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当上半期の連結業績は、前年同期に比べ減収増益となりました。流通・

交通市場では、スーパーマーケット等におけるセルフレジへの移行の動

きが加速し、「レジつり銭機」の販売が増加いたしました。また、海外市

場でも、米国及び欧州において流通市場向け「紙幣硬貨入出金機」の販

売が増加いたしました。一方、金融市場では、前期にあった大口需要の

反動により販売は低調でありました。利益につきましては、保守売上高

の増加やプロダクトミックスの改善等により、大幅に増加いたしました。

下半期につきましては、金融市場では、少人数で運営のできる“次世代

店舗”の提案を加速し、流通・交通市場では、引き続き「レジつり銭機」

の販売に注力いたします。海外市場では、流通市場向け「紙幣硬貨入出

金機」に加え、金融市場向け「紙幣入出金機」の販売を拡大してまいり

ます。また、上半期に出資を行ったドイツ及びシンガポールのフィン

テック企業と、新たな現金処理ソリューションの創造に向けた取組みを

推進してまいります。

	 代表取締役社長

株 主 の み な さま へ
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財 務 ハ イライト

2020年３月期上半期
セグメント別売上高及び構成比（％）

１株当たり配当金

金融市場
223億円

海外市場
475億円

その他
25億円

流通・交通市場
254億円

売上高

前年同期比1.0％減

20.6

43.8
23.5

9.7

2.4

遊技市場
105億円

営業利益 親会社株主に帰属する四半期純利益

前年同期比27.1％増前年同期比28.6％増

（億円） （億円）

（円）

（億円）

配当方針及び当期の配当について

当社は、株主のみなさまに対する利益還元
を経営の重要課題と位置づけ、将来の事業
展開に備えた財務体質の維持・強化を図り
つつ、安定した配当を継続することを基本
方針とし、連結配当性向30％以上を目標に
配当を実施することとしております。上記方
針に基づき、中間配当につきましては、32円
とさせていただきました。なお、株主のみな
さまへの利益還元の充実のため、期末配当
を当初予想より２円増額し、１株あたり年間
66円を予定しております。

2016年
3月期
上半期

2017年
3月期
上半期

2018年
3月期
上半期

2019年
3月期
上半期

1,043 1,095
1,0231,041

2020年
3月期
上半期

1,085

2016年
3月期
上半期

2017年
3月期
上半期

2018年
3月期
上半期

2019年
3月期
上半期

20

38

21

30

2020年
3月期
上半期

48

2016年
3月期
上半期

2017年
3月期
上半期

2018年
3月期
上半期

2019年
3月期
上半期

61
70

83

67

2020年
3月期
上半期

90

5.9
6.4

8.2

6.5

売上高
営業
利益率
8.3（％）

2016年
3月期

2017年
3月期

2018年
3月期

2019年
3月期

82

646056

2020年
3月期

66

創業100周年
記念配当20

31

31 31 32

33 34
30

3027

29

（予想）

（予想）

（予想）

52.6

32.2
37.4

41.7
配当
性向
39.9（％）

■	中間	　■	期末
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特 集：

『 2 0 2 0 中 期 経 営 計 画 』の 達 成 に 向 けて

国内事業ハイライト

金融機関では、インターネット取引等の顧客接点の多様化に

伴い店舗の在り方が見直されるなど、“次世代店舗”への改革

に向けた動きが加速しております。当社は、日本の金融機関店

舗の今後10年を具体的に描いた「EvolBranch構想」を掲げ

ました。

さまざまな規模・スタイルの店舗を

具体的に描くとともに、店舗のコン

セプトに合わせた製品・サービスを

ご提案してまいります。当社は、金

融機関業務のさらなる効率化をサ

ポートし、金融機関の収益性向上に

貢献します。

金融機関の今後10年を描く「EvolBranch構想」

タイプ 大型店舗 中型店舗 小型店舗 機械化店舗

店舗の位置づけ エリア母店・ 
フルバンキング店舗

商工小口取引 個人相談 セルフ

コンシェルジュを配置
し、来店客の来店目的を
お聞きして的確な窓口
へ誘導。

「 オ ープン出 納 システ
ム」、「重要物管理機」を
導入し、出納レス・金庫
室レスを実現。

Point
2

Point
1

Point
2

Point
2

Point
2

Point
1 Point

1

青和信用組合京成小岩支店の	
“次世代店舗”イメージ

信用組合で初の来店顧客主導型の“次世代店舗”を実現 
〜セルフ化の推進により相談業務に注力〜

2019年７月、青和信用組合京成小岩支店様が信用組合で初の“次世代店舗”をオープンしま

した。「顧客主導型店舗の構築」をコンセプトに、来店されたお客さま自身が機械を操作して

入出金等を行うセルフスタイルの構築や、将来的には離れた店舗にいる金融サービス専門ス

タッフとの遠隔相談を可能にする個別ブースの設置を行うなど、来店客の利便性向上と同

支店の業務効率化のサポートをさせていただきました。

3 GLORY REPORT



海外事業ハイライト

欧米を中心とする流通店舗では、人手不足や人件費の高騰等の経営課題の解決

に向けた、店舗業務の合理化・効率化への動きが加速しており、レジの精算業務

やバックオフィスでの売上金精算業務を効率化する「CASHINFINITY」シリー

ズの販売が大型スーパーマーケットを中心に拡大しています。また、セルフ運用

することで衛生的に効率よく精算ができる当シリーズは、飲食店や専門店におい

てもその実力を発揮します。当社は、レストランやホテル等の飲食店、薬局等の	

専門店など新たな業態獲得に向けて展示会を開催しており、利用シーンを想定

したデモンストレーションを通じ導入のメリットをお客さまに体感いただいて	

おります。引き続き、本シリーズのアピールを積極的に行い、さらなる販売拡大に

努めてまいります。

精算業務をスマートにする「CASHINFINITYTM」を
もっと多くの流通店舗へ

バックオフィスイメージ	
紙幣硬貨入出金機＜CI-100＞

流通小売業世界第６位のSchwarz Groupへ 
「CASHINFINITY」シリーズの導入が決定

「CASHINFINITY」シリーズの高い品質と当社の持つ現金管理ノウハウや充実したメンテナ

ンス体制が評価され、ドイツに本拠地を置く流通小売業世界第６位のSchwarz Group（以

下、シュワルツグループ）に導入が決定いたしました。

当下半期よりシュワルツグループの保有するスーパーマーケット各店へ順次導入してまいり

ます。
CASHINFINITYはグローリー株式会社の登録商標（日本、欧州、米国　他において）です。

ドイツのハンブルクで開催した
ケータリング市場向け展示会
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「手ぶら決済」の実証実験を開始
当社は、金融機関や流通店舗などで

発生する本人確認手続きを効率化す

る「本人認証プラットフォーム」の実用

化に向けた取組みを推進しています。その第１弾として、「顔」と「声」

を組み合わせた手ぶら決済サービス「BioPay」の実証実験を、東京及

び姫路の社員向けコンビニエンスストアなどで実施いたしました。

本実証実験は、代金支払いの際、カメラ付きタブレット端末に顔をか

ざして表示されたキーワードを発話すると、事前に登録したデータと

照合し決済するものです。本実証実験の結果を踏まえ、本人認証を

する際に「顔」と「声」という複数の認証方法を組み合わせることへの

有用性や利便性の検証を行うとともに、実用化に向けた課題の洗い

出しを実施しております。

本実証実験を皮切りに、本プラットフォームの実用化を加速させて

まいります。

『2020中期経営計画』では、新事業ドメインの創出に向けた種まきを進めております。一部の取組みを紹介いたします。

新事業ハイライト

タブレット端末に向かってキーワードの「BioPayで決済」と発話するだけで
手ぶらでの決済が完了

特 集：

『 2 0 2 0 中 期 経 営 計 画 』の 達 成 に 向 けて

「待たずにラク〜だ」スペシャルサイトを開設

会計業務をもっとラクに。会計待ちをゼロに。

医療費を「後払い」にすることで会計処理業務の大幅な自動化・
効率化を実現。
患者さまの会計待
ちを解消する先進
のキャッシュレス 
ソリューションです。

https://www.glory.co.jp/rakuda/WEB

小売店舗のレジを通じた現金処理ソリューション
を展開するCash Payment Solutions GmbH 
及びSOCASH PTE. LTD.の株式を取得

当社は、小売店舗のレジで公共料金の支払い等を可能にする「現金

決済プラットフォーム」を展開するドイツのCash	Payment	Solutions	

GmbH（現地小売店舗16,000店舗と提携）の株式を取得し、子会社

化することを決定いたしました。

また、小売店舗のレジから現金を出金する「キャッシュアウトサービ

ス」を展開するシンガポールのSOCASH	PTE.	LTD.（現地小売店舗

1,400店舗と提携）へ出資いたしました。本サービスにより利用者

は、銀行へ行くことなく最寄りの小売店で現金を入手できるようにな

ります。

当社は、両社とともに、金融店舗や流通店舗の垣根を超え、社会全体

で効率的な現金の流れを創り出すことを目指してまいります。
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会 社 情 報  （2019年９月30日現在）

会社概要 株式の状況 

商号 グローリー株式会社
GLORY	LTD.

設立 昭和19年（1944年）11月27日

資本金� 12,892,947,600円

ウェブサイト https://www.glory.co.jp

従業員数 3,520名（連結	9,318名）

本社 〒670-8567	兵庫県姫路市下手野一丁目３番１号
TEL：079-297-3131（代表）

事業所

本社・本社工場	 （兵庫県姫路市）
東京本部	 （東京都千代田区）
品川事業所	 （東京都品川区）
埼玉工場	 （埼玉県加須市）
姫路物流センター	（兵庫県姫路市）
支店等	 ９支店、39営業所、30出張所、
	 ３サービスセンター

グループ会社 56社（うち海外42社）

発行可能株式総数 150,000,000株

発行済株式の総数 68,638,210株※

（自己株式	7,865,997株を含む）

株主数 9,954名（前期末比	743名増）

■�政府・地方公共団体 0.2%

■�金融機関 32.3%

■�金融商品取引業者 0.9%

■�その他の法人 7.9%

■�外国法人等 27.1%

■�個人・その他 31.6%

役員一覧 大株主

取締役

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

馬渕		成俊

小谷		　要

原田		明浩

社外取締役 井城		讓治

内田		純司

監査役

常勤監査役 長島		正和

藤田		　亨

社外監査役 濱田		　聡

加藤		恵一

株主名 持株数
（千株）

持株比率
（%）

日本生命保険相互会社 3,427 5.0

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 3,098 4.5

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 2,393 3.5

グローリーグループ社員持株会 2,244 3.3

株式会社三井住友銀行 2,100 3.1

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９） 1,605 2.3

タツボーファッション株式会社 1,500 2.2

STATE STREET CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM44 1,284 1.9

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口５） 1,111 1.6

グローリー取引先持株会 1,044 1.5

（注）	上記のほか、当社が所有している自己株式7,865,997株があります。

発行済株式総数
68,638,210株

※		なお、当社は、2019年11月29日付で、自己株式500万株の消却を行い、発行済
株式の総数は、63,638,210株（自己株式	2,865,997株を含む）になりました。

所有者別株式分布状況
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本誌の特集P.３「国内事業ハイライト」でご紹介しております。�
金融機関及び金融機関を利用されるお客さまの双方にメリットのある�
店舗づくりをご提案してまいります。

株主メモ
事業年度 ４月１日から翌年３月31日まで
定時株主総会 毎年６月に開催いたします。

基準日

定時株主総会	 ３月31日
期末配当	 ３月31日
中間配当	 ９月30日
その他必要があるときは、あらかじめ公告して定めます。

単元株式数 100株
上場証券取引所 東京証券取引所	市場第一部
証券コード 6457

公告方法

電子公告によります。ただし、事故その他やむを得ない事
由によって電子公告による公告をすることができない場
合は、日本経済新聞に掲載して行います。
［公告掲載URL］	https://www.glory.co.jp

株主名簿管理人／特別口座の口座管理機関 三菱UFJ信託銀行株式会社

（各種お問合せ先／郵便物送付先）

三菱UFJ信託銀行株式会社	大阪証券代行部
〒541-8502	大阪市中央区伏見町三丁目６番３号
TEL：	0120-094-777（通話料無料）
受付時間		９：00～17：00（土、日、祝祭日、年末年始を除く）

（ウェブサイトアドレス） https://www.tr.mufg.jp/daikou/

ご注意
1.	株主さまの住所変更、買取請
求その他各種お手続きにつき
ましては、原則、口座を開設さ
れている口座管理機関（証券会
社等）で承ることとなっており
ます。口座を開設されている
証券会社等にお問合せくださ
い。株主名簿管理人（三菱UFJ
信託銀行）ではお取扱いできま
せんのでご注意ください。

2.	特別口座に記録された株式に
関する各種お手続きにつきま
しては、三菱UFJ信託銀行が口
座管理機関となっております
ので、左記特別口座の口座管
理機関（三菱UFJ信託銀行）に
お問合せください。なお、三菱
UFJ信託銀行全国各支店でも
お取次ぎいたします。

3.	未受領の配当金につきまして
は、三菱UFJ信託銀行本支店で
お支払いいたします。

株主さまからのご意見を紹介します

あなたは当社の株式に対して 
どのような方針をお持ちですか

第73期「グローリーレポート」でのアンケートにご協力いただきありがとうございました。
みなさまからの貴重なご意見を活かし、IR活動のさらなる充実に努めてまいります。

株主さま向け
アンケート結果のご報告

Q

金融機関の“次世代店舗”について具体的に教えてください。

個人投資家向け説明会の開催を希望します。

あなたが当社の株式を購入された 
理由は何ですか

（複数回答）

Q

現在は関西及び関東で説明会を開催しておりますが、
今後はその他地域での開催も検討してまいります。
当社の最新情報をお届けするメール配信サービス等でご案内しております。

将来性� 51％
安定性� 37％
事業内容� 35％
収益性� 25％
独自性� 19％

買い増し� 8％
長期保有� 70％
売却� 4％
未定� 17％

「IRメール配信登録」のご案内はこちら

スマートフォン、タブレットなどで
こちらのQRコードを読み取り、ぜひご登録ください。
https://www.glory.co.jp/ir/dir_net/
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