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代表取締役社長
株式会社ジャパンディスプレイ

大塚 周一

上期連結業績について

通期連結業績予想について

競争力強化に向けての取り組み

トップメッセージ

１．

２．

3.

4.

半期に向けて、Full-HDディスプレイの出荷増に加え、

更に高精細なWQHD（1440×2560 画素）ディスプレイ

や、当社が強みとするタッチパネル機能をディスプレイ内

に組み込んだPixel EyesTMの出荷の拡大が見込まれるこ

とにより、上期に比べ大幅に業績が改善する見込みです。

当社はコスト競争力の強化に向け、７月に大規模な組

織変更を行い、次のような中長期的な改革に組織的に着

手しています。

競争力の根幹である歩留りの更なる向上を図る。

当社の有する数々の先端技術を進化させるとともに、

新たな技術を継続的に開発する。同時に、これまで

の技術の進展の過程で増加した品種数や複雑化した

製造プロセスを簡素化することで効率化を図り、製品

の開発・設計期間の短縮を推進する。

高精細化や薄型化に加え、繊細なデザインを実現す

るための新規部材開発を強化する。一方、増大する

部材品種数の削減及び標準化・共通化を図るととも

に、サプライチェーンの簡素化も進める。

ディスプレイの高精細化に伴い難易度の高まる後工

程加工技術を開発・強化するとともに、生産拠点の最

適化や自動化等を推進し、後工程コストを削減する。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

まずは、この上期の収益を確保することができず、業

績予想の修正に至りましたことで、株主の皆様に多大な

るご心配、ご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫

び申し上げます。当社には、上場企業として、株主の皆

様からお預かりした大切な資金を収益拡大のために使わ

せていただき、企業価値を最大化する使命があるものの、

現在の状況に至ってしまっていることを誠に遺憾に存じ

ております。

株式市場からの信頼回復に向けては、まずは業績の改

善が最重要課題であると認識しており、そのための売上

高拡大、一層の生産コスト低減、並びに緊急の経費削減

等に全社一丸となって取り組んでおります。業績の不振

は、第２四半期で底を打ち、この下期には大幅に業績を

回復させてまいる所存です。

当上期における連結業績は、当初、売上高3,100億円、

営業利益10億円、経常損失32億円、当期純損失32億円

を予想しておりました。しかしながら、大口顧客への出

荷に遅れが生じたこと、中国のLTE（高速モバイル通信

規 格）対 応 スマ ートフォン 向 け の 高 精 細Full-HD

（1080×1920画素）ディスプレイ市場の立ち上がりが遅

れたことにより、売上高は予想を下回り、2,856億円とな

りました。この売上高の減少、並びに当初予想に対する

Full-HD等の高付加価値製品の販売比率低下に伴う利

益減少に加え、タブレット端末向け製品の販売不振、コ

スト低減の遅れなどにより売上総利益が大きく減少しま

した。加えて、会社更生手続きの申立てを行った台湾の

取引先の回収不能額を適切に見積り、貸倒引当金繰入

額21億円を特別損失へ計上したことから、営業損失203

億円、経常損失225億円、当期純損失278億円となりま

した。尚、中間配当については、財務基盤の確立と財務

の柔軟性確保のため、無配とさせていただきました。

通期連結業績については、上期の未達成額を下期で

埋め合わせることができず、通期売上高は、7,400億円

と当初予想を100億円下回る見込みです。営業利益は

上期の損失から下期には大きく回復するものの、当初予

 2014年のスマートフォン市場は、全体で20％強の成

長が見込まれております。その中で、シェアを大幅に伸

ばし、躍進が著しいのが中国をはじめとするアジア地域

のメーカーです。特に、中国メーカーはLTE化の進展

により急成長している自国市場に加えて、先進国やこれ

までスマートフォンの普及が遅れていた国への展開を急

ピッチで進めております。こうした中、ミドルゾーンや

プレミアムゾーンへの製品ラインアップの強化を行って

おり、自社製品の差別化のための最重要部品であるディ

スプレイにFull-HD・WQHDなどの高精細度や、広視

野角、低消費電力、薄型軽量、狭額縁といった高いスペッ

クが求められております。当社では、中国市場でのビジ

ネス拡大に不可欠なスピーディで柔軟な対応ができる

体制を構築するため、昨年11月に中国の中小型ディス

プレイ市場における豊富な知識と経験を有する台湾や

中 国 出身 の 人 材 を中 心とする販 売 子 会 社Taiwan 

Display Inc.を設立するとともに、中国の珠海市にモ

ジ ュ ー ル 製 造 工 場 を 有 す る 台 湾 企 業Star World 

Technology Corporationを本年6月にグループ会社

化し、中国におけるビジネス基盤を強化しております。

中国向けの年間売上高は、前年度比3倍弱の1,800億円

超を計画しております。

世界のスマートフォン市場は2015年も引き続き成長

が見込まれており、ディスプレイの更なる高精細化の進

展も予想されています。当社では注力しているLTPS技

術を用い、高精細ディスプレイの生産を高歩留りで実現

しています。当社はこれまでも市場の高精細化をリード

してきましたが、更にこれを推し進め、高精細ディスプレ

イのボリュームゾーン化に取り組み、LTPSの優位性が

一層活かされる市場を作り上げることで、競争力を高め

てまいります。

株主の皆様におかれましては、今後ともご指導ご鞭撻

を賜りますよう、心からお願い申し上げます。 

想の通期営業利益400億円を下回る65億円となり、経

常利益は315億円の当初予想が15億円となる見込みで

す。また、当社では設立以来継続して生産効率の劣るラ

インを閉鎖し、先端ラインへの資源の再配置を行ってき

ましたが、既に発表のとおり、第３世代（ガラスサイズ：

550mm×670mm）LTPS（低温ポリシリコン）液晶ライ

ンを有する深谷工場を閉鎖することを決定し、下期に特

別損失70億円を計上することから、当期純利益は当初

予想268億円から121億円の純損失となる見込みです。

下期は、大口顧客向けの旺盛な需要が見込まれるとと

もに、中国やその他アジア地域の顧客との大口商談がま

とまっており、例年とは異なり、第4四半期についても落

ち込みは少ない見込みとなっています。加えて、第４四
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業界の動向と今後の見通し半期に向けて、Full-HDディスプレイの出荷増に加え、

更に高精細なWQHD（1440×2560 画素）ディスプレイ

や、当社が強みとするタッチパネル機能をディスプレイ内

に組み込んだPixel EyesTMの出荷の拡大が見込まれるこ

とにより、上期に比べ大幅に業績が改善する見込みです。

当社はコスト競争力の強化に向け、７月に大規模な組

織変更を行い、次のような中長期的な改革に組織的に着

手しています。

競争力の根幹である歩留りの更なる向上を図る。

当社の有する数々の先端技術を進化させるとともに、

新たな技術を継続的に開発する。同時に、これまで

の技術の進展の過程で増加した品種数や複雑化した

製造プロセスを簡素化することで効率化を図り、製品

の開発・設計期間の短縮を推進する。

高精細化や薄型化に加え、繊細なデザインを実現す

るための新規部材開発を強化する。一方、増大する

部材品種数の削減及び標準化・共通化を図るととも

に、サプライチェーンの簡素化も進める。

ディスプレイの高精細化に伴い難易度の高まる後工

程加工技術を開発・強化するとともに、生産拠点の最

適化や自動化等を推進し、後工程コストを削減する。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

まずは、この上期の収益を確保することができず、業

績予想の修正に至りましたことで、株主の皆様に多大な

るご心配、ご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫

び申し上げます。当社には、上場企業として、株主の皆

様からお預かりした大切な資金を収益拡大のために使わ

せていただき、企業価値を最大化する使命があるものの、

現在の状況に至ってしまっていることを誠に遺憾に存じ

ております。

株式市場からの信頼回復に向けては、まずは業績の改

善が最重要課題であると認識しており、そのための売上

高拡大、一層の生産コスト低減、並びに緊急の経費削減

等に全社一丸となって取り組んでおります。業績の不振

は、第２四半期で底を打ち、この下期には大幅に業績を

回復させてまいる所存です。

当上期における連結業績は、当初、売上高3,100億円、

営業利益10億円、経常損失32億円、当期純損失32億円

を予想しておりました。しかしながら、大口顧客への出

荷に遅れが生じたこと、中国のLTE（高速モバイル通信

規 格）対 応 スマ ートフォン 向 け の 高 精 細Full-HD

（1080×1920画素）ディスプレイ市場の立ち上がりが遅

れたことにより、売上高は予想を下回り、2,856億円とな

りました。この売上高の減少、並びに当初予想に対する

Full-HD等の高付加価値製品の販売比率低下に伴う利

益減少に加え、タブレット端末向け製品の販売不振、コ

スト低減の遅れなどにより売上総利益が大きく減少しま

した。加えて、会社更生手続きの申立てを行った台湾の

取引先の回収不能額を適切に見積り、貸倒引当金繰入

額21億円を特別損失へ計上したことから、営業損失203

億円、経常損失225億円、当期純損失278億円となりま

した。尚、中間配当については、財務基盤の確立と財務

の柔軟性確保のため、無配とさせていただきました。

通期連結業績については、上期の未達成額を下期で

埋め合わせることができず、通期売上高は、7,400億円

と当初予想を100億円下回る見込みです。営業利益は

上期の損失から下期には大きく回復するものの、当初予

 2014年のスマートフォン市場は、全体で20％強の成

長が見込まれております。その中で、シェアを大幅に伸

ばし、躍進が著しいのが中国をはじめとするアジア地域

のメーカーです。特に、中国メーカーはLTE化の進展

により急成長している自国市場に加えて、先進国やこれ

までスマートフォンの普及が遅れていた国への展開を急

ピッチで進めております。こうした中、ミドルゾーンや

プレミアムゾーンへの製品ラインアップの強化を行って

おり、自社製品の差別化のための最重要部品であるディ

スプレイにFull-HD・WQHDなどの高精細度や、広視

野角、低消費電力、薄型軽量、狭額縁といった高いスペッ

クが求められております。当社では、中国市場でのビジ

ネス拡大に不可欠なスピーディで柔軟な対応ができる

体制を構築するため、昨年11月に中国の中小型ディス

プレイ市場における豊富な知識と経験を有する台湾や

中 国 出身 の 人 材 を中 心とする販 売 子 会 社Taiwan 

Display Inc.を設立するとともに、中国の珠海市にモ

ジ ュ ー ル 製 造 工 場 を 有 す る 台 湾 企 業Star World 

Technology Corporationを本年6月にグループ会社

化し、中国におけるビジネス基盤を強化しております。

中国向けの年間売上高は、前年度比3倍弱の1,800億円

超を計画しております。

世界のスマートフォン市場は2015年も引き続き成長

が見込まれており、ディスプレイの更なる高精細化の進

展も予想されています。当社では注力しているLTPS技

術を用い、高精細ディスプレイの生産を高歩留りで実現

しています。当社はこれまでも市場の高精細化をリード

してきましたが、更にこれを推し進め、高精細ディスプレ

イのボリュームゾーン化に取り組み、LTPSの優位性が

一層活かされる市場を作り上げることで、競争力を高め

てまいります。

株主の皆様におかれましては、今後ともご指導ご鞭撻

を賜りますよう、心からお願い申し上げます。 

想の通期営業利益400億円を下回る65億円となり、経

常利益は315億円の当初予想が15億円となる見込みで

す。また、当社では設立以来継続して生産効率の劣るラ

インを閉鎖し、先端ラインへの資源の再配置を行ってき

ましたが、既に発表のとおり、第３世代（ガラスサイズ：

550mm×670mm）LTPS（低温ポリシリコン）液晶ライ

ンを有する深谷工場を閉鎖することを決定し、下期に特

別損失70億円を計上することから、当期純利益は当初

予想268億円から121億円の純損失となる見込みです。

下期は、大口顧客向けの旺盛な需要が見込まれるとと

もに、中国やその他アジア地域の顧客との大口商談がま

とまっており、例年とは異なり、第4四半期についても落

ち込みは少ない見込みとなっています。加えて、第４四
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配向方向
ガラス基板

配向膜
ラビングローラー 光照射

配向方向
ガラス基板

配向膜

有機EL ディスプレイパネルの統合新会社を設立
─日本の技術を結集して、早期事業化を目指す─

米国デトロイトに新規オフィスを開設
─自動車メーカーへのサポートを強化し、北米事業を拡大─2

TOPICS

モバイル製品向けIPS-NEO™の量産開始
─低消費電力で、深い黒と自然な発色をあらゆる角度から─3

TOPICS

1
TOPICS

IPS
In-Plane-Switching（横電界）方式。視野角や色の再現性、応
答速度などに優れた性能をもつ。

用語解説JDI

ラビング IPS-NEO™

液晶パネルの製造では、液晶分子の向きを同じ方向に揃

える配向プロセスが必要です。

当社が量産を開始したIPS-NEO™は、独自の光照射配

向プロセスを採用するため、従来製法の「ラビング」とい

う配向膜に布を巻き付けたローラーで一定方向にこする

方法に比べ、コントラスト、視野角特性、製造歩留りが向

上します。さらに、IPS-NEO™は、従来量産が困難とされ

ていた高透過率液晶材料の使用を可能にし、透過率を

10%以上向上させることができるため消費電力の削減

にも貢献します。

当社と（株）産業革新機構、ソニー（株）、パナソニック（株）は、

共同で有機ELディスプレイパネルの開発会社「株式会社

JOLED（ジェイオーレッド、以下JOLED）」を2015年1月に

設立することとなりました。

新会社では、ソニー（株）とパナソニック（株）が保有する有

機EL に関連する研究開発機能を統合し、量産開発の加速

と早期の事業化を目指します。

その中で当社は、世界最高水準の技術とリソースが集結す

るJOLED と協力し、軽量化・薄型化が進む中型のタブレッ

トやノートPC、サイネージ（電子広告看板）など、有機ELディ

スプレイが活きる用途向けに製品開発を更に加速させてい

く計画です。

車載機器向けディスプレイ事業強化の一環として、米国の

自動車産業が集積するデトロイトに、当社の販売子会社

「JDI Display America, Inc.」のオフィスを開設しました。

同社オフィスには専門の技術スタッフを常駐させ、自動車

メーカーや電装部品メーカーに対するきめ細かなサポート

を提供することで北米での拡販を図っていきます。

車載用として提案するIPSディスプレイは、引き締まった黒

でインテリアデザインに高級感をもたらすほか、どの角度で

もよく見える広視野角を実現しています。車載ディスプレイ

市場では、車輌一台当たりのディスプレイ搭載枚数が増加

する傾向にあり、世界市場が拡大するなか、当社は、技術力・

生産能力に加え、世界的なサポート体制の強化で当社製

品の普及を目指します。

● 国内の有機ELディスプレイパネルに関する世界最高水準の技術・リソースを集結
● 産業革新機構とJDIによる資金を梃子に研究開発スピードを加速し、早期製品化を目指すPOINT

▲

事業概要：有機ELディスプレイパネルの開発、製造及び販売

　　・量産化に向けた研究開発に当面は経営資源を集中投下

　　・「軽さ・薄さ・成形加工性の高さ」といった有機ELディスプレイ
　　　の特長が活きるアプリケーション向けディスプレイの開発に注力

▲

主要ターゲットアプリケーション（中型以上のディスプレイにフォーカス）

タブレット モバイルPC サイネージ

・出資（75%）
・統合サポート
・経営を主体的にリード

・出資（15%）
・開発支援、業務支援
・共同開発

・出資（5%）
・人財、技術、知財、
  開発設備等

・出資（5%）
・人財、技術、知財、
  開発設備等

株式会社 JOLED（ジェイオーレッド）
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モバイル端末向けと車載向けの
最先端ディスプレイを提案4

TOPICS

当社が提案する新時代のディスプレイを
「Display Innovation 2014」に出展5

TOPICS

Display Innovation 2014
来場者でにぎわう当社ブース

用語解説

イノベーション
ビークル
ディスプレイの技
術開発をリードす
るために当社が開
発・提案している最
先端製品です。

JDI

お客様と当社の最新技術をつなぐ提案型最先端ディスプレイとしてイノベーションビークル2014を開発し、従来以上に省電力

で、見やすく、使いやすいディスプレイの今後を提案しています。

ディスプレイの最先端技術が集結する「Display Innovation 

2014」（日経BP社主催）が10月29日から3日間、パシフィコ

横浜で開催されました。

当社ブースでは、イノベーションビークル2014や、低温環境下

でも正確な動画表示を提供する高速応答液晶をはじめ、超低消

費電力反射型やシートOLEDなど多様なディスプレイ技術を展

示し、来場者に大きなインパクトを与えた展示品・出展者を表

彰する「Display Innovation アワード」の大賞を受賞しました。

自動車の次世代コックピッ

ト向けディスプレイでは、

運転に必要な情報をドラ

イバーの目前に展開でき

る横長曲面ディスプレイ

と、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

高解像度ヘッド・アップ・ディスプレイを融合。
4K2K 8.0型超高精細

ディスプレイ

4K2K 8.0型超高精細ディスプレイで

は、当社独自の技術で、モバイル用途

で要求される省電力・軽量・狭額縁を

実現するとともに、タッチ機能をアップ

して1ミリの細ペンや筆でも書き込み可

能。

コックピット向けディスプレイ

四半期連結財務諸表等（要旨）
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資産の部 （百万円）

前期
（2014年3月31日）

当中間期
（2014年9月30日現在）

流動資産 378,484 376,853

固定資産 380,490 398,308

　有形固定資産 343,780 360,314

　無形固定資産 34,958 34,170

　投資その他の資産 1,751 3,823

資産合計 758,975 775,161

負債の部 （百万円）

前期
（2014年3月31日）

当中間期
（2014年9月30日現在）

流動負債 254,902 298,994

固定負債 98,927 95,420

負債合計 353,830 394,415

純資産の部 （百万円）

前期
（2014年3月31日）

当中間期
（2014年9月30日現在）

株主資本 402,798 373,420

その他の包括利益累計額 1,690 6,105

少数株主持分 655 1,219

純資産合計 405,144 380,746

負債純資産合計 758,975 775,161

（百万円）

前中間期
（2013年4月1日～
2013年9月30日）

当中間期
（2014年4月1日～
2014年9月30日）

売上高 320,964 285,574

売上原価 284,752 281,641

売上総利益 36,212 3,933

販売費及び一般管理費 22,286 24,204

営業利益 13,925 △20,271

営業外収益 1,116 1,686

営業外費用 5,384 3,892

経常利益 9,657 △22,477

特別損失 2,330 2,132

税金等調整前四半期純利益 7,327 △24,609

法人税等合計 △19,212 2,891

少数株主利益 4 289

四半期純利益 26,535 △27,791

（百万円）

前中間期
（2013年4月1日～
2013年9月30日）

当中間期
（2014年4月1日～
2014年9月30日）

営業活動による
キャッシュ・フロー

8,855 △14,585

投資活動による
キャッシュ・フロー

△72,846 △47,572

財務活動による
キャッシュ・フロー

40,610 △9,560

現金及び現金同等物に
係る換算差額

1,340 1,540

現金及び現金同等物の
増減額

△22,041 △70,177

現金及び現金同等物の
期首残高

23,524 141,390

合併に伴う現金及び
現金同等物の増加額

46,331 ―

現金及び現金同等物の
四半期末残高

47,814 71,213

決算のポイント
・�茂原工場の生産能力増強などから有形固
定資産が対前期末比165億円増加

・�下期の売上高回復に向け生産を加速して
いるため、買掛金等で流動負債が対前期
末比441億円増加

決算のポイント
・�売上高は対前年同期比11.0%の減少。売
上高の減少等から、営業利益は203億円
の損失

・�台湾の取引先の会社更生法適用申請によ
り、特別損失として貸倒引当金繰入額
21億円を計上

決算のポイント
・�営業活動及び投資活動による資金の減少
により、フリーキャッシュフローは622
億円のマイナス

・�現金及び同等物の四半期末残高は期初に
比べ702億円減少

連結貸借対照表 連結損益計算書 連結キャッシュ・フロー計算書



概要（2014年9月30日現在）

商号

事業開始

資本金

代表者

従業員数

事業内容

本社所在地

海外販売子会社

海外製造子会社

国内製造拠点

株式会社ジャパンディスプレイ

2012年4月1日

968億円

代表取締役社長　大塚周一

16,184人(連結)

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

〒105-0003　
東京都港区西新橋三丁目7番1号

JDI Display America, Inc.
JDI Europe GmbH.
JDI China Inc.
JDI Hong Kong Limited
JDI Taiwan Inc.
JDI Korea Inc.
Taiwan Display Inc.

Suzhou JDI Devices Inc.
Suzhou JDI Electronics Inc.
Shenzhen JDI Inc.
Nanox Philippines Inc.
Kaohsiung Opto-Electronics Inc.

鳥取工場
東浦工場
石川サイト：石川工場、能美工場
深谷工場
茂原工場

代表取締役社長 大塚 周一 
取締役 有賀 修二 
取締役（非常勤） 谷山 浩一郎 株式会社産業革新機構 
  執行役員

取締役（非常勤） 小林 喜光 株式会社三菱ケミカルホールディングス
  代表取締役社長／
  三菱化学株式会社  取締役会長／
  東京電力株式会社  社外取締役

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

取締役（非常勤） 菅野 寛 一橋大学大学院 
  国際企業戦略研究科 教授

監査役 川﨑 和雄 
監査役 佐藤 幸宏 
監査役（非常勤） 江藤 洋一 弁護士

監査役（非常勤） 川嶋 俊昭 公認会計士

株式数

株主数

株主構成株式数及び株主数

大株主

個人・その他

国内金融機関

その他国内法人

外国人

証券会社
発行可能株式総数
発行済株式総数
74,673名
　　

1,840,000,000株
601,387,900株

役員一覧（2014年9月30日現在）

役員

チーフエグゼクティブオフィサー 大塚 周一
チーフオペレーティングオフィサー兼 有賀 修二
チーフビジネスオフィサー
チーフテクノロジーオフィサー兼 大島 弘之
チーフストラテジーオフィサー
チーフビジネスオフィサー 境田 秀也
チーフビジネスオフィサー 月崎 義幸
チーフフィナンシャルオフィサー 西 　康宏
チーフアドミニストレイティブオフィサー 保田 隆雄
CEO付 新規事業プロジェクト担当 田窪 米治
モジュールプロダクト本部  永岡 一孝
ディビジョンマネージャー
生産本部 ディビジョンマネージャー 沼沢 禎寛
調達本部 ディビジョンマネージャー 福井 功

執行役員（2014年11月1日付）

利益配分に関する基本方針及び当期の配当
当社は、株主への利益還元を重要な経営課題の一つとして認識しております。当連結会計年度（2015年3月期）の配当については、継続的設備投
資による生産能力増強の必要性との兼ね合いを見極める必要があることから、市場動向と戦略的投資のタイミング、当社の財務体質などを勘案
しながら決定することとしております。第2四半期末の配当については、業績内容を勘案して無配とすることを決定いたしました。尚、期末配当に
ついては、引き続き市場動向や戦略的投資のタイミング、当社の財務体質などを勘案の上決定することとし、決定次第開示いたします。

157,712,064株

26.22%

44,744,200株

7.44%

271,451,700株

45.14%

11,220,633株

1.87%
116,259,303株

19.33%

 株主名 所有株数 持株比率 

株式会社産業革新機構 214,000,000 35.58%

ソニー株式会社 10,700,000 1.78%

株式会社東芝 10,700,000 1.78%

株式会社日立製作所 10,700,000 1.78%

日本マスタートラスト
信託銀行株式会社（信託口） 9,178,400 1.53%

JP MORGAN CHASE BANK 
380055 7,601,265 1.26%

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社（信託口） 6,626,400 1.10%

CBLDN ALETTI GESTIELLE 
SGR JASDEC 4,576,500 0.76%

MSCO CUSTOMER 
SECURITIES 4,402,845 0.73%

CHASE MANHATTAN BANK 
GTS CLIENTS 
ACCOUNT ESCROW 

4,300,018 0.72%

会社概要 株式の状況（2014年9月30日現在）
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証券コード

事業年度

定時株主総会

上場証券取引所

単元株式数

公告方法

6740

4月1日から翌年3月31日まで

6月末日までに開催

東京証券取引所（市場第一部）

100株

電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）
公告掲載URL http://www.j-display.com/
ただし、事故その他やむを得ない事由が生じ上記に掲載できないときは、日本経済新聞に掲載いたします。

適切に管理された森林から生まれた
「FSC®認証紙」を使用しました。

FSC®認証紙の使用

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
 三井住友信託銀行株式会社

同事務取扱所 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

郵便物送付先 〒168-0063　東京都杉並区和泉二丁目8番4号
 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
 TEL：0120-782-031（フリーダイヤル：受付時間 平日9時～17時）

株 主 通 信
中 間 期

2014年4月1日～2014年9月30日

証券コード：6740

株主メモ

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

検索ジャパンディスプレイ

最新のIR情報はホームページにも掲載しています。
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