
人と社会の「新たな信頼」を
創造する
リーディングカンパニーへ

会社案内

グローリーは国産初となる硬貨計数機を世に送り出して以来、通貨処理機のパイオニアとして

金融、流通・交通業界など幅広い市場に、業務の改善に役立つ数々の製品を送り出してきました。

そこで磨き抜いてきた独自の技術は日本国内だけでなく、広く世界に展開されており、

さらにセキュリティー意識が高まる現代社会において、次代のソリューションに結びつこうとしています。

私たちは「絶えず世の中にないもの、人の役に立つものをつくり続ける」という創業時より受け継いできた精神で、

これからも次の時代に求められる価値を創造し、社会の発展に貢献いたします。
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サービスコネクトセンター

金融 海外

遊技

流通・交通
飲食

社員
食堂

生体
認証

ＳＩ
事業

病院

選挙

オープン出納システム
金融機関の営業店舗における現金処理
業務の効率化と厳正化をサポートする
当社の主力製品。

紙幣両替機
機内の現金を自動で再計算する自動精
査機能を搭載し、両替業務と両替機管
理業務の負担を大幅に軽減。

電子記帳台
タッチペンで簡単・楽 ・々スピーディーに
伝票記入が行え、お客さまの待ち時間
短縮に貢献。

マルチドキュメントスキャナー
さまざまな帳票のイメージデータエント
リー作業に対応。事務作業の効率化と
集中管理を可能にするパソコン一体型
高性能スキャナー。

紙幣硬貨入出金機
窓口担当者が現金の入出金時に使用。
入金した紙幣や硬貨を出金に利用する
リサイクル機能を搭載。

重要物管理機
厳格な使用者照合機能に加え、操作履
歴を厳正に管理。重要物管理の負担を
大きく軽減。

紙幣･硬貨つり銭機
レジカウンターに設置し、お客さま自身
で代金の支払いとつり銭の受け取りが
可能。

窓口用紙幣入出金機
従来のテラー操作型だけでなく、多様
化する銀行店舗のセルフ化ニーズにも
対応した新しい紙幣入出金機。

各台計数ユニット
遊技をしながらその場で出玉計数が可
能。カラー液晶（LCD）タッチパネルを
搭載し、操作性がさらに向上。

賞品保管機
賞品の自動計数をはじめ、パチンコホー
ルの店舗運営に欠かせない賞品交換・
管理業務を大きくサポート。

紙幣入金整理機
混合金種の紙幣をそのままセットする
だけで、金種分類・表裏方向整理・正券
損券分類などの処理が可能。

つり銭機
預かり現金の計数、つり銭の払い出しや
包装硬貨の管理まで、レジ現金のトータ
ル管理を実現。

ハイブリッド入金機
店舗の売上金の早期確定と業務効率向
上を実現。現金だけでなく、商品券も入
金可能。

売上金入金機
売上金の入金・集計・収納を1台で完
結。安全・確実な入金業務をサポート。

タッチパネル式券売機
大型ディスプレーにメニュー画
面を自由にレイアウト可能な
タッチパネルを搭載。

オートレジスター
容器に取り付けたICタグで各
メニューを管理、トレーをレジ
に置くだけで、メニューの金額
や栄養素を瞬時に自動計算。

診療費支払機
会計システムと連動し、診療費
の支払いを自動化。完全セルフ
タイプで会計待ち時間を短縮。

顔認証システム
高度な通貨処理技術から生ま
れた独自のアルゴリズムを採
用。業界で最高クラスの認証精
度を実現。

投票用紙分類機
手書き文字を瞬時に読み取り、
毎分660枚のスピードで投票
用紙の分類・計数が可能。

協働型ロボットSI事業
自社で培った生産技術ノウハウを
生かし、SI（システムインテグレー
ター）として協働型ロボットによる自
動化ラインのシステム構築を支援。

D X
事業

DMPサービス「BUYZO」
店舗などのオフラインデータを収集・
分析し、オンラインデータと融合するこ
とで、お客さまのマーケティング施策や
プロモーション効果の最大化を実現。

銀行
クレジット会社
証券会社
企業
官公庁

自動決済端末
電子マネー端末
通貨処理機
イメージ処理機
自動販売機

ブラウザWeb

サービスコネクトセンターは、安全性、信頼性さらには迅速性を確保した情報処理センター
です。デビットカード（銀行のキャッシュカード）やクレジットカード、電子マネーで、商品や
利用料金の支払いを可能にするサービスや、当社製品との接続による各種情報を、パソコ
ンや携帯電話のウェブブラウザから利用できるサービスなどを提供しています。

私たちは「求める心とみんなの力」を結集し、
セキュア（安心・確実）な社会の発展に貢献します

経営理念

企業理念

● 絶えざる開発の心で、お客さまから信頼される製品とサービスを提供します
● 個性の尊重とチームワークにより、活力ある企業グループをつくります
● 良き企業市民として行動し、社会との共存・共生に努めます

電子マネー/クレジット一体型端末
各種電子マネーやクレジットカードな
ど、多彩な決済手段にオールインワンで
対応。

ターミナルロッカー

※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

IC乗車券やQRコード※を鍵として利用。
駅やスーパーなどで商品を受け取れる
宅配ボックスもラインナップ。

紙幣硬貨入出金機 
レジ売上金の入金とつり銭準備金の出
金を１台で対応。現金取り扱い業務の
無専任化を推進。
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ひとつ上の接客品質へ。
ゆとりを生み出し、

トラブルを未然に防止。
人の手を介さないため

待ち時間を最小限に。
業務の自動化により

安心できるサービスを。
さまざまな場面で

人がすることに完璧はなく、とくにお金を扱う業務には、トラブル発生のリスクがつきまといます。流通

店舗などでは人の介在によるリスクをいかに抑えるかが課題となっています。正確にお金を取り扱う

グローリーの製品を活用することでトラブル発生を未然に防ぐことができます。

飲食店などではスタッフがお客さまとお金のやりとりをすることがあります。グローリーの製品が

あれば、スタッフはお金に触れる必要がなく、よりスムーズに、より衛生的にサービスを提供する

ことができます。

05 06

金融機関などでは、接客サービスの品質をいかに高めるかが重要な課題となっています。ミスなく、圧

倒的なスピードで通貨を処理するグローリーの製品を導入いただくことで、窓口担当者は物理的・心

理的負担から解放され、目の前のお客さまへのサービスをより充実させることができます。

病院などの会計窓口では、待っておられる方の待ち時間をできるだけ短くしたいもの。お金を高速で

正確に処理できるグローリーの製品を導入することで、会計を自動化でき、待ち時間の解消と事務作

業の大幅な効率化が実現できます。

「私たちの最先端技術はお客さまにプラスαの価値を生み出します。」



お客さまにプラスαを生み出す

グローリーの　　つの強み3

セキュア
（安心・確実）な
社会の発展に

貢献
信頼性に
最高水準を求める

研究開発力
「認識・識別技術」と「メカトロ技術」が
グローリー独自のコアテクノロジー

顔認証などの生体認証技術をはじめ、
最先端技術の研究を積極的に推進

私たちが通貨処理機のパイオニアとして、多くのお客さまから信頼をいただき、社会のさまざまな場面で活躍できる理由は、
これまでの歩みの中で築き上げてきた、グローリーならではの３つのポイントにあります。

O u r  
S t r e n g t h

国内外のお客さまと
直接向き合う

グローバル
ネットワーク

O u r  
S t r e n g t h

企画・開発から販売・保守まで
トータルに関わり問題を解決する

一貫体制

O u r  
S t r e n g t h

国内約100拠点でお客さまの声をお聞きし、
課題に応えるソリューション提案を実施

世界の20カ国以上に現地法人を設置し、
100カ国以上の多様なニーズに対応

すべてのバリューチェーンで
お客さまに満足していただける事業を推進

各部門が緊密に連携することによって、
お客さまへ最大価値を提供
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新しい社会の常識を実現していく
高精度の顔認証システムも開発

F O C U S !

より安全な社会を実現するため、近年では顔・指紋・静脈などによる「生体認証
技術」への関心が高まっています。グローリーは通貨処理で培った認識・識別技
術を活用し、個人の特徴を「平均顔」と比較して捉える独自の技術を開発。加齢
や化粧、髪型などによる顔の変化への対応を可能にし、さらにさまざまな環境下
において確実に認証できるシステムの開発に成功しました。

通貨処理機のパイオニアとしてのプライドを持ち、
グローリーはつねに世界の金融機関や流通店舗などの
課題を解決する製品を開発し続けています。
これからも社会に役立つ画期的な新製品・新技術を
生み出すことにチャレンジし続けます。

信頼性に
最高水準を求める

研究開発力

O u r  
S t r e n g t h

グローリーがこれまで社会に送り出してきた、お金を
「見分ける」「数える」「束ねる」などの機能は、コア技
術である「認識・識別技術」と「メカトロ技術」から成
り立っています。この２つのコアテクノロジーこそが、
私たちの最大の強みと言えるでしょう。

■ 世界に誇るコアテクノロジー

紙幣・硬貨
識別技術

記番号
認識技術

帳票OCR
技術

手書き文字
認識技術

紙幣・硬貨
繰出技術

紙幣・硬貨
搬送技術

紙幣・硬貨
選別技術

紙幣・硬貨
集積技術

紙幣・硬貨
包装技術

認識・識別技術

真偽を見抜く技術は
通貨から生体認証へ

メカトロ技術

人間の繊細な動きを
驚きのスピードで

通貨処理という極めて厳正な条件下
で認識・識別技術を研鑽。画像パター
ンを高速演算処理で照合して真偽を
見分けることが可能です。この技術は
現在、通貨処理以外の用途でも活用
されています。

機械工学と電気工学を融合させ、こ
れまで人の手でしか行えなかった細
やかな作業や極めて複雑な作業を驚
くべきスピードで処理。小型化、多様
化、省エネ化に向けてさらなる技術開
発を積み重ねています。

生体認証
技術
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■ ヨーロッパ ■ アジア・オセアニア
● Glory Global Solutions (Singapore) Pte. Ltd. ［シンガポール］
● Glory Global Solutions (Australia) Pty. Ltd. ［オーストラリア］
● Glory Global Solutions (New Zealand) Ltd. ［ニュージーランド］
● Glory Global Solutions (South Asia) Pvt.Ltd. ［インド］
● Glory Global Solutions (Malaysia) Sdn.Bhd. ［マレーシア］
● Glory Global Solutions (Shanghai) Co., Ltd. ［中国］
● Glory Currency Automation India Pvt. Ltd. ［インド］
● PT. Glory Global Solutions Indonesia ［インドネシア］
● Glory Global Solutions (Hong Kong) Ltd. ［香港］
● 光栄電子工業（蘇州）有限公司［中国］
● ＧＬＯＲＹ （ＰHＩＬＩＰＰＩＮＥＳ），ＩＮＣ．［フィリピン］
● ＧＬＯＲＹ ＩＰＯ Ａｓｉａ Ｌｔｄ．［香港］
● 光栄華南貿易（深圳）有限公司［中国］

● グローリーサービス株式会社
● 北海道グローリー株式会社
● グローリーＩＳＴ株式会社
● グローリーナスカ株式会社
● 株式会社グローリーテクノ２4
● グローリーエンジニアリング株式会社
● 株式会社日本決済情報センター

海外

● 販売・保守  ● 開発・製造

● 販売・保守  ● 調達・製造

世界30カ国以上に直販・直メンテナンス網を展開し、100カ国以上に製品を提供

国内
100カ所以上のサービス拠点で全国のお客さまに対して満足の高い対応を

グローリーのビジネスの基本は、お客さまに「安心」を提供すること。
そのため綿密なサポート体制を構築して世界100カ国以上のお客さまをしっかりと支えます。
国内自社拠点のほか、グループ会社の連携も生かし、
世界各地域のネットワークを構築し、お客さまの信頼に応えます。

国内外のお客さまと
直接向き合う

グローバルネットワーク

O u r  
S t r e n g t h

■ 北米・南米
● Glory Global Solutions Inc. ［アメリカ］
● Revolution Retail Systems, LLC［アメリカ］
● Glory Global Solutions (Canada) Inc. ［カナダ］
● Glory Global Solutions (Brasil) Máquinas e 
　 Equipamentos Ltda. ［ブラジル］
● Glory Global Solutions (Colombia) S.A. ［コロンビア］
● Glory Global Solutions (Mexico) 
　 S.A.P.I DE C.V. ［メキシコ］

● グローリープロダクツ株式会社
● グローリーＡＺシステム株式会社
● グローリーシステムクリエイト株式会社
● グローリーフレンドリー株式会社
● グローリーメカトロニクス株式会社

● Sitrade Italia S.p.A. ［イタリア］
● Glory Global Solutions Ltd. ［イギリス］
● Glory Global Solutions (France) S.A.S. ［フランス］
● Glory Global Solutions (Belgium) N.V./S.A. ［ベルギー］
● Glory Global Solutions (Germany) GmbH ［ドイツ］
● Glory Global Solutions (Netherlands) BV ［オランダ］
● Glory Global Solutions (Spain) S.A. ［スペイン］
● Glory Global Solutions (Switzerland) A.G. ［スイス］
● Glory Global Solutions (Portugal) S.A. ［ポルトガル］
● Glory Global Solutions RUS, LLC ［ロシア］
● Glory Global Solutions (Ireland) Ltd. ［アイルランド］
● Glory Global Solutions Nakit Otomasyon 
　 Teknolojileri Ltd. Sti. ［トルコ］
● Acrelec Group S.A.S.［フランス］
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お客さまの声に耳を傾け、
ご要望の一歩先の解決策を立案

他社にはない独自の技術を
緊密な連携によって追求していく

競争力確保を意識して、
安定調達と原価の低減を追求

国内外各拠点のネットワークで、
最適な生産体制を構築

市場ニーズを確実に把握し、
必要なソリューションを迅速に提供

安定した稼働・運用のために
万全のサポート体制を構築

新たなビジネスモデルの開拓、および次世代製品
の創造に向けて取り組んでいるのが企画部門で
す。開発・製造・販売などの他部門との緊密な連携
を強みとして多面的な市場情報を入手し、新たな
製品やソリューションの企画を行っています。

必要とされるタイミングに、他社より付加価値
の高い製品を提供できるよう調達部門では強
固な調達サプライチェーンを構築。部材・部品な
どの安定調達と製品の原価の低減という2つの
ミッションに取り組んでいます。

ますます多様化するお客さまのニーズにお応え
し、喜ばれる製品の開発を目指し、金融、流通・
交通、遊技、海外の市場ごとに新たな製品・ソ
リューションを追求。開発各部門が連携し合う
ことにより、新たな技術獲得に挑んでいます。

グローバルビジネスに最適な生産体制を構築
しつつ、モノづくりの原点である「品質の良いも
のを、安く、タイムリーに作る」ために絶え間ない
改善を実施。さらに競争力を高めるため、次世
代の自働化も積極的に推進しています。

全国100カ所以上のサービス拠点に約1,000
名のテクニカルスタッフを配置。製品を購入いた
だいたお客さまにつねに安定した稼働・運用を
提供するため、定期点検による故障の予防と、訪
問修理による素早い復旧に取り組んでいます。

全国の直接販売網を通じて市場の情報を細か
く入手し、お客さまのニーズに合わせた提案・販
売を行います。お客さまの保有するグローリー
製品をネットワークで接続してサポートを行う
新たなビジネスモデルの構築も目指しています。

企画 開発 調達 生産 販売 保守

すべてを自分たちで手掛ける。
それは、グローリーが持つ大きな強みの一つです。
お客さまのご要望に応じて、独自の製品を開発。
生産体制を工夫することで品質と価格を最適化。
さらに販売後も、サポートを継続しながら
より優れたシステムを追求。
こうした一貫体制の中で社会に求められる
価値を創造し続けます。

P.15 P.16 P.17 P.18 P.19 P.20

O u r  
S t r e n g t h

企画・開発から販売・保守まで
トータルに関わり問題を解決する

一貫体制
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新たなビジネスモデルの開拓、および次世代
製品の創造などに向けて取り組んでいるのが
企画部門です。開発・製造・販売などの他部
門との緊密な連携を強みとして多面的な市
場情報を入手し、新たな製品やソリューショ
ンの企画を行っています。長年に渡って市場
成長がほぼ横ばいの国内では、いかにお客さ
まのニーズをつかみ、新たな柱となる事業を
実現するかを最重要ミッションと捉え、他社
協業も視野に入れた柔軟な発想で企画を推
進しています。また自社のシーズを生かした生
体認証事業を速やかに確立していくことも、
近年の重要なテーマの一つです。海外におい
ては、国内向け製品の速やかな海外展開を推
進しつつ、世界のさまざまな国々や地域の特
性にマッチする独自の製品の企画にも積極的
に取り組んでいます。

グローバル化が進む中、ますます多様化するお客さ
まのニーズにお応えし、喜ばれる製品の開発を目指
し、金融、流通・交通、遊技、海外の4つの市場ごと
に新たな製品・ソリューション開発を実施していま
す。他社にはない独自の価値を提供し続けていくた
めに、当社の強みであるコア技術（認識・識別技術、
メカトロ技術）を磨く部門、システムのプラット
フォーム化を進める部門を備えると共に、将来の技
術の芽を育てる研究開発センターとも連携して新
たな技術獲得に挑んでいます。また開発拠点は、日
本以外にもスイス、ポルトガル、アメリカ、中国など
に設けており、国内外合わせておよそ1,000名の技
術者が製品開発に従事。このグローバルな開発体
制が、「グローリーならではの技術」を生み出してい
ます。

一歩先行く未来の製品の実現

新たなビジネス
モデルの創造

次世代の礎になる
製品の創造

各市場ごとに
中長期企画を
立案・製品化推進

生体事業の確立

お客さまの声に耳を傾け、ご要望の一歩先の解決策を立案

企画

O u r  S t r e n g t h 一貫体制

他社にはない独自の技術を緊密な連携によって追求していく

開発

■ 企画推進ビジョン

■ For Active and Creative Engineers! を
　合言葉に新たな技術の獲得に挑戦

ソフトウェアの
開発力強化

技術のプラット
フォーム化

コア技術の
開発力強化

競争力のある製品の開発 開発スピードアップ

各部門の連携により
市場ニーズを把握

他社協業により
オープンイノベーションを実践

テストマーケティングにより
商品化プランの精度アップ
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生産準備における課題解決は、
製造部・部品製造部・電装部で

新技術開拓

お客さまが必要とされるタイミングに、他社より
付加価値の高い製品を提供できるよう調達部門
では部材・部品などの安定調達と製品の原価の
低減という2つのミッションに取り組んでいます。
まず安定調達については、持続可能な社会に貢
献する企業としてCSR調達の要求に応えると共
に、突発的に発生する自然災害などの事態に対し
ても確実に備えられる強固な調達サプライ
チェーンを構築。各調達拠点において、各取引先
とのミーティングなどを繰り返し実施し、円滑な
取引のための関係強化を図っています。また製品
の原価の低減については、各子会社の調達部門
と緊密に連携することで、グループ全体で効率的
な調達プランを作成し、購買力の継続的向上を
目指しています。

お客さまに満足していただける製品をお届けする
ため、グローバルビジネスに最適な生産体制の構
築が課題となっています。本社工場、埼玉工場を
中心にグループ内の生産工場が一体となり、モノ
づくりの原点である「品質の良いものを、安く、タイ
ムリーに作る」をつねに念頭に、絶え間ない改善
を行っています。また、より生産力を高めるため、
産業用ロボットと付加価値の高い双腕ロボットを
連携させる次世代のモノづくりにも積極的に取り
組み、成果を上げています。
 

製品の原価の低減

サプライヤー市場 グローリーグループ

効率的な購入プランにより

安定調達
緊密なネットワークにより

調達機能

競争力確保を意識して、安定調達と原価の低減を追求

調達

国内外各拠点のネットワークで、最適な生産体制を構築

生産

O u r  S t r e n g t h 一貫体制

■ 2つの目的に挑戦し、価値を追求

■ 万全な生産体制を整え、スムーズな量産移行を実現

品質 コスト 納期

本社工場・埼玉工場にて
生産品質の作り込み、
生産体制の確立

万全な生産準備を実施し、
各生産拠点での
垂直立ち上げの実現

［ 開発部門 ］ ［ 量産部門 ］

17 18



全国の直接販売網を通じて市場の情報を細かく
入手し、お客さまのニーズに合わせた提案・販売
を行います。近年では製品販売からソリューショ
ン提案へとお客さまの要望が変化してきているた
め、お客さまの保有するグローリー製品をネット
ワークで接続することにより、現金のフロー、ス
トックを常時把握し、より効率的な業務構築をサ
ポート。新たなビジネスモデルの構築を目指して
います。またコア技術である「認識・識別技術」を
駆使し、生体認証などセキュリティー性の高いビ
ジネス環境の構築にも貢献。さらにお客さまに総
合的なソリューションを提供するため、クオリティ
の高いシステム営業員の育成にも重点を置いて
取り組んでいます。

製品を購入いただいたお客さまに、つねに安定した稼働・
運用を提供するため、グローリーの保守は、「FAST」
主義を掲げています。日本国内100カ所以上のサービス
拠点に約1,000名のテクニカルスタッフを配備しており、
お客さまからのご連絡は、コールセンターにて365日24
時間受付。定期点検による故障の予防と、訪問修理に
よる素早い復旧に取り組んでいます。近年では、これまで
以上にお客さまの業務課題の解決に寄り添ったサービス
として、教育代行サービスやモニタリングによる「事務量
の見える化」なども手掛けています。こうしたサービス
対応の精度を高めるために保守教育制度を設け、ハード・
ソフトウェア商品の保守対応スキルの育成や技術レベル
別カリキュラム、ウェブトレーニングなどを実施してい
ます。また、海外においては20カ国以上に設置した現地
法人と100カ国以上の代理店によるメンテナンス網で
世界で活躍するグローリー製品をサポートしています。

市場ニーズを確実に把握し、必要なソリューションを迅速に提供

販売

安定した稼働・運用のために万全のサポート体制を構築

保守

O u r  S t r e n g t h 一貫体制

通貨処理業務に関するニーズ
セキュリティー確保に関するニーズ
マルチ決済に関するニーズ

etc

お客さま視点での商品企画
ニーズをソリューション提案へ
ニューテクノロジーとの融合
未知の領域への挑戦

［ ニーズ把握 ］ ［ 提案力強化 ］
直接販売網を活用して 新たな課題解決を構想し

■ お客さまに寄り添い、ソリューション提案を実施

■ グローリーの保守は「FAST」主義
私たちはより早く（Fast）、より的確に（Accurate）、
より誠実に（Sincerity）をつねにこころがけ（Think）
お客さまの安心と信頼、満足にお応えしてまいります。

お客さま

より早く
Fast

つねにこころがけ
Think

より誠実に
Sincerity

より的確に
Accurate
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社会に必要とされる企業であるために。

環境負荷の低減と地球資源の保護をグローバルに展開し、地球環境の “確かな未来” に貢献します。
当社グループは持続可能な社会の実現に向けて「製品」「事業」「意識」の3つの分野を柱とする環境ビジョンを策定し、
「地球温暖化の防止」や「化学物質の管理・削減」、「資源の有効活用」、「生物多様性の保全」を重要課題として掲げています。
この環境ビジョンに基づき、グループ全体で取り組みを進めています。

健全で効率的な企業経営を推進し、積極的に社会貢献活動を行います。
すべてのステークホルダーの皆さまに信頼され、支持される企業経営を推進することにより、
継続的な企業価値の向上を目指しています。良き企業市民として地域に根差した活動を続けているほか、
国際社会への貢献、多様性を尊重する職場づくりも進めています。

科学体験教室 親子体験教室

環境への取り組み 企業市民としての取り組み

グローリーは地域における小学生の健全な育
成に貢献することを目的に、さまざまな取り組
みを行っています。代表的な取り組みの一つ
が、1995年に設立した「グローリー小学生育
成財団」によるスポーツ・芸術・文化に関する
事業です。創造力の芽を育てる「科学体験教
室」や、純真で豊かな心を育てる「親子体験教
室」「こども劇場」などを実施しています。

次世代の育成支援

グローバル企業として、社会貢献活動にも意欲的に取り組んでいます。7カ国のグループ社員が
サハラ砂漠に住む遊牧民の子どもたちへの寄付を行っているほか、2015年より開催されている
「世界遺産姫路城マラソン」に協賛。さらに本社内の社員食堂は「TABLE FOR TWO（TFT）」
プログラムに対応しており、食事代金の一部が開発途上国の子どもたちの学校給食として
寄付されています。

社会貢献活動

姫路城マラソンのランナーをサポート 日替わりで提供されるTFTメニュー サハラ砂漠の子どもたち支援

2011年度より生物多様性の保全・維持を目的に、「グローリー夢咲きの森」（兵庫県姫
路市）や長野県の山林にて森林整備活動などに取り組んでいます。2015年度は「グ
ローリー夢咲きの森」で生物調査を実施し、カヤコオロギやアオゲラなど、県指定の貴
重種10種の生息を確認。グループ全体で環境保全活動を推進しています。 森林整備活動の様子 調査で確認されたカヤコオロギ

生物多様性保全活動

循環型社会に貢献するため、2008年11月に「産業廃棄物広
域認定制度（第158号）」の認定を取得。使用済みになった
製品のリサイクルにも取り組んでいます。回収した製品は、当
社が契約を結ぶ処理委託先によって素材ごとに分別された
後、建築資材向けの鋼材などにリサイクルされています。 素材ごとに分別 マテリアルリサイクル（鋼材）

リサイクルの推進

使用済み製品の回収

全社的に省エネルギー活動を積極的に推進しています。とくに製造拠点では環境負荷
の少ない空調や照明の導入、高効率燃料への転換など設備面での省エネルギー活動
を推進しています。大規模な設備を更新する際には、太陽光発電やLED照明などの採
用、設備アセスメントによる環境配慮型の製造設備の導入を進めています。

生産時のCO2排出を削減

本社工場の太陽光発電 姫路パーツセンターのLED照明

製品のライフサイクルにおける環境負荷の低減を目指し、環境に配慮した製品の開発
を進めています。スーパーマーケット、飲食店、専門店などで使われる紙幣硬貨入金機
「DSS-500」は従来機に比べて使用時の消費電力量を約33%削減しました。またリサ
イクル可能率92%を達成しています。

環境に配慮した製品の開発
DSS-500

■ 紙幣硬貨入金機

G-エコ製品：「消費電力量
低減率従来機比15%以
上」「製品含有化学物質
規制対応」など当社独自
の基準を満たした製品。
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ショールームのご案内

業界のニーズに応える最新の「GLORY Solution」を体験していただけます。金融ゾーンでは、さらなるセルフ化・自
動化で実現する「超効率型店舗」、リテールゾーンでは、厳正な店内キャッシュフローを実現する「キャッシュリンク」
などを展示。また、世界100カ国以上の金融・流通業界向けに提供している最新の海外製品もご覧いただけます。

グローリーの技術を、直に触れてお確かめください

明日のビジネスモデルを創り出すグローリーブランドスクエア。

GLORY BRAND SQUARE

創業から今日に至るまでのグローリーの歩みと、時代とともに進化した独自の技術をご覧いただけます。
社会の発展に貢献し続けるグローリーの「歴史」とそれを支える「技術」、そしてグローリーの  
新しい可能性を感じていただける空間となっています。

グローリーの「歴史」と「技術」を体感。

GLORY NEXT GALLERY［ 本社 ］

［ 東京本部 ］
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会社概要

グローリー株式会社
〒670-8567　兵庫県姫路市下手野1-3-1
www.glory.co.jp

1918年（大正7年）3月
1944年（昭和19年）11月
12,892,947,600円
東京証券取引所　プライム市場
3,506名（グループ連結：10,677名）（2022年3月31日現在）

86社（2022年3月31日現在）

通貨処理機・セルフサービス機器の開発・製造・販売・保守、電子決済サービス、生体認証ソリューション、
ロボットSI等の提供
独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局、日本銀行、
全国金融機関、百貨店、スーパーマーケット、交通機関各社、
国内外たばこメーカー、全国レジャー施設
ISO9001、ISO14001、
ISO27001（決済・データサービス統括部 /システム開発統括部 /モニタリングセンター）
格付投資情報センター（R&I）
発行体格付　A（2021年6月17日付）

役員一覧（2022年6月24日現在）

業績推移（連結）

商号
本社
URL
創業
設立
資本金
上場証券取引所
従業員数
連結子会社数
事業内容

主要取引先

ISO認証取得

格付情報

社外取締役　　　　　　　　井城　讓治

社外取締役　　　　　　　　内田　純司

社外取締役　　　　　　　　イアン・ジョーダン

取締役（常勤監査等委員） 藤田　　亨

社外取締役（監査等委員） 濱田　　聡

社外取締役（監査等委員） 加藤　恵一

代表取締役会長 尾上　広和

代表取締役社長 三和　元純

取締役 尾上　英雄

取締役 小谷　　要

取締役 原田　明浩

取締役 藤田　知子

企業情報

■営業利益／売上高営業利益率
　（百万円）　　　　　　　　　　　　　　　　　　(%)

■純資産
　（百万円）

■親会社株主に帰属する当期純利益
　（百万円）

■自己資本利益率（ROE）
　　   (%)

■売上高
　（百万円）

■総資産
　（百万円）



▪国内開発・製造系
　グローリープロダクツ株式会社
　グローリーAZシステム株式会社
　グローリーシステムクリエイト株式会社
　グローリーメカトロニクス株式会社
　グローリーフレンドリー株式会社
　他1社

▪国内販売・保守系
　グローリーサービス株式会社
　北海道グローリー株式会社
　グローリーIST株式会社
　グローリーナスカ株式会社
　株式会社グローリーテクノ24
　グローリーエンジニアリング株式会社
　株式会社日本決済情報センター
　他3社

▪海外製造系
　光栄電子工業（蘇州）有限公司
　GLORY （PHILIPPINES）, INC.
　GLORY IPO Asia Ltd.
　光栄華南貿易（深圳）有限公司
　他1社

▪海外販売・保守系
　Sitrade Italia S.p.A.
　Glory Global Solutions Ltd.
　Glory Global Solutions (France) S.A.S.
　Glory Global Solutions (Belgium) N.V./S.A.
　Glory Global Solutions (Germany) GmbH
　Glory Global Solutions (Netherlands) BV
　Glory Global Solutions (Spain) S.A.
　Glory Global Solutions (Switzerland) A.G.
　Glory Global Solutions (Portugal) S.A.
　Glory Global Solutions RUS, LLC
　Glory Global Solutions (Ireland) Ltd.
　Glory Global Solutions Nakit Otomasyon Teknolojileri Ltd. Şti.
　Glory Global Solutions Inc.
　Revolution Retail Systems, LLC
　Glory Global Solutions (Brasil) Máquinas e Equipamentos Ltda.
　Glory Global Solutions (Colombia) S.A.
　Glory Global Solutions México, S.A. de C.V.
　Glory Global Solutions (Singapore) Pte. Ltd.
　Glory Global Solutions (Australia) Pty. Ltd.
　Glory Global Solutions (New Zealand) Ltd.
　Glory Global Solutions (South Asia) Pvt. Ltd.
　Glory Global Solutions (Canada) Inc.
　Glory Global Solutions (Malaysia) Sdn. Bhd.
　Glory Global Solutions (Shanghai) Co., Ltd.
　Glory Currency Automation India Pvt. Ltd.
　PT. Glory Global Solutions Indonesia
　Glory Global Solutions (Hong Kong) Ltd.
　Acrelec Group S.A.S.
　Unified Financial Limited
　他44社

事業所

（2022年6月24日現在）

支店等

グループ会社

▪

▪

▪

▪

▪

▪

本社 • 本社工場

東 京 本 部

品 川 事 業 所

埼 玉 工 場

姫路物流センター

姫路パーツセンター

〒670-8567 兵庫県姫路市下手野1-3-1 

〒101-8977 東京都千代田区外神田4-14-1 

〒141-8581 東京都品川区大崎5-4-6 

〒347-0004 埼玉県加須市古川2-4-1 

〒671-2137 兵庫県姫路市夢前町野畑550-2 

〒671-2137 兵庫県姫路市夢前町野畑550-1 

TEL.（079）297-3131

TEL.（03）5207-3100

TEL.（03）3495-6301

TEL.（0480）68-4661

TEL.（079）336-3005

TEL.（079）337-6511

ネットワーク

東北支店
■青森営業所
■盛岡営業所
■秋田営業所
■山形営業所
■郡山営業所
■八戸出張所
■ー関出張所
■福島出張所
■大館サテライトオフィス
■庄内サテライトオフィス
■いわきサテライトオフィス

東海支店
■沼津営業所
■静岡営業所
■浜松営業所
■岐阜営業所
■三重営業所
■豊田出張所
■東三河出張所
■西三河出張所
■四日市出張所
■富士サテライトオフィス
■高山サテライトオフィス
■東濃サテライトオフィス

近畿支店
■石川中央営業所
■富山営業所
■福井営業所
■京都営業所
■神戸営業所
■姫路営業所
■奈良営業所
■和歌山営業所
■滋賀北出張所
■茨木出張所
■尼崎出張所
■北近畿出張所
■田辺出張所
■堺サービスセンター
■舞鶴サテライトオフィス
■大阪東サテライトオフィス
■新宮サテライトオフィス

関東支店
■水戸営業所
■宇都宮営業所
■つくば出張所
■関東北出張所
■熊谷出張所
■越谷出張所
■所沢出張所

上信越支店
■新潟営業所
■長野営業所
■長岡出張所
■松本出張所
■上越サテライトオフィス
■佐久サテライトオフィス
■飯田サテライトオフィス

首都圏支店
■横浜中央営業所
■立川営業所
■千葉営業所
■甲府営業所
■沖縄営業所
■世田谷出張所
■東京東出張所
■武蔵野出張所
■船橋出張所
■柏出張所
■木更津出張所
■相模原出張所
■厚木出張所
■湘南出張所
■東京西サービスセンター
■東京南サービスセンター
■横須賀サテライトオフィス
■東関東サテライトオフィス
■新宿サテライトオフィス
■渋谷サテライトオフィス

中国支店
■岡山営業所
■松江営業所
■福山出張所
■小郡出張所
■津山サテライトオフィス
■鳥取サテライトオフィス
■浜田サテライトオフィス
■下関サテライトオフィス

四国支店
■徳島営業所
■松山営業所
■高知営業所
■宇和島サテライトオフィス

九州支店
■北九州営業所
■佐賀営業所
■長崎営業所
■熊本営業所
■大分営業所
■宮崎営業所
■鹿児島営業所
■久留米出張所
■佐世保サテライトオフィス




