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　株主のみなさまには、ますますご清栄のこととお

喜び申しあげます。

　平素は格別のご支援を賜り、厚くお礼申しあげます。

　さて、当社第５７期（平成１４年４月１日から平成１５年

３月３１日まで）の営業の概況等につきましてご報告

申しあげます。

営業の概況
全般的概況

　当期のわが国の経済は、株価の下落やデフレ経済

の加速に加え、個人消費の低迷や国内需要の減少に

よる新規設備投資の抑制など、景気は極めて厳しい

状況で推移いたしました。

　このような一般景況のなかで、当社の関連市場で

ある金融市場につきましては、不良債権処理の加速

や新紙幣発行前の買い控えなど、設備投資が予想以

上の落ち込みとなり、需要は前期に比べ大きく減少

いたしました。流通市場につきましては、個人消費

が低迷するなかで百貨店・スーパーの需要は低調で

ありましたが、省人化投資に積極的な警備保障会社

やセルフ式ガソリンスタンドの需要は比較的好調に

推移いたしました。自動販売機市場につきましては、

株主のみなさまへ

市場が飽和状態であるたばこ販売機の需要減により

低調な推移となりました。遊技市場につきましては、

新店舗の出店や店舗内改装などの設備投資が抑制さ

れ、需要は全般的に低調な推移となりました。

　このような環境下にあって当社は、各市場におけ

るきめ細かなニーズに迅速に対応するため新技術の

研究と新製品の開発、生産の合理化・効率化に取り

組んでまいりましたが、厳しい外部環境のもとで売

上高が前期に比べて大幅に減少するなど、厳しい状

況でありました。この結果、当期の売上高は６６４億

３千１百万円（前期比１３．９％減）となりました。こ

のうち、国内の売上高は５９０億２千６百万円（前期

比１４．４％減）、輸出の売上高は７４億５百万円（前期

比９．７％減）となりました。利益につきましては、

製造経費の削減など売上原価率の改善に努力いたし

ましたが、売上高の大幅な減少が影響し、経常利益

は４１億７千２百万円（前期比１１．９％減）となりまし

た。当期利益につきましては、当社保有株式の時価

の下落により１７億７百万円の投資有価証券評価損を

計上いたしましたが、２２億９千９百万円の厚生年金

基金代行部分返上益を計上したため、２８億９千万円

（前期比３７．９％増）となりました。
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　なお、利益配当金につきましては、昨年１２月に１株

につき８円の中間配当を実施いたし、期末の利益配

当金は１株につき８円（年間は中間配当を含め１６円）

とさせていただきました。

会社が対処すべき課題

　当社は貨幣処理における世界のトップブランドを

目指し、当社のコア技術であります認識・識別技術、

メカトロ技術に一層の磨きをかけることによって市

場ニーズに対応した製品の開発を強力に推し進めて

まいる所存であります。

　なお、当面の課題といたしましては、平成１６年度

の上期中に発行が予定されております新紙幣の対応

につきまして、識別技術の確立と生産力の強化を図

るなど、万全の対策を実施し、お客様にご不便をお

掛けすることがないように最大限の努力をしてまい

りたいと考えております。同時に、国内で高い評価

をいただいております貨幣処理技術の海外展開につ

きましても、これまで以上に積極的に取り組んでま

いりたいと考えております。

　今後におきましても、グローリーグループの総力

を結集し、市場環境に迅速かつ的確に対応し、業績

の継続的な向上を図り、株主の皆様のご期待に応え

てまいる所存であります。

投資単位の引き下げについて

　当社は、投資家のみなさまに投資していただきや

すい環境を整えるため、平成１４年１２月１６日より、

１単元の株式の数を１，０００株から１００株に引き下げま

した。

　株主のみなさまには、今後ともなお一層のご支援、

ご鞭撻を賜りますようお願い申しあげます。

平成１５年６月

取締役社長　西野秀人
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■貨幣処理機及び 
　貨幣端末機部門 56.8％ 

■その他部門 
13.5％ 

■自動販売機及び 
　自動サービス機器部門 
　29.7％ 

その他 2.5％ 

その他 
4.3％ 

売上高 
66,431 
百万円 

金融 
31.4％ 

流通 
12.9％ 

海外 
10.0％ 

自販機 
7.9％　 

遊技 
17.5％ 

部門別概況 （注）当年度より、部門区分を変更しております。

… …………………………………………………

貨幣処理機及び貨幣端末機部門

　主要な市場は、金融市場、流通市場、海外市場であり、部門全体の売上高
は、その他の市場の売上高も含めて３７７億２千４百万円（前期比１４．８％減）
となりました。

金融市場 
　不良債権処理問題などによる業績不
振や新紙幣発行前の買い控えなどによ
り、設備投資が予想以上に落ち込み、
硬貨包装機やオープン出納システムの
販売は減少いたしました。さらに、
ＯＥＭ商品で金融機関の窓口用機器で
ある紙幣および硬貨入出金機やＡＴＭ
搭載用の硬貨入出金機の販売も減少
いたしました。この結果、当市場の売
上高は２０８億３千６百万円（前期比
２３．１％減）となりました。

流通市場 
　百貨店・スーパー向けの小型入金機
の販売は減少いたしましたが、セルフ
式ガソリンスタンド向けの小型現金管

理機や警備保障会社向けの売上金入金
機、スーパー・小売店向けのレジ釣銭
機の販売は増加いたしました。この結
果、当市場の売上高は８５億９千７百万
円（前期比７．８％増）となりました。

海外市場 
　米国の金融機関を中心に紙幣放出装
置の販売は増加いたしましたが、ユー
ロ通貨発行による特需が一段落した欧
州向けの紙幣計算機や硬貨包装機、カ
ジノ市場のコインレス化により需要が
低迷した米国向けの硬貨包装機の販売
は減少いたしました。この結果、当市
場の売上高は６６億４千２百万円（前期
比１１．６％減）となりました。

小型入金機〈DSS-200〉
　売上金の入金・集計・収納を１台で完結す
る無人入金ステーションです。売上金集配業
務を、警備会社等へ委託することも可能です。

預かり金計数釣り銭機〈RR-1〉
　預かり金の計数も、つり銭の払出しも、こ
れ１台でOK。レジでの現金管理を正確かつ
スピーディーに行います。
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自動契約受付機〈FVK-30〉
　金融機関の無人店舗で、初回取引の申込
みやカード発行など各種契約の受付を行う
製品です。

… ………………………………………………

小型入金機
〈DSS-200〉

自動販売機及び自動サービス機器部門 その他部門

　主要な市場は、自動販売機市場、遊技市場であり、金融市場、流通市場
にも、一部販売をいたしております。部門全体の売上高は、その他の市
場の売上高も含めて１９７億１千６百万円（前期比６．４％減）となりました。

　主にサービス・修理用部品であり、

２０００円札、新５００円硬貨の改造需要が
一部あった前期に比べて、販売は減
少いたしました。この結果、当部門
の売上高は８９億９千万円（前期比

２３．８％減）となりました。
自動販売機市場 
　業務提携による効果で券売機の販
売は増加いたしましたが、市場が飽
和状態であるたばこ販売機は、たば
こメーカーの設備投資の見直しによ
る需要減も影響し、販売は大きく減
少いたしました。この結果、当市場
の売上高は５２億７千５百万円（前期
比１７．１％減）となりました。

遊技市場 
　パチンコホールの新店出店や改装
工事の設備投資が抑制され、カウン
ター回りの機器である景品払出機や
玉計数機などの販売は減少いたしま
した。さらに、パチンコカード会社
向けのプリペイドカードシステムも

後半に入って需要が低迷し、関連機
器であるカード販売機やカード処理
機の販売は減少いたしました。この
結果、当市場の売上高は１１５億９千２
百万円（前期比９．０％減）となりま
した。

金融・流通市場 
　多能式の紙幣両替機につきまして
は、両替業務の有料化の動きに合わ
せて需要は堅調で、販売は増加いた
しました。

多能式紙幣両替機〈EN-100〉
　両替業務の有料化の動きに合わせて、需要
が増加。運用に合わせてカスタマイズできる
ため、効率的なサービスの展開が可能です。
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決算報告（単体）

貸借対照表（平成１５年３月３１日現在） （単位：百万円）

負債の部

流動負債  ……………………………………………17,073
　　支払手形  …………………………………………3,984
　　買掛金  ……………………………………………4,248
　　短期借入金  ………………………………………3,910
　　未払金  ……………………………………………1,843
　　未払法人税等  ……………………………………1,078
　　未払費用  ……………………………………………462
　　預り金  …………………………………………………51
　　賞与引当金  ………………………………………1,299
　　設備支払手形  ………………………………………185
　　その他流動負債  ………………………………………10
固定負債  ………………………………………………3,915
　　退職給付引当金  …………………………………3,441
　　役員退職引当金  ……………………………………474

負債合計  ……………………………………………20,989

資本の部

資本金  ………………………………………………12,892　
資本剰余金  …………………………………………20,629　
　　資本準備金  ………………………………………20,629　
利益剰余金  …………………………………………52,213　
　　利益準備金  ………………………………………3,223　
　　配当準備積立金  …………………………………3,000　
　　試験研究基金  ……………………………………2,000　
　　特別償却準備金  ………………………………………54　
　　別途積立金  ………………………………………39,300　
　　当期未処分利益  …………………………………4,636　
　　（うち当期利益）  …………………………………（2,890）
株式等評価差額金  …………………………………△△　　28　
自己株式  ……………………………………………△△　102　

資本合計  ……………………………………………85,605

負債及び資本合計  ………………………………106,595

資産の部

流動資産  ……………………………………………65,203
　　現金及び預金  ……………………………………26,058
　　受取手形  ………………………………………………14
　　売掛金  ……………………………………………20,945
　　有価証券  ……………………………………………930
　　製品  ………………………………………………6,405
　　材料  ……………………………………………………9
　　部品  ………………………………………………3,532
　　仕掛品  ……………………………………………4,463
　　貯蔵品  …………………………………………………33
　　短期貸付金  …………………………………………667
　　繰延税金資産  ……………………………………1,324
　　その他流動資産  ……………………………………839
　　貸倒引当金  ………………………………………△　20

固定資産  ……………………………………………41,392
　有形固定資産  ……………………………………21,891
　　建物  ………………………………………………8,924
　　構築物  ………………………………………………448
　　機械及び装置  ……………………………………1,334
　　車輌及び運搬具  ………………………………………28
　　工具器具及び備品  ………………………………2,829
　　土地  ………………………………………………8,177
　　建設仮勘定  …………………………………………148
　無形固定資産  ……………………………………1,650
　　ソフトウェア  ……………………………………1,628
　　その他無形固定資産  …………………………………22
　投資等  ……………………………………………17,850
　　投資有価証券  ……………………………………2,987
　　子会社株式  ………………………………………10,233
　　子会社出資金  ………………………………………363
　　長期貸付金  …………………………………………231
　　長期前払費用  …………………………………………87
　　繰延税金資産  ……………………………………2,915
　　その他投資等  ……………………………………1,031
　　貸倒引当金  ………………………………………△　　　0

資産合計  …………………………………………106,595
（注）１．記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
　　　２．有形固定資産の減価償却累計額　３２，９９６百万円
　　　３．１株当たりの当期利益　　　　　　　７７円３３銭
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当期未処分利益  ……………………4,636,443,794
特別償却準備金取崩額  ……………………9,744,000

　　　　　計  …………………………4,646,187,794

これをつぎのとおり処分いたしました。

　利益配当金  ……………………………296,593,144
　（１株につき８円）

　役員賞与金  ………………………………22,736,000
　（監査役分３，０８０，０００円を含む）

　特別償却準備金  …………………………97,380,000

　別途積立金  …………………………2,200,000,000

　次期繰越利益  ……………………2,029,478,650

（注）平成１４年１２月１２日に２９６，７３０，６１６円（１株につき８円）の
中間配当を実施いたしました。

利益処分 （単位：円）損益計算書（平成１４年４月１日～平成１５年３月３１日） （単位：百万円）

経常損益の部
営業損益の部
　営業収益  ……………………………………66,431
　　　売上高  ……………………………………66,431
　営業費用  ……………………………………63,300
　　　売上原価  …………………………………55,384
　　　販売費及び一般管理費  …………………7,916
　営業利益  ………………………………………3,131
営業外損益の部
　営業外収益  ……………………………………1,653
　　　受取利息  ………………………………………26
　　　受取配当金  …………………………………973
　　　雑収入  ………………………………………654
　営業外費用  ………………………………………613
　　　支払利息  ………………………………………38
　　　雑損失  ………………………………………575

経常利益  …………………………………………4,172

特別損益の部

　特別利益  ………………………………………2,331
　　　貸倒引当金戻入額  ……………………………32
　　　厚生年金基金代行部分返上益  …………2,299
　特別損失  ………………………………………1,962
　　　固定資産処分損  ……………………………233
　　　投資有価証券評価損  ……………………1,707
　　　その他特別損失  ………………………………21

税引前当期利益  …………………………………4,541
法人税、住民税及び事業税  ……………………1,810
法人税等調整額  …………………………………△　159
当期利益  …………………………………………2,890
前期繰越利益  ………………………………………2,042
中間配当額  ……………………………………………296

当期未処分利益  ………………………………4,636
（注）１．記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
　　　２．子会社との取引高　　売　　上　　高　　５４，１９７百万円
　　　　　　　　　　　　　　仕　　入　　高　　１５，９９７百万円
　　　　　　　　　　　　　　営業取引以外の取引高　　１，９８２百万円
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連結貸借対照表（平成１５年３月３１日現在） （単位：百万円）

資産の部

流動資産  …………………………………………110,505

　　現金及び預金  ……………………………………54,260

　　受取手形及び売掛金  ……………………………28,423

　　有価証券  ……………………………………………930

　　たな卸資産  ………………………………………21,781

　　繰延税金資産  ……………………………………2,997

　　その他  ……………………………………………2,263

　　貸倒引当金  ………………………………………△　150

固定資産  ……………………………………………53,571

　有形固定資産  ……………………………………34,100

　　建物及び構築物  …………………………………13,884

　　機械装置及び運搬具  ……………………………2,383

　　工具器具及び備品  ………………………………5,010

　　土地  ………………………………………………12,667

　　建設仮勘定  …………………………………………153

　無形固定資産  ……………………………………3,449

　　ソフトウェア  ……………………………………3,069

　　その他  ………………………………………………379

　投資その他の資産  ……………………………16,022

　　投資有価証券  ……………………………………6,507

　　繰延税金資産  ……………………………………4,499

　　その他  ……………………………………………5,020

　　貸倒引当金  ………………………………………△　　5

資産合計  …………………………………………164,077

負債の部

流動負債  ……………………………………………45,876

　　支払手形及び買掛金  ……………………………13,294

　　短期借入金  ………………………………………19,005

　　未払法人税等  ……………………………………2,951

　　賞与引当金  ………………………………………3,241

　　その他  ……………………………………………7,382

固定負債  ………………………………………………7,017

　　退職給付引当金  …………………………………5,602

　　役員退職引当金  …………………………………1,186

　　その他  ………………………………………………228

負債合計  ……………………………………………52,893

少数株主持分  …………………………………………497

資本の部

資本金  …………………………………………12,892

資本剰余金  ……………………………………20,629

利益剰余金  ……………………………………77,389

その他有価証券評価差額金  …………………………13

為替換算調整勘定  ………………………………△△　137

自己株式  …………………………………………△△　102

資本合計  …………………………………………110,686

負債、少数株主持分及び資本合計  ……………164,077

決算報告（連結）

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円）連結損益計算書（平成１４年４月１日～平成１５年３月３１日） （単位：百万円）

売上高  ………………………………………117,287

売上原価  ………………………………………75,571
売上総利益  …………………………………41,716
販売費及び一般管理費  ……………………33,074

営業利益  …………………………………………8,641

営業外収益  …………………………………………615
　　受取利息  …………………………………………45

　　受取配当金  ………………………………………59

　　賃貸収入  …………………………………………61

　　持分法による投資利益  …………………………94

　　その他の営業外収益  …………………………354

営業外費用  ………………………………………1,005
　　支払利息  ………………………………………276

　　たな卸資産廃却損  ……………………………573

　　その他の営業外費用  …………………………155

経常利益  …………………………………………8,251

特別利益  …………………………………………5,105
　　固定資産売却益  …………………………………94

　　厚生年金基金代行部分返上益  ……………4,760

　　その他の特別利益  ……………………………250

特別損失  …………………………………………2,654
　　固定資産除却損  ………………………………339

　　投資有価証券評価損  ………………………1,877

　　その他の特別損失  ……………………………436

税金等調整前当期純利益  ……………………10,702

法人税、住民税及び事業税  …………………4,368

法人税等調整額  ……………………………………374

少数株主利益（減算）  ………………………………56

当期純利益  ………………………………………5,902

（平成１４年４月１日～平成１５年３月３１日）

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

営業活動によるキャッシュ・フロー
　　税金等調整前当期純利益  …………………10,702
　　減価償却費  ……………………………………4,864
　　持分法による投資利益  …………………△　　　94
　　退職給付引当金の減少額  ………………△　 3,461
　　賞与引当金の減少額  ……………………△　　197
　　投資有価証券売却損  ……………………………176
　　投資有価証券評価損  …………………………1,877
　　受取利息及び受取配当金  ………………△　　104
　　支払利息  …………………………………………276
　　固定資産除却損  …………………………………339
　　会員権評価損  ………………………………………88
　　売上債権の減少額  ……………………………2,719
　　たな卸資産の増加額  ……………………△　　240
　　仕入債務の減少額  ………………………△　2,939
　　その他  ……………………………………△　　489
　　　　　　　　小計  …………………………13,517
　　利息及び配当金の受取額  ………………………105
　　利息の支払額  ……………………………△　　271
　　法人税等の支払額  ………………………△　3,918
　営業活動によるキャッシュ・フロー  ………9,433
投資活動によるキャッシュ・フロー
　　定期預金等の預入による支出  …………△　　210
　　定期預金等の払戻による収入  …………………259
　　有形固定資産の取得による支出  ………△　4,294
　　有形固定資産の売却による収入  ………………206
　　無形固定資産の取得による支出  ………△　　945
　　投資有価証券の取得による支出  ………△　1,974
　　投資有価証券の売却による収入  ………………393
　　子会社への出資による支出  ……………△　　501
　　その他  ……………………………………………133
　投資活動によるキャッシュ・フロー  …△△　6,933
財務活動によるキャッシュ・フロー
　　短期借入金の純減少額  …………………△　 1,303
　　長期借入金の返済による支出  …………△　　　42
　　配当金の支払額  …………………………△　　593
　　その他  ……………………………………△　　　85

　財務活動によるキャッシュ・フロー  …△△　2,024
現金及び現金同等物に係る換算差額  … △△　　　16
現金及び現金同等物の増加額  ……………………458
現金及び現金同等物の期首残高  ……………53,773
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加高  ……692

現金及び現金同等物の期末残高  ……………54,924
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携帯電話を利用した決済ビジネスをスタート！

において、携帯電話で支払いを行うことができます。

　当社は、今後の電子決済の拡大を見越してこのト

ライアルに参加し、当社製のプリペイドカード販売

機をクレジット決済の通信代行を行う当社の情報処

理センター「ＧＣＡＮセンター」に接続して実用性の

確認を行っております。

　決済手段は今後ますます多様化すると予想されま

すが、当社は次代が求める製品を積極的に生み出し、

いっそうの市場の拡大に努めてまいります。

　当社は、携帯電話を利用したクレジット決済対応

の自動販売機を開発いたしました。

　近年、携帯電話の普及は目覚ましく、その性能や

機能もどんどん進化しています。一方、決済手段の

多様化に伴い、電子決済の仕組みも急激な拡がりを

見せております。

　携帯電話を利用した決済もその１つで、現在、

ＫＤＤ Ｉ 株式会社やユーシーカード株式会社などのク

レジットカード会社により、“クレジット決済トラ

イアル（以下、「Ｋｅｉ‐Ｃｒｅｄｉｔ」トライアル）”が実施

されています。こ

れは、多目的　Ｉ　Ｃ

カードを搭載して

クレジットカード

機能等を持たせた、

いわゆる「第３世

代携帯電話」を利

用した実証実験で

す。利用者は、百

貨店やショッピン

グモール、オンラ

インショップ等の

トライアル参加店
「Kei-Credit」トライアル専用

プリペイドカード販売機

①希望商品のボタンを押します。

②携帯電話を操作し、通信部をかざします。

③赤外線通信により、決済が完了します。

どのようにして購入するの？？？？？？？？？？？？
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　一方、現金に加えて、プリペイドカードが使用で

きるガソリンスタンドでは、当社のＰカード販売機

〈ＰＳＶシリーズ〉やプリペイドカードで料金を精算

する際に使用するＰカードリーダライタープリンタ

〈ＰＳＰシリーズ〉なども活躍しております。

　激しい値下げ競争が続くこの業界では、今後生き

残りをかけて、さらにセルフ化が進んでいくものと

思われます。当社は、新製品も含め、順次市場の

ニーズに合った製品を投入し、ビジネスの拡大を

図ってまいります。

セルフ式ガソリンスタンドで活躍

　近年、ドライバーが自分で給油するセルフ式のガ

ソリンスタンドが急増しております。それに伴い、

小型現金管理機〈ＲＧシリーズ〉を始め、当社の製

品が活躍しております。

セルフ式ガソリンスタンドでの設置風景

です。当社の小型現金管理機〈ＲＧシリーズ〉は、

代金の入金からつり銭の払出しまでを自動化できる

ため、ご好評をいただいております。

　セルフ式のガソリンスタンドは、１９９８年の規制

緩和以来増加の一途をたどっており、特に昨年から

今年にかけては急増しています。それに伴い、この

〈ＲＧシリーズ〉の販売台数も年々増加し、スピー

ディーかつ正確な現金処理に貢献しております。

小型現金管理機〈RG-120EQ〉

　セルフ式ガ

ソリンスタン

ドでは、ドラ

イバーはまず

現金を投入し、

油の種類を選

んで給油を行

い、その後つ

り銭を受け取

るという方式
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株式の状況 平成１５年３月３１日現在

500,000株以上 
14.8％ 100,000株以上 

20.8％ 

50,000株以上 
7.6％ 

10,000株以上 
10.8％ 

5,000株以上 
2.9％ 

1,000株以上 
10.0％ 

1,000株未満 
1.6％ 

1,000,000株以上 
31.5％ 

所有数別 

個人・その他 
28.2％ 

外国人など 
20.1％ 

その他国内法人 
13.0％ 

政府および地方公共団体 
0.2％ 

金融機関 
38.3％ 

証券会社 
0.2％ 

所有者別 

株式の状況
　●会社が発行する株式の総数 128,664,000株

　●発行済株式の総数 37,118,105株

　●株主数 5,378名

 （前中間期末比　2,509名増）

持株比率（％）持株数（千株）株　　　　主　　　　名

5.52,051日本生命保険相互会社

4.51,679日本マスタートラスト信託
銀行株式会社（信託口）

4.21,561ザ　チエース　マンハツタン　バンク
エヌエイ　ロンドン

4.01,488ボストン　セーフ　デポズイツト　ビーエスデイーテイー
トリーテイー　クライアンツ　オムニバ

4.01,469龍田紡績株式会社

3.41,276株式会社三井住友銀行

3.11,169日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社（信託口）

2.71,009有限会社オノエインター
ナショナル

2.5909有限会社ウイニング

2.3869グローリーグループ
社員持株会

大　株　主

株式分布状況
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会社の概要 平成１５年３月３１日現在

＊印は、代表取締役であります。

役　　　　員（平成１５年６月２７日現在）

＊ 取締役会長 尾　上　壽　男
＊ 取締役社長 西　野　秀　人
  専務取締役 尾　上　勝　彦
  専務取締役 村　上　雅　俊
  常務取締役 大　上　邦　弘
  常務取締役 牛　尾　允　俊
  常務取締役 松　岡　則　重
 常務 取締役 船　引　祐　一
  取 締 役 松　下　秀　明
  取 締 役 尾　上　広　和
  取 締 役 橋　本　浩　一
  取 締 役 尾　上　佳　雄
  取 締 役 龍　田　信　也
  常勤監査役 有　吉　　　透
  常勤監査役 浦　川　輝　三
  監 査 役 上　羽　昭　夫
  監 査 役 安　平　和　彦

連　結　子　会　社
グローリー商事株式会社　　　　　　グローリーアイ・エス・ティ株式会社　　　　　　　　　
グローリー機器株式会社　　　　　　株式会社グローリーテクノ２４　　　　　　　　　　　　
北海道グローリー株式会社　　　　　GLORY　MONEY　HANDLING　MACHINES　PTE　LTD
Glory（U.S.A.）Inc.　　　　　　　　加西グローリー株式会社　　　　　　　　　　　　　　
グローリーサービス株式会社　　　　佐用グローリー株式会社　　　　　　　　　　　　　　
Glory GmbH　　　　　　　　　　　グローリーテック株式会社　　　　　　　　　　　　　
グローリー・リンクス株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

会　社　の　概　要
商　　　号　グローリー工業株式会社
　　　　　　　　　　　GLORY LTD.
設　　　立　昭和19年11月27日
資　本　金　12,892,947,600円
ホームページ　http://www.glory.co.jp

従業員の状況
従業員数　　男性　　　女性　　　　合計
　　　　　1,441名　　314名　　1,755名

事　　業　　所
●本社・姫路工場
　　　　　　〒670‐8567
　　　　　　兵庫県姫路市下手野一丁目3番1号
　　　　　　　ＴＥＬ（0792）97‐3131（代表）
　　　　　　　ＦＡＸ（0792）94‐6233
●東京本部
　　　　　　〒141‐8581
　　　　　　東京都品川区大崎五丁目4番6号
　　　　　　　ＴＥＬ（03）3495‐6301（代表）
●埼玉工場
　　　　　　〒347‐0004
　　　　　　埼玉県加須市古川二丁目4番地1
　　　　　　　ＴＥＬ（0480）68‐4661（代表）
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●株主メモ

 ■決算日 3月31日

 ■定時株主総会 6月中

 ■1単元の株式の数 100株

  （注）平成１４年１２月１６日をもちまして、

１単元の株式の数を１，０００株から

１００株に変更いたしました。

 ■公告掲載新聞 日本経済新聞

 ■名義書換代理人 株式会社だいこう証券ビジネス

 ■同事務取扱場所 〒541‐8583
  大阪市中央区北浜二丁目4番6号

  株式会社だいこう証券ビジネス

  本社証券代行部

　　　　（各種お問合せ） ＴＥＬ　� 　0120‐255‐100（無料）

  ※株式関係のお手続用紙のご請求は、

次の電話番号およびインターネット

で24時間承っております。

  　●手続用紙請求ＴＥＬ：

  　　� 　0120‐351‐465（無料）

  　●ホームページ　:　http://www.daiko-sb.co.jp

 ■同取次所 株式会社だいこう証券ビジネス

  全国各支社

 ■単元未満株式の 単元未満株式（１００株未満の株式）の

　　買取請求 買取請求は、名義書換代理人にてお取

り扱いしております。株券の保管振替

制度を利用して預託された単元未満株

式の買取請求は、預託窓口の証券会社

を通じてお申し出ください。



ホームページをリニューアルいたしました ホームページをリニューアルいたしました ホームページをリニューアルいたしました ホームページをリニューアルいたしました ホームページをリニューアルいたしました ホームページをリニューアルいたしました 

http://www.glory.co.jp

会社案内 
○会社案内、グローリーの足跡など。 

プレスリリース 
○新製品や株式などの 
　　プレスリリースはこちらから。 

製品・事業 
○探してみませんか？あなたの周りのグローリー。 

テクノロG 
○お金を数える・見分ける・束ねる。 
　グローリーの基本技術をご紹介。 

採用情報 
○採用に関する情報を随時掲載。 

http://www.glory.co.jp/ir/ir_home.html
投資家のみなさまへ 

経営方針、IR資料、決算情報等をタイムリーにお
届けいたします。 
また、名義書換等の株式事務に関するお手続き
についてもご案内しておりますので、どうぞご
活用ください。 



ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｌｏｒｙ．ｃｏ．ｊｐ

地球環境保護のために再生紙と大豆油インキを使用しています。 


