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第3四半期決算レポート

■■ 電子工業用機器事業 ■■ 画像情報処理機器事業 ■■ その他事業
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注）1. 各会計年度は、営業期間が終了した年を表記しております。2007年3月31日に終了した会計年度は、グラフでは2007と表記しております。
2. 財務数値の金額は、表示単位未満を切り捨てて表記しております。
3. 2007年3月期から会計基準の変更により、これまでの株主資本、株主資本比率をそれぞれ、純資産、自己資本比率に表示を変更しております。
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2008年2月12日に発表しました2008年3月期第３四半期

（2007年4月1日～12月31日）の連結経営成績および財政状

態につきまして、以下のとおりご報告いたします。

連結経営成績
当第３四半期における経済環境は、上半期は総じて堅調に

推移しましたが、下半期に入り、原油価格の高騰をはじめとする

原材料高やサブプライムローン問題に端を発した世界的な金融

不安などが景気の先行きに影を落とし始めました。

IT関連分野では、デジタル家電や携帯電話、PCなどの高機

能化により半導体市場の拡大が続きましたが、半導体の需給バ

ランスの悪化によるDRAM価格の下落などにより半導体メー

カーでは投資計画見直しの動きも見られました。

このような状況の中、当社の半導体製造装置は、メモリーデ

バイスを中心とした旺盛な半導体需要を背景に堅調に推移し

ましたが、FPD製造装置では、液晶ディスプレーの在庫調整や

価格下落によるメーカーの設備投資抑制が続き、売上は大幅

に減少しました。以上から、当社の電子工業用機器事業の売

上高は1,514億2千6百万円と前年同期に比べて129億5千万

円（7.9%）減少し、営業利益は90億7千7百万円と前年同期に

比べて104億1千8百万円（53.4%）減少しました。

画像情報処理機器事業では、POD（プリント・オン・デマンド）

を可能にするデジタル印刷機関連製品が前年同期に比べて売

上を伸ばしましたが、CTP（Computer to Plate）関連製品や

大型インクジェットプリンターの売上は減少しました。以上から、

当セグメントの売上高は438億9千5百万円と前年同期に比べ

て7億6千2百万円（1.7%）減少しましたが、引き続き固定費削

減などに取り組んだ結果、営業利益は20億7千7百万円と前年

同期に比べて13億2千6百万円（176.5%）増加しました。

以上の結果、当第３四半期の売上高は1,972億1千7百万円

と前年同期に比べて139億7千5百万円（6.6%）減少しました。

売上の減少に加えて半導体製造装置における販売価格の下落
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2007 2008

前年同期比率第3四半期
2006年04月01日から
2006年12月31日まで

第3四半期
2007年04月01日から
2007年12月31日まで

売上高 2,111 1,972 △6.6%

電子工業用機器 1,643 1,514 △7.9

半導体製造装置 1,155 1,296 12.2

FPD製造装置 421 158 △62.3

その他の電子工業用機器および部品 66 58 △11.2

画像情報処理機器 446 438 △1.7

その他 21 18 △12.2

営業利益 211 117 △44.4

電子工業用機器 194 90 △53.4

画像情報処理機器 7 20 176.5

その他 8 5 △31.9

経常利益 196 80 △58.9

四半期純利益 124 43 △65.2

単位：億円未満切捨て
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などにより、営業利益は117億3千7百万円と前年同期に比べて

93億6千4百万円（44.4%）減少しました。

また、営業外費用において持分法による投資損失や為替差損

などが増加した結果、経常利益は80億6千4百万円と前年同期

に比べて115億8千万円（58.9%）減少し、四半期純利益は43

億1千3百万円と前年同期に比べて80億9千2百万円（65.2%）

の減少となりました。

連結財政状態
当第３四半期末の総資産残高は、前期末に比べて30億2百

万円（0.9%）減少し3,165億1千6百万円となりました。流動資

産では、棚卸資産が増加した一方で、受取手形及び売掛金が

大きく減少しました。また、固定資産では、半導体プロセス技術

センターの建設により有形固定資産が増加した一方で、保有株

式の時価下落により投資有価証券が減少しました。

純資産から少数株主持分を除いた自己資本は1,290億円と

前期末に比べて40億6千1百万円（3.1%）減少しました。増減

の主なものは、四半期純利益による利益剰余金の増加、配当

金の支払いによる利益剰余金の減少、自己株式の取得による

減少、保有株式の時価下落によるその他有価証券評価差額金

の減少などであります。以上の結果、当第３四半期末における

自己資本比率は前期末に比べて0.8ポイント減少し40.8%とな

りました。

連結業績予想
当第４四半期（2008年１月1日～3月31日）における経済環境

は、原油価格の高騰をはじめとする原材料高や不安定な金融

情勢・ドル安の継続が見込まれ、景気の先行きは不透明な状況

が続くものと思われます。

このような状況の中、当社顧客である半導体メーカーでは投

資計画の見直しから投資時期を翌期以降へシフトするケースが

目立ち始めており、当社の半導体製造装置の売上は前回予想

を下回るものと見込まれます。また、売上減などに伴う利益の

減少により、通期の営業利益、経常利益、当期純利益について

も前回予想を下回る見通しです。

以上の理由により、2008年3月期の連結業績予想につきまし

ては、2007年11月12日に発表した数値を次のとおり修正いた

します。

なお、2008年3月期の期末配当予想（1株当たり10円）につ

きましては変更ありません。

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
2,730億円 155億円 93億円 50億円



決算Q&A
このコーナーでは機関投資家・アナリスト対象の2008年3月

期第3四半期決算説明会における質疑応答を掲載します。

A．当第3四半期における環境の変化に基づき、半導体製造

装置におきましては、売上減少、在庫除却や売上製品構成の

変化によって、前回予想より営業利益の減少が見込まれます。

また、その他電子工業用機器におきましては、売上減少およ

び市場の競争激化などによって営業利益の減少が見込まれ

ます。以上の理由から、2007年11月12日に発表した利益予

想を下方修正しました。

A．期後半にかけて半導体の市場環境が悪化し、一部の半導

体メーカーによる投資抑制の動きが見られました。当社の半

導体製造装置事業におきましてもその影響は避けられません

が、半導体需給バランスの改善や価格の安定化などによって、

夏ごろからの市場回復を期待しています。

A．当社が高い市場シェアを誇る、液晶パネル用コータ・デベ

ロッパの受注は急速に回復してきており、2009年3月期の売

上は大幅な伸びを予想しています。ただし、利益に関しまし

ては、販売価格の低下や競争激化により利益率の悪化が予

想されますが、さらなるコストダウンを実施し、収益性の改

善に努めてまいります。

A．当社では製品ユニットを協力企業から当社を経由せず、

お客さまの液晶パネル工場に直接出荷する「オン・サイト・クミ

タテ」という方式を採用しています。これにより工場のスペー

スを有効活用しながら、生産できる体制を整えています。
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Q．通期の利益予想を下方修正した理由を知りたい。

Q．半導体製造装置の市場環境について知りたい。

Q．FPD製造装置の来期売上および
利益予想について知りたい。

Q．FPD製造装置の市場環境が急回復している
とのことだが、生産体制は整っているのか？
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ここ数年、当社の売上をけん引してきたのは半導体製造装

置事業ですが、同時にシリコンサイクルという半導体市場の

急速な好不況の波に影響されてきたのも事実です。半導体

はその用途が拡大していることに伴い、市況の波が小さくな

ってきてはいるものの、サイクルの影響は避けられず、ダウン

サイクルの局面では価格下げ圧力がやはり厳しくなるだろうと

予測しています。これに対しましては、今後売上の伸びが期

待される枚葉式洗浄装置を中心に設計の見直し、リードタイ

ムの短縮ならびに部材調達費の圧縮といったコストダウン活

動を継続するなど、価格競争にも耐えうる「ものづくりの見直

し・強化」を進めています。この取り組みにより、サイクルの谷

間においても安定して収益を確保できる製品づくりを推進し

ています。

また、株主の皆さまから頂きましたご意見のとおり、他の

半導体製造装置メーカーに比べて、当社の収益性はまだま

だ改善の必要があると考えています。これに対しましては

「高付加価値製品の開発」を進めています。2008年4月には

最先端の半導体製造プロセスを担う開発拠点「プロセス技

術センター」が稼働する予定ですが、これにより付加価値の

高い製品の開発に取り組み、他社との差別化を図っていき

ます。「ものづくりの見直し・強化」および「高付加価値製品の

開発」の両面から取り組むことによって、市場における当社

の優位性を確固たるものとし、安定的な業績の確保、収益

株主の皆さまには日ごろより当社をご支援いただき、ありが

とうございます。また、この「SCREEN NOWアンケート」にご

回答いただき、重ねてお礼申し上げます。株主の皆さまより頂

きましたいくつかのご質問について、取締役社長の橋本正博よ

り回答させていただきます。

※誌面上にて掲載できなかった質問につきましては、引き続きこの
「SCREEN NOW」にて紹介してまいりますので、今後ともよろしくお願
い申し上げます。

株主の皆さまのご質問にお答えします

業績の波が大きく、利益が上がらないのはなぜか？
利益の上がる経営についての考えを聞きたい。

取締役社長 最高執行責任者（COO）
橋本 正博
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性の向上を目指します。

一方、CTP（Computer to Plate）を主力製品としてきた

画像情報処理機器事業につきましては、POD（プリント・オ

ン・デマンド）印刷への需要が高まっており、前期において

は同事業の1割程度を占めていたインクジェットプリンターの

売上は、今後確実に拡大していくでしょう。こうした中、当社

が長年培ってきた画像処理技術と、2005年6月に買収した

英国のインカ・デジタル・プリンターズ株式会社の豊かな技術

や経験とを融合しながら、同事業の拡大を図っていきます。

また、インクジェット技術はその特性から印刷分野だけでは

なく、電子工業分野などへも応用展開できるだろう、と期待

しています。このような観点から、2月に発表しましたとおり、

画像情報処理機器事業を担う「メディアテクノロジーカンパ

ニー」と、プリント配線板製造装置などを扱う「電子機器カン

パニー」を統合しました。これにより両カンパニーのシナジー

を発揮し、新しい分野への参入も目指していきます。さらに

は、こういったインクジェット技術に関するものも含め、より

安定した収益が得られるようなM&Aやアライアンスなども

前向きに検討しています。当社とその会社の技術のシナジー

を期待できる分野であれば、積極的にM&Aを行い、事業拡

大を図っていく考えです。

2006年夏以降、液晶パネルメーカーの設備投資計画は抑

制され、当社のFPD（フラットパネルディスプレー）製造装置事

業の受注高は四半期ごとに50億円程度と大変厳しい状況が

続きましたが、当期の第2四半期（2007年7月～9月）には209

億円、第3四半期（同年10月～12月）には114億円の受注があ

り、本格的な投資の回復が見られます。当期の売上は325億

円と前期に比べて大幅な減少を見込んでいますが、来期には

従来水準に回復し、業績に大きく寄与すると予想しています。

長期的に見ますと、液晶テレビについては今後も旺盛な需要

が見込まれるものの、液晶製造装置に関しましては、その拡大

は限定的になるだろうと予想しています。ですから、主力のTFT

用コータ･デベロッパだけではなく、カラーフィルター用露光装置

などの拡販を進めると同時に、次世代ディスプレーとして有力視

されている有機EL用製造装置の開発にも注力しています。有

機ELは家庭用のテレビだけでなく、折り曲げが可能なディスプ

レーなどにも利用できるのではないか、と期待が高まっています。

当社では液晶・半導体分野における塗布技術を応用展開し、

「ノズルプリンティング」という技術を開発し、製品化に向けて他

メーカーと共同開発を加速しているところです。引き続き、FPD

分野において広範囲な研究開発を進めていきます。

液晶製造装置事業の展望について知りたい。
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当社のIR活動では、株主・投資家の方々のニーズに合った

情報提供を心掛け、株主の皆さまとのより良い関係の構築を

目指しています。個人投資家さま向けIR活動としましては、昨

年から東京での説明会や展示会に参加し、その活動範囲を

拡大しています。社内の組織体制としましても、従来のIR室に

加え、総務カンパニー株式部を新設し、地元である京都、滋

賀でのIR活動を強化しています。当社では、皆さまとの双方

向のコミュニケーションを重視しており、前回の株主総会後に

は懇談会を実施させていただきました。今後は、アンケートな

どでご要望がございました当社工場見学会などを含め、皆さ

まとの交流の場を増やしていきたいと考えています。一方、国

内外の機関投資家の方々にもさまざまな機会を活用し、IR活

動を拡大しています。当社は今後も、皆さまとの双方向のコ

ミュニケーション向上を目指した活動を継続していきます。

半導体製造装置ならびに液晶製造装置における市場環境

の悪化の影響を受けたことなどから、2008年3月期通期業績

予想は前期比減少という状況となり、株主の皆さまにはご迷

惑をおかけし、深くお詫び申し上げます。今後、安定的な業績

の確保、収益性の向上に向け、グループ一丸となってまい進し

てまいりますので、引き続きご支援、ご鞭撻賜りますようよろし

くお願い申し上げます。

皆さまの貴重なご意見をIR活動に役立てるために、当誌「SCREEN NOW」では年4回の発行ごとにアンケート
を実施しております。ぜひ、同封のハガキにてアンケートのご協力をお願いいたします。

最後に株主の皆さまへ、メッセージをお願いします。

すばらしい技術を持ちながら株価は低位置にある
と思います。IR不足では？



大日本スクリーン製造株式会社（以下、大日本スクリーン）

の半導体機器カンパニーにおいて、収益構造改革が5年

前より進められてきました。その中で、スクリーングループのメリット

を生かしながら、当社の能力を発揮する戦略として、200ミリウ

エハー対応製造装置の生産を当社へ移管、集約することになり

ました。半導体メーカーによる設備投資が300ミリウエハーへ移

行することに伴い、200ミリウエハー対応装置の生産量は減少し

たものの、その市場は底堅く、ニッチな市場であると捉えたから

です。当社であれば、その機動力を生かしてこのような市場にも対

応可能であるという判断から、大日本スクリーンとの分業が進

められました。2007年までに主要製品の移管が終了し、現在

のところ、本格的な能力の発揮に向けて、順調に進んでいます。

半導体は応用範囲が幅広く、大変すそ野の広い市場で

す。山に例えると、7合目から上はパソコンやデジタル家

電などに大量に使用されるメモリーやロジックなどに相当する

部分です。現在、世界有数の半導体メーカーが、1枚のウエ

ハーから、より多くのICを効率良くつくるために、より大きな300

ミリウエハーを用いたり、微細化技術を利用して、大量生産を

行っています。

一方、7合目から下には多品種な半導体が含まれます。エア

コンや冷蔵庫などのインバータ部分や、ハイブリッド車に搭載

されている「パワー半導体」、照明やディスプレーの光源として用

いられる「LED（発光ダイオード）」、インクジェットプリンターの

ヘッドや各種センサーなどの「MEMS」など、今後の成長が見込

Q

ダ イ ア ロ ー グ

A

200ミリウエハー対応製造装置事業の移管の経緯
をお聞かせください。

株式会社テックインテック　代表取締役社長 西澤 久雄

200ミリウエハー対応製造装置事業が対象とする
市場について教えてください。

Q

A

8

半導体製造装置事業半導体製造装置事業ののニニッッチチな市場を攻略するな市場を攻略する半導体製造装置事業のニッチな市場を攻略する
現在、半導体をつくる上で基板となるウエハーは、直径300ミリのものが主流となって
おり、当グループの半導体製造装置事業の売上も300ミリウエハー対応装置が売上の
多くを占めています。こうした中、当社は200ミリウエハー対応製造装置の開発・生
産を、100％出資の子会社「（株）テックインテック」に移管しました。事業移管の経緯
と200ミリウエハー対応製造装置が対象とする市場の概要、今後の戦略などについ
て、同社の西澤久雄社長に聞きました。
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まれる分野、市場です。これらの半導体は、45ナノメートルや

65ナノメートルといった最先端の微細化とは異なった、新しい技

術が要求され、その投資金額が比較的低いことから、200ミリ

以下ウエハーによる生産の方が品質とコストなどの面で半導体

メーカーのニーズに合致しています。

当社の200ミリウエハー対応製造装置が対象とするこの市場

は、300ミリウエハー対応装置の10分の1くらいだろうと見てい

ます。しかし、すそ野が広いため好不況の波が小さく、確実な

成長が見込まれる市場です。当社が扱う200ミリウエハー対

応装置の市場規模は、2006年は約230億円、2010年には約

270億円になると推定されます。

前述のとおり、200ミリウエハー対応製造装置が対象とす

る市場は大変すそ野が広いため、潜在的なお客さまの数

も300ミリウエハー対応装置に比べて非常に多いです。特に、こ

の1年くらいは車載向け半導体を生産するお客さまからの受注や

引き合いが伸びているほか、LEDを生産するお客さまとの商

談も増えています。これらの最終製品には特に高い信頼性が

求められるので、当社においても、お客さまに安心してお使いいた

だけるよう、「安定性」と「信頼性」の高い装置を提供しています。

また、ロシアやインドなど、これから半導体産業を立ち上げよう

としている新興国では、用途にかかわらず200ミリ以下のウ

エハーを用いて生産を開始するので、当社にも新興国の企業か

らの案件が寄せられています。

当社は製品の開発・設計と生産を担っていますが、営

業・販売は大日本スクリーンが行っています。また、保守

サービスについても、国内はスクリーングループの（株）SEBACS

が、海外は大日本スクリーンの現地法人が行っています。です

から、当社は大日本スクリーンとグループのグローバルな販売・

サービスネットワークを最大限活用しながら、開発・設計および

生産のみに注力することができます。

一方、大日本スクリーンにとっては、200ミリウエハー対応製

造装置事業を当社に移管することで、300ミリウエハー対応装

置の開発・生産に特化できます。200ミリウエハー対応装置事

業を中心にビジネス活動を展開することで、ニッチな市場、将

来性のある市場、また従来のお客さまへのサービス向上に、当

200ミリウエハー対応製造装置事業の顧客層につ
いて教えてください。Q

A

スクリーングループ内での協働はどのように行わ
れていますか？Q

A
■300ミリウエハーと200ミリウエハー半導体市場のすみ分け

携帯電話

LED照明 ハイブリッド車

パソコン

300ミリ

200ミリ以下

メモリー、
ロジックなど

パワー半導体、
LED、

MEMSなど

用　途 主に使用されるウエハーのサイズ



社がその機動力を生かして対応することができるようになりまし

た。これにより、将来、大日本スクリーンでも大きく花開くかもし

れないビジネスの種を獲得することができます。私は、今回の

事業移管は双方にメリットをもたらし、今後もスクリーングループ

のシナジーを生み出せる最良の選択だったと思います。

当社には、設立当初より大日本スクリーンの開発支援を

行ってきたことから、技術の蓄積があり、優秀な人材も

そろっています。そうした強みを生かして、大日本スクリーンから

移管された製品に、個々のお客さまの特別な要望に応えるア

プリケーションを付加した製品を開発していきたいと思います。

また同時に、この分野は製造装置に対する投資可能金額が

大きくなく、これに対応すべく、必要な機能のみに絞ったり、設

計の見直しを行うなど、さらなるコストダウンも図っていきます。

当社は、高い技術力を駆使し、多様なお客さまのニーズに

応えるとともに高品質かつ低価格な製品を提供することで、半

導体産業の発展に寄与していきたいと考えています。

今後の戦略についてお聞かせください。Q

A

ウエハー：シリコンなどの半導体の材料を、薄い円盤状に加工し
たもの。この上にICがつくられる。直径が大きいほど1枚のウ
エハーから取れるICチップの数が増え、1つ当たりの製造コ
ストが下がる。

メモリー：半導体の一種で、データを記憶する。DRAMや
NAND型フラッシュと呼ばれる種類がある。

ロジック：半導体の一種で、演算や命令を行う。MPUやマイコ
ンと呼ばれる種類がある。

IC（集積回路）：トランジスタや抵抗などの電子素子を、基板の上
に集めて各種の機能を持たせた電子回路のこと。

LED（発光ダイオード）：半導体の一種で、電気を流すと発光する。
青色LEDの発明により、赤・青・緑の色の3原色がそろったた
め、次世代の光源として利用拡大が見込まれている。

MEMS：Micro Electro Mechanical Systemの略。微小電気
機械素子および技術のこと。インクジェットプリンターのヘッドの
ノズルや、自動車のエアバッグ、ゲーム機「Wii」などに搭載され
ている加速度センサーなどの各種センサーに用いられている。

株式会社テックインテックの概要
設立日： 1983年9月
所在地： 京都市南区久世
主要業務： 半導体製造装置、液晶製造

装置、画像情報処理機器の
開発・設計および生産

従業員数： 約120名 （株）テックインテック外観

200ミリウエハー対応
バッチ式洗浄装置
「FC-821L」

200ミリウエハー対応
枚葉式洗浄装置
「SS-80B-AR」
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総務・環境戦略室の主な業務は、当社およびグループ企業

の総務・環境・安全衛生分野に関する中長期的な計画の立案

と推進です。このうち、私たち環境戦略担当は環境・安全衛生

分野を担当しており、各事業やグループ企業などの担当者と連

携しながら、当グループ全体の環境経営を推進しています。

具体的には、各ステークホルダーとの関係を念頭に、環境

中期4ヵ年計画「エコ・バリュー21 PhaseⅡ」を展開しています。

この基本計画の下、高品質かつ環境に配慮した製品（グリー

ンプロダクツ）の提供を推進するほか、ビジネスパートナーであ

る購入先さまとは、公平・公正な取引に基づき、環境対策を

重視したグリーン調達を推進しています。また、昨年は主力生

産拠点である滋賀県の彦根地区事業所において、地元住民

の方々へ当社の環境対策に関する説明会を工場見学と併せ

て実施しました。これらの取り組みを多くのステークホルダー

の皆さまに対して、この「SCREEN NOW」ならびに「思考展開

レポート（社会環境報告書）」などを通じて、適切に情報を開示

し、説明責任を果たせるように努めています。このような環境

経営の取り組みを推進する上で、各従業員の意識向上が大切

であると考え、社内教育も積極的に行っています。

当社はこのような取り組みが評価され、昨年末に日本経済

新聞社が実施した第11回「環境経営度調査」において、前回

から大幅にランキングを向上させることができました（製造業部

門で520社中83位にランキング）。今後、さらなる向上を目指

して引き続き環境経営を推進し、環境保全と事業の同軸化

を目指していきたいと思います。

企業の社会的側面がますます重要視される中、今後は環

境保全を含めた「CSR（企業の社会的責任）経営」をさらに推

進する必要があると考えています。そのために、株主の皆さ

まをはじめとする、当社を取り巻くさまざまなステークホル

ダーの皆さまとコミュニケーションをとりながら、当社の企業

価値向上に努めていきたいと思います。

液晶パネル用コータ・デベロッパ「SK-1100G（LC）」

20

0

40

60

80

100

省エネルギー

リユース・
リサイクル

ごみの発生
抑制情報公開

安全性・
化学物質管理

従来機種　　SK-1100G（LC）

※各項目についての規定水準がどの程
度達成されたかを示し、数値が高い
ほど改善が見られる。

部署紹介 ～総務・環境戦略室～

コーポレート 総務・環境戦略室 担当課長
西原　敏明
スクリーングループ全体の環境戦略の立案と推進、対外的な窓口を
担当している。

コーポレート 総務・環境戦略室 主任
白石　佳子
地球温暖化対策や省資源に関する情報収集とデータ分析、環境教
育、社会環境報告書の作成などを担当している。

当社独自の塗布方式「リニアコー
タ®」の採用により、従来機種と
比較してレジスト（感光液）消費量
を60%以上、消費電力を25%以
上削減しました。

■グリーンプロダクツの事例

11
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トピックス

当社は、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適

用される同法第156条の規定に基づき、自己株式の取得の

ための市場買付を下記のとおり実施しました。今回の市場買

付により、2007年11月22日開催の取締役会決議に基づく自

己株式の取得はすべて終了しました。

1．買付期間 2007年11月27日から
2007年12月20日まで（約定ベース）

2．買付株式の種類 当社普通株式

3．買付株式数 5,000,000株

4．買付総額 3,022,860,000円

5．買付方法 東京証券取引所における市場買付

（ご参考）

2007年11月22日開催の取締役会における決議内容

（1）取得対象株式の種類 当社普通株式

（2）取得しうる株式の総数 500万株（上限）

（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合2.04％）

（3）株式の取得価額の総額 35億円（上限）

（4）取得期間 2007年11月26日から
2007年12月20日まで

自己株式の取得に関するお知らせ
（会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得）

当社は2007年12月5日から3日間にわたり千葉県幕張メッ

セで開催された、半導体関連の展示会「SEMICON Japan

2007」に出展しました。IR室では、昨年に引き続き、機関投

資家、アナリストの方々を対象とした半導体セミナーを実施し、

当社の製品、最新技術などについてご説明しました。今後と

もこのような機会を利用し、当社をアピールしていきます。

半導体関連展示会
「SEMICON Japan 2007」に出展

当社展示ブースの様子

半導体セミナーの様子
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当社は2007年11月2日、世界最大の半導体製造ファンド

リーであるTSMC社（本社・台湾）から、2006年度「エクセレ

ントサプライヤー賞」を受賞しました。

TSMC社は、同社に製品・サービスを供給するサプライヤー

を、品質、技術・開発力、コスト、生産性、アフターサービス

の5つの項目について四半期ごとに審査し、年に1度開催して

いるサプライヤーチェーンマネジメントフォーラムにおいて表

彰を行っています。中でも「エクセレントサプライヤー賞」

（Supplier Excellence Award ）は、同社の躍進に最も寄与

したとされるサプイライヤーに授与されるものです。当社は、

この賞を昨年度に引き続き2年連続で受賞しました。

TSMC社から2年連続で
「エクセレントサプライヤー賞」を受賞

当社最大の生産拠点である彦根地区事業所の敷地内に、

近江鉄道・多賀線の新駅である「スクリーン」駅を設置し、

2008年3月15日に開業しました。

当社は、2006年に彦根地区事業所内に半導体製造装置と

フラットパネルディスプレー製造装置の新たな生産工場をそ

れぞれ建設。また、2007年4月には半導体製造プロセスの

開発拠点として「プロセス技術センター」の建設に着手するな

ど、彦根地区事業所の再整備を進めてきました。

今回の「スクリーン」駅の開業により、当社は、2008年3月

に2,500人体制となった同事業所の入構者に対する通勤利便

性の向上を図り、技術開発の強化と生産能力の増強に一層

努めていきます。また、自動車通勤の抑制によるCO2排出量

の削減と周辺道路の交

通渋滞の緩和に貢献し

ていきます。

なお、「スクリーン」駅

は一般の方々の利用も

可能です。

彦根地区事業所に近江鉄道
「スクリーン」駅が開業

ファンドリー：半導体メーカーから設計データを受け取り、半導
体の受託生産を行う企業のこと。

スクリーン駅完成予想図
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当社は2007年12月12日に東

京で開催された、「ジャパニーズ

インベスター」誌・宝印刷株式会

社共催の個人投資家向け説明

会に参加しました。常務取締役

IR担当の領内修より会社概要、

事業内容、今後の業績について

ご説明させていただきました。

引き続き、投資家の皆さまに当

社を広く理解していただけるよう、東京でのIR活動を積極的に

実施していきます。

説明会動画配信中　ぜひご覧ください↓
http://www.screen.co.jp/ir/calendar/

東京にて個人投資家向け説明会に参加

株価および出来高の推移
株価チャート（円）
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当社ホームページ「動画配信」「IRメール配信サービス」のご紹介

当社は投資家の皆さまに「より見やすく、より分かりやすいホーム
ページ」の作成を心掛けております。「IR情報」ページでは、決算説明
会や個人投資家向け会社説明会の模様を動画配信しております。さ
らに、ご登録いただいた皆さまに、IR情報をはじめとする当社の最
新ニュースをメールでお知らせする「IRメール配信サービス」も提供
しております。ぜひご利用くださいますようお願い申し上げます。

「IR情報」トップページ http://www.screen.co.jp/ir/

常務取締役 IR担当の領内修



（1）便利で確実な口座振込による配当金のお受取りについて
より早く、確実に配当金をお受取りいただくために、銀行預金口座また
はゆうちょ銀行貯金口座への振込によるお受取りをお勧めしています。
お手続きには振込指定書のご提出が必要ですので、株主名簿管理人中
央三井信託銀行株式会社に指定用紙をご請求ください。

（2）単元未満株式の買取および買増について
単元未満株式（1,000株未満）をお持ちの場合、当社に対して、次の請求
を行うことができます。
【買取請求】 単元未満株式の買取り
【買増請求】 単元株式（1,000株）に不足する株式の買増し
お手続きなどの詳細につきましては、中央三井信託銀行株式会社まで
お問い合わせください。
なお、証券保管振替制度をご利用の場合には、お取引の証券会社へお
問い合わせください。

（3）フリーダイヤルのお知らせ
住所変更、単元未満株式買取請求、名義書換請求および配当金振込指
定に必要な各用紙のご請求は、下記中央三井信託銀行のフリーダイヤル
またはホームページをご利用ください。なお、単元未満株式買増請求
につきましては、左記の同事務取扱場所までお問い合わせください。

フリーダイヤル 0120-87-2031（24時間受付：自動音声案内）
ホームページ http://www.chuomitsui.co.jp/person/p_06.html

「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。
SCREEN NOW No.66 発行日：2008年3月25日（発行は3月、6月、9月、12月）

発行：大日本スクリーン製造株式会社IR室 〒602-8585 京都市上京区堀川通寺之内上る4丁目天神北町1-1 電話075（414）7111
ホームページアドレス：http://www.screen.co.jp/ 証券コード7735 本誌は、再生紙を使用しています。

IR-SN-66

事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日まで

定時株主総会 毎年6月

基準日 定時株主総会　　3月31日
剰余金の配当　　3月31日
（当社は中間配当制度を採用しておりません。）

単元株式数 1,000株

公告方法 電子公告により、当社ホームページ
（http://www.screen.co.jp/）に掲載いたします。
ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公
告ができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。

株主名簿管理人 東京都港区芝三丁目33番1号
中央三井信託銀行株式会社

同事務取扱場所 大阪市中央区北浜二丁目2番21号（〒541-0041）
中央三井信託銀行株式会社　大阪支店 証券代行部
電話 0120-78-2031（フリーダイヤル）

同取次所 中央三井信託銀行株式会社　全国各支店
日本証券代行株式会社　本店および全国各支店

上場証券取引所 東京（第1部）、大阪（第1部）

証券コード 7735

株主メモ

ご　案　内


