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会社概要

Corporate Data

2017 年 3 月 31 日現在 (As of March 31, 2017)

会社名
設立
代表者

株式会社 SCREEN ホールディングス
1943 年 10 月 11 日
取締役社長 最高経営責任者（CEO）垣内 永次
専務取締役 南島 新
資本金
540 億円
連結従業員数
5,422 名
本社
〒 602 － 8585
京都市上京区堀川通寺之内上る
四丁目天神北町 1 番地の 1
TEL
075 － 414 － 7111
FAX
075 － 451 － 9603
E-mail
info@screen.co.jp
Website		www.screen.co.jp
決算期
3 月 31 日
定時株主総会開催月 毎年 6 月
上場証券取引所
東証一部
証券コード
7735
株主名簿管理人
三井住友信託銀行株式会社

2017 年 3 月期連結売上高構成

Company name: SCREEN Holdings Co., Ltd.
Established: October 11, 1943
Representative director:
Eiji Kakiuchi, President and CEO
Shin Minamishima, Senior Managing Director
Capital: ¥54 billion
Employees (Consolidated): 5,422 employees
Head office: Tenjinkita-machi 1-1, Teranouchi-agaru 4-chome,
Horikawa-dori, Kamigyo-ku, Kyoto 602-8585, Japan
TEL: +81-75-414-7111
FAX: +81-75-451-9603
E-mail: info@screen.co.jp
Website: www.screen.co.jp/eng
Fiscal year-end: March 31
Month of annual shareholders’ meeting: Every June
Stock listings: Tokyo
Code number: 7735
Administrator for shareholders’ register:
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited

Composition of Consolidated Net Sales for the Fiscal Year Ended March 31, 2017
■FT
Finetech Solutions

■GP
Graphic and Precision Solutions

38,104（百万円 / ¥ millions）12.7%

54,748（百万円 / ¥ millions）18.2%
GA

Graphic Arts Equipment

45,830（百万円 / ¥ millions）15.3%

売上高 Net sales

300,233

（百万円 / ¥ millions）

PE

PCB-related Equipment

1,283（百万円 / ¥ millions）0.4%
■SE
Semiconductor Solutions

206,097（百万円 / ¥ millions）68.6%

8,918（百万円 / ¥ millions）3.0%

主要製品

■その他およびセグメント間の内部売上高
Other and Intersegment Sales

Major Products

セミコンダクターソリューション事業（SE）
Semiconductor Solutions

枚葉式洗浄装置、バッチ式洗浄装置、スピンスクラバー、コーターデベロッパー、
熱処理装置、検査・測定装置、直接描画装置
Single wafer cleaning equipment, batch-type cleaning equipment, spin scrubber,
coater/developer, annealing equipment, wafer pattern inspection and measurement
equipment and direct imaging equipment

グラフィックアンドプレシジョンソリューション事業
（GP）
Graphic and Precision Solutions
グラフィックアーツ機器（GA）
Graphic Arts Equipment
プリント基板関連機器（PE）
PCB-related Equipment
ファインテックソリューション事業（FT）
Finetech Solutions

目次

CTP 装置、デジタル印刷機、ワークフロー RIP、文字フォント
Computer to plate (CTP) equipment, digital printing equipment, workflow RIP and font
直接描画装置、外観検査装置、精密測長装置
Direct imaging equipment, inspection equipment and digital precision
measurement equipment
コーターデベロッパー、ウェットエッチング装置、成膜装置
Coater/developer, wet etching equipment and coating equipment
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• セグメント別データ、営業データ、財務データ、投資指標においては、単独と明記している箇所を
除き、連結ベースで記載しています。
• 当書に記載されている将来の業績に関する計画、戦略、確信などは、現在入手可能な情報に基づい
て SCREEN ホールディングスの経営者が判断したものです。したがって、実際の業績は、社会情
勢、経済情勢などにより大きく異なる結果となる可能性があります。
• 当書の財務データは、日本の会計基準および関連法規に基づいて作成したもので、日本の有価証
券報告書に準拠しており、当社のアニュアルレポートとは異なる部分があります。
• 2014 年 3 月期よりセミコンダクターソリューション事業およびファインテックソリューション
事業の装置販売について据付完了基準により収益を認識する方法に変更し、2013 年 3 月期につい
ては当該会計方針の変更を遡及適用した数値を記載しています。
• 事業名は 2017 年 3 月期の名称を使用しております。
• Information in the Consolidated Segment Data, Consolidated Financial Data and Investment
Indicators sections is provided on a consolidated basis, unless specifically indicated.
• The plans, strategies and statements related to the outlook for future results in this document are in
accordance with assumptions and beliefs determined by management based on currently available
information. However, it should be noted that there is a possibility that actual results could differ significantly due to such factors as social and economic conditions.
• The financial figures in this report are based on Japanese accounting standards and related laws as
well as in compliance with our certified financial statements. Figures may differ from those presented
in the annual report.
• Effective from the fiscal year ended March 31, 2014, as for main unit sales in the Semiconductor Solutions
segment and the Finetech Solutions segment, the revenue recognition method was changed to the completion of installation basis. Accordingly, amounts for the fiscal year ended March 31, 2013 have been
reclassified with amounts calculated by applying this change of accounting policies retroactively.
• The business segment names as of the fiscal year ended in March 31, 2017 are used.

