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第１四半期決算レポート
2007年8月9日に発表しました2008年3月期第1四半期

少しました。以上から、当第１四半期における当社の電子工業

（2007年4月1日〜6月30日）の連結経営成績および財政状態

用機器事業の売上高は556億4千2百万円と前年同期に比べ
て2億9千9百万円
（0.5%）減少し、営業利益は40億4千6百万

につきまして、以下のとおりご報告いたします。

円と前年同期に比べて43億1千万円
（51.6%）
減少しました。
連結経営成績

画像情報処理機器事業では、デジタル印刷機関連製品の売

当第１四半期は、デジタルカメラや携帯音楽プレーヤー向

上は前年同期に比べて伸びましたが、主力のCTP（Computer

けの旺盛な半導体需要を背景にメモリーメーカーの積極的な

to Plate）関連製品の売上が減少したことから、当セグメントの

設備投資が継続し、当社の半導体製造装置はバッチ式洗浄

売上高は132億5百万円と前年同期に比べて6億1千6百万円

装置および枚葉式洗浄装置を中心に売上を伸ばしました。 （4.5%）減少しました。一方で、固定費の圧縮やコストダウン
一方、昨年夏以降の液晶ディスプレーの在庫調整や価格下

に努めた結果、営業利益は3億9千7百万円
（前年同期は1億2

落により液晶パネルメーカーの設備投資は抑制され、当社の

千4百万円の営業損失）
となりました。

FPD（フラットパネルディスプレー）製造装置の売上は大きく減

以上の結果、当第１四半期における当社グループの売上
単位：億円未満切捨て

2007年3月期

2008年3月期

前年同期比率

第１四半期
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対期初上期計画
（2007年5月14日発表）
進捗率

売上高
電子工業用機器
半導体製造装置
FPD製造装置
その他の電子工業用機器および部品
画像情報処理機器
その他

701
559
310
233
15
138
3

694
556
466
73
15
132
6

△ 0.9%
△ 0.5
50.2
△ 68.3
3.4
△ 4.5
80.2

48.6%
49.2
49.1
56.8
31.8
45.5
61.1

営業利益または損失（△）
電子工業用機器
画像情報処理機器
その他

84
83
△1
1

45
40
3
1

△ 45.6%
△ 51.6
−
△ 25.4

50.9%
−
−
−

経常利益

76

43

△ 42.6%

67.4%

四半期純利益

47

21

△ 55.5%

52.0%

●

FPD製造装置は売上減少に伴い
利益減少（前年同期比△約60億円）

●

半導体製造装置は売上増加に伴い
利益増加

●

画像情報処理機器は販売管理費の
抑制により利益増加

（注）対期初上期計画進捗率＝
2008年3月期第１四半期実績÷期初上期計画値×100

高は694億5千9百万円（前年同期比0.9％減）、営業利益は

投資活動によるキャッシュ・フローは、前期に完成した半導

45億7千8百万円
（同45.6％減）、経常利益は43億7千8百万

体製造装置およびFPD製造装置の新工場取得による支出な

円（同42.6％減）、四半期純利益は21億3千3百万円（同

どにより53億8千5百万円の支出（前年同期は11億9千7百万

55.5％減）
となりました。

円の支出）
となりました。
上記の営業活動および投資活動による支出に加え、配当金

連結財政状態
当第１四半期末の総資産残高は、棚卸資産や投資有価証
券が増加したほか、半導体プロセス技術センターの着工によ

の支払いなどを賄うため主に短期借入金による調達を行っ
た結果、財務活動によるキャッシュ・フローは118億9千万円
の収入
（前年同期は99億7千9百万円の収入）
となりました。

り有形固定資産が増加しましたが、受取手形及び売掛金が

以上の結果、現金及び現金同等物の当第１四半期末残高

大きく減少したことから、前期末に比べて25億1千8百万円

は、前期末に比べて7億8千万円減少し332億9百万円となり

（0.8％）減少し3,170億円となりました。

ました。

純資産から少数株主持分を除いた自己資本は1,338億7千
1百万円と前期末に比べて8億1千万円
（0.6%）増加し、自己

業績予想

資本比率は42.2％
（0.6ポイント増）
となりました。増減の主な

2008年3月期の中間期
（2007年4月1日〜2007年9月30

ものは、配当金の支払いによる利益剰余金の減少、四半期

日）および通期（2007年4月1日〜2008年3月31日）の業績予

純利益による利益剰余金の増加、保有株式の時価上昇によ

想につきましては、2007年5月14日発表の予想から変更して

るその他有価証券評価差額金の増加などであります。

おりません。

キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、棚卸資産の増加額、

■連結業績予想

仕入債務の減少額、法人税等の支払額などの支出項目が、 中間期
税金等調整前四半期純利益、売上債権の減少額などの収入 通期
項目を上回ったことにより78億7千5百万円の支出（前年同期
は7億4千2百万円の支出）
となりました。

売上高

営業利益

経常利益

当期純利益

1,430億円

90億円

65億円

41億円

2,880億円

220億円

185億円

110億円

※上記の予想は、2007年8月9日現在入手している情報および合理的であると判
断する一定の前提に基づいたものであり、実際の業績はさまざまな要因により
大きく異なる可能性があります。
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トピックス

第66回定時株主総会レポート
当社は2007年6月27日に第66回定時株主総会を開催しまし
た。今回は、リニューアル後の本社事業所（京都市上京区）にて
初めて行う株主総会となり、約250名の株主の皆さまにご出席
いただきました。
この総会から社長の橋本（2005年6月就任）が初めて議長を
務め、ご出席の株主さまへ当社の経営方針、事業内容ならびに
議案について分かりやすくご説明いたしました。総会においては、
買収防衛策をはじめとするすべての議案を株主の皆さまにご承
認いただくことができました。
総会終了後には「思考展開*ホール〜旭山の杜〜」にて、株主

株主総会の様子

の皆さまとのコミュニケーション向上を目的とした懇談会を初めて

懇談会では、ご出席いただいた株主の皆さまに会長の石田、社

開催しました。
「思考展開ホール」はリニューアルの一環として新設

長の橋本をはじめとする当社役員との交流を深めていただきま

され、当社事業の礎となった写真製版用「ガラススクリーン」や直

した。当社は今後もこのような機会を設け、株主の皆さまとの

立型大型スキャナー
（人間コピー機）
などを展示した、当社の技術

コミュニケーション向上を重視してまいります。引き続き、ご支

の変遷と歩みを体感できる

援いただきますよう、お願い申し上げます。

コーナーとなっております。

*思考展開…研究開発型企業として生まれた大日本スクリーンの事業展開の信条。常に
「自
社の技術や製品にどう結び付くのか」
「何が不足しているのか」を考え、新しい
事業や製品の創造にチャレンジを続けるという強い思いが込められています。
リニューアル後の本社外観
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「大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」の導入の承認に関するお知らせ
当社株式への大規模買付行為に関する対応手続きや対

■本施策のフローチャート

抗措置を定めた事前警告型の買収防衛策の導入につき、

買収提案者（大規模買付者）の出現

第66回定時株主総会におきまして、株主の皆さまにご承
認いただきましたので、ご報告いたします。

大規模買付者による意向表明書の提出

この買収防衛策の発動に際しては、当社取締役会が恣
を行う経営陣から独立した組織として独立委員会を設置
しました。取締役会はこの委員会の勧告、意見を最大限
尊重して、買収防衛策を発動するかどうかを決定するとい
う手順を取ります。

当社代表取締役による提出情報のリスト交付
独立委員会による内容の検討および勧告
大規模買付者による必要情報の提出

本施策の導入に際し、一部の反対票もありましたが、大
多数の株主さまのご賛同を得ることができました。当社
は株主の皆さまのご意見を真摯に受け止め、当社グルー

あり

あり

大規模買付ルール順守

プの企業価値ひいては株主共同の利益の確保、向上に向
けてまい進してまいります。

※「大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）
」の詳細につき
ましては、当社ウェブサイト
http://www.screen.co.jp/ir/pdf/070514Anti-takover̲
Defenses̲Policy̲J.pdf

をご覧ください。

なし

あり

意的な判断を行うことを阻止するため、当社の業務執行

右記以外の
場合

大規模買付行
為が当社のグ
ループの企業
価値または株
主共同の利益
を著しく毀損
する場合

取締役会による
大規模買付対抗
措置不発動

なし・不十分

大規模買付ルール不順守
大規模買付者に対して買付ルール順守、
不足／追加情報を要求する場合がある。
大規模買付対抗
措置の発動要件
の充足を勧告

大規模買付対抗
措置の発動要件
の充足を勧告

取締役会による大規模買付
対抗措置発動
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次世代の枚葉式洗浄装置
「SS-3100」を発売
半導体機器カンパニー
洗浄機器事業部 枚葉洗浄機器技術部
清川 信治

省スペースで高い生産性を実現し、半導体デバイスの微細化に
も対応する、300ミリウエハー対応枚葉式洗浄装置
「SS-3100」
を開発し、2007年7月より販売を開始しました。

「スピンスクラバー」には、ウエハーの表面洗浄、裏面洗浄、表面＋
裏面洗浄の三つの仕様があります。それぞれに対応した最適な高速
搬送システムを構築するために、搬送方法やユニットのレイアウトに

製品の役割

ついて試行錯誤を繰り返した結果、業界最高レベルの高速処理を実

このたび当社が発表した装置は、
「スピンスクラバー」
と呼ばれ

現することができました。また、現行の「SS-3000」
と比較して生産

る枚葉式洗浄装置です。スピンは「回転する」、スクラブは「ごし

性を2倍に向上させるために、装置内のスペースをどのように有効利

ごし洗う」
という意味。すなわち、ウエハーを回転させながら、
柔らかいブラシを使ってウエハーの表面と裏面を洗う装置です。
製品の特長

用するかを開発プロジェクトで何度も検討会を行い、設置面積を
15％削減することができました。
さらに、半導体業界では非常に危険な薬液を使用する場合があり
ますが、この装置は純水を使って汚れを落とすことができ、環境面に

「SS-3100」は、毎時300枚のウエハーを処理するという業界

も配慮した設計となっています。

最高レベルの高速処理を実現し、かつ現行の「SS-3000」に比
べて設置面積を15％削減しています。

今後の抱負

また、当社独自開発のブラシをゆっくりと回転させながらウエ

今後も業界をリードする開発を行い、生産性の高い装置と新

ハーのエッジ（端面）部分の汚れを除去

たな高機能洗浄を提案していくことで、半導体洗浄装置トップ

する
「ベベル洗浄」機能や、超微粒子によ

シェアを誇る当社の地位をさらに強固なものにしていきます。

り回路パターンへのダメージを最小限に
抑える洗浄技術「Nanospray2（ナノスプ
レー・ツー）
」の搭載が可能。次世代半導
体デバイスの歩留まりと生産性の向上に、
「SS-3100」
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大きく貢献する装置となっています。

用語解説
枚葉式洗浄装置：ウエハーを1枚ずつ処理する洗浄装置。
純水：全く不純物のない、純度100％（H2O）に限りなく近い水。
歩留まり：生産した製品全体に対する良品の割合。歩留まりを上げ
るとは、不良品の率を減らすという意味。

フラットパネルディスプレー用の
自動検査装置を開発
半導体製造工程における膜厚測定やプリント配線板検査装置

電子機器カンパニー
新事業開発部

の技術を応用し、FPD（フラットパネルディスプレー）用の検査

三田 章生
桜井 聡
（ミクロ検査装置開発リーダー）（マクロ検査装置開発リーダー）

装置業界へ新規参入しました。

ミクロ検査装置は、その高解像度を実現するのにミクロンオーダー

製品の役割
液晶などのFPD製造において、微細な回路パターンを形成す

の精度が要求されるため、搬送系・光学系すべての開発・組立を当社
で行いました。そのため、開発初期段階では、その性能をフルに発揮
できるよう、分解・再組立・再設計を何度も繰り返しました。さらに、

る各工程で精密な検査を実施することにより、歩留まり向上を図

所定の性能を発揮するようになっても、その性能をお客さまに理解し

ります。薄型テレビをはじめ、パソコン用ディスプレー、携帯電

ていただくには、高度なテストを実施する必要があり、この点で大変

話など、FPDを使った製品の需要が拡大する中、パネルの低価
格化、製造コストの削減を可能とする、この検査装置に注目が集

苦労をしました。
マクロ検査装置では、評価装置をお客さまに納入し、お客さまの
要求に合うように、装置の機能向上を徹底的に実施した結果、満足

まっています。

のいただける装置にすることができました。お客さまの要求も日々

製品の特長

変わっていきますので、それに追随すべく、今後も開発を進めていき

当社が今回リリースした自動検査装置には、ミクロ検査装置と

たいと思います。

マクロ検査装置の２種類があります。ミクロ検査装置は、回路の
断線やショート、異物など、パネル性能に欠陥を引き起こすもの

長が期待されています。マクロ検査装置に関しましては、現状で

を画像検査します。一方、マクロ検査装置は、ミクロ検査装置で

は同様の装置がなく、新しい市場となりますが、ミクロ検査装置

検出不可能な膜ムラや欠陥を画像検査するものです。従来は人

市場と同程度に成長すると予想しています。

間による目視検査に頼っていた検査工程を自動化し、目視検査

今後の抱負

では見つけられなかった微弱なムラも検出可能にします。
対象となる市場
ミクロ検査装置市場は年間200億円程度と言われ、今後も成

FPD製造工程における広範囲な検査要求に対し、ミクロ検査
装置とマクロ検査装置の２機種で自動検査を促進し、４年後に
は両機種で年間40億円のビジネスに育てたいと考えています。
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ス ク リ ー ン を 知 る

画像情報処理機器事業編
当社創業の事業である画像情報処理機器事業は、印刷関連機器の製造、販売を行っています。
今回は、印刷市場の動向、印刷工程、当社製品の役割と製造工程、販売・保守サービス活動、
さらに当事業の今後の展開についてご説明します。

印刷市場の動向

...........................................

めにカレンダーなどの長納期・大部数印刷を中国などで行う

印刷の基本は「版をつくって、刷る」つまり型をつくって複製

傾向があります。
「無版印刷」では、必要な時に必要な部数を

品を大量に生産することです。しかしながら、近年、デジタル

印刷するPOD（プリントオンデマンド）市場が台頭してきてい

化の進展による紙媒体の減少や短納期・小部数印刷への需

ます。

要の高まりを受けて、印刷工程の短縮や版を用いない無版
印刷に向けた技術開発が活発に行われています。
特に欧米では、
「有版印刷」
と
「無版印刷」の二極化が進ん

一方、BRICsをはじめとする新興市場では、経済発展に伴
い印刷の需要も拡大しており、工程の簡略化を実現するCTP
の導入が急速に進んでいます。

で います。
「 有 版 印 刷 」で は 工 程 の 短 縮 を 実 現 する C T P
（Computer to Plate）の導入が進むとともに、コスト削減のた

印刷工程と当社製品

.....................................

通常、フルカラーの印刷物はC・M・Y・K（青・赤・黄・黒）
の4色の濃淡と重ね合わせにより再現されます。これら4色
のインキを紙に転写するための装置が印刷機であり、その際
に用いるプレート
（印刷版）をつくる作業を製版と言います。
製版工程では、文字や写真原稿をデザインした
「編集デー
タ」を「印刷用データ」に変換します。次に、印刷用データを
フィルムに出力し、出力されたフィルムを通して光を照射し、
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像（文字・画像）をプレートに焼き付けます。ここでCTP（プ

ますので、大幅に工程が短縮されます。

レート出力機）を用いると、印刷用データを直接プレートに

当社は編集データの作成に使われる書体データやスキャ

焼き付けるため、フィルム出力工程を省略でき、また安定し

ナーから、製版工程で使用されるCTP、工程を管理するワー

た色の再現が可能になるため印刷品質の向上が図れます。 クフローソフトなどまで、幅広い製品を製造・販売しています。
印刷工程では4枚のプレートを印刷機に載せ、対応する4色

また、デジタル印刷機においても、請求明細書など一人ひと

のインキを用紙に刷り重ねて印刷します。さらに、デジタル印

りに合わせて異なるデータを印刷するバリアブル印刷機など

刷機による印刷では、印刷用データを直接印刷物に出力し

の機種を取り揃えています。

■従来の
印刷工程

編集データ

印刷用データ

・書体データ
「ヒラギノ」書体

・ワークフローソフト
「Trueflow」シリーズ

・スキャナー
「Genascan」シリーズ

・カラーマネジメント
「LabProof」

■CTPの
印刷工程

■デジタル印刷機による
印刷工程

は当社の製品

フィルム出力

プレート
（印刷版）焼き付け

印

刷

プレート出力

印

刷

印

刷

・イメージセッター
「GENASETT」
シリーズ

・CTP
「PlateRite」シリーズ

・カラーデジタルオフセット印刷機
「Truepress 344」
・フルカラーバリアブル印刷機
「Truepress Jet520」
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CTPの製造工程

く

..........................................

画像情報処理機器事業の売上の60％以上を占め、世界市

み やま

●久御山事業所
当社の画像情報

場シェアNo.1を誇る、当社のCTPの製造工程をご説明します。 処理機器の製造は、
CTPの製造は、
「商品企画・設計」
「営業・販売」
「受注」
「部

京都府の久御山事

品・ユニット組み立て／検査」
「総合組み立て」
「調整・検査」
と

業 所 および 久 世 事

いう流れで行われます。協力工場でつくられた部品やユニッ

業 所 、中国の子会社

トを当社工場で組み立てて装置を完成させて出荷しますが、 Dainippon Screen

現場社員と談笑する礒野製造統轄部長（左）

受注から出荷まで約1ヵ月半を要します。また、当社の半導

MT (Hangzhou)

体製造装置やFPD製造装置の製造工程では、完成品を運搬

Co., Ltd.、英国の子会社インカ・デジタル・プリンターズ
（株）

のために分解し、お客さまの工場で再度組み立てる必要が

の4拠点で行われています。このうち主力製造拠点である久

ありますが、CTPの製造では工場から完成品そのものを出

御山事業所をご紹介します。
久御山事業所は京都府南部の久御山町に位置し、CTP関

荷するという点が異なります。

連製品、書体データ、ワークフローソフト、デジタル印刷機な
どを製造しています。

● CTPの製造工程
注文書

商品企画・設計
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営業・販売

受

注

部品の組み立て／検査、
ユニットの組み立て
／検査

総合組み立て
（ユニットを組み合わせて装置
を組み立てる／調整・検査）

出

荷

主力製品であるCTPの生産・出荷台数は、1ヵ月に150〜
250台、年間で約2,000台です。また、当社製品だけでなく、
OEM製品（他社ブランドの製品）
も製造しており、当工場で生

様な環境条件に耐えられる製品づくりを実現しています。
生産現場では、整理・整頓を徹底するとともに、数値化し
ている目標を守ることを基本に日々の業務に取り組んでいま

産されるCTPは、その完成度と耐久性の高さが評価され、 す。今下期には、工場の一角を改造し、デジタルインクジェッ
「Made in Kumiyama」
ブランドとして認知されています。

ト印刷機の生産ラインを整備する予定です。

信頼性の高い製品を生
み出している理由の一つ

欧米向けから新興市場向けまで数種類の
CTPが並ぶ

販売、保守サービス

......................................

に、高精度な環境試験装

日本市場においては、当社の100％子会社である
（株）
メ

置を備えていることが挙

ディアテクノロジー ジャパンが販売を担当しています。また、

げられます。マイナス10度

機械修理などの保守サービスは、当社の100％子会社であ

からプラス50度の環境に

る
（株）エムティサービス東日本および（株）エムティサービス

設定できる装置の中で製

西日本が行っています。海外市場では、当社の海外子会社8

品の耐久試験を行い、多

社が販売と保守サービスを行っています。

エムティサービス西日本
（株）エムティサービス西日本は、今年で設立30周年を迎えました。当社の売上の90％は大日本スク
リーンの画像情報処理機器の保守サービスが占めており、一定の期間保守契約を結び、定期点検や修理
を行う仕事や連絡を受けて修理を行う仕事を中心に、装置の搬入・設置や消耗品販売などの仕事を行っ
ています。
当社では、お客さまの満足度を高めるために、敏速で的確なサービスの提供を心掛け、技術研修はも
ちろんのこと、接客教育にも注力しています。また、お客さまに喜んでいただくためには社員のモチベー
ション、満足度を高めることも重要と考え、そのための環境整備に取り組んでいます。

代表取締役社長

星野 幸直
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今後の展開

................................................

News 2000LE（プレートライト ニューズエルイー）
」の販売を

印刷産業は、デジタル化の波を受けて確実に業態が変化

開始しました。これらは、CTP導入を初めて検討される新興

し、必要な時に必要な部数を印刷するPODへの流れが加速

市場のお客さまや新聞業界向けにコストダウンを図ったモデ

されていくと考えます。こうした状況の中、当社はCTPにおけ

ルとなっています。

る世界シェアNo.1の地位を確実なものとした上で、さらに
POD市場においても高いプレゼンスの獲得を目指します。

PODを可能にするデジタルインクジェット印刷機では、フル
カラーバリアブル印刷機「Truepress Jet（トゥループレスジェッ

CTP関連製品では、新興市場の開拓を進めるとともに、新

ト）520」が高い評価をいただいています。また2007年5月に

聞業界やパッケージ印刷業界など、当社が得意とする商業印

は、新製品「Truepress Jet650UV」および「Truepress

刷分野以外の製品を幅広く揃えていきます。具体的には、 Jet2500UV」の発表により、産業用インクジェット印刷装置市
2007年4月
（国内は2007年6月）
より商業印刷向けCTPのエ

場への本格参入を果たしました。電化製品の操作パネルや

ントリーモデル「PlateRite Niagara（プレートライト ナイアガ

壁紙などの建装材を対象とする産業用印刷分野では、今後

ラ）」と新聞印刷向けCTPのエントリーモデル「PlateRite

デジタル化が進展すると見込まれ、中でもインクジェット技術
に注目が集まっています。当社はインクジェット印刷装置を
画像情報処理機器事業の新たな柱と位置付けて、事業拡大
を図っていきます。
当社のインクジェット技術に関する取り組みにつきまして
は、次号でご紹介いたします。

「PlateRite Niagara」

「PlateRite News 2000LE」

「Truepress Jet520」

「Truepress Jet650UV」
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「Truepress Jet2500UV」

社会・環境活動レポート

当社グループは、京都議定書発効の地である
「京都」を拠点とす
る会社にふさわしい
「環境経営」を推進するとともに、株主さま
やお客さまをはじめとするすべてのステークホルダーの皆さま
に誇りを持っていただける会社を目指し、
「CSR経営」を重点課
題として取り組んでいます。社会・環境といった側面からみた最
近の主な活動をご報告いたします。

大日本スクリーングループ 倫理憲章
１．法令、社会規範の順守
２．社会貢献
３．人権の尊重
４．人と地球にやさしい環境形成
５．安全衛生の確保
６．企業情報の開示
７．会社資産の保護 き ぜん
８．反社会的勢力への毅然たる対応

企業活動報告
「ホワイトカンバス洛西」1周年
当社グループ最大の開発拠点「ホワイトカンバス洛西」が開設１周年を迎えました。事業
ごとに分かれていた開発部門を１ヵ所に集約することで、開発者同士がすぐに意見交換
をできる環境が生まれました。またこの１年、企業や大学、地元の方々、従業員家族など
さまざまな方々に
「ホワイトカンバス洛西」を訪問していただきました。当社は「ホワイトカ
ンバス洛西」
が、技術の交流・発信基地として社会の発展に寄与できればと考えています。
なお、
「ホワイトカンバス洛西」は、コミュニケーションを重視した仕切りのないオフィス
大学教授を招いて開催された
「思考展開フォーラム」の様子

設計が評価され、
「第19回日経ニューオフィス賞
（近畿ブロック）
」の
「近畿ニューオフィス奨励
賞」を受賞しました。
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地域社会とのかかわり

当社は以前より、国内のト

真宗大谷派（東本願寺）の瓦印刷業務を開始
真宗大谷派が2011年に迎える
「宗
祖親鸞聖人七百五十回御遠忌法要」の
特別記念事業の一環として、東本願寺
の瓦がふき替えられることに伴い、当
社はその新しい瓦に進納者の氏名な
どを印刷する業務を2006年4月より開
瓦記名サンプル

始しています。使用する瓦記名印刷シ

ラック輸送を一部鉄道輸送
に切り替えるなど
「モーダル
シフト」
を進めてきました。今
後は国内の他地域への海
運輸送導入も視野に入れ、

テムの構築に取り組んでいきます。
■モーダルシフトによるCO2排出削減量

ステムは、当社が長年培ってきた画像処理技術を駆使した

（年度）

もので、瓦という曲面を持つ素材に柔軟に対応する印刷を

2002

実現しているほか、進納者の筆遣いをそのまま再現します。

2003

当社は今後も保有技術を活用し、文化財の修復・保護事

2004

業をサポートしていきます。

環境経営報告
海運を利用し、物流におけるCO2総排出量を30％削減

内航船に製品が積み込まれる様子

より環境に優しい物流シス

■■ 鉄道輸送によるCO2 削減量 ■■ 内航船によるCO2 削減量

2005
2006
0
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20
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90 100 （トン）

※CO2 換算は環境省作成「年費法」に基づく

2007年4月、物流における温室効果ガス
（CO2）排出量の
削減を目的として、九州方面への製品輸送に関して、海上
フェリーを利用した新たな輸送システムを構築しました。この
システムの活用により、国内輸送における物流関連のCO2総
排出量を30％削減することができます。
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用語解説
モーダルシフト：従来のトラックによる幹線貨物輸送を、地球に優
しく一括大量輸送が可能な海運や鉄道に転換する
こと。

部署紹介〜IR室〜
平素より当社をご支援いただき、
誠にありがとうございます。
IR室では、投資の判断材料となる
経営ビジョンや財務状況を適切かつ
公正に開示することを基本とし、イベ
ントの開催やさまざまなメディアを通
じて皆さまとのコミュニケーションを
図っております。さらに、株主・投資家の皆さまから寄せられ
た、ご意見・ご要望を
「市場からの声」
として経営陣に伝え、双
方向のコミュニケーション向上を目指し、日々の業務の改善に
取り組んでおります。
この「SCREEN NOW」の制作におきましては、株主の皆さ
まに
「大日本スクリーン製造株式会社」をより身近に感じていた
だき、当社のファンになっていただけるような誌面づくりを心掛
けております。その取り組みの一つとして、今号より各部署の紹
介をさせていただくことになりました。初回はIR室の私が登場
させていただきましたが、今後は当社のさまざまな部署をご
紹介し、当社をさらにご理解いただければと考えております。
「この装置についてもっと知りたい」
「この分野の業務内容につ
いて聞きたい」などのご要望がございましたら、同封のアンケー
トはがきに明記の上、ご返送いただきますようお願いいたしま
す。今後とも
「SCREEN NOW」
をよろしくお願い申し上げます。
ＩＲ室長

野口

裕美

■ＩＲ活動スケジュール

4月
5月

期末決算説明会（機関投資家・アナリスト向け）

（株主通信）発行
6 月 「SCREEN NOW」
海外投資家訪問

7 月 「アニュアルレポート」
（英・和）発行
8月

「インベスターズガイド」
（英和併記）発行
第１四半期決算説明会（機関投資家・アナリスト向け）

（株主通信）発行
9 月 「SCREEN NOW」

10 月
11月

中間決算説明会（機関投資家・アナリスト向け）
海外投資家訪問

（株主通信）発行
12 月 「SCREEN NOW」

1月
2月

第３四半期決算説明会（機関投資家・アナリスト向け）

（株主通信）発行
3 月 「SCREEN NOW」
その他活動
・個人投資家向け展示会の出展
・機関投資家・アナリストからの取材対応（前年度面談社数─のべ約 400 社）
・機関投資家・アナリスト向けコンファレンスの参加や工場見学会の実施
・IRホームページ更新、IRメール配信
・社内向け IR 活動
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アニュアルレポート、インベスターズガイド、
社会環境報告書発行のお知らせ

株価および出来高の推移
株価チャート
（円）

1,500

2007年3月期の

1,200

「アニュアルレポート
2007」を発行しまし
た 。同レポートで は
経営者のメッセージ、
営業活動報告、財務

900
600
300

諸表などを掲載しています。また、財務データを中心に

0

まとめた
「インベスターズガイド2007」を同時に発行してい

80,000

月別出来高
（千株）

ます。さらに、
「社会環境報告書2007〜思考展開レポート〜」
も発行し、主に社会・環境的な側面から当社の経営方針
や企業活動、環境保全などについて報告しています。
これらの冊子をご希望の方は、同封のアンケートはがき
に、郵便番号、住所、氏名をご記入の上、
「IR資料希望」
「社

60,000

40,000

20,000

会環境報告書希望」
と明記いただき、お申し込みください。
0
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「SCREEN NOW」
（株主通信）
は、当社のフォント
「ヒラギノ書体」
を使用し、デジタル印刷機「Truepress」
で印刷しております。
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