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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。　

株主通信をお届けするにあたり、謹んでご挨拶申し上げます。

2017年度、当社を巡る事業環境は、事業の中心となるスマー

トフォン市場の成長は継続いたしましたが、そのスピードは減速

しました。また、顧客であるスマートフォンメーカーの有機EL

（OLED）ディスプレイの採用や、海外競合他社の生産能力拡大に

より、競争環境が激化しました。こうした状況の中、構造改革

を推進し、前工程・後工程工場の整理、事業用資産・遊休資産

の減損、市場属性に適応したカンパニー制の導入、組織のスリ

ム化等を行ってまいりました。また、成長戦略として、ディスプ

レイ4辺すべてを狭額縁化した液晶ディスプレイFULL ACTIVE™

の上市、車載・産業機器、新規事業へのリソースシフトを行っ

てきました。2018年度以降は、全社での経営改革の推進、FULL 

ACTIVE™のさらなる収益貢献、成長領域事業における経営リ

ソース強化推進、OLEDディスプレイの量産技術開発により、持

続的に利益とキャッシュ・フローを稼ぐことの出来る企業体質へ

の変革を目指してまいります。

2017年度は厳しい事業環境下における売上高の減少に伴う損

失の計上と構造改革施策の実施に伴う特別損失により、多額の当

期純損失の計上を行うこととなったことから、誠に遺憾ながら株

主様への配当については過年度に引き続き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。

2018年度は、FULL ACTIVE™への強い需要が見込まれ、下期

から販売が大きく拡大することを計画しています。そのため、年

間の売上高10～20％増、営業利益率2～3％と業績の回復を見込

んでおり、最終黒字化を目指します。当社では、業績の回復に向

けて顧客からの需要を最大限取り込むべく、生産に必要な運転資

金及び設備投資資金の調達を実施いたしました。資金調達につい

ては、2018年3月30日に発表し、4月25日に第三者割当増資の

払い込みが完了しております。

当社では、2018年度の業績を着実に回復させることで、株主

の皆様からのご期待に応えてまいりたいと存じます。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

2017年度の中小型ディスプレイ業界では、海外メー
カーの生産能力拡大や有機EL（OLED）採用拡大などを背景
に、スマートフォン用ディスプレイの価格低下圧力が強ま
りました。また、スマートフォン市場において、普及率の
上昇や保有期間長期化なども影響し、世界的な市場の成長
鈍化が見られ、中小型ディスプレイ業界の成長にも影響を
与えました。

当社グループにおいては、主要な事業分野であるモバイ
ル分野で主要顧客がOLEDディスプレイ採用のスマートフ
ォンをラインナップに加えたことや、中小型ディスプレイ
業界における競争の激化の影響から、売上高が前期比で減
少いたしました。車載・ノンモバイル分野においては、民
生機器用ディスプレイの販売減少があったものの、車載用
ディスプレイの販売が増加したことにより売上高は前期比
と同水準となりました。

連結売上高
（百万円）

モバイル分野
スマートフォン、タブレット等のディスプレイが含まれ

ます。2017年度のモバイル分野の売上高は、売上高全体の
78.6％を占める564,112百万円（前期比22.6％減）となりま
した。

2017年度は、主要顧客がOLEDディスプレイを採用し
たスマートフォンをラインナップに加えたことや中国ス
マートフォン市場の減速、スマートフォン市場の世界的な
成長鈍化、ディスプレイ市場での競争環境の激化等を受け、
欧米地域・中国向けの売上高は前期比で減少しました。中
国以外のアジア地域においては、上期に顧客からの需要増
があったこと等から、前期比で売上高が増加いたしました。

車載・ノンモバイル分野
車載用、デジタルカメラやウェアラブル機器等の民生機

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
収入等が含まれます。2017年度の車載・ノンモバイル分野
の売上高は、売上高全体の21.4％を占める153,410百万円

（前期比1.5％減）となりました。
2017年度は、車載用ディスプレイの売上高は大型化や出

荷数量の増加などを背景に増加し、またウェアラブル機器向
けディスプレイの売上高も市場の拡大に伴い増加しました
が、2016年度に実施した茂原工場V3ライン閉鎖の影響など
から民生機器用ディスプレイとしては販売が減少し、当分野
の売上高は前期比と同水準となりました。
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2018.3

564,112

2017.3

717,522

153,410

728,641

884,440

155,798

■ モバイル分野
■ 車載・ノンモバイル分野　
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　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、2018年度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
率は限定的になるものと見込んでいます。また、競合他社
の生産能力拡大により競争環境の激化や製品価格の低下な
どが生じています。一方、OLEDディスプレイの市場拡大
スピードは従前の市場想定より緩やかとなっており、液晶
ディスプレイの底堅い需要が確認されています。
　このような状況の中、当社グループでは2018年度の上
期は季節要因及び顧客の在庫調整、市場競争の激化などの
要因からスマートフォン向けディスプレイの販売が停滞す
ることを見込んでおり、売上高が低調に推移することを想
定しています。一方、下期は顧客より当社の開発したFULL 

ACTIVE™への強い需要をいただいていることから、売上高
の急増を見込んでおり、2018年度は下期からの急速な業績
回復を想定しています。また、車載・ノンモバイル分野に
おいては、車載用ディスプレイを中心に堅調な成長を見込
んでおります。
　こうしたことから、2018年度については、連結売上高が
前年度比で10～20％の増加となり、営業利益率2～3％と
なることを予想しています。
　当社グループでは、中期経営計画の方針に則り、FULL 
ACTIVE™の早期収益貢献、OLEDの早期事業化、成長領域
事業における経営リソースの強化推進などの施策による収
益構造の転換を加速し、業績の大幅な回復と企業価値の拡
大を図ってまいります。
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2018年度の基本方針
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今後の見通し
Future Prospects

2017年度に取組んだ施策について

2017年度の
取組内容

構造改革（破壊）と収益構造変革（創造）を同時に推進
構造改革と
財務体質改革の断行

▶年間固定費約500億円削減、過剰な生産キャパシティの適正化
▶第三者割当増資及び能美工場の譲渡による約550億円の資金調達

収益構造変革を目指した
コスト低減活動

▶営業利益を対計画比で大きく改善
▶グローバル戦略機能の強化 ： 技術戦略室、グローバル営業戦略室の新設

成長事業への
経営リソースシフト

▶車載・産業機器、新規事業の強化
▶市場属性に対応したカンパニー制の導入

OLED量産に向けた
開発検証

▶OLED要素技術（蒸着方式）、量産技術（印刷方式）の確立
▶グローバル企業とのパートナーシップ構築に向けた活動（2018年度も継続）

構造改革を計画通りに実施。2018年度の営業利益改善効果は約500億円
改革の内容 主な実績 費用と効果

国内前工程ラインの
一部生産停止

2017年12月に能美工場での生産を停止、産業革新機構への譲渡を
決定（同工場はJOLEDで活用予定）

海外後工程製造
子会社の統廃合

◦ 中国の後工程子会社2社の株式譲渡に伴う
子会社整理損：155億円 

◦ 後工程子会社Nanox Philippines Inc.の製造ライン集約

事業用資産・遊休
資産の減損 工場等に係る資産の減損： 1,038億円

OLED試作ライン統合 開発リソースの茂原工場への統合を完了

棚卸資産の評価 滞留在庫の評価損：116億円

人員の削減
報酬・給与削減 国内約300名、海外約3,500名の従業員を削減

2017年度の構造改革に係る
特別損失計上額

通期： 1,423億円

2018年度以降に見込まれる
構造改革改善効果の内訳

非資金性(減価償却費)：
約200億円 

資金性(労務費等）: 
約300億円

合計： 約500億円

さらなる収益構造変革と成長戦略の加速により、黒字企業へ！

収益構造変革の加速

▶CFT2018活動の推進
▶コミットメント経営の徹底
▶グローバル営業力の強化

成長戦略の推進

▶モバイル事業の競争力強化
◦FULL ACTIVE™ 垂直立上げの実現
◦液晶ディスプレイのさらなる深化＆進化
（サプライチェーンとの協働含む）

2018年度のゴール
 売上高（前年度比）

10-20%増

 営業利益率

2-3%

 当期純利益

黒字化▶成長事業への経営リソースシフト
◦車載・産業機器、新規事業の強化
◦JOLEDとの協業本格化
（JOLED：開発・生産、JDI：販売）

▶蒸着OLED量産技術の確立
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65

特
集

2017年10月1日、これまでにハイアールアジアグループなどの企業再生を成功させてきた伊藤嘉明が、当社CMOに就任
しました。経営改革「第二の創業」の早期実現に向けたJDIの取り組みについてお話しします。

CMOメッセージ

利益を最大化できる組織の
早期実現に向けて、
JDIを短期間で変革していきます。

　私はこれまでに多くの企業の再生を手がけてきました
が、すべて業界の「よそ者」として声をかけていただいて
います。業界の常識は世間の非常識だったりします。私
は、他の業界を知る「よそ者」の知見をもって、JDIの変
革を進めていきます。企業は、持てる技術を最大限に活
かし、世の中に役立てること、イコール利益を出すこと
で社会に貢献していかなくてはなりません。
　利益を出すことで、会社の技術やサービスを社会に認
めてもらうことができます。また、株主様に対しても、
利益を最大化することで、企業の存在意義を感じていた
だくことができます。JDIにおける私のミッションは、
短期間で利益を最大化するための組織につくり変えてい
くことです。
　私は就任以降、「覚醒プロジェクト」として、海老名オ
フィスや国内各工場など全拠点を訪れ、現場の従業員と
対話を重ねてきました。これにより優れた資質のある人

材が多くいることも、「よそ者」から見ると金塊のような
技術が数多くあることもわかりました。JDIの変革に必
要なのは、新たな企業文化の醸成であると判断し、その
ために次の3つの施策を実行することにしました。

　JDIの目指す方向や、戦略、戦術について、役員や従
業員が共有し、企業文化を醸成していくためのコミュニ
ケーションを図っています。これは株主・投資家様の皆
様に対しても同様であり、戦略や進捗について、いいこ
とも悪いことも含めて情報発信を行っています。

　当社が事業ドメインとしている「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」に加え、新たな可能性を探っていくことも重要だ
と考えています。例えば、ディスプレイと様々なセン
サー技術などを融合させることで、ディスプレイを従
来の見る・触るインターフェースを超える、新たなイ
ンターフェースに変えてしまうことができます。ディス
プレイが五感に訴えるインターフェースになった途端、
JDIの技術を活かせるマーケットは何百倍にも広がりま
す。新しい技術が生まれる土壌をつくり、価値創造につ
なげるために、社内公募制による「マーケティング・イ
ノベーション&コミュニケーション戦略統括部（MI&C）」
を立ち上げました。MI&Cは2018年4月からフル稼働し
ています。

　スピード改革のための施策の一つとして、組織のフラ
ット化を図りました。グローバルなビジネスを成功させ
るには、意思決定や行動のスピードは重要です。私がこ

JDIのミッションは、
技術で社会に貢献し利益を出すこと。

社内へ、社外へ、
「顔の見える企業コミュニケーション」。

ディスプレイの可能性を広げる
「モノづくりからコトづくりへ」。

ノンストップで第二の創業を担う
「スピード改革」を推進。

常務執行役員
CMO（Chief Marketing Officer）

●デル公共営業本部長兼米国本社コーポレート・ディレクターとして、7期連続売上目
標未達であった公共事業をV字回復、 6期連続売上目標達成。アジア環太平洋地区での
記録樹立。

●アディダス ジャパン上席執行役員バイス・プレジデント兼営業統括本部長として、
リーマンショックに伴う売上ダウンをV字回復。 アディダスジャパン史上最高売上・
最高益を達成。

●ソニー・ピクチャーズ エンタテインメントグループの日本・北アジア代表として、マ
イケル・ジャクソン「THIS IS IT」の社会現象化などにより、グループ世界61カ国最下
位からトップへV字回復達成。

●ハイアールアジアグループ（旧三洋電機）の最高経営責任者として、15年連続赤字事業
を就任初年度に黒字化。

伊藤 嘉明

れまでにビジネスの舞台としてきた外資系企業のスピー
ドを凌駕するつもりで、変革をノンストップで進めてい
きます。

　イノベーションの推進には土壌や仕組みづくりが重要
であり、私は、それを実行することが経営だと考えてい
ます。組織を構成する一人ひとりはそれぞれ異なります
が組織は個の集団です。ですから、それぞれの個性や強
さをインテグレートできるプラットフォームを整備する
ことで、世の中への価値提案につなげていくことが可能
になります。こういった取り組みによって、新たな企業
文化を創造し、価値提案のできる企業に変わっていきま
す。私は、これまでの取り組みで変革に勢いがついてき
たと手応えを感じています。JDIは、社会に価値提案で
きる企業になることで、株主様に価値を還元できる組織
体に生まれ変わっていきます。

新たな文化を創造し、
価値提案ができる企業に変革していく。
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87

■ 中間期　■ 通期
親会社株主に帰属する当期純利益

  （百万円）

2018.32015.3 2016.3 2017.3

△27,791

△12,270 △323

△31,840

△68,033△16,701

△31,664

△247,231

売上高
  （百万円）

2018.32015.3 2016.3 2017.3

507,865
285,574

989,115

769,304

■ 中間期　■ 通期

373,856

717,522

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

2018.32015.3 2016.3

82,046

614,692
831,622

402,626

13.1％
327,085

915,631

35.5％

2017.3

365,249

813,861

44.6％48.2％

■ 中間期　■ 通期
  （百万円）

EBITDA

2018.32017.32015.3 2016.3
16,219

19,58714,180

50,845

75,708
93,661

35,297

100,836

■ 中間期　■ 通期
設備投資額

  （百万円）

2018.32015.3 2016.3
26,971

49,494

2017.3

186,353

108,429

59,38648,208
66,062

133,412

営業利益
  （百万円）

△26,806

△61,749

△2,176

18,502

2018.3

16,710
10,584

2017.32016.32015.3

△20,271

5,147

■ 中間期　■ 通期 前期
( 2017年

３月31日 )

当期
( 2018年
3月31日 )

資産の部

流動資産 418,159 271,035

固定資産 497,471 343,656

有形固定資産 447,584 301,801

無形固定資産 24,584 18,981

投資その他の資産 25,302 22,873

資産合計 915,631 614,692

負債の部

流動負債 469,540 424,183

固定負債 119,005 108,462

負債合計 588,546 532,646

純資産の部

株主資本 324,461 77,229

その他の包括利益累計額 398 3,106

新株予約権 45 47

非支配株主持分 2,179 1,662

純資産合計 327,085 82,046

負債純資産合計 915,631 614,692

（百万円）連結貸借対照表
前期

(2016年4月1日～
2017年3月31日）

当期
(2017年4月1日〜
2018年3月31日）

売上高 884,440 717,522

売上原価 816,035 720,152

売上総利益又は売上総損失 68,405 △ 2,629

販売費及び一般管理費 49,902 59,119

営業利益又は営業損失 18,502 △ 61,749

営業外収益 6,905 4,538

営業外費用 34,279 36,447

経常損失 △ 8,871 △ 93,658

特別損失 2,365 143,728

税金等調整前
当期純損失 △ 11,236 △ 237,386

法人税等合計 19,593 9,858

非支配株主に帰属する当期純利益
又は非支配株主に帰属する当期純損失 834 △ 14

親会社株主に帰属する
当期純損失 △ 31,664 △ 247,231

（百万円）連結損益計算書
前期

(2016年4月1日～
2017年3月31日）

当期
(2017年4月1日〜
2018年3月31日）

営業活動による
キャッシュ・フロー 112,004 △ 754

投資活動による
キャッシュ・フロー △ 142,592 △ 53,161

財務活動による
キャッシュ・フロー 55,663 52,864

現金及び現金同等物
に係る換算差額 2,094 △ 329

現金及び
現金同等物の増減額 27,170 △ 1,381

現金及び現金同等物
の期首残高 55,077 82,247

現金及び現金同等物
の当期末残高 82,247 80,866

（百万円）連結キャッシュ・フロー計算書

決算の
ポイント

• 在庫の削減を進めたほか、売掛
金の減少があったことなどか
ら、流動資産は減少。固定資産
は減損損失計上等により減少
し、資産合計は減少。

• 短期借入金の増加はあったもの
の、買掛金、前受金の減少等に
より、流動負債は減少。リース
債務の減少等により、固定負債
が減少。結果、負債合計が減少。

決算の
ポイント

・顧客のOLEDディスプレイ採用
や競争環境激化などの影響によ
り、スマートフォン向けディス
プレイの需要が減少し、通期売
上高は前期比19%減に。売上
高減少に伴う売上総利益の減少
により営業損失を計上。また、
事業構造改善費用1,423億円を
特別損失として計上したこと等
から親会社株主に帰属する当期
純損失を計上。

決算の
ポイント

・営業活動によるキャッシュ・
フローは、税金等調整前当期純
損失2,374億円の減少要因があ
ったものの、減価償却費、事業
構造改善費用、棚卸資産の減少
等の増加要因により、8億円の
支出。

・投資活動によるキャッシュ・
フローは固定資産の取得による
支出等により532億円の支出。

決算ハイライト
Financial Highlights

連結財務諸表等（要旨）
Financial Statements
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■ 外国人
93,554,322 株
15.6％

■ その他国内法人
239,293,400 株
39.8％

■ 証券会社
18,355,110 株
3.0％

■ 国内金融機関
43,926,500 株
7.3％

■ 個人・その他
206,282,568 株
34.3％

トピックス
Topics

会社概要／株式の状況（2018年3月31日現在）
Corporate Profile,  Stock Information

1
3

2
4

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 1,144億円
従業員数 11,542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
代表取締役社長 月﨑    義幸
取締役（社外） 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（社外） 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（社外） 橋本　  孝久
取締役（社外） 中野    伸之 株式会社産業革新機構 執行役員 

Value Enhancement Group 
マネージングディレクター

監査役 川﨑    和雄
監査役 保田    隆雄
監査役（社外） 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（社外） 川嶋    俊昭 川嶋公認会計士事務所 所長

※

役員一覧（2018年6月19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 21,286,331 3.5％

BNY GCM CLIENT ACCOUNT 
JPRD AC ISG(FE-AC) 14,842,688 2.5％

ソニー株式会社 10,700,000 1.8％
CHASE MANHATTAN BANK GTS 
CLIENTS ACCOUNT ESCROW 9,319,372 1.5％

日本トラスティ･サービス
信託銀行株式会社（信託口5） 7,848,700 1.3％

日本トラスティ･サービス
信託銀行株式会社（信託口9） 6,922,300 1.2％

日本マスタートラスト
信託銀行株式会社（信託口） 6,179,200 1.0％

日本トラスティ･サービス
信託銀行株式会社（信託口2） 5,812,200 1.0％

日本トラスティ･サービス
信託銀行株式会社（信託口1） 5,809,300 1.0％

大株主

株主数
■ 個人・その他 72,788名
■ 国内金融機関 20名
■ その他国内法人 820名
■ 外国人 408名
■ 証券会社 34名

株式の所有者別状況

所有株式数と割合

株式数 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 74,070名
単元株式数 100株

※

株式数及び株主数（2018年3月31日現在）

高精細VR専用液晶ディスプレイ
1001ppiを開発
当社が開発したVR専用1001ppi低温ポリシリコンTFT液晶
ディスプレイは、既に開発済みの803ppiの製品を高精細化
しただけでなく、画素の応答速度を改善することで動画ぼ
やけを抑制しています。このディスプレイを用いることで、
ユーザがより現実に近い視覚、体感を得ることができるた
め、VR市場のさらなる拡大が期待できます。

厚生労働大臣から「えるぼし」の認定を取得

当社は、女性の活躍推進が認められた企業に与えられる「え
るぼし」認定を受けました。当社の今後の発展を考えた際に、
社員一人ひとりの個性や能力が十分に発揮できる環境整備
が必要と考えています。その中でも女性ならではの発想力
や柔軟な考えを活かせる職場環境の整備を重要課題と捉え
ており、その能力を発揮できる組織
と職場づくりに積極的に取り組んで
まいります。

電子棚札向け高精細電子ペーパーを開発

3色表示が可能で電子棚札に最適な30cm‒wideの高精細電
子ペーパーを開発しました。E Inkの電子インク技術を採用
し、紙のような反射特性を持ちながら、表示を電気的に書
き替えることができる反射型ディスプレイです。広視野角、
あらゆる環境光下での高い視認性、低消費電力といった特
長を有し、サイズ
の組み合わせも容
易。電子棚札間の
非表示領域を減少
させ、デザイン性
を高めることがで
きます。

透明な静電容量式ガラス指紋センサを開発

当社の持つ静電容量型タッチ入力技術を応用し、透明な静
電容量式ガラス指紋センサを開発しました。これにより透明
なガラス上に静電容量式指紋センサを形成することが可能
になりました。今後は大型サイズや小型サイズへのラインア
ップ拡充をはかり、将来的にはフレキシブルで薄いセンサ
を実現することで、指紋センサを要する製品のデザイン自
由度向上が期待できます。

 
 

※第三者割当増資による新株式発行により、2018年4月25日付で発行済株式の総数は
244,753,900株増加し、846,165,800株となっております。

※ 代表取締役会長の東入來信博は、兼職しておりました株式会社JOLEDの代表取締役社長を
2018年6月25日で退任し、同社取締役会長に就任予定です。

*2018年4月25日に払込が完了した第三者割当増資後の
資本金を記載しています。
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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　土・日・祝祭日を除く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

ホームページをリニューアルしました。
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