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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。

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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企業理念 今までにない発想と、限りない技術の追求をもって、
人々が躍動する世界を創造し続ける。

ビジョン 私たちの行動ひとつ一つが、未来をつくっている。
思い描いていることを、見・聞き・触れ・香り・味わえる現実に変え、
世界のあたり前を、はるかに超えた体験をつくりだしていく。

行動指針 1. お客様視点で、真摯に熱意を持って挑み、やりぬく

2. 新しい発想に取り組み、期待を上回る成果を出す

3. 常に変化に対応し、変化を楽しみ、変化を起こす

新たなるディスプレイカンパニーとしての可能性への挑戦に向けて、
新生JDIの企業理念・ビジョン・行動指針を策定し、スタートいたしました。

　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

ル活用して当社の企業理念を実現し、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。

ジャパンディスプレイとは
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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。

高精細、低消費電力、狭額縁等で世界をリードするLTPS技術

イントロダクション

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

JDIのビジネスフィールド

BtoCビジネス

モバイルカンパニー
取扱製品用途

車載インダストリアルカンパニー
取扱製品用途

スマートフォン
／タブレット

医療用
モニタ車載

ディスプレイソリューションズカンパニー
取扱製品用途

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

BtoBビジネス

新たな挑戦

コアビジネス

トライアル ＆
フィードバック

Future Trip Project

BtoCビジネスで
得られた知見を反映
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主な経営指標 2014.3 2015.3 2016.3 2017.3 2018.3
売上高 614,567 769,304 989,115 884,440 717,522
営業利益 27,624 5,147 16,710 18,502 △ 61,749
営業利益率 4.5％ 0.7％ 1.7％ 2.1％ △ 8.6%
経常利益 19,072 1,864 △ 12,934 △ 8,871 △ 93,658
親会社株主に帰属する当期純利益 33,918 △ 12,270 △ 31,840 △ 31,664 △ 247,231
包括利益 38,267 △ 1,211 △ 37,478 △ 36,321 △ 244,547
純資産 405,144 402,626 365,249 327,085 82,046
総資産 758,975 831,622 813,861 915,631 614,692
有利子負債 102,519 83,513 77,325 135,199 188,063
営業活動によるキャッシュ・フロー 39,707 73,320 151,442 112,004 △ 754
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 122,915 △ 96,346 △ 181,156 △ 142,592 △ 53,161
財務活動によるキャッシュ・フロー 151,990 △ 24,971 △ 6,098 55,663 52,864
現金及び現金同等物の期末残高 141,390 94,643 55,077 82,247 80,866
1 株当たり純資産（円） 673.28 666.92 603.83 540.16 133.58
1 株当たり当期純利益（円） 135.09 △ 20.42 △ 52.94 △ 52.65 △ 411.09

その他の経営指標

自己資本比率 53.3％ 48.2％ 44.6％ 35.5％ 13.1%
ROA（総資産当期純利益率） 4.9％ △ 1.5％ △ 3.9％ △ 3.7％ △ 32.3%
ROE（株主資本当期純利益率） 16.9％ △ 3.0％ △ 8.3％ △ 9.2％ △ 122.0%
EBITDA 90,279 75,708 93,661 100,836 19,587

（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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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

717,522
564,112

2018.32014.3 2015.3

615,052

614,567
476,616

153,410

989,115

838,143

2016.3
150,971

884,440

728,641

2017.3
155,798154,252137,951

769,304

売上高：2017年度の売上高は7,175億円となり、前年度と比べ1,669億円の減収と
なりました。これは、モバイル分野における主要顧客が有機EL（OLED）ディスプレ
イを採用したことによる液晶ディスプレイの需要減や、海外競合他社の生産能力拡
大に伴う価格競争の激化などの影響を受けたものです。
営業利益：売上高の減少に加え、白山工場の稼働に伴う固定費の増加、OLED開発
に係る研究開発費の増加等の要因から、営業損失は617億円となり、営業黒字であ
った前年度と比べ803億円の減益となりました。

経常利益：営業外費用として、持分法適用関連会社である株式会社JOLEDに係る
持分法による投資損失142億円、及び減価償却費99億円を計上したこと等により、
経常損失は937億円となり、前年度と比べ848億円の減益となりました。
親会社株主に帰属する当期純利益：2017年度は過剰となっていた固定費の削減を
行うべく、抜本的な構造改革を実施したことにより、1,423億円の事業構造改善費
用を特別損失として計上いたしました。この結果、親会社株主に帰属する当期純損
失は2,472億円となり、前年度と比べ2,156億円の減益となりました。

純資産／総資産：2017年度期末における総資産は6,147億円となり、前年度末と
比べ3,009億円減少いたしました。これは主に、構造改革における固定資産の減損
実施、売上高・生産量の減少に伴う売掛金及び未収入金の減少、在庫圧縮による商
品及び製品、仕掛品の減少等によるものです。純資産は820億円となり、前年度末
と比べ2,450億円減少いたしました。これは主に、親会社株主に帰属する当期純損
失2,472億円を計上したことによるものです。
キャッシュ・フロー：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
2,374億円に対し、減価償却費892億円、事業構造改善費用1,423億円の計上等があり、8
億円の支出となりました。また、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494億円等により、532億円の支出となりました。これらの結果から、2017
年度のフリー・キャッシュ・フローは539億円のマイナスとなりました。
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研究開発費

19,205
23,252

13,90715,748 15,989

自己資本比率：2017年度期末時点における自己資本比率は13.1％となりました。
これは、親会社株主に帰属する当期純損失2,472億円を計上し、純資産額が減少し
たことなどによるものです。
ROA/ROE：2017年度におけるROAは△32.3％、ROEは△122%となりました。
これは、親会社株主に帰属する当期純損失2,472億円を計上したことなどにより、
前年度より悪化したものです。

EBITDA：EBITDAは196億円となり、前年度比で812億円の減少となりました。
これは、営業損失が617億円であったことに対し、営業費用内の減価償却費および
のれん償却費が813億円であったことによるものです。
設備投資額：2017年度は495億円の設備投資を実施しており、その主なものは、
茂原工場におけるOLEDパイロットラインの設置に関する投資です。設備投資額は、
2015年度から2016年度にかけて実施してきた白山工場の設置に係る設備投資が完
了したことに伴い、過年度に比べ低水準となっています。

減価償却費：減価償却費は912億円でした。白山工場の減価償却を開始したことな
どに伴い、過年度に比べ増加いたしました。
研究開発費：研究開発費は192億円となりました。今年度の主な研究開発の成果は、
スマートフォン用FULL ACTIVE™や車載用LTPS液晶ディスプレイ、次世代3Dデ
ィスプレイ（ライトフィールドディスプレイ）、静電容量式ガラス指紋センサの開発
です。
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2017年度は抜本的な構造改革・経営改革
を実施。その成果をもって黒字体質への
転換に取り組んでまいります。
2017年度にスタートした構造改革、経営改革の成果が、2018年度には数字の結果として現れ始めま
した。2018年度下期の黒字化実現に向けて、さらなる体質強化の取り組みを進めていきます。

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

2017年8月に発表した構造改革では、高コスト体質の改善に向けて、過剰な生産キャパシティ
の適正化に取り組みました。従来のJDIは、過去の需要のピークに合わせた生産設備を保有してい
たことから、構造的な高コスト体質となっていましたが、固定費の低減に向け減損処理を行うと共
に、工場稼働率を高めるために国内前工程1ラインの閉鎖を実施しました。加えて、中国の後工程
会社2社の売却やフィリピンの後工程会社におけるラインの集約、有機EL（OLED）試作ラインの統
合などにより、生産設備や研究開発リソースの適正化を図りました。

■ 2017年度の取り組み
構造改革による高コスト体質の改善、
カンパニー制の導入によるスピーディな意思決定を促進。
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CEOメッセージ

構造改革実績

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

17年12月に能美工場での生産を停止、
産業革新機構へ譲渡。

（同工場はJOLEDが取得） 構造改革に係る
特別損失計上額

1Q：        27
2Q：        138
3Q：        147
4Q： 　 １,111

 
通期： 　1,423億円

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

海外後工程製造
子会社の統廃合

・ 中国の後工程製造子会社Shenzhen JDI及び
Suzhou JDI Devices Inc.の株式を譲渡。 
子会社整理損（株式売却損、従業員への経済補
償金等）：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 石川工場の開発リソースの茂原工場への
統合を完了

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

組織のスリム化 生産性向上と人員・ポストの削減

構造改革を計画通りに実施。FY18の営業利益改善効果は約500億円

加えて、スピーディな意思決定の促進に向けて、「モバイルカ
ンパニー」「車載インダストリアルカンパニー」「ディスプレイソ
リューションズカンパニー」の3カンパニー制を導入しました。例
えば、スマートフォンなどのモバイルディスプレイと、車載ディ
スプレイの市場は異なる時間感覚で動いています。モバイルディ
スプレイは、ビジネスは長くても1年サイクルで動き、マーケッ
トも四半期ごとに変化します。車載ディスプレイは、3年後の自
動車のあり方を前提にビジネスが進められるため、マーケット
も安定しています。こういった属性の異なるお客様とともに成長
を図っていけるよう、各カンパニーの社長に大幅な権限移譲を行
い、ビジネスの機会を逃すことのないスピーディな意思決定が行
えるようにしました。

2017年10月には、社員の意識改革も視野に入れ、経営改革が
スタートしました。これは、若手の部長クラスを中心に全社横断
型で改革・改善を進めるというもので、11のCFT（クロス・ファ
ンクショナル・チーム）が数値目標を掲げて取り組みを進めまし
た。私自身も、各工場や研究開発拠点を訪問し、現場を巻き込
みながら活動に取り組んできましたが、多くの数値目標がこの

「CFT2017」において達成できたことで、現場のメンバーにも「JDI
は本当に変われるかもしれない」という意識が芽生えてきたこと
に大きな手応えを感じています。2018年度も「CFT2018」として、

一人ひとりの意識改革に向けた経営改革を推進、
黒字体質の実現に向けて動き始めたJDI。
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JDIは、これまでも技術や品質の高さによって、お客様から高い評価をい
ただいてきました。2017年にスタートした経営改革の手応えを受け、2018
年6月からは新たな企業理念、ビジョン、行動指針のもとにブランド価値の
向上に向けた取り組みを強化しています。私たちは、これからも、抜きん出
た技術、新たな発想、そしてお客様をワクワクさせる提案力によって、お客
様とともに社会に変化を起こしていくことで、6社が統合された企業として
ではなく、1つのJDIとしての新たなブランド価値づくりを進めていきます。

お客様の期待に応えるブランド価値づくり、高い評価を頂いている技術力の
更なる向上に加え、業績の回復を果たすこと等で、サプライヤーとしての信頼を
高め、お客様にとってなくてはならないパート
ナーになることを目指しています。また、株
主・投資家の皆様に対しても、企業として
の責任を果たす第一歩として参ります。私
たちは、JDIの変化をきちんとお伝えし、コ
ミュニケーションを図り、ご理解をいただ
くための努力を続けていきます。株主・
投資家の皆様におかれましては、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。

全社を巻き込んだ改善活動を行っており、目標達成に向けた意識の醸成など、
効果が上がっています。

今後は2018年度の黒字化実現を図るため、社内の気風づくりに向けた取
り組みを強化していきます。

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。私たちは、今後もディスプレイ・デバイス・テクノロジーを
コアに、変化の激しいモバイルディスプレイのビジネス環境の中でお客様の
ニーズにお応えするとともに、車載ディスプレイをはじめとするノンモバイ
ル分野や、センサービジネスなどのディスプレイソリューション分野におい
て付加価値の高いデバイスの提案を行うことで成長を図っていきます。

また、独自のマーケティングやオープンイノベーションに向けた取り組み
も強化していきます。2018年8月1日に開催した「JDI Future Trip」では、当社
のコア技術を活用した様々なアプリケーションをご覧いただき、当社の技術
力を改めて皆様にご確認してもらうと共に、これまでは取引の無かった業界
の方などからフィードバックをいただくことで、技術開発の新たなヒントを
得る機会となりました。

CEOメッセージ

■ 今後のJDIについて
ディスプレイ・デバイス・テクノロジーをコアに、
付加価値の高いデバイスを拡大発展させていく。

■ ステークホルダーの皆様へ
JDIのブランド価値を高めていくと共に、
ステークホルダーへの責任を果たしていきます。

目次 前へ 頁 次へ
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COOメッセージ

株式会社ジャパンディスプレイ
代表取締役社長 兼 COO

モバイル、ノンモバイルを事業の
両輪に、中小型ディスプレイ分野の
リーディングカンパニーを目指します。
2018年6月に代表取締役社長兼COOに就任した月﨑義幸です。私は、株式会社日立ディスプレイズで
設計、お客様対応、事業運営を経験した後、JDIではコンシューマー製品向けディスプレイ、車載ディ
スプレイなどを担当してきました。2017年度の構造改革によって固定費が大幅に削減されたことを受
け、今後は車載を中心としたノンモバイル事業をモバイル事業に続く事業の柱として育成し、モバイル
とノンモバイルの両輪で事業運営を行うことで、黒字体質の定着化を目指していきます。

スマートフォン向けを中心とするモバイルディスプレイは、当社の事業の大きな比率を占めて
いることから、今後もJDIのアドバンテージを訴求できる製品を強化していきます。昨年から今年
にかけては独自の狭額縁ディスプレイFULL ACTIVE™が注目を集めていますが、今後もこういっ
た当社の技術力を活かしたアドバンテージを持った製品を上市することで、マーケットでの優位性
を確かなものにしていきたいと考えています。

■ 事業ポートフォリオについて
モバイルではFULL ACTIVE™など、
アドバンテージを訴求できる製品を強化。

目次 前へ 頁 次へ
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COOメッセージ

車載ディスプレイ、反射型ウェアラブル、サイネージ、VR（バーチャル・
リアリティ）、高付加価値ノートPCなどのノンモバイル分野に対しては、こ
れまでモバイル分野で培ってきた技術を活かせるだけでなく、モバイル分野
のような季節変動が少ないことから、収益の安定性の高い分野として拡大に
注力していきます。

ノンモバイル分野の中心となる自動車産業では100年に一度といわれる大
きな変革の波が来ています。EV化や自動運転などが進展する中で、ディスプ
レイはなくてはならないデバイスであり、自動車1台に対する搭載枚数も増
大しています。この分野においてJDIは、他社に先駆けてアモルファスシリ
コンからLTPS（低温ポリシリコン）ディスプレイへと舵を切ったことで、お
客様に高精細かつデザイン性の高いディスプレイを提供できることがアドバ
ンテージになっています。今後は、モバイル事業で培ったインセルタッチパ
ネル機能を車載ディスプレイに取り入れていくなど、さらに優位性を高めて
いきます。

バッテリーなどの小型化や充電回数の極小化など、ウェアラブルデバイス
における省電力化は重要な要素です。スポーツウォッチに代表される反射型
ウェアラブルディスプレイの分野においては、独自のメモリーインピクセル

（MIP）技術により超低消費電力が可能になることから、JDIは非常に高いマー
ケットシェアを獲得しています。このMIP技術を応用した超低消費電力サイ
ネージは、小型の太陽光発電装置などでも駆動させることができるため、今
後の事業拡大が期待されています。

また、今後の市場拡大が見込まれるVRに関しても多くのお客様から引き

合いをいただいています。
一方、マーケットが確立されていると考えられているノートPCの分野に

おいても、狭額縁ディスプレイFULL ACTIVE™で、JDIのアドバンテージを
活かした提案を行っており、強いニーズを頂戴しております。

今後のIoT社会においては、より高度なセキュリティが求められるように
なり、センサーが重要な役割を担うようになります。JDIは、ディスプレイ
のバックプレーン用に培ってきた薄膜半導体技術を応用することで、透明
な静電容量式ガラス指紋センサを開発しました。今後、本製品を用い、セン
サー分野でのソリューションビジネスを展開していきます。

液晶ディスプレイに対する底堅い需要が続くと考えられる中、OLEDの供
給に向けた取り組みも進めています。モバイル用に適した蒸着OLEDに関し
ては、すでに開発フェーズが完了し、茂原工場に設置済みのパイロットライ
ンを用いた量産技術の開発を行っています。また、車載、医療、産業、eス
ポーツなど中型モニターに適した印刷OLEDに関しては、グループ会社であ
る株式会社JOLEDが手がけていることから、JOLEDとの協業を当社の強み
としていきます。

市場が拡大する車載ディスプレイを中心に、
ノンモバイル分野の拡大を図る。

IoT社会において欠かせない
センサービジネスにも注力。

OLEDディスプレイの生産・供給に向け
体制を構築中

目次 前へ 頁 次へ
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JDIは、2017年度に行った構造改革によって固定費の大幅削減を実現しま
した。一方、収益の拡大に向けて、モバイル分野ではFULL ACTIVE™に旺
盛な需要があり、ノンモバイル分野では車載ディスプレイが自動車市場の伸
び率を超えた拡大を続けています。2018年度は、当社最大の取り組みとし
て、こういった動きを背景に確実な業績回復を図り、黒字化を達成すること
に注力していきます。

JDIは、常にお客様から高い技術と信頼性で評価いただける企業を目指し
ていきます。お客様から高い評価をいただくには、信頼性が高く最先端のス
ペックを持った電子部品や機構部品を、サプライヤーから供給していただく
ことが重要になります。例えば、モバイル分野では、不良率はppm（parts 
per million：100万分のいくらかという割合を示す数値）で議論されますが、
車載ディスプレイの分野においては、自動車に搭載される部品であることか
ら、基本的に不良ゼロ件が求められます。こういった高い信頼性を担保する
には、サプライチェーン全体での取り組みが重要になります。マーケットに
おいて優位性を保っていくために、JDIはこれまでに培ってきたサプライヤー
との信頼関係の下、お客様に満足いただける製品を提供すると共に、優位性
のある技術や製品ラインナップを強みに、収益構造を確保していきます。

社長就任にあたって、私自身の大きなミッションは、お客様やサプライ
ヤーといった取引先をはじめ、社員、株主様、あらゆるステークホルダー
との信頼関係をしっかりと構築していくことであると考えています。その
ためのマイルストーンとして、今年度中の黒字化の達成に加え、黒字を継
続できるビジネスモデルの構築に注力していきます。

私たちは、取引先に対しては信頼される存在であり、また、社員に対し
ては働きがいのある会社、子どもや社会に対して自慢できる会社でありた
いと考えています。また、株主様に対しては、将来、JDIに投資しておいて
よかったと思っていただける会社でありたいと考えています。そのために、
JDIがディスプレイ分野のリーディングカンパ
ニーとして成長することで、社会から求
められる役割をしっかり果たしていける
存在を目指したいと考えています。

■ 2018年度の重点取り組み
確実な業績回復を図り、
2018年度の最終黒字化を目指す。

企業価値の最大化に向けて、
お客様やサプライヤーとの関係を強化。

■ JDIの目指す姿
リーディングカンパニーとして成長することで、
社会の中での役割を果たしていく。

COOメッセージ 目次 前へ 頁 次へ
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特集
JDIの次世代ビジネスを

担うキーマンが語る

「ノンモバイル
事業の拡大に

ついて」
F E A T U R E
J D I ' S  S C E N E S

企業文化の醸成と
新たなマーケティング
常務執行役員
CMO（Chief Marketing Officer）

伊藤 嘉明

特集 1

車載用ディスプレイ
事業の成長に向けて
執行役員
車載インダストリアルカンパニー社長

ホルガー・ゲルケンス

特集 2 チーフマーケティングオフィサーが語る

目次 前へ 頁 次へ
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車載用ディスプレイ事業の成長に向けて
特集  1

2018年4月に車載インダストリアル（Automotive and 
Industrial：AUI）カンパニー社長に就任したHolger Gerkens
です。私は半導体・ディスプレイ業界に30年以上携わり、
2012年4月から2018年3月まではJDIの欧州における販売子
会社であるJDI Europe GmbHの社長を務めました。私がJDI 
Europeの社長を務めた6年間で、JDI Europeは車載用ディス
プレイ市場の拡大をテコに売上高を約3倍に成長させることが
出来ました。2018年4月からは、自動車業界でナンバーワンの
ディスプレイサプライヤーであるJDIのAUIカンパニーの社長
という新たな仕事に挑戦しています。

AUIカンパニーの主力事業である車載用ディスプレイ市場は
有望な成長市場であり、私はカンパニー社長として、着実な事
業の成長を実現すべく取り組んでいます。

執行役員
車載インダストリアルカンパニー社長

Holger Gerkens

ホルガー・ゲルケンス

目次 前へ 頁 次へ
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私がAUIカンパニーの社長として注力している取り組みは3つあります。

1つ目は、生産面での取り組みです。AUIカンパニーでは前工程（液晶セル

の製造工程）と後工程（モジュール組立工程）の各工場で採用された問題解決

策や生産効率改善アイデアの展開による改善を図っているほか、生産能力へ

の対応も進めています。現在、車載向け製品の過半を占めるアモルファスシ

リコン液晶パネルは鳥取工場で製造し、異形状やインセルタッチ機能内蔵を

容易にするLTPS技術を使った液晶パネルは石川工場で製造しています。当

社の車載ディスプレイはお客様から強い需要を頂いていることから、2017

年度には鳥取工場の生産能力を拡充し需要拡大への対応を図りました。今後

は、デザイン性を高めた異形状ディスプレイやサイズの大きな製品の需要が

拡大することが見込まれることから、LTPSで製造した車載用ディスプレイ

の需要が増えることを想定しており、将来的には当社最大のLTPSラインを

持つ茂原工場の活用も検討しています。

また、後工程については、主に中国、台湾で生産を行っています。従来、

後工程は労働集約的で人手に頼る作業が多いのですが、現在この作業の完全

自動化に向けた検証を行っています。工程の自動化により作業の効率化を図

ることが可能となると共に、品質面でも改善を見込めます。これらの取り組

みにより、生産工程全体の強化を図ります。

2つ目は、品質向上への取り組みです。ディスプレイも含めて、車載用部

品は不良を出すことが許されません。そのため、絶え間ない品質向上の取り

組みが不可欠です。当社では以前より品質向上に向けた活動を進めておりま

すが、この活動を更に進化させます。具体的には、前述の自動化により人手

の介在する工程を減らし、不良発生に係るヒューマン・エラーの可能性を減

少させることと、設計・製造・輸送の各工程及び各工場間の連携強化・情報

共有化による改善施策を図っています。特に、品質向上に向けたベストプラ

クティスを共有し、作業の標準化を進めることは、一層の品質力強化を可能

とするものと考えてカンパニー全体での活動強化を図っています。作業の標

準化は、結果として省力化や効率化にも結び付くものと考えています。

3つ目は、製品開発力の強化です。当社は他社に先駆けて車載用LTPS液晶

ディスプレイの量産に取り組んでおり、LTPS液晶ディスプレイの持つ様々

な優位性をいち早く車載用ディスプレイに応用してお客様に提案していま

す。車載用ディスプレイにLTPSを用いることで、カーブや異形状、狭額縁

ディスプレイなど、車内インテリアデザインの重要な要素であるディスプ

レイのデザイン性を高めたことに加え、当社の独自技術を採用したWhite 

Magic™やPixel Eyes™など、付加価値を高めた車載用ディスプレイの開発

を進めています。

White Magic™では、通常RGB（赤緑青）の画素から構成されるディスプレ

イのサブ画素にW（白）を加え、RGBW画素とすることでバックライト光をよ

り有効に利用し消費電力の低減を図る技術が使われています。バックライト

の発光位置を制御するローカルディミングと組み合わせることで、車載用デ

AUIカンパニーの取り組み

車載用ディスプレイ事業の成長に向けて特集  1 目次 前へ 頁 次へ
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ィスプレイに求められる低電力消費と高コントラストを両立させたディスプ

レイを開発し、お客様へ提案しています。

また、当社独自のインセルタッチ技術を用いたPixel Eyes™を車載用ディ

スプレイに活用することにより、ディスプレイのタッチセンサの感度を高め、

グローブをつけたままでのタッチ操作を実現可能とするなど、より利便性の

高い製品の開発を進めています。今後は、Pixel Eyes™の高度なセンシング機

能を進化させることで、ディスプレイに触れることなく操作を可能にするホ

バリングや、車載用指紋認証機能の開発を行っていきたいと考えています。

加えて、グループ会社である株式会社JOLEDとの協業を進めることで、

車載用OLEDディスプレイについてもお客様へ提案できるよう取り組んでま

いります。

車載用ディスプレイ業界において、先進的かつ独自性の高い製品の開発は

競争優位性を保つうえで不可欠な要素です。当社の競争優位性の維持・強化

を図るべく、今後とも製品開発力の強化に向けて注力していきます。

現在、自動車１台あたりに搭載されるディスプレイの枚数は増加傾向にあ

り、搭載品のサイズも大型化してきています。また、車両のインテリアデザ

インのため、曲面や四角形以外の形状のディスプレイを採用するケースが増

えてきています。加えて、お客様からはヘッドアップディスプレイやデジタ

ルミラーの活用、ディスプレイとスイッチ類の一体化等の要望も寄せられて

おり、車載用ディスプレイの活用領域が拡大しています。当社では、高度化

するお客様の要望に対応しながら、より先進的なディスプレイの提案を行っ

ています。

自動車メーカー各社は、将来に向け自動運転車両の開発を進めていますが、

そのコクピットは現在の自動車とは全く異なるものとなることが想定されて

います。例えば、自動運転での移動

中、ドライバーシートは後席の同乗

者と向かい合って話をするため後ろ

を向くようになるかもしれません。

そうなると、ディスプレイやスイッ

チ類のレイアウトは従来と全く違っ

たものとなり、そのデザインも大き

く変わるでしょう。そうした変化に

対応できるよう準備を進め、お客様

のニーズに応え続けられる様にした

いと考えています。　

AUIカンパニーでは、こうした取

り組みにより、今後とも年率10％超

の成長率を実現させていくことを目

指しています。

車載用ディスプレイ事業の成長に向けて

AUIカンパニーの目指す方向について

特集  1 目次 前へ 頁 次へ
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チーフマーケティングオフィサーが語る

企業文化の醸成と新たなマーケティング

2017年10月1日、CMOに就任した伊藤嘉明です。私は、こ
れまでにハイアールアジアグループなど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。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。

すべては「できる、できない」ではなく、「やるか、やらないか」
です。私たちは、「やる」を選択します。

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、新たな事業の柱を模索していきます。

常務執行役員
CMO（Chief Marketing Officer）

伊藤 嘉明

特集  2
目次 前へ 頁 次へ
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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。JDIのミ

ッションは、技術で社会に貢献し利益を出すことです。

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。

●社内へ、社外へ、「顔の見える企業コミュニケーション」。

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。

●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」。

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。

●ノンストップで第二の創業を担う「スピード改革」を推進。

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。

地球温暖化、少子高齢化、労働人口の減少など、私たちの社会は様々な

課題に直面しています。企業には、事業を通じて社会課題の解決に貢献す

ることが求められるようになってきました。JDIがそのような企業になって

いくには、イノベーションが必要です。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

企業文化醸成のための「覚醒プロジェクト」

社会課題の解決に貢献できる企業への変革

チーフマーケティングオフィサーが語る

企業文化の醸成と新たなマーケティング特集  2 目次 前へ 頁 次へ
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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。

そのための取り組みの一つとして、MI&Cから出てきた数多くのアイデア

の中から世の中にインパクトを与えそうなアプリケーションを選択し、お

客様や業界の方々にご紹介するイベントとして、2018年8月に「JDI Future 

Trip」を開催しました。これは、JDIがBtoC市場に参入する試みのようにも受

け取られましたが、実はオープンイノベーションを促進するとともに、社会

課題の解決に貢献できるデバイスづくりにつなげていくための新たなマーケ

ティングの仕組みです。「JDI Future Trip」で新たな側面をお見せしたことに

よって、これまでに取引のなかった業界からの引合いもあり、新たな市場開

拓に向けた連携が生まれ始めています。今後も、これまでのJDIの常識にとら

チーフマーケティングオフィサーが語る

企業文化の醸成と新たなマーケティング特集  2

常務執行役員
CMO（Chief Marketing Officer）

伊藤 嘉明

プロフィール
●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。

われることなく、新たなマーケットへの提案を通じてネットワーク拡大の取

り組みを継続することによって、私たちの母体となっている6つの企業の延

長線上にはない、新たな企業文化を創造していきます。

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、持続的に成長す

る組織体に生まれ変わっていきます。
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JDI Future Trip
〜 First 100 Days 〜

1 2 3 4 5

内蔵カメラで撮影した映像
を数秒遅れで鏡に表示。後
ろ姿のスタイリングなど、
見たくても見えなかったと
ころを簡単にチェックで
き、忙しい朝の時間にゆと
りができます。

遅れ鏡

ミラーのドアが、音声操作
でディスプレイに変化。お
天気情報やスケジュールな
どを表示します。後ろ姿の
スタイリングを確認できる

「遅れ鏡」機能も搭載して
います。

IoTフルハイト・
ドア

3D専用メガネを用いずに
擬似的立体映像を表示でき
るディスプレイを、NHKメ
ディアテクノロジーと共同
開発。アニメキャラクター
などの擬似3D映像も楽し
めます。

ライトフィールド
ディスプレイ

オートバイ用のヘルメット
に小型HUD（ヘッドアップ
ディスプレイ）を搭載。走
行時の視線を維持しながら
速度メーターなどを確認で
き、安全性の向上が期待で
きます。

HUD搭載スマート
ヘルメット

アジア最高峰のスーパー
フォーミュラに参戦する

「DANDELION RACING」と
連携。世界初、透明カラー
ディスプレイをヘルメット
に装着してテスト走行を行
いました。

透明ディスプレイ
のテスト走行

ワクワクするディスプレイの開発に向けて
新たなマーケティングを展開

JDIが2018年4月に設立したマーケティング・イノベーション&コミュニケー
ション戦略統括部（MI&C）は、社内公募のメンバー約30名で構成されるチーム
です。約100日間でコア技術をB to C商品のプロトタイプに落とし込み、8月
1日に開催した「JDI Future Trip 〜First 100 Days〜」で、お客様や業界関係
者、マスコミなどに、JDIの未来への可能性をアピールしました。いただいた
ご意見や手応えをB to B事業にフィードバックすることで、世の中をワクワク
させるディスプレイ・デバイスの開発につなげていきます。
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アプリケーション分野別の概況

1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

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。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。

2017年度事業概要

FULL ACTIVE™

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価格競争が激化しています。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™
への強い需要を頂いていることから、売上高の急増を見込んでおり、急速な業績回復を
想定しています。

今後の展望

（単位：百万円）

FULL ACTIVE™ 利用イメージ

2
476,616

615,052

838,143
728,641

2018.32014.3 2015.3 2016.3 2017.3

564,112

モバイル分野 売上高
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アプリケーション分野別の概況

2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

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、民生機器用ディスプレイは販売が減少し、当分野の売

上高は前期比で同水準となりました。

2017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車載・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。当社では、従来車載用に使われているアモルファスシリコン液晶ディスプ
レイに加え、高精細化や異形状化、曲面加工などによるデザイン性向上が可能となる
LTPS（低温ポリシリコン）液晶ディスプレイの出荷を拡大しています。

また、ノンモバイル分野においては、当社の反射型液晶技術を活かしたウェアラブ
ルデバイス向けディスプレイや狭額縁化技術を用いたハイエンドノートPC用ディスプ
レイに加え、高精細化技術を応用したVR(仮想現実)用ディスプレイなど新たなアプリ
ケーション向けの販売拡大を目指して参ります。

今後の展望

ディスプレイを活用した自動車コクピット

（単位：百万円）

2018.32014.3 2015.3 2016.3 2017.3

153,410150,971 155,798
137,951

154,252

車載・ノンモバイル分野 売上高

車載用LTPSディスプレイの製造を開始した
石川工場
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トピックス
新製品紹介

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4.5ミリ秒から2.2ミリ秒に改善す

ることで動画ぼやけを抑制しています。また、リ

フレッシュレートは、現在主流の90Hzを120Hz

まで高め、レイテンシーの低減に貢献していま

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。

高精細VR専用液晶ディスプレイ
1001ppiを開発

01
電子棚札向け
高精細電子ペーパーを開発

02

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。シリコン製にはないガラスの高い透

明性を活かすとともに、様々なサイズへのライ

ンアップ拡充を図ります。また、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。

透明な静電容量式
ガラス指紋センサを開発

03

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

社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。
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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のグローバル活動を担う人材

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

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。

P25〜27

P28〜29 P30〜31

P32〜36

目次 前へ 頁 次へ

◀◀◀ ◀ 24 ▶

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


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、採用・処遇等
ありとあらゆる場面において、社員一人ひとりの人権及び多様性を尊重し、
社員の健康と安全が守られる働きやすい職場環境の整備に取り組んでおりま
す。国内では社内における差別やあらゆる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。　　　　　

多様な人財の活躍を推進するため、仕事と子育ての両立支援等多様な働き
方の実現を目指した働き方改革に取り組んでおります。

人権・多様性の尊重

人事の取り組みについて
ジャパンディスプレイでは、『ディスプレイの枠を超えた』新しい事業の展開

を目指しています。人々が想像し得る未来を超えて、誰もまだ想像してもいな
い世界描写を追求し、それを実現する技術と製品を安定供給し、豊かな社会の
実現に貢献し続けるため「求める人財像」として5つの要素を掲げ、戦略的かつ
計画的な人財育成に取り組んでいます。

人財開発

「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

＜求める人財像＞
■ 世界で一番だという誇りを持って「モノ・コトづくり」ができる人

■ 想像力と創造力を最大限に発揮し、お客様視点に立って今までにない新しい価値を
創出、提案し続けることができる人

■ グローバルな視野を持って社会、環境の変化を敏感に読み取り、不確実性の高い状況
でも自ら課題を発見し解決に向けてスピーディーに行動ができる人

■ 常に自己研鑽に励み、失敗を恐れることなく、自ら貪欲にチャレンジし続け、目標を
達成するまで粘り強く遣りきることができる人

■ 多様な個性・価値観を持つ人々と信頼関係を築き、周囲と協働しながら、自ら成長
し続けるとともに周囲の成長も促すことができる人

また、人事部門は、経営のビジネスパートナーとして、人財マネジメント基本方針に基づ
いて多様な人財の戦略的活用を目指すとともに、社員の成長は会社の成長であることを常
に意識して人財開発に取り組んでいます。

＜人財マネジメント基本方針＞
■ 新しい企業風土を造る
社内コミュニケーションを加速させることにより、風通しが良く活力溢れる企業風土を醸成し、活
き活きと安心して働ける環境を構築する

■ 人財の活用
個々の多様性を尊重し、多様な人財がその能力を最大限発揮できるよう、フェアでメリハリのある
処遇と評価を行うとともにマネジメント力の強化を行い、組織の成果、生産性向上につなげる
■ 挑戦は力なり
世界的に産業構造変革が激しい中、チャレンジ精神を持って、グローバルな視点で柔軟性のある創
造力と実行力を持つ社員を積極的に育成・採用するとともに、新たなことにチャレンジできる仕組
みの提供と成長意欲の高揚を図る

■ 人財の育成＜経営とともに＞
経営のビジネスパートナーとして、限られたリソースである人財を中長期計画と連動した形で適切
に配置するとともに、部門間異動を積極的に行うことによって、中長期的なキャリア形成と人財
の活性化を行う
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JDIのグローバル活動を担う人材

人材

世界的自動車部品メーカーを通じてディスプレイを世界の自動車に
　私は車載インダストリアル事業部の営業部で、欧州地区の世界的なTier1（自動車メー
カーに直接部品を供給する企業）への顧客対応と海外営業部門の売上管理業務を行ってい
ます。受注済のプロジェクトの管理・調整を行うと共に、新規プロジェクトを受注するた
めに適切な価格などの受注条件をお客様に提示する仕事などをしています。

直接対話で相互理解を徹底
　毎日の業務を行う上では、ドイツ・フランス・中国・台湾・韓国など、多くの国籍の人々
とコミュニケーションする必要があります。メールを使って文字だけでやり取りするよりは、
関係者と直接対話が出来る電話やビデオ電話会議システムを使うようにしています。関係
者間で誤解が生じることのないように、疑問が解けるまで会話を続けることを心がけていま
す。日本と海外では文化面の違いもありますが、日本企業としてのJDIの仕事に対する誠実
さを各国の人にアピールし、信頼を得るよう努力しています。

JDIへの信頼を糧にする
　JDIは車載用ディスプレイにおいては世界一のシェアを持つトップメーカーです。車載
インダストリアル事業部の売上の約7割は海外市場からであり、トップメーカーであるJDI
は世界中の自動車メーカーやTier1、OEMメーカー（製造発注元のブランドで販売される製
品の製造を請け負うメーカー）から高い信頼を得ています。世の中のビジネス環境が日々
変わっている中、お客様がJDIの人・モノ・技術を信頼して安心して採用してくれている
ことが自分自身の自信となり、成長に繋がっています。
　私は、JDIの車載インダストリアル事業が今後とも世界一の地位を継続できるよう、お
客様の声や市場の動きをもっと正確に把握し、これまで以上に新規プロジェクトを受注出
来るように取り組み、会社とお客様に貢献できる社員になりたいと考えています。

車載インダストリアルカンパニー　車載インダストリアル事業部　営業部セールス３課　

中山 ラジブ （Nakayama Rajib）
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人材

JDIの製品を世界の人々に届ける
　私は、より効率的なサプライチェーン実現に向けた物流
インフラ、物流スキームの確立を推進しています。私にと
って物流業務の醍醐味は、顧客のニーズが多様であり、各
地域の顧客ニーズ毎に適用する知識が異なり、国により貿
易制度が違い、そうした違いに応じて適切な物流業者を選
定しないといけない点です。この変化を楽しみながら、より効率的な物流ルートでJDIの
製品を世界中の顧客に届けることがやりがいにつながっています。

多様性を受け入れて価値を創出する
　グローバルビジネスにおいて、成果を創出するためには、専門知識・異文化コミュニ
ケーション・語学力は不可欠です。自分の価値観に固執せず、偏見を持たず、人々の国籍
が違っても、同じ人間として尊敬し、自分が持っている専門知識で相手とコミュニケーシ
ョンをよく取ることで成果を生み出せると実感しています。

架け橋として行動する
　物流業務を行う上では、海外拠点のメンバーや海外運送業者とのやり取りを多く行いま
す。JDIでこの業務を始めた当初は、理論上で正しいことに拘って一生懸命に相手へ説明し
ましたが、なかなか理解して貰えずに業務を進められないことが多々あり、価値観と文化の
相違を実感しました。そこで、現地の事情をよく聞き、当方の意図も丁寧に説明したうえで
相互に理解し合い、最適な案を探すことで新たな物流ルートを開拓でき、最大限のパフォー
マンスを発揮することができました。私は、これからもJDIと業者さんや海外拠点との架け
橋として優れたサプライチェーンを実現する役割を果たしていきたいと考えています。

変化に俊敏に対応できるサプライチェーンを築く
　ディスプレイ市場は変化が激しく、非常に競争の激しい市場ですから、ハイスピードで
対応しないと勝てません。そこで、物流の対応についてもスピードアップして競争力を強
化していきたいと考えています。物流市場の変化に俊敏に対応し、安全かつ効率的なサプ
ライチェーンを通して顧客へ製品を届けられるように努めていきます。

生産統括部　物流企画部　

趙 冬桜 （Zhao Dongying）

欧州赴任で更なる車載市場での成長を目指す
　JDIの欧州車載ビジネスの売上げは、2012年度から
2017年度にかけて約3倍伸びました。私は日本での海外
車載顧客の担当経験を経て、更なる欧州車載ビジネスの成
長促進のために、ドイツにある欧州販売子会社であるJDI 
Europe GmbHへ営業担当として赴任しています。欧州顧
客への営業及び欧州車載全体の売上の管理を行う他、これまで以上に素早い顧客提案・
早期課題解決をすることを心掛け、欧州と日本・他海外拠点との間の調整業務にも積極
的に携わっています。

異なる価値観の中で広がった視野
　JDI Europeには、ドイツ人を始めとして欧州諸国の様々な国籍のメンバーがいます。
彼らとの間では、日本での常識というフィルターを通さずにコミュニケーションを図る
ことが必要と感じています。従来の常識に捕らわれずに視野を広げることで、彼らの発
言や行動の背景まで理解することに繋がり、スピーディーに仕事を進められるようにな
りました。
　また、欧州では女性マネージャーや女性社員も多く活躍しています。女性ならではの
アプローチ方法で課題を解決していく姿に触れたり、お互いに切磋琢磨することで、自
分自身の成長にも繋がっていると感じています。

次世代のトレンドを作る
　自動車へのディスプレイ搭載が進む中で、顧客も私達も新たな付加価値を探るステージ
にあります。私は、顧客との密な対話と提案を繰り返し行いながら、次の車載ディスプレ
イのトレンド作りに貢献し、より一層グローバルに活躍できる人材になりたいと思います。
　また、私が職場や家族の理解を得ながら、結婚後に単身で海外での仕事にチャレンジ
できたように、今後、女性も新しい仕事にチャレンジしやすくなるような環境作りのお
手伝いができればと思います。

JDI Europe GmbH Sales Key Account Manager　

大井 香奈 （Oi Kana）

（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、環境保全を図ります。

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。

基本方針

重点テーマ

ジャパンディスプレイグループは、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

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2017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。

2017年度

取り組み項目 指標 目標値*6 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)

−29.1% −14.7% ◦
❷ 水受入量の削減 −35.3% −1.8% ◦
❸ 重点管理化学物質*2排出量の削減 5.1% 15.7% ◦
❹ 廃棄物等*3排出量の削減 5.3% 5.7% ◦
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改定の検討 改定実施 ◦

2018年度
　2018年度の環境目標を下表に示します。❶〜❸については、2017年度実績に対し、生産規模が
大きく変化することによる悪化が見込まれる中、削減施策などを織りこみ見直しました。

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

削減量（メイン）
絶対量（サブ）

削減量 3,545 t‒CO2以上
絶対量 546,007 t‒CO2以下

❷ 水総使用量*1の削減
削減量 288 千t以上
絶対量 24,548 千t以下

❸ 廃棄物等排出量の削減
削減量 2,337 t以上
絶対量 30,129 t以下

❹ 化学物質管理の徹底と削減・代替の推進 化学物質の運用で逸脱がないこと
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改定の検討

*1 水総使用量=水受け入れ量+水再生使用量+水再使用量

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 生産変動を加味した補正後の数値とする。  
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再利用
プラスチックダンボール梱包箱を再利用

地球環境の保全
持続可能な社会

従来 簡素化

従来 改善後

省資源
緩衝材と内装箱を廃止して梱包材簡素化

輸送効率改善
トレイの製品入数を増やして輸送効率改善

お客様当社
生
産
活
動

エネルギー
電力（買電） 国内 1,172,026 MWh

海外 105,560 MWh

電力（太陽光） 国内 122 MWh

海外 0 MWh

都市ガス 国内 14,669 千㎥

海外 207 千㎥

重油 国内 4,451 kL

海外 9 kL

LPG 国内 3,075 t

海外 14 t

LNG 国内 1,350 t

海外 0 t

軽油 国内 0 kL

海外 1,288 kL

投入（INPUT）

水受け入れ量
国内 15,193 千m3

海外 1,164 千m3

重点管理
化学物質※1使用量

国内 18,884 t

海外 156 t

CO2

エネルギー
起源CO2

※2
国内 613 千t‒co2

海外 61 千t‒co2

温室効果ガス 国内 64 千t‒co2

海外 0 千t‒co2

排出（OUTPUT）

排水
国内 13,953 千㎥

海外 1,000 千㎥

重点管理
化学物質※1排出量※4

国内 221 t

海外 17 t

廃棄物等排出量
廃棄物等合計 国内 23,677 t

海外 4,747 t

産業廃棄物 国内 15,930 t

海外 1,106 t

有価物 国内 7,479 t

海外 1,935 t

一般廃棄物 国内 268 t

海外 1,705 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物質で地球温暖化係数は
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2017年度のINPUT・OUTPUT実績）

環境

　事業活動は、エネルギーや資源等を投入し、製品を生産するとともに、CO2や廃棄物等を排出することで
成り立っています。これらの投入・排出項目は、ISO14001で環境側面と位置付けられます。
　その概要を下図（対象範囲は国内全工場、海外製造子会社で2017年度分）に示します。環境改善活動は、
投入量を減らし、排出量を削減することが基本であり、これらの項目を地区ごとに詳細に把握したうえで、
活動に取り組んでいます。

製品に含有する化学物質の管理

　当社は、RoHS指令・REACH規則な
どの法規制及びお客様のご要求をベー
スに、グリーン調達ガイドラインを制
定しています。
　お取引先様のご理解とご協力を頂い
て、製品に関わる調達品の含有化学物
質の管理をしています。
　製品に含有する化学物質を確認して、
製品をお客様にお届けしています。
　当社は、製品に含有する化学物質の
管理を徹底して実施しています。

お客様

法規制

当社
お取引先様

お客様のご要求

RoHS指令

グリーン調達ガイドラインの
制定と公開

REACH規則

製品が、法規制及びお客様の
ご要求に適合することを確認

調達品の含有化学物質を
抜き取り検査で確認

調達品の
含有化学物質情報の共有

調達品の含有化学物質の
管理体制の確立

環境に配慮した製品
　お客様のご理解とご協力で、当社からお客様への製品の配送効率を改善して、地球温暖化防止に取り
組んでいます。
　そして、製品の配送に用いている梱包材は、何度も再利用しています。更に、梱包材を簡素化して、
廃棄物の排出を削減しています。
　当社は、お客様とともに、地球環境の保全を推進して、
持続可能な社会へ貢献しています。
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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事を明
記しています。
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。

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。

社会との関係
● 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）

社会貢献活動

（JDI倫理規範 基本姿勢より）

社会貢献活動2017
2017年度ジャパンディスプレイグループでは、国内・海外各拠点で
下記活動を実施いたしました。

中国　献血の様子茂原工場　献血の様子

社会貢献
主な活動
● 献血（国内・海外各拠点）

福祉貢献
主な活動
● 福祉事業所販売会の開催

● 老人ホーム業務（洗濯・図書館
受付等）の手伝い（中国）

● 養護学校の生徒の職場体験

鳥取工場　６月 福祉事業所販売会実施
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社会貢献活動

地域貢献
主な活動

● 各種緑化・清掃活動
（国内・海外各拠点）

● 地域の消防・救急活動と
の連携・協力

石川工場　５月 
川北クリーンキャンペーン開催

東浦　消防共同演習 台湾　消防演習協力

鳥取工場　４、８月 
鳥取砂丘一斉清掃参加

中国　植樹活動

本社　９月 
救急講習協力
感謝状授与

石川工場　５、６月茂原工場　６月

鳥取工場　11月石川工場　8月白山工場　7月

地域交流
主な活動

● 近隣学校見学受入
（国内・海外各工場）

● 近隣学校職場体験

● 地元開催まつりへの
協賛、参加

● 近隣自治会との交流
（リスクコミュニケーションの
開催等）

● 看護学校実習受入

● 学生の見学受入

東浦工場　６月 
自然学習参加

石川サイト　８月 
川北まつり参加

茂原工場　７月　
茂原七夕まつり装飾コンテスト参加

鳥取工場　８月 
しゃんしゃんまつり参加

社会貢献活動2017

看護学校
実習受入

学生の
見学受入
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1 当社は、当社グループが企業理念の実践を通して持続的な成長と中
長期的な企業価値の向上を図るため、コーポレート・ガバナンスに
関する基本的な考え方とその枠組み並びに取組方針をまとめた「コー
ポレートガバナンス基本方針」を制定しています。

2 当社は、株主をはじめ顧客・従業員・地域社会等の立場を踏まえた
上で、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行う為、以下の基本
的な考え方に沿ってコーポレート・ガバナンスの充実に向けて継続
的な取り組みを行っています。
① 株主の権利・平等性を確保する
② ステークホルダーと適切に協働する
③ 法令に基づく開示情報やそれ以外の企業情報の提供について適切に行い、透明性を確保する
④ 監査役会設置会社として、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、取締役会が重要な業

務執行の決定と業務執行者(業務執行取締役・執行役員)に対する監督機能の実効性を確保する
⑤ 当社グループの持続的な成長と中長期な企業価値の向上に資するよう、株主との間で建設的な

対話を行う

コーポレートガバナンス

基本的な考え方

　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を実施しています。
　また、当社は当社グループのコンプライアンスの推進を図るためにコンプ
ライアンス委員会を設置するとともに、コンプライアンス管掌執行役員を選
任し、当社グループにおけるコンプライアンス体制を整備しています。
　コンプライアンス管掌執行役員は、通報先として社内通報窓口と社外通報
窓口から構成される内部通報制度を設け、法令違反その他コンプライアンス
違反の予防、発見に努めています。

コーポレートガバナンス体制

コーポレート・ガバナンス、内部統制体制図

選任／解任

連携

会
計
監
査
人

監査役会取締役会／取締役

コンプライアンス管掌
執行役員

内部監査部門

各カンパニー、部門、子会社

執行役員

常務会

代表取締役
会長（CEO）、社長（COO）

コンプライアンス
委員会

指名・報酬諮問委員会

株主総会

選任／解任 選任／解任

連携

監査

監査／指導

連携

監査／助言

諮問

答申

方針

指導／啓蒙

連携

選任／解任

選任／解任

指示／監督

指示／監督

上程

答申

選任／解任　／監督

報告

指示
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コーポレートガバナンス

　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おり、現在、取締役会は6名の取締役（任
期1年間）で構成されています。
　取締役の過半数（4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。
　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しています。

取締役会
　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、常務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（カンパニー）や本社機能部門他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。

監査役会

　当社は、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
しています。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、代表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、代表取締役社長の監督下で、担当する領域において、業務を執
行しています。

執行役員

　経営の客観性、透明性を確保するため、取締役会で決議される任意の委員会
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。
　現在、当社は取締役や執行役員の人事・報酬に関する諮問機関として指
名・報酬諮問機関を設置しています。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。

任意の委員会
取締役 社外取締役

取締役会
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コーポレートガバナンス

　当社は、当社グループが持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図る
ため、「コーポレートガバナンス基本方針」を定め、コーポレート・ガバナン
スの充実に向けて継続的な取り組みを行なっておりますが、今般、以下の通
り、2017年度の取締役会全体の実効性について、分析・評価を行いました。
　評価にあたっては、全ての取締役および監査役に対して取締役会事務局が
作成したアンケートと外部弁護士による個別インタビューを実施し、その結
果を参考に取締役会にて審議を行いました。
　その結果、『当社取締役会の実効性は概ね確保されている』と評価されま
した。以下、その概要です。

　　

　一方で、「中期経営計画の策定」において、環境変化に対応した計画見直し
への取組みやリスク分析・評価の点で更に時間をかけた議論の重要性につい
て指摘がありました。
　また、カンパニー制導入に伴う内部統制システムの有効性に関する再検証
や「後継候補者の育成」等の人事・報酬に関する議論の深化の他、取締役会以
外での議論の機会の設定と時間の確保による役員間コミュニケーションの向

取締役会の実効性評価

❶ 当社取締役会は、取締役の過半数を社外取締役、監査役の半数を社外監査役が
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点が高く評価されました。

❷ 社外取締役に対する取締役会審議事項の事前説明の励行等、独立社外取締役の役割を
発揮する為の取組みも良好であると評価され、また、資本政策や利益相反取引に関する
確認・議論と適正な手続き確保についても高く評価されました。

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」の一部改訂（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」の一部改訂
（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)

2018 「取締役会の実効性評価」実施
「経営理念」を刷新し「企業理念」として制定
「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)

取組項目

　取締役および執行役員の選任や報酬の決定プロセスの透明性・客観性を確
保するために、取締役や執行役員の候補者の選定や報酬に関する事項の決定
にあたっては、構成員の半数以上を社外取締役とする指名・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者
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。

取締役・執行役員の選任プロセス
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コーポレートガバナンス

　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、毎年見直しを行っています。

　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

リスク管理体制

上等に関して具体的な取り組み事項の提言も出されました。
　当社は、今回の評価結果を踏まえ、指摘事項の改善、提言事項の具体化
を進めると共に、引き続き取締役会の実効性の更なる向上を図ってまいり
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。報酬の総枠は株主総会で定
められています。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
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およびストックオプションは導入
していません。

取締役・監査役の報酬

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

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、情報通
信、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。
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コーポレートガバナンス

　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。

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を下、IR体制を整備し、株主や機関投資家との
対話の場を設ける等、株主や投資家からの取材に積極的に応じて行ってまい
ります。
　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、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
だけるよう努めてまいります。

情報開示方針

　「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設置しています。

コンプライアンス

　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、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。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。

内部通報制度
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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
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）
平成30年 株式会社JOLED取締役会長（現任）

代表取締役社長 兼 COO
月 﨑  義 幸 

（昭和34年11月３日生）

昭和59年 株式会社日立製作所入社
平成 7年 同社電子デバイス事業部液晶設計部主任技師
平成18年 株式会社日立ディスプレイズ 

FPD設計本部第二設計部部長
平成21年 同社FPD設計本部本部長
平成24年 旧株式会社ジャパンディスプレイ 

車載･C&I事業本部 C&I BU ビジネスユニットマネージャー
平成26年 当社執行役員CBO 兼 第5BU ユニットマネージャー
平成27年 当社執行役員品質保証本部ディビジョンマネージャー

当社執行役員車載ディスプレイ事業本部本部長
平成29年 当社執行役員車載インダストリアルカンパニー社長
平成30年 当社副社長執行役員
平成30年 当社代表取締役社長 兼 COO（現任）

社外取締役
中 野  伸 之 

（昭和34年１月13日生）

昭和58年 伊藤忠商事株式会社入社
平成14年 同社航空宇宙部部長代行
平成17年 ROHM Semiconductor U.S.A LLC 

代表取締役社長
平成25年 サンデン株式会社

（現サンデンホールディングス株式会社）入社
グローバル経営企画管理担当

平成26年 株式会社産業革新機構入社
執行役員Value Enhancement Group マネージングディレクター（現任）

平成27年 ルネサスエレクトロニクス株式会社 社外取締役
平成30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
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 同社社外取締役（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（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 常石造船株式会社社外監査役（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 ニチアス株式会社社外監査役
平成24年 旧株式会社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 ニチアス株式会社社外取締役（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
株式会社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式会社社外監査役
平成24年 旧株式会社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

監査役 
川 﨑  和 雄 

（昭和28年3月1日生）

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

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式会社 監査役
平成24年 旧株式会社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
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式会社入社

平成 2年 ソニー株式会社入社
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式会社取締役企画管理部長
平成17年 ソニー株式会社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式会社取締役
平成21年 同社取締役企画管理部門長
平成24年 旧株式会社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）

※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。
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執行役員

会長執行役員

チーフ・
エグゼクティブ・オフィサー 

東入來  信博 

社長執行役員

チーフ・
オペレーティング・オフィサー 

月﨑  義幸

コーポレート 常務執行役員

CEO補佐・特命担当
（構造改革・戦略的ビジネスアライアンス担当）

福井  功

チーフ・
テクノロジー・オフィサー 

永岡  一孝

チーフ・
フィナンシャル・オフィサー 

大島  隆宣

チーフ・
マーケティング・オフィサー

伊藤  嘉明

コーポレート 執行役員

生産統括部長

沼沢  禎寛

JOLED出向
（JOLED常務執行役員）

山本  富章

カンパニー 執行役員

モバイルカンパニー
社長

岩井  義夫

車載インダストリアルカンパニー
社長

Holger Gerkens

ディスプレイソリューションズカンパニー
社長

湯田  克久
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前連結会計年度
( 2017年３月31日 )

当連結会計年度
( 2018年３月31日 )

資産の部
流動資産

現金及び預金 82,247 80,866
売掛金 128,636 82,863
未収入金 91,999 42,766
商品及び製品 32,318 17,427
仕掛品 51,764 27,381
原材料及び貯蔵品 16,815 13,358
繰延税金資産 7,757 255
その他 6,804 6,283
貸倒引当金 △ 182 △ 167
流動資産合計 418,159 271,035

固定資産
有形固定資産

建物及び構築物 229,185 224,396
減価償却累計額 △ 85,504 △ 91,898
建物及び構築物（純額） 143,681 132,498

機械装置及び運搬具 566,766 541,270
減価償却累計額 △ 381,711 △ 430,057
機械装置及び運搬具（純額） 185,054 111,212

土地 14,392 14,238
リース資産 74,352 24,150

減価償却累計額 △ 37,396 △ 16,504
リース資産（純額） 36,955 7,645

建設仮勘定 54,781 28,940
その他 58,702 48,845

減価償却累計額 △ 45,983 △ 41,580
その他（純額） 12,718 7,265

有形固定資産合計 447,584 301,801
無形固定資産

のれん 15,903 13,832
その他 8,680 5,148
無形固定資産合計 24,584 18,981

投資その他の資産
投資有価証券 19,915 12,253
退職給付に係る資産 47 —
繰延税金資産 911 527
その他 6,646 13,571
貸倒引当金 △ 2,218 △ 3,478
投資その他の資産合計 25,302 22,873

固定資産合計 497,471 343,656
資産合計 915,631 614,692

（単位：百万円）連結貸借対照表
前連結会計年度
( 2017年３月31日 )

当連結会計年度
( 2018年３月31日 )

負債の部
流動負債

買掛金 201,016 117,830

短期借入金 25,700 99,082

リース債務 20,519 13,980

未払法人税等 2,653 943

賞与引当金 5,521 4,596

前受金 179,397 128,288

その他 34,732 59,461

流動負債合計 469,540 424,183

固定負債

新株予約権付社債 45,000 45,000

長期借入金 30,000 30,000

リース債務 13,980 0

退職給付に係る負債 27,408 24,063

その他 2,616 9,398

固定負債合計 119,005 108,462

負債合計 588,546 532,646

純資産の部
株主資本

資本金 96,863 96,863

資本剰余金 256,386 213,648

利益剰余金 △ 28,788 △ 233,281

株主資本合計 324,461 77,229

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 9,368 10,838

退職給付に係る調整累計額 △ 8,927 △ 7,731

その他の包括利益累計額合計 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

（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 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

受取利息 85 124

補助金収入 2,526 1,426

受取賃貸料 560 500

業務受託料 1,118 1,695

その他 2,613 790

営業外収益合計 6,905 4,538

営業外費用

支払利息 2,761 2,511

持分法による投資損失 2,094 14,162

為替差損 11,211 3,219

減価償却費 7,915 9,903

その他 10,296 6,649

営業外費用合計 34,279 36,447

経常損失（△） △ 8,871 △ 93,658

特別損失

減損損失 744 —

早期割増退職金 1,620 —

事業構造改善費用 — 142,260

貸倒引当金繰入額 — 1,467

特別損失合計 2,365 143,728

税金等調整前当期純損失（△） △ 11,236 △ 237,386
法人税、住民税及び事業税 2,755 2,734

法人税等調整額 16,837 7,124

法人税等合計 19,593 9,858

当期純損失（△） △ 30,830 △ 247,245
非支配株主に帰属する当期純利益又は当期純損失（△） 834 △ 14

親会社株主に帰属する当期純損失（△） △ 31,664 △ 247,231

(                   )自　2016年４月 １日
至　2017年３月31日 (                   )自　2017年４月 １日

至　2018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（△） △ 11,236 △ 237,386
減価償却費 87,869 89,169
のれん償却額 2,379 2,070
貸倒引当金の増減額（△は減少） △ 58 1,302
減損損失 744 —
補助金収入 △ 2,526 △ 1,426
固定資産圧縮損 395 669
事業構造改善費用 — 142,260
支払利息 2,761 2,511
為替差損益（△は益） 3,318 3,370
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △ 3,344 △ 2,141
持分法による投資損益（△は益） 2,094 14,162
売上債権の増減額（△は増加） △ 50,292 42,996
たな卸資産の増減額（△は増加） 11,236 42,550
仕入債務の増減額（△は減少） 59,880 △ 82,305
未収入金の増減額（△は増加） △ 34,457 50,690
未払金の増減額（△は減少） △ 7 3,386
未払費用の増減額（△は減少） 560 △ 14,407
未収消費税等の増減額（△は増加） 105 △ 206
前受金の増減額（△は減少） 47,507 △ 51,108
その他 97 △ 749
小計 117,028 5,411
利息及び配当金の受取額 121 125
利息の支払額 △ 2,792 △ 2,500
法人税等の支払額 △ 2,788 △ 3,829
法人税等の還付額 435 38
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
固定資産の取得による支出 △ 133,412 △ 49,494
固定資産の売却による収入 7,139 3,021
投資有価証券の取得による支出 △ 19,750 △ 6,500
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 — △ 1,289
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 2,126 1,026
その他 22 74
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
短期借入金の純増減額（△は減少） 25,081 73,383
長期借入れによる収入 30,000 —
長期借入金の返済による支出 △ 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 △ 35,772 △ 20,519
セール・アンド・リースバックによる収入 1,503 —
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 —
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（△は減少） 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期末残高 82,247 80,866

(                   )自　2016年４月 １日
至　2017年３月31日 (                   )自　2017年４月 １日

至　2018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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東浦工場

鳥取工場

生産拠点

石川工場

白山工場

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
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R&Dセンター
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

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 Electronics Inc. Suzhou, 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 Electronics Inc.

JDI China 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.

概要
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　※2018年6月末現在

従業員数 11,542人(連結、2018年3月末現在)

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

会社情報

茂原工場
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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 74,070名

単元株式数 100株
※第三者割当増資による新株式発行により、2018年4月25日付で発行済み株式の総数は244,753,900株増加し、

846,165,800株となっております。

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 72,788 206,282,568 34.3
国内金融機関 20 43,926,500 7.3
その他国内法人 820 239,293,400 39.8
外国人 408 93,554,322 15.6
証券会社 34 18,355,110 3.0

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 21,286,331 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

所有株式数と割合

証券会社　18,355,110株

3.0%

外国人　93,554,322株

15.6%

その他国内法人　239,293,400株

39.8%
国内金融機関　43,926,500株

7.3%

個人・その他　206,282,568株

34.3%

300

0

150

800,000

600,000

400,000

200,000

0
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売買高（千株） 株価（円）

株価の推移

株式情報
（2018年3月31日現在）

目次 前へ 頁 次へ

◀◀◀ ◀ 43 ▶




	ボタン14: 
	Page 2: 
	Page 41: 
	Page 62: 
	Page 83: 
	Page 104: 
	Page 125: 
	Page 146: 
	Page 167: 
	Page 188: 
	Page 209: 
	Page 2210: 
	Page 2411: 
	Page 2612: 
	Page 2813: 
	Page 3014: 
	Page 3215: 
	Page 3416: 
	Page 3617: 
	Page 3818: 
	Page 4019: 
	Page 4220: 
	Page 4421: 

	ボタン15: 
	Page 2: 
	Page 41: 
	Page 62: 
	Page 83: 
	Page 104: 
	Page 125: 
	Page 146: 
	Page 167: 
	Page 188: 
	Page 209: 
	Page 2210: 
	Page 2411: 
	Page 2612: 
	Page 2813: 
	Page 3014: 
	Page 3215: 
	Page 3416: 
	Page 3617: 
	Page 3818: 
	Page 4019: 
	Page 4220: 
	Page 4421: 

	ボタン11: 
	Page 3: 
	Page 51: 
	Page 72: 
	Page 93: 
	Page 114: 
	Page 135: 
	Page 156: 
	Page 177: 
	Page 198: 
	Page 219: 
	Page 2310: 
	Page 2511: 
	Page 2712: 
	Page 2913: 
	Page 3114: 
	Page 3315: 
	Page 3516: 
	Page 3717: 
	Page 3918: 
	Page 4119: 
	Page 4320: 

	ボタン12: 
	Page 3: 
	Page 51: 
	Page 72: 
	Page 93: 
	Page 114: 
	Page 135: 
	Page 156: 
	Page 177: 
	Page 198: 
	Page 219: 
	Page 2310: 
	Page 2511: 
	Page 2712: 
	Page 2913: 
	Page 3114: 
	Page 3315: 
	Page 3516: 
	Page 3717: 
	Page 3918: 
	Page 4119: 
	Page 4320: 



