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長期経営ビジョン「VISION2022」 

グローバル化の
飛躍的拡大

IPの
ラインナップ強化

生産革新の
さらなる追求

多様な人材の連携と結集

ビジネス価値創造
の推進

海外の先進的な

ビジネスモデルや

先端技術を活用し、

顧客のグローバル展開を支援

価値提供の源泉となる、

高度な業務知識に

裏打ちされた

知的財産（IP＊1）の拡充

ビジネスモデルの変化と

安全・安心を両立させる

生産革新の追求

多様な個性や価値観を持ち、プロフェッショナリズムあふれる人材の連携と結集

お客さまのビジネス拡大に

直接貢献する

「ビジネスIT＊2」の強化に向けた

コンソリューションの推進

「 真 に 意 味 あ る イ ノ ベ ー ション 」の 共 創

未 来 社 会 の 創 発

より深い洞察力

業界や技術動向などの洞察に加え、お客さまの

イノベーションをリードする洞察をさらに深め

ます。未来を見極め、テクノロジーを使いこなし、

ビジネスのポテンシャルを具現化します。

＊1 IP（Intellectual Property）： NRI固有の業界ナレッジや業界標準のサービスなど、価値提供の源泉となる知的財産。 THE STARやBESTWAY等の“業界標準ビジネスプラットフォーム”もその一つ。

＊2 ビジネスIT： お客さまのビジネスの拡大に直接貢献するIT。 これに対して、お客さまの内部事務の効率化に資するITを「コーポレートIT」という。

より確かな実現力 

業務の効率化に最適なシステムの提案・運用は

もちろん、お客さまの事業の付加価値を伸ばす

「ビジネスIT」も提案。真にお客さまのためになる

システムを構築し、運用・改善し続けます。

よりオープンな共創力 

お客さまのビジネス現場や市場、社会のより多くの

人々から学び、先進的な研究機関や専門企業、

NPO／NGOなど、さまざまな仲間と思いを共有。

組織や言語、国境を越えて共創します。

NRIグループの企業理念は「未来創発」です。変化が激しく先の予測がつかないこの時代。社会をしっかりと見据え

ながら確かな未来を切り拓いていきたい。そのために、新しい価値を創造することで世の中に貢献したいと

私たちは願っています。

NRIグループは「未来社会創発企業」としてあくなき挑戦を続けていきます。

デジタルテクノロジーの劇的な進歩が、さまざまな

分野でのイノベーションを加速させ始めています。

しかし、長くお客さまのビジネスを支え、社会を変えて

いくような真に意味あるイノベーションは簡単に実現

できるものではありません。NRIは「未来社会創発

企業」として、創業以来50年を超える歴史の中で

独自の強みを積み上げてきました。それは、お客さま

や業界・社会に関する深い知見をもとに未来を洞察

する力、高い技術と強い意志でソリューションを創り、

これを磨き続ける中で価値を高めていく力、さらには、

お客さまとともに考え最適なサービスを生みだして

いく力です。こうした力をさらに高め、NRIはお客さまと

ともに真に意味あるイノベーションを実現し、日本

のみならずアジア、そして世界の発展に貢献してまいり

ます。

代表取締役社長　此本臣吾

企業概要 

社名：
株式会社野村総合研究所

従業員数:
6,130人（NRIグループ12,708人）
2018年3月末時点

資本金:
186 億円
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東証一部上場 創立50周年

NRI の沿革 2018年3月期連結売上高：4,714億円

NRI グループの海外拠点

NRI 私たちの過去、現在、未来
NRI. OUR PAST. OUR PRESENT. OUR FUTURE.

14カ国・地域

42拠点

アジア・オセアニア

億円

欧州北米 営業利益率：

13.8%

2018年4月時点

その他金融業等
394億円

コンサルティング
361億円

製造・サービス業等
807億円

保険業
518億円

金融IT  
ソリューション
2,518億円
53.4%

産業IT  
ソリューション
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コンサルタント

システムエンジニア

国内協力パートナー

中国オフショアパートナー

約1,200人

約10,000人

約7,000人

約3,500人

連結営業利益

¥ 651

真に意味あるイノベーションを
世界と共創するために、
NRIは、NRIを超えていく。

10年後に世間がやっていることを、いま、やれ。

世界は変化の中にある。非連続的で、不透明な時代。

だからこそ多くの有識者が未来予測に取り組んでいる。 

だが、NRIはこう考える。未来を予測するだけでは

意味がない。未来は自ら創り出してこそ価値がある。

それも、誰よりも早く。どこよりもダイナミックに。

10年先を、今こそかたちにしよう。

セグメント別売上高構成

証券業
1,184億円

銀行業
422億円

注）記載金額は、億円未満を切り捨てて表示。

その他
116億円

IT基盤サービス
301億円

流通業
608億円
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「 真 に 意 味 あ る イ ノ ベ ー ション 」の 共 創

未 来 社 会 の 創 発

より深い洞察力

業界や技術動向などの洞察に加え、お客さまの

イノベーションをリードする洞察をさらに深め

ます。未来を見極め、テクノロジーを使いこなし、

ビジネスのポテンシャルを具現化します。

＊1 IP（Intellectual Property）： NRI固有の業界ナレッジや業界標準のサービスなど、価値提供の源泉となる知的財産。 THE STARやBESTWAY等の“業界標準ビジネスプラットフォーム”もその一つ。

＊2 ビジネスIT： お客さまのビジネスの拡大に直接貢献するIT。 これに対して、お客さまの内部事務の効率化に資するITを「コーポレートIT」という。

より確かな実現力 

業務の効率化に最適なシステムの提案・運用は

もちろん、お客さまの事業の付加価値を伸ばす

「ビジネスIT」も提案。真にお客さまのためになる

システムを構築し、運用・改善し続けます。

よりオープンな共創力 

お客さまのビジネス現場や市場、社会のより多くの

人々から学び、先進的な研究機関や専門企業、

NPO／NGOなど、さまざまな仲間と思いを共有。

組織や言語、国境を越えて共創します。

NRIグループの企業理念は「未来創発」です。変化が激しく先の予測がつかないこの時代。社会をしっかりと見据え

ながら確かな未来を切り拓いていきたい。そのために、新しい価値を創造することで世の中に貢献したいと

私たちは願っています。

NRIグループは「未来社会創発企業」としてあくなき挑戦を続けていきます。

デジタルテクノロジーの劇的な進歩が、さまざまな

分野でのイノベーションを加速させ始めています。

しかし、長くお客さまのビジネスを支え、社会を変えて

いくような真に意味あるイノベーションは簡単に実現

できるものではありません。NRIは「未来社会創発

企業」として、創業以来50年を超える歴史の中で

独自の強みを積み上げてきました。それは、お客さま

や業界・社会に関する深い知見をもとに未来を洞察

する力、高い技術と強い意志でソリューションを創り、

これを磨き続ける中で価値を高めていく力、さらには、

お客さまとともに考え最適なサービスを生みだして

いく力です。こうした力をさらに高め、NRIはお客さまと

ともに真に意味あるイノベーションを実現し、日本

のみならずアジア、そして世界の発展に貢献してまいり

ます。

代表取締役社長　此本臣吾

企業概要 

社名：
株式会社野村総合研究所

従業員数:
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2018年3月末時点

資本金:
186 億円




