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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。

　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、デジタルカメラやハイ

エンドノートPC用等の民生機器用ディスプレイ、医療用モニター等の産業用ディスプレイなどのノンモバイル分野の、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、課題を解決する高度な技術力、イノベーションを起こし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まいります。

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。

ジャパンディスプレイについて

イントロダクション
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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。

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。

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
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主な経営指標 2015.3 2016.3 2017.3 2018.3 2019.3
売上高 769,304 989,115 884,440 717,522 636,661
売上総利益 55,717 76,839 68,405 △ 2,629 16,305
営業利益 5,147 16,710 18,502 △ 61,749 △ 30,989
営業利益率 0.7％ 1.7％ 2.1％ △ 8.6% △ 4.9%
経常利益 1,864 △ 12,934 △ 8,871 △ 93,658 △ 44,153
親会社株主に帰属する当期純利益 △ 12,270 △ 31,840 △ 31,664 △ 247,231 △ 109,433
包括利益 △ 1,211 △ 37,478 △ 36,321 △ 244,547 △ 110,029
総資産 831,622 813,861 915,631 614,644 545,376
有利子負債 83,513 77,325 135,199 188,063 185,843
純資産 402,626 365,249 327,085 82,046 7,023
営業活動によるキャッシュ・フロー 73,320 151,442 112,004 △ 754 △ 6,142
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 96,346 △ 181,156 △ 142,592 △ 53,161 △ 37,864
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 24,971 △ 6,098 55,663 52,864 31,756
フリー・キャッシュ・フロー △ 23,026 △ 29,714 △ 30,588 △ 53,916 △ 44,007
現金及び現金同等物の期末残高 94,643 55,077 82,247 80,866 68,988
1 株当たり純資産（円） 666.92 603.83 540.16 133.58 5.91
1 株当たり当期純利益（円） △ 20.42 △ 52.94 △ 52.65 △ 411.09 △ 131.84
自己資本比率 48.2％ 44.6％ 35.5％ 13.1% 0.9%
ROA（総資産当期純利益率） △ 1.5％ △ 3.9％ △ 3.7％ △ 32.3% △ 18.9%
ROE（株主資本当期純利益率） △ 3.0％ △ 8.3％ △ 9.2％ △ 122.0% △ 256.5%
EBITDA 75,708 93,661 100,836 19,587 14,078

（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

売上高：2018年度の売上高は、市場の拡大が続く車載分野や、
ウェアラブル機器・ハイエンドノートPC用ディスプレイの売
上高が増加したノンモバイル分野においては増収となったも
のの、売上高の7割強を占めるモバイル分野において、主要販
売先であるスマートフォン市場の成長鈍化やOLEDディスプレ
イメーカーを含む競合他社との競争激化等の影響による減収
が大きく、前年度比11.3%減の6,367億円となりました。

営業利益：2017年度に実施した構造改革の効果により、年
間約500億円の固定費低減が図られたものの、売上高の減少、
価格競争の激化等により利益の改善は限定的に留まり、営業
損失は310億円となりました。

経常利益：営業外費用として、持分法適用会社である株式会
社JOLEDに係る持分法による投資損失89億円や支払利息28億
円の計上等により、経常損失は442億円となりました。

親会社株主に帰属する当期純利益：スマートフォン向け生産
設備（主に白山工場の事業用資産）につき資産の収益性が低下
したため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し752 億円の減
損損失を計上したこと等から、親会社株主に帰属する当期純
損失は1,094億円となりました。
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総資産/純資産：2018年度末における総資産は5,454億円とな
り、前年度末比で693億円減少しました。これは主に、能美工
場に係る資産の譲渡及び白山工場に係る資産の減損損失計上等
によるものです。純資産は、新株式の発行による株主資本の増
加が350億円あったものの、親会社株主に帰属する当期純損失
1,094億円の計上等により、前年度末比750億円減少の70億円
となりました。この結果、自己資本比率は0.9％となりました。

キャッシュ・フロー：営業キャッシュ・フローは減価償却費
439億円及び減損損失752億円の非現金収入があった一方、税
金等調整前当期純損失1,067億円等の計上等により、61億円
の支出超となりました。投資キャッシュ・フローは設備投資
による支出450億円、能美工場の売却による収入191億円等か
ら、379億円の支出超となりました。この結果、2018年度の
フリー・キャッシュ・フローは440億円の支出超となりました。

設備投資額／減価償却費：茂原工場におけるOLED量産試作ラ
イン及び海外の後工程設備への投資を中心に、450億円の設備
投資を実施いたしました。減価償却費（のれん償却額を含む）は、
2017年度に1,038億円の固定資産の減損を実施したこと、及
び茂原工場J1ラインの初期投資の償却の一部が終了したこと
等から、同年度比で453億円減少の459億円となりました。

研究開発費：研究開発費は前年度比41億円減少の151億円で
した。2018年度は、OLEDディスプレイ、低消費電力を実現
する酸化物半導体、静電容量式ガラス指紋センサ等の開発を
行いました。

連結財務データ 目次 前へ 頁 次へ

◀◀◀ ◀ 5 ▶



事業概況（アプリケーション別）

2018年度
売上高構成比

73.3%
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

9.0%
車載分野
カーナビゲーション、インパネ、後部座席モニターなど車載用
機器に使用される液晶モジュール

6,151

8,381
7,286

2019.32015.3 2016.3 2017.3 2018.3

4,669
5,641

（単位：億円）

モバイル分野 
売上高

2019.32015.3 2016.3 2017.3 2018.3

1,6981,534

1,123
575

1,510 1,5581,543

（単位：億円）

車載・ノンモバイル分野 
売上高

ノンモバイル分野
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

1 7.7%
※ 当年度より従来の「車載・ノンモバイル分野」を「車載分野」と「ノンモバイル分野」へ分けて開示しております。
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当分野では、中国経済の減速や、買い替えサイクルの長期化等によるスマートフォン市場の世界的
な成長鈍化に加え、中国の競合メーカーの生産拡大や、スマートフォンへの有機ELディスプレイ搭
載拡大に伴い、競争環境が激化しました。当社では、スマートフォン向けとして、狭額縁液晶ディス
プレイFULL ACTIVE™の出荷が大幅に増加しましたが、その数量は想定規模に大きく届かず、当分
野の通期売上高は前年度比17.2%減の4,669億円となりました。

当分野では価格競争により収益性が低下していることから、2019年6月、当社はモバイル事業の
縮小及び白山工場の一時稼働停止を発表しています。

欧州における排気ガス規制による影響や中国経済の減速等を受け、新車販売台数の伸び悩みが見ら
れたものの、車載用ディスプレイの販売については車両へのディスプレイ搭載枚数の増加やサイズの大
型化を背景に前年度比で4.3%増の1,123億円となりました。

高級車を中心に車内インテリアデザインと一体化させたディスプレイの採用が進む中、当社の曲面
液晶ディスプレイが2018年度に世界で初めて量産車に使用されました。

▶モバイル分野

▶車載分野

事業概況（アプリケーション別）

ノンモバイル分野で最大の売上高を占めるデジタルカメラ向けディスプレイの市場縮小に伴う売上
高減少や、茂原工場V3ライン閉鎖に伴い生産を中止したゲーム機向けディスプレイの売上高減少があ
ったものの、ウェアラブル機器やハイエンドノートPC、VR等、新たなアプリケーション向けディスプ
レイの増加により、当分野の売上高は前年度比25.7%増の575億円となりました。

2018年度は、当社の高精細液晶ディスプレイを搭載した当社初のBtoC製品であるVRヘッドマウン
トディスプレイ「VRM-100」を発売しました。

▶ノンモバイル分野

2018年度売上高の状況 主なアプリケーション
● スマートフォン、タブレット

● 計器クラスター
ヘッドアップ
ディスプレイ（HUD）
センタースタック
ディスプレイ（CSD）
デジタルミラー

● デジタルカメラ
ウェアラブル機器
ハイエンドノートPC
医療用モニター
特許収入、等
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当社の持つ静電容量式ガラス指紋センサの技術とフ

レキシブルディスプレイの技術を融合し、薄くて軽

く、曲げても割れない指紋センサを開発しました。

基板に数十ミクロンの極めて薄いプラスチック

を用いることで、デザイン性に特長をもった商

品の開発が可能になるとともに、落下衝撃によ

る基板の割れが無くなるためポータブルタイプ

の機器に最適です。また、シリコン製指紋セン

サでは実現できない大面積化が可能となるため、

複数の指紋の同時認証によるセキュリティ強化

も実現できます。

曲げても割れない
フレキシブル指紋センサを開発

01
ディスプレイ国際学会「SID DISPLAY WEEK 2019」

Display Application 
of the Year Award受賞

02

企業向けのデベロップメントキットとして、高

精細VRヘッドマウントディスプレイ「VRM-100」

の販売を開始しました。JDIの615ppi液晶パネル

とジャイロセンサーを搭載したVRモニターユニ

ットにより、これまで表現できなかった緻密で

没入感の高いVR体験が可能となります。このJDI

初のユーザーへの直接販売品は、教育やトレー

ニング、ビジネス上のデモ用途など幅広い分

野での活用が期待されており、市場に近づいた

マーケティングのツールとなっています。

高精細VRヘッドマウントディスプレイ
VRM-100の販売を開始

03

世界で最も権威あるディスプレイ国際学会

開催の「SID DISPLAY WEEK 2019」にお

いて、2018年に世界で初めて自動車のダッ

シュボードに搭載されたJDIの曲面液晶ディ

スプレイに対し、「Display Application of 

the Year Award」が授与されました。この

賞は、前年に発売された斬新かつ優れた製

品を表彰するSIDにおける最高の賞の一つ

で、JDIの継続的な先端技術開発による市場

への貢献が評価されたものです。

トピックス
新製品紹介

詳細はこちら

詳細はこちら 詳細はこちら
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Financial Measures

Suwaとの提携・INCJからの支援継続により財務安定性を確保
　当社は、財務状況の抜本的な解決や適切な純資産水準の確保のために大規模な資本性資金が
必要であると判断し、2019年4月12日にSuwa Investment Holdings, LLC（* 以下「Suwa」）と
の資本業務提携契約を締結（同年8月7日に資本業務提携変更契約を締結）し、Suwaに対する第
三者割当による新株式及び新株予約権付社債の発行による資金調達を実施することを決議す
るとともに、当社の筆頭株主かつ最大債権者である株式会社INCJ（ 以下「INCJ」）からも継続的

な支援を受けることに合意いたしました。また、同日、Suwaの出資予定者であるHarvest Tech 
Investment Management Co., Ltd（. 以下「Harvest Tech」）とは、蒸着方式OLEDディスプレイ
の量産計画に関する業務提携基本合意を締結しています。
＊Suwaは本提携のために設立された会社であり、中国のHarvestグループに属する運用会社であるHarvest Tech、及び

香港の投資会社であるOasis Management Company Ltd.が第三者割当の実行までにSuwaの出資者となる予定です。

Suwaとの提携・Harvest Techとの提携基本合意 INCJによるリファイナンス

Suwaからの資本注入
1st Closing（注1･2）

普通株式
（注3）

(１) 資金調達の額：420億円　
(２) 発行新株式数：840百万株
(３) 発行価額：50円

第2回
新株予約権付

社債（CB）
（注3･4）

(１) 資金調達の額：80億円　
(２) 新株予約権の総数：80個
(３) 潜在株式数：160百万株　
(４) 転換価額：50円

Harvest Techとの蒸着方式OLED量産計画に関する業務提携基本合意

JDIの技術力とHarvest Techの資金調達力を合わせ、OLEDディスプレイ
の設計・製造・販売におけるリーディングカンパニーとなることを目指す

大規模資本性資金の注入（最大800億円）とリファイナンス（1,520億円）により自己資本増強と長期安定資金を確保
中長期的な事業の成長による企業価値向上を実現

１．長期貸付金及び優先株式の引受けに
よるリファイナンス

● 500億円の長期貸付金(5年)及び1,020億円の
優先株式の第三者割当の引受けによる総額
1,520億円の支援

● 上記を原資に、既存❹、❺、❻全額を弁済又
は償還

劣後特約付貸付（300億）

第1回劣後CB （250億）

短期貸付（200億）

コミットメントライン
（INCJによる連帯保証）（極度：1,070億）

ブリッジ・ローン（200億）

❶

❷

❸

❹

❺

2019年3月末 1st Closing（注1）

劣後特約付貸付（約37億）

優先株式（1,020億）

代物弁済（約263億）

長期貸付（500億）

代物弁済（200億）

短期融資
長期融資
資本

2．ブリッジ・ローン、及び短期貸付金の提供
● 1st Closingまでのブリッジローン、及び短期貸付金

の提供
● ❷ブリッジ・ローン(200億円)は❸劣後特約付貸

付の一部（約263億円）と合せて、JOLED株式（約
463億円）により代物弁済

短期貸付（400億）

❻

Suwaとの資本業務提携契約

（注1） 1st Closingは、19年10月31
日、若しくは前提条件の充足後
5営業日以内のいずれか遅い方
の日、又はJDIとSuwaの間で別
途合意した日

（注2） 当社取締役会決議により、本第
２回CBの発行価額の総額であ
る80億円が100億円を上限と
して増額され、本第３回CBの
発行価額の総額である300億円
が100億円を上限として減額さ
れる可能性あり（ただし、その
場合においても、本第2回CB及
び本第3回CBの発行価額の総
額は合計380億円となる。）

（注3） ①普通株式及びCBは、第三者割
当の方法により、Suwaに割り
当てる ②普通株式払込期間：
2019年8月29日から20年8月
28日まで ③CB払込期日：2019
年8月29日から20年8月28日ま
でのいずれかの日 ④払込完了時
期は国内外の許認可等の取得状
況によって変わる可能性あり

（注4） その他条件：①利息：付さない  
②償還期限：第2回CBの割当日
から5年が経過した日 ③転換
可能期間：第2回CBの割当日よ
り6か月経過した日から償還期
限まで

（注5） Suwaの資金調達完了等が発行
の条件

第3回
新株予約権付

社債（CB）
（注3･4）

(１) 資金調達の額：300億円
(２) 新株予約権の総数：300個　
(３) 潜在株式数：600百万株　(４) 転換価額：50円
※JDIが資金需要に応じ発行要否を判断（注5）

目次 前へ 頁 次へ

◀◀◀ ◀ 9 ▶



JDIの取り組むESG活動

ガバナンス
Governance

当社グループでは、法令及び企業倫理を遵守した 経営の実現に向け、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。この倫理規範とステークホルダーからの要望事項を土台に、環境（Environment）、社会（Social）、ガバナンス

（Governance）に関する活動に取り組むことが、持続的な成長に向けた基盤となるものと考えています。

環境
Environment

社会
Society

持続的な成長を
支える
基盤

● 事業活動における環境負荷低減
● 製品の環境負荷低減
● 生物多様性の保全活動や

地域の環境関連活動

● 人権の尊重
● 人財育成
● 多様性の尊重
● 労働安全衛生推進
● 地域社会への責任
● 品質管理

● 公正・透明な統治体制 
● コンプライアンス
● リスクマネジメント
● 迅速・適正な情報開示

コーポレートガバナンスの
詳細はこちら

環境活動の
詳細はこちら

社会貢献活動の
詳細はこちら

JDI倫理規範全文は
こちら
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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
行うと共に、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、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す
ると共に、当社における重要な業務執行に関する機関（経営会議等）を設置し
ています。
　更に、経営の透明性を確保するため、取締役会の決議により設置された任
意の委員会により、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。

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

経営会議

代表取締役
（社長［CEO］、専務［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5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（3名）が社外取締役（内、2名が独立社外取締役）となってお
り、グローバルな企業経営に関する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
な検討を行うと共に、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、経営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
な情報を収集すること等により、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
役社長、代表取締役専務及び執行役員に委任されており、各執行役員は代表
取締役社長、代表取締役専務の監督下で、担当する領域において、業務を執
行しています。

執行役員

取締役 社外取締役取締役会

❶ 指名・報酬諮問委員会
　取締役会の諮問機関として、取締役及び執行役員の人事、報酬に関する
重要事項や方針等について審議を行っています。
　指名・報酬諮問委員会は独立社外取締役を委員長として、委員の半数以
上を社外取締役が占めており、経営の客観性、透明性を確保しています。

❷ コンプライアンス委員会
　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。
　コンプライアンス委員会の委員長は、取締役会で選任されたコンプライ
アンス管掌執行役員がこれに当たり、コンプライアンス体制の整備を図っ
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。

任意の委員会
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コーポレートガバナンス

　当社取締役会は、当社グループの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、今般、
以下の通り、2018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、全ての取締役及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ものの、一部に
改善を要する事項があり、確実に取り組む必要がある』との評価及び指摘を
受けました。以下、その概略です。

取締役会の実効性評価
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)

取組項目

　取締役の候補者の指名にあたっては、指名・報酬諮問委員会にて適切性を
審議し、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、その結果を取締役会に答申しています。
　執行役員の選任にあたっては、指名・報酬諮問委員会にて適切性を審議
し、人格並びに見識共に優れ、執行役員の職責を全うすることが出来ると判
断した者を取締役会に推薦しています。また、業務成果の発揮状況や誠実か
つ忠実な職務執行面、健康面等の観点から、執行役員としての職務を全うす
ることに問題が生じる場合には、指名・報酬諮問委員会にて解任の可否につ
いて審議し、その結果を取締役会に答申することとしています。

取締役・執行役員の選解任プロセス
年度 項目

取締役（人） 監査役（人）
社内 社外 社内 社外

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）」
「コーポレートガバナンス基本方針」一部改定

2 4
(独立３)

2 2
(独立2)

2019 「取締役会の実効性評価」実施 2 3
(独立2)

2 2
(独立2)
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　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
出・把握すると共に、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。

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。

リスク管理体制

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

❶ 高く評価された事項
　当社は取締役及び監査役のそれぞれ半数以上を社外取締役・社外監査役で構成し、
取締役会では自由闊達な議論が出来る雰囲気の中で議論が活発に行われています。
　また、社外取締役に対する取締役会議案の事前説明の励行や重要議案の上程前にお
ける報告・審議の実施や非公式会議による意見交換等を通じ、取締役会での議論の深
化を図っています。
　さらに、株主の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の確保
に務めています。

❷ 複数の取締役・監査役から出されたコメント
　「中期経営計画や事業計画」の策定・見直しについては、リスク要因分析を含め更に
時間をかけた議論の実施が必要である旨のコメントがあり、環境変化に伴うタイム
リーな見直しの実施等についても改善の余地ありとのコメントがありました。
　更に、コーポレートガバナンスに関する諸施策の定期的な確認を行うことや、執行
役員の選解任や後継者育成計画を含めた、経営陣幹部の人事に関する議論を更に深め
る必要があるとの、具体的な指摘を受けました。

　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
績評価等に基づく個別報酬の審議を行う他、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

取締役・監査役の報酬

　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。
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コーポレートガバナンス

　「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、コーポレート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コンプライアン
ス管掌執行役員が委員長として統括し、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を委員として構成され、原則として6ヶ月に1
度、開催しています。

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共に、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な扱
いを明確に禁止すると共に、通報情報を厳格に秘密として管理する等、通

内部通報制度

　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の下、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
平に開示すると共に、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

　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」を定めている他、情報セキュリティに関する規則等を定め、これ
を全ての役員･従業員等に周知徹底すると共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

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。

報者の保護を図っています。
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環境

環境方針

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　
環境方針に基づいた事業活動における環境負荷低減、製品の環境負荷低減、生物多様性の
保全などに関する計 8項目を全社レベルの環境目標に設定し、継続的な改善に努めています。

2018年度の環境目標の実績を下表に示します。

2018年度の環境目標

取り組み項目 指標 目標値 実績値 評価*5

❶ エネルギー起源CO2
*1排出量の削減

削減量(t-CO²) 3,545 以上 10,756 ◦
絶対量(t-CO²) 546,007 以下 507,314 ◦

❷ 水総使用量*2の削減
削減量（千ｍ³） 288 以上 135 ×*6

絶対量（千ｍ³） 24,548 以下 21,012 ◦

❸ 廃棄物等*3排出量の削減
削減量（ｔ） 2,337 以上 2,629 ◦
絶対量（ｔ） 30,129 以下 21,400 ◦

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 適切運用 ◦
❺ 生物多様性の保全活動と地域の環境関連活動の実施 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 調和型製品の適合率*4

（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 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訂検討 改定実施 ◦

2019年度の環境目標
2019年度の環境目標を下表に示します。❶〜❸については、削減施策などを織り込み見直しました。 

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(t-CO²) 5,639 以上
絶対量(t-CO²) 531,733 以下

❷ 水総使用量の削減
20 以上削減量（千ｍ³）

絶対量（千ｍ³） 19,173 以下
削減量（ｔ）❸ 廃棄物等排出量の削減

64 以上
絶対量（ｔ） 18,424 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 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改訂検討

対象範囲：❶〜❸の対象は、日本国内に製造拠点のある、鳥取、東浦、石川、白山、茂原J1の5工場。（茂原V3は対象外とし監視のみの運用）
＊1 電力のCO²排出量は0.476t-CO²/MWh（電気事業連合会公表の2011年の受電端CO²排出原単位）による。その他の換算係数はエネルギー

の使用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 水総使用量＝水受入量＋水再生使用量＋水再使用量（水を再生・再利用した上で受水し、浪費の無い最適な水総使用量を目指す）。水削減

量は改善努力反映前の水総使用量を基準とし、改善努力反映後の有効利用量を指標とする。
＊3 廃棄物等＝一般廃棄物＋産業廃棄物＋有価物。    ＊4  環境調和型製品の適合＝現場調和型製品件数／開発製品件数。   
＊5 目標達成を〇とする。  ＊6 水削減計画において、一部のアイテムが中止（適用装置減）となり、全社で挽回を図ったが未達。  

（ 絶対量は監視項目）

（ 絶対量は監視項目）

● 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及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。
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環境

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 1,066,129 MWh

海外 88,365 MWh

電力（太陽光） 国内 113 MWh

海外 0 MWh

都市ガス 国内 13,114 千㎥

海外 91 千㎥

重油 国内 3,455 kL

海外 122 kL

LPG 国内 3,517 t

海外 14 t

LNG 国内 786 t

海外 0 t

軽油 国内 0 kL

海外 134 kL

投入（INPUT）

水受入量
国内 13,108 千m3

海外 1,016 千m3

重点管理
化学物質※1使用量

国内 16,938 t

海外 111 t

CO2

エネルギー
起源CO2

※2
国内 556 千t-co2

海外 43 千t-co2

温室効果ガス 国内 70 千t-co2

海外 0 千t-co2

排出（OUTPUT）

排水
国内 12,066 千㎥

海外 759 千㎥

重点管理
化学物質※1排出量

国内 195 t

海外 13 t

廃棄物等排出量
廃棄物等合計 国内 22,296 t

海外 3,754 t

産業廃棄物 国内 14,359 t

海外 822 t

有価物 国内 7,763 t

海外 1,458 t

一般廃棄物 国内 174 t

海外 1,474 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2018年度のINPUT・OUTPUT実績）

　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2018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・ELV指令・REACH
規則などの法規制及びお客様の要求を
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

ELV指令

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。
　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。

※4
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前連結会計年度
( 2018年３月31日 )

当連結会計年度
( 2019年３月31日 )

資産の部
流動資産

現金及び預金 80,866 68,988
売掛金 82,863 92,225
未収入金 42,766 49,699
商品及び製品 17,427 29,106
仕掛品 27,381 23,236
原材料及び貯蔵品 13,358 18,746
その他 6,283 8,980
貸倒引当金 △ 167 △ 103
流動資産合計 270,779 290,880

固定資産
有形固定資産

建物及び構築物 224,396 196,025
減価償却累計額 △ 91,898 △ 90,233
建物及び構築物（純額） 132,498 105,792

機械装置及び運搬具 541,270 443,543
減価償却累計額 △ 430,057 △ 376,910
機械装置及び運搬具（純額） 111,212 66,632

土地 14,238 12,073
リース資産 24,150 1,590

減価償却累計額 △ 16,504 △ 1,590
リース資産（純額） 7,645 0

建設仮勘定 28,940 19,886
その他 48,845 44,111

減価償却累計額 △ 41,580 △ 39,386
その他（純額） 7,265 4,724

有形固定資産合計 301,801 209,110
無形固定資産

のれん 13,832 8,716
その他 5,148 3,561
無形固定資産合計 18,981 12,278

投資その他の資産
投資有価証券 12,253 24,395
繰延税金資産 735 361
その他 13,571 8,932
貸倒引当金 △ 3,478 △ 581
投資その他の資産合計 23,081 33,107

固定資産合計 343,865 254,496
資産合計 614,644 545,376

（単位：百万円）連結貸借対照表
前連結会計年度
( 2018年３月31日 )

当連結会計年度
( 2019年３月31日 )

負債の部
流動負債

買掛金 117,830 175,592
電子記録債務 — 2,817
短期借入金 99,082 130,843
リース債務 13,980 0
未払法人税等 943 1,489
賞与引当金 4,596 4,345
前受金 128,288 101,923
その他 59,378 35,945
流動負債合計 424,099 452,957

固定負債
新株予約権付社債 45,000 25,000
長期借入金 30,000 30,000
リース債務 0 —
退職給付に係る負債 24,063 20,052
その他 9,435 10,344
固定負債合計 108,498 85,396

負債合計 532,598 538,353

純資産の部
株主資本

資本金 96,863 114,362
資本剰余金 213,648 231,148
利益剰余金 △ 233,281 △ 342,714
自己株式 － △ 0
株主資本合計 77,229 2,796

その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 — △ 1
為替換算調整勘定 10,838 8,957
退職給付に係る調整累計額 △ 7,731 △ 6,754
その他の包括利益累計額合計 3,106 2,200

新株予約権 47 53
非支配株主持分 1,662 1,972
純資産合計 82,046 7,023
負債純資産合計 614,644 545,376

（単位：百万円）

当社ウェブサイトは
こちら

（注）百万円未満切捨て

財務データ ダウンロード版
財務情報（PDF）はこちら
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前連結会計年度 当連結会計年度

売上高 717,522 636,661
売上原価 720,152 620,355
売上総利益又は売上総損失（△） △ 2,629 16,305
販売費及び一般管理費 59,119 47,295
営業利益又は営業損失（△） △ 61,749 △ 30,989
営業外収益

受取利息 124 146
為替差益 — 1,765
補助金収入 1,426 832
受取賃貸料 500 487
業務受託料 1,695 1,239
その他 790 1,425
営業外収益合計 4,538 5,896

営業外費用
支払利息 2,511 2,789
持分法による投資損失 14,162 8,862
為替差損 3,219 —
減価償却費 9,903 831
その他 6,649 6,577
営業外費用合計 36,447 19,060

経常損失（△） △ 93,658 △ 44,153
特別利益

持分変動利益 — 12,656
特別利益合計 — 12,656

特別損失
事業構造改善費用 142,260 —
貸倒引当金繰入額 1,467 —
減損損失 — 75,189
特別損失合計 143,728 75,189

税金等調整前当期純損失（△） △ 237,386 △ 106,686
法人税、住民税及び事業税 2,734 2,654
法人税等調整額 7,124 △ 218
法人税等合計 9,858 2,436
当期純損失（△） △ 247,245 △ 109,123
非支配株主に帰属する当期純利益又は当期純損失（△） △ 14 309
親会社株主に帰属する当期純損失（△） △ 247,231 △ 109,433

(                   )自　2017年４月 １日
至　2018年３月31日 (                   )自　2018年４月 １日

至　2019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（△） △ 237,386 △ 106,686
減価償却費 89,169 43,909
のれん償却額 2,070 1,990
減損損失 — 75,189
貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,302 △ 2,807
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △ 2,141 △ 3,027
支払利息 2,511 2,789
為替差損益（△は益） 3,370 △ 2,749
補助金収入 △ 1,426 △ 832
持分法による投資損益（△は益） 14,162 8,862
持分変動損益（△は益） — △ 12,656
固定資産圧縮損 669 432
事業構造改善費用 142,260 —
売上債権の増減額（△は増加） 42,996 △ 6,544
未収入金の増減額（△は増加） 50,690 △ 10,152
たな卸資産の増減額（△は増加） 42,550 △ 13,532
未収消費税等の増減額（△は増加） △ 206 △ 3,081
仕入債務の増減額（△は減少） △ 82,305 64,285
未払金の増減額（△は減少） 3,386 △ 28
未払費用の増減額（△は減少） △ 14,407 △ 10,521
前受金の増減額（△は減少） △ 51,108 △ 26,344
その他 △ 749 246
小計 5,411 △ 1,260
利息及び配当金の受取額 125 147
利息の支払額 △ 2,500 △ 2,783
法人税等の支払額 △ 3,829 △ 2,414
法人税等の還付額 38 169
営業活動によるキャッシュ・フロー △ 754 △ 6,142

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 △ 49,494 △ 45,043
固定資産の売却による収入 3,021 19,134
投資有価証券の取得による支出 △ 6,500 △ 8,413
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 △ 4,931
補助金の受取額 1,026 1,232
その他 74 156
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 53,161 △ 37,864

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） 73,383 31,776
社債の償還による支出 — △ 20,000
株式の発行による収入 — 34,999
自己株式の取得による支出 — △ 0
リース債務の返済による支出 △ 20,519 △ 13,980
割賦債務の返済による支出 — △ 1,038
財務活動によるキャッシュ・フロー 52,864 31,756

現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 329 373
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 1,381 △ 11,877
現金及び現金同等物の期首残高 82,247 80,866
現金及び現金同等物の期末残高 80,866 68,988

(                   )自　2017年４月 １日
至　2018年３月31日 (                   )自　2018年４月 １日

至　2019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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生産拠点

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

国内拠点

会社情報

役員一覧（2019年6月18日現在）

取締役

代表取締役社長兼CEO 月﨑 　義幸

代表取締役専務兼COO 沼沢 　禎寛

社外取締役 橋本 　孝久

社外取締役 中野 　伸之

社外取締役 桒田 　良輔

監査役

常勤監査役 保田 　隆雄

常勤監査役 川﨑 　和雄

社外監査役 江藤 　洋一

社外監査役 川嶋 　俊昭

海外拠点

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　※2019年3月末現在

従業員数 10,085人(連結、2019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

目次 前へ 頁 次へ
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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 846,165,800株

株主数 83,017名

単元株式数 100株
※当社は、2019年9月開催予定の臨時株主総会において、発行可能株式総数を33億８千万株とするため、及び新たな種類株

式であるＡ種優先株式の発行を可能とするための定款の変更議案を上程します。また、当該議案の承認を前提に、普通株
式（8億4千万株）、第2回新株予約権付社債、及び当社の資金需要に応じて発行要否を判断する第3回新株予約権付社債、並
びに優先株式の発行を予定しております。

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 81,733 360,041,080 42.5
国内金融機関 17 48,745,800 5.8
その他国内法人 788 290,109,000 34.3
外国人 433 127,254,942 15.0
証券会社 46 20,014,978 2.4

大株主

株主名 所有株式数（株） 持株比率（％）
株式会社 INCJ 214,000,000 25.3
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 66,142,200 7.8
日亜化学工業株式会社 34,965,000 4.1
ソニー株式会社 10,700,000 1.3
MLI FOR CLIENT GENERAL OMNI NON COLLATERAL NON TREATY-PB 9,810,600 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） 9,443,400 1.1
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口5） 9,298,500 1.1
羽田タートルサービス株式会社 8,227,000 1.0
内海章雄 7,861,200 0.9
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 7,034,300 0.8

（注）持株比率は自己株式（3株）を控除して計算しております。

所有株式数と割合

証券会社　20,014,978株

2.4%

外国人　127,254,942株

15.0%

その他国内法人　290,109,000株

34.3% 国内金融機関　48,745,800株

5.8%

個人・その他　360,041,077株

42.5%

株価の推移（株価は月末終値）

株式情報
（2019年3月31日現在）

180

0

90

1,200,000

600,000

0
2018/04 05 06 07 08 10 11 12 2019/01 0209 03 04 05 06

売買高（千株） 株価（円）
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