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企業理念
Corporate Philosophy

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。

 トップインタビュー
Message from the Management

経営改革、構造改革で 　 企業体質を改善しました。
今後は事業構造変革に　  よる収益基盤の確立を目指します。

株主の皆様におかれましては格別のご高配を賜り厚く御
礼申し上げます。

2015年度の株主通信をお届けするに当たり、謹んでご
あいさつ申し上げます。

当社グループでは、中期を見据えた改革の第1フェーズ
として、2015年7月に「経営改革プロジェクト」を開始し、
これまでに手応えのある成果をあげることができました。　　

また第2フェーズとして、固定費削減に向けた「構造改
革プロジェクト」も実施し、企業体質の改善に取り組んで
います。さらに第3フェーズとなる「事業構造変革プロジェ
クト」の実現に向けて、2016年4月に新事業部「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。今後は、
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、安定成長を図
っていきます。

2015年7月にスタートした「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、事業本部と機能本部によるマトリクスの

第1フェーズ「経営改革プロジェクト」の
成果についてお聞かせくださいQ

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。

ビジョン

私たちジャパンディスプレイが大切にするのは、
想像力と創造力。
ひとに心躍るLive Interfaceを届け、世界に新た
な価値を産み出しつづけることがわたしたちの
アイデンティティです。

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。

* Customer Relationship Management：顧客満足度を上げるための関係構築

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連結会計年度に計上し
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。

第2フェーズ「構造改革プロジェクト」に
ついてお聞かせくださいQ

1

代表取締役会長  兼  CEO

本間　充
代表取締役社長  兼  COO

有賀　修二
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 トップインタビュー
Message from the Management

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。経常損
失については、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122億
円）となりました。

当社グループは、民生機器であるスマートフォン向けの

2015年度の概況についてお聞かせくださいQ

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。

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導入やルームミラーのディスプ

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の事業軸となる新規事業では、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（VR/仮想現実）市場向けの事業を開拓していき
ます。これらは、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ます。バーチ

第3フェーズ「事業構造変革プロジェクト」の
内容についてお聞かせくださいQ

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

■通信5世代を意識した技術開発
■VR/AR・高精細ノート PC・タブレット・

指紋センサー・ サイネージなどの市場開拓
：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
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 , *Hi-Reso、XO ディスプレイは仮称
*PE：Pixel Eyes™, *NB：ノート PC, *DSC：デジタルカメラ

スマートフォン
（LTPS-LCD）

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、PE*

反射型
ESL*、サイネージ

新分野へ反射型
Wearable

NB*
4K

VR/AR

FY15の事業

医療

DSC*
DSC

車載
（a-Si）

車載
(LTPS化)

新規分野ミラー・ピラー

FY21の事業

FY15～FY21変化

ャルリアリティの分野では、臨場感を高めるためより高
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。当社グループは、
量産技術の確立に向けた取り組みを進めています。

最後になりましたが、2015年度は無配となりました
こと、また第4四半期の業績が未達になりましたことを、
深くお詫び申し上げます。

2016年度は、「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、反転攻勢の年に
していきたいと考えています。

本年度は株主の皆様からのご期待に沿える様、最善の
努力を尽くしてまいりますので、今後とも引き続きご支
援賜りたくお願い申し上げます。

株主の皆様へメッセージをお願いしますQ
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特集 1
Automotive Display

5

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。

執行役員　車載ディスプレイ事業本部　

本部長　月崎　義幸

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ドライバーの目前に表示する大型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。

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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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 2
Display Solutions
Business Unit

JDIは、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。

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の軽量化、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
を図っていきます。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
ュなものへとシフトしています。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は狭額縁であるため、よ
りスタイリッシュなデザインを行うこともできます。

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のディスプレイはスマートフ
ォンよりもサイズが大きいため、生産効率を高めるには高
品質の大型マザーガラスを製造できる設備が必要になりま
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。ま
た、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“Pixel EyesTM”というJDI独自のインセルタッチ技術
をノートPC向けディスプレイにも展開することで、更に
コスト競争力を高めていきます。

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、外光を反射させる液晶デ

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できます。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
ォッチ用向けで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、ディスプレイ画素が見えてしまうためリアリティ
が失われてしまっています。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と高精細のディスプレイの開発に成功し
ています。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。

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

8

* 1インチあたりのピクセル数
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当期の振り返り
Review for the Fiscal Year Ended March 31, 2016

2015年

4月

複数のカメラメーカー様を通して広く訴求され
たPixel Eyes™の革新技術が評価され、2014
年 のWhiteMagic™
に続き、液晶ディス
プレイとして2度目
の受賞とな
りました。

反射型カラー液晶の事業化
を発表し、報道機関や投資家、アナリ
スト向けに説明会を開催しました。

2015年

5月

2015年

9月

2015年

11月 当社の子会社であるJDI 
China Inc.は中国事業開

発センターを中国広東省深圳市に開
設し、業務を開始しました。本セン
ターは営業に加え様々な機能を有し、
中国の現地顧客により高い水準のサ
ポートを行ってまいります。

2015年

8月

2016年

2月

2015年

4月

2015年

6月

2015年

9月

2015年

10月

2016年

1月

2015年

12月

2016年

1月

技術開発の現場から
コラム   　Column

当社の強みであるLTPS（低温ポリシリコン）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。
例えば、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。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。
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。また、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、2018年の量産化を目指しています。

次世代研究センター センター長　　瀧本 昭雄

2D Local Dimming 
バックライト搭載
WhiteMagic™を開発

2015年

10月

放送局や映像制作現場で最適な
モニタ標準サイズ
17インチクラスで、
世界初※1の8K液晶ディスプレイ
を開発

※1 2015年9月当社調べ

（表示画像：NHK提供）

2015年

6月

中国事業開発センターを深圳に設立

当社独自のインセルタ
ッチを進化させた本製品は、プレミ
アムモバイル端末に求められる高い
パフォーマンス性を実現いたします。今後ともより使いや
すい液晶ディスプレイを提供することで、お客様の新しい
モバイル製品の開発に貢献してまいります。

第2世代Pixel Eyes™液晶モジュールの
量産出荷を開始

当社の先端技術の
紹介を行ったほ

か、最新ディスプレイの展示
を行いました

ジャパンディスプレイ技術展を開催

2016年

3月

2015年

12月

2015年

11月

2015年

7月

Pixel Eyes™が「デジタル
カメラグランプリ2015
SUMMER」で技術賞を受賞

2015年

11月

更なる低消費電力化を実現したカラー反射型
液晶モジュールを販売

従来の反射型液晶製品に加え、主に電池駆動
を前提とした機器・製品向けに液晶モジュール3機種を標
準ラインアップ化いたしま
した。従来型に比べ更なる
低消費電力化を実現しまし
た。今後も順次標準ライン
アップを拡充し、広範なお
客様ニーズに対応してまい
ります。

反射型カラー液晶ディスプレイ
事業説明会を開催

LTPS技術で、
より高精細な未来へ。

*第6世代、1,500mm×1,850mmのガラス基板。
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目で見る決算ハイライト
Financial Highlights

親会社株主に帰属する当期純利益
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EBITDA
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分野別売上高構成比

モバイル分野

84.7%

車載・C&I・
その他分野

15.3% 2016年3月期

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び
現金同等物の

期末残高

 当期（2015 年 4 月 1 日～2016 年 3 月 31 日）

55,077△6,098
94,643

現金及び
現金同等物に
係る換算差額
△3,753

現金及び
現金同等物の

期首残高

2015年
4月1日現在

2016年
3月31日現在

 前期
（2014年4月1日～2015年3月31日）

 当期
（2015年4月1日～2016年3月31日）

売上高
989,115

売上総利益
76,839

営業利益
16,710 親会社株主に

帰属する
当期純損失
△31,840

前期
（2015年3月31日）

当期
（2016年3月31日）

前期
（2015年3月31日）

当期
（2016年3月31日）

資産合計
813,861

流動資産
322,822

固定負債
80,311

負債・純資産合計
813,861

流動負債
382,671

純資産
365,249

固定負債
65,940

流動負債
348,684

純資産
402,626

負債・純資産合計
831,622

固定資産
491,039

流動資産
436,691

固定資産
394,930

資産合計
831,622

資産の部 負債・純資産の部

経常損失
△12,934

売上高
769,304

売上総利益
55,717

営業利益
5,147

親会社株主に
帰属する

当期純損失
△12,270経常利益

1,864

投資活動による
キャッシュ・フロー
△181,156

営業活動による
キャッシュ・フロー
151,442

連結貸借対照表

連結損益計算書

（単位:百万円）

（単位:百万円）

連結キャッシュ・フロー計算書
（単位:百万円）

● 資産
　当連結会計年度末における資産につきまして
は813,861百万円となり、前連結会計年度末に
比べ17,760百万円減少しました。主な内訳は、
流動資産では、売掛金が63,398百万円、現金及
び預金が39,565百万円それぞれ減少しました。
固定資産では白山新工場投資等による建設仮勘
定が138,533百万円増加しました。

● 負債
　負債につきましては、448,612百万円となり、
前連結会計年度末に比べ19,616百万円増加しま
した。主な内訳は、買掛金が59,049百万円減少
した一方で、前受金が66,641百万円、未払金が
18,842百万円それぞれ増加しました。

● 純資産
　純資産につきましては、365,249百万円とな
り、前連結会計年度末に比べ37,376百万円減少
しております。

● 営業活動によるキャッシュ・フロー
　当連結会計年度における営業活動により増加し
た資金は151,442百万円（前連結会計年度は
73,320百万円の増加）となりました。これは、税金
等調整前当期純損失27,969百万円に対し、仕入
債務の減少56,385百万円、たな卸資産の増加
11,746百万円等の減少要因があった一方で、売
上債権の減少56,413百万円、前受金の増加
66,671百万円、減価償却費78,326百万円等の
増加要因があったことによるものです。

● 投資活動によるキャッシュ・フロー
　当連結会計年度における投資活動により減少し
た資金は181,156百万円（前連結会計年度は
96,346百万円の減少）となりました。これは、主に
生産設備増強に伴う固定資産の取得による支出
186,353百万円があった一方で補助金の受取額
5,026百万円があったことによるものです。

● 財務活動によるキャッシュ・フロー
　当連結会計年度における財務活動により減少し
た資金は6,098百万円となりました。これは、長
期借入金の返済による支出8,993百万円、リース
債務の返済による支出30,840百万円があった一
方で、セール・アンド・リースバックによる収入
33,489百万円等があったことによるものです。

P O I N T

研究開発費
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会社概要・株式の状況（2016年3月31日現在）
Corporate Profile,  Stock Information

グループ会社・生産工場
Business Locations

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 968億円
従業員数 15,722人(連結)
事業内容 中小型ディスプレイデバイス及び

関連製品の開発、設計、製造及び販売
本社所在地 〒105-0003　東京都港区西新橋三丁目7番1号

概要

代表取締役会長 本間      充
代表取締役社長 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

株式会社JOLED 取締役
取締役（非常勤） 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

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
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

取締役（非常勤） 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

役員一覧（2016年6月21日現在）

株式数 発行可能株式総数 1,840,000,000株
発行済株式総数 601,411,900株

株主数 69,268名

株式数および株主数

株主名 所有株数 持株比率
株式会社産業革新機構 214,000,000 35.6％
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％

大株主

株主数
■ 個人・その他 67,787名
■ 国内金融機関 31名
■ その他国内法人 1,008名
■ 外国人 386名
■ 証券会社 56名

株式の所有者別状況

■ 外国人
131,072,121 株
21.8％

■ その他国内法人
253,013,013 株
42.0％

■ 証券会社
14,138,357 株
2.4％

■ 国内金融機関
54,892,100 株
9.1％

■ 個人・その他
148,296,309 株
24.7％

所有株式数と割合

工場別主力生産ライン

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（予定）

C 東浦工場 第3.5世代LTPS

D 鳥取工場 第4世代a-Si

国内拠点

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

海外販売子会社 A JDI Display America, Inc.
B JDI Europe GmbH
C JDI China Inc.
D JDI Hong Kong Limited
E JDI Taiwan Inc.

Taiwan Display Inc.
F JDI Korea Inc.

海外製造子会社 A Suzhou JDI Devices Inc.
Suzhou JDI Electronics Inc.

B Shenzhen JDI Inc.
C Nanox Philippines Inc.
D Kaohsiung Opto-Electronics Inc.

海外拠点

■A
■B

■C

■D ■E

■F

■A
■B

■C

■D

■

■ 本社　
■ 営業拠点　
■ 生産拠点

■

鳥取工場

石川サイト
白山工場（予定地）

本社

茂原工場

海老名オフィス東浦工場

西日本オフィス

■

■D

■C ▲

■B

■A

■ 本社　
■ 営業拠点　
■ 生産拠点　
▲ 開発・設計拠点

* 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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株主メモ／ホームページのご案内
証券コード 6740
事業年度 4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会 6月末日までに開催
上場証券取引所 東京証券取引所（市場第一部）
単元株式数 100株
公告方法 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）

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

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

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

郵便物送付先 〒168-0063　東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
TEL : 0120-782-031

（フリーダイヤル：受付時間　平日9時～17時）

〒105-0003　東京都港区西新橋三丁目7番1号　
Tel 03-6732-8100　
URL http://www.j-display.com

FSC®認証紙の使用
適切に管理された森林から生まれた

「FSC®認証紙」を使用しました。

最新のIR情報はホームページにも掲載しています。

ジャパンディスプレイ 検索

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

4月 6月5月

第1四半期

7月 9月8月

第2四半期

1月 3月2月

第4四半期

10月 12月11月

第3四半期

IRカレンダー

通期決算発表

定時株主総会

第1四半期決算発表 第2四半期決算発表 第3四半期決算発表
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