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株主の皆さまへ

株主の皆さまには、平素より格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

2018年上半期は自動車用ガラスや化学品を中心に各事業
の出荷数量が増えたことなどにより、前年同期に比べて555
億円の増収、同110億円の増益となりました。また、上半
期に化学品のクロール・アルカリ事業において、苛性ソーダ
など一部製品の販売価格が想定を上回り推移したことから、
通期の営業利益予想を1,300億円から1,350億円に
上方修正しています。なお、中間配当金につ
いては、期初予定通り1株当たり55円といた
しました。期末配当金についても、期初予想
どおり1株当たり55円を予定しています。

2018年7月1日、旭硝子株式会社は、
AGC株式会社へと商号を変更しました。

1907年の創業以来慣れ親しんできた社
名ではありますが、創業当初から受け継
がれてきた「易きになじまず難きにつく」
の理念を変えることなく、新社名とともに
新たな挑戦を開始いたします。

今後も、「AGC」を世界中のステークホ
ルダーから信頼されるグローバルブランド
として成長させるために、グループ一同全
力を尽くす所存です。今後ともAGCグ
ループになお一層のご支援を賜りますよう、
よろしくお願い申し上げます。

Top Message

代表取締役兼社長執行役員CEO
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通期上半期累計 通期上半期累計 通期上半期累計

売 上 高 営業利益 親会社の所有者に帰属する四半期純利益
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28.2％増
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［セグメント］

・ 自動車用ガラスや化学品を中
心に各事業の出荷数量が増加
したことに加え、買収した企業
を連結化したことにより増収

・通期予想は変更なし

売 上 高

・ 化学品を中心にすべてのセグ
メントで増益

・通期予想を50億円上方修正

化学品セグメントが大きく伸
び増益

営業利益

・営業利益増により増益
・通期予想を30億円上方修正

親会社の所有者に帰属する四半期純利益

2018年度上半期業績のポイント業績ハイライト

トピックス

このたび、AGC株式会社への商号変更を機に、
私たちが理想とするAGCブランドの核心を端的
に表すブランドステートメントを制定しました。
株主の皆さまに対しては、AGCグループが実現
しようとしている価値とは何かを明示するもので
す。世界のAGCグループメンバーから寄せられ
た900を超える応募作から選定しました。

ブランドステートメント	
“Your	Dreams,	Our	Challenge”
	を策定

易きになじまず難きにつく
人を信ずる心が人を動かす
世界に冠たる自社技術の確立を
開発成功の鍵は使命感にあり

AGCは、この創業の精神を礎に、
お客様とゆるぎない信頼関係を築きながら、
独自の素材とソリューションで、
時代のトップランナー達を支えてきました。

私たちはこれからも、互いの知見や技術を掛け合わせ、
人々の想いの先、夢の実現に挑んでいきます。

ブランドストーリー
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2018年6月より新社名を周知するためのさまざまなコミュ
ニケーション活動を実施しています。広告キャラクターとし
て、俳優の高橋一生さんを起用したテレビCMを放映している
ほか、交通広告を中心に各所でAGCをPRしています。

トピックス

新広告活動のご紹介

横浜市交通局市営バスラッピング広告
（2019.6.30まで） JR東日本トレインチャンネル

ガラスといえばAGC/青い街篇
（全国テレビCM放映 2018.9.9まで）

名古屋鉄道ドア横ポスター 新宿 ALTA VISION

阪急電鉄梅田駅

都営地下鉄三田線中吊りポスター

JR東日本品川駅中央改札内
東京ドーム　カメラマン席防球フェンス

（2019年のプロ野球レギュラーシーズン終了まで）

東京駅地下空間

今まではポスターを貼り替え使用してい
た東京駅の地下空間に、AGCの開発し
たガラスサイネージ®「infoverre®（イン
フォベール®）」が2018年4月に採用さ
れました。
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長期経営戦略「2025年のありたい姿」の実現に向
け、「モビリティ」、「エレクトロニクス」、「ライフ
サイエンス」の3分野を戦略事業として位置づけ、
その成長に向け取り組んでいます。

今回は、モビリティ、エレクトロニクスの両事業で行っている次世代高速通信の課題解決に向けた取り組み
についてご紹介します。

IoTの時代が到来し、5Gに代表される次世代高速通信を可能にする素材・技術の開発が求められています。
AGCは5G対応アンテナや超低損失CCL※1の提供を通じて、自動運転に代表される、未来の暮らしの実現に貢
献していきます。 ※1　Copper Clad Laminate、銅張積層板

車両ガラス設置型の5G用ア
ンテナを新たに設計・開発し、
7月に実証実験を行いました。
この実証実験は株式会社NTTド
コモ、エリクソン・ジャパン株
式会社と共同で実施し、約100
㎞/hで高速走行中の車両との間
で、最大8Gbpsの5G通信に世
界で初めて※2成功しました。

5G通信の特徴である、低遅
延・高信頼で高速・大容量の
データ通信が自動車で利用でき
れば、自動運転の実現や、車内で楽しむコンテンツの
充実が可能になりそうです。
※2　株式会社NTTドコモ調べ（2018年7月25日現在）

トピックス

トピックス

ミラノデザインウィークに出展	－ガラスの新たな活用方法を提案－

戦略事業の成長に向けた取り組み

実証実験風景

車両ガラス設置型アンテナ
素子

毎年4月にイタリア・ミ
ラノで開催される世界最大
規模のデザインの祭典「ミ
ラノデザインウィーク」に
今年も出展しました。ミラ
ノ中央駅の高架下を活用し
た展示会場には、6日間で
約24,000人が来場しまし
た。今回は、「音（聴覚）」
をテーマに、現在開発中の「音を生む」ガラスによって、日
常に存在する「音」を、これまでとは違った感覚で体験する
空間を提案しました。来場者からは、「スピーカーがないのに音に包まれる不思議な体験をした」「ガラスの新
しい可能性を感じた」などの声をいただきました。

AGCミラノデザインウィーク特設サイト http://agc-milan.com/

開発中のガラススピーカー（サンプル）

米国Park Electrochemical社との間で、同社のエ
レクトロニクス事業を約160億円で取得することにつ
き合意し、7月に株式譲渡契約を締結しました。

同社は、5Gなど次世代高速通信に不可欠なアンテ
ナ基板に用いられる超低損失CCLの高い技術力と高
品質な製品を有しています。左記の車両ガラス設置型
アンテナへの採用をは
じめ、AGCが保有する
技術との間で大きなシ
ナジーが発揮できるこ
とから買収を決定しま
した。
※3　 本件買収は、関係規制

当局の承認を前提とし
ています。 CCL、およびCCLを用いたプリント 

基板

1  「車両ガラス設置型アンテナ」による	
5G通信に成功

2  米国Park	Electrochemical社の	
エレクトロニクス事業を買収※3

戦略事業

ライフサイエンス

安心・安全な治療
長寿命化

世界人口の増加

モビリティ

つながる車／自動運転
情報表示の進化

輸送機器の更なる軽量化

エレクトロニクス

IoT/AI時代の到来
次世代高速通信／自動運転

新デバイスの普及



100－8405   千代田区丸の内1－5－1
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株主番号は配当金計算書
に記載しています

切り取ってご利用ください

切
り
取
っ
て
ご
利
用
く
だ
さ
い

■ 性別　　　男 ・ 女　　　　　　　　■ 年齢

■ 電話番号

■ ご住所
〒　　　　　-

（　　　　　）　　　　　　　-

都 道
府 県

■ Eメールアドレス

※お名前およびご住所は株主名簿に記載の登録住所・氏名をご記入ください。

■ 参加イベント（希望するものを　でお選びください）

■ 株主番号（8桁）

■ お名前
ふりがな

□ 工場見学会（12月7日（金））
※工場見学会の同伴者はご遠慮ください。

※同伴者はAGC Studio見学＆対話会のみ1名様まで可とさせていただきます。
□ AGC Studio見学＆対話会（11月29日（木））

有 ・ 無同
伴
者

お名前 年齢

募集
人数

30名
（同伴者はご遠慮ください）

場所 AGC（株）鹿島工場
所　在　地：茨城県神栖市東和田25
主な事業内容：建築用板ガラスおよび化学品の製造  注意事項

※	ご見学時は1時間程度の徒歩移動、バスの乗り降りおよ
び階段の昇り降りがございますので、ご留意ください。

※ 工場内での撮影は禁止とさせていただきます。
※ 解散時間は、当日の道路状況等により前後する可能性が

あります。あらかじめご了承ください。
※ 昼食は当社でご用意いたします。

株主様向けイベントを開催します!AGC Tour

日時 2018年12月7日（金）
11：00～18：00（予定）	
東京駅周辺集合・解散
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裏面 宛名面

左の応募用紙にご
記入の上、ハガキ
に貼り付けてご応
募ください。

鹿島工場見学会
建築用ガラスなどを生産している
鹿島工場にて生産工程見学や製品展示などの
工場見学会を開催します。



2018年11月29日（木）
13：00～15：00（予定）

日時

募集
人数 計40名（同伴者含む）

場所 AGC Studio
所在地：東京都中央区京橋2-5-18 京橋創生館1･2階

 応募要項
対 象 者：		2018年6月30日現在、当社株式を200

株以上ご所有の株主様
応募方法：		郵便ハガキに左記のとおり必要事項を

ご記入の上、送付をお願いします。
（郵送料は株主様にてご負担いただき
ますようお願い申し上げます）

締　　切：	9月30日（日）＊当日消印有効
送 付 先： 〒100-8405   千代田区丸の内1-5-1　 

AGC（株）　広報・IR部

 費　　用
無料（集合場所までの交通費は株主様にてご負担 
ください）

 募集要項
AGC Studio見学＆対話会には、ご本人のほか、同伴者1名
まで参加可能です。ご希望の方は、応募用紙の同伴者欄に必
要事項（お名前・年齢）をご記入ください。

 ご応募前の確認事項
※ ご応募者多数の場合は抽選とさせていただきます。抽選結果
および当日の詳細につきましては、当選された方に2018年
10月末日までに郵送にてお知らせいたします（送付先は株主
名簿上のお名前・ご住所宛）。なお、落選された方にはご連絡
いたしませんのでご了承ください。

※ 集合・解散場所の詳細につきましては、当選された方に郵送す
るご招待状にてご案内申し上げます。

※ ご応募の際に、記載事項にもれ等の不備がありますと、ご応募
を無効とさせていただくことがありますので、ご注意ください。

※ 工場見学会、AGC Studio見学＆対話会の両方をご応募いた
だくことは可能です。ただし、同一名義での複数のご応募は
無効とさせていただきます。

※ ご応募に際していただいた個人情報は、本株主様向けイベン
トを実施するうえで必要な限りにおいてのみ使用いたします。

お問い
合わせ先

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　
株主様サポートセンター　AGC工場見学会・AGC	Studio見学＆対話会専用窓口

電 話 	0120-676-545（通話料無料）　土、日、祝日を除く　9：00～17：00

工場見学会・AGC	Studio見学＆対話会共通のご案内

AGC Studioホームページ https://www.agcstudio.jp/
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AGC Studio（AGCスタジオ）
見学＆CFOとの対話会
当社のショールームであるAGC	Studioでは、
街づくり・空間づくりに貢献する幅広いAGCグループの製品を紹介しています。
今回は、AGC	Studio見学および当社CFOと株主様との対話会をセットにしたイベントを開催します。



将来情報に関する注記	
本誌の記載のうち、将来の計画数値、施策などに関する記載については、 
不確定な要素を含んだものであることをご理解ください。

ミャンマーより
ご挨拶

AGCグループは、高成長が見込まれる地域のマーケ
ティング活動拠点として2016年10月にインド事務所お
よび中東・アフリカ事務所（ドバイ）を設置しました。
そして、今後成長著しいミャンマー連邦共和国における

マーケティング活動を深化させるため、
同国に2018年4月、東南アジア地域を
統括するAGCアジアパシフィック社の
支店を開設しました。

株式の状況 （2018年6月30日現在）
発行済株式総数  ..................  231,978,181株
株主数  ......................................... 56,883名

（単元株以上株主  .........................  49,279名）

株式に関するお問合せ先

証券会社等に口座をお持ちの場合 特別口座の場合

口座を開設されている
証券会社等

三菱UFJ信託銀行株式会社（特別口座管理機関）
電話（0120）232-711（通話料無料）

配当金のお支払いについて
配当金は、支払開始の日から満5年を経過いたしますと、定款の定めによ
り、お支払いができなくなりますので、お早めにお受け取りください。
なお、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。

単元未満株式をご所有の株主様へ
株主様がご所有の当社単元未満株式（1〜99株）につきましては、当社に
対し買取・買増をご請求することができます。お手続き用紙のご請求その
他お手続きの詳細は、下記お問合せ先までご連絡ください。

株式関連情報
事業年度	
毎年1月1日から12月31日まで
定時株主総会開催月　3月
基準日 定時株主総会 12月31日 
 期末配当 12月31日 
 中間配当 6月30日
公告方法　電子公告
［公告掲載アドレス］  
http://www.agc.com

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 証券代行部
　［連絡先］ 
　電話 0120-232-711（通話料無料）
　郵便物送付先
　 〒137-8081  

新東京郵便局私書箱第29号
　三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

トピックス

AGCアジアパシフィック社ミャンマー支店長　生田　周右

ミャンマーにマーケティング拠点を設立

※2 自己株式2.6%が含まれています

株主の状況 （2018年6月30日現在）
（単元株以上）

事業会社・その他法人
11.23%

外国法人・外国人
26.42%

個人・その他
17.44%

金融・証券
44.91%

金融・証券
42.6%

事業会社・その他法人
11.9%

外国法人・外国人
27.4%

個人・その他※2

18.1%

株主の皆さま、ミンガラーバー！（ミャンマー語で「こんにちは」の意味です。）
現在ミャンマーでは大型の建築プロジェクトや、ODA関連のインフラ整備等が始まり

つつあり「今まさに急発展のスタートラインに立っている国」であることが日々随所からひしひし
と伝わってきます。初代ミャンマー支店長として、この地に根付いた形でAGC製品・技術の事業機会
探索と、同国の持続可能な成長へとつながる貢献の両立を目指してまいります。

会社概要 （2018年6月30日現在）
商　　号	 AGC株式会社※1 
英文社名 AGC Inc.※1

 ※1 2018年7月1日に商号変更しました
創　　業 1907年9月8日
設　　立 1950年6月1日
資 本 金 90,873,373,264円
本社所在地	
〒100-8405 
東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 

（新丸の内ビルディング）
電話（03）3218-5096
連結対象子会社数	
212社（うち海外174社）


