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株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し

上げます。　

2016年度の株主通信をお届けするにあたりまして、謹んで

ご挨拶申し上げます。

2017年6月21日付で、新たに私、東入來 信博（ひがしい

りき・のぶひろ）がジャパンディスプレイの代表取締役会長兼

CEOに就任いたしました。ディスプレイ業界や長年の海外企業

での経営経験を活かし、当社の発展のために尽力してまいる所

存ですので、何卒よろしくお願い申し上げます。

2016年度は、円高や製品ミックスの変動により売上高は前

年度比で減少したものの、経営改革の遂行、固定費削減、原価

低減の施策を実施することにより、営業利益は増益となりまし

た。その一方、営業外費用として為替差損を計上したこと、及

び繰延税金資産の取崩しを行ったこと等から、親会社株主に帰

属する当期純損失の計上を余儀なくされました。このため、誠

に遺憾ながら無配とさせていただくこととなりました。当社経

営陣を代表し、心よりお詫び申し上げます。

2017年度は、下期から当社の新たな技術プラットフォームであ

る超狭額縁ディスプレイFULL ACTIVE™の製品をスマートフォン

メーカーへ本格販売いたしますが、上期はこの新製品の立ち上がり

までの端境期となること等から、販売が軟調となる見込みです。ま

た、市場では、今年の秋には、世界的なブランド力を持つスマート

フォンにおいて、有機EL（OLED）ディスプレイを搭載したモデルが

発売されると報道されており、今後OLEDの採用が加速し、当社の

液晶ディスプレイの販売に影響が生じる可能性が見込まれます。

こうした市場環境の変化に対応するため、当社では事業構

造・企業体質の抜本的な変革が必要と認識しております。2017

年度は、従来取り組んでいるOLED開発の加速、及び車載等の

スマートフォン以外の用途のビジネス拡大に加え、大幅な固定

費削減による損益分岐点の引き下げを実施してまいる所存です。

早期の業績改善を目指すべく、戦略的な施策を実行してま

いりますので、株主の皆様におかれましては、今後もなお一層

のご支援ご鞭撻を賜りたくお願い申し上げます。
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 ごあいさつ
Top Message

事業概況
Business Review

2016年度の中小型ディスプレイ市場では、スマート
フォンの世界的な普及に伴う当該市場での成熟が見られ、
2015年度に続き市場成長率は低いものとなりました。一
方、その中でもFull-HD（1080×1920画素）以上の高精細
ディスプレイを搭載する製品に関しては、ユーザーのス
マートフォン買替時における高精細モデルへの移行需要か
ら市場全体の成長率よりも高い成長率が見られました。ス
マートフォンメーカー各社から発売された新モデルでは、
多数のミドルクラス以上の機種に高精細ディスプレイが使
用され、競合他社の製造する有機EL（OLED）ディスプレイ
及び当社が得意とするLTPS（低温ポリシリコン）ディスプ
レイの需要が拡大しました。

当社グループにおいては、高精細ディスプレイの需要
拡大及びシェア回復を主な要因として中国顧客向けのス
マートフォン用ディスプレイ販売が拡大しましたが、欧
米や中国以外のアジア顧客向けの販売が減少したことか
ら、2016年度の売上高は前期比で減少いたしました。

連結売上高
（百万円）

モバイル分野
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（前期比13.1％減）となりました。
2016年度においては、対ドル為替レートが2015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、2015年度に比べ減少しまし
た。その他地域における売上高は、2015年度にあった大
型の受注が2016年度は無かったこと等により、減少しま
した。

車載・ノンモバイル分野
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（前期比3.2％増）となりました。
2016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2015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2015年度と同水準となりました。
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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

東入來　信博
2017.3

728,641

2016.3

838,143

884,440
989,115

155,798150,971

■ 車載・ノンモバイル分野　■ モバイル分野
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事業概況
Business Review

今後の見通し
Future Prospects

　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、次期においても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。一
方、世界的なブランド力を持つスマートフォンにおいて、
OLEDディスプレイを搭載したモデルが2017年度中に発売
されると報道されており、市場ではOLEDディスプレイへ
の注目が高まっています。
　その様な状況の中、2017年度第1四半期においては季節
要因及び顧客の新製品発売に向けた在庫調整が見込まれる
ことに加え、特に中国のスマートフォンメーカー各社に今
後のOLEDディスプレイ搭載スマートフォンの販売動向を
見極めようとする傾向が見られます。その結果、スマート
フォン向けディスプレイの需要が停滞することが見込まれ、
2017年度第1四半期の売上高は1,800億円にとどまる見込

みです。なお、前年同期に比べ売上高は同水準となること
を見込んでいるものの、白山工場の稼働に伴う減価償却費
やOLEDの研究開発費等の固定費が増加していることによ
り、150億円の営業損失となることを見込んでいます。
　当社グループでは、この様な市場の動向に対応するため、
構造改革を含めた新たな施策を実行するとともに、茂原工
場に設置中のパイロットラインで開発が進んでいる、高効
率な生産方式を用いた蒸着式OLEDの開発に向けた取り組
みを進めてまいります。
　また、当社グループが得意とするLTPS液晶ディスプレイ
では、これまで培った技術力を活かし、ハイエンドスマートフ
ォン向けの販売活動を継続するほか、車載用ディスプレイや
反射型ディスプレイ、高精細ノートPC向けディスプレイなど、
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。

（※）上記業績見通しの前提為替レートは、1米ドル＝110円を想定
しています。
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フレキシブルOLED 試作品および開発状況

パネルスペック 5.5インチ Full-HD
(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Full-
HD（401ppi） Advanced-LTPSフレキシブルOLEDは、茂原
G6ラインでの生産展開に向けて準備中

■ 茂原G6量産試作ラインは現在装置立ち上げ中。
今夏試作開始予定

■ 2018年度上半期の量産開始を目指す

2015年度から2016年度にかけて実施した改革
1 経営改革PJ ▶原価革新PJ

市場競争力を付けるための体質強化
CRM改革
中国市場主要メーカー3社との関係強化による営業成果
の創出。新しい技術・製品提案、面でのサポート体制構
築により、FHD以上の上位モデルのシェアを拡大

2 構造改革PJ
競争力に劣る資産圧縮と固定費削減

東浦工場 2016年
2016年

3月
4月

:
:

Fab1設備の減損済
生産投入終了

茂原V3ライン 2016年
2016年

3月
12月

:
:

設備の減損済
生産投入終了

台湾事業再編 2016年
2017年

11月
1月

:
:

STCの非上場化完了
MOZの売却完了

労務費削減 従業員数の削減（国内・海外）

3 事業構造変革PJ
ノンモバイル事業展開による収益力の向上

◦ 車載事業の拡大

◦ 新規事業の育成／事業化

◦ 技術ポートフォリオの拡充

　当社グループでは、2015年度からの２年間で、市場競争力を付けるための「経営改革」、競争力に劣る資産の圧縮と固定
費削減に向けた「構造改革」に取り組み、利益の改善を図りました。 経営改革では変動費の削減、顧客視点に立つための意
識改革等により、企業体質の強化を図りました。また、構造改革では、生産ラインの閉鎖や海外事業の再編、労務費の削
減を行いました。
　加えて、当社グループの売上高の80％超を市場変動の大きいモバイル向けが占めていることに鑑み、収益の安定性を確
保する為、ノンモバイル分野への「事業構造変革」に取り組んでいます。当社グループにとり、今後有望な市場となるノン
モバイル分野への展開を加速することで、収益力の向上を図ります。
　当社グループでは、今後もこれらの取り組みを継続し、市場環境への対応を図ってまいります。

FY21
約5兆円規模

（グローバル市場）

FY21
約2兆円規模

（グローバル市場）

異業種との協業による
オープンイノベーション推進

ソフト／ハードの融合
システムインテグレーション

通信インフラの
高速化（5G/6G）

モノのインターネット化
（IoT/AI）

Gaming
PC

サイネージ

書籍
教育

航空
医療VR/AR

2in1
ノートPC

車載

スマホ
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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。FULL ACTIVE™は4辺の額
縁のスリム化を図ったため、デザインの自由度を飛躍的に高
めることができます。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。また、この技術は、車
載用ディスプレイやノートパソコンへも展開可能な、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
下の額縁をなくすことは、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、FULL ACTIVE™という
コンセプトでした。

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。

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で
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。

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、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。

FULL ACTIVE™とは？
製品デザインの自由度を高める液晶ディスプレイ

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

お客様とのコラボレーションへ
FULL ACTIVE™が変えていく世界

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

スマートフォン向け5.5インチ　
FULL ACTIVETM　

JDIは、2016年8月、液晶ディスプレイの4辺の額縁を超スリム化し、全面ディスプレイ化を実現したFULL ACTIVE™の開
発に成功しました。これは、お客様であるスマートフォンメーカーなどから驚きをもって受け入れられただけでなく、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となりました。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　　開発について

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

JDI の
ものづくり
改革
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親会社株主に帰属する当期純利益
  （百万円）

△16,701

26,535

33,918

2017.32014.3 2015.3 2016.3

△27,791

△12,270 △323

△31,840

■ 中間期　■■ 通期

△31,664

売上高
  （百万円）

2017.32014.3 2015.3 2016.3

507,865
320,964 285,574

989,115

614,567
769,304

■ 中間期　■■ 通期

370,983

884,440

純資産／総資産／自己資本比率
  （百万円）

純資産　　総資産
自己資本比率

2017.32014.3 2015.3

327,085

915,631
831,622

402,626
35.5％

2016.3

365,249

813,861

44.6％48.2％
758,975

405,144

53.3％

  （百万円）

EBITDA

2017.32016.32014.3 2015.3

35,297

100,836

42,403

14,180

50,845

90,279
75,708

93,661

■ 中間期　■■ 通期

設備投資額
  （百万円）

2017.32014.3 2015.3

66,062

133,412

2016.3

186,353

121,477 108,429

59,38671,620
48,208

■ 中間期　■■ 通期

営業利益
  （百万円）

△2,176

18,502
27,624

13,925

2017.3

16,710

10,584

2016.32015.32014.3

△20,271

5,147

■ 中間期　■■ 通期

決算ハイライト
Financial Highlights

前期
( 2016年

３月31日 )

当期
( 2017年
3月31日 )

資産の部

流動資産 322,822 418,159

固定資産 491,039 497,471

有形固定資産 436,784 447,584

無形固定資産 29,664 24,584

投資その他の資産 24,590 25,302

資産合計 813,861 915,631

負債の部

流動負債 382,671 469,540

固定負債 65,940 119,005

負債合計 448,612 588,546

純資産の部

株主資本 357,283 324,461

その他の包括利益累計額 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

（百万円）連結貸借対照表

連結財務諸表等（要旨）
Financial Statements

前期
(2015年4月1日～
2016年3月31日）

当期
(2016年4月1日〜
2017年3月31日）

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 7,573 6,905

営業外費用 37,218 34,279

経常損失 △12,934 △ 8,871

特別損失 15,034 2,365

税金等調整前
当期純損失 △27,969 △ 11,236

法人税等合計 3,391 19,593

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

（百万円）連結損益計算書
前期

(2015年4月1日～
2016年3月31日）

当期
(2016年4月1日〜
2017年3月31日）

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 △181,156 △ 142,592

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 △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
の当期末残高 55,077 82,247

（百万円）連結キャッシュ・フロー計算書

決算の
ポイント

• 売掛金や未収入金、現預金等の
増により、流動資産が前期比
95,337百万円増加。白山工場
への投資等により、固定資産
が6,432百万円増加。

• 負債は買掛金、前受金、借入
金、新株予約権付社債等の増
加により前期比139,934百万
円増加。

決算の
ポイント

円⾼の影響等により前期比で売
上⾼は減少するも、経営改⾰が
奏功し、営業利益は改善。⼀⽅、
為替差損11,211百万円や持分法
による投資損失2,094百万円の
計上、繰延税金資産20,943百万
円の取崩し等により、親会社株
主に帰属する当期純損失は前期
と同⽔準となる31,664百万円。

決算の
ポイント

• 営業活動によるキャッシュ・フ
ローは112,004百万円の収入超。
白山工場の設備の支払い等を主
要因として、投資活動によるキ
ャッシュ・フローは142,592
百万円の支出超。フリー・キャ
ッシュフローは30,588百万円の
支出超。

• 現金及び同等物の期末残⾼は、
前期比27,170百万円の増加。
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■ 外国人
117,718,075 株
19.6％

■ その他国内法人
239,676,600 株
39.9％

■ 証券会社
15,194,804 株
2.5％

■ 国内金融機関
50,776,700 株
8.4％

■ 個人・その他
178,045,721 株
29.6％

1
3

2
4

白山工場　新ラインの稼働開始

白山工場は第6世代（1500ｍｍ×1850ｍｍ）のガラス基
板を使用するLTPS液晶ディスプレイの新生産ラインで、
2016年12月23日より稼働を開始いたしました。白山工場
は最新設備を導入した生産性の⾼い工場で、設備をフル稼
働した場合、月25,000枚のガラス基板投入が可能です。ハ
イエンドモバイル製
品向けの⾼性能かつ
⾼品質なディスプレ
イの生産を行ってい
ます。

"Hi-Reso Display"の量産を開始

当社は、進化した⾼解像度 ワイドQuad HDフォーマット
（1440×2560画素）液晶ディスプレイ（“Hi-Reso Display”）
の量産を開始しました。従来の同等製品に比べパネルの消
費電力を低減し、ディスプレイの⾼精細化と低消費電力化
という相反する要素を両立させた製品です。従来の課題で
あった表示ちらつきは
様々な工夫により解決
し、パネル消費電力の
低減を実現しました。
今 後 もLTPS技 術 を 核
に、お客様の新しいモ
バイル製品開発に貢献
してまいります。

高透過 透明カラーディスプレイを開発

カラー液晶ディスプレイに不可欠であったカラーフィル
ターおよび偏光板を取り除くことで、有機ELを使った透明
ディスプレイと比較し、1.8倍（当社調べ）の透過率80％を
実現しました。これによりARやVR（Augmented Reality/
拡張現実・Virtual Reality/仮想現実）等のデジタルコンテ
ンツと現実世界の⼀
体感ある表現が可能
となります。今後は
この技術を生かし教
育分野や車載用途な
どに展開します。

車載用液晶ディスプレイ事業の拡充

世界的な自動車出荷台数の伸びや、自動運転や電気自動車
の普及拡大により、自動車1台あたりのディスプレイ搭載数
の増加が見込まれます。今後拡大する市場でシェアを伸ばす
べく、鳥取工場の液晶パネル生産能力増強（2017年11月予
定）と先進的液晶モジュールの試作・開発を目的とした自動
組み立てラインの設
置（2018年4月稼働
予定）を決定しまし
た。これにより多様
化するお客様のご要
望にスピーディにお
応えする体制を整え
ていきます。

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
従業員数 13,173人(連結)
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

概要

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） 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

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
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

役員一覧（2017年6月21日現在）

株主名 所有株数 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％

大株主

株主数
■ 個人・その他 70,594名
■ 国内金融機関 33名
■ その他国内法人 888名
■ 外国人 407名
■ 証券会社 53名

株式の所有者別状況

会社概要／株式の状況（2017年3月31日現在）
Corporate Profile,  Stock Information

株式数 発行可能株式総数 1,840,000,000株
発行済株式総数 601,411,900株

株主数 71,975名

株式数および株主数

所有株式数と割合

トピックス
Topics
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株主メモ／ホームページのご案内
証券コード 6740
事業年度 4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会 6月末日までに開催
上場証券取引所 東京証券取引所（市場第一部）
単元株式数 100株
公告方法 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。

株主名簿管理人 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

同事務取扱所 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

郵便物送付先 〒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）

〒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

FSC®認証紙の使用
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。

最新のIR情報はホームページにも掲載しています。

ジャパンディスプレイ 検索

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

4月 6月5月

第1四半期

7月 9月8月

第2四半期

1月 3月2月

第4四半期

10月 12月11月

第3四半期

IRカレンダー

通期決算発表

定時株主総会

第1四半期決算発表 第2四半期決算発表 第3四半期決算発表
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