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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

下半期の業績回復を確実な ものとし、収益確保を目指すとともに、 
将来の成長を見据えた事業 構造変革に取り組みます。

当上半期においては、顧客の需要減や競争環境の激
化、為替水準の急激な変動等の諸要因により厳しい事業
環境となりましたが、この間、コスト低減策を強力に進
めたことで、売上高の減少による利益の減少を最小限に
とどめることが出来ました。

下半期は、顧客からの需要が回復していることに加
え、市場競争に勝てる製品を投入していくことにより、
業績の改善を図ってまいる所存です。加えて、将来の事
業成長に向けた事業構造変革を一層のスピード感をもっ
て進めると共に、変革期にあるディスプレイ産業の中で、
異業種との協業によるオープンイノベーションを推進し、
中期の経営計画の目標であるノンモバイル分野の拡大を
図りたいと考えています。

上期の業績について
当上半期は売上高3,710億円（前年同期5,079億円）、

営業損失22億円（前年同期は営業利益106億円）、経常
損失206億円（前年同期は経常利益17億円）、親会社株
主に帰属する四半期純損失167億円（前年同期は親会社
株主に帰属する四半期純損失3億円）という結果となり
ました。売上高については、前期の第4四半期に大手顧
客からの需要が急落し当第1四半期まで影響を残したこ
とに加え、中国顧客向けのスマートフォン用ディスプレ

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。

イ分野で他社との競争が激化し、市場シェアを落とした
ことなどにより、前年同期に比べ大幅に減少しました。
この結果、営業利益も前期に比べ減少し、当上半期は営
業損失となりました。加えて、急激な為替変動により営
業外費用として為替差損が生じたこと等により、経常損
失、親会社株主に帰属する当期純損失が拡大する結果と
なりました。需要の減少や為替の変動等の要因があった
とは言え、上半期の業績が赤字となりましたことにつき、
お詫び申し上げます。

一方で、前期より当社が取り組んでまいりました「経
営改革プロジェクト」により「徹底した原価低減」「固定
費削減」「ロスコストの削減」等の施策を図ると共に、「構
造改革プロジェクト」により固定費の削減を進めたこと
で、売上高の減少に比べた利益の減少を限定的としたも
のと考えており、今後の売上高回復時に収益の拡大を図
ることが可能な企業体質とすることが出来たものと見て
います。

下期の業績見通しについて
下半期については、スマートフォン用ディスプレイ分

野で顧客からの需要が回復しており、加えて、有機ELデ
ィスプレイ（OLED）に対抗できる製品の開発を進めた
ことで、これまでOLEDの採用を進めていた顧客が当社

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

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。

2016年度の中間期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。
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 トップインタビュー

のLTPS（低温ポリシリコン）液晶（LCD）に回帰する動
き等もあり、業績回復の手ごたえを感じています。第3
四半期については、クリスマスシーズンに向けた顧客の
新製品発売等の要因もあり、売上高2,650億円（四半期
累計売上高6,360億円）、営業利益100億円（四半期累計
営業利益78億円）を見込んでいます。

第4四半期については、欧米地域の顧客向け出荷に季
節性の影響が生じることを見込んでいるものの、中国顧
客からの需要が前年同期比で大きく回復するものと考え
ております。加えて当上半期より取り組んだ販路拡大策
の効果発現等により、従来から取り組んでいる経営改革
の効果と合わせ業績の回復を確かなものとしていきたい
と考えております。

事業構造変革の進捗について
現在、当社の事業構造は需要変動の大きいスマートフ

ォン用ディスプレイを中心とするモバイル分野の売上割
合が81％（上半期実績）と高いことから、安定した収益
基盤を確立するには、モバイル分野で強い地位を確保す
ると同時に、ノンモバイル分野の事業軸を確立していく
必要があると考えています。モバイル分野向けでは、新
たにディスプレイ4辺のベゼル（額縁）デザインのスリ
ム化を実現した、4辺フリー "FULL ACTIVE"ディスプレ
イを開発しマーケティングを開始しています。この製品
は、プラットフォーム技術としてスマートフォンのみな
らず、ノンモバイル分野の様々な製品にも展開可能であ
ることから顧客より非常に高い評価を得ており、今後の

幅広い採用に期待をしています。また、既に第2の事業
軸として強化を図っている車載ディスプレイ事業におい
ては、当期も着実な成長を見込んでおり、今後も継続的
に事業の拡大を図ることが出来るものと考えています。
第3の事業軸として立ち上げを図っている新規事業につ
いては、屋外サイネージ向け反射型ディスプレイのサン
プル出荷開始やVR（バーチャルリアリティ/仮想現実）
用途の高精細LCDの顧客への提案を開始した他、第4四
半期からノートPC向けの高精細・狭額縁なLTPSディス
プレイの量産を開始する等、着実に進捗しています。

2018年度からの量産を計画しているフレキシブル
OLEDについては、顧客の要求に応え得る高精細な試作
品の開発が順調に進捗しており、今後2018年度の量産
を目指して差異化技術と生産プロセス技術を確立するこ
とで、顧客のニーズに合わせてLCDもOLEDも対応可能
な体制を構築したいと考えています。

新たな取り組みについて
5G、6Gと呼ばれる新世代の通信インフラにより通信

の高速化が更に進むと共に、IoT（Internet of Things）
やAI（人工知能）の進展により、様々な「モノ（物）」が
インターネットに繋がろうとしています。その表示デバ
イスとなるディスプレイが、従来以上に幅広い分野から
求められる時代になろうとしている現在は、ディスプレ
イ産業の大きな変革期にあると言えます。その中で、当
社は最先端技術を持つディスプレイメーカーとして、異
業種との協業によるオープンイノベーションを推進し、

様々な分野へディスプレイを提供することで、中期の経
営計画の目標であるノンモバイル分野の拡大を図ってま
いりたいと考えています。

その一環として、今般、E Ink® Holding Inc.(E ink)
と電子ペーパービジネスについて長期戦略的業務提携を
締結いたしました。E inkは電子ペーパーの先駆者で、そ
の製品は電子書籍等に幅広く用いられています。当社は、
E inkとの業務提携により電子ペーパー製品を当社製品ラ
インアップに加え、反射型ディスプレイの製品ラインア
ップを強化すると共に、LCDで培ったバックプレーン技
術を活かした製品の開発、生産、提供を実現し、さらな
る相乗効果を期待しています。

また、当社の最新工場である白山工場（石川県白山市）
が10月18日に竣工いたしました。第6世代ガラス基板

（1,500×1,850mm）対応の本工場は月に25,000枚の
生産能力を持ち、当社の前工程生産能力の約20％を有す
る工場となります。本工場では、既に試作品の投入を開
始しており、本格稼働に向けた活動を取り進めています。

当期は、上半期は厳しい事業環境であったものの、そ
の間に取り組んだ施策の効果により下半期の業績改善が
見えてきております。この機会を最大限活用すべく全社
一丸となり取り組み、業績改善の動きを確かなものとし
てまいりますので、株主の皆様におかれましては引き続
きご支援賜りたく、心よりお願い申し上げます。

他社とのコラボレーションについて
コラム   　Column

E Ink® Holdingsとの業務提携を締結
電子インクの先駆けであるE Ink® Holdingsと業務提携

を行いました。電子ペーパービジネスは今後成長が期待で
きる分野であり、サイネージ事業やモバイル事業におい
て、当社が有するLTPS技術やインセルタッチ技術などを
組み合わせることで、
従来の液晶ビジネスの
枠組みにとらわれない
革新的なディスプレイ
の開発を行い、革新的
なディスプレイの活用
シーンを提案してまい
ります。

株式会社NTTドコモの「5Gトライアルサイト」 
パートナー企業として参画

当社は株式会社NTTドコモが推進する、第5世代移動
通信方式（以下、5G）※1のもと、新たなサービス創出に
むけた取り組みである「5Gトライアルサイト」※2にパー
トナー企業として参画しました。2016年11月にNTTド
コモR&Dセンタ（YRP）で開催された「ドコモR&Dオー
プンハウス」で、5Gの超高速・大容量通信等を活かし
た4K／8Kなどの高精細動画やVRなどの新しいマルチメ
ディアサービス創出に向け、次世代ディスプレイ技術を
活 用 し た デ モ ン ス ト
レーションを実施しま
した。

※1  5Gは、10Gbpsを超える超高速な通信速度、飛躍的な通信容量の拡大、IoT
の普及に伴う端末数の増加やサービス多様化への対応などをめざして研究開
発および国際標準化が進められている次世代の移動通信方式です。

※2  「5Gトライアルサイト」とは、ドコモが5Gの商用サービス開始に向け、5G
の特長である超高速・大容量通信、低遅延、超多数の端末接続を活用した新
たなサービスコンテンツをパートナー企業と幅広く連携して開発し、有望な
サービスについて一般のお客様にも体験いただけるものです。
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特集 「歩留り改善」への　 取り組み
強い製造現場が利　 益を生み出す。

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

常務執行役員　第2生産本部　

本部長　    福井　功

歩留り改善は製造業の宿命
　歩留り改善は、製造のパフォーマンスを向上させ、不良
を低減し、利益を拡大するための重要な活動です。2012
年の当社設立以来の取り組みにより、歩留り改善は一定の
成果を上げましたが、踊り場に差し掛かったため、2015
年7月から私が陣頭指揮をとり、歩留り改善プロジェクト
を推進しています。
　ディスプレイの製造は前工程として、ガラス基板にトラ
ンジスタを作り込み、液晶パネルを製造します。製造ライ
ンの構築には莫大な投資を行っているため、液晶パネルの
不良は固定費の負担増につながります。後工程では、液晶
パネルにバックライトやドライバーIC、回路基板などを実
装します。不良品を作ることは、液晶パネルだけでなく部
品のロスにつながります。前工程は国内、後工程は海外で
行っていますが、私たちは、ロスを最小限に抑えなくては
なりません。これは、いわば製造業の宿命なのです。

「人」が生産のパフォーマンスを高める
　JDIの工場には、世界最先端の製造設備が導入されてい
ます。しかし、現場のオペレーターたちの腕とメンタリテ

ィがなければ、設備のパフォーマンスを最大限に高めるこ
とはできません。私は、現場のモチベーション向上のため
に、国内および海外の工場を毎月訪問しています。例えば、
昨日は音もなく作動していた製品搬送設備から今日はガタ
ガタ音が聞こえたならば、そこでは設備の部品同士がこす
れて発生する細かいゴミが製品に乗って歩留りに影響を与
えていることに気付かねばなりません。このように順序立
てて原因を解き明かしていくことで、現場のオペレーター
たちは、自分たちの活動が歩留りや製造パフォーマンスに
寄与していることを認識し、それぞれの工程をより良くし
ていこうというメンタリティを持つようになります。前工

程を担う国内の工場では、現場にある本当の問題は何かと
いう問題発見力や解決手法を養う研修も実施しています。
問題発見力は誰もが持っていますが、楽をしようとして蓋
をしていることが多いのです。その蓋を取ることで、自発
的に問題を発見し、改善を進められるようになります。後
工程を担う中国の工場でも、「ものづくりを舐めるな。や
ったことがそのまま、歩留りや品質に現れる」という意識
を浸透させ、一人ひとりの改善意欲を高めていく活動が重
要です。製造活動は無から有を生むものであり、こんなに
尊く、こんなに面白いものはないということを知った現場
は強くなります。

会社全体、そしてサプライチェーン全体が
強くなることが重要
　歩留り改善活動を継続するには、強い意志が必要です
が、やり続けなくてはなりません。新製品の製造には技術
的な困難が付きものですが、初期段階から歩留り改善がで
きれば、利益にも大きく貢献できます。そのためには、製
造工程について配慮することが大事であり、コンビネーシ
ョンの向上に取り組むことが不可欠です。また、サプライ
ヤーのパフォーマンスや品質も、歩留りに大きな影響を与
えます。サプライヤーと良好な関係を築くことで、強いサ
プライチェーンを実現し、前工程はオール・ジャパン、後
工程はオール・アジアで戦っていくことも重要だと考えて
います。

能美工場 製造部 製造課 
CELL設備保全統括

松本　豊

福井さんは現場の巡察が多く、以前、液晶ディスプレイ製造
上重要な工程であるフォトリソグラフィ工程を案内した際、

「自分には『現場』『現物』『現実』の三現主義が体に染みつい
ている。これが『製造の鬼』と言われる所以なんだ！」と言わ
れていました。私はその言葉に感銘を受けると共に、製造現
場のあるべき姿としての三現主義の重要性を改めて認識させ
られました。
製造現場では、日々2万に及ぶ点検項目を監視しています。
これだけの項目をチェックしても、歩留りが中々改善しない
ケースもあります。そうしたときは、チェック項目やチェッ
ク内容など、現場で起きている事象を源流から探し続けるこ
とが重要だと考えています。
能美工場では、2012年の立上げ当初から「究極の加工点管理」
を目指し、その実現に向け「付加価値の創造、リスクの先取
り」をスローガンに掲げ取り組んでいます。
2016年度の下半期は、個人が持つ隠れた情報（データ、感
覚）を、言葉や活字として全員で共有し、クリティカルな情
報とする狙いから、新たに「機動力戦」をスローガンに追加し
ました。
現場に一番近い製造課の全員で

「機動力戦」を展開し、歩留り改善
でも大きく一歩を踏み出します。

私たちの現場での取り組み
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親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益
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決算ハイライト
Financial Highlights

前期
( 2016年

３月31日 )

当中間期
( 2016年
9月30日 )

資産の部

流動資産 322,822 392,875

固定資産 491,039 516,820

有形固定資産 436,784 464,149

無形固定資産 29,664 27,604

投資その他の資産 24,590 25,066

資産合計 813,861 909,696

負債の部

流動負債 382,671 515,245

固定負債 65,940 50,864

負債合計 448,612 566,110

純資産の部

株主資本 357,283 340,581

その他の包括利益累計額 5,865 364

新株予約権 18 31

非支配株主持分 2,082 2,607

純資産合計 365,249 343,586

負債純資産合計 813,861 909,696

（百万円）連結貸借対照表

四半期連結財務諸表等（要旨）
Quarterly Financial Statements

前中間期
(2015年4月1日～
2015年9月30日）

当中間期
(2016年4月1日〜
2016年9月30日）

売上高 507,865 370,983

売上原価 465,356 349,486

売上総利益 42,509 21,496

販売費及び
一般管理費 31,924 23,672

営業利益又は営業損失 10,584 △ 2,176

営業外収益 2,635 2,890

営業外費用 11,553 21,271

経常利益又は経常損失 1,665 △ 20,557

特別損失 － 1,620

税金等調整前四半期純利益
又は税金等調整前四半期純損失 1,665 △ 22,177

法人税等合計 1,887 △ 5,984

非支配株主に帰属する
四半期純利益 102 508

親会社株主に帰属する
四半期純損失 △323 △ 16,701

（百万円）連結損益計算書
前中間期

(2015年4月1日～
2015年9月30日）

当中間期
(2016年4月1日〜
2016年9月30日）

営業活動による
キャッシュ・フロー 13,103 106,141

投資活動による
キャッシュ・フロー △57,406 △ 62,158

財務活動による
キャッシュ・フロー 1,257 △ 22,270

現金及び現金同等物
に係る換算差額 185 △ 4,074

現金及び
現金同等物の増減額 △42,859 17,637

現金及び現金同等物
の期首残高 94,643 55,077

現金及び現金同等物
の四半期末残高 51,783 72,714

（百万円）連結キャッシュ・フロー計算書

決算の
ポイント

• 現預金の増加や下半期に向けた
生産活動に関連する未収入金の
増加等により、流動資産が前期
末比70,053百万円増加。建物
及び構築物の増加等により、固
定資産が25,781百万円増加

• 生産量の増加により買掛金が
88,624百万円増加すると共に、
顧客からの前受金が58,958百万
円増加した一方、リース債務
12,262百万円が減少し、負債合
計では117,498百万円増加

決算の
ポイント

• モバイル分野向け売上高が対
前年同期比で128,489百万円

（30.1％）減少したことにより、
売上高全体では136,882百万
円（27.0％）の減少

• 売上高の減少に伴い、営業利益
は前年同期比12,760百万円減
少。為替差損等の営業外費用の
計上により経常損失、親会社株
主に帰属する四半期純損失が営
業損失に比べ拡大

決算の
ポイント

• 上半期は減価償却費、仕入債務、
前受金の増加等が主要因となり、
営業活動によるキャッシュ・フ
ローは106,141百万円の収入
超。投資活動によるキャッシュ・
フローは白山工場の設備の支払
い等により62,158百万円の支出
超となり、フリー・キャッシュフ
ローは43,983百万円の収入超

• 現金及び現金同等物の四半期末
残高は、17,637百万円の増加
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商号 株式会社ジャパンディスプレイ
事業開始 2012年4月1日
資本金 969億円
従業員数 14,228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 常務執行役員

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

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
一般社団法人日本能率協会 理事

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

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 70,002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％
BNY GCM CLIENT ACCOUNT
JPRD AC ISG(FE-AC) 20,729,099 3.5％

ソニー株式会社 10,700,000 1.8％
株式会社東芝 10,700,000 1.8％
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 10,641,859 1.8％
MLI STOCK LOAN 9,953,025 1.7％
CHASE MANHATTAN BANK
GTS CLIENTS ACCOUNT ESCROW 8,349,735 1.4％

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口） 7,763,400 1.3％

日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社（信託口） 6,053,700 1.0％

SMBC 日興証券株式会社 6,048,500 1.0％

大株主

株主数
■ 個人・その他 68,572名
■ 国内金融機関 31名
■ その他国内法人 956名
■ 外国人 389名
■ 証券会社 54名

株式の所有者別状況

■ 外国人
113,870,279 株
18.9％

■ その他国内法人
252,409,535 株
42.0％

■ 証券会社
19,960,819 株
3.3％

■ 国内金融機関
45,752,500 株
7.6％

■ 個人・その他
169,418,767 株
28.2％

所有株式数と割合

会社概要・株式の状況（2016年9月30日現在）
Corporate Profile,  Stock Information

トピックス
Topics

1
3

2
4

カーコックピットデザインを一新
曲面ディスプレイのサンプル出荷開始

LTPSディスプレイの採用により、高輝度・広視野角・高コ
ントラストと優れた視認性を持つ曲面ディスプレイを実現
いたしました。近年自動車には様々なディスプレイが搭載
されていますが、本製品は、自動車内の湾曲したコックピ
ットの形と一体化した
デザインを実現可能と
した曲面ディスプレイ
です。

ノートPCの薄型・省電力・軽量化を促進
13.3型4K2K LTPS液晶ディスプレイ

2in1タイプや薄型軽量ノートPC増加の兆しなど、市場の
変化に対応すべく、長電池寿命、薄型・軽量・小型、豊
かな映像表現力といったユーザーニーズにお応えできる
よう、当社ではスマートフォン向けディスプレイで培っ
たLTPS液 晶 技 術 を
ノートパソコン向け
ディスプレイへ展開
してまいります。

ディスプレイベゼル4辺をスリム化
“FULL ACTIVE”液晶ディスプレイ

液晶表示画面とほぼ同じサイズの商品デザインが可能と 
なる、4辺のベゼル（額縁）デザインのスリム化を実現した、 
"FULL ACTIVE"ディスプレイを開発いたしました。ユー
ザーインターフェースの自由度を拡げ、新たな商品価値の
創造に貢献します。
今後は多様な製品
への展開を検討し
てまいります。

VR専用の超高精細・高速応答
液晶ディスプレイの開発

仮想現実ヘッドマウントディスプレイ（VR-HMD）専用の
3.42型低温ポリシリコンTFT液晶ディスプレイを開発し、
サンプル出荷を開始いたしました。本製品は、超高精細、高
速応答液晶、高リフレッシュレート、ブリンキングバック
ライト※1 といったVR向
けに最適な性能・機能を
備えており、現在のVR-
HMD製品の持つ課題を解
決し、より現実に近い体
感を提供します。

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（2017年３月期）については、利益の改善に努め、当期純利益を計
上することとなりましたら、期末配当を実施する予定です。配当金額については、
今後の業績進捗に応じ、別途お知らせいたします。
また、当社は中期的な株主還元目標として、配当金と自社株買いを合わせた総還
元性向を30％とすることを目指します。

※1	 	ブリンキングバックライト：通常は常時点灯して用いるバックライトを、
点滅させることにより、動画表示性能の改善を図ったもの

動画ぼやけの比較

（a）	スマートフォン向け	
液晶ディスプレイ

（b）	VR向け	
液晶ディスプレイ
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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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