機の分野へと進出。

世界初*のオフィス用高速ファクシミリ。
送信時間を、従来の6分から1分に短縮。
ファクシミリの普及に大きく寄与。

jp.ricoh.com/technology/詳しくはWEB

社会課題解決に向けた技術開発の一例をご紹介します─

ステレオカメラを複数台用いて、一度の
走行・撮影で「ひび割れ率」「わだち掘れ量」

「平たん性」を計測

人工知能（AI）により、ひびのレベルを自動判定
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イノベーションの歴史

社員が主役となる会社に

リコーは「働き方変革」を経営課題の最重要項目の一つとして位置づけ、全社活動として推進しています。ニューノーマルへ

の対応として、在宅勤務などのリモートワークを新しい働き方として標準化しました。社員が自律的に、働く時間や場所を選択

することで、柔軟な働き方が促進され「一人ひとりがイキイキと働き、個人およびチームとして最大のパフォーマンスを発揮

する」ことを目指しています。またリコーでは、挑戦する社員を後押しするさまざまな制度・仕組みを導入しています。事業共

創プログラム「TRIBUS 2020」は、日本初の社内外統合型のアクセラレータープログラムです。リコーグループのリソース

を活用しながら社内起業家とスタートアップ双方が切磋琢磨し、両者の知見・ノウハウを学び合いながら新たな事業を共創・創

造していくことを目指します。

高速デジタルフルカラー複写機。
デジタルカラーで世界最高速*と
なる毎分15枚を達成。

画像処理半導体。
高速化と消費電力の低減を両立
し、ソフトウェアにより動画の処
理を世界で初めて*実現

超短焦点プロジェクター。
本体の背面から投写面までは、
世界最短*わずか11.7cm　
狭いスペースでの利用が可能に

世界初*
撮影者の周りすべてを撮影できる全天球
カメラ。
水平方向や半天球だけでなく、撮影者を取り巻く
空間すべてをワンショットでキャプチャーできる
コンシューマー製品という意味において。（2013
年10月時点。リコーイメージング社調べ）

jp.ricoh.com/about/empowering-each-other詳しくはWEB

詳しくはWEB※日本初・世界初・世界最短は発売当時、同一ないしは同レベルの製品群において jp.ricoh.com/company/history/



数字で見るリコーグループ

90,141人
（2020年３月３１日現在）

グループ従業員数

5,914億円
(2020年３月31日現在）

時価総額

5.1%
(2020年３月期）

売上高研究開発投資比率

2兆85億円
（2020年３月期）

連結売上高

42,941件
(2020年３月31日現在）

国内外特許保有権利数

約200カ所
（2020年３月３１日現在）

事業エリア（国と地域）

4.3％
(2020年３月期）

ROE

56.6%
(2020年３月期）

海外売上高比率

世界第1位*
2019年出荷台数 （単機能コピー機を含む）

A3レーザーMFP／   
コピー機シェア

*出典: IDC’s Worldwide Quarterly 
Hardcopy Peripherals Tracker, 
2020 Q3, A3 Laser, MFP/SF DC, 
Speed Range A4 less than 91ppm, 
Share by Company CY2019

株式会社リコー
〒143-8555　東京都大田区中馬込1-3-6
Phone：03-3777-8111（代表）

会社基本情報 jp.ricoh.com/company/data/

リコーの歴史 jp.ricoh.com/company/history/

直近の決算・業績について jp.ricoh.com/IR/

社会的責任に関わる主な指標と実績 jp.ricoh.com/csr/data/

環境 jp.ricoh.com/environment

社会貢献 jp.ricoh.com/csr#anc04

採用 jp.ricoh.com/jobs/

詳しくはWEB

jp.ricoh.com/about/リコーについてはこちら jp.ricoh.com/jobs/採用ページはこちら

0109S-2101＜37061001＞43/P


