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リコーグループの概要

連結売上高
１兆7,585億円

従業員数
78,360人

（国内約29,400）

A3複合機・コピー機出荷台数
グローバルマーケットシェア

17％（1位）

海外売上⽐率
60％

関連会社数
224社

事業展開国数
198ヵ国・地域

業績は22年3月期
マーケットシェアは2020年実績
従業員・会社数は22年３月末時点 2



リコーグループの販売体制

■Ricoh Asia Pacific Pte Ltd.
（アジア・パシフィック 統括会社）

■Ricoh Europe PLC
（欧州極 統括会社）

■Ricoh USA, Inc.
（米州極 統括会社）

英 国

米 国

シンガポール

日 本

リコーグループは、日本、米州、欧州、アジア・パシフィックの4極体制により
全世界約200の国・地域で事業を展開しています。

■リコージャパン株式会社
（日本極 統括会社）

■株式会社リコー
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名称 リコージャパン株式会社（Ricoh Japan Corporation）
創⽴ 1959年5月2日
資本⾦ 25億円
代表者 代表取締役 社⻑執⾏役員 CEO 木村 和広
売上高 684,178百万円（2021年3月期）
従業員数 18,887名（2021年4月1日現在）
拠点数 351拠点（2021年4月1日現在）
認証取得 ISO 9001 品質マネジメントシステム

ISO 14001 環境マネジメントシステム
ISO/IEC 20000 情報技術サービスマネジメントシステム
ISO/IEC 27001 情報セキュリティマネジメントシステム など

認定
受賞など

リコージャパン岐阜支社 「Nearly ZEB」第三者認証取得（2019）
平成31年度「ZEBリーディング・オーナー」登録（一社 環境共創イニシアチブ）
健康経営優良法人2020 ホワイト500（大規模法人部門）
⼥性活躍推進法に基づくえるぼし（最上位3段階目︔2019年11月）
プラチナくるみん認定（2019年）
日経SDGs経営大賞2020 大賞
日経SDGs経営調査2020、2021 総合格付けトップ企業（偏差値70以上）
日本テレワーク協会テレワーク推進賞 会⻑賞（2021年2月）
地方創生テレワークアワード 地方創生大臣賞（2022年2月） など

会社概要
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リコージャパンの事業領域
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地方創生ヒストリー

地方創生専門組織として 「社会イノベーション部」 設⽴(リコージャパン)

●海⽼名駅⻄⼝まちびらき、リコー初の商業施設リコーフューチャーハウス開所
●初の包括連携協定の締結、自治体への人材派遣
●2016.7〜現在 リコーから内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局に人材出向

●2012.4 海⽼名駅⻄⼝開発、まちづくりに参画（株式会社リコー UDセンター）

⇒学生が就職活動前に閲覧、ブランディングに貢献

2015

2016

2017

2018

2019

2020

「地域の⼒×リコー」HPサイト開設

「7つのまちづくり」 テーマに重点

「SDGs」を軸とした「働き方改革」、「環境」、「防災/BCP」 を重点テーマに

⇒「にぎわい」「安⼼安全」「環境」「教育」「産業振興」「シニア」「男⼥共同参画」
７つのテーマごとの地方創生に資するソリューション展開

⇒GIGAスクール、MICE対応を考慮

2014.8 「消滅可能都市896」の発表（増田寛也氏）

〜2015.9 「地方版総合戦略書」の策定（全自治体）

2014.9 内閣に「まち・ひと・しごと創生本部」設置
2014.12 第1期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」閣議決定

2019.12 第2期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」閣議決定

●2018.4〜現在 リコー⼭下社⻑ 経済同友会 地方創生委員会 委員⻑に就任

●2019.6 内閣府主催「スーパーシティ スマートシティフォーラム2019」にリコージャパンブース出展

「教育」、「賑わい創出」 テーマを追加
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地方創生へのお役⽴ち領域

SDGs

働き方改革 環境 防災/BCP 教育 賑わい創出

重点お役⽴ち領域

２軸でのお役⽴ち

¥
¥
¥自治体

市⺠

地場
企業

大学・
学校

⾦融

メディア

NPO・
団体

⾏政運営の
効率化⽀援

地域の活性化
⽀援

 自治体へのお役⽴ち
 地場企業・団体

へのお役⽴ち
 住⺠へのお役⽴ち

 地球温暖化対策
 国土強靭化への対応
 補助⾦活⽤

 業務生産性の向上
 働き方改革への対応
 SDGsへの取り組み

オフィスの課題解決や社内実践で培ったノウハウ・知⾒を
社会課題の解決に応⽤

都道府県単位で保有する戦⼒、地元採⽤社員の “地域愛“ の活⽤
様々な分野、地域でのパートナーシップによる課題解決

なぜリコーが地方創生なのか︖
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連携協定締結状況

＜2022年４月時点＞
 協定締結数＝4７
 うち地方自治体＝3７

わかったこと

●自治体の方々から何でもご相談頂けるようになった。

●自治体の方々からの期待が変った
「こんなものがほしい」 から 「こんなことがしたい」 へ
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2036年、100歳を迎えるリコー。
はたらく歓びを、生きる歓びへ、つないでいくために。

“はたらく”に歓びを
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働き方変革
スタート

リモートワーク
加速

・リモートワーク制度導⼊
・サテライトオフィス整備
・Microsoft365導⼊

・東京五輪期間中の
本社クローズ発表
・全社一⻫リモートワーク、
本社クローズ試⾏

・オフィス系拠点では
出社率30％以下
・設計、生産部門でも
リモートワーク

新型コロナ対応
原則在宅勤務

「創ろう︕
My Normal」

・リモートワークを標準化、
制度拡大（2020年10月）
・自律的に時間と場所を
選べる柔軟な働き方

「創ろう︕
Our Normal」

・リモートと対面を組みあわせて、
チームとして最適な働き方を

働き方の選択肢が拡大
社員の満⾜度向上

組織・チームでの
コミュニケーションに課題、
対面の必要性への気づき

これまでの経験と
社員の創意工夫で対応

2017年4月

2019年6月

2020年3月

2020年7月

2021年11月

2036年ビジョン “はたらく”に歓びを

リコーの働き方変革の歩み
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2020年7月 「これからの働き方ガイド」をリリース

職種や仕事内容に合わせた柔軟な働き方のために、会社はその選択肢を増やす

夜のテレコンは在宅で。
自分時間もきちんと確保︕
空いた時間は子供と過ごす。

生産現場でもデジタル化を
進めてリモートで業務︕

自宅近くのカフェで集中︕
異なる環境でリフレッシュ。

お客様との打合せ後は
サテライトオフィスや公共
スペースを活⽤して直⾏直帰。

パフォーマンスを最大化
するために

「いつでも」「どこでも」勤務

例 例
・公共スペース勤務
・ワーケーション
・単身赴任解除

・フレックス対象者
制限なし
・コアタイムなし

ニューノーマルへの対応として、在宅勤務などリモートワークを新しい働き方として標準化
〜社員⼀人ひとりの生産性、生活・健康の質の向上を図り、「“はたらく”に歓びを」を実践〜
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Work Vacation 社会貢献(CSR)

事例１︓経営者による率先垂範

2021年4月、トップ自ら、北海道富良野市でワーケーション実証実験を実施

「コワーキングスペースで、在宅勤務と同様に仕事が進んだ。ランチタイムや休み時間の過ごし方にワクワク感があった。」
「地元の方々とのコミュニケーションは積極的に⾏い、そこから、新たな生き方に触れたり、共感する喜びを感じた。」
「バケーション側で得た知識や学びが、仕事に新たな視点やアイデアを加え、その相乗効果が人生を豊かにしてくれる気がした。」
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事例２︓富良野市でのワーケーショントライアル

2021年11月、入社2年目の社員12名が、富良野市で3泊4日の合宿研修型ワーケーションを実施

・リモートワークに加え、自然の中での
アクティビティや地域の方々との交流
を通じ、環境問題や地域課題に関
する理解を深めた。

・コロナ禍で、⼊社以来、交流が難し
かった同期メンバーとの関係構築に
繋がるきっかけにもなった。

リモートワーク 環境教育 高校生との交流

地域住⺠との交流 農業体験
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事例３︓単身赴任解除

単身赴任の解除により、仕事の生産性を維持しつつ社員の働きがいが向上
単身赴任をしていた286名のうち、18名が単身赴任を解除（2021年4月）

■リコー社員A（技術スタッフ／43歳）の事例

2021年3月、5年間続いていた単⾝赴任を解除し、
神奈川県海⽼名市から自宅のある茨城県ひたちなか市へ転居。
在宅勤務中⼼の働き方で、出社は月に1〜2回。

「家族と過ごせる時間が増えた。」
「毎日の散歩で環境の良さに気づき、地元への愛着が増した。」
「活動の自由度が広がり、仕事の生産性も高まった。」

終業後に息子さんと遊ぶ たまに庭のテントで仕事休憩時間に近隣を散歩
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事例４︓徳島県とリコージャパン徳島⽀社の連携

■2020年4月、徳島県庁内にコワーキングスペース「TOKUSHIMA Aworking AI」を開設

①ビジネススペースの提供
徳島駅および県庁周辺のコワーキングスペース、県外や遠隔地の
ビジネスマンの仕事場、情報共有の拠点、新ビジネス創出拠点。

②働き方改革の発信拠点
徳島県内の中小企業が、モバイルワークや会議スタイル変革、
ペーパーレス化など、働き方改革を相談する場、体感する場。

■2020年8月、徳島県「テレワークサポーターズ企業」に登録、県内企業のテレワーク促進に貢献

①新しい生活様式や働き方に対応したデジタルサービス
を提供し、業務の自動化・省⼒化の実現をお⼿伝い。

②私たちの働き方改革をモデル化し、新たな価値を生み
出す「働き方」へ、お⼿伝い。

③お客様に最適な製品・サービスを提供し、お客様の経
営課題の解決や企業価値の向上に貢献。

※「とくしまテレワーク応援隊」ホームページより
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内閣府主催 「地方創生テレワークアワード」を受賞

「地方創生テレワーク」が可能な制度があるというだけではなく、トップ自らの実践、ワーケーション、
単⾝赴任解除、自治体のサテライト環境構築支援など、広く活⽤している点を評価いただきました。

2022年2月18日
表彰式にて
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はたらく歓び
社員の

はたらく歓び
お客さまのEMPOWERING

DIGITAL

WORKPLACES

個々のはたらく人が、多様な働き方を選択肢としてもち、
⾃律的に選択しながらパフォーマンスの最⼤化を図る

2036年ビジョン - “はたらく”に歓びを -




