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特  集　厳しい事業環境下、再建に向けた取り組みを遂行

  



株主の皆さまには日ごろよりご支

援を賜り、厚く御礼申し上げます。

2009年3月期第3四半期累

計期間（2008年4月～12月）は、

世界的な景気後退を受け、当

社を取り巻く事業環境が想定

以上のスピードで悪化しました。

中でも、主力の半導体製造装

置の低迷は顕著であり、当社

の収益はさらに悪化し、最終

赤字となりました。当面、半導体などエレクトロニクス分野の不

況は継続するだろうと予想しています。このような事業環境に

対応すべく、当社は新たな再建計画を発表しました。

さらなる業績の悪化および再建計画に伴う費用などを想定

し、業績予想の修正を行い、またこれを受け、配当予想につ

いても大変遺憾ながら、従来の１株当たり3円の予定を無配

とさせていただきます。

株主の皆さまには多大なるご迷惑とご心配をお掛けし、申し

訳ございません。当社は再建計画を全社を挙げて遂行するこ

とによって、2011年3月期の黒字化を目指してまいります。引き

続き、ご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

取締役社長 最高執行責任者（COO）
橋本　正博

1 株主の皆さまへ

2009年3月期第3四半期累計期間（2008年4月～12月）の連結業績

●主力の半導体製造装置が低迷し、売上高は前年同期に比べ減少

●半導体製造装置の大幅な売上減少、画像情報処理機器における

為替変動の影響から、営業利益は前年同期に比べ大幅に減少

●営業外費用として、持分法による投資損失、為替差損などを計上

●特別損失として、たな卸資産に係る評価損（期初に計上済み）と保

有株式の時価下落に伴う投資有価証券評価損などを計上

業績・配当予想修正のお知らせ

●事業環境の悪化ならびに事業構造改善費用（約80億円）、繰延税

金資産の取り崩しによる税金費用（約112億円）などの計上を踏ま

え、業績予想を修正

●配当予想は従来の1株当たり3円から無配へ

売上高 1,746億円 経常利益 △27億円

営業利益 18億円 四半期純利益 △56億円

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

前回予想 2,350 52 2 △40

今回予想 2,200 △54 △134 △380

増減額 △150 △106 △136 △340

2009年3月期業績予想の修正内容 （単位：億円）
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100年に一度と言われる大不況の中、半導体をはじめエレ

クトロニクス業界にも多大な影響が出始めています。そこ

で、当社の事業環境に対する見解および今後の取り組みに

ついて、社長の橋本に聞きました。

Q.現在の事業環境と今後の見通しを教えてください。
A.昨年9月以降、当社を取り巻く環境は日に日に悪化してきています。株主の皆さまもすでにご存じのとおり、

半導体関連企業の再編・統合または経営破たんというニュー

スが相次いでいます。当社もこの大不況のあおりを受け、過

去にないほどの厳しい事業環境に直面しています。今期

（2009年3月期）業績は再度下方修正を行い、当期純損失は

380億円と過去最大の赤字を予想しています。しかしながら、

現在の低迷した受注状況を踏まえますと、2010年3月期はさ

らに厳しい状況が予想されます。最悪の場合、半導体製造装

置の売上は今期に比べ4割、FPD（フラットパネルディスプレー）

製造装置は5割もの減少を覚悟しなければならないと考えて

います。連結売上高2,200億円が1,500億円規模に縮小する

かもしれないという大変な状況下にあります。

Q.この事業環境を乗り越える取り組みは？
A.当社は第3四半期決算発表と同時に再建計画を発表しました。すでに緊急対策として実施している40億円

のコスト削減に加え、400億円規模のコスト削減活動を行いま

す。この計画では基本方針として「来期赤字幅を可能な限り縮

小させること」「資金流動性の確保」「将来に向けた既存事業の

見極め」の3つを掲げています。現在の当社にとって、この再建

計画なくして、新たな成長はありません。現時点では、次期中期

3ヵ年経営計画の策定を見送り、この計画を最優先課題として

着手していきます。そして、2011年3月期の黒字化を実現します。

2ダイアローグ　－－厳しい事業環境下、再建に向けた取り組みを遂行－－

2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期

黒字化へ

売上高　    2,200億円
営業利益　  △54億円
(予想 )

緊急対策
△40億円
コストダウン

再建計画
△400億円規模
コストダウン



3 ダイアローグ　－－厳しい事業環境下、再建に向けた取り組みを遂行－－

Q.再建に向けた取り組みの具体的な内容を教えてください。

A.今回のプロジェクトでは、事業の見直しおよび組織の再編、拠点の縮小・集約、研究開発活動の高効率化

ならびに人的施策を柱としています。

事業の見直しおよび組織の再編
大幅な売上減少が見込まれる中、グループ会社の統廃合

を進めるとともに研究開発ならびに購買業務の組織を見直

し、組織のスリム化・合理化を目指します。さらに今後は、不

採算事業の縮小・撤退も検討していきます。

拠点の縮小・集約
生産量の大幅な減少に伴い、滋賀県にある多賀・野洲工

場の生産部門を一時閉鎖し、彦根工場に集約しました。また、

先般発表しました熊本県の工業用地取得計画については、現

状の事業環境を踏まえて計画の凍結を申し入れ、行政側と協

議中です。

研究開発活動の高効率化
新製品の早期リリースを進めるとともに、既存製品の競争

力強化を図っていきます。そして、開発テーマの選択と集中を

進め、研究開発費の圧縮を行います。技術開発型企業として

発展してきた当社にとって、技術力は最大の生命線ですから、

事業の強化・拡大につながる投資は継続し、不要不急のもの

は先延ばしするなど峻別を行い、コスト削減を進めます。

人的施策
経営者として大変遺憾でありますが、非正規・正規社員合計

で1,600名の人員削減に踏み切ることとなりました。非正規社

■人件費削減
・役員報酬カット
・管理職・一般職の賃金カット
・時間外労働の削減

■研究開発活動の高効率化
・選択と集中の推進による研究開発費の圧縮
・新製品の早期リリースと既存製品の競争力強化

■拠点の縮小・集約
・半導体製造装置生産拠点の一時閉鎖
・熊本県工業用地取得計画の凍結（熊本県と協議中）

■事業の見直しおよび組織の再編
・研究開発体制の見直し
・不採算事業の縮小・撤退
・グループ会社の再編　・事業所の統廃合

■人員削減
・非正規・正規社員合計で1,600名の人員削減
・新規採用活動の停止

■設備投資の抑制

■経費削減の徹底

再建に向けた
取り組み
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員に関しては契約更新を行わない形で、正規社員に関しては

グループ内で希望退職者を募集する形で人員削減を実施い

たします。また同時に、人件費の削減も進めています。2月か

らはすでに役員報酬の削減を行っており、管理職、一般職の

賃金カットも行っていきます。グループ社員には業務の合理化・

効率化を徹底し、時間外労働の削減もさらに進めています。

Q.世界的な金融不安ならびに急激な景気後退局面において、資金面での心配はありませんか？

A.当社の資金を取り巻く環境も事業同様に大変厳しい状況です。昨年末ごろより、お客さまから製品の納

入延期や予定していた設備投資の凍結といった要請が相次

いだことで、棚卸資産が増加し、また同時に、支払いの遅延

も発生しています。当社の場合、今年9月に転換社債の償還

を控えているため、資金負担は予想以上に増加しており、十

分な手元資金を確保しておく必要があります。この下期につい

ては、すでに間接金融で資金調達枠を確保しており、以降も、

シンジケートローン*を組成する、あるいは、有価証券などの自

己資産を売却するなどの柔軟な対応で、資金調達が可能で

あると考えています。一方で、企業としてはキャッシュを捻出で

きる体制を構築しなければなりません。そのためにも、この再

建計画の完遂を目指し大胆な改革を早期に実施していきます。

Q.最後に株主の皆さまへメッセージをお願いします。
A.すでにお話ししましたとおり、現在、当社は過去にないほどの厳しい事業環境に直面しています。この難

局を乗り越えていくためには、さまざまな課題を克服していか

なければなりません。当社グループは全社を挙げてこの再建

に向けた計画を達成し、売上高に見合うコスト構造への改革

を行い、2011年3月期に黒字化を果たします。

最後になりましたが、このような状況を踏まえ、誠に遺憾な

がら、無配への配当予想修正を発表させていただきました。

株主の皆さまのご期待に沿えず、経営者として大変反省して

おります。引き続き、当社へのご理解とご支援のほどよろしく

お願いいたします。

*シンジケートローン：複数の金融機関が共同して協調融資団（シンジケート団）
を組成し、各金融機関が同一の貸出条件の下、同一の契約書に基づき、融資を
実行する契約形態のこと。



5 第3四半期決算レポート

2008 2009

第 3四半期 第 4四半期 第１四半期 第 2四半期 第 3四半期
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■ 画像情報処理機器  ■ その他　　　　    営業利益［右目盛］

■ 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

■売上高・営業利益

■連結経営成績

■受注高・受注残

（単位：億円未満切捨）

2009年3月期

第1四半期 第2四半期 第3四半期
前年同期比

第3四半期累計期間
前年同期比2008年 4月 1 日から 2008年 7月 1 日から 2008年10月 1 日から 2008年 4月1 日から

2008年 6月30日まで 2008年 9月30日まで 2008年12月31日まで 2008年12月31日まで

売上高 520 707 517 △0.3% 1,746 △11.5%

営業利益 △8 48 △22 — 18 △84.3%

経常利益 △11 33 △49 — △27 —

四半期純利益 △30 17 △43 — △56 —

（注）前年同期比は参考情報として記載しています。
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■ 画像情報処理機器  ■ その他　　　　 　受注残［右目盛］

■ 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

2008 2009

第 3四半期 第 4四半期 第１四半期 第 2四半期 第 3四半期
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電子工業用機器

売上高 1,284億円
営業利益 1億円

主要セグメント別業績 (第3四半期累計期間)

画像情報処理機器

売上高 447億円
営業利益 18億円

コータ・デベロッパー：
半導体の場合はウエハーに、液晶パネルの場合はガラス基板
にフォトレジスト（感光液）の塗布や現像処理を行う装置。

CTP：
Computer to Plate の略。印刷するデータをフィルムを用い
ずに、コンピューターからプレート出力機を用いて、プレート
（印刷版）に直接出力する方式。

デジタル印刷機：
コンピューターで作成したデータを直接印刷する装置。

インクジェット：
インクの微細な粒子を吹き付けて印刷する方式。

▲
▲

▲
▲

半導体製造装置：762億円

半導体メーカーの設備投資計画の凍結、見直しが相次ぎ、前

年同期に比べて大幅な減少となりました。

FPD（フラットパネルディスプレー）製造装置：462億円

台湾、韓国向けを中心に液晶用コータ・デベロッパーなどの

売上が前年同期に比べ伸びました。

その他の電子工業用機器および部品：59億円

プリント配線板メーカーの設備投資抑制の影響を受け、前期

に引き続き低調に推移しました。

半導体製造装置：
売上の大幅な減少に伴い、赤字となりました。

FPD製造装置：
売上が堅調に推移したことから、黒字を確保しました。

その他の電子工業用機器および部品：

売上減少に伴い赤字となりました。

CTP関連製品は海外向けを中心に前年同期並みの売上となり

ました。デジタル印刷機が売上に貢献したほか、インカ・デ

ジタル・プリンターズ社の大型インクジェットプリンターの

新製品が寄与し、前年同期に比べ売上を伸ばしました。営業

利益は円高の影響を受け、減少しました。



7 第3四半期決算レポート

2009年2月に開催された、機関投資家・アナリストさま対象

の2009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。

半導体製造装置の受注高は、引き続き低調に推移し、

今年の夏ごろまで回復は難しいのではないかと予想

しています。また、FPD製造装置についても、同じく厳しい

受注状況にあります。

半導体製造装置の市場自体が今期に比べて4割程度

減少するだろうと予想しています。現状の低迷した受注

状況を踏まえましても、当社の売上規模は大幅にダウンする

ことを覚悟しないといけません。液晶製造装置も大変厳しい

受注状況にあり、来期は今期売上の半減となる可能性も

あり得ます。

1943年の設立以来、独自に発展してきた会社なの

で、基本的に他社と一緒になるということは考えてい

ません。現在、この難局をいかに打開するかを第一に考え

ています。

2002年3月期のITバブル崩壊時の教訓から、バラン

スシートの改善や組織のスリム化などを進めてきまし

たが、今回の激しい事業環境の変化に対応しきれず、市況

の波に影響されてしまったことを深く反省しています。

昨年緊急対策として発表した40億円のコスト削減に

加えて、400億円のコスト削減活動を2月以降順次

行っており、来上期までに終了する予定です。そして、来下

期ごろからの効果を期待しており、2011年3月期の黒字化

を必達目標として実施していきます。

Q.

決算Q&A

第4四半期（2009年1月～3月）および来期（2009年
4月～2010年3月）の受注見通しを知りたい。

来期業績の見通しを知りたい。

他社との再編・統合はあり得るのか？

過去の不況時の経験は生かされたのか？

Q

A

Q

A

Q

A

Q

A

400億円のコスト削減に向けた取り組みの
実施期間は？Q

A



8部署紹介　～MPカンパニー*1 POD事業部第三ビジネス部～

ニケーションを大切にしています。新たな装置の開発には、さまざま

な専門技術者が関わっていて、自分が担当しているソフトウエアだけ

では装置は動かないからです。第三ビジネス部では、開発に携わる

者全員が毎日昼礼で各々の進捗状況を報告し、課題を確認するなど

して意識の統一を図っています。また、入社して1年目の私には、ま

だまだ分からないことがいっぱいです。上司や先輩のアドバイスを受

けながら、仕事を進めるよう心掛けています。

Q．今後の抱負を聞かせてください。
上野：将来、インクジェット印刷機は少量印刷分野において、既存の
オフセット印刷*機に置き換わる可能性を秘めています。品質面・高速

化・安定性などさまざまな課題はありますが、「Truepress Jet SX（仮

称）」の製品リリースに向けて、それらを着実に解決していきたいと思

います。それとともに、私個人の設計スキルも上げていきたいです。

石田：一つひとつの課題を克服して、他に類の無い素晴らしい製品
をつくり上げたいと思います。そして、たくさん売れてほしいですね。

*1 MPカンパニー：メディア アンド プ
レシジョン テクノロジー カンパニー
の略。

*2 オフセット印刷：書籍やパンフレット
などの商業印刷物で一般に利用さ
れる印刷方式の一つ。オフセットとは、
版に付けたインキをいったん別のも
のに転写してから、それを改めて印
刷素材に転写する仕組み。

Q．POD事業部第三ビジネス部の仕事内容を教えてください。
上野：当事業部は、必要なときに必要な部数だけ印刷するPODを
可能とするインクジェット印刷機の開発を行っています。担当分野ごと

に4つに分かれ、私たち第三ビジネス部は、2008年5月に試作機を

発表したインクジェット枚葉印刷機「Truepress Jet SX（トゥループレス

ジェット エスエックス）仮称」の開発・製品化を進めています。

Q．仕事を進める上で心掛けている点は何ですか？
上野：自分が設計した図面に対して最後まで責任を持つということです。
設計後は部品が図面どおりに作製されているか、組立上問題はないか

などをチェックします。部品の製作は加工会社に依頼するのですが、以前、

図面どおりに部品を製作してもらっても、歪みが生じて使えないというトラブ

ルがありました。そのときは、加工会社

と何度も話し合いを重ね、加工手順

や形状に変更を加えて、理想の形に直

すことができました。

石田：開発メンバーをはじめとして、仕
事上つながりのある人たちとのコミュ

MPカンパニー　POD事業部第三ビジネス部 機械技術グループ
上野　浩一
2004年4月入社。CTP関連製品の開発を経て、1年半前よりPOD
（プリント・オン・デマンド）製品の開発に従事。印刷後の紙を搬送す
る排紙機構の機械設計・評価を担当している。休日はライブに行っ
てリフレッシュ。

MPカンパニー　POD事業部第三ビジネス部 ソフト技術グループ
石田　哲也
2008年4月入社。ソフトウエアの設計を担当している。趣味は映画
鑑賞で、ホラー映画以外であれば何でも観る。

インクジェット枚葉印刷機
「Truepress Jet SX（仮称）」

2008年5月にドイツで開催された展示会
「drupa 2008」で、印刷サンプルを掲げるMP
カンパニー社長の藤澤
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環境負荷とランニングコストを抑制する
新たな半導体ウエハー乾燥技術を開発

バッチ式洗浄装置の生産現場（彦根地区事業所）

分光エリプソ式膜厚測定装置
「RE-8000」

Ô 岐阜大学と次世代型薄膜太陽電池の
評価技術の共同研究を開始Ô

当社は、300ミリウエハーの半導体デバイス量産ラインにお

いて世界初*1となる、IPA（イソプロピルアルコール）を使用し

ない新たな乾燥技術を開発。同技術を搭載したバッチ式洗

浄装置の販売を開始しました。この乾燥技術は大気汚染防止

法によって規制されているIPAを一切使用しないため、VOC

（揮発性有機化合物）*2排出量ゼロを実現します。また、処理

時間も約2分の1に短縮でき、お客さまである半導体メーカー

のコスト低減にも寄与します。当社は今後も、環境に配慮した

製品開発を一層強化し、半導体洗浄装置におけるグローバル

スタンダードとしての地位をより強固なものにするとともに、業

界の発展に貢献していきます。

詳細はこちら⇒http://www.screen.co.jp/press/NR081120.pdf

*1 2008年11月現在
*2 VOC（揮発性有機化合物）：常温常圧の状態で大気中に揮発し、気体状となる
有機化合物の総称。大気中の光化学反応により、光化学スモッグを引き起こす
原因物質の一つとされている。

当社は、2008年7月より、太陽電池関連業界への本格的な

取り組みを開始し、太陽電池パネル向け膜厚測定装置の販

売をスタートしています。今回、同業界で最先端技術の研究開

発を進める岐阜大学との共同研究を開始しました。この研究

成果を活用し、2009年末の新装置発売へ向けて、次世代型

太陽電池の一つとされる薄膜シリコン太陽電池*用の膜厚測

定装置の機能を一層強化していきます。また、急激な成長が

見込まれる太陽電池業界を担う新たな製造プロセスの確立

を目指すとともに、世界のエネルギー産業発展に向け、さらな

る貢献を図っていきます。

詳細はこちら⇒http://www.screen.co.jp/press/NR081126.pdf

* 薄膜シリコン太陽電池：アモルファスシリコンや微結晶シリコンにより構成される
薄膜型の次世代太陽電池で、従来の太陽電池に比べてシリコンの使用量を100分
の1以下に抑制できる。大面積、低コスト化に優れることから、近年大きな注目を
集めている。
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当社は、多くの株主・投資家の皆さまにご利用

いただけるよう、ホームページの充実を図ってい

ます。また、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」も実施しています。ぜひご利用ください。

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

メール配信サービスのご登録はこちら
http://www.screen.co.jp/ir/mail/

2008年12月12日に三菱UFJ証券京都支店にて、（株）日立
ハイテクノロジーズ、（株）アルバックと共同で、個人投資家さま
向け説明会を開催しました。半導体製造装置メーカーが共同
でこのような説明会を行うのは初めての試みです。一般の
方々には理解しにくい半導体製造装置事業を、違ったプロセ
スを担当する3社がそれぞれの立場から説明することで、同事
業ならびに各社についての理解を深めていただくことができ
ました。

当社は2008年10月25日に韓国サムスン社よりベストサプ
ライヤー賞を受賞しました。これは同社のフラットパネルディス
プレー関連の業績に貢献したことが評価されたものです。
フラットパネルディスプレー関連では当社と日東電工（株）が
受賞しました。各社にはトロフィーと副賞として46インチのモニ
ターがサムスン社から贈られました。

活発な質疑応答が行われました

サムスン社の李社長（右）から
トロフィーを受け取る会長の石田

ベストサプライヤー賞の
トロフィー

サムスン（株）よりベストサプライヤー賞受賞Ô 個人投資家向け説明会を3社共同で開催Ô

当社ウェブサイト

「IR情報」を

活用ください！
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表紙の写真：やすらい祭
4月の第2日曜日、今宮神社、玄武神社、川上大神宮で行

われる。花と共に飛び散る疫神を鎮めるための祭。

株主メモ

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）

特別口座の口座管理機関 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

同照会先 東京都杉並区和泉二丁目8番4号(〒168-0063)
中央三井信託銀行株式会社　証券代行部
電話 0120-78-2031（フリーダイヤル）

同取次窓口 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

住所変更、単元未満株式の買取・買増等のお申出先について
株主さまの口座のある証券会社（特別口座が開設されました株主さまは、
中央三井信託銀行株式会社）にお申出ください。

未払い配当金の支払いについて
株主名簿管理人である中央三井信託銀行株式会社にお申出ください。


