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株式会社ジャパンディスプレイ
代表取締役会長 兼 CEO
本間 充 

株式会社ジャパンディスプレイ
代表取締役社長 兼 COO  
有賀 修二 

年同期は278億円の親会社株主に帰属する四半期純

損失)と改善しました。

下期は中国における景気変調や競争環境の激化など、

厳しい経営環境が見込まれますが、経営改革の徹底を

図ることで収益の改善を図っていきたいと存じます。

［経営改革について］

現在当社が取り組んでいる改革は大きく以下の3つと

なり、これらの各項目について実現に向けたプロジェ

クトを立ち上げ、進捗を確認しながら進めています。

・損益分岐点の引き下げ

利益の最大化を図ると共に、景気の変動があっても利

益を継続的に生み出すためには、損益分岐点の引き下

げが必要不可欠です。当社では、損益分岐点の引き下

げに向け、原価低減活動の一層の強化や歩留りの徹底

的な改善などを強力に推し進めてまいります。

・キャッシュ・フロー健全化

当社のような市場変動の大きい製品を扱う企業では、

手元流動性の確保が極めて重要です。キャッシュ・フ

ロー健全化のためには、現金収支の改善を図っていく必

要があります。営業活動を通じた利益の最大化や投資

の厳選を行うと共に、在庫の抑制と在庫、売上債権など

株主の皆様におかれましては格別のご高配を賜り厚く

御礼申し上げます。

2015年度の中間期株主通信をお届けするに当たり、

謹んでごあいさつ申し上げます。

当社では本年6月の新経営体制発足以来、企業価値向

上を目指した経営改革をスタートさせ、様々な課題に

取り組んでまいりました。

当上期においては、前年同期においては低調であった

欧米地域の顧客向けのスマートフォン用ディスプレイ

販売が好調に推移したことや中国顧客向けの販売の

拡大などから、連結業績は売上高5,079億円(前年同

期2,856億円)、営業利益106億円(前年同期営業損失

203億円)、経常利益17億円(前年同期経常損失225

億円)、親会社株主に帰属する四半期純損失3億円(前

株主の皆さまへ

の資産の回転率の向上によりキャッシュを創出し、成長

投資に資金を回すことのできる体制を整えてまいります。

・意識改革

当社が今後とも景気の変動に左右されることなく利益

を継続的に生み出していくためには、新たな制度を導

入し、その考え方に我々の行動をダイナミックに変えて

いく意識改革が必要です。この意識改革を方向付ける

ため、本年10月より組織変更を実施し、三つの事業本

部を中心とした体制としました。各事業本部がそれぞ

れの管掌する収益と資産についての責任を担うことで、

責任の所在の明確化を図ると共に、それをサポートす

る部門についても、調達部門や製造部門、品質保証部

門など、それぞれの責任範囲を定め、収益責任の明確

化を図ることのできる組織体制としました。

今回実施した責任の明確化を図った組織と合わせ、営業

改革としてCRM（Customer Relationship Management：

顧客満足度を上げるための関係構築）の導入を進めま

す。重要顧客に対し各階層、各機能の責任者が向き合う

ことで、顧客のニーズに組織を上げた取り組みを行って

いける体制を整えます。

このCRMを当社にとって重要度の高い中国で実践す

べく、広東省深川市に「中国事業開発センター」を開設

私たちジャパンディスプレイは、新経営体制のもと、競争力の源泉である技術力にさらに磨きをかけ、
「改革とスピード」をキーワードに、変革をスピーディに進めることで、
グローバル市場をリードしていきます。

改革とスピード

Management Message

しました。同センターには、技術、製造、販売の各機能

を纏めていることから、顧客の間近でそのニーズを汲

み取り迅速な解決を図ることができるため、顧客より

高い期待を受けています。

加えて、中国における効率的なモジュール組立工程の実

現に向けた中期的なアクションにも取り組んで行きます。

［下期の見通しについて］

下期においては、第3四半期に中国、アジア地域向けの

売上高が競争環境の激化等の要因から減少すること

を見込んでいるものの、欧米顧客向けの売上高が好調

であることから、第3四半期の連結業績は四半期会計

期間売上高3,100億円（四半期累計売上高8,179億

円）、営業利益130億円（四半期累計営業利益236億

円）を計画しています。

第4四半期については、季節性の要因により欧米の顧

客からの需要は減少することを見込んでいる一方で、

第3四半期に減少した中国向けでは、深川の中国事業

開発センターを活用した活動の強化や、タッチ入力機

能を内蔵した液晶ディスプレイPixel EyesTMの第2

世代版など新技術を採用した製品の投入を予定して

いることなどにより売上高の回復を図ると共に、上記

の経営改革を継続することにより利益の確保に努めて

まいります。

株主の皆様におかれましては、引き続きご支援賜りた

くお願い申し上げます。
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モバイル分野売上高

車載・C&I・その他分野売上高

当上期の中小型ディスプレイ市場では、中国における

経済の変調やスマートフォン普及の進展に伴う市場の

成熟化傾向などを背景に、市場の伸びは当初の見通し

に比べ減速感が見られました。また、需給の緩みから

一部のスマートフォン用ディスプレイの市場価格は下

落が生じました。一方、グローバルブランドのスマート

フォンにおいてはディスプレイの高精細化が進み、当

社が得意とするLTPS（低温ポリシリコン）液晶ディス

プレイの需要は増加いたしました。

こうした状況の中、当社では、前年の上期においては出

荷の遅れが生じ低調であった欧米地域の大口顧客向

けの出荷が好調であり、またスマートフォンメーカーの

集中する中国向けとして、Full-HD（1080×1920画

素）以上の精細度の高いスマートフォン用ディスプレイ

の出荷数量も増加いたしました。加えて、米国における

自動車販売の好調を背景に、車載用ディスプレイの販

売が安定的に推移したほか、ゲーム機器向け等の民生

機器用ディスプレイの販売も好調でした。

これらの要因から、当社グループの上期の売上高は

507,865百万円（前年上期比77.8％増）と大幅な増収

となりました。営業利益は出荷増及び原価低減効果等

により10,584百万円（前年上期は営業損失20,271百

万円）と黒字転換いたしました。経常利益については、

営業外で6,826百万円の為替差損が生じたことなどに

より1,665百万円（前年上期は経常損失22,477百万

円）となり、親会社株主に帰属する四半期純損失は

323百万円（前年上期は親会社株主に帰属する四半期

純損失27,791百万円）となり、前年上期比で大幅な利

益改善となりました。
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企業価値向上に向けた経営改革の断行
427,302

80,562

損益分岐点引き下げ
原価低減

ロスコスト削減
中国オペレーション改革

世界最大のLTPS-LCD生産能力

ユーザー価値向上のための
技術開発

意識改革
責任所在の明確化
計画遵守の執念
無理・無駄の排斥
危機意識の醸成

CRM

キャッシュ・フロー
健全化

リードタイム短縮
在庫削減

売掛債権回収の短期化

通期中間期

通期中間期
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100%

約0.5%以下＊

透過型LCD

従来の透過型液晶ディスプレイとの消費電力比較

動画時 静止画時

バック
ライト

バックライト
不要

バックライト
不要

反射型カラーLCD

約20%

消費電力

データ
置き換え

＊ 当社調べ

戦略本部　事業戦略部
技術戦略グループ　グループマネージャー

石井 俊

特集 「反射型液晶モジュール」

超低消費電力を実現した「反射型液晶モジュール」

特   集   

サイネージ用反射型液晶ディスプレイ（左）と既存の
透過型液晶ディスプレイの屋外環境下での比較

輝度：270cd/m2

画素内メモリ
データ置き換え

不要

＊ 静止画表示時(当社調べ)

従来の透過型液晶モジュールの
0.5％以下＊という超低消費電力を
実現した「反射型液晶モジュール」。
その革新的な技術と
今後の可能性を紹介します。

  超低消費電力を実現する、
  もうひとつのディスプレイのカタチ

JDIは、スマートフォンや車載用ディスプレイなどで幅広く

使われるバックライトを使用した「透過型液晶モジュー

ル」を開発する一方で、自然光を光源とする「反射型液晶

モジュール」の技術開発にも取り組んできました。反射型

液晶モジュールは、バックライトを使用せず太陽光下でも

見えやすいという大きな特色を有しています。当社では、

バックライトを使わない反射型液晶モジュールは消費電

力を低減できるため、充電が必要なスマートウォッチなど

ウェアラブルデバイス用途で強みを発揮できると考え、

2015年2月にはメモリーインピクセル反射型カラー液晶

標準モジュールを発表しました。

  革新的な技術の融合によって生まれた
  反射型液晶モジュール

当社の反射型液晶モジュールは、バックライトが不要なた

め透過型と比較してモジュール消費電力を約8割下げる

ことができます。これに加えて、メモリーインピクセルとい

う革新的な技術で、静止画表示時には透過型の0.5％以

下という超低消費電力化を実現しました。さらに、これま

でに作られた反射型ディスプレイでは大きな課題であっ

たカラー表示時の画像の暗さ・色域の狭さといった問題

も、独自の光学設計技術で従来とは一線を画した高い色

域と反射率を実現し、太陽光下での鮮明なカラー表示を

可能にしています。

  BtoC（消費者向け）市場から
  BtoB（企業間取引）市場への展開を目指す

現在、当社の反射型液晶モジュールはウェアラブル機

器メーカーを中心にグローバルに事業を展開中で、ラ

インアップの拡充を進めています。今後は、BtoB市場

への進出も検討しており、例えば、太陽光下での視認性

の高さや超低消費電力といった特性を活かしたデジタ

ルサイネージ（電子看板）用ディスプレイとしての利用

などが想定されます。小型の太陽光発電システムとの

併用により、電源が取得しにくい屋外で活用できること

から、今後マーケットとしての成長が期待できます。こ

の他、屋外で使用するタブレットなどに使用する特殊

用途モニタや小売店の電子棚札など、液晶ディスプレ

イの用途を拡げる領域を開拓していく計画です。
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2014年度 2015年度

総資産／純資産／自己資本比率 設備投資／減価償却費

売上高 営業利益

800,000

600,000

400,000

200,000

0
2014年度 2015年度

2014年度
中間期

2014年度
通期

2015年度
中間期

（百万円）

（百万円）

（百万円）

20,000

10,000

0

-20,000

-10,000

-30,000

（百万円）

親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益 EBITDA

1,200,000

600,000

900,000

300,000

0

120,000

90,000

30,000

60,000

0

（百万円）
60

45

15

30

0

（%）
自己資本比率総資産 純資産

507,865507,865

△323△323

通期中間期

通期中間期 通期中間期

通期中間期

285,574285,574

△12,270

△27,791△27,791

（百万円）
75,708

2014年度

50,84550,845

2015年度

14,18014,180

設備投資(支払ベース) 減価償却費

34,596

108,429

70,854

40,474

48,208
59,386

連結業績サマリー

資産の部

負債の部

純資産の部

株主資本

その他の包括利益累計額

新株予約権

非支配株主持分

純資産合計

負債純資産合計

388,800

10,944

4

1,743

401,492

902,650

（百万円）

（百万円）

（百万円）

（要旨）

連結貸借対照表

389,051

11,930

ー

1,643

402,626

831,622

流動負債

固定負債

負債合計

430,051

71,106

501,157

348,684

80,311

428,995

前期

前期

（2015年
3月31日）

（2015年
3月31日）

当中間期

売上高

売上原価

売上総利益

販売費及び
一般管理費

営業利益

営業外収益

営業外費用

経常利益

特別損失

税金等調整前
四半期純利益

法人税等合計

非支配株主に帰属する
四半期純利益

親会社株主に帰属する
四半期純利益

507,865

465,356

42,509

31,924

10,584

2,635

11,553

1,665

－

1,665

1,887

102

△323

（百万円）

(2015年4月1日～
2015年9月30日)

連結損益計算書

前中間期

285,574

281,641

3,933

24,204

△20,271

1,686

3,892

△22,477

2,132

△24,609

2,891

289

△27,791

（2014年4月1日～
2014年9月30日）

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び
現金同等物に
係る換算差額

現金及び
現金同等物の
増減額

現金及び
現金同等物の
期首残高

現金及び
現金同等物の
四半期末残高

当中間期

13,103

△57,406

1,257

185

△42,859

94,643

51,783

（百万円）

（2015年4月1日～
2015年9月30日）

連結キャッシュ・フロー計算書

△14,585

△47,572

△9,560

1,540

△70,177

141,390

71,213

前中間期
（2014年4月1日～
2014年9月30日）

四半期連結財務諸表等

当中間期

流動資産

固定資産

　有形固定資産

　無形固定資産

　投資その他の資産

資産合計

490,487

412,162

367,772

31,331

13,058

902,650

436,691

394,930

348,886

33,010

13,034

831,622

前期
（2015年
3月31日）

当中間期
（2015年
9月30日現在）

（2015年
9月30日現在）

（2015年
9月30日現在）

当中間期

769,304

2014年度 2015年度

10,58410,584

△20,271△20,271

5,147

2014年度
中間期

2014年度
通期

2015年度
中間期

380,746

831,622

48.248.2

902,650

44.3

775,161

49.0

402,626 401,492

●売上高の増加に伴い売掛金が増加
したほか、生産活動に関連した未
収入金が増加し、流動資産が
53,796百万円増加

●売上高の増加に伴う買掛金および白
山工場の建設に関連した受取金など
により、流動負債が81,367百万円増加

●モバイル向けの売上高が対前年上
期比で倍増したことなどから売上
高全体で対前年比77.8％増

●売上総利益の増加により、営業利
益、経常利益は黒字へと転換。親会
社株主に帰属する四半期純利益も
対前年上期比で大きく改善

決算の
ポイント

● 上半期は営業活動によるキャッ
シュ・フローは黒字となったもの
の、白山工場などに係る固定資産
の取得などからフリー・キャッシュ
フローは44,302百万円のマイナス

●現金及び現金同等物の四半期末残
高は42,859百万円の減少

決算の
ポイント

決算の
ポイント
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株式数

株主数

株式数および株主数

発行可能株式総数
発行済株式総数
66,769名
　　

1,840,000,000株
601,411,900株

会社概要／株式の状況（2015年9月30日現在）

概要

商号

事業開始

資本金

従業員数

事業内容

本社所在地

株式会社ジャパンディスプレイ

2012年4月1日

968億円

16,568人(連結)

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

〒105-0003　
東京都港区西新橋三丁目7番1号

大株主

株式会社産業革新機構
UBS AG LONDON A/C IPB 
SEGREGATED CLIENT ACCOUNT
日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行株式会社

（信託口）
ソニー株式会社
株式会社東芝
日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社（信託口）
日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社（信託口9）
BNY FOR GCM CLIENT 
ACCOUNTS (E) ILM
DEUTSCHE BANK AG 
LONDON-PB NON-TREATY 
CLIENTS 613
日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社（信託口5） 

214,000,000

44,126,700

11,193,900

10,700,000
10,700,000

10,060,700

7,930,400

5,359,279

5,313,254

4,196,800

35.6％

7.3％

1.9％

1.8％
1.8％

1.7％

1.3％

0.9％

0.9％

0.7％

株主名 所有株数 持株比率

役員一覧

65,232名
29名

1,050名
401名

57名

株式の所有者別状況

外国人

23.4%
140,880,512株

証券会社

1.7%
10,300,939株

国内金融機関

9.8%
58,851,000株

個人・その他

23.0%
138,539,049株

その他国内法人

42.1%
252,840,400株

所有株式数と割合

株主数

■個人・その他
■国内金融機関
■その他国内法人
■外国人
■証券会社

代表取締役会長 本間 充
代表取締役社長 有賀 修二
取締役（非常勤） 谷山 浩一郎 株式会社産業革新機構 執行役員
  株式会社JOLED 取締役
取締役（非常勤） 白井 克彦 放送大学学園 理事長
  早稲田大学 学事顧問
  日本電信電話株式会社 社外取締役
取締役（非常勤） 菅野 寛 一橋大学大学院
  国際企業戦略研究科 教授
  株式会社WOWOW 社外取締役
取締役（非常勤） 澤部 肇 TDK株式会社 相談役
  帝人株式会社 社外取締役
  株式会社日本経済新聞社 社外監査役
  一般社団法人日本能率協会 理事
監査役 川﨑 和雄
監査役 佐藤 幸宏
監査役（非常勤） 江藤 洋一 弁護士
  ニチアス株式会社 社外監査役
監査役（非常勤） 川嶋 俊昭 公認会計士
  シティバンク銀行株式会社 社外監査役

トピックス
Topics

当社は、2D Local Dimming (二次元分割・部分駆動) 

バックライトを搭載した10型のWhiteMagicTM液晶モ

ジュールを開発しました。本製品は、低消費電力でありな

がら高輝度、高コントラストを実現し、従来のディスプレイ

では表現しきれないHDR＊1 映像表示が可能です。HDR

ストリーミング映像に対応したモバイル機器をはじめ、日

差しの下でもはっきり見える明るい表示から、夜間の黒浮

きをなくした高コントラスト表示が求められる車載向けな

ど、幅広いニーズを満たす次世代ディスプレイです。

当社は、放送局や映像制作において幅広く使用されるモ

ニタの標準サイズとなる17インチクラスで、世界初の8K

液晶ディスプレイを開発しました。リアル8K画素で

500ppi超という高精細画質を実現するとともに、広視野

角、高コントラストに加え、色調変化が小さいといった多く

の特徴を備え、繊細で奥行き感のある、より臨場感の高い

映像表現を可能にしました。今後も、業務用映像機器をは

じめ、幅広い用途に8K技術を提案していきます。

2D Local Dimming バックライト搭載WhiteMagicTMの開発

モニタ標準サイズ17インチクラス世界初＊2の8K液晶ディスプレイを開発

Topics

1

Topics

2
＊2  2015年9月当社調べ

＊1  ハイダイナミックレンジ（High Dynamic Range）。映像の持つ明るさ（輝度）情報
の変化幅（コントラスト比）を拡大して高画質化する技術。コントラスト比が高い映
像の暗部が潰れたり、明部が白飛びしたりせず、自然に表示することができる。

（表示画像：NHK提供）
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〒105-0003　東京都港区西新橋三丁目7番1号　
Tel 03-6732-8100　
URL http://www.j-display.com

証券コード

事業年度

定時株主総会

上場証券取引所

単元株式数

公告方法

株主名簿管理人

同事務取扱所

郵便物送付先

6740

4月1日から翌年3月31日まで

6月末日までに開催

東京証券取引所（市場第一部）

100株

電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）
公告掲載URL http://www.j-display.com
ただし、事故その他やむを得ない事由が生じ上記に掲載できないときは、日本経済新聞に掲載いたします。
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
〒168-0063　東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
TEL : 0120-782-031（フリーダイヤル：受付時間　平日9時～17時）

適切に管理された森林から生まれた
「FSC®認証紙」を使用しました。

http://www.j-display.com/ir/index.html

検索ジャパンディスプレイ

最新のIR情報はホームページにも掲載しています。

FSC®認証紙の使用

株主メモ

中間期 株主通信 2015年4月1日～2015年9月30日

証券コード：6740証券コード：6740

建設の進む白山工場（2015年10月撮影）建設の進む白山工場（2015年10月撮影）
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