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イントロダクション
世界とあなたのあいだに
Just between you and the world .

Introduction

　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。

28 人材

29 環境

31 財務データ

33 経営体制

37 会社情報

40 株式情報

19 改革とスピード。
「変化する原動力」に迫る。

20 特集1 自動車の進化とともに、いよいよ
車載用ディスプレイもLTPSの時代へ。

22 特集2 LTPSを進化させ、
より高付加価値で豊かな未来へ。

24 特集3 「歩留り改善」への取組み
強い製造現場が利益を生み出す。

26 特集4 第3の柱の確立に向けて、ディスプレ
イソリューションズ事業部が始動。

特集

ジャパンディスプレイとは
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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。

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、現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
性およ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、現時点に
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。

イントロダクション

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

ナビゲーションボタンユーザーガイド リンクボタン
このアイコンが付いてい
るリンクは新しいウイン
ドウが開きます。
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目次に移動

前ページに移動します 次ページに移動します
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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
JDIのこれから

イントロダクション

中期事業計画の推進

車載拡販・ノンモバイル事業の拡大

フレキシブルOLEDの技術開発

スマートフォン
／タブレット 医療用

車載用 デジカメ用

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

スマートフォン
／タブレット 医療用

車載用 デジカメ用

現在の当社の
ビジネス領域

将来の当社の
ビジネス領域
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2016年3月
売上高 989,115
営業利益 16,710
経常利益 △ 12,934
親会社株主に帰属する当期純利益 △ 31,840
自己資本比率（%） 44.6%
ROE（%） △ 8.3%
EBITDA 93,661

当連結会計年度 （ 百万円 ）

中期事業計画経営目標

CMOS（LTPS/Advanced-LTPS）を技術コアとして付加価値の高いディスプレイ領域へのシフトを目指す

事業ポートフォリオの変革により、ノンモバイル領域を
2018年度に33%、2021年度には50%の事業構造を目指す（生産比率）

当社は、技術力と生産能力の双方を備えた中小型ディスプレイのグローバルリーディングカンパ
ニーとしての地位の確立を目指しております。
中小型ディスプレイ市場という成長市場において、競争優位性を維持し、持続的な成長と収益の最
大化を図るため、当社は以下の事項を最重点施策とし、優先的に取り組んでまいります。

イントロダクション

フレキシブルOLEDでの差異化技術開発、
18年度上半期の量産立ち上げ

安定した収益基盤の確立
2021年度

· 売上 1.5兆円
· 営業利益率 15%
· EBITDA 20%
· ROE 10%以上

2018年度
· 売上 1.2兆円
· 営業利益率 10%
· EBITDA 20%
· ROE 10%以上

を目指す
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連結財務データFinancial
Highlights

主な経営指標 （単位） 2014.3 2015.3 2016.3
売上高 百万円 614,567 769,304 989,115
営業利益 百万円 27,624 5,147 16,710
営業利益率 ％ 4.5 0.7 1.7
経常利益 百万円 19,072 1,864 △ 12,934
親会社株主に帰属する当期純利益 百万円 33,918 △ 12,270 △ 31,840
包括利益 百万円 38,267 △ 1,211 △ 37,478
純資産 百万円 405,144 402,626 365,249
総資産 百万円 758,975 831,622 813,861
営業活動によるキャッシュ・フロー 百万円 39,707 73,320 151,442
投資活動によるキャッシュ・フロー 百万円 △ 122,915 △ 96,346 △ 181,156
財務活動によるキャッシュ・フロー 百万円 151,990 △ 24,971 △ 6,098
現金及び現金同等物の期末残高 百万円 141,390 94,643 55,077
有利子負債 百万円 102,519 83,513 77,325
1 株当たり純資産 円 673.28 666.92 603.83
1 株当たり当期純利益 円 135.09 △ 20.42 △ 52.94

その他の経営指標
自己資本比率 ％ 53.3 48.2 44.6
ROA（総資産当期純利益率） ％ 4.5 △ 1.5 △ 3.9
ROE（株主資本当期純利益率） ％ 16.9 △ 3.0 △ 8.3
EBITDA 百万円 90,279 75,708 93,661

（注）百万円表記は百万円未満切捨て
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親会社株主に帰属する当期純利益
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勝つ喜びを経験し、
勝ち続ける
企業へ。

私たちジャパンディスプレイは、これまでに「経営改革プロジェクト」、「構造改革プロジェクト」を実施し、強靭な企業体質
に向けての改善を続けています。2016年度は反転攻勢の年とし、ディスプレイ市場で勝ち続ける企業を目指します。

会長メッセージManagement
Message

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
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2015年7月、第1フェーズ
「経営改革プロジェクト」を展開

私が代表取締役会長兼CEOに就任し
て1年になります。これまで、中期的な
成長の基盤作りに向けて、企業体質改
善に向けた取り組みを進めてまいりま
したが、確かな手応えを感じています。

2015年7月にスタートした中期を見
据えた改革の第1フェーズ「経営改革プ
ロジェクト」では、損益分岐点引き下
げ、キャッシュフロー健全化、意識改
革の3つの施策を実施しました。

損益分岐点引き下げでは、徹底した
原価低減、固定費削減、ロスコストの
削減を行い、損益分岐点稼働率を89%
から64.5%へ24.5ポイント引き下げま
した。営業利益の改善効果は295億円
となっています。

キャッシュフロー健全化では、生産
リードタイムの短縮、在庫削減、売掛
債権回収の短期化を図りました。

意識改革については、自主経営責任
を持った事業運営の実現に向けて、事

会長メッセージ

中期を見据えた方針

第1
フェーズ

経営改革プロジェクト
●損益分岐点稼働率引き下げ
●キャッシュフロー健全化
●意識改革

第3
フェーズ

事業構造変革プロジェクト（ノンモバイル比率 50%）
車載
新規事業
OLED

：3,000億円を目指した技術提案
：事業化/早期立ち上げ
：OLED技術の進化と事業化の推進

第2
フェーズ

構造改革プロジェクト
●抜本的な固定費削減

継続的改善

15年7月 16年4月 21年

❸事業構造変革による将来の安定収益基盤造り
● 中国市場攻勢
● 顧客への徹底した提案営業
● 車載拡販・ノンモバイル事業拡大（新規事業の種まき・早期事業化）
● フレキシブル OLED の開発加速

0％

生産比率
100％

FY15 実績 FY21 目標FY18 目標

33%15%
50%

■モバイル

■ノンモバイル

ノンモバイル事業比率目標

❶経営改革プロジェクトの踏襲

固定費削減 売上高比25%目指す
製造外固定費の圧縮

変動費削減 KPIの実現・実行
直材費・仕損費・加工費

● 総原価削減プロジェクトの推進（コスト競争力強化）
● 損益分岐点稼働率の引き下げ
● キャッシュフロー経営の徹底（税前利益最大化、在庫削減）

❷構造改革の断行による固定費の一段の削減

後工程工場 拠点再編

前工程工場※

茂原G4.5 稼働停止 a-Si/LTPS（12月）

東浦一部稼働停止（4月）

● 4Q-FY15に139億円の事業構造改革費用を計上
● これにより、向こう3年間で420億円の効果を見込む

※前工程工場の稼働停止と合わせ、再就職支援活動を伴う早期退職支援制度を導入し、組織の年齢
別人員構成の適正化に取り組む。

目次 前へ 頁 次へ
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会長メッセージ

2016年度は反転攻勢の年。
勝つ喜びを経験し、勝ち続けるJDIへ

2015年度、主要製品であるスマートフォン向けの市場では、高精細ディ
スプレイ搭載モデルへの移行需要が顕在化し、当社グループの強みである
高精細LTPS（低温ポリシリコン）ディスプレイのニーズが拡大しました。中
国向けの売上は、第3四半期後半からの競争環境の激化によって受注減少が
生じたものの、通期では前年比で増加しました。また、西欧や米国におけ
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も拡大しました。

その結果、売上高は9,891億円（前期比28.6％増）、営業利益は167億円
（前期比224.7％増）となりました。しかし、年度の後半でドル/円の為替
レートが大きく円高方向に転じたことに加え、過去の超円高時に発生した
長期性債務の一部返済時に生じた為替差損などにより営業外損失が生じ経
常損失129億円（前年同期は経常利益18億円）となりました。また、前述の
ように事業構造改革の費用が特別損失として生じたことなどから、親会社
株主に帰属する当期純損失は318億円（前年同期は親会社株主に帰属する当
期純損失は122億円）となりました。

第4四半期の業績が未達になりましたことは、お詫びを申し上げますと
ともに、深く反省しなくてはなりません。しかし、JDIの社員たちは、肩を
落としながらも、将来に向けた基礎固めに取り組みました。2016年度は、
反転攻勢の年にしていきます。勝つ喜びを経験することで、もう一度同じ
経験をしたいと願うようになり、勝ち続ける企業へと成長することができ
ます。今後のJDIに、ぜひご期待ください。

業本部と機能本部によるマトリクスのマネジメント体制を構築しました。
これにより売上や利益はトップだけが作るものではなく、組織で作ってい
くものであるという意識が浸透し始めています。当社グループの目指す方
向を明らかにするために、経営理念・行動基準の制定も行いました。また、
営業改革としてCRM*を導入し、重要顧客の各層に対して、当社グループ
のトップ、技術者など各層が働きかけることで、戦略的パートナーとして
の信頼関係づくりを進めています。

第2フェーズ「構造改革プロジェクト」では、
抜本的な固定費削減を実現

当社グループは、2012年の創業以来、多くの設備投資を行っています
が、回収が十分にできているとは言えません。そこで「構造改革プロジェク
ト」に取り組むことを決定し、改革実施に伴う特別損失を当会計年度に計上
しました。具体的な施策としては、国内の古い前工程（中小型液晶パネル製
造）ラインの一部廃止、中国における後工程拠点の再編、早期退職支援制度
の導入を決定しました。これにより当社グループは筋肉質の企業体質を手
に入れ、将来の製品開発や新技術への投資を行うための環境が整ったこと
になります。

* Customer Relationship Management：それぞれの顧客に応じたきめ細かい対応を行い、顧客満足度を上げるための取り組み
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ガバナンス体制についてGovernance

代表取締役

取締役のご紹介

取締役
代表取締役会長 兼 CEO
本 間  充 

（昭和22年11月6日生）

昭和45年 三洋電機（株）入社
平成14年 同社執行役員
平成15年 同社執行役員

モバイルエナジーカンパニー社長
平成17年 一般社団法人電池工業会副会長
平成18年 三洋電機(株)取締役専務執行役員
平成19年 一般社団法人電池工業会会長
平成20年 三洋電機(株)取締役副社長 兼 

副社長執行役員
平成22年 同社代表取締役副社長 兼 

副社長執行役員
平成27年 当社代表取締役会長 CEO（現任）

代表取締役社長 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（現任）

社外取締役
谷 山  浩 一 郎 

（昭和44年11月23日生）

平成4年 (株)日本興業銀行
(現(株)みずほ銀行）入行

平成13年 カーライル・ジャパン・エルエル
シー入社 シニアアソシエイト

平成16年 同社ヴァイスプレジデント
平成19年 同社ディレクター
平成21年 (株)産業革新機構入社

マネージングディレクター
平成23年 (株)ジャパンディスプレイ統合準備

会社（旧(株)ジャパンディスプレイ） 
代表取締役

平成24年 当社取締役（現任）
平成24年 (株)産業革新機構 執行役員（現任）
平成26年 (株)JOLED 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（現職）
平成23年 放送大学学園理事長（現職）
平成24年 日本電信電話(株)取締役（現任）

旧(株)ジャパンディスプレイ取締役
平成25年 当社取締役（現任）

社外取締役* 
菅 野  寛 

（昭和33年11月14日生）

昭和58年 (株)日建設計入社
平成3年 ボストン・コンサルティング・グ

ループ入社
同社最終役職
Partner and Managing Director

平成20年 一橋大学大学院 
国際企業戦略研究科 教授

平成24年 一橋大学大学院
国際企業戦略研究科 研究科長

平成24年 旧(株)ジャパンディスプレイ取締役
平成25年 当社取締役（現任）
平成26年 (株)WOWOW 社外取締役（現任）
平成27年 スタンレー電気(株) 社外監査役（現任）
平成28年 三井海洋開発(株)社外取締役（現任）

早稲田大学 大学院 経営管理研究科 
教授（現任）

社外取締役*
澤 部  肇 

（昭和17年1月9日生）

昭和39年 東京電気化学工業(株)(現TDK(株)）
入社

平成3年 同社記録メディア事業本部
欧州事業部長

平成8年 同社取締役記録デバイス事業本部長
平成10年 同社代表取締役社長
平成18年 同社代表取締役会長
平成20年 帝人(株)社外取締役（現任）
平成23年 (株)日本経済新聞社社外監査役（現任）
平成23年 TDK(株)取締役取締役会議長
平成24年 一般社団法人日本能率協会理事（現任）
平成24年 TDK(株)相談役（現任）
平成27年 当社取締役（現任）

（株）荏原製作所 社外取締役（現任）
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監査役

ガバナンス体制について

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）

監査役のご紹介

※当社は * 印の取締役・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。
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ガバナンス体制について

社外取締役インタビュー

私が社外取締役を拝命した2013年4月以来、JDIの経営の透明性も、意
思決定やアクションのスピードも格段に高まってきていると感じています。
JDIの取締役会では、活発な議論が交わされています。ディスプレイ業界は、
技術の進歩が速く、設備投資の額も大きいため、お客様や競合他社の動き
に対して、大胆な意思決定や戦略の見直しをしていかなくてはなりません。
そのため臨時取締役会も多く、いい意味でエキサイティングな業界だと思
います。

社外取締役は、第三者としての意見を述べることが付加価値となるため、
会社には第三者にもわかりやすい説明をしてもらう必要があります。JDIは
事業戦略が明確であり、長期的な展望に関する説明などの要求にも対応が
速いため、建設的な議論を行うことができます。

JDIは、技術面でもコスト面でも、
世界の最先端を走り続けなくてはならない。

経営の透明性が高まり、
意思決定やアクションのスピードも速くなっている

社外取締役　　菅野  寛
JDIの独立役員（一般株主の視点からも取締役会の監督機能を担う社外取締
役）であり、早稲田大学大学院 経営管理研究科 教授でもある菅野寛氏に話
を伺いました。
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JDIは、非常にユニークな立場にある会社だと思います。ディスプレイの分野では、
ディスプレイの生産を行うとともに、それらを使ったスマートフォンなどの完成品を
生産する垂直統合型の企業もある中、JDIは、専業メーカーとして、様々な完成品メー
カーに対して中立・独立の立場で、ディスプレイを提供しています。ディスプレイは
将来が非常に楽しみな部品で、朝起きて画面にタッチすれば、いろいろなものが映し
出される暮らしを実現しようとしているハイテクメーカーも世界中にあります。より
豊かな未来づくりのために、会社の期待に応えることがJDIのミッションであり、その
ためには、技術的にもコスト的にも世界の最先端を走り続けなくてはならないと考え
ています。

JDIは、日本発の技術をベースにした会社ですが、お客様は世界中の企業であり、デ
ィスプレイは世界共通ですから、会社もさらにグローバル化していく必要があると思
います。技術的なコラボレーションのパートナー、生産拠点、人材などに関して、世
界中からベストな選択を行い、多様な価値観を持った人が生き生きと活躍できる企業
になっていってほしいと考えています。JDIは3社が合併して誕生した会社ですから、
異なる文化やバックグラウンドを持った人々が一つのミッションに向かっていく体制
づくりを、すでに体験しています。ここで経験した多様性マネジメントを一歩進め、
外部とのアライアンスなどを進めるとともに、世界中から人材を迎え入れて活躍の場
を提供することで、さらに強靭な体質の会社に進化できると思います。

世界は最先端技術を持ったディスプレイメーカーを必要としている。
その期待に応えることが、JDIのミッション

ガバナンス体制について

社外取締役インタビュー

ディスプレイは世界共通。
グローバル化、人材の多様化でより強い企業へ
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社長メッセージManagement
Message

当社グループは、民生機器であるスマートフォン向けの売上
が80%以上を占めており、季節性の影響を非常に受けやすい事
業構造となっています。安定した収益基盤を確立するには、ス
マートフォン向けビジネスで圧倒的な地位を確保すると同時に、
スマートフォンを含むモバイル分野以外の事業軸を確立してい
く必要があるという判断のもと、「事業構造変革プロジェクト」
を推進しています。すでに第2の事業軸として車載ディスプレイ
事業の強化を行っており、第3の事業軸の確立に向けて、2016 
年4月に「ディスプレイソリューションズ事業部」を設立しまし
た。2021年度には、車載ディスプレイおよび新規事業によるノ
ンモバイル分野の生産比率を50%にまで高める計画です。

モバイル分野で圧倒的な地位を確立するとともに、
ノンモバイル比率を高める

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

ノンモバイル事業を拡大し、
安定した収益基盤を確立します。

JDIは、強みであるLTPS（低温ポリシリコン）の技術を進化さ
せ、より多くのお客様に付加価値の高い提案を行っていきます。
主軸となるスマートフォンなどのモバイルディスプレイに加え、
車載ディスプレイ、新規事業の3本の事業軸で、安定した収益基
盤を確立します。
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社長メッセージ

戦略と施策

第2の事業軸である車載ディスプレイについては、現在の主流であるアモ
ルファスシリコンディスプレイから、当社グループの強みであるLTPSディス
プレイへの置き換えを図っていきます。車載ディスプレイ市場は今後数年2桁
成長が予想されており、今後はナビゲーションだけでなくヘッドアップディ
スプレイの搭載やルームミラー／サイドミラーのディスプレイ化など、1台の
車に搭載されるディスプレイの数も増大していきます。2021年には年間売上
3,000億円の事業体に拡大していく計画です。

第3の事業軸である新規事業では、ノートPC向け高精細ディスプレイ、反
射型ディスプレイ、バーチャルリアリティ市場向けの事業を開拓していきま
す。これらはすべて、高精細、低消費電力、メモリー内蔵といったLTPS の
特性が活きてくる分野です。LTPSディスプレイを導入することで、より高精
細、低消費電力、デザイン性に優れたノートPCを生産することが可能になり
ます。また反射型ディスプレイは、メモリーを内蔵しているため、画像を描
き換えなければ、消費電力ゼロで表示を維持しておくことができます。これ
については、屋外広告用サイネージ向けの提案を行っていきます。バーチャ
ルリアリティの分野でも、より高精細なディスプレイが求められています。

LTPSの技術を活かしたフレキシブルOLED（有機EL）の開発も進めていきま

第2の事業軸「車載ディスプレイ」は、
2021年に年間売上3,000億を目指す

JDIの強み、LTPS技術で
第3の事業軸「新規事業」を拡大

中期 (FY16-FY21) 事業計画ポートフォリオ
■モバイル一本足からの脱却（事業ポートフォリオの変革）
→第2の事業軸としての車載、第3の事業軸として新規事業拡大

低

高

導入 成長 成熟

収
益
性

市場ステージ
*ESL：電子棚札 , *NB: ノート PC, *DSC: デジタルカメラ

反射型
ESL*、サイネージ

新分野へ反射型
Wearable

VR/AR

FY15の事業

医療 車載
（LTPS）

新規分野ミラー・
ピラー

FY21の事業

FY15～FY21変化

DSC*
NB*

4K

スマートフォン
（LTPS-LCD）

車載
（a-Si）

スマートフォン
Hi-Reso(3K)、

XO ディスプレイ、 4K
（フレキシブル OLED）

NB/タブレット
(LTPS) 4K・８K

低消費電力、
Pixel Eyes™
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社長メッセージ

戦略と施策

技術力、コスト競争力、製造力で、
お客様に新たな価値を提案

す。フレキシブルOLEDは、シート状の曲げられるディスプレイで、スマー
トフォンなどのデザインの自由度が格段に高まります。

当社グループの強みは、LTPSの技術力にありますが、より多くのお客様
に魅力を感じていただくには、価格も重要な要素になります。2016年度は、
スマートフォンのお客様に対して、”Hi-Reso Display”の提案を行っていく
予定です。この製品は、高精細でありながら、あらかじめ製造プロセスを

想定した設計を行うことで、低コストを実現しています。
また、お客様は安定供給を求められますから、製造力も重要な要素に

なります。当社グループは、2018年の供給開始を目標に、フレキシブル
OLEDの量産技術の確立に向けた取り組みを進めています。この分野では後
発であることをアドバンテージとし、先行他社の生産性を超える方式を開
発し、量産段階で一気に巻き返しを図っていきます。

当社グループは、「技術力」「コスト競争力」「製造力」で、お客様に新た
な価値を提案することで、安定した収益基盤を確立していきます。2016年
度を、その元年にするという覚悟で取り組みを進めてまいります。

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000
（億円）

2015 20172016 2018 20202019 2021

新規

PC

サイネージ

産業用途

車載

スマートフォン（FHD以上）

各種調査機関を基にJDIにて試算

市場環境分析　　
ターゲット市場の規模予測
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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84.7％を占め
る838,143百万円（前年同期比36.3％増）となりました。欧米地域向け売上
高の大幅増加が売上高全体の増加を牽引しました。中国向けの売上高は、競
争環境激化によるシェア低下及び市況悪化等により第3四半期会計期間から
急減しましたが、通期では前年度比で増加となりました。その他地域向け売
上高は前連結会計年度とほぼ同水準となりました。当連結会計年度は、Full-
HD以上の高精細ディスプレイ及び当社が強みを持つインセルタッチパネル
技術を搭載した「Pixel Eyes™」の出荷増が大きく貢献し、それらの売上高比
率も上昇しました。 当社では、このPixel Eyes™をより進化させ、機能を高
めた第2世代Pixel Eyes™を第4四半期会計期間から本格出荷するなど、ハイ
エンドスマートフォン市場におけるシェアの回復を図っております。

事業概要

モバイル分野

2014.3 2015.3 2016.3
売上高 476,616 615,052 838,143

スマートフォン向け
5型WQHD液晶モジュール

タブレット向け10.1型4K2K液晶モジュール

モバイル分野の主たるアプリケーションであるスマートフォンの市場成長
率は、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、従
来に比べなだらかになるものと見込まれています。一方、スマートフォンに
搭載されるディスプレイは、Full-HD以上への高精細化が続いており、当社
が得意とする高精細LTPSディスプレイの需要は引き続き堅調であるものと

今後の展望
見込んでいます。当社では、技術優位性の強化を図るとともに、更なるコス
ト低減に取り組み、高精細で付加価値の高いハイエンドディスプレイの市場
シェア回復・拡大を目指してまいります。また、フレキシブルOLEDの研究
開発を加速し、市場のニーズに応えてまいります。

（単位：百万円）
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2車載・C&I・その他分野
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・C&I・その他分野の売上高は、売上高全体の15.3
％を占める150,971百万円（前年同期比2.1％減）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ディスプレ
イの販売減少等により、 当分野の売上高は前連結会計年度比で若干の減少と
なりました。当分野においては、車載向けでデザイン自由度の高い異形状や
曲面ディスプレイの開発を行ったほか、新しい事業分野の開拓に向け、超低
消費電力を実現した反射型カラー液晶ディスプレイの標準モジュールの販売
を開始しました。また、当社が開発した17インチクラスで世界初(※1)の8K液
晶ディスプレイが「SID DISPLAY WEEK 2016（※2）」のDisplay of the Year 
Awardを受賞するなど、最先端技術開発における成果がありました。
※1  2015年9月当社調べ
※2  SID : The Society for Information Display
　　 電子ディスプレイ業界最大の学会、Display WeekはSIDが開催する年1回のイベント

事業概要

当社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り、ノンモバイル分野の生産比率を2018年度に33％、
2021年に50%とすることを目指しています。車載ディスプレイは自動車1
台当たりのディスプレイ搭載枚数の増加が牽引し、年率10％強の市場成長
が見込まれています。当社では、今後車載向けにLTPS液晶ディスプレイの出

今後の展望
荷が増加することで、2018年度の車載事業の売上高は約1,500億円と2015
年度から約80％増となる成長を見込んでいます。また、新規事業において
は、サイネージ向けの反射型ディスプレイや2 in 1 PC向け高精細LTPS液晶
ディスプレイ事業の立ち上げ、VR/AR市場への参入等、新たな分野での事業
拡大を目指しています。

車載・C&I・その他分野

2014.3 2015.3 2016.3
売上高 137,951 154,252 150,971

クラスターに使われている量産中の異形状ディスプレイモジュール

（単位：百万円）
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「最も強いものが生き残るのではない。最も知的なものが生
き残るのでもない。最も環境の変化に対応したものが生き残
る」。これは、「種の起源」を著したチャールズ・ダーウィンの
言葉です。

ジャパンディスプレイは、2015年7月以来、「経営改革プ
ロジェクト」、「構造改革プロジェクト」を推進し、企業体質の
強化を図りつつあります。研究開発の現場では、当社の強み
であるLTPS（低温ポリシリコン）を進化させ、Advanced-LTPS
の開発を進めています。生産現場では、コスト競争に勝つた
めの歩留り改善を実現しました。また、スマートフォンを中
心とするモバイルディスプレイ事業に加え、第2の事業軸とし
て車載ディスプレイ事業を展開。さらに2016年4月には、デ
ィスプレイソリューションズ事業部を立ち上げ、第3の事業軸
の育成を開始しました。

この特集記事では、「車載ディスプレイ」、「研究開発」、「歩
留り改善の取り組み」、「ディスプレイソリューションズ事業」
にスポットライトを当て、JDLの「変化する原動力」についてご
紹介します。

特集 改革とスピード。
 変化する原動力 に迫る。
自動車の進化とともに、
いよいよ車載用ディスプレイもLTPSの時代へ。

特 集 1

執行役員　車載ディスプレイ事業本部　
本部長　月崎　義幸

LTPSを進化させ、
より高付加価値で豊かな未来へ。

特 集 2

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　
センター長　瀧本　昭雄

「歩留り改善」への取組み
強い製造現場が利益を生み出す。

特 集 3

常務執行役員　第2生産本部　
本部長　福井　功

第3の柱の確立に向けて、
ディスプレイソリューションズ事業部が始動。

特 集 4

ディスプレイソリューションズ事業部　
事業部長　湯田　克久



特集 1

自動車の進化とともに、
いよいよ車載用ディスプレイも
LTPSの時代へ。
自動車の情報化・電子化に伴い、大きな伸びが期待される車載用ディスプレイ。JDIは、得意とする
LTPS（低温ポリシリコン）によって、高精細化・高付加価値化のニーズに応え、シェア拡大を図って
いきます。

世界における車載用ディスプレイの伸び率は10～12%

世界における自動車市場が年間2〜3%の堅実な伸びを示す中、車載用デ
ィスプレイの市場は年間10〜12%と桁違いの成長を遂げています。これは、
自動車1台1台がインターネットとつながる「コネクテッドカー」や「ADAS

（Advanced Driver Assistant System：先進運転支援システム）」の実現
に向けて、自動車の情報化・電子化が進められているためです。現在の車
載用ディスプレイは、メーターを表示するクラスターやカーナビに限定さ
れていますが、より快適で安全な自動車の実現に向けて、運転に必要な各
種情報を表示する大型CID（Center Information Display）や、ナビゲー
ションや警告表示をフロントガラスに投影する高解像度HUD（Head- Up 
Display）など、1台の自動車に搭載されるディスプレイの種類や数が増え
ていきます。

執行役員　
車載ディスプレイ事業本部　

本部長　月崎　義幸
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高精細化・高付加価値化のニーズに応えるLTPS

「コネクテッドカー」や「ADAS」の実現に向けて、より高い性能が車載用
ディスプレイに求められることも、JDIにとっては大きなチャンスです。当
社が得意とするLTPSは、現在の主流であるa-Si（アモルファスシリコン）デ
ィスプレイと比べ、高精細、高輝度、インセルタッチパネルなどの機能を
付加できることが強みです。インターネットの情報を表示するには、スマー
トフォンやタブレットと同様の高精細表示やタッチパネル機能が求められ
ます。安全な運転の支援に向けて、車外の映像をカメラで捉え、ドライバー
が見やすい位置に設置した高精細ディスプレイに映し出す「電子ミラー化」
も進められています。またLTPSなら、コックピット内のデザインに合わせ
て、ディスプレイを曲げたり、楕円形などの異形にしたりといったニーズ
に応えることができます。さらに、CIDに表示されるカーナビ、オーディオ、
エアコンパネルのレイアウトを、ドライバーの好みに合わせて自由に行う
ことも可能です。

お客様との信頼関係をベースに新たな
ソリューションを提案

JDIの車載用ディスプレイの取り組みは、当社統合以前から始まってお
り、20年以上にわたってビジネスを展開していることになります。自動
車は長期間にわたって使用される製品ですから、車載用ディスプレイメー

カーには製品の信頼性を担保するための技術力や長期の製品供給力が求め
られます。当社は、これまでに培ってきたお客様との信頼関係と、日本の
メーカーであるという強みをベースに、自動車メーカーや、Tier1といわれ
る電装メーカーのお客様に対して、LTPSによるソリューション提案を行っ
てきました。特に近年の自動車業界では、液晶ディスプレイはキーデバイ
スであるという認識が高まっているため、自動車メーカーのお客様に直接
ご提案する機会も増えています。

拡大する市場でシェアを伸ばし、3,000億円の
ビジネスを目指す

現在、JDIからお客様に提案を行っているのは、2019〜2020年モデル
向けのソリューションです。自動車関連のビジネスは、3年先が読めるため、
これまでも安定して事業を拡大してきました。現在、当社が供給している
車載用ディスプレイの多くはa-Siですが、2017年度からは本格的なLTPS
の供給が始まります。また、EV（電気自動車）向け車載用ディスプレイの拡
大も見込まれています。EVメーカーのお客様にとって、EVはソフトウェ
アで制御を行うIT機器という感覚が強いため、ディスプレイは必須という
認識を持たれています。当社は、市場が拡大する中で、LTPSの強みを活か
した提案を強化することで、2021年度には年間売上3,000億円以上を目指
していきます。
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特集 2

 LTPSを進化させ、
より高付加価値で豊かな未来へ。
JDIは、LTPS（低温ポリシリコン）の技術を強みに、液晶ディスプレイに様々な価値を付加してきました。今後も、
LTPSの性能を一段と向上させたAdvanced LTPSをバックプレーンに使用した液晶ディスプレイや、フレキシ
ブルOLEDなど、世の中に先駆けた提案を行っていきます。

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　

センター長　瀧本　昭雄

より高精細、低消費電力へ。液晶ディスプレイの進化を支えるLTPS

当社の強みであるLTPSとは、ディスプレイを制御するバックプレーンの基盤とな
るトランジスタ技術を意味します。液晶ディスプレイは、LTPSが電気信号を制御し、
液晶分子の向きを変えることで映像を表示しています。最新の第６世代*のガラス基
板には、20億個以上ものトランジスタが作り込まれています。

当社はLTPSを進化させることで、液晶ディスプレイに様々な価値を付加してきま
した。

スマートフォンなどのモバイル用液晶ディスプレイでは、美しい画像を表示するた
めの高精細化、バッテリーの持ちを良くする低消費電力化、スムーズな操作性を実現
するインセルタッチ性能の向上を進めてきました。ここで培った技術をもとに、ノー
トPC向けの提案も行っています。

車載用ディスプレイでは、コックピットのデザイン性を高めるディスプレイの曲面
化、低温でも動画がくっきり見える応答速度の高速化に取り組んでいます。
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また、屋外用サイネージ向けなどに、反射型液晶ディスプレイの提案も行
っています。反射型液晶ディスプレイは、CMOS LTPS技術を使った画素内
メモリ（MIP）によって表示画像を保持しておくことができ、反射型なのでバ
ックライトの電力も必要としません。究極の省エネ型ディスプレイとして、
今後も、用途の拡大などに取り組んでまいります。
* 第6世代、1,500mm×1,850mmのガラス基板。

次世代液晶ディスプレイを実現するAdvanced LTPS

2016年度は、LTPSの性能を一段と向上させたAdvanced LTPSを使った
液晶ディスプレイの量産を開始する予定です。お客様は常に、より高精細、
より低消費電力を求められます。Advanced LTPSは、ディスプレイの高精
細化を実現しつつ、基板上に形成するトランジスタの性能を従来のものより
高めることでリーク電流を限りなくゼロに近づけ、さらなる低消費電力化を
可能にしています。第一弾は、モバイル用液晶ディスプレイ、車載用ディス
プレイ向けに提案していく予定です。

LTPSの強みを生かして、フレキシブルOLEDの量産へ

より柔軟なディスプレイのデザインを可能にするために、Advanced 
LTPSをバックプレーンとしたフレキシブルOLEDの開発も進めております。

バックプレーンにAdvanced LTPSを採用することで、現在すでに他社が
生産しているOLEDに比べ、低消費電力を実現するなどの差異化を図りま
す。フロントプレーンのOLEDに関しては、当社は後発メーカーとなるため、
生産性の高い蒸着システムなど、当社独自の生産技術を導入していきます。
フレキシブルOLEDは、2018年の量産化を目指しています。

バックプレーン技術と、フロントプレーン技術で、
ディスプレイの未来を拓く

ディスプレイは、LTPSやa-Siを使った回路基板であるバックプレーンと、
液晶やOLEDなどの表示材料を使ったフロントプレーンで構成されています。

当社は、LTPSバックプレーン技術をコアに、より微細なトランジスタの
開発を進めるとともに、センシングなどの回路内蔵や、高精細表示と省電
力のバランスの向上などAdvanced LTPSの進化に取り組み、高精細、省
電力、ハイリフレッシュレートを追求します。

フロントプレーンについては、これまでの液晶にOLEDを加えることで、
より幅広い付加価値を提案してまいります。当社はこれまでも様々な新
技術を導入し、量産化に成功してきました。現在は、OLEDという新分野
において新たな生産技術の確立に挑戦しており、また、バックプレーンの
LTPSにもさらなる進化をもたらすべく、日々の開発に取り組んでいます。

中長期では、現在のモバイル、車載、ノートPCなどに加え、IoT、医療、
介護といった分野でも貢献できるよう技術開発を進めてまいります。

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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特集 3

 「歩留り改善」への取組み
強い製造現場が利益を生み出す。
JDIの製造の強みは、高精細・高性能なディスプレイを高効率で生産できることにあります。高いパフォーマ
ンスのキーとなるのは、製造現場のモチベーションです。当社が、設立当時から続けている「歩留り改善」の取
り組みについてご紹介します。

歩留り改善は製造業の宿命

JDIでは、2012年の設立当時から、歩留り改善をテーマに取り組みを進めてきました。
歩留り改善は、製造のパフォーマンスを向上させ、不良を低減し、利益を拡大するた
めの重要な活動です。設立当時からの取り組みは一定の成果を上げましたが、踊り場
に差し掛かったため、2015年7月から、再び私が陣頭指揮をとって歩留り改善プロジ
ェクトを推進しています。
　ディスプレイの製造は、前工程と後工程に分けられます。前工程では、ガラス
基板にトランジスタを作り込み、液晶パネルを製造します。G6世代のガラス基板
(1500mm×1850mm)で最先端のパネルを製造する場合、20億個のトランジスタを
作り込む必要があります。製造ラインの構築には莫大な投資を行っているため、液晶
パネルの不良は固定費の負担増につながります。また後工程では、液晶パネルにバッ
クライトやドライバーIC、回路基板などを実装します。不良品を作ることは、液晶パ
ネルだけでなく部品のロスにつながります。前工程は国内、後工程は中国、フィリピ

常務執行役員　
第2生産本部　

本部長　福井　功
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ン、台湾で行っていますが、私たちは、あらゆる工程でロスの最小化に取り
組んでいく必要があります。これは、いわば製造業の宿命なのです。

「人」が生産のパフォーマンスを高める

JDIの工場には、世界最先端の製造設備が導入されています。しかし、現
場のオペレーターたちの腕とメンタリティがなければ、設備のパフォーマン
スを最大限に高めることはできません。そこで私は、現場のモチベーショ
ン向上のために、国内5拠点、外注先を含む海外8拠点の工場を毎月訪問し
ています。例えば、昨日は音もなく作動していた製品搬送設備から今日はガ
タガタ音が聞こえたならば、そこでは設備の部品同士がこすれて発生する細
かいゴミが製品に乗って歩留りに影響を与えていることに気付かねばなりま
せん。また、装置のチャンバー(金属製容器)の掃除が甘くても微小なゴミが

歩留りに悪影響を及ぼします。このように順序立てて原因を解き明かしてい
くことで、現場のオペレーターたちは、自分たちの活動が歩留りや製造パフ
ォーマンスに寄与していることを認識し、それぞれの工程をより良くしてい
こうというメンタリティを持つようになります。前工程を担う国内の工場で
は、現場にある本当の問題は何かという問題発見力や解決手法を養う研修も
実施しています。問題発見力は誰もが持っているものなのですが、楽をしよ
うとして蓋をしていることが多いのです。その蓋を取ってあげることで、自
発的に問題を発見し、改善を進められるようになります。後工程を担う中国
の工場でも、「ものづくりを舐めるな。やったことがそのまま、歩留りや品
質に現れる」という意識を浸透させ、一人ひとりの改善意欲を高めていく活
動が重要です。製造活動は無から有を生むものであり、こんなに尊く、こん
なに面白いものはないということを知った現場は強くなります。

会社全体、そしてサプライチェーン全体が強くなることが重要

歩留り改善活動を継続するには、強い意志が必要ですが、やり続けなくて
はなりません。なぜなら常に新製品が生まれ続けるからです。新製品の製造
には技術的な困難が付きものですが、垂直立ち上げによって新製品の量産歩
留りを初期ロットから高めることができれば、利益にも大きく貢献すること
ができます。そのためには、製品開発や設計の時点で、あらかじめ製造工程
について配慮することが大事であり、JDIでは設計と製造のコンビネーショ
ンの向上に取り組んでいます。また、当社に部品を提供するサプライヤーの
パフォーマンスや品質も、歩留りに大きな影響を与えます。サプライヤーと
ウィン・ウィンの関係を築くことで、強いサプライチェーンを実現し、前工
程はオール・ジャパン、後工程はオール・アジアで戦っていくことも重要だ
と考えています。
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特集 4

第3の柱の確立に向けて、
ディスプレイソリューションズ
事業部が始動。
JDIは、2016年4月1日、新たにディスプレイソリューションズ事業部を立ち上げました。スマート
フォン向けディスプレイ事業、車載ディスプレイ事業に続く、第3の事業の確立に向けてスピード感
のある市場開拓を目指します。

ディスプレイソリューションズ事業部　

事業部長　湯田　克久

LTPSと高い生産性を武器に市場での存在感を高める

ディスプレイソリューションズ事業部は、当社の強みであるLTPS（低温ポリシリコン）
を武器に、シェア拡大が見込める既存市場や、新規市場の開拓を行うことを目的に設立
されました。ノートPC用液晶ディスプレイ、反射型液晶ディスプレイ、VR（仮想現実）/
AR（拡張現実）向けディスプレイを成長ドライバーに、市場での存在感を高めていきます。

LTPS液晶ディスプレイでノートPCの低消費電力化、
デザイン進化に貢献

ノートPCの市場は、年間2億台規模の既存市場です。現在は、a-Si（アモルファスシリ
コン）液晶ディスプレイが主流ですが、JDIはLTPS液晶ディスプレイへの置き換えを狙っ
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ています。ノートPCはキーボードを取りはずす2in1タイプなど、よりポー
タブルで、よりスタイリッシュな製品が増えています。こういった市場の
動向に対して、JDIはLTPSの低消費電力と狭額縁をアピールしていきます。
LTPSの消費電力はa-Siに対して3割〜4割削減することができるため、バッ
テリーを軽量化したり、より長時間の使用が可能になります。またLTPSは狭
額縁化が可能であるため、ノートPCがよりデザイン性の高いものへと進化
することに貢献することができます。

既存市場でLTPSのシェアを拡大していくにはコスト競争力も重要です。
ノートPCのディスプレイは10インチから15インチとサイズが大きいため、
生産効率を高めるには大型マザーガラスで製造することが必要となります。
第6世代(1,500mm×1,850mm)のガラス基板を使用する製造ラインで高い
歩留りを実現している当社は、コスト優位性を持って市場に参入することが
できます。さらに、スマートフォン向けディスプレイで多く採用頂いている
JDI独自のインセルタッチ技術を使ったPixel Eyes™をノートPC向けにも展
開することで、更なる狭額縁化とコスト競争力のアップを実現するにとどま
らず、現在主流のアクティブスタイラスペンよりも安価なパッシブスタイラ
スペンを導入可能にするなど、新たな顧客価値を創造していきます。

反射型液晶ディスプレイで新規市場を開拓

反射型液晶ディスプレイは、バックライトを使わずに外光を表示に利用す
る液晶ディスプレイで、太陽光の下でも美しく鮮明な映像を映し出すことが
できます。また、LTPSで形成したメモリーを画素に内蔵できるため、画面を
描き換えない状態では、ほぼ消費電力ゼロで表示を維持することが可能です。
JDIは現在、1インチ〜32インチまでの豊富な反射型液晶ディスプレイのライ
ンナップを取り揃えており、ウェアラブル・デバイスから屋外用サイネージ
まで幅広い用途へ展開していきます。

ウェアラブル・デバイス向けでは、現在特にスポーツウォッチ用に多くの

ディスプレイを提供しています。スポーツウォッチは小型バッテリーを内蔵
していますが、ディスプレイとGPSが多くの電力を消費するため、省エネ型
ディスプレイのニーズは今後も高まっていくと考えられます。

小型反射ディスプレイの新たな展開先として、LTPSを使ったセンシング技
術を組み合わせ、指紋センサーや静脈センサーを内蔵した社員証やクレジッ
トカードを提供することも視野に入れています。

反射型ディスプレイと太陽電池を組み合わせた屋外用電子サイネージの提
案も行っています。通常の紙媒体の場合、表示を変更する手間が必要ですが、
電子ディスプレイならば手軽に画像を変更できます。ここで高輝度透過型デ
ィスプレイを使った電子サイネージの場合、消費電力が大きいため外部電源
供給が必要で、設置が大がかりなものになります。しかしJDIの反射型ディス
プレイは透過型ディスプレイの1/500程度の消費電力*であり、太陽電池とバ
ッテリーを併用した電源構成で済ませることができます。現在、サイネージ
システムメーカーやコンテンツ配信事業者など様々なお客様と手を組み、新
たなサイネージ市場開拓に取り組んでいます。

LTPS技術でVR/ARの世界をよりリアルに

ヘッドマウントディスプレイを装着して没入感のあるリアルな映像を楽
しむVR市場や、現実の視覚空間上で操作可能な立体映像を重ねることで作
業や教育を効率化するAR市場が拡大の兆しを見せています。現在のVR/AR
向けディスプレイは400〜500ppi(pixel per inch*)レベルであり、レンズ
を通して見ると画素が見えてしまうためリアリティや没入感が十分ではあり
ません。また画像が高速で動くときに発生する「画像ボケ」現象の解消も課題
です。JDIでは、4年前に650ppiと高精細の液晶ディスプレイの開発に成功
しており、現在はこの高精細と画像ボケの無い液晶技術を組み合わせたデ
ィスプレイの提案を行っています。さらに技術を進化させ、画像ボケのない
1,000ppiレベルのディスプレイを量産することを目指していきます。

* 1インチあたりのピクセル数

* 静止画時
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人材　Human Resources

当社ではキャリアに応じた階層別研修やグローバル教育のほか、「技術」「品
質」「知的財産」「営業」「製造」といったカテゴリー別の専門教育を展開してい
ます。特に「技術」や「製造」といった教育は外部では学べない当社独自の内容で、
次世代への技術・技能伝承や全社への横展開には欠かせないものであり、毎
年講座の充実を図っております。

人材育成

当社では「倫理規範」に基づき、人権およ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を防止するため、全社員を対象にし
たe-ラーニング、管理者教育、新入社員導入教育など様々な機会に人権啓発を
行っております。また内部通報およびハラスメント相談については、社内だけ
でなく社外の専門家に委託した窓口を設置して、通報および相談のしやすい
環境を整えています。

また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。

障がい者雇用では鳥取工場、東浦工場において障がい者で組織する「サポー
トチーム」を発足しております。主に社員サービスや環境活動、社会貢献活
動などの社内のサポート業務を担当しており、障がい者の雇用促進や社員の
業務効率向上に取り組んでいます。また社外イベントにも積極的に参加し、
2015年7月に行われた第32回アビリンピック鳥取大会ではビルクリーニング
およびパソコンデータ入力で金賞、オフィスアシスタントで銅賞を受賞する
ことができました。尚、2016年3月期の障がい者雇用率は2.13%と法定雇用
率を上回っています。

人権・多様性の尊重

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。

人材マネジメント

求められる人材像
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人材育成。
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環境　Environmental Activities

環境方針
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およ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、汚染の予防およ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

製品環境管理
当社は、RoHS指令・REACH規則等の製品含有化学物質関連法律及び
お客様の要望に対応するため以下を行っています。

（1）グリーン調達ガイドラインの制定
当社の「グリーン調達ガイドライン｣は､ 製品に関わる各国の法律及びお客様から
の含有化学物質に関する要求を反映させて制定しています。

（2）製品含有化学物質の適合性確認
機種毎の製品開発プロセスで、社内データベースに登録された部品の成分情報を
用いて、グリーン調達ガイドライン及びお客様からの要求への適合確認を、複数
部門で実施しています。

（3）量産部材の定期的な検査
RoHS指令で規定されている有害化学物質は、蛍光X線分析装置を使用し、検査を
行っています。

製品含有化学物質管理システム
製品含有化学物質管理システム(jDesc*)を使用し、サプライチェーン
から調達品の化学物質データを入手・管理し、含有化学物質の管理徹
底に努めています。

*JD Environmental information System for Chemical substance 
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環境　Environmental Activities

生
産
活
動

エネルギー
電力（買電） 国内 1,116,575 MWh

海外 130,226 MWh

電力（太陽光） 国内 121 MWh

海外 0 MWh

都市ガス 国内 16,236 千㎥

海外 310 千㎥

重油 国内 6,127 kL

海外 81 kL

LPG 国内 2,033 t

海外 0 t

LNG 国内 907 t

海外 0 t

軽油 国内 0 kL

海外 1,588 kL

投入（INPUT）

水受け入れ量

国内 13,363 千m3

海外 1,681 千m3

重点管理
化学物質使用量※ 1

国内 16,520 t

海外 327 t

CO2

エネルギー
起源CO2

※2 国内 586 千t-co2

海外 101 千t-co2

温室効果ガス 国内 54 千t-co2

海外 0 千t-co2

排出（OUTPUT）

排水

国内 12,642 千㎥

海外 1,393 千㎥

重点管理
化学物質排出量※ 1

国内 214 t

海外 84 t ※ 4

廃棄物等排出量
廃棄物等合計 国内 28,272 t

海外 6,665 t

産業廃棄物 国内 18,874 t

海外 2,630 t

有価物 国内 9,065 t

海外 2,219 t

一般廃棄物 国内 333 t

海外 1,816 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36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、省エネ法、温対法による。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6物質で 

排出係数はAR4（IPCC（気候変動に関する政府間機関）の第4次評価報告書（2007年）による地球温暖化係数）を使用。    　
*4  国内は当社が定める重点管理化学物質36物質の排出量、海外はVOC排出量のみとします。

環境負荷（当社2015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2015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。

2015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
（2012年度基準)

40% 41.4% ◦
❷ 水受入量の削減 34% 43.3% ◦
❸ 重点管理化学物質*2排出量の削減 53% 59.4% ◦
❹ 廃棄物等*3排出量の削減 15% 19.8% ◦
❺ 環境調和型製品の拡大 環境調和型製品比率*5 90% 96.0% ◦

2016年度

　日本国内の2016年度環境目標を下表に示します。本年度より、基準年を
2013年度に変更しました。また、環境方針の改訂とも対応し、幅広い活動をカ
バーすべく目標を増やし取り組んで参ります。

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)

18.5%
❷ 水受入量の削減 2.4%
❸ 重点管理化学物質*6排出量の削減 27.8%
❹ 廃棄物等排出量の削減 7.5%
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

*1 電力のCO2排出係数は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、省エネ法、温対法
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36物質。 
*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 環境調和型製品比率 = 当年度の環境調和型製品件数 / 当年度の開発製品件数
*6 重点管理化学物質の対象は、2016年度から42物質に見直した。
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前連結会計年度
( 2015年３月31日 )

当連結会計年度
( 2016年３月31日 )

資産の部
流動資産

現金及び預金 94,643 55,077
売掛金 144,087 80,688
未収入金 62,764 57,127
商品及び製品 30,730 54,176
仕掛品 53,863 41,090
原材料及び貯蔵品 28,815 18,861
繰延税金資産 13,587 7,251
その他 8,399 8,731
貸倒引当金 △ 200 △ 182
流動資産合計 436,691 322,822

固定資産
有形固定資産

建物及び構築物 172,732 170,431
減価償却累計額 △ 88,816 △ 91,870
建物及び構築物（純額） 83,916 78,560

機械装置及び運搬具 440,546 408,209
減価償却累計額 △ 298,904 △ 317,753
機械装置及び運搬具（純額） 141,642 90,455

土地 10,899 14,482
リース資産 110,622 133,105

減価償却累計額 △ 41,168 △ 60,041
リース資産（純額） 69,453 73,063

建設仮勘定 29,108 167,642
その他 60,156 55,580

減価償却累計額 △ 46,290 △ 42,999
その他（純額） 13,865 12,580

有形固定資産合計 348,886 436,784
無形固定資産

のれん 20,917 19,000
その他 12,092 10,664
無形固定資産合計 33,010 29,664

投資その他の資産
繰延税金資産 6,383 17,884
その他 8,996 8,898
貸倒引当金 △ 2,345 △ 2,192
投資その他の資産合計 13,034 24,590

固定資産合計 394,930 491,039
資産合計 831,622 813,861

（単位：百万円）連結貸借対照表
前連結会計年度
( 2015年３月31日 )

当連結会計年度
( 2016年３月31日 )

負債の部
流動負債

買掛金 197,103 138,053
1 年内返済予定の長期借入金 8,647 8,543
リース債務 26,928 35,740
未払法人税等 1,515 1,255
賞与引当金 5,923 5,105
前受金 65,272 131,913
未払金 29,720 48,563
その他 13,573 13,496
流動負債合計 348,684 382,671

固定負債
長期借入金 8,870 138
リース債務 39,068 32,904
退職給付に係る負債 31,654 32,058
その他 718 838
固定負債合計 80,311 65,940

負債合計 428,995 448,612

純資産の部
株主資本

資本金 96,857 96,863
資本剰余金 257,044 257,040
利益剰余金 35,220 3,379
自己株式 △ 70 —
株主資本合計 389,051 357,283

その他の包括利益累計額
為替換算調整勘定 19,838 13,126
退職給付に係る調整累計額 △ 7,907 △ 7,260
その他の包括利益累計額合計 11,930 5,865

新株予約権 — 18
非支配株主持分 1,643 2,082
純資産合計 402,626 365,249
負債純資産合計 831,622 813,861

（単位：百万円）

財務データ　Financial Data
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 769,304 989,115
売上原価 713,587 912,275
売上総利益 55,717 76,839
販売費及び一般管理費 50,570 60,129
営業利益 5,147 16,710
営業外収益

受取利息 217 119
為替差益 2,143 —
補助金収入 1,436 5,026
受取賃貸料 531 516
業務受託料 699 723
その他 726 1,187
営業外収益合計 5,755 7,573

営業外費用
支払利息 2,686 2,385
為替差損 — 21,911
減価償却費 292 3,901
固定資産圧縮損 — 3,507
その他 6,059 5,512
営業外費用合計 9,038 37,218

経常利益又は経常損失（△） 1,864 △ 12,934
特別利益

補助金収入 13,475 —
特別利益合計 13,475 —

特別損失
減損損失 — 1,101
貸倒引当金繰入額 2,132 —
固定資産圧縮損 11,926 —
事業構造改善費用 9,548 13,933
特別損失合計 23,607 15,034

税金等調整前当期純損失（△） △ 8,267 △ 27,969
法人税、住民税及び事業税 3,669 5,519
法人税等調整額 △ 441 △ 2,127
法人税等合計 3,228 3,391
当期純損失（△） △ 11,495 △ 31,361
非支配株主に帰属する当期純利益 775 479
親会社株主に帰属する当期純損失（△） △ 12,270 △ 31,840

(                   )自　2014年４月 １日
至　2015年３月31日 (                   )自　2015年４月 １日

至　2016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（△） △ 8,267 △ 27,969
減価償却費 68,637 78,326
のれん償却額 2,217 2,509
貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,955 41
減損損失 — 1,101
補助金収入 △ 13,475 △ 5,026
固定資産圧縮損 11,926 3,507
事業構造改善費用 9,548 13,933
支払利息 2,686 2,385
為替差損益（△は益） △ 12,468 9,272
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △ 116 △ 2,201
売上債権の増減額（△は増加） △ 37,014 56,413
たな卸資産の増減額（△は増加） △ 16,235 △ 11,746
仕入債務の増減額（△は減少） 91,606 △ 56,385
未収入金の増減額（△は増加） △ 39,831 5,354
未払金の増減額（△は減少） 7,070 11,839
未払費用の増減額（△は減少） 5,543 △ 5,680
未収消費税等の増減額（△は増加） 8,589 14,451
前受金の増減額（△は減少） △ 1,546 66,671
その他 △ 962 2,856
小計 79,862 159,655
利息及び配当金の受取額 212 123
利息の支払額 △ 2,689 △ 2,395
法人税等の支払額 △ 4,889 △ 6,682
法人税等の還付額 824 740
営業活動によるキャッシュ・フロー 73,320 151,442

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 △ 108,429 △ 186,353
投資有価証券の取得による支出 △ 2,700 △ 50
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 76 —
補助金の受取額 13,475 5,026
その他 1,230 221
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 96,346 △ 181,156

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） △ 4,757 —
長期借入れによる収入 — 174
長期借入金の返済による支出 △ 9,789 △ 8,993
リース債務の返済による支出 △ 24,969 △ 30,840
セール・アンド・リースバックによる収入 18,871 33,489
株式の発行による収入 — 12
自己株式の処分による収入 225 60
その他 △ 4,552 —
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 24,971 △ 6,098

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,249 △ 3,753
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 46,747 △ 39,565
現金及び現金同等物の期首残高 141,390 94,643
現金及び現金同等物の期末残高 94,643 55,077

(                   )自　2014年４月 １日
至　2015年３月31日 (                   )自　2015年４月 １日

至　2016年３月31日

（単位：百万円）連結キャッシュ・フロー計算書

財務データ　Financial Data
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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会議は代表取締役会長兼CEOを議長とし、執行役員を出席メ
ンバーとして週1回開催されています。当社グループの業務執行
に関する基本的事項及び重要事項について多面的な検討を経て
慎重に決定するための代表取締役会長兼CEOの諮問機関です。

財務委員会は代表取締役が選任した委員4名からなります。原
則として毎月1回開催し、当社及びその子会社の一定の金額の設
備投資、投融資、借入れその他の財務に関する事項の審議及び
決定を行います。

人材開発・報酬委員会は代表取締役が選定した委員4名からな
ります。原則として6ヶ月に1回開催し、当社の上席管理職の選
定、業績の評価、報酬その他の事項の審議及び決定を行います。

監査役会は平成28年7月1日現在において、監査役4名（内、
社外監査役2名）であります。月1回監査役会を開催し、監査に
関する重要な事項を審議します。常勤監査役は経営会議等の重
要会議に出席するなどし、ガバナンスの在り方とその運営状況
を監視し、取締役、執行役員の職務の執行を含む日常的活動の
監査を行っています。また、すべての監査役が取締役会に出席
し、当社の意思決定等を監視し、必要に応じて意見を述べるな
ど、透明かつ公正な経営監視体制の強化を図っています。

経営体制　Management Structure

コーポレート・ガバナンス体制について

当社の取締役会は、平成28年7月1日現在において、取締役6
名（内、社外取締役4名）であります。取締役会は月1回開催され、
必要に応じて臨時取締役会を適宜開催しており、法令で定めら
れた事項、及び経営に関する重要事項の審議決議をするととも
に、取締役、執行役員の業務執行状況を監督しています。

執行役員は取締役会の決議により選任され、担当領域の業務
に関する事項の決定を行うとともに、業務の遂行責任を取締役
会に対して負っています。平成28年7月1日現在において、執行
役員は15名です。

取締役会

当社は、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。

社外取締役の参加する取締役会及び取締役会で選任された執
行役員による業務執行体制の構築により、意思決定の迅速化と
企業活動の透明性を確保するとともに、業務を執行する取締役
及び執行役員の監督機能の強化を図り、継続的な企業価値向上
に取り組んでいます。

当社は株主総会で選任された取締役からなる取締役会と、担
当領域において業務を遂行する執行役員を置いています。代表
取締役会長兼CEOの諮問機関として経営会議を設置しています。

また、監査役会を設置しています。

執行役員

経営会議

財務委員会

人材開発・報酬委員会

監査役会
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経営体制　Management Structure

コーポレート・ガバナンス体制

内部監査部門は、代表取締役（CEO、COO）に内部監査の
結果を報告する他、常勤監査役との定期的な情報共有や社外監
査役を含めたミーティング等により監査の実効性を確保してい
ます。

当社は、健全かつ効率的な組織運営を目指し、統合直後より
内部統制システムの構築を開始し、2012年6月に内部統制の整
備及び運用に係る基本方針（「内部統制システムの基本方針」）を
策定しました。この基本方針に基づき、「業務の有効性・効率性」

「財務報告の信頼性」「事業活動に関わる法令遵守」「資産の保全」
の4つの目的を担保する体制を確立しています。

内部監査室

内部統制システム

株主総会

会計監査人 監査役会

人材開発・報酬委員会

財務委員会

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

選任/解任

取締役会

代表取締役社長
兼　COO

執行役員

選任/解任/監督

設置/変更/廃止

答申

指示

指示/監督

指示/監督

指示/監督

指示/監督

経営会議代表取締役会長
兼　CEO

目次 前へ 頁 次へ

◀◀◀ ◀ 34 ▶



リスクマネジメント／コンプライアンス

当社グループを取り巻く様々なリスクの未然防止及び発生
時の影響の最小化に向けて規制及び体制を整えています。当社
グループの業務活動においての基本姿勢として定めた、当社グ
ループ行動規範の徹底をコンプライアンスの基本とし、グルー
プ社員に浸透を図っています。

中期経営計画、事業計画においては、その中で業務を執行す
る場合のリスクを分析し、対策も合わせて計画に盛り込まれま
す。日常の業務執行においては、執行役員、本部長、事業部長
等が出席し週1回開催される業務執行責任者定例会議において、
グループ全体の業務状況の報告がなされ、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
の実行状況のフォロー等を行っています。

「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・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執行役員の管
掌範囲ごと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、コンプライアンスを管掌する

執行役員である委員長の他、コンプライアンスに係る諸施策を
取り纏める各部門の従業員の中から委員長が選任した委員によ
り構成され、その独立性を確保し、6ヶ月に1度の定期的開催に

リスク管理体制

経営体制　Management Structure

JDI倫理規範
JDI Ethics

当社は、法令遵守はもちろんのこと
企業倫理を遵守した経営を実施して
いくことを目的に、全ての役員及び
従業員が遵守すべき具体的指針とし
て「JDI倫理規範（JDI Ethics）」を制定
しており、携帯できる「ポケット版」
の配布や教育を通して役員及び従業
員のコンプライアンス意識の浸透を
図っています。また、海外のグルー
プ会社については、同規範の英訳
版・中国語訳版も配布し、周知を図
っています。

コンプライアンス

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1年に1度
又は必要に応じて臨時に開催しています。

選任／解任 報告 指示／監督

共有／審議

報告
連携

選任／解任

推薦 選任

情報共有／
依頼

各事業部門・グループ会社

コンプライアンス推進責任者

コンプライアンス推進責任者会議

コンプライアンス管掌執行役員

取締役会 代表取締役

執行役員

委員長：コンプライアンス管掌執行役員
委員　：コンプライアンス関連部門

人事、総務、法務、知財管理、経理、財務、情報システム、
輸出入管理、環境、調達、経営企画

オブザーバ：常勤監査役
コンプライアンス委員会事務局：人事総務部、法務部

コンプライアンス委員会

コンプライアンス体制
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経営体制　Management Structure

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
機動性の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、もって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。

内部通報制度

代表取締役社長

報告

報告

連携

連絡

報告対応指示

連絡 通報

連絡 通報 連絡 通報

連絡 通報

連絡 相談 連絡 相談

コンプライアンス委員長
（= コンプライアンス管掌執行役員） コンプライアンス委員会

上司

通報者（役員、従業員）

社内通報窓口
（コンプライアンス委員会事務局）

社外通報窓口
（法律事務所 弁護士）

内部通報制度

当社の取扱う様々な情報漏洩リスクから回避するため、「情
報セキュリティ基本方針」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
の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。

当社は、ステークホルダーの皆さまとの信頼関係の構築・発
展及び責任ある経営のため、公正性・透明性の高い情報開示を
積極的に行う体制を確立しています。社内各部門及び子会社に
対して東京証券取引所の適時開示基準及び当社のディスクロー
ジャーポリシーを周知し、開示情報となり得る会社情報は確実
に情報開示責任者に報告されるよう、グループ内の連絡体制を
構築しています。情報開示は、適時開示情報を東京証券取引所
の適時開示情報伝達システム（TDnet）で行うほか、その他の情
報はその内容の趣旨を踏まえ、本ホームページへの掲載、公告
の掲載、各種印刷物の発行、記者会見・説明会の開催等、適切
な方法で実施します。

情報セキュリティ体制

情報開示体制
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会社情報　Corporate Profile

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 15,722人 (連結)

会社概要 （2016年3月31日現在）

代表取締役会長 本間　充
代表取締役社長 有賀　修二
社外取締役 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

社外取締役 白井　克彦 早稲田大学 学事顧問　放送大学学園 理事長　日本電信電話株式会社 社外取締役

社外取締役 菅野　寛 早稲田大学大学院 経営管理研究科 教授　株式会社WOWOW 社外取締役　スタンレー電気株式会社 社外監査役　三井海洋開発株式会社 社外取締役

社外取締役 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　株式会社荏原製作所 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 弁護士　ニチアス株式会社 社外取締役

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

役員 （2016年6月21日現在）

執行役員

本間　充 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、営業担当、ディスプレイソリューションズ事業部管掌
福井　功 常務執行役員、第2生産本部 本部長、第1生産本部管掌
永岡　一孝 常務執行役員、アドバンストディスプレイ事業本部 本部長、技術本部管掌
吉田　惠一 チーフフィナンシャルオフィサー 兼 経理財務本部 本部長
池内　弘 チーフストラテジーオフィサー 兼 戦略本部 本部長

（2016年7月1日現在）

小林　信彦 戦略本部　副本部長長
瀧本　昭雄 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 
大島　弘之 シニアフェロー（技術・渉外担当） 
沼沢　禎寛 モバイルディスプレイ事業本部 本部長 
柳瀬　賢 モバイルディスプレイ事業本部 副本部長長 
月崎　義幸 車載ディスプレイ事業本部 本部長 
山本　富章 第1生産本部 本部長 
許　　庭禎 TDI社長 
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国内拠点 本社　　　　営業拠点　　　　生産拠点　　　　開発・設計拠点

本社

茂原工場

海老名オフィス石川サイト
白山工場（予定地）

東浦工場

西日本オフィス

鳥取工場
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

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番地47

白山工場
石川県白山市竹松町
2480

工場別生産ライン

A 茂原工場 第6世代LTPSおよび
第4.5世代a-Si/LTPS※

B 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
白山工場　第6世代LTPS

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

C 東浦工場 第3.5世代LTPS

D 鳥取工場 第4世代a-Si

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

※第4.5世代 a-Si/LTPSラインは2016年12月に閉鎖予定
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海外拠点
本社　　　　営業拠点　　　　生産拠点

Suzhou JDI Devices Inc.
Suzhou JDI Electronics Inc.

JDI China Inc.

Shenzhen JDI Inc.
JDI Hong Kong Limited

JDI Korea Inc.

JDI Taiwan Inc.
Taiwan Display Inc.

Kaohsiung Opto-Electronics Inc.

Nanox Philippines Inc.

JDI Europe GmbH. JDI Display America, Inc.

海外営業拠点

海外生産拠点

JDI Display America, Inc.

1740 Technology Drive, Suite 460, San Jose, CA 95110, 
USA 

JDI Europe GmbH. 

ALTEZZA Barthstr. 4, München 80339, Germany 

JDI China Inc. 

8F, Longement Yes Tower, 369 Kaixuan Rd, Changning 
District, Shanghai, 200051, PRC 

JDI Hong Kong Limited 

6F, North Tower, World Finance Centre, Harbour City, 
Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong 

JDI Taiwan Inc. 

4F, 145 Changchun Road, Zhongshan Dist.,Taipei 104, 
Taiwan 

JDI Korea Inc. 

6F, Taeyoung Bldg., 144 Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, 
04212, Korea 

Taiwan Display Inc. 

7F, No.36, Ruihu St., Neihu Dist., Taipei 114, Taiwan 

Suzhou JDI Devices Inc. 

No.162 Zhongxin Avenue West, Suzhou Industrial Park, 
Suzhou, PRC 

Suzhou JDI Electronics Inc. 

No.168 Jin Feng Road, Suzhou New District, Suzhou, 
215011, PRC 

Shenzhen JDI Inc. 

No.9, East Lanzhu Road, Pingshan New District Shenzhen, 
518118, PRC 

Nanox Philippines Inc. 

IE-5 Clark Premiere Industrial Park, M.A. Roxas Highway, Clark 
Freeport Zone, Clarkfield, Pampanga, Philippines 

Kaohsiung Opto-Electronics Inc.

2, East 13th St. K. E. P. Z. Kaohsiung 806, Taiwan 
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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 69,268名
単元株式数 100株

株式情報　Stock Information

（2016年3月31日現在）

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 67,787 148,296,309 24.7
国内金融機関 31 54,892,100 9.1
その他国内法人 1,008 253,013,013 42.0
外国人 386 131,072,121 21.8
証券会社 56 14,138,357 2.4

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
UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT 40,944,700 6.8
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 12,265,600 2.0
MSCO CUSTOMER SECURITIES 11,675,530 1.9
ソニー株式会社 10,700,000 1.8
株式会社東芝 10,700,000 1.8
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC) 8,693,485 1.4
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 8,540,900 1.4
CHASE MANHATTAN BANK GTS CLIENTS ACCOUNT ESCROW 7,154,273 1.2
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口9） 6,424,500 1.1

所有株式数と割合

証券会社　14,138,357株

2.4%

外国人　131,072,121株

21.8%

その他国内法人　253,013,013株

42.0%

国内金融機関　54,892,100株

9.1%

個人・その他　148,296,309株

24.7%
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株価の推移
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