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情報開示の考え方：
当社は、グループ企業行動憲章において「適時、適切に、
必要な企業情報を開示するとともに、広く関係先とのコ
ミュニケーションを図ります。」と定めています。これを情
報開示の基本姿勢におき、株主・投資家をはじめとする
あらゆるステークホルダーの皆様に、適時、適切に当社
グルー プに関する重要な情報を開示してまいります。
 

予測・見通しに関する注意事項：
この冊子に掲載されている計画、見通し、戦略などのう
ち歴史的事実でないものは、将来に関する見通しであり、
これらの情報は、公表日現在入手可能な情報であるか、
または合理的と判断される一定の前提に基づき作成され
ています。従って、様々な要因によりこれら見通しと大き
く異なる結果になりうることを、ご承知おきください。
 

報告期間：
2015年度（2015年1月～2015年12月）
なお、定性的情報については、2016年1月から同年3月
までの情報についても、一部掲載しています。
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日本電気硝子 企業理念体系　                                                                                                 2015年12月1日制定

わたくしたちは、“文明の産物”の創造を通して社会に貢献するという創業の精神を、 
企業理念の底流をなすものと位置付けています。 

【企業理念】

「ガラスの持つ無限の可能性を引き出し、
モノづくりを通して、豊かな未来を切り拓きます。」
わたくしたちは、創業の精神を企業活動の根本に据え、持続的成長を図るべく企業理念を定めました。
ガラスは、材料設計・溶融・成形・加工といった技術により、様々な特性や機能を持たせることができる優れた素材です。
ガラスの持つ新しい可能性を引き出し、社会や生活をより快適に、より豊かにしたい、そんな想いを込めています。 

スローガン　

【目指すべき企業像】

「世界一の特殊ガラスメーカー」
わたくしたちは、特殊ガラスの分野で、人材、技術、モノづくりにおいて世界一の企業になることを目指しています。
同時に、従業員が仕事に誇りを持ち、企業活動を通して社会に貢献する存在でありたいと考えています。
わたくしたちの考えるモノづくりは、自然との共生を基本として、
最先端の技術開発、最高水準の品質、高効率の生産、潤沢な製品供給を実践することです。 

【大切にしている価値観】
・お得意先第一             お得意先のご要望を理解し、そのご要望にどこまでもお応えすること。
・達成への執念             執念をもって、課題を為し遂げること。
・自由闊達                    前例にとらわれない自由な発想と、部門や世代にとらわれない自由な発言を尊重すること。
・高い倫理観                 いかなる局面においても、常に高い倫理観を持って誠実に行動すること。
・自然との共生             自然と共存することを常に意識し、環境負荷の低減に努めること。



ごあいさつ
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2015年度は、取締役会長 有岡雅行・社長 松本元春の新体制の下、業績
の反転攻勢を目指し、事業に取り組んでまいりました。結果として、売上高
は想定をやや下回ったものの、営業利益ベースでは増益となり、前年度まで
の減益傾向に歯止めをかけることができました。

近年、社会や技術の進化とともに当社を取り巻く事業環境や事業のポートフォ
リオも大きく変化を遂げました。こうした状況を踏まえ、当社は昨年新たな「企
業理念体系」を制定し、企業としてのルーツを再確認するとともに、目指すべき
方向性を明確化しました。そしてこの度、2018年度を最終年度とした中期経営
計画「EGP2018  （Electric Glass Prospects 2018）」を策定し、「企業理念体系」
の下で定めた「目指すべき企業像」“世界一の特殊ガラスメーカー”の実現に向けて、
その第一歩を踏み出しました。
「EGP2018」の眼目は「成長」にあります。成長のドライバーは、ディスプレイ

用ガラス以外の事業（ガラスファイバ、電子部品用、医療用等）であり、ディス
プレイ用ガラスに偏らない、バランスの取れた事業ポートフォリオの構築を目指し
ます。そのために、M&Aや他社との協業、事業化を見据えた研究開発など、よ
り具体的な成長に向けての取り組みを積極的に進めてまいります。

2016年度は、「EGP2018」の初年度であり、極めて重要な年となります。経
済環境は、中国の景気動向や原油価格の動向など先行き予断を許さぬ状況です
が、業績目標を達成するべく全力をあげてまいります。

取締役会を代表し、株主の皆様をはじめ、お客様、お取引先様、従業員その
他のステークホルダーの皆様の日頃のご支援に対し、心からの感謝を申し上げる
とともに、引き続き、当社グループへのご理解とご支援を賜りますよう何卒よろ
しくお願い申し上げます。

2016年5月

日本電気硝子株式会社
取締役会長

社長

「世界一の特殊ガラスメーカー」を目指して

日本電気硝子アニュアルレポート2015
取締役会長　有岡雅行（左）　社長　松本元春（右）



設備投資                           減価償却費
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10年間の主要連結財務データ
日本電気硝子株式会社及び連結子会社
※2014年12月期は、決算期変更により2014年4月1日から2014年12月31日までの9か月となっています。                                                                                                                                                                                                                                                                     （百万円。別途記載のあるものを除く）

                                                                           2007/3                      2008/3                      2009/3                      2010/3                                                     2011/3                        2012/3                       2013/3                      2014/3                      2014/12※                 2015/12 
経営成績

売上高                                                           ¥336,410                   ¥368,267                  ¥335,662                   ¥332,387                                                ¥390,195                   ¥338,214                   ¥287,303                   ¥252,548                   ¥192,692                  ¥ 251,177 
営業利益                                                            84,585                    100,882                      76,416                       98,426                                                  117,471                      61,638                       24,967                       16,170                        5,223                      22,034 
当期純利益                                                        40,358                      50,668                      21,831                       54,926                                                    68,608                      19,408                      10,603                      12,431                         5,938                         9,636 

減価償却費                                                        38,041                       38,843                      46,134                       48,167                                                    52,698                      54,784                       46,104                      35,890                       28,419                       37,153
設備投資                                                          100,414                     107,283                     102,050                       93,079                                                  110,024                      98,787                       37,486                      46,962                      45,213                      49,211
研究開発費                                                          4,481                        5,108                        5,051                         3,588                                                      4,552                        6,464                        6,833                        6,920                        5,526                         6,183

財政状態
総資産                                                           ¥519,707                   ¥588,030                   ¥588,413                  ¥646,443                                               ¥692,622                  ¥687,069                   ¥697,385                   ¥707,021                   ¥731,184                  ¥726,937
流動資産                                                         208,719                    238,858                     200,062                     228,625                                                  238,908                    224,415                     243,576                     247,502                    264,001                     267,429 
有形固定資産                                                   274,683                     318,527                     362,859                    385,169                                                  417,422                    420,311                     395,375                     393,750                     397,273                    386,012
流動負債                                                          198,308                    189,606                     165,640                     153,873                                                  142,326                    135,199                      88,038                      86,969                      82,700                    105,399 
有利子負債                                                       116,295                      96,766                     129,882                      99,827                                                    94,272                      86,812                    102,604                       99,492                     109,140                    109,730  
純資産                                                             276,555                     347,785                     352,744                    406,306                                                  468,037                    475,736                     495,294                     510,807                    522,577                    519,801

キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー                 ¥107,784                  ¥102,429                  ¥  89,873                  ¥118,720                                                ¥133,390                   ¥  83,736                   ¥  55,111                    ¥  46,699                   ¥  38,837                  ¥  46,797
投資活動によるキャッシュ・フロー                △ 95,959                  △ 91,930                △ 121,975                  △ 86,847                                               △ 96,822                  △ 79,827                 △ 46,545                  △ 33,842                  △ 29,264                 △ 32,638
財務活動によるキャッシュ・フロー                  △ 9,432                        5,524                       27,438                  △ 35,134                                                △  11,773                  △ 14,731                         7,666                  △ 11,189                         1,698                    △ 7,892
現金及び現金同等物の期末残高                        85,391                     101,046                       94,623                       91,667                                                  116,366                    105,209                     121,740                     123,887                     129,823                    133,856

１株当たり指標（円）
当期純利益                                                    ¥    84.37                  ¥  105.29                  ¥    43.89                  ¥   110.41                                                ¥   137.92                   ¥    39.02                   ¥    21.32                   ¥    24.99                   ¥    11.94                  ¥    19.38
純資産                                                               568.55                       691.27                       701.62                       808.75                                                    932.17                      945.47                       982.97                    1,011.46                    1,032.66                   1,031.86  
配当金                                                                    7.33                          9.00                        10.00                         11.00                                                      13.00                        15.00                         16.00                        16.00                         12.00                        16.00 

財務指標（％） 
営業利益率                                                           25.1                           27.4                            22.8                          29.6                                                        30.1                           18.2                             8.7                            6.4                             2.7                            8.8 
自己資本比率                                                       52.3                          58.5                           59.3                          62.2                                                       66.9                          68.4                           70.1                            71.2                          70.2                          70.6 
ROE                                                                      16.0                          16.5                            6.3                           14.6                                                        15.8                            4.2                            2.2                            2.5                            1.2                             1.9 

（注）1. 1株当たり当期純利益は、各連結会計年度の期中平均株式数に基づいて算出しています。1株当たり純資産は、各連結会計年度末の発行済株式数に基づいて算出しています。
2. 当社は、2007年4月1日付をもって普通株式1株につき1.5株の割合で株式分割を実施しました。1株当たり指標は、この株式分割の影響を調整した額を記載しています。
3. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

設備投資と減価償却費　売上高 営業利益と営業利益率
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4. 2015年12月31日現在、当社は24社の連結子会社を有しています。 
5. 2014年度（2014年12月期）の設備投資は、当社及び国内連結子会社の2014年4月1日から2014年12月31日までの金額と、海外子会社の2014年1月1日から2014年12月31日まで

の金額の合計値を記載しています。

年間配当金純資産と自己資本比率有利子負債
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10年間の主要連結財務データ
日本電気硝子株式会社及び連結子会社
※2014年12月期は、決算期変更により2014年4月1日から2014年12月31日までの9か月となっています。                                                                                                                                                                                                                                                                     （百万円。別途記載のあるものを除く）

                                                                           2007/3                      2008/3                      2009/3                      2010/3                                                     2011/3                        2012/3                       2013/3                      2014/3                      2014/12※                 2015/12 
経営成績

売上高                                                           ¥336,410                   ¥368,267                  ¥335,662                   ¥332,387                                                ¥390,195                   ¥338,214                   ¥287,303                   ¥252,548                   ¥192,692                  ¥ 251,177 
営業利益                                                            84,585                    100,882                      76,416                       98,426                                                  117,471                      61,638                       24,967                       16,170                        5,223                      22,034 
当期純利益                                                        40,358                      50,668                      21,831                       54,926                                                    68,608                      19,408                      10,603                      12,431                         5,938                         9,636 

減価償却費                                                        38,041                       38,843                      46,134                       48,167                                                    52,698                      54,784                       46,104                      35,890                       28,419                       37,153
設備投資                                                          100,414                     107,283                     102,050                       93,079                                                  110,024                      98,787                       37,486                      46,962                      45,213                      49,211
研究開発費                                                          4,481                        5,108                        5,051                         3,588                                                      4,552                        6,464                        6,833                        6,920                        5,526                         6,183

財政状態
総資産                                                           ¥519,707                   ¥588,030                   ¥588,413                  ¥646,443                                               ¥692,622                  ¥687,069                   ¥697,385                   ¥707,021                   ¥731,184                  ¥726,937
流動資産                                                         208,719                    238,858                     200,062                     228,625                                                  238,908                    224,415                     243,576                     247,502                    264,001                     267,429 
有形固定資産                                                   274,683                     318,527                     362,859                    385,169                                                  417,422                    420,311                     395,375                     393,750                     397,273                    386,012
流動負債                                                          198,308                    189,606                     165,640                     153,873                                                  142,326                    135,199                      88,038                      86,969                      82,700                    105,399 
有利子負債                                                       116,295                      96,766                     129,882                      99,827                                                    94,272                      86,812                    102,604                       99,492                     109,140                    109,730  
純資産                                                             276,555                     347,785                     352,744                    406,306                                                  468,037                    475,736                     495,294                     510,807                    522,577                    519,801

キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー                 ¥107,784                  ¥102,429                  ¥  89,873                  ¥118,720                                                ¥133,390                   ¥  83,736                   ¥  55,111                    ¥  46,699                   ¥  38,837                  ¥  46,797
投資活動によるキャッシュ・フロー                △ 95,959                  △ 91,930                △ 121,975                  △ 86,847                                               △ 96,822                  △ 79,827                 △ 46,545                  △ 33,842                  △ 29,264                 △ 32,638
財務活動によるキャッシュ・フロー                  △ 9,432                        5,524                       27,438                  △ 35,134                                                △  11,773                  △ 14,731                         7,666                  △ 11,189                         1,698                    △ 7,892
現金及び現金同等物の期末残高                        85,391                     101,046                       94,623                       91,667                                                  116,366                    105,209                     121,740                     123,887                     129,823                    133,856

１株当たり指標（円）
当期純利益                                                    ¥    84.37                  ¥  105.29                  ¥    43.89                  ¥   110.41                                                ¥   137.92                   ¥    39.02                   ¥    21.32                   ¥    24.99                   ¥    11.94                  ¥    19.38
純資産                                                               568.55                       691.27                       701.62                       808.75                                                    932.17                      945.47                       982.97                    1,011.46                    1,032.66                   1,031.86  
配当金                                                                    7.33                          9.00                        10.00                         11.00                                                      13.00                        15.00                         16.00                        16.00                         12.00                        16.00 

財務指標（％） 
営業利益率                                                           25.1                           27.4                            22.8                          29.6                                                        30.1                           18.2                             8.7                            6.4                             2.7                            8.8 
自己資本比率                                                       52.3                          58.5                           59.3                          62.2                                                       66.9                          68.4                           70.1                            71.2                          70.2                          70.6 
ROE                                                                      16.0                          16.5                            6.3                           14.6                                                        15.8                            4.2                            2.2                            2.5                            1.2                             1.9 
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2015年度の振り返りと2016年度の課題

電子・情報用ガラス

液晶テレビやモバイル端末のディスプレ
イ基板として使用されています。

2015年度は、液晶パネルの面積成長に
よる出荷量の増加や、価格の下落幅の縮小、
生産性の改善等により安定した収益を確保
できました。

2016年度は、通期では市場の伸びに沿っ
て緩やかに伸長すると予想しています。ま
た、2016年には中国の厦門での溶融・成
形拠点、南京での加工拠点の立ち上げによ
り供給体制を充実させ、成長市場である中
国の需要増加に対応していきます。

当社の＜Dinorex®＞は、スマートフォン
やタブレット等のモバイル端末のカバーガ
ラスとして開発された化学強化専用ガラス
で、端末機器のディスプレイ画面を傷や衝
撃から守っています。

2015年度は、スマートフォンやタブレッ
トの市場が減速する中、当社は中国メー
カーへの拡販を進め出荷量を維持しまし
た。2016年度も厳しい状況が続くと予測
されますが、採用ブランド・機種の拡充に
より拡販を目指します。

光信号から特定の波長を取り出したり、
光信号を分岐するために使われる当社の各
種光関連ガラスは、情報通信の分野で重
要な役割を担っています。データ通信量増
大に伴う通信基地局やデータセンターの増
設など、通信インフラ需要の拡大を背景に
2015年度は好調な販売が続きました。

2016年度も、新興国の光通信網の充実
や通信規格の向上等による堅調な需要が
予想され、当社製品の出荷を牽引するもの
と見込んでいます。

当社の電子デバイス用ガラスは、デジタ
ルカメラなどのイメージセンサ用カバーガ
ラスや、家電・自動車・産業機器などの電
子部品に使用される粉末ガラス、ガラスペー
スト、精密管ガラスなど多岐に渡ります。

2015年度は、イメージセンサ用カバーガ
ラスはハイエンドモデルのデジタルカメラ
向けの販売が底堅く推移しました。粉末ガ
ラスなどは安定した出荷でした。

2016年度は、既存製品のほか、新製品の
拡販にも注力し、販売増を見込んでいます。

当社の太陽電池用ガラス＜SS-1＞は、
化合物系太陽電池の基板として使用されて
います。一般的な窓板ガラスと比べ、歪点
や軟化点が高いガラスです。

化合物系太陽電池は高い変換効率が特
長であり、競争の激しい太陽電池市場の中
でも底堅い需要に支えられています。2015

年度の出荷は概ね堅調に推移しました。
2016年度についても安定した出荷を見込ん
でいます。

化学強化専用ガラス薄型パネルディスプレイ（FPD）用ガラス

光関連ガラス電子デバイス用ガラス 太陽電池用ガラス

売上高構成比

売上高推移
（億円）

67％
1,670億円

（2015/12）
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売上高推移
（億円）

2014/12                    2015/12
（9か月）    

ガラスファイバ

当社のガラスファイバの主力製品は、主
に自動車部品に使用される、高機能樹脂
強化用のチョップドストランド*です。

2015年度はアジアにおける需要減速の
影響を受けましたが、欧州をはじめその他
地域は概ね堅調に推移し販売が増加しまし
た。2016年度も、自動車部品向けを中心
に販売増を見込んでいます。

　　
* チョップドストランド： 数千本のガラスファイバを
束ね、所定の長さに切断したもの。樹脂材料に混
練する

建築用ガラス

当社では、防火設備用ガラス、結晶化
ガラス建材、ガラスブロックなど、様々な
形状、特性を持つ建築用ガラス製品を生産・
販売しています。

2015年度は、第 2 四半期以降大型物件
を中心に季節変動の影響を受け、低調な
販売が続いたものの、第4四半期には回復
に転じました。

2016年度は、防火設備用ガラスを中心
に海外市場への拡販を積極的に進めてい
きます。

耐熱ガラス

当社では、優れた耐熱衝撃強度や機械
的強度を持つ耐熱ガラスを生産・販売して
います。その特長を活かして、ストーブや
暖炉の窓、クッキングヒーターのトッププ
レートなどの住設機器用途をはじめ、熱膨
張係数がゼロに近いという特性から、電子
部品の焼成用キャリアガラスなどにも使用
されています。

2015年度は特に欧米向けのストーブ用途
を中心に堅調に推移しました。

2016年度は、国内での高級・高機能クッ
キングヒーターへの採用や、海外市場への
拡販を積極的に進めていきます。

医療用ガラス

当社では、耐酸性や耐薬品に優れたホ
ウケイ酸ガラスを医薬用管ガラスとして生
産・販売しており、アンプルやバイアルな
どの材料として使用されています。また、
酸化鉛を多く含有し、優れた放射線遮へい
性能を持つ＜LXプレミアム＞は、医療施
設で使用され、医療従事者を放射線被ば
くから防護します。

2015年度は、医療関連の需要が増加し
ている中国など新興国で医薬用管ガラス
の拡販を進め、販売が伸びました。

2016年度はマレーシア工場で医薬用管
ガラスを増産し、拡販を目指します。

その他用ガラス

売上高構成比

33％

841億円
(2015/12) 
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800
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400

200

0

841

当社は、FPD産業の集積地である
韓国及び台湾への出荷が多く、国内
販売と海外販売の比率はおよそ2割対
8割となっています。 

2015年度は、中国での液晶パネル
メーカーの増産に伴うFPD用ガラスの
出荷増などにより中国向けの販売が
増加しました。 

また、ガラスファイバの欧米向け出
荷が増加し、その他の地域への販売
が増えています。 

その他の地域
 500
台湾 282
中国 351

韓国 796

日本 580

2,511

地域別売上高の状況
（億円）
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Q1.
会社として初めて
中期経営計画を
策定されました。
その背景は
何ですか？

A.         まず、当社を取り巻く市場環境の変化について少し触れたいと思います。1990

年代から、日系ブラウン管メーカーの海外進出に伴い、当社のブラウン管用ガ
ラス事業は急速にグローバル化しました。その後 2000年代に入り、映像技術の進歩とと
もにディスプレイ市場では、ブラウン管からフラットパネルディスプレイ（FPD）への“置き
替え”が一気に進みました。この四半世紀、当社はこのディスプレイ市場における大きな
変革を乗り越え、成長を遂げたと言っても過言ではありません。しかし、2010年度を境
にFPD用ガラスの成長が鈍化し、今日、新たな成長軸を打ち立てることが喫緊の課題です。
そして“転換期”のこの時期に私が社長に就任し、さらなる成長を模索する中で、まずは進
むべき方向を示した「旗印」を立てようと考えました。

特集 1：トップインタビュー   中長期の経営戦略と中期経営計画「EGP2018」
「目指すべき企業像」“世界一の特殊ガラスメーカー”の実現に向け、中期経営計画「EGP2018」の達成に
全力をあげて取り組みます。　社長　松本元春

1990年～

2000年～

2010年～

2015年～

外部環境の変化と当社の事業展開

日系ブラウン管メーカーの海外進出、
ブラウン管用ガラス事業の海外展開

ブラウン管からFPDへの市場変化、ディスプレ
イ事業の構造改革

FPD用ガラスの成長が鈍化、
次の成長軸構築へ

更なる成長に向けた“転換期”
企業理念体系の構築
経営戦略～中期経営計画の策定
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特
集
1
：

ト
ッ
プ
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

Q2.
そこで、新たな

「企業理念体系」を
制定（2015年12月）
されたのですね？

A. 「制定」というより、「見直して、まとめた」と言ったほうが適切かもしれません。
当社には創業の精神や、それをベースとした企業理念は存在しましたが、全体

を「体系」としてまとめたものがありませんでした。一方、事業環境も変化し、人も入れ替
わり、創業以来伝承されてきた考えが若い社員も含めて隅々まで引き継がれているかと
言われると、弱い部分がありました。そこで、創業の精神や当社の「ルーツ」を掘り下げて
整理し、そのうえで従来の企業理念を今日に合った表現に改めました。

Q3.
中期経営計画策定に
あたって、どのような
議論をされましたか？

A. 今回策定した中期経営計画「EGP2018」は、「目指すべき企業像」である“世界一
の特殊ガラスメーカー”の実現に向けた“一里塚”と位置づけています。向こう

3か年の経営計画を描くために、まずは中長期の経営戦略をしっかりと議論しました。言
うなれば、何を強みとし、どの市場に注力し、いかに成長を図っていくのか、という「ビ
ジネスモデル」の確認作業です。当社は、材料設計、製造プロセス技術、評価技術など
のガラスの基盤技術をベースとして、「板」、「管」、「球」、「繊維」、「粉末」、「成形品」、薄
膜・樹脂・金属等との「ハイブリッド製品」といった多種多様な形状と機能を持つガラスを
生み出す技術を持っています。こうした独自技術をもとに、高付加価値な製品やイノベー
ティブな製品を市場に提供し社会の発展に貢献する―これが当社のビジネスモデルであ
り、これにより、企業としての持続的成長を図っていこうと考えています。

日本電気硝子アニュアルレポート2015

［ビジネスモデル図解］
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Q5.
では、中期経営計画
「EGP2018」につい
て、その眼目と基本
方針について教えて
ください。

A.  眼目は、ずばり「成長」です。当社グループの売上高は2010年度に3,901億円と
いう過去最高の売上高を記録した後は減収傾向が続き、ここ数年は2,500億円

程度で推移しています。今回設定した経営目標には、何としても成長軌道を取り戻すとい
う強いメッセージを込めています。基本方針は、「ディスプレイ」関連事業では、収支重視
の運営を徹底し、収益力の強化を図っていくことです。ディスプレイ用ガラスは、出荷面
積は緩やかに伸びるものの、価格は一定のペースで下がると見ており今後大きな成長は見
込めません。一方、ディスプレイ以外の「機能材料、光・電子、医療・耐熱・建築」関連事
業はまだまだ伸びる余地があり、拡販・投資による既存事業の成長に加え、M&Aや他社
との協業等による拡大を目指していきます。そのための戦略的投資として、通常の設備投
資とは別に500億円の枠を設定しました。あわせて、ガラスの優位性を活かした開発の推
進、基礎技術の向上、知財戦略等により、これら事業の拡大と収益力の強化をしっかり
と支えていきたいと考えています。

Q4.
具体的にどのような
分野に注力し、成長
を目指すのですか？

A.  「自動車・輸送」、「情報通信・半導体」、「医療」、「ディスプレイ」の4分野を『拡
大・強化分野』と位置づけ、事業の拡大と収益力強化に努めていきます。これ

らは事業としてのリソースがあり、当社の中期的な成長に直結する分野です。次に、「照
明」、「エネルギー」、「社会インフラ」、「家電・住設」の 4 分野を『戦略的育成分野』と位
置づけ、これらの分野では研究開発に注力し、新たな事業の創出と育成を図っていきます。

「EGP2018」では、向こう3か年の事業の成長の力点を『拡大・強化分野』に置きつつ、『戦
略的育成分野』の収益貢献も図っています。

特集 1：トップインタビュー   中長期の経営戦略と中期経営計画「EGP2018」

［経営目標］
売上高                     3,000億円
（内訳）
電子・情報                   1,700億円

（ディスプレイ用ガラス、光関連・電子デバイス他）

機能材料・その他       1,300億円
（ガラスファイバ、医療、耐熱、建築他）

営業利益                         300億円
営業利益率                         10％

［期間］
2016年1月1日から2018年12月31日

売上高の回復と安定した利益　
バランスの取れた事業ポートフォリオ

■電子・情報（電子・情報用ガラス）売上高
■機能材料・その他（その他用ガラス）売上高
■営業利益　 ●̶–̶営業利益率

～ ～
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Q6. 

最後に、「EGP2018」
達成に向けた
意気込みを聞かせて
ください。

特
集
1
：

ト
ッ
プ
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

［EGP2018の概要］
［基本方針と施策］
①「ディスプレイ」関連事業の収益力強化

・製造プロセス改善による生産性と品質の向上
・海外への円滑な生産移転
・リスクをコントロールし、収支を重視した経営

②「機能材料、光・電子、医療・耐熱・建築」関連事業の拡大
・新たな事業機会と成長シナジー獲得のためのM&A・アライアンス戦略の具体化
・拡販・投資による既存事業の成長
・新規開発品の早期事業化

③研究開発の強化
・ガラスの優位性を活かした「材料・プロセス・製品」の開発推進
・材料設計、製造プロセス技術、評価技術における基礎技術の向上
・新規事業創出や既存事業拡大のための知財力強化およびライセンスインやクロスライセンス等の活用

④積極投資
通常の設備投資のほかに、戦略的投資（M&Aや他社との協業・提携を含む）として当該3か年で500億円を設定

A. 昨今の経済情勢や事業環境を見渡しますと、目標達成への道のりは決して楽な
ものではありませんが、諸施策を着実に実行することで必ずや達成できるもの

と信じています。目標達成に向け、グループが一丸となって各施策に取り組んでまいりま
すので、今後とも何卒ご支援、ご協力をよろしくお願い申し上げます。
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ガラスは「透明で硬い」、「薬品に反応し
にくい」「表面が滑らかで様々な形状に成形
できる」など、優れた特長をもつ反面、「割
れやすい」「もろい」という性質があります。

例えば、一般的なガラスコップに熱湯
を注ぐと割れてしまうのは、温度が上昇す
るとガラスが膨張する（伸びる）という性質
による現象です。熱湯に接するコップの内
面は急激に温められ、ガラスが膨張する
一方、外面は熱がすぐに伝わらず冷えたま
まで膨張しません。このとき、内面には伸
びようとする力が、外面にはそれを押しと
どめようとするため力が働きます。この差
が大きければ大きいほど、割れやすい状
態になります。一方、ガラス表面には目に
見えない小さなキズが無数にあり、このキ
ズに内面の伸びようとする力が働くと、キ
ズを起点に亀裂が入り、割れてしまいます。

当社は 1962年、「結晶化」という技術を
用いて、高強度、急熱急冷に強い、電気
を通さないなどの優れた特性を持つ超耐
熱結晶化ガラスを開発しました。結晶化ガ
ラスは、本来結晶構造を持たないガラスを
再加熱することでガラス内部に結晶を均
一に析出させたものです。

当社の超耐熱結晶化ガラスは、特殊組
成のガラスを熱処理し、加熱すると収縮
する性質を持つ微小な結晶をガラス内部
に均一に析出させており、急激な温度上
昇があっても、結晶の収縮とガラス質の膨
張がお互いに打ち消し、ほとんど膨張しま
せん。このため、結晶化ガラスの熱膨張
係数（※）が極めて低く、急熱急冷に耐え、
熱湯はもちろん、800˚C にガラスを加熱し
て水をかけても割れることはありません。
※熱膨張係数：温度変化に対して物質が膨張する割合。

特集 2：製品・技術

身近なところから先端分野まで、
幅広く活躍している結晶化ガラス
の技術

伸びない
（伸びるが小さい）

＜ガラスコップの断面図＞

内側（熱湯）

伸びる

耐熱衝撃実験／800˚C に加熱して水を
かけても割れません。

日本電気硝子アニュアルレポート2015
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生活分野から先端分野まで活躍の
場が広がる「超耐熱結晶化ガラス」

超耐熱結晶化ガラスは、その優れた特
性から耐熱ガラス食器、IHやガス調理器
のトッププレート、トースターの電熱管や
建築物の特定防火設備用ガラスなど、身
近な生活分野に使用されています。さらに
先端分野においても、例えば光通信用の
部品として、また電子部品や半導体などの
精密部品の製造用部材としても使用され、
その活躍の場はますます広がっています。

熱膨張係数ゼロを極めた＜ZERØ®＞
当社は、超耐熱結晶化ガラスをさらに進

化させ、2013年、熱膨張係数をゼロにした
ゼロ膨張ガラス＜ZERØ®＞の開発に成功し
ました。

＜ZERØ®＞は、周囲の温度変化に対し
て伸び縮みすることなく、極めて高い寸法
安定性を示します。光学部品や光通信用
の高度な基板、超精密スケールといった測
定機具、これまで以上に温度変化に対す
る寸法安定性が求められる部品の材料に
最適であり、新たな製品や技術の開発を
促します。

また、様々な形状に加工できるガラス
の特性を活かし、粉末や繊維形状にする
ことで他素材とのハイブリッド化も期待で
きます。例えば、樹脂と混合すれば樹脂
の熱膨張を＜ZERØ®＞が抑え、樹脂の低
膨張化に貢献できます。

当社の超耐熱結晶化ガラスは、発売か
ら半世紀が経過し、その用途は多岐にわ
たっています。私たちは、これからも、「低
膨張」「ゼロ膨張」など、ガラスの熱膨張を
自在に操る独自の技術とユニークな製品
で、快適で安全な暮らしや産業の進歩に
幅広く貢献してまいります。

特
集
2
：
製
品
・
技
術

＜ネオセラム＞（食器用等）

＜ネオセラム＞
（電子部品の焼成用キャリア）

＜ファイアライトプラス＞（特定防火設備用）

＜ネオセラム＞（ストーブ窓用）

＜ N-0 ＞
（調理器トッププレート用）

【製品ラインアップ】

＜ネオセラム＞                   耐熱食器、電子レンジテーブル、
ストーブ窓、電子部品焼成用キャリアなど

＜ N-0、N-11＞                調理器トッププレート用

＜ファイアライト＞             
特定防火設備・防火設備用ガラス

＜ファイアライトプラス＞    

日本電気硝子アニュアルレポート2015



12

コーポレート・ガバナンスの考え方

当社では、企業価値の向上と持続的成
長を図るためには、経営における透明性
の確保や業務執行に対する監督機能の強
化に継続的に取り組む必要があると考え
ています。これをコーポレート・ガバナン
スの基本に置き、組織や制度等の充実に
取り組んでいます。

コーポレート・ガバナンスの体制
取締役会

取締役会は、当社グループの経営に係
る重要な事項の決定を行うとともに、業
務執行を監督しています。現在（注 1）、取締
役会は9名（代表取締役2名、社内取締役
5 名及び社外取締役 2 名）で構成されてい
ます。任期は、経営責任を明確にし、経
営環境の変化に対応した経営体制を機動
的に構築するため1 年としています。毎月
1 回、定例取締役会を開催するほか必要
に応じて臨時取締役会を開催しています。
このほか、年 1 回開催される予算説明会

において執行役員から直接予算の説明を
受け事業の理解を深めることで経営の監
視に努めています。

（注1）2016年3月30日現在

監査役会

当社は、監査役制度を採用しています。
現在（注2）、監査役会は社外監査役2名を含
む監査役4名で構成されています。各監査
役は、取締役会に出席するほか、重点監
査テーマを設定し、業務、財産の状況の
調査等を通じ、取締役の職務執行の監査
を行っています。原則、毎月1回監査役会
を開催し、監査役間で適宜、情報を共有
し意見交換を行っています。このほか、予
算説明会への出席や定期的に取締役及び
執行役員から担当業務の状況を聴取する
など、事業の理解を深め監査の実効性の
向上に努めています。

（注2）2016年3月30日現在

経営会議

経営会議は、会社の経営上の重要案件
等及び取締役会の決定事項の具体的な実
施施策等についての審議を行っています。
毎月 2 回定例会議を開催するほか、必要
に応じて臨時経営会議を開催しています。

執行役員

当社では、意思決定の迅速化と経営に
おける透明性の確保、業務執行機能の強
化を図るため執行役員制度を採用してい
ます。また、執行役員は20名（うち 6 名は
取締役が兼任）が就任しており、業務執行
責任者である社長執行役員のもと業務執
行を行っています。任期は1年としています。

コーポレート・ガバナンス ＝コーポレート・ガバナンス＝
2016年3月開催の定時株主総会において社外取締役を 1名増員し、2名としました。経営全般にわたる監督機能の強化
と取締役会の活性化を通して競争力を高め、中期経営計画「EGP2018」の達成に向けて取り組んでまいります。

日本電気硝子アニュアルレポート2015
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社外役員に関する事項

当社には、現在（注 3）、社外取締役 2 名、
社外監査役 2 名の社外役員が就任してい
ます。

取締役会等の場において客観的な立
場からの意見を反映させるため、国際経
済に関する専門的な知識や豊富な経験を
持った経済学者を社外取締役に選任して
います。なお、2016年 3 月30日開 催の
定時株主総会において、会社経営に長年
に亘って携わり、会社経営に関する知識、
豊富な経験を有した方を社外取締役とし
て新たに選任し、経営監視機能の強化を
図っています。

また、当社は、監査機能の強化を図り、
取締役会や監査等の場において客観的な
立場からの意見を反映させるため、専門
的な知識や豊富な経験を持った公認会計
士と弁護士を社外監査役に選任しており、
各社外監査役は積極的にその役割を果た
しています。

当社では、（株）東京証券取引所が定め
る独立役員の独立性に関する判断基準に
従って、一般株主と利益相反が生じるおそ
れがないと判断される方を選任しています。
なお、当社は、社外役員全員について（株）
東京証券取引所に「独立役員」として届け
出ています。

（注3）2016年3月30日現在

経
営
監
視

業
務
執
行

株主・株主総会

選任

代表取締役の選任

監査

選任

執行役員の
選任

監査

監査

選任

連
携

監
査
部 連

携

連
携

連
携

連携会計監査人

（代表取締役）取締役会長

コンプライアンス委員会 経営会議

執行役員

各事業部門
各スタッフ機能部門

内部統制部門

（監査役会）
社内監査役・社外監査役

（取締役会）　社内取締役［代表取締役・取締役］
                    社外取締役

社長・社長執行役員
※業務執行責任者

・経営監視
・重要な意思決定
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ト
・
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【コーポレート・ガバナンス体制図】（2016年3月30日現在）
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コンプライアンス体制

当社グループ内への法令遵守、企業倫
理の周知徹底を継続的に行う専門組織と
してコンプライアンス委員会を設置し、主
に次に掲げる項目を実施しています。

・企業理念、企業行動憲章並びに企業行動
規範の改訂の立案等

・コンプライアンスに関する情報の収集、分
析、教育研修

・内部通報制度（「NEGほっとライン」）の設
置及び運用

コンプライアンスプログラム
企業行動憲章、企業行動規範

従業員全員にコンプライアンスの周知徹
底を図るため、企業行動憲章および企業
行動規範を定めています。また、一人ひと
りが自らの行動基準としていつでも参照で
きるように、ポケットサイズのカードにま
とめ、グループの従業員に配布しています。
この携帯カードには、企業行動憲章、企
業行動規範のほか当社の企業理念体系や

「NEGほっとライン」の概要も掲載していま
す。

内部通報制度

当社グループ内の法令違反、不正、反
倫理的行為の防止並びにこれらの早期発
見、早期解決を図るため、「NEGほっとラ
イン」を設置し、運用しています。「NEGほっ
とライン」では、コンプライアンス委員会

（社内）と弁護士事務所（社外）の2つの窓
口を用意し、通報・相談を受け付けていま
す。いずれの窓口においても通報したこと
によって通報者が不利益を被らないよう厳
重に情報を管理し運用しています。

コンプライアンス浸透に向けた取り組み

当社グループ全体へのコンプライアンス
意識の浸透を図るため、毎年、経営幹部
研修や新入社員の入社時教育、営業職向
けの独禁法セミナーを行うほか、2015年
度には、海外子会社においても、幹部社

台湾電気硝子股份有限公司でのコンプライアンスセミナーの様子

電気硝子（厦門）有限公司でのコンプライアンスセミナーの様子

コーポレート・ガバナンス ＝コンプライアンス／リスクマネジメント＝
社会からの信頼を獲得し持続的な成長を図るべく、当社グループの全ての役員と従業員が法令、国際ルー
ルを遵守し、常に高い倫理観をもって誠実に行動してまいります。

日本電気硝子アニュアルレポート2015



15

消火訓練の様子（滋賀高月事業場）

避難訓練の様子（電気硝子（広州）有限公司）

員を対象としたコンプライアンスセミナー
を実施しました。

コンプライアンス強化月間の取り組み

当社では、コンプライアンスの啓発と周
知徹底を図るため、毎年10月を「コンプラ
イアンス強化月間」として、事業場内にポ
スターを掲示するとともに、講演会や社内
研修などを実施しています。あわせて、国
内外のグループ会社の役員、従業員全員
から、企業行動規範を遵守する旨の宣誓
書を提出してもらい、各自の業務をコンプ
ライアンスの観点から見直す機会としてい
ます。

リスクマネジメント
当社グループでは、「内部統制の基本方

針」に基づき、定期的にリスク調査を行い、
経営上のリスクの把握、対応等を行ってい
ます。また、当社が重要と認識している
会社の事業に関するリスクについては、担
当部署又は専門委員会が、必要に応じて、
規程・ガイドラインの制定、研修の実施、
マニュアルの作成などの対応を行います。

［当社が重要と認識しているリスク］
コンプライアンス、財務、環境、災害、
貿易管理、情報管理、品質、製品安全、
安全衛生など

BCP（事業継続計画）の導入
当社では、これまで地震をはじめ風水

害、火災等の災害を想定した災害対策基
本規程の下に、災害対策マニュアルを策定
し、定期的に防災訓練を行うなどの対策
を行ってきましたが、2011年の東日本大
震災をきっかけに、設備とその建屋、事

務所の耐震補強をはじめ、対策の見直し
を進めてきました。

2015年からは、災害対策基本規程に代
わるBCP（事業継続計画）及びBCP運用の
ための具体的な準備項目や災害発生時の
行動内容を定めたBCP対応マニュアルの
策定を進めてきました。また、BCP導入に
伴い、災害発生時に国内のグループ従業
員とその家族の安否情報を効率的に確認
できるシステムを導入しました。

一方、海外拠点においても、災害対策
マニュアルの下、定期的に訓練を実施し、
非常時に備えています。

［BCPの基本方針］
1. 従業員とその家族の生命を守り、

安全を確保する
2. 設備を守り、二次災害を含む社内

及び近隣への災害拡大と被害拡大
を防止し、救援をサポートする

3. 早期に顧客へ製品やサービスの供
給を開始する

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・

ガ
バ
ナ
ン
ス
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環境保全の取り組み
“自然との共生”を大切な価値観として環境に優しいモノづくりに努めています。

ISO14001認証取得状況
当社及びグループ会社におけるISO14001の認証取得状況は次の通りです。 

認証取得会社名                                                                      認証取得日付
日本電気硝子株式会社（5事業場でのマルチサイト認証取得）                       1999.8.27
グループ会社

国内
エスジーエスエンジニアリング株式会社                          2001.1.19
日電硝子加工株式会社                                                      2002.11.1
滋賀日万株式会社                                                             2013.2.15

国外
Techneglas LLC                                                                  2000.1.31
Nippon Electric Glass (Malaysia) Sdn. Bhd.                       2002.1.12
台湾電気硝子股份有限公司                                               2006.9.18
坡州電気硝子株式会社                                                      2007.8.28
日本電気硝子（韓国）株式会社                                            2007.10.9
電気硝子（上海）有限公司                                                     2009.12.21
電気硝子（Korea）株式会社                                                 2014.12.9
電気硝子（広州）有限公司                                                   2015.11.11

環境運営会議
環境管理担当役員が議長とな
り、社長以下各事業部の代表
者が出席します。海外子会社
からも必要に応じて参加し、
社長の環境方針に対する具体
的な環境保全活動の共有化を
図っています。環境のビジネス
プランの実績報告と推進を主
要テーマとし、環境保全活動
の審議の場となっています。

大津事業場 滋賀高月
事業場

能登川
事業場

若狭上中
事業場

精密ガラス
加工センター

社 長

環境管理
担当役員

環境
管理責任者

内部環境
監査員会

環境管理
担当者会議

環境運営会議

環境管理
責任者会議

日本電気硝子アニュアルレポート2015

環境保全の考え方

当社では、“自然との共生”を大切にして
いる価値観として掲げ、環境保全への取り
組みを経営の重要課題と位置づけています。
効率が高く、環境負荷が少ないモノづくり
をすることが、限られた天然資源、水、エネ
ルギーの有効利用やCO2排出量の削減につ
ながり、ひいては地球温暖化の防止や生物
多様性の保全ができるものと考えています。

環境管理計画の推進
2015年は日本国内全事業場で37件の目

標が設定され、33件の目標を達成しまし
た。未達成の目標については2016年にさ
らに高い目標を掲げ、取り組んでいます。

環境教育
国際規格ISO14001が2015年9月に改訂

されました。3年以内に更新審査を受ける
必要があります。日本国内の認証を2017

年に更新する計画を立て、その準備のた
めに新規格についての教育を開始しました。

環境のビジネスプラン
当社は具体的な環境活動として、「環境

のビジネスプラン」に長年取り組んでいます。
これは事業経営の手法を環境保全活動に
応用した当社独自の活動で、「廃棄物」「水」

「排ガス」をテーマに3R（リデュース、リユー
ス、リサイクル）活動を展開し、ガラス事
業に伴う環境負荷の低減に努めています。

ビジネスプラン（廃棄物の削減）

2000年に活動を開始し、埋立処分（分
類D）の量が着実に減少してきました。グ
ラフ（P.18）は製品販売重量に対する「通常
の工程で発生し埋立処分される固形廃棄

環境マネジメント活動組織図
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環境憲章

［環境理念］
地球環境の保全は、21世紀において、文明と人類の繁栄に不可欠の最重要課題である。日本電気硝子はハイ
テクガラスの創造と高品質製品の供給により、社会と文明の進歩に貢献している。また、地域社会・自然と調
和し、地球環境と共生して行くために、自社の技術開発と活用を推し進め、ガラス事業を通じて、地球環境の
保全と循環型社会の実現に寄与する。

［行動指針］
1. 廃棄物の発生を抑制し、ガラス事業固有の廃棄物のリサイクルを徹底する。廃棄物排出のミニマム化により、

環境負荷の低減を図る。
2. 世界一の効率をめざす技術の開発・活用で、省資源・省エネルギーを達成し、環境負荷の低減を図る。
3. 21世紀に適合する汚染の予防に努力し、地域社会との共生をめざす。
4. 関連する環境法規制並びに当社が同意した協定等を遵守するにとどまらず、自主管理基準を掲げ、環境整備

の徹底につとめる。
5. 化学物質の取り扱いと管理を徹底し、特に、有害化学物質の使用の抑制につとめる。
6. 環境目的および目標を設定し、全員参加の環境保全活動により、その達成をめざす。そして、環境マネジメ

ントシステムと環境パフォーマンスを継続的に改善する。
7. 関係会社に環境に関連する支援を行い、力を合わせて地球環境、自然の保護に取組む。

なお、当憲章は従業員並びに関係会社に周知させ、社外の要求に応じて開示する。
以上

日本電気硝子アニュアルレポート2015琵琶湖の最北部（奥琵琶湖）から竹生島を望む。
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環境保全の取り組み

いくことです。また海外拠点では日本以上
に水資源が貴重となってきています。日本
で得られた知見を横展開することで水の
使用量と排水量の削減を達成していきます。

ビジネスプラン（溶融炉からの揮発量の削減）

「排ガス中に含まれるガラス原料からの
揮発成分は、排ガス処理装置で捕集して
リサイクルするだけでなく、溶融段階での
揮発量そのものを抑えることで減少させる
べきである」とのコンセプトのもと、ガラ
ス原料からの揮発が少ない溶融方法を追
求し、環境負荷の低減に努めています。

下の図は、「ガラス販売重量に対するガ
ラス溶融炉中の原料から揮発する揮発量
の比率」を指標に、当社の主力事業である
液晶板ガラスの比率の推移を示したもの
です。本ビジネスプラン開始前の2004年
度に比べて徐々に揮発率は低下し、2015

年度には揮発率を開始前の1／4にまで低
減することができました。今後もガラス溶
融炉からの揮発を低減するために様々な
工夫を行っていきます。

物の比率」の推移を表したものですが、日
本では 2010年に製品販売重量比0.1％以
下を達成し、以後この水準を維持していま
す。海外を含めた連結ベースでは、ブラウ
ン管ガラスの製造を中止したため、廃ブラ
ウン管ガラスのリサイクル使用がなくなり、
埋立廃棄物が一時的に増加し悪化しまし
た。今後は埋立処分Dに加え、社外に処
分を委託している企業リサイクルCの削減
を積極的に進めていきます。

ビジネスプラン（水の削減）

省資源という意味だけでなく、モノづく
りのレベルは水の使用量に表われると考え、
水の削減に取り組んでいます。目的は、ガ
ラスの溶融、成形、加工（洗浄）などあら
ゆる製造プロセスの在り方を理解し、プロ
セス技術を高め、設備の完成度を上げて

社内で使用／再使用している水

研磨・研削
洗浄工程

設備・空調の冷却水
生活用水

（食堂・風呂・便所）

水処理後の水        使用後の水

水処理

社内へ入る水

井戸水・水道水・工業水
雨水・湧水

河川放流
公共下水放流

蒸発水、
緑地散水等

社外へ出て行く水

ガラス原料の挙動

ガラス溶融炉

電気
集塵機

ガ
ラ
ス
原
料

回
収（
リ
サ
イ
ク
ル
）

ガ
ラ
ス
製
品
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日本電気硝子アニュアルレポート2015

製品販売重量に対する水の量



19

環
境
保
全
の

取
り
組
み

当社の温暖化対策

当社はガラスの溶融に多くのエネルギー
を使用しているため、溶融炉の省エネル
ギーと温室効果ガス排出抑制に取り組ん
でいます。2015年、COP21パリ協定で温
室効果ガスの排出抑制が議論され、日本
の削減目標が国際公約となりました。よ
り一層の削減に取り組んでまいります。

酸素燃焼炉の導入

自社開発したバーナーとガラス溶融炉
の設計により、1993年に日本で初めて酸
素燃焼方式のガラス溶融炉を導入し、ほ
ぼ全ての溶融炉への導入が完了しました。
酸素燃焼炉は空気燃焼炉に比べて、生産
重量あたりの二酸化炭素発生量を約２割
抑制することができます。

酸素燃焼のポイントは、空気の80％を
構成し、しかも燃焼・加熱に関係しない

「窒素」を排除することです。このため、窒
素が高温下で酸化されてできるサーマル
NOX（窒素酸化物）がほとんど発生しません。
排ガス量も大幅に減少し、熱効率も向上す
るため、燃料使用量が削減でき、二酸化
炭素の排出量も抑制できます。

日本電気硝子アニュアルレポート2015

ガラス溶融炉の燃料転換

当社では、ガラス溶融炉に使用する燃
料を、重油からより二酸化炭素発生量の
少ない燃料に転換してきました。重油や灯
油からLPGへ、さらには都市ガスへと燃料
転換することにより、二酸化炭素の排出
削減を進めています。能登川事業場、滋
賀高月事業場までパイプラインが延伸さ
れ、順次、都市ガスへと切り替えが進ん
だ結果、2000年には重油の使用比率が
60％を超えていましたが、2010年には全
事業場において重油を使用するガラス溶
融炉はなくなりました。

ガラス溶融に使用する総エネルギー
に対する電力比率のアップ

ガラス原料の溶融には、ガスと電力を
状況に応じて単独あるいは併用して使用し
ています。電力による加熱は、液体燃料
や気体燃料による加熱とは異なり、溶融
したガラス中に、直接電極を挿入して通電
加熱するため、ガラスへの熱伝導効率に
優れています。このため電力比率を上げる
ことにより二酸化炭素の発生量を削減す
ることができます。また、電力による加熱
は化石燃料による加熱に比べて排ガス量
も大きく削減できます。当社グループでは、
全社的にガラスの溶融に使用する総エネ
ルギーに対する電力比率を上げるための
取り組みを行っています。

能登川事業場に残る地元鈴鹿山
系の潜在自然植生

酸素ホルダーから供給される酸素は、酸素燃焼炉に
使用される。
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人材育成とダイバーシティ
従業員の個性や多様性を尊重し、従業員一人ひとりがやりがいや働きがいを持ち、能力を最大限に発揮で
きるような職場環境づくりに努めています。

グローバル人材の採用・育成

当社では、海外での売上や生産比率の
増加に伴う事業のグローバル化に対応す
るため、海外でも力を発揮できるグロー
バル人材を確保・育成する仕組みづくり
に取り組んでいます。

採用

当社は世界を舞台に活躍したいという
意欲のある学生を歓迎し、積極的にグロー
バル人材の採用を進めており、外国人留
学生を対象とした説明会等にも参加して
います。2012年度以降、新卒及び中間を
合わせて92名を採用していますが、その
うち 7名が外国人です。職場でのサポー
ト体制の下、現在、様々な職種で個性を
活かして活躍しています。さらなるグロー
バル化に対応するべく、多様な人材の採
用を行い、活力ある組織づくりを目指し
ます。
　
人材育成

当社では、グローバル人材育成を含め
た新たな取り組みを積極的に進めていま
す。

2013年度より開始した Global Commu-

nications Program (GCP)は、将来海外で
活躍が期待される若手従業員を対象とし
た語学研修制度です。「ビジネスで通用す

る実践的な英語能力」の習得・向上に重点
を置き、履修した社員はすでに海外関係
先との交渉などで研修の成果を上げてい
ます。

また、会社の方向性や求められる人材
像を理解し、ビジネススキルを習得する
場としての「若手社員研修（5年目）」やリー
ダー的な役割を担う立場へ動機づける場
としての「中堅社員研修（10年目）」など階
層別研修の拡充や、技術・経験・ノウハ
ウといった暗黙知の見える化、モノづく
りの理論的な知識習得を目的とした「モノ
づくりカレッジ」の実施など、当社の従業
員として理解すべき業務遂行に関する知
識を学ぶ研修制度を導入しています。今
後は、海外マネジメントや経営人材の育
成にも力を入れて取り組んでいきます。

障害者雇用の促進
当社グループでは、1980年に全国で 6

番目の早さで障害者雇用促進のための特
例子会社を設立し、今日まで障害者雇用
に積極的に取り組んでまいりました。障
害者雇用率は、法定雇用率を大きく上回
る高い雇用水準を維持しており、2015年
12月時点では、グループ全体で3.7％を
達成しました。また、雇用率だけではな
く、障害者の就労サポート体制の充実や、
精神障害者の受入体制の強化など、障害
者の方が安全で働きやすい職場環境づく
りにも努めています。近年では、近隣の

滋賀県立長浜高等養護学校からの就業体験受け入れ

【研修一覧】

区分                             項目
階層別                          新入社員研修、若手社員研修（5 年目）

中堅社員研修（10 年目）、新任管理職研修、中堅管理職研修
グローバル人材            Global Communications Program (GCP)

事務系新入社員海外実習
語学研修（英語、中国語、韓国語）

スキル系                      知的財産研修、経理セミナー、モノづくりカレッジ
その他                         コンプライアンス研修、情報セキュリティー研修

日本電気硝子アニュアルレポート2015
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養護学校からの就業体験も受け入れ、地
域の障害者の方の自立に向けた支援など
を行っています。　

今後も障害者の方に安心して働いても
らえる職場の環境づくりや新たな職場の
開拓に取り組んでまいります。

次世代育成支援と女性活躍推進
従業員の個性や多様性を活かし、十分

に能力を発揮し活躍できる制度の充実や
取り組みを行っています。

次世代育成支援対策推進法への対応

当社では、仕事と家庭を両立しながら
活躍できる雇用環境の整備に取り組んで
います。

2015年 5 月には、「次世代育成支援対
策推進法」の第四次行動計画目標達成の認
定を受け、“くるみんマーク”を 4 期連続
で取得しました。これは滋賀県に事業拠
点を置く企業として初になります。

2015年4月からスタートしている第五
次行動計画（3か年計画）の取り組みでは、
男性の育休取得にも力を入れ、男性の育
児参画による家事育児への理解と女性の
継続就業の促進を図っています。2015年
度は6名の取得実績がありました。また、
新たに社内の女性メンバーで構成される

「女性力活性化プロジェクト」を発足させ、
女性がさらに活躍できる会社にするべく
意見交換や他企業の女性従業員との交流
会などを実施しています。

今後も、仕事と家庭を両立しながら能
力を十分に発揮し、生き生きと働ける環
境づくりを目指し、取り組みを継続して
いきます。

【第五次行動計画】（期間：2015年4月1日～ 2018年3月31日）

目標                                                           内容
1. 育児休業の取得                                      出産・育児支援情報の提供と制度活用の促進

女性：取得率75％以上
男性：配偶者が出産した男性労働者に

占める取得者の割合13％以上
2.「育児のための時間単位年休」の導入       ニーズに即した制度の検討と構築
3. 時間外労働削減措置の実施                     部門別に時間外労働の削減目標を設定し 

管理
4. 年次有給休暇の取得促進                        メモリアル休暇の取得促進

特に取得の少ない者の取得促進
5. 女性力活性化プロジェクトの導入         女性目線での制度、取り組み、支援の提言

4つ星くるみん
マーク取得

【障害者雇用率の推移】（％・毎年6月1日現在）

日本電気硝子アニュアルレポート2015
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地域貢献の考え方

当社グループは、創業の地である滋賀
県をはじめ、国内外に複数の事業拠点を
有しています。

現在、事業活動を通じた経済効果や雇
用創出等による地域貢献はもちろんのこと、
事業場周辺の清掃活動や四季それぞれの
花苗の植栽、地域コミュニティーとの継続
的な交流など、様々な活動を通して地域
社会との融和・共生を図っています。

同時に、将来を担う地元人材の育成支
援の観点から、地域の児童や学生を対象
とした工場見学の受け入れ、科学教育イベ
ントへの積極的な参加、地元の大学との
産学連携事業等の活動を展開しています。

次世代人材の育成支援

科学教育イベントへの参加
当社では、子どもたちに特殊ガラスが

持つユニークな機能を紹介し、科学への
興味を深めてもらうため、毎年、大津市
科学館（滋賀県）が主催する科学教育イベ
ント「サイエンス屋台村」に参加しています。

2015年度は、＜見えないガラス®＞（超
低反射膜付ガラス）、＜G-Leaf ®＞（超薄板
ガラス）、＜Dinorex®＞（化学強化専用ガ

ラス）を用い、“見
えない”、“曲げ
られる”、“割れ
ない”など、普
段目にしたこと
のない特殊ガラ
スを、楽しみな
がら体験できる
展示を行いまし
た。

小中学生向けの出前授業
当社は、大津市科学館（滋賀県）が主催

する発明・発見・モノづくり事業「IFクラス」
に協賛し、出前授業を行っています。これ
は、子どもたちに、学ぶ楽しさとモノづく
りのおもしろさを伝えることを目的として
います。

2015年度は、大津市内の小学 5 年生～
中学 2 年生、18名が参加しました。様々
なガラスの用途や特性、製造方法につい
ての講義を行ったほか、実際に自分の手
で板ガラスを切り出し、フォトフレームを
作る体験を行いました。

子どもたちからは、「知らないことばか
りで全てのことに興味を持てた。」などの感
想をもらいました。

工場見学の実施
当社グループでは、地元の自治会や児

童・学生を対象に工場見学を受け入れ、地
域と密接なコミュニケーションを図っていま
す。2015年度の工場見学受入人数は、国
内、海外合わせて約650名でした。今後とも、

地域社会への貢献
良き企業市民として、事業を営む国や地域の文化を尊重し、地域社会の持続的な成長・発展に貢献してま
いります。

サイエンス屋台村2015の様子

講義の様子

ガラス切り体験の様子

日本電気硝子アニュアルレポート2015
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地域の皆様に親しまれる工場作りに努めて
まいります。

地元の大学との産学連携事業
当社は、2007年に滋賀県立大学との

間で「産学連携の協力推進に関する包括
協定」を締結し、寄付講座の開設・運営や
ガラス工学に関する共同研究、技術交流、
次代のガラス開発を担う人材の育成などに
継続的に取り組んでいます。

また、Nippon Electric Glass (Malaysia) 

Sdn. Bhd.では、マレーシア国民大学と共
同で、回収された使用済みブラウン管用
ガラスのリサイクルシステムの開発を行っ
ています。ブラウン管テレビから薄型テレ
ビへのシフトによりブラウン管用ガラスへ
の再生が困難になる中、他用途へのリサイ
クルシステムを推進することで地域におけ
る環境保全に貢献しています。

地域社会との共生

当社では、地域社会との交流を深める
ため、毎年、各事業場において近隣住民
の方々や従業員とその家族などを招き納
涼祭を実施しています。子ども向けの出店
やメインステージでの演芸、大抽選会な
ど、趣向を凝らした企画により例年数多く
の方々にお越しいただいています。

また、海外拠点においても日本と同様
に、近隣住民の方 、々従業員とその家族、
現地の役員との親睦を目的とした様々なイ
ベントを行っています。

寄付・支援活動

2014年12月末にマレーシア東部で発生
した大雨により河川が氾濫し、死亡者数
と避難者数が過去10年間で最悪となる甚
大な水害が発生しました。Nippon Electric 

Glass (Malaysia) Sdn. Bhd. では、早期復旧
と被災者支援のため、会社から義援金を
贈りました。また、従業員も自主的に募っ
た義援金で支援物資を購入し、関係機関
を通じ現地に贈りました。

国内では、地域活性化や次世代育成と
して、文化部のインターハイとも呼ばれる

「全国高等学校総合文化祭」（2015滋賀び
わこ総文）や国や県が後援している体験型
科学教育イベント「青少年のための科学の
祭典（滋賀大会）」への協賛、琵琶湖博物館
リニューアルに関する寄付等を行いました。

老人お祝い会を開催（韓国・坡州電気硝子（株））

地
域
社
会
へ
の
貢
献

熱心に説明を聞く子どもたち（大津事業場）

ブラウン管用ガラスのリサイクルシステムに関する
技術援助契約の調印式の様子（Nippon Electric Glass 

（Malaysia） Sdn. Bhd.）
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事業環境

当連結会計年度においては、世界経済
は、欧州や米国の景気が堅調な個人消費
や雇用情勢の改善などを背景に回復基調
で推移した一方、中国では輸出や固定資
産投資の減少などを背景に、景気の減速
感が強まってきました。国内経済は、個
人消費が底堅く推移する中、企業収益や
雇用情勢の改善が見られるなど、緩やか
な回復が続きました。

このような中、当社グループでは、液晶
ディスプレイ（LCD）用基板ガラスの収益性
改善と成長市場での事業展開のため、韓
国及び中国への生産（溶融・成形）能力
の移管を進めています。韓国では2014年
後半に移管が完了し、今日まで高効率の
生産が続いています。中国では、電気硝
子（厦門）有限公司の第1期投資に係る生
産設備を立ち上げ中であり、2016年度第
2四半期より本格的に販売に寄与する見込
みです。一方、バランスの取れた事業ポー
トフォリオ構築のため、第二の事業の柱で
あるガラスファイバの拡大に取り組んでい
ます。当連結会計年度においては、マレー
シア子会社の生産能力を増強するとともに
既存設備の生産性を改善し、収益性が向
上しました。

経営成績の分析

当連結会計年度の業績については、売

上面では、主力のLCD用基板ガラスの価格
下落があったものの、ガラスファイバや光
関連ガラスなど複数の事業で販売が増加
し、売上高は2,511億77百万円となりました。

損益面では、生産性改善や費用削減、
エネルギーコストの低下などがLCD用基板
ガラスの価格下落を補い、期を通して安定
した営業利益を確保することができまし
た。一方で、主に海外子会社の外貨建て
借り入れにおいて為替変動による評価損
などが経常利益を押し下げる要因となりま
した。また、当期純利益については、平
成27年度税制改正（法人税率等の引き下
げ）に伴う繰延税金資産の取り崩し及び藤
沢事業場閉鎖に伴う設備・建物撤去費用
などの押し下げ要因があったものの、ガラ
ス溶解炉の修理予定がなくなったことに
伴う特別修繕引当金の取り崩しによる戻
入益や、保有株式の見直しによる投資有
価証券売却益などが下支えとなりました。

売上総利益は530億5百万円となり、営
業利益は220億34百万円となりました。
この結果、売上高営業利益率は8.8％とな

経営成績及び財政状態などについての分析

日本電気硝子アニュアルレポート2015

（注）経営成績及びキャッシュ・フロー
の状況については、当連結会計
年度の連結対象期間が前連結会
計年度と異なるため比較増減を
記載しておりません。

部門別売上高

 報告セグメント                                                        前連結会計年度（2014/4～2014/12）              当連結会計年度（2015/1～2015/12）
                                                                                 金額（億円）                    構成比（％）                  金額（億円）                    構成比（％）
ガラス事業

電子・情報用ガラス                                                1,336                               69                            1,670                        67
その他用ガラス                                                         590                               31                               841                        33

合計                                                                             1,926                              100                              2,511                      100
（注）記載金額は、億円未満を切り捨て表示しています。
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りました。また、経常利益は142億72百万
円となりました。

特別利益は、前述の特別修繕引当金の
戻入などにより60億29百万円となり、特
別損失は、減損損失や事業場閉鎖損など
により35億2百万円となりました。この結
果、特別利益から特別損失を差し引いた
純額は25億26百万円となりました。

これらによって、税金等調整前当期純
利益は167億99百万円となりました。こ
れに法人税、住民税及び事業税56億72

百万円及び法人税等調整額などを計上し
た結果、当期純利益は96億36百万円とな
りました。なお、1株当たりの当期純利益
金額は、19円38銭となりました。

年間配当金

当社は、業績の変動に大きく影響される
ことなく長期的に安定した配当を継続する
ことを株主還元の基本としています。当連
結会計年度は、１株につき16円の配当を行
いました。次年度については、中間、期末
を合わせた年間配当金は１株につき16円を
予定しています。

財政状態

当連結会計年度末における資産合計は、
前連結会計年度末と比較して42億47百万
円減少し、7,269億37百万円となりました。

流動資産は34億28百万円増加しました。

商品及び製品が増加した一方、海外子会
社での固定資産の取得や、配当金の支払
いなどにより現金及び預金が減少しました。

固定資産は76億75百万円減少しました。
前述の資産取得があったものの、一部の
通貨において円高に振れたことによる外
貨建て資産の目減りや、減価償却などに
より有形固定資産が減少しました。また、
税制改正に伴う繰延税金資産の取り崩し
などがあったものの、株式市況の回復によ
り投資有価証券が増加したことから、投
資その他の資産が増加しました。

当連結会計年度末における負債合計は、
前連結会計年度末と比較して14億71百万
円減少し、2,071億36百万円となりました。

流動負債は226億99百万円増加しまし
た。藤沢事業場閉鎖に伴う損失引当金を
計上したことに加え、1年内返済予定の長
期借入金と１年内償還予定の社債をそれ
ぞれ固定負債から振り替えました。

固定負債は、241億70百万円減少しまし
た。前述の流動負債への振り替えにより
長期借入金及び社債が減少しました。ま
た、ガラス溶解炉の修理予定がなくなった
ことに伴い特別修繕引当金が減少しました。

当連結会計年度末における純資産合計
は、前連結会計年度末と比較して27億75

百万円減少し、5,198億 1 百万円となりま
した。一部の通貨において円高に振れた
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ことから為替換算調整勘定が減少する一
方で、株式市況の回復によりその他有価
証券評価差額金が増加しました。

これらの結果、当連結会計年度末にお
ける自己資本比率は前連結会計年度末の
70.2％から0.4ポイント上昇し、70.6％とな
りました。

キャッシュ・フローの分析

当社グループは、キャッシュ・フロー重
視、資産の効率的活用（金融資産・たな
卸資産の圧縮・設備の生産性向上と集約）、
財務基盤の強化（適切な自己資本比率と
実質無借金経営）を財務の基本方針とし、
事業環境の変化に耐え得る強固な財務体
質を目指しています。

当連結会計年度における当社グループ
のキャッシュ・フローの状況は、営業活動
によるキャッシュ・フローでは、税金等調
整前当期純利益が増加したほか、近年の
設備投資により減価償却費が高水準でし

た。一方、たな卸資産が増加しました。こ
れらにより、営業活動によって得られた資
金は467億97百万円となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローでは、
主にマレーシア子会社のガラスファイバ生
産設備増強や電気硝子（厦門）有限公司に
おける設備投資により支出が増加したた
め、投資活動に使用した資金は326億38

百万円となりました。
これらにより、フリー・キャッシュ・フロー（営

業活動及び投資活動によるキャッシュ・フ
ローの合計）は141億59百万円となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローでは、
株主及び少数株主へ配当金を支払ったこ
となどにより、財務活動に使用した資金
は78億92百万円となりました。

上記に、現金及び現金同等物に係る換
算差額△22億34百万円を合わせ、当連結
会計年度末の現金及び現金同等物の残高
は、1,338億56百万円となりました。

設備投資

当連結会計年度の設備投資総額は、合
計492億11百万円でした。

電子・情報用ガラスの分野においては主
に電気硝子（厦門）有限公司におけるLCD用
基板ガラスの生産設備建設のための投資
を、その他用ガラスの分野においては主に
マレーシア子会社におけるガラスファイバ
の生産設備増強のための投資を行いました。

経営成績及び財政状態などについての分析
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                                                                                                                        前連結会計年度                              当連結会計年度
                                                                                                                     (2014年12月31日)                       (2015年12月31日)                   

資産の部
流動資産  

現金及び預金                                                                                           149,742                                     144,345
受取手形及び売掛金                                                                                   48,026                                       47,391
商品及び製品                                                                                              33,603                                       40,084
仕掛品                                                                                                          1,620                                         1,631
原材料及び貯蔵品                                                                                       20,837                                       22,459
繰延税金資産                                                                                               3,703                                         5,029
その他                                                                                                          6,537                                         6,562
貸倒引当金                                                                                                    △ 71                                          △ 75
流動資産合計                                                                                           264,001                                     267,429

固定資産  
有形固定資産  

建物及び構築物                                                                                     143,979                                     154,609
減価償却累計額                                                                               △ 68,727                                   △ 71,921
建物及び構築物(純額)                                                                          75,252                                       82,687

機械装置及び運搬具                                                                             706,890                                     682,347
減価償却累計額                                                                             △419,910                                 △414,415
機械装置及び運搬具(純額)                                                                286,979                                     267,932

土地                                                                                                        13,191                                       12,656
建設仮勘定                                                                                              19,870                                       21,216
その他                                                                                                     20,808                                       20,374

減価償却累計額                                                                               △18,828                                   △18,855
その他(純額)                                                                                          1,979                                         1,519

有形固定資産合計                                                                                 397,273                                    386,012

無形固定資産                                                                                                2,948                                         4,185

投資その他の資産  
投資有価証券                                                                                          48,723                                       55,314
繰延税金資産                                                                                          16,344                                       12,560
その他                                                                                                       1,958                                        1,502
貸倒引当金                                                                                                △ 62                                          △ 67
投資その他の資産合計                                                                            66,962                                      69,309

固定資産合計                                                                                           467,183                                    459,507

資産合計                                                                                                     731,184                                    726,937

連結財務諸表

連結貸借対照表

(単位：百万円)
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                                                                                                                        前連結会計年度                              当連結会計年度
                                                                                                                     (2014年12月31日)                       (2015年12月31日)                   

負債の部
流動負債  

支払手形及び買掛金                                                                                   32,180                                      29,587
短期借入金                                                                                                 15,340                                       29,230
1 年内償還予定の社債                                                                                         -                                       10,000
未払法人税等                                                                                                1,301                                        3,428
その他の引当金                                                                                                 49                                               78
事業場閉鎖損失引当金                                                                                        -                                         1,035
その他                                                                                                        33,827                                       32,039
流動負債合計                                                                                             82,700                                     105,399

固定負債  
社債                                                                                                            50,000                                       40,000
長期借入金                                                                                                 40,800                                       27,500
特別修繕引当金                                                                                         32,854                                       31,650
その他の引当金                                                                                                 62                                               27
退職給付に係る負債                                                                                     1,217                                          1,202
その他                                                                                                              971                                          1,357
固定負債合計                                                                                           125,906                                     101,736
負債合計                                                                                                     208,607                                     207,136

純資産の部

株主資本  
資本金                                                                                                         32,155                                       32,155
資本剰余金                                                                                                 34,350                                      34,350
利益剰余金                                                                                                423,763                                    427,431
自己株式                                                                                                     △ 280                                       △ 289
株主資本合計                                                                                            489,989                                    493,648

その他の包括利益累計額  
その他有価証券評価差額金                                                                         17,882                                      23,290
繰延ヘッジ損益                                                                                            △ 763                                       △ 205
為替換算調整勘定                                                                                        6,525                                    △ 3,515
その他の包括利益累計額合計                                                                     23,644                                       19,570

少数株主持分                                                                                                  8,943                                         6,582

純資産合計                                                                                                  522,577                                   519,801

負債純資産合計                                                                                           731,184                                    726,937

(単位：百万円)
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連結損益計算書

                                                                                                                         前連結会計年度                              当連結会計年度
                                                                                                                     自2014年 4 月 1 日                        自2015年 1 月 1 日                         
                                                                                                                     至2014年12月31日                        至2015年12月31日       

売上高                                                                                                         192,692                                    251,177
売上原価                                                                                                      164,694                                     198,171
売上総利益                                                                                                    27,997                                      53,005
販売費及び一般管理費                                                                                  22,773                                       30,971
営業利益                                                                                                          5,223                                       22,034

営業外収益
受取利息                                                                                                         204                                             357
受取配当金                                                                                                   1,102                                         1,226
為替差益                                                                                                      2,672                                             -
補助金収入                                                                                                        20                                             312
その他                                                                                                             821                                             871
営業外収益合計                                                                                            4,822                                         2,767

営業外費用  
支払利息                                                                                                         486                                         1,118
休止固定資産減価償却費                                                                             1,836                                         2,149
為替差損                                                                                                              -                                         5,742
その他                                                                                                             840                                         1,520
営業外費用合計                                                                                            3,162                                       10,529
経常利益                                                                                                          6,883                                       14,272

特別利益  
特別修繕引当金戻入額                                                                                 5,736                                         3,868
投資有価証券売却益                                                                                           -                                         2,131
その他                                                                                                             453                                               28
特別利益合計                                                                                               6,190                                         6,029

特別損失  
固定資産除売却損                                                                                          841                                            495
減損損失                                                                                                      3,042                                         1,485
事業場閉鎖損                                                                                                       -                                         1,255
その他                                                                                                                 6                                             265
特別損失合計                                                                                               3,890                                         3,502

税金等調整前当期純利益                                                                                 9,183                                       16,799
法人税、住民税及び事業税                                                                             2,457                                         5,672
法人税等調整額                                                                                                    44                                             780
法人税等合計                                                                                                   2,501                                         6,453
少数株主損益調整前当期純利益                                                                      6,681                                       10,345
少数株主利益                                                                                                      743                                            708
当期純利益                                                                                                      5,938                                         9,636

(単位：百万円)
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連結包括利益計算書

                                                                                                                          前連結会計年度                              当連結会計年度
                                                                                                                     自2014年 4 月 1 日                        自2015年 1 月 1 日                         
                                                                                                                     至2014年12月31日                        至2015年12月31日       

少数株主損益調整前当期純利益                                                                     6,681                                      10,345
その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金                                                                        4,211                                         5,408
繰延ヘッジ損益                                                                                          △ 847                                            558
為替換算調整勘定                                                                                       7,074                                   △10,017
その他の包括利益合計                                                                              10,438                                    △ 4,050
包括利益                                                                                                      17,120                                         6,295

（内訳）  
親会社株主に係る包括利益                                                                       16,309                                        5,562
少数株主に係る包括利益                                                                                810                                             732

(単位：百万円)
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連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度 (自2014年4月1日　至2014年12月31日)
                                                                                            株主資本                                                         その他の包括利益累計額                  

少数株主持分 純資産合計                                                                                                                                                 その他有価証券  繰延ヘッジ損益   為替換算  その他の包括利益
                                                        資本金    資本剰余金 利益剰余金  自己株式   株主資本合計    評価差額金        調整勘定     調整勘定      累計額合計        

当期首残高                            32,155    34,351   422,893   △276   489,124   13,670          84        214     13,969     7,714    510,807
当期変動額           

剰余金の配当                                             △ 7,958                △ 7,958                                                                         △ 7,958
当期純利益                                                         5,938                   5,938                                                                           5,938
自己株式の取得                                                                   △ 4         △ 4                                                                               △ 4
自己株式の処分                                       △0                          0              0                                                                                    0
決算期の変更に伴う子会社

利益剰余金の増加高                                           2,889                   2,889                                                                            2,889
株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）                                                                                        4,211   △ 847     6,310      9,674    1,229     10,904
当期変動額合計                                -        △ 0         869       △ 4          865    4,211    △ 847     6,310      9,674     1,229     11,769
当期末残高                            32,155   34,350  423,763   △ 280   489,989   17,882    △763     6,525    23,644    8,943   522,577

当連結会計年度 (自2015年1月1日　至2015年12月31日) 
                                                                                            株主資本                                                         その他の包括利益累計額                 

 少数株主持分 純資産合計                                                                                                                                                 その他有価証券  繰延ヘッジ損益   為替換算  その他の包括利益
                                                        資本金    資本剰余金 利益剰余金  自己株式   株主資本合計    評価差額金        調整勘定     調整勘定      累計額合計        

当期首残高                           32,155 34,350 423,763  △ 280 489,989 17,882  △ 763    6,525   23,644   8,943  522,577
当期変動額           

剰余金の配当                                             △ 5,968            △ 5,968                                                           △ 5,968
当期純利益                                              9,636                9,636                                                              9,636
自己株式の取得                                                        △ 9       △ 9                                                                △ 9
自己株式の処分                                       △0                     0           0                                                                    0
株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）                                                                       5,408      558 △10,040 △ 4,073 △ 2,361 △ 6,435
当期変動額合計                            -      △ 0    3,668     △ 8     3,659   5,408      558 △10,040 △ 4,073 △ 2,361 △ 2,775
当期末残高                          32,155 34,350 427,431  △ 289  493,648 23,290  △ 205  △ 3,515 19,570    6,582 519,801
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連結キャッシュ・フロー計算書

                                                                                                                          前連結会計年度                              当連結会計年度
                                                                                                                     自2014年 4 月 1 日                        自2015年 1 月 1 日                         
                                                                                                                     至2014年12月31日                        至2015年12月31日       

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                                                                             9,183                                       16,799
減価償却費                                                                                                 28,419                                        37,153
減損損失                                                                                                      3,042                                          1,485
事業場閉鎖損                                                                                                      -                                         1,255
投資有価証券売却損益（△は益）                                                                         -                                     △ 2,131
特別修繕引当金の増減額（△は減少）                                                      △ 3,082                                     △1,204
受取利息及び受取配当金                                                                         △1,306                                     △1,583
支払利息                                                                                                         486                                         1,118
為替差損益（△は益）                                                                                 △ 594                                          6,081
売上債権の増減額（△は増加）                                                                        292                                     △ 2,133
たな卸資産の増減額（△は増加）                                                                △ 469                                     △ 9,330
仕入債務の増減額（△は減少）                                                                      2,468                                     △1,541
その他                                                                                                          3,818                                         3,159
小計                                                                                                            42,258                                       49,127
利息及び配当金の受取額                                                                             1,257                                         1,553
利息の支払額                                                                                              △ 570                                     △1,061
法人税等の支払額                                                                                    △ 4,109                                   △ 2,822
営業活動によるキャッシュ・フロー                                                             38,837                                       46,797

投資活動によるキャッシュ・フロー  
定期預金の純増減額（△は増加）                                                             △ 5,082                                         9,541
投資有価証券の売却による収入                                                                          -                                          3,153
固定資産の取得による支出                                                                    △ 25,642                                  △ 44,599
その他                                                                                                          1,460                                        △ 733
投資活動によるキャッシュ・フロー                                                        △ 29,264                                   △ 32,638

財務活動によるキャッシュ・フロー  
短期借入金の純増減額（△は減少）                                                                 463                                         1,214
長期借入金の返済による支出                                                                   △ 1,048                                        △ 499
社債の発行による収入                                                                               20,000                                                 -
社債の償還による支出                                                                            △ 10,000                                                 -
配当金の支払額                                                                                        △ 7,958                                    △ 5,969
少数株主への配当金の支払額                                                                              -                                     △ 2,565
その他                                                                                                             241                                           △ 72
財務活動によるキャッシュ・フロー                                                               1,698                                     △ 7,892

現金及び現金同等物に係る換算差額                                                               1,045                                     △ 2,234
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）                                                     12,316                                         4,032
現金及び現金同等物の期首残高                                                                 123,887                                     129,823
決算期変更に伴う現金及び現金同等物の減少額                                         △ 6,381                                                 -
現金及び現金同等物の期末残高                                                                  129,823                                     133,856
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●／販売拠点
●／製造拠点
●／製造・研究開発拠点

グローバルネットワーク

Nippon Electric Glass Europe GmbH （ドイツ）

Nippon Electric Glass America, Inc. （米国）
Techneglas LLC （米国）

電気硝子（上海）有限公司（中国）
電気硝子（南京）有限公司（中国）
電気硝子（厦門）有限公司（中国）
電気硝子（広州）有限公司（中国）

坡州電気硝子株式会社（韓国）
電気硝子（Korea）株式会社（韓国）
日本電気硝子（韓国）株式会社（韓国）

Nippon Electric Glass （Malaysia） Sdn. Bhd. （マレーシア）

日本電気硝子株式会社

台湾電気硝子股份有限公司（台湾）

東京支社・東京営業所（東京都港区）

滋賀高月事業場（滋賀県長浜市）
P＆P技術センター高月（滋賀県長浜市）

能登川事業場（滋賀県東近江市）

精密ガラス加工センター（滋賀県草津市）

若狭上中事業場（福井県三方上中郡）

大阪営業所（大阪市淀川区）

連結子会社 : 合計24社（国内12社、海外12社）

本社・大津事業場（滋賀県大津市）
P＆P技術センター大津（滋賀県大津市）
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■会社概要（2015年12月31日現在）

創立                     1949年12月1日
商号                     日本電気硝子株式会社
本社                      〒520-8639 滋賀県大津市晴嵐二丁目7-1

TEL: 077-537-1700 

FAX: 077-534-4967

営業所（大阪）    〒532-0003 大阪市淀川区宮原四丁目1-14 

住友生命新大阪北ビル10F

TEL: 06-6399-2711　
FAX: 06-6399-2731

（東京）    〒108-0075 東京都港区港南二丁目16-4

品川グランドセントラルタワー9F

TEL: 03-5460-2510　
FAX: 03-5460-2525

事業場                 大津・滋賀高月・能登川・若狭上中・
精密ガラス加工センター

資本金                  32,155百万円
従業員数              5,220名（連結）
上場証券取引所 東京（市場第一部）
証券コード            5214

事業年度            毎年1月1日から12月31日まで
定時株主総会       毎年 3 月
株主名簿管理人 三井住友信託銀行株式会社

■取締役及び監査役／執行役員（2016年3月30日現在）

取締役会長 有岡　雅行
 （代表取締役）　

社長               松本　元春
 （代表取締役）　

取締役            笘本　雅博
竹内　宏和
佐伯　彰久
津田　幸一
山崎　博樹
小田野　純丸 ※1

森　修一 ※1

常勤監査役 来住　富治夫
應治　雅彦

監査役           石井　和也 ※2

木村　圭二郎 ※2

※1  社外取締役
※2  社外監査役

社長執行役員 松本　元春

常務執行役員 笘本　雅博
竹内　宏和
佐伯　彰久
津田　幸一
山崎　博樹

執行役員          大浴　成一
青木　重明
後藤　茂
金井　敏正
前中　祐輔
岸本　暁
中村　憲生
竹内　清秀
中川　邦広
野村　博明
久保　正也
松宮　晴樹
加埜　智典
角見　昌昭

会社情報

■株式情報（2015年12月31日現在）

（株式に関する事項）
発行可能株式総数                    1,200,000,000株
発行済株式の総数                        497,616,234株
単元株式数                                            1,000株
株主数                                                  13,296名

（所有者別株式分布状況）

（大株主）
株主名                                                                               持株数（千株） 持株比率（％）
ニプロ株式会社                                                                       68,335            13.7 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）                    33,283              6.7 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）             22,626              4.5 

資産管理サービス信託銀行株式会社（投信受入担保口）          14,547              2.9 

THE BANK OF NEW YORK 133524                                            12,815              2.6 

SAJAP                                                                                       8,460              1.7 

株式会社滋賀銀行                                                                    8,089              1.6 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口4）             7,824              1.6 

UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT       7,650              1.5 

PICTET AND CIE  (EUROPE) S.A.                                                 5,599              1.1 

個人その他
10.3%

金融機関
31.9%

証券会社
3.4%

その他の法人
17.5%

外国法人等
36.9%
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