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取締役会長　最高経営責任者（CEO）
石田　明

取締役社長　最高執行責任者（COO）
橋本　正博

株主の皆さまにおかれましては、平素より格別のご高配を賜り、厚く

御礼申し上げます。ここに2012年3月期第2四半期累計期間（2011

年4月1日～2011年9月30日）の業績および今後の取り組みに関

しまして、ご報告いたします。

株主の皆さまへ

※  本誌に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現時点において入手している情報および合理的と判断する一定の前提に基づいており、今後の世界
経済やエレクトロニクス業界の技術変化、半導体・フラットパネルの市況などにより、実際の業績等と大きく異なる可能性があります。

2012年3月期第2四半期累計期間の業績

　当社グループを取り巻く事業環境は、半導体業界におい

て、スマートフォンやタブレット型端末などの需要増加を

背景に、半導体メーカーの設備投資が前年同期に比べて増

加しました。しかしながら、半導体製品の需給バランスの

悪化に加え、世界的な景気減速懸念の高まりにより、期後

半には半導体メーカーにおいて設備投資抑制の動きが顕著

となりました。

　このような状況の中、第2四半期累計期間における当社

グループの業績は、主に半導体機器事業が伸長したことに

より、売上高は1,230億円と前年同期に比べ126億円

（11.4%）増加しました。利益面では、製品販売価格の下落

や研究費・人件費などの増加により、営業利益は90億円（前

年同期比18.5%減）、経常利益は88億円（前年同期比

19.6%減）となりました。また、保有株式の時価下落に伴

う投資有価証券評価損を計上したことなどにより、四半期

純利益は65億円（前年同期比31.9%減）となりました。

通期連結業績の見通し

　下半期の当社グループの事業環境は、半導体最終製品の

需要減速や世界的な景気減速懸念の高まりを受け、半導体

メーカーでは引き続き設備投資に慎重な姿勢をとることが

予想されます。

　このような環境のもと、2012年3月期の通期連結業績は、

当第2四半期累計期間の業績および現在の受注動向などか

ら、主に半導体機器事業の売上・利益が前回予想を下回る

見込みとなりました。本年8月9日に公表した連結業績予

想では、事業環境を見極めることが困難であったため下半

期の予想を見直さず据え置きとしておりましたが、上記を

踏まえ、通期業績予想を下方修正いたしました。（本誌4

ページ参照）

　なお、配当につきましては、前回予想からの変更はなく、

1株当たり5円の期末配当を予定しております。

中期3カ年経営計画を発表

　当社グループは、2011年4月より、「中期3カ年経営計画 

NextStage70」をスタートさせました。2011年5月時点

では、東日本大震災による影響が不透明であったことから、
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計画の骨子のみを公表しておりましたが、このたび計画の

精査を終え、正式に発表いたしました。

　この「NextStage70」では、「収益構造確立と新たな成

長への基盤づくり」を基本方針とし、「新たな成長へ」の取

り組みとして「既存事業のさらなる成長と新規事業の創

出」を図るとともに、「グローバル化への基盤整備」を推進

してまいります。

　数値目標につきましては、「 2014年3月末に自己資本比

率50.0%以上、純有利子負債は0円以下」と設定し、「利益

率の向上」および「資本効率の向上」を追求してまいりま

す。収益面では、3カ年合計で売上高8,000億円、営業利益

700億円、当期純利益500億円の達成を目指します。これ

らを達成するため、3年間で研究開発投資470億円、設備投

資350億円を実施してまいります。

収益構造確立と新たな成長への基盤づくり

1．安定した収益構造の確立
 ・価格競争力の強化
 ・ 高収益製品の強化と顧客価値創出型
製品の育成
 ・ 外部環境の変化に応じた事業構造
転換力の強化

2．新たな成長へ
 ・ 新事業の展開へ開発投資を進め、
新たな成長を目指す
 ・グローバル化への基盤整備

既存事業のさらなる成長と新規事業の創出

● 既存事業において新技術による
深耕と拡大による成長

・ 技術革新への対応に向け、半導体
機器事業へ重点的開発投資
・ インクジェット技術のアプリケー
ション拡大

● 3年以内に新分野での事業化を
目指し、積極的な開発投資

・ 新エネルギー分野（塗布技術を活用
したリチウムイオン電池製造装置）
・ プリンテッドエレクトロニクス分野
（印刷・塗布技術とエレクトロニクス
との融合）

グローバル化への基盤整備

●リスクマネジメントの徹底と強化
● 人事戦略―グローバル人材の育成、
人員適正化、人事制度改革

● 財務・会計戦略―資金のグローバル
レベルでの効率化、IFRS対応

● IT戦略―情報システムの基盤整備
とセキュリティの強化

「自己資本比率50%以上、純有利子負債ゼロ」（2014年3月末）
・「利益率の向上」および「資本効率の向上」を追求し、『自己資本比率』
　を高める

2011年3月末 2011年4月～2014年3月 2014年3月末

自己資本比率 34.4%
＜3カ年合計＞

売上高 8,000億円
営業利益 700億円
当期純利益 500億円

50.0%以上

純有利子負債 156億円 0円以下

基本方針

「中期3カ年経営計画 NextStage70」の概要

新たな成長への取り組み

数値目標

研究開発

470億円

設備投資

350億円

グループ人員計画
ピーク時5,000人

（2011年3月末：4,732人、増員は主に海外）
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パーク」に工場用地を取得いたしました。取得額は16億円

で、生産品目など詳細につきましては、現在検討中です。

　世界経済は、今後も不透明な状況が続くと予想されます

が、「守り」と「攻め」のメリハリのある経営を行い、「収益

構造の確立と新たな成長への基盤づくり」を着実に進めて

まいります。当社は「NextStage70」の最終年度に会社設

立70周年を迎えます。3年後に目標を達成し、次の新たな

ステージを迎えられるよう、全社員一丸となって努力して

まいります。

　株主の皆さまにおかれましては、今後とも変わらぬご理

解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

 取締役会長　最高経営責任者（CEO） 石田　　明

 取締役社長　最高執行責任者（COO） 橋本　正博

新たな成長への取り組み状況

　「NextStage70」を開始して以降、新たな成長に向けて、

以下の取り組みを実施いたしました。

　まず、本年10月に、太陽電池関連機器やリチウムイオン

電池関連機器などの開発組織をFPDカンパニーから分離

し、新たに「エネルギー技術開発推進センター」を設立いた

しました。これにより、新規分野の開発を加速し、早期事業

化を図ってまいります。

　また、当社は長年培った画像処理技術や検査技術を応用

し、産業用ロボットの自律的な動作を実現するティーチン

グレスシステムを開発いたしました。これを機に、ロボッ

ト関連分野への参入を図ってまいります。

　リスクマネジメントの強化に向けては、生産拠点の分散

化によるBCP（事業継続計画）の推進、また将来に向けた

事業拡大を目的として、熊本県の「くまもと臨空テクノ

● ご参考：過去の中期経営計画実績との比較
(単位：億円）

Vision2003 Vision2008 NextStage70
（前々回中期計画）

2004年3月期～2006年3月期
（前回中期計画）

2007年3月期～2009年3月期
（今回中期計画）

2012年3月期～2014年3月期

実績 実績 計画

売上高  7,078  8,001  8,000

営業利益  534  406  700

営業利益率  7.6%  5.1%  8.8%

当期純利益  345  △ 151  500

当期純利益率  4.9%  △1.9%  6.3%

純有利子負債※  201  766 0円以下

自己資本比率※  46.8%  28.1% 50.0%以上

※各中期計画の最終年度末数値
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2012年3月期連結経営成績

売上高・営業利益 受注高・受注残高

連結決算ハイライト

配当について

2012年3月期の期末配当につきましては、1株当たり5円を予

定しております。

（単位：億円）

第1四半期 第2四半期 前年同期比 第2四半期累計期間 前年同期比
2011年4月 1 日から
2011年6月30日まで

2011年7月 1 日から
2011年9月30日まで

2011年4月 1 日から
2011年9月30日まで

売上高 645 584 △0.9% 1,230 11.4%

営業利益 62 27 △56.6 90 △18.5

経常利益 60 27 △56.6 88 △19.6

四半期純利益 47 18 △68.4 65 △31.9

2012年3月期連結業績予想

（単位：億円）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

通期 2,490 140 130 100

（注） 財務数値につきましては、金額は表示単位未満を切り捨て、比率は四捨五入して表記しております。
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プリント配線板関連機器） その他 営業利益［右目盛］

半導体機器事業 FPD機器事業　メディアアンドプレシジョンテクノロジー事業

（     印刷関連機器 プリント配線板関連機器） その他 受注残高［右目盛］

半導体機器事業 FPD機器事業　メディアアンドプレシジョンテクノロジー事業

（     印刷関連機器
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● 今後の見通し

　半導体メーカーの多くは設備投資に対して引き続き慎重な

姿勢をとることが予想されます。このような状況下、コスト削

減の徹底を図るとともに、枚葉式洗浄装置「SU-3200」の販売

拡大、製品差別化に向けた研究開発を進めてまいります。

● 今後の見通し

　液晶パネルメーカーの設備投資が引き続き低調に推移する

と予想されることから、FPD機器事業では、人員の他部門への

シフトなどによる固定費の削減と徹底したコスト削減を柱と

した収益構造改革を実行してまいります。

0

500

1,000

1,500

2,000
（億円）

2011年3月期 2012年3月期

第 2四半期
累計期間

通期 第 2四半期
累計期間

通期
（予想）

1,654

692

1,742

844

0

100

200

300

400
（億円）

2011年3月期 2012年3月期

第 2四半期
累計期間

通期 第 2四半期
累計期間

通期
（予想）

335

174

327

144

　半導体メーカーの設備投資は、第1四半期（4‒6月）におい

ては堅調に推移しましたが、第2四半期（7‒9月）には投資抑

制の動きが顕著となりました。このような環境下、当第2四半

期累計期間（4‒9月）の半導体製造装置の売上は、枚葉式洗浄

装置を中心に前年同期に比べ増加しました。

　液晶パネルメーカーの設備投資が低調であったため、FPD

製造装置の売上は前年同期に比べ減少しました。中国におけ

るテレビ用大型ガラス基板対応装置の搬入は、予定通り進捗

しております。一方、新規のテレビ用大型ガラス基板向け投資

が凍結となり、受注は低調に推移しました。

　製品販売価格の下落や研究費・人件費などの増加により、営

業利益は前年同期に比べて減少しました。

営業利益　93億円（前年同期比　15.8%減少）

　売上の減少に伴い、営業損失を計上しました。

営業損益　△10億円（前年同期は6億円の営業利益）

売上高　844億円（前年同期比　21.8%増加） 売上高　144億円（前年同期比　17.5%減少）

主要事業別レポート

半導体機器事業

● 当期の業績（第2四半期累計期間） ● 当期の業績（第2四半期累計期間）

FPD機器事業
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● 今後の見通し

　印刷関連機器では、POD装置の販売が引き続き堅調に推移

すると見込まれます。9月16日に、PODショールーム「ホワ

イトカンバス MON-NAKA」を開設しました。国内はもとよ

り海外のお客さまにも広く活用いただき、販売増加を図って

0

100
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400

500

印刷関連機器 プリント配線板関連機器

68

40437
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63
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（億円）

2011年3月期 2012年3月期

第 2四半期
累計期間

通期 第 2四半期
累計期間

通期
（予想）

495

233

473

238

印刷関連機器：209億円

　北米向けにPOD装置の販売が伸び、前年同期に比べ売上が

増加しました。

プリント配線板関連機器：28億円

　関連メーカーの設備投資が低調に推移したことにより、前

年同期に比べ売上が減少しました。

　コスト削減や固定費圧縮に努めたことにより、前年同期の

赤字から黒字に転換しました。

営業利益　10億円（前年同期は7億円の営業損失）

売上高　238億円（前年同期比　2.3%増加）

枚葉式洗浄装置：ウエハーを1枚ずつ処理する洗浄装置。

POD：Print on Demandの略。必要なときに必要な部数を印刷
すること。

CTP：Computer to Plateの略。印刷するデータをコンピューター
から直接プレートに出力し、印刷版を作成する方法。

直接描画装置：回路パターンを高速・高精細に直接描画（露光）す
る装置。従来の露光方式に比べ、納期の短縮やコストの大幅な削減
が可能。

● 当期の業績（第2四半期累計期間）

メディアアンドプレシジョンテクノロジー事業
まいります。CTP装置は、中国工場への生産シフトを進める

ことなどにより、コスト低減を実現してまいります。

　プリント配線板関連機器では、直接描画装置の新製品をリ

リースし、売上確保に努めてまいります。

 用 語 解 説

中国・杭州市にあるCTP装置

製造子会社の敷地内で建設を

進めてきた新工場棟が完成

し、10月より操業を開始しま

した。今回の増床工事により、

生産スペースは従来の約3.3

倍に拡張し、生産能力は約3

倍に拡大しました。中国での製造を一層強化することで

価格競争力を高め、中国市場におけるCTP装置のシェア

倍増を目指すとともに、ブラジルやインドなど、印刷市場

の拡大が見込まれる新興国市場での販売増加を図ってま

いります。

中国・杭州のCTP装置生産工場の増床工事が竣工

新工場棟の外観
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（単位：百万円未満切捨）

科目 第2四半期累計期間 通期

2012年3月期 2011年3月期 2011年3月期
2011年4月 1 日から
2011年9月30日まで

2010年4月 1 日から
2010年9月30日まで

2010年4月 1 日から
2011年3月31日まで

売上高 123,021 110,405 254,952

　売上原価 90,143 78,260 182,990

売上総利益 32,877 32,144 71,962

　販売費及び一般管理費 23,877 21,101 45,151

営業利益 9,000 11,043 26,811

　営業外収益 1,001 1,207 2,535

　営業外費用 1,185 1,282 2,815

経常利益 8,815 10,968 26,531

　特別利益 0 158 901

　特別損失 1,236 496 2,997
税金等調整前四半期
（当期）純利益 7,578 10,629 24,434

　法人税等 1,065 1,084 —

　法人税、住民税及び事業税 — — 2,342

　法人税等調整額 — — △3,652

　法人税等合計 — — △1,309
少数株主損益調整前四半期
（当期）純利益 6,513 9,544 25,744

　少数株主利益（△損失） △17 △39 57

四半期（当期）純利益 6,531 9,584 25,686

連結損益計算書

（単位：百万円未満切捨）

科目 第2四半期累計期間 通期

2012年3月期 2011年3月期 2011年3月期
2011年4月 1 日から
2011年9月30日まで

2010年4月 1 日から
2010年9月30日まで

2010年4月 1 日から
2011年3月31日まで

少数株主損益調整前四半期
（当期）純利益 6,513 9,544 25,744

その他の包括利益 △3,090 △4,725 △3,168

包括利益 3,423 4,819 22,575

（内訳）
　 親会社株主に係る
包括利益 3,434 4,864 22,523

　少数株主に係る包括利益 △10 △45 52

連結包括利益計算書

（要約）連結財務諸表

売上高

半導体機器事業の売上が堅調であったことから、売上高は

1,230億円と前年同期に比べ126億円増加しました。
営業利益

製品販売価格の下落に加え、研究費・人件費などが増加した

ことから、営業利益は90億円と前年同期に比べ20億円減少

しました。
特別損失

保有株式の時価下落に伴い、投資有価証券評価損12億円な

どを計上しました。

Po i n t

半導体
機器事業
68.6%

FPD機器事業
11.7%

プリント配線板関連機器　
2.4% その他

0.3%
印刷関連機器　
17.0%

メディアアンド
プレシジョン
テクノロジー事業
19.4%

事業セグメント別売上高構成比
（2012年3月期 第2四半期累計期間）
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（単位：百万円未満切捨）

科目 第2四半期累計期間 通期

2012年3月期 2011年3月期 2011年3月期
2011年4月 1 日から
2011年9月30日まで

2010年4月 1 日から
2010年9月30日まで

2010年4月 1 日から
2011年3月31日まで

営業活動による
キャッシュ・フロー 2,820 15,155 34,299

投資活動による
キャッシュ・フロー △755 △423 △2,191

財務活動による
キャッシュ・フロー 12,693 △5,717 △22,249

現金及び現金同等物の
四半期（当期）末残高 51,713 37,438 38,383

※ 詳細な財務諸表に関しましては、下記のウェブサイトより、2012年3月期第2
四半期決算短信をご覧ください。 
URL: http://www.screen.co.jp/ir/library/index.html

連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円未満切捨）

科目 第2四半期末 期末

2012年3月期 2011年3月期
2011年9月30日現在 2011年3月31日現在

（資産の部）
流動資産 188,073 183,522

固定資産 66,006 69,604

　有形固定資産 39,401 40,699

　無形固定資産 1,866 1,189

　投資その他の資産 24,737 27,715

資産合計 254,079 253,126

（負債の部）
流動負債 127,031 148,131

固定負債 37,218 17,394

負債合計 164,250 165,526

（純資産の部）
株主資本 103,722 98,381

その他の包括利益累計額 △14,360 △11,263

少数株主持分 466 482

純資産合計 89,828 87,600

負債純資産合計 254,079 253,126

連結貸借対照表

流動資産

前期末に比べて、売上の減少により受取手形及び売掛金が

82億円減少した一方、社債の発行により現金及び預金が

134億円増加しました。
負債合計

有利子負債は、借り換え資金として190億円の社債を発行し

たことなどから、前期末に比べて141億円増加し697億円

となりました。
自己資本

配当金の支払いの一方で、四半期純利益を計上したことによ

り利益剰余金が増加し、また、保有株式の時価下落および円

高により、その他有価証券評価差額金、為替換算調整勘定が

それぞれ減少しました。その結果、純資産から少数株主持分

を除いた自己資本は、前期末に比べて22億円増加し893億

円となりました。自己資本比率は、前期末に比べて0.8ポイ

ント改善し35.2%となりました。

Po i n t

P o i n t

営業活動によるキャッシュ･フロー

税金等調整前四半期純利益、減価償却費、売上債権の減少な

どの収入項目が、仕入債務の減少、たな卸資産の増加、法人

税等の支払いなどの支出項目を上回り、28億円の収入とな

りました。
投資活動によるキャッシュ･フロー

土地等の有形固定資産を売却した一方で、有形固定資産や子

会社株式の取得を行った結果、7億円の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ･フロー

配当金の支払いや長期借入金、リース債務の返済の一方で、

社債発行を行った結果、126億円の収入となりました。



2012年3月期の下半期業績予想に関して、上
半期実績と比べて利益率が低下する予想となっ
ている背景は？

第3四半期（10～12 月）の半導体機器事業、
FPD機器事業の受注の見通しは？

2011年11月に開催された、機関投資家・アナリストさま対象の2012年3月期第2四半期決算説明会に
おける質疑応答を掲載します。

Q. Q.

①FPD機器事業において、液晶パネル市況の影

響などにより、下半期は採算性がより厳しくなる

と予想していること、②半導体機器事業における

プロダクトミックス（製品構成）の影響を見込ん

でいること、③経費面で、研究開発を積極的に進

めるべく、研究開発費の増額を予定していること、

以上3つの要因を背景としています。

A.
半導体機器事業は、ファンドリー（半導体の受託

生産を行う企業）などからの受注が増加するた

め、400億円程度を見込んでいます。FPD機器事

業においては30～40億円程度を見込んでいま

す。

A.

新たなテレビ用大型設備投資が具体化するには、

しばらく時間がかかると思われます。また、携帯

端末向けの中小型パネルの投資は堅調ですが、そ

の投資規模は大きくありません。このような今後

の厳しい事業環境を見据え、10月1日より、固定

費の削減、既存事業における変動費の低減を目的

としたFPD機器事業の収益構造改革の取り組み

をスタートさせ、収益改善を図っています。

FPD機器事業の今後の見通しと収益改善策は？

A.
Q. 中期３カ年経営計画での研究開発費や設備投資

費の内容は？Q.
研究開発費の470億円（３カ年合計）は、450ミリ

ウエハー対応など、主に半導体機器関連です。そ

のほか、太陽電池製造機器やリチウムイオン関連

など、新規事業も含まれます。設備投資の350億

円（３カ年合計）に関しては、主に研究開発用自

家設備の取得を予定していますが、一部、熊本県

の工場用地取得費用も含まれます。

A.
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半導体オブ・ザ・イヤー2011優秀賞を受賞

　当社の半導体ウエハー枚葉式洗

浄装置「SU-3200 」が、半導体産業

新聞（産業タイムズ社）主催の「第

17回 半導体オブ・ザ・イヤー2011」

において、半導体製造装置部門の優

秀賞を受賞しました。今回、新設された半導体製造装置部門には

54点のノミネートがありましたが、「SU-3200」は、「評価開発の

斬新性」「量産体制の構築」「社会に与えたインパクト」「将来性」

などが評価され、優秀賞の受賞に至りました。

印刷関連機器の新たな情報発信拠点「ホワイト

カンバス MON-NAKA（モンナカ）」を開設

　当社は、PODに関するソ

リューションを総合的に提

案し、また、実際に体感し

ていただける新たな情報発

信拠点「ホワイトカンバス

MON-NAKA」を、東京都

江東区門前仲町に開設しま

した。館内には、PODの「前処理（データ処理・加工）」「出力（各

種インクジェットデジタル印刷システム）」「後加工（断裁・製本

加工）」の各工程に必要な機器やソフトウエアを設置し、常時デ

モンストレーションが可能な環境を構築しています。この「ホワ

イトカンバス MON-NAKA」を拠点に、印刷関連機器事業に関

するさまざまなソリューションを世界中のお客さまに発信し、印

刷業界の技術革新に貢献してまいります。

産業用ロボットの自律的な動作を実現する

ティーチングレスシステムを開発

　当社は、（株）安川電機の協

力を得て、産業用ロボットの動

作プログラムを自動生成し、ロ

ボットを自律的に動作させる

ティーチングレスシステムを

開発しました。各種製造ライ

ンで使用される組み立てロ

ボットの動作を設定するには、

実際の動作手順を一つ一つ記

憶させるティーチング（教示）

作業が必要になりますが、こ

のシステムでは、部材の3次元

CADデータをパソコンに取り

込むことにより、複雑な動作プ

ログラムを自動的に作成でき

ます。また、視覚センサーにより部材を立体的に認識して、ロボッ

トに組み立て部位の誤差補正を自律的に行わせることができま

す。当社は、このティーチングレスシステムの開発を機に、ロボッ

ト関連分野への参入を図ってまいります。

ティーチングレスシステムを搭載した
組み立てロボット

S C R E E N  N O W  V o l . 8 1  1 0 

3次元CAD：コンピューターを用いて工業製品などの設計を行う
ことをCAD（キャド）という。2次元CADが物体の形状を平面的
に描くのに対して、3次元CADは物体の形状を立体的に描く。

 用 語 解 説

SU-3200

2011年9月に開催されたオープン記念
見学会の様子

視覚センサー

トピックス



株価および出来高の推移

IR-SN-81

〒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

SCREEN NOW Vol.81　発行日：2011年12月13日（発行は3月、6月、9月、12月）　発行：IR室

「SCREEN NOW」（株主通信）は、当社のフォント「ヒラギノ書体」を使用しております。

１．「特別口座」に記録された株式をお持ちの株主さま
株券電子化までに証券保管振替機構（ほふり）に株券を預託されなかった株主さま
の株式は、当社が中央三井信託銀行に開設しました「特別口座」に記録されていま
す。特別口座では、株式の売買が制限されておりご不便かと存じますので、証券会
社に開設されました一般口座へ振替されることをお勧めいたします。お手続きの詳
細は上記の中央三井信託銀行にお問い合わせください。

２．単元未満株式をお持ちの株主さま
当社に対して、次の請求を行うことができます。
【買増請求】　単元株式（1,000株）に不足する株式の買増し
【買取請求】　単元未満株式の買取り
お手続きの詳細は、お取引の証券会社（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）にお問い合わせください。
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株価チャート（円）

月別出来高（千株）

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

郵便物送付先
（電話照会先）

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（証券代行事務センター）
電話：0120-78-2031（フリーダイヤル）

当社ホームページの「IR情報」では、決算発表資料やニュースリ
リースなど、さまざまな情報をご覧いただけます。また、当社の最新
ニュースをメールでお知らせする「IR配信メールサービス」も実施
しております。ぜひご利用ください。

ホームページのご案内

「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/
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