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セントラル硝子グループのCSR

セントラル硝子のCSRは、企業理念の実現です。
行動規範の遵守を基盤とし、基本方針・基本理念を実現し、社会的責任を
果たすためには、多くのステークホルダーとの連携・協力が不可欠となります。
以下の体系に基づき、さまざまな活動のPDCAを回し、推進することが、セント
ラル硝子のCSR経営です。

CSR at Central Glass means achieving our Corporate Philosophy.
It is essential to have cooperation and collaboration with our many 
stakeholders in order to fullfill our social responsibility through
our Basic Policy and Basic Philosophy, based on observance of our 
Code of Conduct. In recognition of our corporate social responsibility, 
Central Glass’s management applies and promotes the PDCA cycle 
with regard to various activities, based on the system shown below.
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事業内容　
ガラス事業    建築用ガラス、自動車用ガラス、ガラス繊維 
化成品事業  化学品、ファインケミカル、肥料
代表者 
代表取締役社長執行役員　清水 正 

Corporate Name 
Central Glass Co., Ltd. 
Headquarters 
Kowa-Hitotsubashi Building, 7-1 Kanda-Nishikicho 3-chome, Chiyoda-ku,
Tokyo 101-0054, Japan
Established　
October 10, 1936 
Paid-in Capital 　
18,168 million yen 
Stock exchange listings　
Tokyo Stock Exchange(Prime Market)　(Code: 4044) 
Business Field 　
Glass Business           Architectural Glass, Automotive Glass, Glass Fiber
Chemicals Business  Chemicals, Fine Chemicals, Fertilizer
Representative 　
Representative Director, President & CEO  Tadashi Shimizu

すべては人と地球環境のために
Everything is for people and the global environment.

セントラル硝子は、ものづくりとサービスを通じて、常に地球環境と人の健康・安全に配慮し、真に豊かな社会の実現に貢献します。
Central Glass will help create a truly prosperous society through the production of goods and the provision of services, 
by at all times giving consideration to the global environment, health, and safety.

詳しくはWebサイトをご覧ください
Please see the details on the Web site.

https://www.cgco.co.jp

セントラル硝子グループのCSR / セントラル硝子グループ行動規範 CSR at the Central Glass Group / Central Glass Group's Code of Conduct 

会社概要 Corporate Outline

セントラル硝子は、企業発展の基本に「ものづくり」は「ひとづくり」であるとい
うことを据え、従業員一人ひとりの実力・能力を最大限に発揮できる職場づく
りを目指しています。
Central Glass focuses on the idea that “                      starts with 
                   ” at the foundation of our corporate growth, and we aim to 
create workplaces in which every employee is able to demonstrate his 
or her capabilities and skills to the utmost.

従業員 Employees

セントラル硝子は、事業活動から生じる環境への影響を認識し、環境負荷低
減に努め、事業展開する地域とともに成長しながら、持続可能な社会の実現
へ貢献していきます。
Central Glass contributes to the realization of a sustainable society 
while recognizing the effect of our business activities on the 
environment, striving to reduce our environmental burden, and 
growing in harmony with the regions where we do business.

地域社会 Local Community

セントラル硝子は、迅速かつ透明性の高い情報開示を目指し、決算説明会
や刊行物を通じて、株主・投資家の皆さまとのコミュニケーションを重視した
活動に取り組んでいます。
Central Glass strives to realize rapid and highly transparent information 
disclosure. Through our financial results briefings and publications, we 
are working to prioritize communication with all shareholders and 
investors.

株主・投資家 Shareholders/Investors

セントラル硝子は、お客さまに愛され、安心してお使いいただける製品とサー
ビスを提供するために、お客さまの満足を第一に考えた品質管理活動を行っ
ています。
また取引先とは公正、公平で良好な信頼関係の構築に努めています。
Central Glass carries out quality-control initiatives that always place 
customer satisfaction first, so that we can provide products and services 
that our customers love and can use with peace of mind.
With our business partners, we work to build fair, equitable, and 
positive relationships of trust.

お客さま・取引先 Customers/Business Partners
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セントラル硝子グループ行動規範

自らの行動に責任をもち、企業活動において誠実に取り組みます。

感性を磨き、常に独自の技術とアイデアを追求し続けます。

人々が快適で健やかに暮らせる社会の実現と地球環境の保護に取り組みます。

異なる文化や慣習を積極的に学び、世界の人々に求められる製品づくりに努めます。

一人ひとりの多様性を尊重し、未来に向かって挑戦し続けます。

基本理念

基本方針

行動規範

従業員 地域社会株主
投資家

お客さま
取引先

Monozukuri
Hitozukuri




