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将来予測及び見通しに関して

本資料に記載される業界、市場動向または経済情勢等に関する情報は、当該情
報の作成時点で入手可能な情報に基づいて作成しているものであり、当社がそ
の真実性、正確性、合理性及び網羅性について保証するものではありません。
また、本資料に記載される当社グループの計画、見積もり、予測、予想その他
の将来情報については、当該情報の作成時点における当社の判断または考えに
すぎず、実際の当社グループの経営成績、財政状態その他の結果は、国内外の
個人消費その他の経済情勢、為替動向、スマートフォンその他の電子機器の市
場動向、主要取引先の経営方針、原材料価格の変動等により、本資料記載の内
容またはそこから推測される内容と大きく異なることがあります。

　ジャパンディスプレイは、人と世界を結び、瞬時に多く
の情報を伝えるビジュアルインターフェースになくてはな
らない「ディスプレイ」の開発、製造を行い、グローバル市
場にお届けしています。スマートフォンに代表されるモバ
イル分野、インテリジェント化が進む車載分野、デジタル
カメラなどのコンシューマー分野、医療用を始めとする産
業分野など、幅広い分野でグローバル市場から高い評価を
得ています。
　日々目まぐるしく変化している市場からのご要望、課題
を解決して行く高度な技術力、イノベーションと新しい市
場創出を図る開発力、生産技術力、これらの経営資源をフ
ル活用して当社の経営理念を実現し、世界の人々になくて
はならない存在へと成長をして参ります。
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経営理念 世界の人々に、最先端技術を通して美と感動を届け、
豊かな社会の実現に貢献します。
ジャパンディスプレイは、最先端技術で驚きと感動を呼ぶ美しいディスプレイを開発し、
世界に供給することにより、人々の生活と文化の発展に貢献することを目標とします。

スローガン Live Interfaceで新たな価値を産み出そう
人に心躍るLive Interfaceを届け、真に世界の人々との生きたインターフェースとなり、
新たな価値を産み出すことを目指します。

行動規範 1. 創造 ： 創造することのプロであろう
想像力と創造力を大切にし、先進の発想を具体化、現実の価値として創造します。

2. 挑戦 ： 変化に果敢に挑戦しよう
高い目標を掲げ、困難が有っても、チャレンジ精神を持って全力で立ち向います。

3. 責任 ： 責任と執念をもってやり貫こう
決めたことは、最後まであきらめることなくやり遂げます。

4. 迅速 ： スピードを極めよう
迅速かつタイムリーに行動することに徹します。

5. 顧客主義 ： お客様と共想し、共創しよう
顧客を全ての出発点とします。お客様と共に考え、共に創ることを目指します。

6. 公正 ： 風通し良く、フェアに行こう
高い透明性を保ち、誠実で公正な活動を行います。

7. 共生 ： 地球環境と社会に貢献しよう
地球環境に配慮し、社会への貢献を目指した企業活動を実践します。

世界とあなたのあいだに
Just between you and the world

イントロダクション

中期経営計画のロードマップ

構造改革（破壊）と新たな収益構造への変革（創造）を同時に推進

構造改革・
収益構造変革

FULL ACTIVE™ LCDと車載
を柱とした収益構造、
OLED開発の完遂

FY16 FY17 FY18 FY19

1年で完遂

構造改革の
断行
▶︎過剰な生産キャパシティの
適正化
▶︎損益分岐点売上高
6,500億円へ

破
壊

営業利益
400億円以上
(営業利益率 5%)

フリー・キャッシュ・フロー
300億円以上

創
造

OLED量産技術の確立と事業化の加速
▶︎蒸着・印刷方式をカバーした、
OLEDリーディングカンパニーを目指す
▶︎グローバル企業とのパートナーシップ構築

成長領域事業への経営リソースシフト
▶︎成長領域(車載・産業機器・新規事業)の強化
▶︎属性の異なる事業別のカンパニー制の導入
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私たちは、付加価値の高い技術力と創造力で、ディスプレイの未来を切り拓きます。
ディスプレイ市場における
JDIのビジネスフィールド

高精細、低消費電力、狭額縁等で世界をリードするLTPS技術

現在の当社の
ビジネス領域

イントロダクション

スマートフォン
／タブレット 医療

車載 デジタル
カメラ

スマートフォン
／タブレット

医療

車載

デジタル
カメラ

高精細
ノート PC

サイネージ

指紋認証

棚札等その他

VR/AR

ウエアラブル

LTPS液晶ディスプレイ

将来の当社の
ビジネス領域

LTPS液晶ディスプレイ
反射型液晶ディスプレイ

OLEDディスプレイ

JDIの強み

図抜けた製品群、その開発を通じた世界一級のお客様との信頼関係

印刷OLEDの先頭を走るJOLEDをグループ内に持つ
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主な経営指標 2014.3 2015.3 2016.3 2017.3
売上高 614,567 769,304 989,115 884,440
営業利益 27,624 5,147 16,710 18,502
営業利益率 4.5％ 0.7％ 1.7％ 2.1％
経常利益 19,072 1,864 △ 12,934 △ 8,871
親会社株主に帰属する当期純利益 33,918 △ 12,270 △ 31,840 △ 31,664
包括利益 38,267 △ 1,211 △ 37,478 △ 36,321
純資産 405,144 402,626 365,249 327,085
総資産 758,975 831,622 813,861 915,631
有利子負債 102,519 83,513 77,325 135,199
営業活動によるキャッシュ・フロー 39,707 73,320 151,442 112,004
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 122,915 △ 96,346 △ 181,156 △ 142,592
財務活動によるキャッシュ・フロー 151,990 △ 24,971 △ 6,098 55,663
現金及び現金同等物の期末残高 141,390 94,643 55,077 82,247
1 株当たり純資産（円） 673.28 666.92 603.83 540.16
1 株当たり当期純利益（円） 135.09 △ 20.42 △ 52.94 △ 52.65

その他の経営指標
自己資本比率 53.3％ 48.2％ 44.6％ 35.5％
ROA（総資産当期純利益率） 4.5％ △ 1.5％ △ 3.9％ △ 3.5％
ROE（株主資本当期純利益率） 16.9％ △ 3.0％ △ 8.3％ △ 9.2％
EBITDA 90,279 75,708 93,661 100,836

（注）百万円未満切捨て

連結財務データ

（単位：百万円）
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設備投資額
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連結財務データ

  （百万円）

モバイル分野　　車載・ノンモバイル分野

売上高

884,440

728,641

2017.32014.3 2015.3

615,052

614,567

476,616

155,798

989,115

838,143

2016.3
150,971154,252137,951

769,304

  （百万円）

研究開発費

2017.32016.32014.3 2015.3

13,907

23,252

15,748 15,989
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新たなJDIを作るための構造改革を進め、
利益を稼げる会社、
社員が自信を持って
働ける会社、
将来に期待を持てる
会社にしていきます。

この度、株式会社ジャパンディスプレイの代表取締役会長兼CEOに就任した東入來信博です。
JDIは、日本のディスプレイ産業を牽引してきたソニー株式会社、株式会社東芝、株式会社日立製作所、
さらに遡ればパナソニック株式会社、セイコーエプソン株式会社、三洋電機株式会社の
6社のディスプレイ部門が一体になった会社です。
今後の3年間を、日本のディスプレイ業界の底力を見せるラストチャンスとして、社員とともに構造改
革を進めていきます。
2019年度には、営業利益400億円、営業利益率5％、フリーキャッシュフロー黒字化を実現します。

CEOメッセージ

株式会社ジャパンディスプレイ
代表取締役会長 兼 CEO

目次 前へ 頁 次へ

◀◀◀ ◀ 6 ▶



当社は、これまでの3年間が赤字であったという反省の上に
立ち、2017年度から2019年度の中期経営計画において、利益
を稼げる会社、キャッシュを産める会社を目指します。

そのために、まず2017年度は「構造改革」をやり遂げること
で、売上高6,500億円を収益分岐点とする収益体制の基礎を確
立します。

また、構造改革と同時に、FULL ACTIVE™液晶ディスプレイ
を本格的に立ち上げ、2018年度からの収益貢献を図ります。

その上で、「スマートフォン市場向けのOLED量産技術の確立
と事業化の加速」及び「成長領域事業に向けた経営リソースのシ
フト」を推進し、事業ポートフォリオの変革を図ります。OLED
に関しては、現在開発中の蒸着方式だけでなく、関係会社であ
る株式会社JOLEDが開発を進め、今後の拡大が期待される印
刷方式も含めたOLEDのリーディングカンパニーを目指します。
また成長領域事業への経営リソースのシフトとして、車載ディ
スプレイ、産業機器用ディスプレイの基盤を強化するとともに、
新規事業領域を新たな柱として育成していきます。

CEOメッセージ

構造改革を1年で完遂し、
FULL ACTIVE™ 液晶ディスプレイを
収益の柱に。

経営改革の基本方針

中期経営計画の骨子

構 造 改 革 の 概 要
柔軟で筋肉質な企業体質に変革するために構造改革を断行し、年間固定費を約500億円削減

経営課題解決の方向性 構造改革の方針

選択と捨象、成長事業への集中
 （OLEDと車載、新規事業） 国内前工程の整理 能美工場は12月に生産停止・JOLEDによる

活用を検討

過剰キャパシティの処理 海外後工程の整理 海外製造子会社の統廃合・EMSの活用

事業毎の収益責任の徹底 事業用資産・
遊休資産の減損 減損会計の適用等による固定費削減

権限と責任体制の再設計 OLED試作
ラインの統合 石川OLEDラインの廃止・茂原G6へ統合

実効性のある会議体設計 カンパニー制への
移行 属性の異なる顧客カテゴリー別に体制構築

人事制度改革 組織のスリム化 生産性向上と人員・ポストの削減

（2017年度の特損見込は約1,700億円。うち300億円は現金支出を伴う）

「 第 二 の 創 業 」
選択と捨象

利益をしっかりと確保できる
新生「JDI」の構築

破壊と創造
収益構造の変革を実現すると共に

新分野への成長戦略を加速
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まず、第1の施策として、国内の前工程生産ラインである能美工場での液
晶パネル生産を停止し、過剰となっている生産能力を縮小します。能美工場
の建屋及びTFTバックプレーン製造ラインは、JOLEDによる活用の可能性も
含め、活用方法を検討します。

第2の施策として、生産効率の低い海外製造子会社の後工程生産ライン
の統廃合を実施します。後工程生産はEMS（Electronics Manufacturing 
Service）の活用を増やすことで対応を図ります。

第3の施策として、収益性が低下し、投資額の回収が見込めない事業用資
産・及び今後使用見込みのない遊休資産について減損損失を計上します。

第4の施策は、OLEDの試作開発ラインの統合です。従来はガラス基板サ
イズが第4.5世代の試作開発を石川工場で行っていましたが、第6世代の開発
試作が茂原工場でスタートしたことを受け、リソースを茂原工場1箇所に統
合し、効率的な開発を進めていきます。これについては7月に発足した、有
賀社長直下のOLEDプロジェクトで取り組みを進めています。

第5の施策は、10月1日からのカンパニー制への移行です。これは、事業
毎の収益責任の徹底に関連する取り組みです。当社の手がけるモバイル・デ
ィスプレイ、車載ディスプレイ、ディスプレイ・ソリューションの各事業
は、顧客の属性が異なります。そこで、顧客カテゴリー別に3つのカンパニー
を立ち上げます。

第6の施策として、組織のスリム化を行います。JDIは3つの会社が一体と
なったことで、階層が多いという課題が設立当初から存在していました。そ
こで、階層を減らし、権限と責任の明確化を図ります。

これが最後の構造改革、ラストチャンスということで、現時点で実施可能
な削減と改変をすべて盛り込みました。

構造改革によって経営課題を解決するために、私たちは6つの方向性を掲
げました。❶選択と捨象、成長事業への集中、❷過剰な生産キャパシティの
処理、❸事業毎の収益責任の徹底、❹権限と責任体制の再設計、❺実効性の
ある会議体設計、❻人事制度改革を行います。これらの方向性に則って構造
改革を進めることで、年間約500億円の固定費削減を目指します。また、事
業構造改善費用として2017年度に計上する特別損失は約1,700億円、うち
300億円は現金支出を伴うものになる見込みです。

これらの方向性に基づいた、具体的な構造改革の施策についてご説明します。

CEOメッセージ

柔軟で筋肉質な企業体質に変革するため、
年間固定費を約500億円削減。
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CEOメッセージ

JDIは、これまでも収益性の高い車載ディスプレイなど、ノ
ンモバイル事業に力を入れており、この取り組みは少しずつ
芽を出しています。今後は、さらに経営リソースをシフトして
いくことで、ノンモバイルビジネスの拡大を図っていきます。
2016年度は売上高の82%がモバイル向けで、ノンモバイルの
比率は18％でしたが、2019年度にはノンモバイル比率を30%
まで引き上げていきます。また、2021年度には45%以上、ほ
ぼ半分がノンモバイルに移行している姿を描いています。

JDIの独自技術を応用し、お客様からも期待を集めている
FULL ACTIVE™に関しては、2017年度からFULL ACTIVE™
液晶ディスプレイが収益に貢献し、2019年度からはFULL 
ACTIVE™ OLEDディスプレイが売上に寄与を始める計画です。

新生JDIのコミットメントを改めて申し上げます。2019年度
に、営業利益400億円、営業利益率5%、この数字は中期経営計
画として公表していますし、株式市場の信頼を回復するために
も必ず達成しなくてはならない数字です。この数値の達成のた
めに、次の3つを実施します。

グローバル企業とパートナーシップを構築。
持続的に利益とキャッシュ・フローを
稼げる会社へ。

2019年度にはFULL ACTIVE™ OLEDが
売上寄与、2021年度はノンモバイル比率
45%以上へ。

2019年度に営業利益400億円、営業利益率5％達成

構造改革により年間固定費を約500億円削減し、
売上高 6,500億円ブレークイーブン体質を実現

グローバル企業とのパートナーシップ構築

経営資源を成長事業へ集中し、
持続的に利益・キャッシュ・フローを稼げる体質へ変革

1
2
3

 モバイル : FA-LCDでの収益貢献、OLED投入で
高付加価値化を目指す

 車載事業 : 収益基盤として確立

 新規事業 : 第三の柱とすべく育成

*FA: FULL ACTIVE™
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第1に、構造改革をきちんとやり遂げます。これによって年間固定費を約
500億円削減し、損益分岐売上高6,500億円を実現し、利益を稼げる会社に
していきます。

第2に、グローバル企業とのパートナーシップを構築します。OLEDへの投資
には、パートナーが必要になります。それは、お客様かもしれませんし、ある
いは戦略的パートナー、競合他社、財務投資家になるかもしれません。現時点
では具体的には決まっていませんが、構造改革を進めて結果を出しながら相手
を探していきます。

第3に、経営資源を成長事業へ集中し、持続的に利益とキャッシュフローを
稼げる体質に変革します。モバイル分野においては、2018年度から2019年度
はFULL ACTIVE™液晶ディスプレイを収益貢献させます。これまでも順調に育
っている車載ディスプレイ事業は、今後も自動運転の普及などによって、より
重要な役割を担うようになります。この分野においては、信頼性、性能、デザ
イン性の高い製品の提供を通じてお客様との信頼関係をさらに強固なものとす
ることで、収益基盤を強化していきます。また、Pixel Eyes™などの当社コア技
術を基盤にした高付加価値なディスプレイを強みに、新規事業を第三の柱とし
て育成していきます。このほか、反射型ディスプレイを使った新しいサイネー
ジの世界や、ゲームなどにおけるVR（バーチャル・リアリティ）も発展していく
分野です。さらに、従来のプロダクトアウトのものづくりから、マーケットイ
ンのものづくりが行える組織に変革するために、今までJDIにはなかったマーケ
ティングのポジションを設け、外部からのプロフェッショナルの登用も始めて
います。今後は、お客様のニーズや、世の中の動きを見て、すでにJDIが持って
いる技術を上手く組み込んで製品化する取り組みも強化していきます。

この3つを完遂することにより、2018年度に当期純利益の黒字化、2019年
度にはフリー・キャッシュ・フローの黒字化を目指します。

CEOメッセージ

私は、JDIは新しい技術を発信できる、技術に立脚した会社だと思ってい
ます。同時に、IoT、スマートホーム、スマートキッチン、車載ディスプレ
イが進展し、ディスプレイに求められる役割が大きくなる中で、社会を豊か
にし、ワクワクするようなものを作っていける会社であると思っています。

そのためには、社員が自信を持って働ける会社、自分の子どもや親戚に良
い会社だと胸を張れる会社でなくてはなりません。現在、JDIが置かれている
状況は厳しいですが、「良い会社を作っていこう」という意気軒昂な技術者は
沢山います。私は、継続は力なりで、彼らが「今回は違う」と感じ、一丸とな
って動き出すまで、会社の動きをきち
んと伝え、対話を重ね、時には背中を
押し、粘り強く手を打っていきます。
ですから、当面の間、私は社員の方を
向き、社長の有賀はお客様を向き、分
担して取り組みを進めていきます。

株主・投資家の皆様には、私たち
の変化をきちんとお伝えし、コミュニ
ケーションを図り、ご理解いただくた
めの努力をしていきます。構造改革と
収益構造変革に新たな一歩を踏み出し
たJDIに、今後とも一層のご支援を賜
りますようお願い申し上げます。

社員とともに構造改革に取り組み、
皆様にご理解いただくための努力をします。
変貌するJDIにご期待ください。

目次 前へ 頁 次へ
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1モバイル分野
スマートフォン、タブレット、携帯電話端末用のディスプレイ

当連結会計年度のモバイル分野の売上高は、売上高全体の82.4％を占め
る728,641百万円（前年同期比13.1％減）となりました。

当連結会計年度においては、対ドル為替レートが前連結会計年度に比べ円
高で推移したこと等により、売上高全体が減少いたしました。その様な環境
の中、地域別では、市場シェアの回復などにより中国向けの売上が増加しま
した。一方、欧米向けの売上は、製品ミックスの変化による平均売価の下落
を主な要因として、前期に比べ減少しました。その他地域における売上高は、
前期にあった大型の受注が今期は無かったこと等により、減少しました。

2016年度事業概要

モバイル分野 売上高

売上高

2013年度 2014年度 2015年度 2016年度

476,616 615,052 838,143 728,641

プレミアムモバイル端末向け 進化した
高解像度 WQHD液晶ディスプレイの量産開始

（2017年1月19日発表）

当社グループの主要事業領域である中小型ディスプレイ市場は、今後も当面ス
マートフォン向けを中心に拡大を続けるものと考えておりますが、先進国や中国
におけるスマートフォンの普及が進んだことに伴い市場の成長率は従来に比べな
だらかになるものと見込んでいます。そうした中、世界的なブランド力を持つス
マートフォンのOLEDディスプレイ採用により、市場ではOLEDディスプレイへの
注目が高まっています。当社グループでは、このような市場の動向に対応するた

今後の展望 め、茂原工場内に設置した量産試作ラインでの、高効率な生産方式を用いた蒸着
式OLEDの開発を進めてまいります。

一方、スマートフォン市場においては、OLEDディスプレイの採用加速や、中
国ディスプレイメーカーの生産能力増強により、競争環境が厳しさを増していま
す。こうした状況下、当社においては生産能力が過剰となっており、製造固定費
として大きな負担となっていることから、市場の変化に合わせた生産体制の見直
し及び固定費の圧縮を実施し、収益改善を目指してまいります。

（単位：百万円）

スマートフォン向け4辺フリー
"FULL ACTIVE™ "液晶ディスプレイを開発

（2016年8月9日発表）

2
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2車載・ノンモバイル分野
車載用、デジタルカメラやゲーム機等の民生機器用、医療用モニター等の産業用のディスプレイの他、特許収入等

　当連結会計年度の車載・ノンモバイル分野の売上高は、売上高全体の17.6
％を占める155,798百万円（前年同期比3.2％増）となりました。
　当連結会計年度においては、欧米における自動車販売の好調を背景に車載
用ディスプレイの販売は前連結会計年度を上回りましたが、デジタルカメラ
向けなどの民生機器用ディスプレイの販売が減少したことにより、当分野の
売上高は前連結会計年度と同水準となりました。

2016年度事業概要

当社グループは事業ポートフォリオの変革を進めており、車載事業の拡大及び新
規事業の立ち上げによるノンモバイル分野の売上高比率拡大を目指しています。

ノンモバイル分野の一つの柱となる車載ディスプレイにおいては、自動車1台当
たりのディスプレイ搭載枚数の増加を主な要因として、年率10％超の市場成長が見
込まれています。当社グループでは、拡大する車載ディスプレイの需要に対応する
為、車載用液晶ディスプレイ最大の生産拠点である鳥取工場の液晶パネル生産能力

今後の展望 を12%拡充することを決定いたしました。また、従来はアモルファスシリコンで生
産されていた車載用液晶ディスプレイについて、高精細化やデザイン性の向上が可
能となるLTPS（低温ポリシリコン/Low Temperature Polycrystalline Silicon）液晶
ディスプレイの出荷も拡大してまいります。

また、サイネージ向けの反射型ディスプレイや高精細ノートPC向けLTPS液晶デ
ィスプレイの立ち上げ、VR/AR市場への参入など、新規事業となるノンモバイル分
野の販売活動を一層強化してまいります。

車載・ノンモバイル分野 売上高

売上高

2013年度 2014年度 2015年度 2016年度

137,951 154,252 150,971 155,798

車載向け10.2型 Pixel Eyes™と
タッチスイッチ一体型液晶ディスプレイ開発及びサンプル出荷

（2017年６月15日発表）

（単位：百万円）

生産能力の拡張を決定した鳥取工場



より高精細に、より省エネに、技術の進歩
とともにディスプレイも変化してきました。
そして現在は、スクエアでハードな板状のも
のから、柔らかく自由なデザインにその開発
が進んでおり、今後はあらゆる社会や生活の
シーンの中で新たな役割を担う可能性を秘め
ています。JDIの研究開発や製品開発の現場か
らは、スマートフォンの全面をディスプレイ
にできる「FULL ACTIVE™」、誰もが不可能だ
と考えていた「曲げられる液晶ディスプレイ」、
現実の世界と画像をシームレスにつなぎ、AR

（Augmented Reality/拡張現実）の世界を進化
させる「透明ディスプレイ」など、お客様や社
会に驚きをお届けする製品や技術が生まれて
います。スペック追求型の部品メーカーから、
ディスプレイの常識を超え、お客様と未来を
共有しながらコンセプトやデザインを提案す
る企業へと変貌するJDIの姿をご紹介します。

特集

技術開発のキーパーソンが語る
JDIの開発現場と今後の展望

常務執行役員　
モバイル事業統括本部 本部長、
技術本部管掌　

永岡 一孝
nagaoka kazutaka

執行役員 
チーフテクノロジーオフィサー　
兼 次世代研究センター長　

瀧本 昭雄
takimoto akio

技術本部 
本部長　

林　 祐司
hayashi yuji

技術本部
設計技術ユニットモジュール技術部　
シニアゼネラルマネージャー　

森本 浩和
morimoto hirokazu

特集
対 談

JDIの
技術開発 1

特集
対 談

JDIの
技術開発 2

新たな技術開発でディスプレイの常識を変え続ける

FULL ACTIVE™の開発
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JDIが2017年6月に量産を開始したFULL ACTIVE™は、
お客様から驚きをもって受け入れられています。FULL 
ACTIVE™は、液晶ディスプレイの4辺の額縁を超スリ
ム化することで、スマートフォンの全面ディスプレイ化
を可能にしただけでなく、JDIを部品メーカーから、コ
ンセプトやデザインを提案する企業へと生まれ変わらせ
るきっかけにもなりました。FULL ACTIVE™の開発の
リーダーシップを担った技術本部長の林祐司と、設計技
術ユニットの森本浩和がお話しします。

FULL ACTIVE™の開発

技術本部 本部長　

林　 祐司
hayashi yuji

技術本部
設計技術ユニットモジュール技術部　シニアゼネラルマネージャー　

森本 浩和
morimoto hirokazu

特集
対 談

JDIの
技術開発 1
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FULL ACTIVE™とは？
製品デザインの自由度を高めるディスプレイ

森本：スマートフォンのデザインは万国共通で、ディスプレイの上下左右に

額縁があります。2016年8月に開発に成功したFULL ACTIVE™は4辺の額縁

のスリム化を図ったことで、デザインの自由度が飛躍的に高まり、表示画面

とほぼ同じサイズのスマートフォンの実現が可能になったのです。現在、量

産を行っているFULL ACTIVE™は、タッチセンサー機能をディスプレイ内に

内蔵した第2世代Pixel Eyes™製品で、優れた黒の表現力、濡れた手で触って

も誤動作しにくいといった特長を備えています。また、この技術は、車載用

ディスプレイやノートパソコン等、他のアプリケーションにも展開可能なプ

ラットフォーム技術として活用できます。

林：これまでJDIは、お客様のニーズに応えるために、高輝度・高精細といっ

たスペック重視のディスプレイ開発を行ってきました。ディスプレイの狭額縁

化のニーズも従来からありましたが、それは左右の額縁に対するもので、上

下を狭額縁化することは、お客様も私たちも無理だと思い込んでいたのです。

森本：FULL ACTIVE™は、お客様に感動していただけるディスプレイとは何

だろうという根源的な問いからスタートしています。技術的な制約を取り払

って、こういうものが最終製品として店頭に並んでいたら面白いだろうとい

う議論を繰り返す中から生まれたのが、全面ディスプレイというコンセプト

でした。

新たな開発方法への挑戦
スペック追求型からコンセプト提案型へ

林：夢を語り合うことで、つくり方も変わっていきます。最初に全面ディスプ

レイ化というコンセプトがあるため、このコンセプトから外れるわけにはいか

ないというハードルが設定されました。さらにモックアップ（実物とほぼ同様

に似せて作った模型）を製作し、目標を「見える化」しました。このような方法

は、通常のディスプレイ開発とは異なり、商品開発に近いものだと思います。

森本：通常のディスプレイ開発は、輝度・精細度、タッチパネルの機能などに

ついてお客様とやりとりし、各部門に求められるスペックを割り振っていく方

式で行います。しかし今回は、目指すべき方向に向かって、パネル、モジュー

ル、システム、生産技術などの各部門が、お互いに役割やタイミングの連携を

スマートフォン向け
4辺フリーFULL ACTIVE™

特集
対 談

JDIの
技術開発 1
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取りながら進めていく必要がありました。プロジェクトに関わった約150名の

メンバーのモチベーションは、FULL ACTIVE™を実現するという一点でした。

林：実際に画像を表示できたときは、メンバーにも大きな達成感があり、ま

た、お客様にも驚いていただくことができました。

お客様とのコラボレーションへ
FULL ACTIVE™が変えていく世界

林：最初に開発したのは、スマートフォンの5.5インチFull-HDディスプレイ

ですが、スマートフォンのセットメーカー様だけでなく、車載ディスプレイ

やパソコン関連のお客様からも、高い関心を持っていただいています。お客

様にとってFULL ACTIVE™は、「これがあれば何ができるだろう」というヒン

トになっているのです。

森本：額縁がほぼないので、AR（拡張現実）の世界を変えていくことも可能だ

と思います。現実と仮想の世界をシームレスにつなぐことで、新しいゲーム

が生まれるかもしれません。

林：FULL ACTIVE™は、既存のディスプレイを変えるだけではありません。

従来ディスプレイがなかった場所に、はめ込むこともできると考えています。

私たちだけの発想だと用途が限られてしまうかもしれないので、これまでJDI

が目を向けていなかった分野のセットメーカー様にも、積極的に試作機のデ

モを行っています。

FULL ACTIVE™がもたらした意識変革
ステークホルダーも、自らも、JDIのポテンシャルに気付いた

森本：FULL ACTIVE™の開発がスタートした時、メンバーの多くは「本当に

できるのだろうか」と半信半疑だったはずです。しかし、スペック追求型から、

コンセプト提案型に挑戦して成功したことにより、JDIの技術力のポテンシャ

ルに、内部のメンバーも市場のステークホルダーも気付いたのではないかと

思います。

林：JDIには、これまでにはないアイデアを持っているメンバーがいるはずで

すし、パートナーであるサプライヤー様の協力もいただきながら、さらなる

狭額縁化など新しい提案をしていきたいと思います。新たなアイデアを実現す

ることで、ステークホルダーの皆様の期待に応えていきたいと考えています。

ディスプレイ分野における世界最大規模の国際学会 
SID DISPLAY WEEK 2017へFULL ACTIVE™を出展し、
BEST IN SHOWを受賞

特集
対 談

JDIの
技術開発 1
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JDIは「曲げられる液晶ディスプレイ」、「透明ディスプレ
イ」、「空中結像ディスプレイ」など、常識を変えるディ
スプレイ技術の開発に成功しました。長年培ってきたバ
ックプレーン、フロントプレーン、システム技術に、新
たな発想と技術を融合することで、これまで存在しなか
ったディスプレイが生まれました。JDIの強みと未来を
拓くディスプレイについて、お客様と共に製品化を推進
するキーマンの永岡一孝と、技術開発のキーマンである
瀧本昭雄がお話しします。

新たな技術開発でディスプレイの
常識を変え続ける

常務執行役員 
モバイル事業統括本部 本部長、
技術本部管掌　

永岡 一孝
nagaoka kazutaka

執行役員 
チーフテクノロジーオフィサー 
兼 次世代研究センター長　

瀧本 昭雄
takimoto akio

特集
対 談

JDIの
技術開発 2
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基盤となるバックプレーン技術
LTPSの進化が高性能ディスプレイを生み出す

永岡：JDIは、中小型ディスプレイのリーディングカンパニーとして、常

に世界最先端の技術を提案しなくてはならないという宿命を背負ってい

ます。驚きのある技術を開発し、社会に貢献し続けることが、私たちの存

在意義だと考えています。

瀧本：JDIをリーディングカンパニーとしている強みの根幹は、LTPS（低

温ポリシリコン）トランジスタの高集積化を可能にするバックプレーン技

術です。このLTPSトランジスタをディスプレイ基板に高密度に組み込む

ことで、ディスプレイの高精細化、狭額縁化、低消費電力化が可能にな

ります。また、駆動周波数を高め信号のやりとりを増やすことによる滑ら

かな動画対応、逆に周波数を落として信号のやり取りを減らすことによ

る低消費電力化など、さまざまな方向に進化をさせてきました。

永岡：液晶でもOLEDでも、ディスプレイを作るうえでトランジスタを形

成するLTPSバックプレーン技術はディスプレイの性能そのものを決定づ

ける非常に重要な要素です。その進化により、今までになかったディスプ

レイが生まれる可能性があります。

瀧本：バックプレーン技術の新たな方向性として、LTPSとは異なる特徴

を持つTAOS（酸化物半導体）との融合も進めています。

永岡：LTPSは、周辺回路を基板上に作り込むことやCMOS回路を作る

ことにより消費電力を低減できるといったメリットがあります。一方、

TAOSはトランジスタそのもののリーク電流が少ないという利点がありま

す。両方を組み合わせることで、お客様が重要視する更なる低消費電力化

が可能となります。

液晶、OLEDなどのフロントプレーン技術
それぞれの強みを活用した製品を開発

瀧本：従来は、ガラス基板の上でトランジスタを駆動させていましたが、

ディスプレイ概念図（フロントプレーンとバックプレーン）

液晶

バックライト
透過型 LCD 反射型 LCD OLED デバイスX

液晶 Something new有機EL

LTPS LTPS LTPSLTPS

LTPS：low temperature polycrystalline silicon　低温ポリシリコン　LCD：Liquid Crystal display 液晶ディスプレイ、OLED：Organic LED  有機EL

フロントプレーン

バックプレーン

ディスプレイ概念図（フロントプレーンとバックプレーン）
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ガラスの代わりにプラスチックのフィルムを使うことで、バックプレー

ンを曲げることが可能になりました。OLEDでは既に曲がったデザインの

ディスプレイが実用化されていましたが、液晶ディスプレイを曲げるこ

とは構造上非常に難しいと考えられていました。しかし、JDIが積み上げ

てきた技術を組み合わせれば可能になることを若手社員が発見したこと

がブレークスルーとなり、曲げられる液晶ディスプレイの開発に成功し

ました。私は液晶の開発を数十年やっていますが、彼が作ったテストサン

プルを最初に見た時は、こういう発想があるのかと正直驚きました。

永岡：当社では、最先端のLTPSバックプレーン技術を活かし、最近注目

の高まっているOLEDの開発も加速しています。OLEDは応答速度が速い、

コントラスト比が高い、曲げやすいためデザインの自由度が高いといっ

た良さがありますが、量産コストが高いことや信頼性向上が課題となっ

ています。一方、液晶は超高精細化が可能なことや、信頼性が高いといっ

たメリットがあります。また、液晶を反射モードで使用することで圧倒的

な低消費電力化や太陽光下での高い視認性を実現できます。さらに、JDI
19

なら液晶を曲げることも可能です。このようにOLEDと液晶にはそれぞれ

の特徴があり、その特徴を活かした用途ごとの製品開発が重要だと考え

ています。

瀧本：JDIのOLED開発は、現在茂原工場内のG6ハーフ（925×1500mm）

サイズの基板での試作を進めています。JDIはOLED生産では後発ですが、

競合他社とは違う蒸着方式を採用することで、既存のOLEDよりスペック

の高い製品を作ることを目指しています。試作品では、高精度の加工技術

によりスマートフォン向け液晶と同レベルの精細度である400ppiを実現

することができ、先行する競合他社といい勝負ができるのではないかと自

信を持っています。

永岡：お客様からはOLEDを使いたいアプリケーションや、現在のOLED

に対する不満や改善を望む点をお聞きしています。JDIの得意とするバッ

クプレーン技術との組み合わせで、液晶の精細度を保ちながら液晶には

ない良さを持ったOLEDを提供することでお客様のご要望にお応えしたい

と考えており、量産技術が確立され次第、商品化につなげていきます。

フレキシブルOLED 試作品及び開発状況
パネルスペック 5.5インチ FHD

(1080x1920)

解像度 401ppi (リアル)

ピーク輝度 ＞700cd/m2

(@10% area)

コントラスト >100,000

色再現範囲 ＞110%@DCI

■ サイドバイサイド（SBS）方式による高精細5.5型
リアルFHD（401ppi）Advanced-LTPSフレキシ
ブルOLEDは、茂原G6ラインでの試作を開始
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使いやすさを高めるシステム技術
ディスプレイをヒューマンインターフェイスに変える

永岡：バックプレーン技術とフロントプレーン技術を合わせて製造した

高性能ディスプレイに、お客様が使いやすくするための機能を加えるの

がシステム技術です。ディスプレイの付加価値向上に、重要な役割を果

たします。Pixel Eyes™は、システム技術を使ってパネルにタッチ機能を

内蔵し、ディスプレイの使いやすさを向上させました。これからは、タ

ッチの強さによって反応を変えたり、画面に触れずにホバリングで感知

したり、ペン入力や指紋認証などのセンシング機能を充実させることで、

出力機能だけでなく、入力機能を持ち合わせたヒューマンインターフェ

イスとしてのディスプレイの価値を高めていきます。

瀧本：ヒューマンインターフェイスが重視される分野としては、車のIT化

が進む中、車載ディスプレイもシステム技術によって大きく進化してい

ます。例えばサイドミラーに代わる電子ミラーでは、カメラで撮影した映

像を遅延や「ぼやけ」なくディスプレイに表示させる技術が必要になりま

す。また、速度等の計器情報やナビゲーション用の指示矢印をフロントガ

ラスに映し込むAR（拡張現実）など、高性能の車載ディスプレイを実現す

るためのシステム技術の開発を進めています。

未来を現実にする新技術
「透明ディスプレイ」「空中結像ディスプレイ」の開発に成功

永岡：JDIは、ディスプレイ技術をプロの仕事場に持ち込んで価値を上げ

ていく取り組みにも注力しています。医療現場では、血管の細かいところ

まで見ることができる手術用モニターや、高コントラスト、多階調、高

均一性が要求される医療用モニターをお客様であるモニターメーカーや

お医者様と作っています。NHKさんと共同開発したテレビ放送の現場用

17インチモニターは、8Kの高精細度に加え、滑らかな画像表示のために

120Hzの高周波数を実現し、好評をいただいています。

車載ミラー用液晶ディスプレイ

従来品 開発品

画像

画像のぼやけ

液晶応答速度 20ms 8ms
フレーム周波数 60Hz 240Hz
カメラから表示までの
伝送遅れ 100ms 4ms
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瀧本：次世代研究センターでは、少し先の未来のデバイス開発も進めて

います。画像や映像を表示しながらも向こう側が透けて見える「透明ディ

スプレイ」、光学部材の配置を工夫し空中に画像を浮かび上がらせる「空

中結像ディスプレイ」といった今後実用化が期待される新しいディスプレ

イの開発に成功しており、今後の用途拡大に期待しています。液晶の透明

ディスプレイは、カラーフィルターと偏光板といった部品の貼り合わせ

によりバックライトの光の透過率が大幅に低下するため、他社製品の透

過率は30－40％程度ですが、当社ではこれらの部品をなくすことで80

％の高透過率を達成し、その上でカラー動画表示も実現しました。

永岡：通信方式が進化するのに合わせ、ディスプレイの高精細化も図られ

てきました。通信速度が10Gbps以上にもなる5Gの時代に向けては、全

く新しい世界をイメージしたデバイスの開発が重要です。お客様から当社

製品への信頼をいただくのはもちろんのこと、JDIと一緒にやれば、いつ

も新しいものが出てくると期待していただける会社にしていきたいと思い

ます。

瀧本：データ通信が大容量・高速化する中、SF映画などで描かれている

未来を現実にするディスプレイ技術の開発が始まっています。さまざまな

デバイスにさまざまな形状で使われるディスプレイには無限の可能性が

あり、これまでJDIで培ってきた技術を最大限に活かすとともに、若い技

術者の新たな発想も取り入れて新たな価値を創造し、お客様や社会に提

供していきます。

透過率80％の高透過透明カラーディスプレイ

国際学会 SID DISPLAY WEEK 2017で
高透過 透明カラーディスプレイと
FULL ACTIVE™が
BEST IN SHOWを受賞

（左から）次世代研究センター 奥山 健太郎、技術
本部 本部長 林 祐司、チーフテクノロジーオフィ
サー 兼　次世代研究センター センター長　瀧本 
昭雄、Display Industry Awards Committee委
員 Dr. Wei Chen
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JDIの取り組む
ESG活動

1人事の取り組み

3社会貢献活動
社会からの要請に的確に反応できる
企業を目指して、事業を営む地域社
会をはじめ、広く社会に貢献する活
動を推進しています。

豊かなグローバル社会の実現に貢献
するため、人材育成、多様性の尊重、
労働安全衛生の取り組みを推進して
います。

JDIの将来を担う中堅社員の業務

2環境への取り組み

地球市民の一員として、製品や事業
活動、サプライチェーン全体の環境
負荷低減とともに、生物多様性の保
全に取り組んでいます。

JDI倫理規範
　当社は、法令及び企業倫理を遵守した
経営の実現に向け、ジャパンディスプレ
イグループすべての役員及び従業員が守
るべき具体的指針として「JDI倫理規範

（JDI Ethics）」を制定しています。この倫
理規範で法令遵守はもとより、人権の尊
重や職場環境整備、地球環境保全への取
組み、地域社会との良好な関係維持、反
社会的勢力との関係遮断、法令や社会通
念に反する贈賄等の不適切行為の厳禁な
ど幅広く規定しています。ジャパンディ
スプレイグループ各社は、本倫理規範に
基づき、現地の法令を遵守したビジネス
活動を展開しています。

（JDI倫理規範全文はこちらをご参照ください）

http://www.j-display.com/ir/
governance/pdf/compliance_rm03.pdf

P23〜25

P28P26〜27

4コーポレート・
ガバナンス

コーポレート・ガバナンスを経営の
最重要課題の一つと位置づけ、経営
の効率化及び健全性の確保に努めて
います。

P29〜33
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人事部門ではOJTを中心とした育成体系を整備する一方で、次世代の経営
者候補を早期選抜して育成するプログラムも進めており、次期ビジネスリー
ダー育成体制を構築しています。技術分野においても日々進化していく当社独
自の製品・技術に関する教育講座を拡充し、技術伝承につなげております。

また海外グループ会社には日本から技術及び品質教育を展開する一方、毎
年、海外グループ会社の基幹従業員を研修員として日本国内に受け入れ、技
術伝承や知識共有を行っており、国内外における製品供給の安定化に努めて
います。この人材交流は短い場合は2週間、長い場合は約1年をかけており、

ジャパンディスプレイグループでは「JDI倫理規範」に基づき、人権及びダイ
バシティを尊重しております。

社内における差別やハラスメント行為防止のため、日本国内の全従業員を
対象としたe-ラーニングや集合教育、人権標語の募集・表彰・掲示などを行
い、海外拠点でも同様に人権啓発活動を継続しております。国内では2017年
1月に改正された「男女雇用機会均等法」「育児・介護休業法」に基づき、マタ
ニティハラスメント、ケアハラスメント等の防止についても教育を行い、継
続した人権意識啓発及び環境整備を行ってきております。また海外においては、
現地の法令を遵守し、強制労働や児童労働、社内でのハラスメント行為が行
われることの無い様規定しています。

更なる女性社員の活躍を推進するため、育児休職や短時間勤務など制度面
でのサポートだけでなく、教育面からキャリアデザイン研修を開催して、仕
事と子育ての両立や今後のキャリアアップの支援を行っています。

人権・多様性の尊重

人事の取り組みについて

人材

ジャパンディスプレイでは、当社が真にグローバルカンパニーとして、世界
の人々に最先端技術を通して美と感動を届け、豊かな社会の実現に貢献し続け
るため、「求められる人材像」として4つの要素を掲げ、戦略的かつ計画的な人
材育成に取り組んでいます。

人材育成

「ジャパンディスプレイグループは、全ての事業活動において『安全・健康
の確保を最優先』とした取り組みを通じ、安全で働きやすい職場環境を確保す
るよう活動し、安心快適な社会の実現に貢献していきます」との方針を定めた

「安全衛生基本方針」をジャパンディスプレイグループ全体に展開し、安全で快
適な職場作りと従業員の健康確保に努めています。

労働安全衛生

＜求められる人材像＞
■ 過去の常識や慣習に捉われず、グローバルかつ先進的な視野を持って考えられる人材
■ 当社が提供する価値を顧客志向で徹底的に考え抜き、オープンマインドで周囲を巻き

込みながら、創造できる人材
■ 変化・変革に対して、志と情熱を持って、スピーディーに行動できる人材
■ 法令・社会規範・倫理を遵守した行動ができる人材

海外従業員のスキルアップのみでなく、国内従業員との相互理解を深めなが
ら成長のための刺激を与え合う良い機会となっており、グローバル人材育成
の一環としても機能しています。

目次 前へ 頁 次へ

◀◀◀ ◀ 23 ▶



JDIの将来を担う
中堅社員の業務

人材

優れた技術を顧客価値に変えていく
　私は、5G環境下におけるIoTを体現する新規アプリケーションの開発、異業種企業との協業推進、
新規事業創出に向けたマーケティング戦略を担当しています。JDIのコアコンピタンスはLTPSを筆頭
とした最先端技術であり、優れた技術を顧客価値へと変えていくことが重要です。前職から企画部門
を歩んできた私の役割は、社会動向をウォッチし、顧客ベネフィットのアプローチから新しいマーケ
ットやビジネスモデルを提案することです。エンジニアや関係部門の皆さんと共に、技術を魅力ある
製品コンセプトとして世の中に提案していくプロセスにやりがいを感じています。ノンモバイル領域
へのシフトを進める中で、JDIがデザイン・感性軸で勝負する製品やサービスを提案できる会社へと
変わる一助となりたいです。

日々の発想の積み重ねは実を結ぶ
　先日、家電量販店に行ったら、前職で数年前に提案したアイデアが、実際に製品化されて店頭に並ん
でいました。当時は日の目をみると思っていませんでしたが、地道な検討と勘は間違っていなかったと
少し自信につながりました。日々の発想の積み重ねは実を結ぶということを、身をもって学びました。

新たな市場やアプリケーションを求めて
　情報収集・分析力と現場感覚を兼ね備えたマーケッターであり続けたいです。会社にとって必要な
提案であれば、年齢や役職に関係なく、実行まで任せてもらえるフラットな環境も仕事のやりがいに
つながっています。5年後は、新しい市場やアプリケーションを求めて、世界中を飛び回っていると
思います。女性活用の促進に向けて、女性社員のメンターとなりキャリア形成のお手伝いもしてみた
いです。

現在の取り組みと
将来の展望

戦略本部 事業戦略部 事業戦略グループ　

高田 沙知子 （Takata Sachiko）

顧客視点のアプローチで、
新しい市場やビジネスモデルを
提案します。
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人材

JDIの強みを製品にする仕事
　私は、車載ディスプレイの新しい市場やアプリケーションの拡大を目標として、新商
品・新技術のマーケティング活動と、ビジネスモデルの構築を行っています。イベントや
技術ミーテイング等を通して、国内外のお客様から生の声を吸い上げ、JDIの強みとなる
ポイントを見出し、新商品・技術の開発につなげる仕事です。

自分で考えて行動する
　研修で学んだマーケティングの知識を、実際の業務に活かせたことが自身の成長につな
がっていると思います。実際に市場分析を行って企画した製品によって、新しい市場を開
拓でき、お客様にも喜んでいただくことができました。
　また、海外のお客様や海外拠点のメンバーとのやりとりを通じて、価値観や文化の違い
を実感しながら、自分の視野を広げてきました。仕事には当然、責任も伴いますが、自分
で考えて行動できることが、やりがいにつながっています。

未来のお客様に付加価値を提案
　車載ディスプレイは開発期間が長いこともあり、JDIは、常にお客様の価値観の変化を
予測し、価値を生み出せる会社になっていかなくてはなりません。私は、お客様の声や市
場のニーズをより正確に理解し、未来のお客様に付加価値を提案できる人になりたいです
し、そのような人材を増やしていきたいと考えています。現在予測している5年後10年後
の世界に、実際にJDIの製品が活躍できるような活動を続けていきます。

車載ディスプレイ事業本部 車載ディスプレイ事業部
営業部 マーケティンググループ グループマネージャー　

田村 圭 （Tamura Kei）

5年後10年後の未来を予測し、
そこでJDIの製品が
活躍できるよう注力します。

サプライヤ様と、ともに成長・発展する
　私は、車載LCDモジュール用の部品を調達しています。自動車の電子化に伴い、車載デ
ィスプレイ市場が急速に拡大し、競争も激しさを増しています。従来からの高品質、安定
供給に加え、コスト競争力が非常に重要となってきました。当社の生産活動は、多くのサ
プライヤ様の協力の上に成り立っています。お互いを信頼しあい、ともに成長・発展する
関係を目指し、日々、サプライヤ様とのコミュニケーションを図っています。

「郷に入れば、郷に従え」を実感
　2010年から5年間、中国蘇州へ調達マネージャーとして赴任しました。赴任当時は日
本流にこだわり、うまくいかないことも多かったです。そこで、やり方を現地風にアレン
ジし、結果的に、とてもよい調達チームを作ることができました。「郷に入れば郷に従え」
ということを肌で実感しました。

常にチャレンジし続ける姿勢を持つ
　調達業務の醍醐味は、人との出会いです。大きな困難に直面した時、社内外の様々な人
と一緒に考え、走り回り、なんとか乗り越えることができた時、一番のやりがいを感じま
す。ディスプレイは、今後も様々な分野に応用されていくと思います。常にチャレンジし
続ける姿勢で、これまでに得た経験やネットワークを活かして新分野の事業化を担う、そ
んな人材になりたいと思います。

調達本部 調達2部 モジュール部品調達2課　

明間 純 （Akema Jun）

これまでに培ったネットワークを
活かして、新分野の事業化を
担っていきます。

（注）所属・役職はインタビュー当時のものです
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環境方針

● 環境マネジメントシステムの継続的改善を図り、ディスプレイ製品
のライフサイクルを考慮して、環境負荷の低減に取り組み続けます。

● 国内外の法的要求事項及び自主的に受け入れを決めた要求事項を
順守します。

● 以下の重点テーマを基本に環境目標等を設定し、その達成に向けた
活動を推進し、汚染の予防及び環境保護を図ります。

❶ 事業活動における環境負荷低減を図ります。
❶ —1　温暖化対策、省エネルギー、水の有効利用を推進します。
❶ —2　化学物質の管理を徹底すると共に、削減・代替を推進します。
❶ —3　廃棄物の3R (リデュース・リユース・リサイクル)を推進します。

❷ 製品の環境負荷低減を図ります。
❷ —1　環境に配慮した製品の開発を推進します。
❷ —2　製品含有化学物質の管理を徹底します。
❷ —3　グリーン調達を推進します。

❸ 生物多様性の保全活動や地域の環境関連活動に取り組みます。
環境保全活動を確実にするために、全社員にはこの環境方針の周知と
環境教育を徹底し、関係取引先に対しても協力を要請していきます。

基本方針

重点テーマ

製品に含有する化学物質の管理

当社では、RoHS指令・REACH規則等の法規制、及びお客様のご要求に
対応するため、ジャパンディスプレイグループ一体となって、製品に含
有する化学物質の管理をしています。

（1）グリーン調達ガイドラインの制定
製品に含有する化学物質に関する各国の法規制とお客様のご要求を反映させたグリーン調達ガイ
ドラインを制定して、お取引先様に順守をお願いしています。毎年、グリーン調達ガイドライン
を見直して、当社のホームページで公開しています。

（2）製品の設計段階における、製品に含有する化学物質の確認
製品に係る材料等の調達品の含有化学物質管理システム（jDesc*）を稼働しています。本システム
は、製品に係る材料等の調達品に関して、お取引先様に調査頂いた環境情報を登録していただくシ
ステムです。製品の設計段階において、お取引先様から頂いた環境情報と製品の部品構成情報から、
製品がグリーン調達ガイドライン及びお客様のご要求に適合することを確認しています。

（3）お取引先様における、製品に係る材料等の調達品の含有化学物質の管理体制
の確立と確認

お取引先様には、アーティクルマネジメント推進協議会（JAMP）が定める製品含有化学物質管理
ガイドラインに従った、製品に係る材料等の調達品の含有化学物質の管理体制確立をお願いして
います。お取引先様と当社をつなぐシステム（jDesc Survey Site）を用いて、お取引先様の管理
体制が確立されているかを確認しています。当社の定める基準に達しないお取引先様については、
管理体制の是正や改善をお願いしています。

（4）製品の生産段階における、製品に係る材料等の調達品の確認
製品の生産段階において、製品に係る材料等の調達品を定期的に抜き取って、蛍光X線分析装置を
用いて、RoHS指令の規制物質である鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・ポリ臭化ビフェニル類・
ポリ臭化ジフェニルエーテル類の含有が規制値以下であることを確認しています。

*JD Environmental information System for Chemical substance 

ジャパンディスプレイグループは経営理念の下、地球環境の保全が人類共通の最重要課題の一つで
あることを認識し、人と環境を大切にするとともに、持続可能な社会に貢献する企業を目指します。

環境
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生
産
活
動

エネルギー
電力（買電） 国内 1,290,375 MWh

海外 121,030 MWh

電力（太陽光） 国内 116 MWh

海外 0 MWh

都市ガス 国内 16,225 千㎥

海外 211 千㎥

重油 国内 4,447 kL

海外 60 kL

LPG 国内 2,805 t

海外 0 t

LNG 国内 1,507 t

海外 0 t

軽油 国内 0 kL

海外 1,424 kL

投入（INPUT）

水受け入れ量

国内 15,364 千m3

海外 1,377 千m3

重点管理
化学物質※1使用量

国内 25,022 t

海外 180 t

CO2

エネルギー
起源CO2

※2 国内 672 千t-co2

海外 84 千t-co2

温室効果ガス 国内 77 千t-co2

海外 0 千t-co2

排出（OUTPUT）

排水

国内 14,885 千㎥

海外 1,176 千㎥

重点管理
化学物質※1排出量

国内 261 t

海外 23 t ※4

廃棄物総排出量（有価物含む）
廃棄物等合計 国内 30,639 t

海外 5,030 t

産業廃棄物 国内 19,794 t

海外 1,324 t

有価物 国内 10,570 t

海外 2,011 t

一般廃棄物 国内 275 t

海外 1,695 t

※3

*1  重点管理化学物質とは、当社が重点的に管理する対象として定めた38物質のこと。
*2 国内の電力のCO2排出係数は0.476t-CO2/MWh（電気事業連合会公表の2011年度の受電端CO2排出原単位）、その他の換算係数は、エネ

ルギーの使用の合理化等に関する法律、地球温暖化対策の推進に関する法律による。海外の電力のCO2排出係数は中国、台湾、フィリピン
現地の排出係数を使用。 

*3 温室効果ガスの範囲は、温対法対象物質のうちのPFC（CF4、c-C4F8）、HFC（CHF3、C2HF5）、SF6、NF3、N2Oの7物質で排出係数はAR4を使用。    
*4  国内は当社が定める重点管理化学物質38物質の排出量、海外はVOC排出量のみ。

環境負荷（当社2016年度のINPUT・OUTPUT実績） 環境目標
当社の環境方針と対応した環境目標を設定し、継続的な改善に努めています。

　日本国内の2016年度環境目標の実績を下表に示します。全ての項目について
目標を達成しました。

2016年度

取り組み項目 指標 目標値 実績値 評価
❶ エネルギー起源CO2

*1排出量の削減

原単位*4の削減率
（2013年度基準)

18.5% 24.1% ◦
❷ 水受入量の削減 2.4% 22.2% ◦
❸ 重点管理化学物質*2排出量の削減 22.2%*6 25.4% ◦
❹ 廃棄物等*3排出量の削減 7.5% 12.6% ◦
❺ 生物多様性の保全活動と地域の環境関連活動の継続実施 計画通り実施 計画通り実施 ◦

❻ ライフサイクルを考慮した環境調和型製品の供給 環境調和型製品の適合率*5

（顧客起因除く） 100% 100% ◦

❼ 製品開発プロセス内での製品含有化学物質の確認 含有化学物質判定の適切な運用 全件適切 ◦

❽ 環境に配慮した調達活動の推進 法的及びその他の要求事項を考慮した
グリーン調達ガイドラインの改定の検討 改定実施 ◦

2017年度
　日本国内の2017年度環境目標を下表に示します。

取り組み項目 指標 目標値
❶ エネルギー起源CO2排出量の削減

原単位の削減率
（2013年度基準)

8.1%
❷ 水受入量の削減 1.0%
❸ 重点管理化学物質排出量の削減 20.3%
❹ 廃棄物等排出量の削減 5.3%
❺ 生物多様性の保全活動と地域の環境関連活動の継続実施 計画通り実施

❻ ライフサイクルを考慮した環境調和型製品の供給 環境調和型製品の適合率
（顧客起因除く） 100%

❼ 製品開発プロセス内での製品含有化学物質の確認 含有化学物質判定の適切な運用

❽ 環境に配慮した調達活動の推進 法的及びその他の要求事項を考慮した
グリーン調達ガイドラインの改定の検討

対象範囲：❶～❹の対象は、日本国内の製造拠点である鳥取、東浦、石川、能美、茂原の5工場。[基準年の対象範囲には、深谷を含む]
*1 電力のCO2排出係数は0.476t-CO2/MWh（電気事業連合会公表の2011年度の受電端CO2排出原単位）。

その他の換算係数は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律、地球温暖化対策の推進に関する法律による。
*2 重点管理化学物質とは、当社が重点的に管理する対象として定めた38物質で、VOC（揮発性有機化合物）、PRTR対象物質等を含み、当社の

排出量・使用量の大部分を占める。 
*3 廃棄物等 ＝ 一般廃棄物 ＋ 産業廃棄物 ＋ 有価物    *4  原単位の分母は基板面積（換算値）。   
*5 環境調和型製品の適合率 = 環境調和型製品件数/開発製品件数    *6 当初の目標値（27.8％）に対し製品構成の変化の影響を補正した値。
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社会貢献活動

社会貢献活動 JDIでは倫理規範を定め、社会との関係について適切な関係を保つべく定めています。また基本姿勢として、
一人ひとりが常に社会人としての自覚を持ち、誠実に、社会的良識に従って行動することを謳っています。

社会との関係

私たちは、企業活動を遂行するに当たり、日々変化する社会的要請を的確に把握して、
一人ひとりが常に社会人としての自覚を持ち、誠実に、社会的良識に従って行動します。　

（JDI倫理規範 基本姿勢より）

● 地球環境の保全に真摯に取り組みます

● 高い倫理観を持って取り組みます

● 地域社会との良好な関係を維持します

● 反社会勢力とは関係を持ちません

● 寄付行為・政治献金などは適法に行います

● 輸出入法令を遵守します

● 個人情報の保護に努めます

（JDI倫理規範 より抜粋）

JDIの実施する社会貢献活動事例

社会貢献

● 募金活動

● 献血協力

● 子供への環境教育

福祉貢献

● 福祉事業所製品の
チャリティー販売会実施

● 障害者雇用

● 障害者就業実習受け入れ

地域貢献

● 地域祭礼・イベントへの協力

● 環境美化活動

● 学生の社会見学受入

地域交流

● 地域町内会とのコミュニケーション

● 地域住民と触れ合う祭を
工場で開催

目次 前へ 頁 次へ

◀◀◀ ◀ 28 ▶



当社は、最先端技術で驚きと感動を呼ぶ美しいディスプレイを
開発し、世界に供給することにより、人々の生活と文化の発展に
貢献することを目標としており、これは当社経営の根幹となる基
本的な考え方です。

また、当社は持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のた
め、コーポレート・ガバナンスを経営の最重要課題の一つと位置
づけ、当社取組の基本的事項を「コーポレートガバナンス基本方
針」として定め、経営の効率化及び健全性の確保に努めています。

当社は、取締役会において経営の重要な意思決定及び業務執行
の監督を行うとともに、監査役会設置会社として、取締役会から
独立した監査役及び監査役会により業務執行状況等の監査が実施
されています。また、業務執行に係る迅速な意思決定を図るため、
執行役員制度を採用するとともに、当社における業務執行の決定
機関として経営会議を設置しています。

さらに、経営の透明性を確保するため、取締役会は、必要に応
じて任意の委員会を設置し、取締役会から委任された事項につい
て審議・決定を行っています。

取締役会は株主からの委託を受け、効率的かつ実効的なコーポ
レートガバナンスの実現を通して、当社が持続的に成長し中長期
的な企業価値の最大化を図ることについて責任を負っています。

コーポレートガバナンス体制

コーポレートガバナンス

コーポレート・ガバナンス体制

基本的な考え方

株主総会

会計監査人 監査役会

指名・報酬諮問委員会

コンプライアンス委員会

内部監査室

各事業部・部門、グループ会社

取締役会

取締役社長
兼　COO

執行役員

経営会議

代表取締役会長
兼　CEO

取締役会

現在、取締役会は7名の取締役で構成され、任期は1年です。
取締役の過半数の5名が社外取締役（内、3名が独立社外取締役）
となっており、企業経営者や学識経験者等、豊富な経験及び見識
を有する取締役の意見を当社の経営に適切に反映させる体制を整
えています。
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イアンス違反の防止及び早期発見、自浄プロセスの機動性の向
上を図っています。

取締役会で決議を行わない業務執行に関する事項は、代表取
締役会長、取締役社長及び執行役員に委任されており、各執行
役員は代表取締役会長、取締役社長の監督下で、担当する領域
において、業務を執行します。

取締役会は原則毎月1回開催され、重要事項の提案に対し多面
的かつ十分な検討を行うとともに、当社の持続的な成長と中長
期的な企業価値の向上に資するような建設的な議論を尽くすも
のとしています。

監査役及び監査役会は、独立した客観的な立場から、取締役
の職務の執行の監査、会計監査人の選解任や監査報酬に係る権
限の行使等の役割・責務を負っています。

常勤監査役は、経営会議等の当社の業務執行に係る重要会議
に出席し、また事業部門からのヒアリング等を通じて必要な情
報を収集する等により、コーポレートガバナンスの実現状況を
把握しています。また、原則毎月１回開催される監査役会にて
社外監査役と情報を共有することを通じて、実効性の高い監査
役会を維持しています。

代表取締役会長、取締役社長及び執行役員の迅速果断な意思
決定と経営の客観性、透明性を確保するために、指名・報酬諮
問委員会を設置し、取締役・執行役員等の選任や業績評価につ
いて審議・決定を行なっています。

また、子会社を含めた当社グループのコンプライアンスの徹
底を図る為、コンプライアンス関連規則を整備すると共に、コ
ンプライアンス委員会を設置し当社グループにおけるコンプラ

任意の委員会

コーポレートガバナンス

監査役会

執行役員

年度 項目
取締役（人） 監査役（人）

社内 社外 社内 社外

2012「内部統制システムの基本方針」の制定
「コンプライアンス委員会」の設置
「反社会的勢力との関係遮断に関する基本方針」制定
「JDI倫理規範（JDI Ethics）」の制定

2 7 1 2

2014「JDI倫理規範（JDI Ethics）」の一部改定
「取締役会規則」の一部改定（附議基準の一部厳格化）

2 4
(独立３)

2 2
(独立2)

2015「内部統制システムの基本方針」の一部改定
（企業集団を対象とする他（会社法改正対応））
「経営理念」制定
「コーポレートガバナンス基本方針」制定

2 4
(独立３)

2 2
(独立2)

2016「取締役会の実効性評価」実施
コンプライアンス委員会体制変更（委員長交代）

2 4
(独立３)

2 2
(独立2)

2017「指名・報酬諮問委員会」の設置 2 5
(独立３)

2 2
(独立2)

取組項目
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取締役及び執行役員の選任や報酬の決定プロセスの透明性・
客観性の確保するために、取締役会の諮問機関として指名・報
酬諮問委員会を設置しています。指名・報酬諮問委員会を構成
する委員は半数を社外取締役で占めており、委員長は社外取締
役から選定しています。

取締役や執行役員の候補者の選定にあたっては、指名・報酬諮
問委員会にて適切性を審議し取締役会に答申を行っています。特
に社外取締役候補については、独立性、多様性の観点からも評価
し、能力や経験等のバランスを考慮した上で決定しています。

当社は、「コーポレートガバナンス基本方針」に従い、2016年
度の取締役会全体の実効性について、2017年4月度定時取締役
会にて分析・評価を行いました。評価にあたっては、全ての取締
役及び監査役に対してアンケートを行い、その集計結果を参考に
取締役会にて審議を行いました。

その結果、以下の事項について高く評価されました。
①当社取締役会は、取締役の過半数を社外取締役が占めている
他、監査役の半数を独立社外役員が占めており、各方面での専
門性や豊富な経験を活かして自由闊達な議論が出来る雰囲気の
中で実質的な議論が活発に行われている。
②中期事業計画と当期の事業計画は連動して検討され、他に指
定された重要案件と同様に、取締役会の決議に先立ち、構想段

指名・報酬諮問委員会　
取締役・執行役員の選任プロセス

取締役会の実効性評価

階での報告や非公式な説明の場を設定する等、十分な審議を行
う為の環境確保に取組んでいる。
③当社は取締役会で決議した「情報開示方針」に従い、必要な情
報を迅速、正確かつ公平に開示を行う他、国内外機関投資家と
の対話においては、代表取締役をはじめ経営陣が積極的に取組
んでいる。
一方で、事業環境が大きく変動する中において、社外取締役、

社外監査役とのタイムリーな情報共有が益々重要になっているこ
とから、情報提供方法に関して更なる改善が必要である旨の意見
がありました。また、将来の後継者の育成を含む経営陣幹部の人
事・報酬に関する議論について、更なる活性化や、取締役会の監
督機能の向上について改善の余地があるとの指摘もされたことか
ら、従来の委員会組織の大幅な見直しを行い、役員人事に関する
諮問機関を指名・報酬諮問委員会として改編致しました。

当社グループは、「自然・事故災害リスク」「法務（訴訟）リスク」
「財務リスク」「経済リスク」「労務リスク」「政治リスク」「社会
リスク」「事業活動リスク」の8つのリスク分野について、担当す
る各部門にて、想定されるリスクをその「起こり易さ」と「起こっ
た場合の影響度」について評価し、一定以上のリスクについては

「リスクの対応策を検討・立案」し、マネジメントレビューを経て
社内展開を行っています。なおリスク評価（重要度の設定）の項目
及び内容は、毎年見直しを行なっています。

コーポレートガバナンス

リスク管理体制
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めています。
執行役員の報酬内容に係る決定に関する方針及びストックオプ

ションの付与に関しては、指名・報酬諮問委員会において審議・
決定を行っています。

また、監査役の報酬は、その役割と独立性の観点から定額とし
ており、株主総会で承認された総額の範囲で監査役の協議により
定めています。

なお、社外取締役及び監査役に対する賞与及び株式報酬型スト
ックオプションは導入していません。

「コンプライアンス基本規則」に基づき、コンプライアンス推進
体制や諸制度の確立、浸透、定着を目的に、関連部門が集まり諸
施策を審議、推進する場として「コンプライアンス委員会」を設置
しています。また、各部門に所属する従業員等に対しコンプライ
アンス諸施策を周知徹底し推進するため、各部門にコンプライア
ンス推進責任者を配置しています。
「コンプライアンス委員会」は、取締役会にて選定された委員長

が統括し、コンプライアンスに係る諸施策を取り纏める各部門の
責任者が委員として構成され、6ヶ月に1度の定期的開催に加え
て必要に応じて臨時に開催しています。また、コンプライアンス
委員会における審議結果の理解とコンプライアンス推進責任者同
士の情報共有の場として、コンプライアンス推進責任者を構成員
とするコンプライアンス推進責任者会議を開催しています。

また、リスクの未然防止及び発生時の影響の最小化に向けて、
必要な規則及び体制を整えています。

通常は、日常の業務執行における情報共有や報告の中でリスク
要因を抽出・把握するとともに、未然防止など影響を最小化する
ための対策の実行状況の確認等を行っています。

事業計画や中期事業計画等の策定においては、策定プロセスの
中でリスクを分析し、対策も合わせて計画に盛り込みます。

更に、事業継続計画（BCP）では、想定される事態（自然災害、
疾病、情報セキュリティに関する被害、事故等）を顧客、購買取
引先及び当社グループのサプライチェーン領域に照らし、発生
した場合の影響度を推定した上で、その災害影響の最小化及び
災害からの早期復旧が可能となるよう、事前の対策と準備を行
っています。

社外取締役を除く取締役の報酬は、中長期的な業績向上と企業
価値向上への貢献意欲を高めるためにストックオプションを導入
すると共に、短期的には会社業績の結果が反映される体系となっ
ております。指名・報酬諮問委員会は、事業年度毎の業績評価等
に基づく取締役会に提案する役員報酬の審議・決定を行う他、ス
トックオプションの付与に関する事項の審議・決定を行います。

社外取締役の報酬は、その役割と独立性の観点から定額とし
ており、人材獲得の困難さ、時間的拘束、委員会等の参加状況
等を勘案の上、適正額を算定することで、透明性・客観性を高

取締役・監査役の報酬

コンプライアンス　

コーポレートガバナンス 目次 前へ 頁 次へ

◀◀◀ ◀ 32 ▶



コンプライアンス違反の防止及び早期発見、自浄プロセスの機
動性向上、並びにコンプライアンス違反の是正を図るとともに、
当社の社会的信頼を確保することを目的として「内部通報制度」を
設けています。従業員等は、コンプライアンス違反行為又はそ
のおそれがあることを発見した場合には、「内部通報制度」に基づ
き、相談・通報することとし、従業員等に対するコンプライアン
ス意識の徹底を図っています。尚、内部通報制度の窓口は社内窓
口の他、社外窓口を設け、社内規則により通報者の不利益な扱い
を明確に禁止するとともに、通報情報を厳格に秘密として管理す
る等、通報者の保護を図っています。

当社の取扱う様々な情報を漏洩リスクから回避するため、「情
報セキュリティ方針」等の諸規則を定め、これを全ての役員･従業
員等に周知徹底するとともに確実に実行しています。

全社的な情報セキュリティに関する施策を実施するために、
「情報セキュリティ委員会」を設置して、的確なリスクアセスメン
ト・リスクマネジメントの実施や秘密情報の紛失・漏洩・盗難等
の防止に関する継続的活動を行っています。また、当該委員会の
統括のもと、それぞれの業務実態に応じた情報資産の保全とその
管理体制の確立を図っています。

内部通報制度　

情報セキュリティ体制

当社は、情報開示を経営責任の一つであると認識しており、株
主・投資家、顧客、取引先、地域社会等、全てのステークホル
ダーとの信頼関係の構築・発展の為、公正性・透明性の高い広
報・IR活動を積極的に行なってまいります。

また、当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため
には、常日頃から株主と積極的な対話を行い、株主の意見や要望
を経営に反映させていくことが重要であるとの認識の下、IR体制
を整備し、株主・投資家からの取材に応じる等、積極的に株式市
場関係者との対話の場を設けています。

当社は、『情報開示方針（ディスクロージャーポリシー）』を定め、
上場企業として、株主・投資家の投資判断上重要な会社情報を分
かり易く、迅速に、正確かつ公平に開示するとともに、株主・投
資家に当社をより理解いただき適正に評価いただくよう努めてま
いります。

情報開示方針　

コーポレートガバナンス

※コーポレートガバナンス項目に記載の内容は、2017年8月1日現在の状況を記載しています。
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代表取締役会長及び取締役社長 取締役
代表取締役会長 兼 CEO
東 入 來  信 博 

（昭和23年7月23日生）

昭和49年 日本鉱業株式会社
（現JX金属株式会社）入社

平成11年 Orbotech Display Pacific社
代表取締役社長

平成13年 日本オルボテック株式会社 
代表取締役社長

平成23年 同社代表取締役会長 兼 社長
平成25年 同社代表取締役会長
平成25年 代表取締役会長退任
平成25年 同社名誉会長
平成26年 同社名誉会長退任
平成26年 株式会社JOLED 

代表取締役社長（現任）
平成29年 当社副会長執行役員
平成29年 当社代表取締役会長 兼 CEO（現任）

取締役社長 兼 COO
有 賀  修 二 

（昭和34年3月22日生）

昭和58年 (株)諏訪精工舎
（現セイコーエプソン(株)）入社

平成18年 同社業務執行役員
エプソンイメージングデバイス(株)
代表取締役社長

平成21年 ソニーモバイルディスプレイ(株)
取締役副社長

平成23年 同社代表取締役社長
ソニー(株) PDSG・半導体事業本部
モバイルディスプレイ事業部長

平成24年 旧(株)ジャパンディスプレイ執行役員
平成25年 当社執行役員
平成25年 当社取締役CBO
平成27年 当社代表取締役社長 兼 COO
平成29年 当社取締役社長 兼 COO（現任）

社外取締役
勝 又  幹 英 

（昭和35年５月21日生）

昭和58年 株式会社日本興業銀行
（現株式会社みずほ銀行）入行

平成11年 メリルリンチ日本証券株式会社入社
グローバル プリンシパル インベス
トメンツ ディレクター

平成14年 日本みらいキャピタル株式会社
設立 取締役パートナー& CFO

平成19年 ニュー・フロンティア・キャピタル・
マネジメント株式会社 設立 
代表取締役社長

平成22年 モバイル・インターネット・キャピ
タル株式会社入社 代表取締役社長

平成27年 株式会社産業革新機構入社 専務執
行役員マネージングディレクター

平成27年 同社代表取締役社長 兼 COO（現任）
平成29年 当社 社外取締役（現任）

社外取締役* 
白 井  克 彦 

（昭和14年９月24日生）

昭和40年 早稲田大学 第一理工学部 助手
昭和50年 早稲田大学 理工学部 教授
平成  6年 早稲田大学 教務部長 兼 国際交流

センター所長
平成10年 早稲田大学 常任理事
平成14年 早稲田大学 総長（理事長・学長）
平成22年 早稲田大学 学事顧問
平成23年 放送大学学園 理事長
平成23年 IFTL-Solar株式会社(現inQs株式会社） 

社外取締役（現任）
平成24年 旧株式会社ジャパンディスプレイ

社外取締役 
日本電信電話株式会社 
社外取締役（現任）

平成25年 当社 社外取締役（現任）

社外取締役*
下 河 邉  和 彦 

（昭和22年12月12日生）

昭和49年 弁護士登録 東京弁護士会入会
平成17年 株式会社産業再生機構 

社外取締役・産業再生委員
平成19年 東京弁護士会 会長

日本弁護士連合会 副会長
平成19年 日本郵政株式会社社外取締役・監査委員
平成23年 公益財団法人藤原ナチュラルヒス

トリー振興財団 理事長（現任）
平成23年 蝶理株式会社 社外監査役
平成23年 フロンティア・マネジメント株式会社

社外監査役（現任）
平成23年 原子力損害賠償支援機構

運営委員会 委員長
平成24年 東京電力株式会社 取締役会長
平成26年 株式会社経営共創基盤 社外監査役（現任）
平成27年 蝶理株式会社 社外取締役
平成28年 蝶理株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
平成29年 当社 社外取締役（現任）

社外取締役*
橋 本  孝 久 

（昭和18年９月21日生）

昭和42年 日本IBM株式会社 入社
平成 ２年 同社 野洲工場長
平成 ３年 同社 大和研究所技術開発

(ディスプレイ)センター長
平成12年 同社 取締役
平成13年 インターナショナルディスプレイ

テクノロジー株式会社 設立
代表取締役社長就任
Chi Mei Optoelectronics Corp. 副会長

平成16年 NVTech株式会社 設立
代表取締役社長

平成17年 InfoVision Optoelectronics 
Kunshan Co., Ltd.
設立 社長 兼 CEO

平成23年 同社 副会長
平成27年 同社 副会長 退任
平成29年 当社 社外取締役（現任）

※当社は * 印の取締役を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

役員紹介
取締役
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監査役
監査役 
川 﨑  和 雄 

（昭和28年3月1日生）

昭和52年 東京芝浦電気(株)（現(株)東芝）入社
平成14年 ティー・エフ・ピー・ディー(株)取締役
平成15年 東芝松下ディスプレイテクノロジー

(株)石川工場長
平成19年 AFPD PTE, LTD. 責任者（社長）
平成22年 東芝モバイルディスプレイ(株)

監査役
平成24年 旧(株)ジャパンディスプレイ監査役

当社監査役（現任）

監査役
保 田  隆 雄 

（昭和28年12月25日生）

昭和62年 プライスウォーターハウスコンサ
ルティング（株）入社

平成 2年 ソニー（株）入社
平成12年 同社経営企画部門事業管理部統括部長
平成14年 ソニーエナジーデバイス（株）取締

役企画管理部長
平成17年 ソニー（株）コンポーネントカンパ

ニー経営企画部門長
平成19年 ソニーモバイルディスプレイ（株）取締役
平成21年 同社取締役企画管理部門長
平成24年 旧（株）ジャパンディスプレイ執行役員チ

ーフアドミニストレイティブオフィサー
同社コンプライアンス委員会委員長

平成25年 当社執行役員チーフアドミニストレイティブ
オフィサー　コンプライアンス委員会委員長

平成28年 当社監査役（現任）

監査役（非常勤）* 
江 藤  洋 一 

（昭和25年8月11日生）

昭和53年 弁護士登録
平成15年 第一東京弁護士会副会長
平成16年 インテグラル法律事務所創立、

同法律事務所代表パートナー（現任）
平成17年 関東弁護士会連合会副理事長
平成18年 常石造船(株)社外監査役（現任）
平成22年 第一東京弁護士会会長、

日本弁護士連合会副会長
平成23年 ニチアス(株)社外監査役
平成24年 旧(株)ジャパンディスプレイ監査役
平成25年 当社監査役（現任）
平成27年 ニチアス(株)社外取締役（現任）

監査役（非常勤）*
川 嶋  俊 昭 

（昭和22年6月14日生）

昭和45年 アーサー・アンダーセン会計事務所入社
昭和57年 ソロモン・ブラザーズ・アジア証券

会社入社 同社最終役職 CFO 
兼 CAO

平成11年 合弁会社日興ソロモン・スミス・
バーニー証券会社設立に伴い、財
務本部長に就任

平成16年 日本法人日興シティグループ証券
(株)設立に伴い常務執行役員 財務
本部長に就任

平成18年 同社顧問
平成22年 川嶋公認会計士事務所 開業
平成23年 シティバンク銀行(株)社外監査役（現任）
平成24年 旧(株)ジャパンディスプレイ監査役
平成25年 当社監査役（現任）

※当社は * 印の監査役を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

取締役
社外取締役
東  伸 之 

（昭和39年３月31日生）

昭和62年 株式会社野村総合研究所入社
平成10年 野村證券株式会社入社
平成12年 野村プリンシパル・ファイナンス

株式会社 出向
平成23年 野村證券株式会社 復帰
平成24年 株式会社産業革新機構入社

投資事業グループマネージングディ
レクター（現任）

平成29年 株式会社JOLED 社外取締役（現任）
平成29年 当社 社外取締役（現任）

役員紹介
取締役／監査役
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前連結会計年度
( 2016年３月31日 )

当連結会計年度
( 2017年３月31日 )

資産の部
流動資産

現金及び預金 55,077 82,247
売掛金 80,688 128,636
未収入金 57,127 91,999
商品及び製品 54,176 32,318
仕掛品 41,090 51,764
原材料及び貯蔵品 18,861 16,815
繰延税金資産 7,251 7,757
その他 8,731 6,804
貸倒引当金 △ 182 △ 182
流動資産合計 322,822 418,159

固定資産
有形固定資産

建物及び構築物 170,431 229,185
減価償却累計額 △ 91,870 △ 85,504
建物及び構築物（純額） 78,560 143,681

機械装置及び運搬具 408,209 566,766
減価償却累計額 △ 317,753 △ 381,711
機械装置及び運搬具（純額） 90,455 185,054

土地 14,482 14,392
リース資産 133,105 74,352

減価償却累計額 △ 60,041 △ 37,396
リース資産（純額） 73,063 36,955

建設仮勘定 167,642 54,781
その他 55,580 58,702

減価償却累計額 △ 42,999 △ 45,983
その他（純額） 12,580 12,718

有形固定資産合計 436,784 447,584
無形固定資産

のれん 19,000 15,903
その他 10,664 8,680
無形固定資産合計 29,664 24,584

投資その他の資産
繰延税金資産 17,884 911
その他 8,898 26,608
貸倒引当金 △ 2,192 △ 2,218
投資その他の資産合計 24,590 25,302

固定資産合計 491,039 497,471
資産合計 813,861 915,631

（単位：百万円）連結貸借対照表
前連結会計年度
( 2016年３月31日 )

当連結会計年度
( 2017年３月31日 )

負債の部
流動負債

買掛金 138,053 201,016
短期借入金 — 25,700
1 年内返済予定の長期借入金 8,543 —
リース債務 35,740 20,519
未払法人税等 1,255 2,653
賞与引当金 5,105 5,521
前受金 131,913 179,397
その他 62,060 34,732
流動負債合計 382,671 469,540

固定負債
新株予約権付社債 — 45,000
長期借入金 138 30,000
リース債務 32,904 13,980
退職給付に係る負債 32,058 27,408
その他 838 2,616
固定負債合計 65,940 119,005

負債合計 448,612 588,546

純資産の部
株主資本

資本金 96,863 96,863
資本剰余金 257,040 256,386
利益剰余金 3,379 △ 28,788
株主資本合計 357,283 324,461

その他の包括利益累計額
繰延ヘッジ損益 — △ 42
為替換算調整勘定 13,126 9,368
退職給付に係る調整累計額 △ 7,260 △ 8,927
その他の包括利益累計額合計 5,865 398

新株予約権 18 45
非支配株主持分 2,082 2,179
純資産合計 365,249 327,085
負債純資産合計 813,861 915,631

（単位：百万円）

より詳細な財務情報については
こちらよりご覧いただけます ダウンロード版

財務情報（PDF）はこちら
当社ウェブサイトは
こちら

（注）百万円未満切捨て
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前連結会計年度 当連結会計年度

売上高 989,115 884,440
売上原価 912,275 816,035
売上総利益 76,839 68,405
販売費及び一般管理費 60,129 49,902
営業利益 16,710 18,502
営業外収益

受取利息 119 85
補助金収入 5,026 2,526
受取賃貸料 516 560
業務受託料 723 1,118
その他 1,187 2,613
営業外収益合計 7,573 6,905

営業外費用
支払利息 2,385 2,761
持分法による投資損失 — 2,094
為替差損 21,911 11,211
減価償却費 3,901 7,915
固定資産圧縮損 3,507 —
その他 5,512 10,296
営業外費用合計 37,218 34,279

経常損失（△） △ 12,934 △ 8,871
特別損失

減損損失 1,101 744
事業構造改善費用 13,933 —
早期割増退職金 — 1,620
特別損失合計 15,034 2,365

税金等調整前当期純損失（△） △ 27,969 △ 11,236
法人税、住民税及び事業税 5,519 2,755
法人税等調整額 △ 2,127 16,837
法人税等合計 3,391 19,593
当期純損失（△） △ 31,361 △ 30,830
非支配株主に帰属する当期純利益 479 834
親会社株主に帰属する当期純損失（△） △ 31,840 △ 31,664

(                   )自　2015年４月 １日
至　2016年３月31日 (                   )自　2016年４月 １日

至　2017年３月31日

（単位：百万円）連結損益計算書
前連結会計年度 当連結会計年度

営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△） △ 27,969 △ 11,236
減価償却費 78,326 87,869
のれん償却額 2,509 2,379
貸倒引当金の増減額（△は減少） 41 △ 58
減損損失 1,101 744
補助金収入 △ 5,026 △ 2,526
固定資産圧縮損 3,507 395
事業構造改善費用 13,933 —
支払利息 2,385 2,761
為替差損益（△は益） 9,272 3,318
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △ 2,201 △ 3,344
持分法による投資損益（△は益） — 2,094
売上債権の増減額（△は増加） 56,413 △ 50,292
たな卸資産の増減額（△は増加） △ 11,746 11,236
仕入債務の増減額（△は減少） △ 56,385 59,880
未収入金の増減額（△は増加） 5,354 △ 34,457
未払金の増減額（△は減少） 11,839 △ 7
未払費用の増減額（△は減少） △ 5,680 560
未収消費税等の増減額（△は増加） 14,451 105
前受金の増減額（△は減少） 66,671 47,507
その他 2,856 97
小計 159,655 117,028
利息及び配当金の受取額 123 121
利息の支払額 △ 2,395 △ 2,792
法人税等の支払額 △ 6,682 △ 2,788
法人税等の還付額 740 435
営業活動によるキャッシュ・フロー 151,442 112,004

投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出 △ 186,353 △ 133,412
投資有価証券の取得による支出 △ 50 △ 19,750
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 — 1,281
補助金の受取額 5,026 2,126
その他 222 7,161
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 181,156 △ 142,592

財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少） — 25,081
長期借入れによる収入 174 30,000
長期借入金の返済による支出 △ 8,993 △ 8,671
社債の発行による収入 — 45,000
リース債務の返済による支出 △ 30,840 △ 35,772
セール・アンド・リースバックによる収入 33,489 1,503
株式の発行による収入 12 —
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 — △ 1,478
自己株式の処分による収入 60 —
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 6,098 55,663

現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 3,753 2,094
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 39,565 27,170
現金及び現金同等物の期首残高 94,643 55,077
現金及び現金同等物の期末残高 55,077 82,247

(                   )自　2015年４月 １日
至　2016年３月31日 (                   )自　2016年４月 １日

至　2017年３月31日

（単位：百万円）連結キャッシュ・フロー計算書

より詳細な財務情報については
こちらよりご覧いただけます ダウンロード版

財務情報（PDF）はこちら
当社ウェブサイトは
こちら

（注）百万円未満切捨て
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商号 株式会社ジャパンディスプレイ
事業開始 2012年4月1日
資本金 969億円
証券コード 6740（東京証券取引所 市場第一部）
事業内容 中小型ディスプレイデバイス及び関連製品の開発、設計、製造及び販売
本社所在地 〒105-0003　東京都港区西新橋三丁目7番1号
従業員数 13,173人 (連結)

会社概要 （2017年3月31日現在）

執行役員

東入來　信博 チーフエグゼクティブオフィサー
有賀　　修二 チーフオペレーティングオフィサー
方志　　教和 副社長執行役員、新規事業推進室管掌、中国営業・原価革新及び製造革新サポート
福井　　　功 常務執行役員、チーフストラテジーオフィサー(戦略本部　本部長)
永岡　　一孝 常務執行役員、モバイル事業統括本部 本部長、技術本部管掌
月崎　　義幸 車載インダストリアルディスプレイ事業本部 本部長
沼沢　　禎寛 モバイル事業統括本部モバイルディスプレイ事業本部 本部長

（2017年8月1日現在）

許　　　庭禎 JDIT社長
山本　　富章 生産本部 本部長 
池内　　　弘 戦略本部(特命担当、経営企画・知財・広報・BA・販社業務管理担当) 
小林　　信彦 戦略本部(特命担当、SCM・IT担当) 
瀧本　　昭雄 チーフテクノロジーオフィサー（次世代研究センター センター長） 
岩井　　義夫 モバイル事業統括本部アドバンストディスプレイ事業本部 本部長 
大島　　隆宣 チーフフィナンシャルオフィサー（経理財務本部 本部長） 

役員 （2017年6月21日現在）

代表取締役会長 東入來　信博 株式会社JOLED 代表取締役社長

取締役社長 有賀　　修二
取締役（非常勤） 白井　　克彦 日本電信電話株式会社 社外取締役　inQs株式会社 社外取締役

取締役（非常勤） 下河邉　和彦 蝶理株式会社 社外取締役（監査等委員） フロンティア・マネジメント株式会社社外監査役　株式会社経営共創基盤 社外監査役

取締役（非常勤） 橋本　　孝久
取締役（非常勤） 勝又　　幹英 株式会社産業革新機構 代表取締役社長兼COO

取締役（非常勤） 東      　伸之 株式会社産業革新機構 投資事業グループマネージングディレクター　株式会社JOLED 社外取締役

監査役 川﨑　　和雄
監査役 保田　　隆雄
監査役（非常勤） 江藤　　洋一 インテグラル法律事務所 パートナー弁護士　常石造船株式会社 社外監査役　ニチアス株式会社 社外取締役

監査役（非常勤） 川嶋　　俊昭 川嶋公認会計士事務所 所長

会社情報 目次 前へ 頁 次へ
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茂原工場
千葉県茂原市早野
3300

東浦工場
愛知県知多郡東浦町
大字緒川字上舟木50

鳥取工場
鳥取県鳥取市南吉方
3-117-2

生産拠点
石川工場
石川県能美郡川北町
字山田先出26-2

能美工場
石川県能美市岩内町
１-47

白山工場
石川県白山市竹松町
2480-1

工場別生産ライン

茂原工場 第6世代 LTPS

石川サイト 石川工場　第4.5世代 LTPS
能美工場　第5.5世代 LTPS
※2017年12月に生産停止予定

白山工場　第6世代 LTPS

東浦工場 第3.5世代 LTPS

鳥取工場 第4世代 a-Si

東京都港区西新橋3-7-1 ランディック第2新橋ビル

本社

西日本オフィス
大阪府大阪市淀川区西中島5-14-5 ニッセイ新大阪南口ビル

営業拠点

海老名オフィス
神奈川県海老名市中央2-9-50 海老名プライムタワー

開発・設計拠点

a-Si ：アモルファスシリコン技術採用工場
LTPS ：低温ポリシリコン技術採用工場

会社情報

海外営業拠点

海外生産拠点

JDI Display America, Inc. San Jose, CA, USA

JDI Europe GmbH München, Germany

JDI China Inc. Shanghai, PRC

JDI Hong Kong Limited Kowloon, Hong Kong

JDI Taiwan Inc. Taipei, Taiwan

JDI Korea Inc. Seoul, Korea

Suzhou JDI Devices Inc. Suzhou, PRC

Suzhou JDI Electronics Inc. Suzhou, PRC

Shenzhen JDI Inc. Shenzhen, PRC

Nanox Philippines Inc. Pampanga, Philippines

Kaohsiung Opto-Electronics Inc. Kaohsiung, Taiwan

海外拠点
本社　　　　営業子会社　　　　生産子会社

Suzhou JDI Devices Inc.
Suzhou JDI Electronics Inc.

JDI China Inc.

Shenzhen JDI Inc.

JDI Hong Kong Limited

JDI Korea Inc.

JDI Taiwan Inc.

Kaohsiung Opto-Electronics Inc.

Nanox Philippines Inc.

JDI Europe GmbH. JDI Display America, Inc.
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株式の状況

発行可能株式総数 1,840,000,000株
発行済株式の総数 601,411,900株
株主数 71,975名
単元株式数 100株

株式の所有者別状況

区分 株主数（名） 所有株式数（株） 所有株式数の割合（%）
個人・その他 70,594 178,045,721 29.6
国内金融機関 33 50,776,700 8.4
その他国内法人 888 239,676,600 39.9
外国人 407 117,718,075 19.6
証券会社 53 15,194,804 2.5

大株主

株主名 所有株式数（株） 持株比率（％）
株式会社産業革新機構 214,000,000 35.6
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE 21,464,669 3.6
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 14,726,956 2.4
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC) 10,766,287 1.8
ソニー株式会社 10,700,000 1.8
日本トラスティ･サービス信託銀行株式会社（信託口） 10,450,100 1.7
日本トラスティ･サービス信託銀行株式会社（信託口9） 7,866,100 1.3
日本トラスティ･サービス信託銀行株式会社（信託口5） 6,859,200 1.1
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 6,551,500 1.1
UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT 6,063,900 1.0

所有株式数と割合

証券会社　15,194,804株

2.5%

外国人　117,718,075株

19.6%

その他国内法人　239,676,600株

39.9%

国内金融機関　50,776,700株

8.4%

個人・その他　178,045,721株

29.6%
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売買高（千株） 株価（円）

株価の推移

株式情報
（2017年3月31日現在）
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