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Vision、Core Values を「The Advantest Way」として
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先端技術を
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半導体バリューチェーンで
顧客価値を追求

ションにより、
発展する半導体バリューチェーンにさらなる貢献
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コア・バリュー（Core Values）
：我々が大事に思うもの

INTEGRITY

「INTEGRITY」
とは、
真摯、
誠実、
高潔を表す言葉です。

●

INNOVATION
NUMBER ONE
TRUST
EMPOWERMENT
GLOBAL
RESPECT
INCLUSION AND DIVERSITY
TEAMWORK
YES

「INTEGRITY」
を有するとは、
すべてのステークホルダー

●

に対して、常に心を開き、正直であり、お互いを尊敬
することです。

Our

Core Values

「INTEGRITY」
は、
異なる文化・習慣あるいは意見を
受け入れる心であり、
グローバルに展開する私
たちが持つべきコア・バリューです。

行動指針
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INCLUSION AND
DIVERSITY

TEAMWORK

YES

私たちの仕事の進め方

私たちの姿勢

INNOVATION

NUMBER ONE

TRUST

EMPOWERMENT

GLOBAL

RESPECT

私たちが起こすもの

私たちが目指すポジション

私たちを一つにする礎

私たちの成長の機会

私たちが活躍するフィールド

私たちの信条

私たちは、
主体性を持って
仕事に取り組みます。

私たちは、絶え間なく変化する
世の中に適応し続けます。

私たちは、
さまざまな文化や
慣習を尊重します。

アドバンテストの成功は
私たち一人ひとりにかかって
います。

私たちは、常に素早く動きます。
いつでも、どこでも。

私たちは、
企業倫理に反する
行為は絶対に行いません。

私たちは、
現状に満足せず
常に挑戦し続けます。

私たちは、我々の事業領域に
おいて、
常にリーダーを目指します。

私たちは、
技術の利活用と
起業家精神をもって、
新たな顧客価値創出に努めます。

私たちは、
業界のトップランナー
として、
卓越したスタンダードを
確立し続けます。
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私たちは、
全ての
ステークホルダーと共に
信頼し合えるパートナーです。
私たちは、
互いの能力、
想いを
認め合います。

見通しに関する注意事項
本冊子には、当社の現在の計画、見積もり、戦略、確信に基づく見通しについての記述がありますが、歴史的な事実でないものは、すべて将来の業績に関わる見通しです。これらは、本冊子の発行時点
で入手可能な情報から得られた当社の経営陣の判断および仮説に基づいています。
当社の主要事業である半導体テストシステム事業には常に市場変動があります。また、実際の業績に影響を与えうる重要な要素としては、経済の動向、急激な為替相場の変動、競合の激化ならびに
災害のリスクなどがあります。これらのリスクと不確実性のために、将来の当社の業績は、本冊子に記述された内容と大きく異なる可能性があります。従って、本冊子で当社が設定した目標は、すべて
実現することを保証しているものではありません。
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サスティナビリティ
− 3つの社会的重要課題への取り組み

55
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Core Values「INTEGRITY」
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Governance

Mission, Vision, Core Valuesを支える3つの柱

ESG推進による

Sustainability

私たちの誓い
私たちは、アドバンテストの
多様な人材と能力を誇りに
思います。
私たちは、多様性を
取り入れることで強くなると
信じます。

報告期間・範囲

Y

私たちは、国や組織を越えた
チームワークで、
能力を最大限
発揮します。

私たちは、成果を残したいと
思います。成果は、まずは
始めてみることからです。

私たちは、お互いに心を開い
て切磋琢磨し、お互いの成果
をたたえ合います。

私たちは、
「できない」は１つ
の考え方に過ぎず、想像力を
通じて世の中を変えることが
「できる」と信じます。

69
71
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11年間の主要財務データ
SASB スタンダード 対照表
解説：半導体サプライチェーンと半導体テスト
グローバル・ネットワーク
会社概要／株式情報
発行責任者からのメッセージ／外部評価

報告対象期間は、2019年度（2019年4月1日〜2020年3月31日）です。
ただし、
必要に応じて当期間の前後についても言及しています。
データの集計範囲
（バウンダリー）
は、
特に記載しているものを除いて、
すべて連結決算対象範囲です。
Integrated Annual Report 2020
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アドバンテストとは？
アドバンテストは、電子計測技術を軸とするテスト・
計測ソリューションカンパニーです。
主力製品である半導体試験装置は、半導体がきちんと
動作するか、また求められている性能、耐久性を満た
しているかを高精度・高効率に計測、テストします。

自動車

半導体は世の中のさまざまな機器に搭載され、大量の
データの処理や記憶といった社会のインフラストラ
クチャーに相当する機能を担っています。アドバン
テストは半導体の品質や信頼性を通じて、社会の持続
可能な発展に寄与しています。
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温室効果ガス削減
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データセンター
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V93000

EXA Sca

le

医療機器

VR＆ゲーム

基地局
スマートフォン

スマート農業
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2018 中長期経営方針を発表
2019 米国 Astronics 社のシステム・レベルテスト事業を譲受

〜アドバンテスト66年の歴史

2020 米国Essai社を買収
米国PDF Solutions社と業務提携
2003 日本エンジニアリング社を経営統合

売上高
（億円）

2008 欧州Credence Systems社を買収

3,000

2011 半導体試験装置大手Verigy社を買収
テスト・システム「V93000 Smart Scale」を発売

アドバンテストは、時代の先をゆく計測技術で、大きな飛躍への道を拓きました。
これまでも、そしてこれからも、半導体の技術進化を「テスト」で支え、社会の持続的な発展に貢献してまいります。

1954 「タケダ理研工業株式会社」を従業員4名で創業

1982 米国に現地法人を設立、以降世界各地に拠点を展開

1957 周波数をデジタル計測するエレクトロニック・カウンタ
「TR-124B」がヒット

1985 社名を「株式会社アドバンテスト」に変更
半導体試験装置市場世界シェア第1位を獲得
（VLSIresearch社調べ）

1963 日本初のデジタル電圧計「デジタル・マルチメータ」を発売

ユーザーグループ会議
「VOICE」
（2018年）

オープン・アーキテクチャ採用の
テスト・システム
「T2000」

システム・レベル・テスト・システム

2,000

1993 世界最高性能 1GHzのVLSIテスト・システム
「T6691」を発表
1995 高速メモリ・テスト・システム「T5581」を発売、

1972 国産初の半導体試験装置「T-320/20」
「T-320/30」を発売
1979 世界最高性能100MHz、384ピンの超LSIテスト・システム
を発表

大ヒット製品に

半導体試験装置大手Verigy社買収記者会見
（2011年）

1,000

最初の当社製品
「マイクロマイクロ・アンメーター」

米国顧客に納入された
LSIテスト・システム「T3340」
（1982年撮影）

創業時の写真。前列左から2人目が創業者 武田郁夫

当社売上高の推移

超LSIテスト・システム「T3380」
高速メモリ・テストシステム「T5581」

1954 1980

0

1981 2000

2001 2016

はかる×みらい で
半導体試験装置市場に参入

最先端の はかる×みらい で
半導体産業とともに成長

競争激化の時代を はかる×みらい の
優位性で乗り越える

逓信省電気試験所出身の創業者・武田郁夫のもと、独創的な技術の

パソコンやインターネットの普及により半導体需要が大きく拡大

ITバブル崩壊やリーマンショックを経て、半導体需要の主役もパソ

半導体は今や、
スマートフォンのみならず自動車やデータサーバーを

計測器が次々とヒット。日本の電子産業と歩みを同じくして、当社

したこの時代。最先端の計測技術と量産性を兼ね備えた当社の半導

コンからより小型で低価格のスマートフォンへと移っていきまし

はじめとする、
社会や暮らしの
「安全・安心・心地よい」
を支えるさまざ

の売上は創立当初から着実に伸びていきました。そして、半導体の

体テスト・システムは、半導体の進化と増産をサポートし、それがさ

た。それらを受けて、市場からのテストの効率化とコストダウンの

まな機器の中心的機能を担うようになり、
高機能化、
複雑化、
大容量化

未来を確信し、計測技術を応用した試験装置の開発に挑戦。途中経

らなるシステム需要を生み出すという好循環を生み出しました。

要求が強まり、半導体試験装置業界は競争と淘汰の時代に入りまし

に加え高い信頼性が求められています。
半導体のテスト項目やテスト

営危機を乗り越え、高速高精度の計測性能と、多数個の半導体を同

1985年には世界半導体試験装置市場で初めてシェア1位を獲得。テ

た。
当社は業界トップクラスの計測技術と量産コストの優位性、そし

時間は増加し、最先端のテスト技術へのニーズが再び高まっていま

時に計測可能な量産性能を兼ね備えた、世界最高クラスの性能を持

スト・システム事業は当社の大黒柱となりました。

て未来を見据えたM&Aでこの時代を乗り越えていきました。

1954

つ半導体テスト・システムの開発に成功しました。

1970

1980

1990

2000

2010

2018

（年度）

2017 市場は再び成長軌道へ
はかる×みらい が半導体の進化を支える

す。
当社はこの機をとらえるべく2018年に
「中長期経営方針」
を策定。
システム・レベル・テストやクラウドベースのサービスなど、
半導体バリュー
チェーンでの新たな価値創造を通じて、
100年続く企業を目指します。
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価値創造プロセスとビジネスモデル
IoT社会の進展を背景に、豊かさを生む主役がモノからデータに移り、私たちが暮らす社会ではデジタル・トランスフォー
と呼ばれる大きな変化が起きています。
データ量の爆発的な増加ならびにデータの利活用が果たす役割の
メーション
（DX）
拡大が半導体需要を加速度的に押し上げ、かつ半導体に求められる機能・性能を飛躍的に進化させています。当社は

さまざまなニーズ、
社会課題

Input
P33-34参照

広範な顧客基盤

デジタル革命

ESG経営

SDGs

● 半導体の高機能化

● 気候変動 ● 都市化

● 中長期の持続的

● 高信頼性の要求

● 人権尊重 ● 高齢化

成長への期待

「はかる×みらい」
の技術とイノベーションで半導体の信頼性を支え、
社会の
「安心・安全・心地よい」
に貢献していきます。

価値還元
● ステークホルダー

への価値還元

P31-32参照

期経営計画
中

P37-38参照

「はかる×みらい」

さらなる飛躍への
価値探求

グランド
デザイン

オペレーショナル・
エクセレンスの追求

リ
マテ

P27-30参照

コア・ビジネスの強化、
重点投資

P19-20参照

ア
リ
ジ
ティ
ネ
／リスクマ

健全かつ強靭な
財務体質

ステークホルダーへの
リターン
株主
（配当、高効率な資本運用）

顧客のビジネスを支える
製品・ソリューションを提供。

P41-42参照

（グローバル、
ダイバーシティ）

創造する価値

「はかる×みらい」
の技術で、

P21-26参照

人財力

Outcome

新事業領域の開拓

メ
ント

技術・研究開発力

Output

顧客
（高品質な製品、
ソリューション）

クラウド、
ソフトウェア、
データ・アナリティクス
設計・評価

半導体の量産

製品・システムレベル
P33-34参照

従業員
（報酬、働きがい）

P43-54参照

ESGを重視した
サスティナブル経営

サプライチェーン
（ビジネス機会）

低コスト・高品質を
支えるSCM

Mission

先端技術を先端で支える

Vision

進化する半導体バリューチェーンで
顧客価値を追求

Core Values

INTEGRITY

*SCM：Supply Chain Management

ESG推進による

サスティナビリティ

ROIC＊ベースの

行動指針
「本質を究める」

半導体に
「はかる×みらい」
の技術で
信頼性という命を吹き込む。

地域社会
（納税、雇用、環境保全）

その半導体が社会の
インフラとして、
行動基準
（17の行動規範）

「安心・安全・心地よい」
を支える。

地球
（SDGsへの貢献）

The Advantest Way
P01-02参照

P41-42参照

事業管理・
投資効率管理による
競争力の
さらなる強化
＊ROIC：Return On Invested Capital
（投下資本利益率）
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CEOメッセージ
売上高

2019年度 業績

営業利益

2,759

587

億円

当期利益

535

億円

営業利益率

21.3

億円

%

自己資本利益率
（ROE）

1株当たり当期純利益（EPS）

24.9

270

%

円

2019.3〜2021.3 中期経営計画 目標値KPI（3年間の平均）
ベース・シナリオ
保守的シナリオ

2018年度実績
2019年度実績

売上高

営業利益率

ROE

EPS

2,500億円
2,300億円
2,825億円
2,759億円

17％
15％
22.9％
21.3%

18％
15％
35.3％
24.9％

170円
135円
302円
270円

2019年度の市場環境と業績を振り返る
過去最高の受注高を記録し、中期経営計画（2019年3月期〜2021年3月期）の目標値を2年連続で
達成することができました。着実に進めてきた施策も奏効し業績に反映し始めています。一方、研
究開発やM&Aへの投資は、中長期的な当社の成長に不可欠な戦略投資として位置づけており、先

一歩ずつ、確実に
グランドデザインに
向かっています
代表取締役兼執行役員社長

行投資として一時的に利益を押し下げる局面はあっても継続していく考えです。

市場環境
これまでおよそ2年ごとに需要のアップダウンを経験してきた半導体テスタ市場は、
2015年頃
からのデジタル・トランスフォーメーションのうねりがもたらした持続的な需要増に支えられ、当
社においても堅調な右肩上がりの業績を上げてきました。しかしながら2019年に入ると、米中貿
易摩擦や技術覇権争いの長期化懸念等を背景として、エレクトロニクス、自動車、産業機器など広
範な領域で最終製品需要や設備投資が減少傾向に入り、多くの半導体メーカーが生産調整や製造
装置の投資計画の見直しを進めました。一方で、5G通信の本格商用化に向けた需要が世界各地で
盛り上がる中、先端プロセスを用いたスマートフォンやHPC（ハイパフォーマンス・コンピュー
（System on Chip）半導体に関しては、高性能化や信頼性保証強
ティング）用などハイエンドSoC
化ニーズの高まりに呼応し、旺盛なテスト需要が継続しました。メモリや車載関連の半導体で進め
られた在庫調整も2019年度後半には復調局面に入り、いよいよ2020年度の伸びに大きな期待が

期中に発生したCOVID-19
（新型コロナウイルス感染症）
のパンデミックが世界を未曾有の困難な事態に巻き込み、
個人

集まりました。今後とも需要のアップ・ダウンは避けられないものの、全体的な半導体テストの需

の暮らし、
社会生活、
経済、
政治に実に多大な影響を及ぼしている事実を深く受けとめています。
前例のない感染症の流行

要は中長期的に伸びていくというグランドデザインで描いたシナリオに変わりはありません。想

安
により制約を受ける生活は世界中でまだしばらく続くものと思われます。COVID-19の一日も早い事態の収束により、

これは後述します。
定外だったのはCOVID-19の感染拡大による世界経済への影響です。

心して健やかな生活を送れることを心より祈念しております。
私たちの日々の生活スタイルにも急速な変化を促し、
このCOVID-19の想定を超えたスピードと規模での流行・拡大は、
はからずも社会生活全体でのデジタライゼーションの流れを加速させています。社会インフラの基盤をなす半導体が活

グランドデザインの達成に向けて

中期経営計画の振り返りと特筆すべき進捗

用されるすそ野は、
国内においても教育やリモートワーク、
電子決済など日常生活で急速な広がりをみせています。
半導体の信頼性保証を通じて、
暮らしや社会の
「安心・安全・心地よい」
の実現を使命とするアドバンテスト・グループに

2020年度以降はこれまで以上にその真価を問われる局面を迎えています。
とって、
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高性能・高単価のハイエンド品向けテスタ市場が拡大する中で、
着実に市場シェアを拡大した結果、
中

2019年度を締めくくることができました。
期経営計画
（ベース・シナリオ）
のすべての目標値を達成して、
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中長期経営方針
（グランドデザイン）
達成に向けた取り組み実績としては、
「近縁市場への事業領域

OSAT
（Outsourced Semiconductor Assembly and Test）
の投資意欲にも影響を及ぼします。
米中経

拡大」
があげられます。
当社はグランドデザインにおいて
「進化する半導体バリューチェーンで顧客価

済のデカップリングが進行する場合には、
リスクヘッジの観点から半導体関連産業においてもサプラ

値を追求」
をビジョンに掲げ、
シクリカルな市場環境に左右されにくい収益構造を目指しています。
ビ

イチェーンの多重化が進行する可能性もありますが、
先行きは非常に不透明です。

ジョン達成に向けた4つの戦略のうちのひとつ
「コア・ビジネスの強化、
重点投資」
の一環として、
シス

＊COVID-19の影響を含む当社のリスクマネジメントについて P25-26参照

＊

2019年2月にAstronics社より事業を譲り受け、
テム・レベル・テスト
（SLT）事業の強化を行いました。
2020年1月にはEssai社をグループに迎えました。SLT事業は、
これまでのアドバンテストのコア・ビ

ハイエンド半導体の需要拡大がもたらす追い風

よりも、
半導体バリューチェーンの下流に位置する製品・システムレ
ジネスであるチップテスト
（ATE）
ベル工程でのテストを担います。
これにより、
顧客企業に提供できるソリューション領域が拡大しま

一方で、
5G商用化に代表されるデジタル・トランスフォーメーションの進展が、半導体の一層の高

Essai社の高精度ICソケットや、サーマル・コントロール・ユニットがポートフォリオに追
した。
同時に、

性能化と信頼性向上を促していくという流れは、
一時的な需要の減速があっても、
今後も強まること

加されたことで、
他社とのソリューションの差別化も図ることができました。
来期以降は、
リカーリン

が予想されます。
これに呼応し、
ウエハ・レベルやパッケージ・レベルでのテストだけではなく、
システ

当社の収益の安定化に寄与していくこ
グビジネスの比重が大きいSLT事業が拡大することによって、

ム／モジュール・レベルでのテスト導入という形を通じて信頼性担保を強化する動きがハイエンド半

とを期待しています。

導体や車載半導体で立ち上がりつつあります。

なお、
研究開発投資と、
エンジニアを中心とした増員による販管費の増加により営業利益は減少し

M&Aへの投資枠は引き続き
ていますが、
今後も中長期的な企業価値の向上に向けて、
研究開発、
人財、

4つの戦略の具体的な施策

確保していきます。
＊SLTとは、
半導体の高機能化、
複雑化により、
高機能かつ信頼性が求められるスマートフォン、
サーバー、
車載電子機器などの
モジュール・製品に半導体を組み込んで試験をし、半導体の信頼性を一層高める試験工程です。

こうした不安定な環境のもと、
中期経営計画の最終年度となる2020年度がスタートしています。
当期も各事業で展開している戦略を継続し、半導体バリューチェーンにおけるソリューションの
拡大・拡充と市場シェアの維持拡大に努め、
グランドデザインの実現を目指していきます。
そのために

M&Aを含めたソリューション拡大や研究開発に必要な
必要となる当社のコア・ビジネスの拡充と、

中長期メガトレンド：リスクと事業機会

投資は継続していきます。

今や社会インフラの役割を担う半導体が今後さらに活躍の場を広げ、
その信頼性を担保するため
の半導体テスタ需要はシクリカルなアップダウンはあるものの全体として持続的に伸びていくと
いうグランドデザインで掲げた市場展望と成長戦略に変わりはありません。
一方で強い危機感もあ
米中対立の激化に伴うサプライチ
ります。COVID-19が長期化することによる世界経済への影響、
より機動的な対応で臨みます。
ェーンや取引の不安定化など、
過去2年とは異なる環境変化に、

1
2

コア・ビジネスの強化、
重点投資
オペレーショナル・

4つの
成長戦略

エクセレンスの追求

3
4

さらなる飛躍への
価値探求
新事業領域の開拓

COVID-19と米中対立激化による向かい風
COVID-19の感染拡大は、
需要の面で、
WFH
（Work From Home）
関連のデータセンター需要を押し

11

コア・ビジネスの強化と近縁市場への重点投資

上げる一方で、
車載機器、
産業機械、
民生用半導体といった最終製品需要の減退を招いています。
当社

5Gのミリ波領域、高周波
（RF）
デバイス向け、
ハイエンド・メモリなど、
コア・ビジネスの中でも成長

グループのオペレーションにおいても、世界各地の移動制限や都市封鎖などが長期化する場合、部

期待の高い領域での基盤強化施策は、
順調に推移しています。
引き続き、
顧客とのエンゲージメント強

材の確保、製品の供給やエンジニアによる顧客サポートなどで影響が出る懸念があります。また、

化により、
必要とされるソリューションをタイムリーに開発・提供できる体制をとり、
市場シェアの維

米中対立の激化により、高度に分業化された半導体サプライチェーンは少なからず影響を受けま

持・拡大に取り組みます。ハイエンドSoCテスタ事業では、2期連続で開発やサポートエンジニアと

す。例えば、米中間の対立に伴う規制強化の動きが、スマートフォン向けSoCテスタ顧客である

いった人的リソースをグローバル規模で増強してきました。17の国と地域を横断したグローバル・
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サポートネットワークで、
ローカルでのサポート力を強化してきたことから、
COVID-19の影響が長引
いても、
顧客への影響は少ないものと考えています。
新たなソリューション開発：
クラウド・データ・アナリティクス領域への進出
次のアドバンテストの飛躍につなげるための新事業の準備や開発への取り組みを開始しています。

2020年7月にグランドデザインで掲げているデータ・アナリティクス分野への事業
その布石として、

の世界でした。
今後の33年間では想像を超える概念や技術が誕生することは間違いなく、
そうした先端
技術を支えるビジネスこそがアドバンテストの事業の柱であり続けるべきだと考えています。

（PDFS社）
との業務提携と資本参加を決定しました。
ハードウェア
拡大に向け、
米国のPDF Solutions
データ解析の技術を取り込むことによって、
主体の当社の事業構造にPDFS社が持つデータベース、

人財は
「成長する」
経営資源

半導体の設計から製造、
そしてチップテスト、
システム・レベル・テストまで、
顧客のワークフローから
生成されるデータを活用して顧客価値を創造するという新たなビジネスに挑戦していきます。
全社で
部門横断的に取り組み、
中長期的に当社の成長に貢献するクラウドプラットフォーム構築を目指します。

経営理念の実現には、
アドバンテストで働く一人ひとりが多様な能力をいかんなく発揮し、
互いに
創発し合い、
時にはこれまで存在しなかった新たなニーズに対応していくチャレンジ精神が必要で
す。
できない理由を並べるのではなく、
できる可能性をとことんまで追求する姿勢、
異なる意見やアイ

メリハリのある投資を実行するためにも、
効率化・スリム化で無駄の少ないコスト構造へ

デアを受け入れ多様な他者と協働していく姿勢、
そうした、
グローバルな環境で働くすべての従業員

収益力の強化は着実に進んでいます。
中期経営計画
過去の2年間の中期経営計画の取り組みの中で、

い、
教育を受け、
経験を積み、
チームワークを学ぶことで、
当初の何倍も成長します。
そのために、
私た

前倒しで達
の累計期間に850億円から1,000億円のフリー・キャッシュ・フローを創出するという目標は、

ち経営陣には、
人事制度や研修の機会、
働き方改革を通じて、
従業員が働きやすく能力を発揮できる

成しました。
体力がついてきた今だからこそ、
経営資源を中長期的な成長投資に振り向けるため、
予算

企業文化を作り維持していく責務があります。
従業員が成長を続け、
そこに終わりがないように、
企業

や採用計画の見直し、
業務効率化を通じて筋肉質な経営体質に変えていく必要性があります。
とりわ

文化もまた従業員エンゲージメントや各種指標も利用し、
常に見直しを繰り返していかなければなら

COVID-19の影響により、
海外拠点間の人の移動は大幅に減り、
カスタマーサポートの一部オンライ
け、

ないと考えています。

とそれを構成する9つの言葉にまとめました。
人は装置とは違
が共有すべき価値観を
「INTEGRITY」

ン化、
テレワークへの就業形態の移行など、
私たちのオペレーション・スタイルも大きく変わりました。
こうした変化に合わせて、
半年前に立てた費用計画や人員計画は大きく見直しました。
また、グランドデザインの実現に向け、戦略的投資を行うと同時に、資本効率も意識しつつ事業

持続的発展に向けたESG経営の推進

7月のPDFS社との提携の背後では、
プローブ
や製品のポートフォリオの見直しも継続的に行います。

100年企業を目指して歩み続けていくためには、
お客さまや取引先、
地域社会の皆さま、
そして従業

カード事業の売却を決断しました。
変化への対応は必要に応じて恐れずに行いたいと考えています。

員といったすべてのステークホルダーに対して当社の存在価値を共有できるESG経営の実践が求め

＊当社の資本政策については「財務戦略・資本政策」 P27-30参照

られます。
社会が必要とするソリューションの提供を通じて、
アドバンテストが社会にどんな価値を
提供できるのか、
という視座を持ち、
半導体の信頼性を担保することで暮らしの
「安心・安全・心地よ
い」
を支え、
社会に貢献していきます。
今後はバリューチェーン全体で、
そこに関る人たちの人権や働

社会に必要とされる100年企業を目指して

き方、地域社会や地球環境、顧客企業の環境負荷低減に向けた取り組みを強化していきます。
また、
では、
アドバンテスト・グループの全従業員が遵守すべき17項目からなる倫理
「The Advantest Way」

私は2017年に当社の社長に就任してから「アドバンテストを100年企業にしたい」と言い続け

規範を定めた行動基準を含めています。
どんなに素晴らしい業績であったとしても、
法令上、
倫理上で

てきました。創立100年まで2/3の地点を過ぎた今、この先も持続的な成長を遂げるには、短期の好

100年企業を目指し歩み続けていく上ではグ
問題のある行動を起こせば、一気に信用を失います。

業績を狙うだけでなく、ESG経営を強化・推進し、アドバンテストの存在の前提となる地球環境保

ループのコンプライアンス意識のたゆまぬ向上が不可欠です。

護や、社会の健全さの向上にサプライチェーン全体で配慮することが不可欠です。先行きが不透明
に体系化された経営理念や、
ビジョン、
コア・バリュー、
行動指針は
な時代に、
「The Advantest Way」
空港の灯火のような役割を果たし、
アドバンテスト・グループが100年企業に向かって進むべき方向
を示します。

最後に
2019年度は、半導体製造装置顧客満足度調査
（VLSIresearch）
において、
当社がテスタ分野に加え、

経営理念
「先端技術を先端で支える」

アドバン
半導体製造装置全体においても第1位を獲得することができた記念すべき年でもありました。
テスト・グループの従業員一人ひとり、
お取引先の皆さま、
そしてお客さまに、
心から感謝を申し上げた

当社の
「先端技術を先端で支える」
という経営理念には、
「世の中に無いものを作ろう」
「誰もやらなか
ったことに挑戦しよう」
といった志が込められています。
当社創業の1954年当時はトランジスタが誕生
したばかりの黎明期でしたし、
グローバル化を進めていた1980年代後半においてはIoTやAIはまだ空想
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いと思います。
また日々事業活動を行う地域社会と、
投資家の皆さまにも感謝の意を表します。
皆さまからいただいている信用や信頼に甘んじることなく、
個々の従業員が日々誠実に業務にあた
り、
社会から必要とされる企業として100年存続できる会社を目指してまいります。
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