
私たちの市場の展望

「半導体」とはゲルマニウムやシリコンなど、電気伝導

性のよい金属などの「導体」と電気抵抗率の大きい「絶縁

体」の中間的な抵抗率を持った、ユニークな性質を持つ

物質のことを本来指します。1947年、米国にあったベル

研究所で、電気をスイッチするだけでなく電流を増幅す

ることが可能な「トランジスタ」が、この半導体を用いて

発明されました。半導体産業のはじまりです。

そして半導体産業の成長を決定付けたのは、1959年

の「集積回路」の登場です。1枚の半導体基板上にトラン

ジスタなどの半導体素子を集積することで、回路の小型

化・高性能化を実現する技術です。集積回路はフォトリ

ソグラフィーという光学技術を進化させることで集積

度向上と大量生産が可能であったため、この集積回路は

登場以降、設計・製造技術を高めながらその用途と生産

量を広げていきます。それとともに、もともと素材を指

す言葉であった「半導体」は、集積回路などの半導体を

使った電子回路を指すことが一般的となりました。

そして集積回路の誕生から半世紀以上過ぎた今、コン

ピューター、スマートフォン、デジタル家電、自動車や産

業機器、通信インフラなど、幅広い用途でさまざまな半

導体が大量に使われるようになり、人々の暮らしに欠か

せない存在となっています。

現代の世界は、一層の人口増加、都市化などが進む一

方、エネルギー・水・食料不足、そして環境問題などが起

こっています。また社会のスマート化やグローバル化が

急速に進展する一方、セキュリティーへの不安も大きな

問題になっています。

これらさまざまな社会課題に対し、テクノロジーを

使って解決していくデジタル革命が進展しています。デ

ジタル革命の基盤となるのが、ビッグデータです。今、私

たちの周りのあらゆる事象がデータ化されつつありま

す。そして生活から産業まで、さまざまな現場を結ぶデー

タネットワークは日々広く、深いものとなっています。そ

の結果、世界で日々生成されるデータ量は飛躍的に増え

続けています。この、いわゆる「データ爆発」が、半導体市

場を新たなステージへ導きます。

センサーから入力されるデータの取り込み、各端末に

おける演算処理やデータ通信、そしてデータの格納・保

存などのデジタル処理は、すべて半導体を用いて行われ

ます。そのため、デジタル革命が進展するための前提と

して、今後あらゆる領域で半導体やセンサーの利用が進

み、またデータを通信・処理するSoCやデータを格納す

るメモリなどの基幹半導体に対する性能改善の取り組

みが続くと予想されています。

半導体世界市場の推移（1994～2019年）
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こうした潮流を背景に、ここ3年間、4,000億米ドル 

（1米ドル＝100円として約40兆円）台で推移している 

半導体の市場規模は、数年後には5,000億米ドルの大台

に達し、その後も発展を続けると期待されます。

エレクトロニクス機器の進化を担ってきた半導体

社会課題解決を支える半導体産業

センサー

データ・ネットワーク

クラウド（サイバー空間）

AI等で社会課題解決へ

データ量が
飛躍的に増大
（データ爆発）

社会の
あらゆる
事象

（出典：WSTS）

今や社会・暮らしに欠かせない半導体

トランジスタの発明
（半導体産業のはじまり）

集積回路の発明
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私たちの市場の展望
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■ テスト・システムの市場規模  当社テスト・システム売上高

（Source: Advantest）

そうした中、当社の主力事業である半導体テスタ事業の

ビジネスチャンスは、主に以下の4つの半導体市場の変化

によってもたらされます。

  半導体の高性能化・次世代規格への移行 

「テクノロジー・バイ」

  半導体の生産量拡大 

「キャパシティ・バイ」

  社会インフラの根幹である半導体に対する、 
信頼性のさらなる強化 

「クオリティ・バイ」

  デジタル革命に伴う半導体需要のすそ野の広がり
「カーエレクトロニクス、IoTへの展開」

トランジスタの誕生から60年以上が経ちましたが、半導

体の設計・製造技術は「ドッグ・イヤー」と言われる革新的な

ペースで継続しています。一例をあげると、スマートフォン

の毎年の進化を支えるため、基幹部品となるアプリケー

ション・プロセッサと呼ばれる半導体に対しては、およそ

20～40%のペースで内蔵トランジスタ数を増やすことで

性能を高めるイノベーションが毎年なされています。また

技術革新は、より経済的に半導体を量産可能にする方向で

も進められています。これらにより半導体の需要はいっそ

う促され、その結果、半導体の生産量と性能は拡大・向上の

一途をたどってきました。

半導体テスタ市場においても、こうした半導体市場の方

向性と同じく、半導体の性能向上やデバイスの複雑化に沿

ってテストが長時間化することに伴う「テクノロジー・バ

イ」と、半導体生産量の伸びそれ自体に伴う「キャパシティ・

バイ」が、これまでの市場成長をけん引してきました。

そしてデジタル革命が推進される中で、半導体のさらな

る微細化によるデータセンターやAI能力の向上、ミリ波を使

う5G通信用の半導体の開発、環境負荷の低減を意識した低

消費電力性能の追求などを目指し、半導体の技術革新はた

ゆまず進められています。その結果、より高性能な半導体チ

ップの実現にとどまらず、ロジックやメモリなどヘテロジニ

アス（異種）チップ同士を高度に集積した、従来なかった複雑

なシステム半導体のテスト需要の台頭も今後期待されます。

こうした半導体市場の流れを受け、半導体テスタの

「テクノロジー・バイ」は今後も活発に続くことが予想され

ます。半導体の使用領域が拡大することによる「キャパシ

ティ・バイ」のペース増や、半導体の信頼性強化要求の高ま

りに伴う「クオリティ・バイ」需要の増加も、今後の市場拡大

要因として期待されます。

これらを総合し、半導体テスタ市場は今後、短期的には

アップダウンを繰り返しつつも、中長期的に成長していく

ものと当社は予想しています。

テスト・システム市場規模の推移（2010～2019年）

半導体市場の進化の方向と連動するテスタ市場

さらなる価値提供を目指して

成長基盤と需要変動のリスクへの耐性を強化

「導体」と「絶縁体」の中間的な抵抗値を持つ半導体の良

品・不良品を判定するには、電気による試験を行うほかに

手段がありません。半導体は基本的にその全量、半導体テ

スタを用いた電気試験が行われます。そして半導体の性能

をより精密に診断するためには、半導体試験の現場に対し

て、将来の半導体の性能進化までを見据えた十分な精度を

持つ計測・測定技術の提供が不可欠です。当社はテスタベ

ンダーの技術力が最も試されるDRAM等の高速デバイス、

コンピューティングデバイス、通信用プロセッサの量産試

験工程で現状高い市場シェアを有しています。

これは、当社が業界で最も広い顧客基盤を有しているこ

とに由来します。半導体にはさまざまな品種が存在します

が、いずれの品種においても、その分野をリードする顧客と

定期的に技術ディスカッションを行い、数年先のテストト

レンドに関する知見を収集し、それを製品開発に応用する、

というサイクルを通じてソリューションを磨いてきたこと

が、現在につながっています。

また当社は、半導体テスタのビジネスにおける顧客への

提供価値とは、単に優れた半導体試験装置を販売するだけ

ではないと考えています。新技術を用いることにより半導

体の設計や構造が年々複雑になる中で、最新の半導体の適

切なテスト手法を見出すことは、常に未踏領域での手探り

となります。そうした環境においては、どのような手法を用

いれば新規開発された半導体の性能を的確にモニターで

きるのかを、テスタ本体のみならず周辺機器も含めて最適

な試験手法・環境をコンサルティングし、最終的に顧客が

求めるテスト品質やテスト・コスト水準を実現することが

半導体テスタメーカーの重要なミッションとなります。こ

のミッション実現こそが、当社の経営理念「先端技術を先

端で支える」を体現するものです。

適切なコンサルティングには、顧客の顕在化された要求

のみならず潜在要求までをも把握し、具現化しうる事業体

制が必要となります。すなわち、緊密なパートナーシップの

構築が非常に重要となります。そのため当社では、業界で

最も幅広い顧客基盤を有するにとどまらず、その1社1社に

対するコンサルテーション力についても、積極的な人財投

資を通じ、サポートレベルを引き上げる取り組みを毎年重

ねています。すでに半導体製造装置全体の中でも最高に近

い満足度評価を当社は得ていますが、今後の成長機会の確

保と経営理念の体現のため、顧客とのパートナーシップ強

化と最先端の技術開発を重要な成長戦略の一部と位置付

けています。P78参照

前述のとおり、半導体テスタ市場は今後中長期にわたり

成長すると当社は予想しています。

ただし、半導体テスタは基本的に半導体量産ラインに設

置される資本財であることから、消費財である半導体より

も、毎年の需要変動の振幅が大きい傾向があります。具体

的には、技術面および事業規模面で業界をリードする大手

半導体メーカーの事業動向や技術投資の変化が、毎年の市

場金額や市場シェアに与える影響が強い市場構造となっ

ています。さらに当社は半導体関連装置としては比較的短

いリードタイムとなる、受注後平均3カ月で半導体テスタ

を納入しており、最終製品の需要変化の影響を他装置より

も早く受けやすいポジションにあります。

これら市場構造に起因する業績変動要素の影響を軽減

しつつ、拡大する半導体テスタ市場で収益拡大を図ること

を目指し、当社は、中長期経営方針「グランドデザイン」で描

いた成長戦略を実行しています。

市場シェアの状況

CY19
全体シェア

55%

CY18
全体シェア

54%

CY17
全体シェア

36%
前年比

+18pts
前年比
+1pt

■ 当社　

■ 他社

（Source: Advantest）
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▍さらなる飛躍への価値探求

・半導体バリューチェーン全体へのソリュ―ション展開

・AIやデータ解析の活用、サービスビジネスの拡充

・ビジネスリサーチチームによる次世代技術、ビジネス探求

・ビジネス領域拡大や技術習得のためのM&Aや業務提携推進

・半導体の枠を超えた新企画商品の開発

▍新規事業領域の開拓

クラウド、ソフトウェア、データ・アナリティクス

半導体設計・
評価工程

量産工程
（前工程、後工程）

製品・システムレベル
テスト工程

クラウド、ソフトウェア、データ・アナリティクス

半導体設計・
評価工程

量産工程
（前工程、後工程）

製品・システムレベル
テスト工程

クラウド、ソフトウェア、データ・アナリティクス

半導体設計・
評価工程

量産工程
（前工程、後工程）

製品・システムレベル
テスト工程

グランドデザイン

暮らしの中のさまざまな機器に搭載されている半導体の役割

と、半導体の品質や信頼性を支えるテストの価値は、社会の持続的

な発展にとってますます重要なものになっています。当社は計測技

術を通じて、社会の「安心・安全・心地よい」と持続可能な未来へ貢献

してまいります。

当社はこれまで、半導体量産工程向けのテストを中心に事業を展開してきました。一方で、半導体の高度化・複雑化な

どを背景に、半導体バリューチェーンの上流にある設計・評価工程、および下流にあるシステムレベル工程にも、当社の

「はかるｘみらい」の技術とノウハウを活かせるビジネス機会が広がっています。また、これらの近縁市場も含めた半導体

バリューチェーンで生成される膨大なデータの分析から、新たな顧客価値を創出するビジネスにも挑戦していきます。

戦略

持続可能な未来への貢献 “Tested by Advantest”

ビジョン

1   テスト・測定ソリューションの 
No.1プロバイダー

2   最先端顧客のベストパートナー

3   先端技術開発

4   業界最先端の優秀な人財の育成

5   学習する組織

6   財務KPI向上に絶えず取り組む会社

当社のありたい姿

既存事業ではテスタ市場のシェアアップ、新規事業ではコア・ビジネスの周辺事業でM&Aやアライアンスを含めた

施策を実行します。

売上シナリオとコスト構造

保守的シナリオ

テスタ市場成長率　年0％成長前提

FY2027（予） 億円

テスタ市場 3,800
当社市場シェア 46％
既存事業 2,400
新規事業 600
売上高 3,000

ベース・シナリオ
テスタ市場成長率　年4％成長

半導体と同ペースでテスタ市場も成長
FY2027（予） 億円

テスタ市場 5,800
当社市場シェア 46％
既存事業 3,400
新規事業 600
売上高 4,000

FY2017
（実績）

3,000億円
レベルでの
コスト構造
モデル

売上高 2,072億円 3,000億円
売上原価率 49％ 46％
売上高販管費比率 40％ 32％
（うちR&D費比率） 16％ 13％
営業利益率 11％ 22％

クラウド、ソフトウェア、データ・アナリティクス

半導体設計・
評価工程

半導体製造工程
（ウエハテスト、ファイナルテスト）

製品・システムレベル
テスト工程

当社の既存事業領域

半導体バリューチェーン

進化する半導体バリューチェーンで顧客価値を追求
グランドデザイン：ビジョン

▍コア・ビジネスの強化、重点投資

・最先端顧客とのエンゲージメント強化

・工場自動化対応など、テスト・セルの新たな価値を創造

▍オペレーショナル・エクセレンスの追求

・需要変動に対応する最適な生産システムの追求

・従業員の能力開発、部門や地域を超えたチームワークの推進

・ROIC（投下資本利益率）を用いた事業モニタリングプロセス確立

ネットワークの高速化やセンサー等の発達により、さまざまな事象がデータとして活用される「データ爆発」が進行し

ています。その中で半導体は、データのセンシングから通信、演算そして記憶といった中心的役割を担うようになり、さ

らなる機能の高度化と複合化、大容量化、そして高い品質と信頼性が求められます。こうした背景のもと、半導体テスト

は高度化し、テスト時間も増加傾向にあります。テスト需要は質と量の両面でシクリカルながらも拡大していきます。

この好機をとらえ企業価値を高めるため、当社のコア・ビジネスである半導体量産用テスト市場でのシェアアップを

図るとともに、設計・評価工程やシステム・レベル・テスト工程といった近隣市場でもビジネスを伸ばします。加えて、

コーポレートガバナンスの強化、ROIC（投下資本利益率）ベースの事業マネジメント、人財投資やワークスタイル改革を

通じ、経営の効率化を推進します。

概要

クラウド、ソフトウェア、データ・アナリティクス

半導体設計・
評価工程

量産工程
（前工程、後工程）

製品・システムレベル
テスト工程

クラウド、ソフトウェア、データ・アナリティクス

半導体設計・
評価工程

量産工程
（前工程、後工程）

製品・システムレベル
テスト工程

クラウド、ソフトウェア、データ・アナリティクス

半導体設計・
評価工程

量産工程
（前工程、後工程）

製品・システムレベル
テスト工程

トップライン オペレーション

効率的な経営の追求

「ガバナンス強化」

「ROIC導入による事業管理」

「人財投資」

マーケットシェア・
ソリューションの拡大

「成長分野・当社が強みを 
持つ分野へのフォーカス」

「半導体バリューチェーンを 
横断したソリューション展開」

テストの重要度上昇
シクリカルグロース市場へ

「データ爆発」

「半導体のインフラ化」

「半導体の複雑化、高度化」

2018年4月に発表した中長期経営方針（グランドデザイン）では、私たちの市場ならびに私たちが暮らす社会のこの先10年

のメガトレンドをもとに、当社が目指すべきありたい姿と戦略を紹介しています。
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中長期経営方針（グランドデザイン）で掲げた「6つのありたい姿」をベースに、「重点戦略、テーマ」としてマテリアリ

ティを設定しました。また、マテリアリティに基づく個々の戦略実行、活動がどのような社会課題の解決・緩和につな

がっているかを明確にするため、SDGsとの関連を明記しました。

マテリアリティ

カテゴリ ありたい姿 重点戦略、テーマ 社会への貢献
（SDGs）

マ
テ
リ
ア
リ
テ
ィ

顧客価値創造
最先端顧客との
ベストパートナー

1  最先端顧客とのエンゲージメント強化
2  顧客ワークフローソリューションへの展開

製品競争力

先端技術開発

テスト・測定ソリューションの
No.1プロバイダー

3  コア事業への重点投資
4  積極的な開発投資の継続
5  ARTeamによる次世代技術、ビジネス探求
6  ビジネス領域拡張、技術習得のため、M&A、Make/Buy/Partner活用推進
7  サブスクリプションビジネスモデルの探求
8  品質マネジメント（最適品質、品質向上）
9  需要変動に対応する最適な生産システムの探求

人財

業界最先端の優秀な人財の育成
10  ローカルSAE、R&D、Marketing人員強化
11  従業員が持つ能力を最大限に活用

学習する組織
12  従業員の学習機会、能力開発機会の提供・促進
13  部門・地域を越えたチームワークの奨励・推進

経営基盤
財務KPIならびにESG向上に
絶えず取り組む会社

14  中期経営計画目標達成
15  健全な財務基盤の維持
16  ROICを用いた事業モニタリングプロセス確立
17  ガバナンス・コンプライアンス強化
18  持続可能な社会への貢献
19  環境マネジメント
20  人権の保護・尊重

2020年8月に「サスティナブル経営推進ワーキンググループ（WG）」を新設しました。このWGは、常務会等で決定された

方針や経営計画を各本部・事業部門の重点施策・戦略に展開するに当たり、ESGやSDGs関連の目標・施策を盛り込む支援

を行うとともに、その活動に伴うリスクへの対応、情報開示につき、関連する委員会と連携してPDCAを回す役割を担って

います。

推進体制

2019～2020年度にかけて、マテリアリティを見直し刷新しました。従来のCSR視点の重点課題に加え、グランドデ

ザインで目指す「ありたい姿」に呼応した経営課題を取り込み、計20項目を特定しました。また、それらを各本部・事業

部門が実行するに当たっての実務的な指針として「サスティナビリティ目標（23項目）」を設定しました。

アドバンテストは、経営理念体系を定めた「The Advantest Way」において、「ESG推進によるサスティナビリティ」を経

営指針の一つに掲げています。当社は今後とも半導体のテストという主力事業を通じて、社会の「安心・安全・心地よい」に

貢献してまいります。マテリアリティは、ESG経営推進を礎に、当社事業の営みそのものを健全で強靭なものにしていくため

の重点課題であり、かつグランドデザインの達成を社会の持続的な成長とともに目指すアクション・アイテムとなります。

企業価値は、業績として財務情報で表される資産価

値と、財務情報では表現できない無形資産価値の2要

素からなります。後者は、企業理念・行動規範をはじ

め、中長期戦略や人財、環境（E）、社会（S）、ガバナンス

（G）に関する投資や各種活動、社内体制などからなり、

非財務情報によって表現される無形資産価値の増大

の推進をESG経営と位置付けています。下図のとお

り、ESG経営への取り組みは決して財務情報の陰にあ

る見えない価値ではなく、中長期的には業績（財務情

報）として表れるべき価値だと考えています。

企業理念・中長期経営方針

資産
負債

資本

無形資産
（ESG）

財務情報

非財務情報

株式
時価総額

100年企業 （Sustainability）

企業価値

ESG経営推進の考え方

マテリアリティの考え方

マテリアリティ

グランドデザイン マテリアリティ
サスティナビリティ

目標
各部門の
目標・戦略

資産
負債

資本

無形資産
（ESG）

財務情報

非財務情報

株式
時価総額

企業価値

資産

負債

資本

無形資産
（ESG）

去年の財務状況

n年後の財務状況

注：上記の図は、福岡貴美著（2018） 「自社に合ったESG戦略の考え方・進め方」（中央経済社）を参考に、当社で作図したものです。

取締役会

常務会

内部統制委員会 開示委員会 コンプライアンス委員会

● 統括リーダー
 常務執行役員（経営企画本部）
● メンバー
  各事業部門担当役員、各ファンクショナル部門担当役員 
（研究開発、生産、営業、品質保証、管理、経営企画）

サスティナブル経営推進WG 各本部・事業部門・海外拠点
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マテリアリティ

カテゴリ 重点戦略、テーマ サスティナビリティ目標 担当役員 KPI 2019実績 2020目標 追加／変更 社会への貢献（SDGs）

顧客
価値創造

● 最先端顧客とのエンゲージメント強化
● 顧客ワークフローソリューションへの
展開

顧客の安全衛生 ■ 佐々木 安全性に関する自主基準違反件数 0件 0件 －

顧客のプライバシー ■ 藤田 情報セキュリティに関するクレーム件数 0件 0件 －

製品
競争力

●コア事業への重点投資
●積極的な開発投資の継続
● ARTチームによる次世代技術、 
ビジネス探求
● ビジネス領域拡張、技術習得のため、

M&A、Make/Buy/Partner活用推進
● サブスクリプションビジネスモデルの
探求
● 品質マネジメント 
（最適品質、品質向上）
● 需要変動に対応する最適な生産システム
の探求

製品の環境貢献
■ 津久井

製品使用によるGHG排出量（Scope 3）削減 ー （策定中） 新規追加

製品およびサービス グリーン製品自主基準クリア製品割合 100% 100% バウンダリー拡大

有害物質 ■ 塚越 取引先有害物質含有調査割合 100% 100% バウンダリー拡大

製品品質 ■ 佐々木 品質向上によるロス削減 2008年度比1/4以下 2008年度比で半減 新規追加

コンプライアンス
（製品／サービス）

■ 津久井 製品／サービスに関するコンプライアンス違反件数 0件 0件 －

知的財産保護

■ 藤田

知的財産に関するe-Learning受講者割合 100% 100% －

人財

●ワーク・ライフ・バランス
●安全衛生
● ローカルSAE、R&D、 

Marketing人員強化
●ダイバーシティとその活用

雇用 出産・育児休暇後の復職率 100% 100% －

労働安全衛生 労働災害発生率（度数率） 0.2 0 －

研修および教育 従業員当たり年間平均研修時間 11.5時間 15時間 数値目標設定

多様性と機会均等 女性管理職比率 － 8% 新規追加

経営基盤

●中期経営計画目標達成
●健全な財務基盤の維持

経済パフォーマンス 売上高、営業利益率、ROE、EPS

売上高 ： 2,759億円
営業利益率 ： 21.3%
ROE ： 24.9%
EPS ： 270円

売上高 ： 2,500億円
営業利益率 ： 17%
ROE ： 18%
EPS ： 170円

2018～2020の3年平均
（ベース・シナリオ） －

●ガバナンス・コンプライアンス強化

腐敗防止 不正行為の確認件数 1件 0件 －

独占禁止法の遵守 関連する法的措置事例件数 0件 0件 －

環境コンプライアンス ■ 三橋 環境コンプライアンス違反件数 0件 0件 －

コンプライアンス（社会） ■ 藤田 社会面におけるコンプライアンス違反件数 3件 0件 －

●人権の保護・尊重
●持続可能な社会への貢献

サプライチェーンマネジメント
（環境・人権・労働慣行・社会へ
の影響）

■ 塚越

評価実施新規サプライヤー 100%

100%
環境／人権／労働慣行／社会影響に関する評価項目を見直し、
新規サプライヤー評価時にも適用する。
新規サプライヤー採用時の当社調達方針の理解確認を強化する。

行動計画策定

紛争鉱物
紛争鉱物への対応は、お取引先に材料・部材等の調達先の透明性の確保を要
請し、業界団体と連携し、お取引先とともに紛争鉱物情報（製錬業者情報）の
調査を行い、よりリスクの少ない部材を使用する努力を継続する

・対象取引先に対する調査実施と回答回収
・ JEITA「責任ある鉱物調査検討会」への
継続参加

・対象取引先に対する調査実施と回答回収
・JEITA『責任ある鉱物調達検討会』への継続参加

行動計画策定

非差別 ■ 藤田 ヘルプライン問い合わせに対する解決件数 4件 全件解決 －

●環境マネジメント
●持続可能な社会への貢献

気候変動の緩和

■ 三橋

再生可能エネルギー電力比率 28% 2050年：100％（Scope 2） 新規追加

大気への排出 GHG排出量（Scope 1+2）
33,385t-CO2

（-10.7％）
2030年：30％削減
（2018年度実績比）

－

排水および廃棄物 廃棄物リサイクル率 87% リサイクル率90%以上 －

マテリアリティを個々の本部・事業部門における重点施策に展開しやすくするため、サスティナビリティ目標を定めま

した。サスティナブル経営推進ワーキンググループは、このサスティナビリティ目標をもとに、施策の決定、KPIの設定等の

支援を行います。

サスティナビリティ目標

■取締役兼専務執行役員　■取締役兼常務執行役員　■常務執行役員
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アドバンテストは多様化するリスクに対し、戦略的・継続的なリスクマネジメントを推進しています。また経営の重要課

題（マテリアリティ）とリスクの関連性、責任の所在を明確にするために体制の見直し・再編を実施しました。

マテリアリティ（p.22参照）として定義した20項目の経営の重要課題に対し、それらを実現するための施策を各本部・事

業部門・海外の地域統括会社の単位で策定します。その施策実現の阻害要因となるものをリスクととらえ、そのリスクを回

避・軽減するための体制整備・対策の実行をマネジメントしていく手法をとっています。

2019年度に、各本部・事業部門・海外拠点が特定したリスクは400件を超えています。そのうちの主要なもの25件を

以下に掲載します。

常務会（および取締役会）で決定・承認された方針や経

営計画を、全社委員会である「サスティナブル経営推進

ワーキンググループ」が各本部・事業部門単位で重点施策

に落とし込み、それに海外拠点（6拠点）を加えてリスクの

特定、対策の立案を行い、内部統制委員会に報告します。内

部統制委員会は原則2回／年開催され、特定されたリスク

の現状と発生した事案の要因分析を行い、再発防止を含

む今後の対応策を講じます。

リスクマネジメント

主要なリスク 主な対応策
担当役員

対応するマテリアリティ

半導体産業の顕著な需要変動
半導体量産工程の前後にある近縁市場への事業拡大、生産のアウトソー
ス化、リカーリングビジネスや新規事業の強化を図ります。

■ 三橋

1 6 7 9

2 グローバル事業展開に伴う
世界経済・政治の影響

タイムリーな海外拠点のリスク情報収集、顧客およびサプライヤーとの関
係強化、調達ルートや生産拠点の柔軟化を図ります。

■ 塚越

1 6 13

3 新型コロナウイルス感染症
（COVID-19）の拡大

社長直轄の危機管理本部にて、（1）従業員の安全と健康確保、（2）顧客への
オンラインサポート、（3）生産・販売・在庫・物流状態の世界レベルでの把
握、（4）感染者発生時のBCP対応、（5）グループ会社間の支援物資融通、（6）
資金管理等を行います。

■ 藤田

18 20

4 新製品がタイムリーにデリバリーでき
ないことによるシェアの低下

リーディングカスタマーとの関係強化により次の技術革新、新製品・新市
場創出を的確にとらえビジネスチャンスにつなげていきます。

■ 津久井

1 4 5

5
CEO等の後継者計画が
策定されない場合、経営の安定性と
持続可能性が確保できない

指名報酬委員会で、（1）人材要件、（2）候補者の選定、（3）候補者の育成、（4）
指名報酬委員による人物評価、（5）候補者の決定を行います。

■ 吉田

17

6 少数サプライヤーへの依存による
機会損失

部品・設計の標準化を図り、特定のサプライヤーに過度に依存しない体制
を構築しています。

■ 塚越

8 9

7 激しい競争によるシェアの低下
独自の機能、付加価値の高いソリューションを提供することで、製品競争
力を維持できるよう努めています。

■ 津久井

1 3 4 10

主要なリスク 主な対応策
担当役員

対応するマテリアリティ

8 策定した戦略や中長期の
経営目標が達成できないリスク

取締役会、常務会や内部統制委員会等でリスク分析を行い、変化や影響度
のシナリオを継続的に検証し、目標達成できるよう努めています。

■ 三橋

14 16 17

9 上位顧客への売上高の大きな依存
新領域への参入を含め、新興市場や新規顧客の開拓により、幅広い顧客層
を獲得することを目指しています。

■ 阪本

5 6 7

10 当社製品への価格低下圧力
独自技術、付加価値の高いソリューションの提供と、生産コスト低減によ
る利益率向上により、リスクの軽減を図ります。

■ 阪本

3 4 7 9

11 為替変動による収益性への影響
保有通貨のバランス調整、為替予約取引等の活用、外貨建て資産負債が相
殺されるようなバランスシート管理により、影響を少なくするよう努めて
います。

■ 藤田

14 15

12 新製品の開発コストの回収性
技術交流会等を通じた顧客ニーズを満たす製品ロードマップの策定、製品
のプラットフォーム化推進による開発効率向上、ROICによる投資効果の
事前評価等により回収率の向上を図ります。

■ 津久井

4 5 16

13 製品市場の集中化による
販売機会の限定

多様なアプリケーションに対応した製品の展開により顧客とのパート
ナーシップを強化し販売機会を確保するとともに、新規事業立ち上げ、
M&A等により事業領域の拡大を図ります。

■ 阪本

1 2 5 6

14 のれんおよび無形資産の
多額の減損損失

資本コストを意識した回収可能性を十分考慮した投資判断を行うととも
に、PMI（Post Merger Integration）計画を遂行し、シナジー効果の早期実現
を目指しています。

■ 藤田

15 16

15
当社やサプライヤーの主要施設が
巨大な損害を被った場合の
業績への影響

BCP計画を策定し、生産拠点や外部サプライヤーの分散化、クラウド活用
によるデータの分散保存等により、事業運営に支障が出ないように努めて
います。

■ 藤田

9 15

16 設備投資の回収性
資本コストをベースとした回収可能性を十分に吟味した投資判断を行う
とともに、投資後は事業成長率をベースにモニターし、資産の有効活用を
図ります。

■ 藤田

15 16

17 信用またはブランド力の毀損による
財務状況および事業業績への影響

高信頼性の製品を提供するため、設計段階のデザインレビューと品質管理
部門のクロスチェックに努めています。またコンプライアンス委員会主導
にて法令遵守の啓蒙を行っています。

■ 佐々木

12 17

18 化学物質規制強化による
対策費用の発生

環境規制に係る化学物質の動向についてモニターするとともに、代替技術
の検討を行っています。

■ 山下

8 17 18 19

19 必要時に資金調達できないリスク
急激な需要変動に耐えられるよう堅固な財務体質を築くとともに、必要時
に即時の資金借り入れやコミットメントラインが設定できるよう、複数の
金融機関と友好関係を維持しています。

■ 藤田

15

20
当社が第三者の知的財産権を
侵害することで多額の費用が発生する
リスク

製品開発時や製品出荷前において、他社の知的財産権侵害の有無を調査
しています。

■ 藤田

17

21
第三者による当社知的財産権の侵害が
当社市場シェア、業績に影響を及ぼす
可能性

当社の権利を保護するため適正な法的手段を講じるとともに、今後も引き
続き知的財産権の監視・権利行使に努めていきます。

■ 藤田

17

22 専門性の高い人財の不足
中長期的な採用計画の策定、グローバルローテーション、働く環境の改善、
エンゲージメント向上の取り組み等により人財の安定化を図っています。

■ 藤田

10 11 12

23
IT基幹システムやプロセスのデジタル・
トランスフォーメーションが後手に
回った場合の業績への影響

保有しているITシステムの用途・継続性確認と市場の新しい技術への代替
えを検討しており、またDigital Workplace（デジタル技術が創造する職場）
のコンセプトをグローバルに展開し組織のイノベーションを促しています。

■ 藤田

15

24 ITシステムが被害を受けた場合の業務、
社会的信用への影響や、費用の発生

サイバー攻撃に対する常時監視による検知強化や組織体制の見直しによ
る事故への即応体制の構築のほか、従業員に対する定期的な情報セキュリ
ティ教育を実施しています。

■ 藤田

12 17 20

25 製品の欠陥などによる
信用・ブランド力の低下

品質管理部門のチェックにより信頼性の確保に努めています。
■ 佐々木

8

取締役会

常務会

各部門の施策立案、
リスクの特定をサポート

リスクに対する
状況報告

方針・経営計画

各事業部門・ファンクショナル部門・海外拠点

サスティナブル経営推進ワーキンググループ

内部統制委員会

基本的な考え方

リスクマネジメントの体制

主なリスクと対応策

＊ 「対応するマテリアリティの番号」は、 P22参照 ＊ 「対応するマテリアリティの番号」は、 P22参照

■代表取締役　■取締役兼専務執行役員　■取締役兼常務執行役員　■常務執行役員
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●従業員一人当たり収益

●研究開発投資
●設備投資
●M＆A
●ESG

収益性
●キャッシュ・
　コンバージョン・ 
　サイクル 効率性

成長 ●配当金
●自己株式取得 株主還元

50百万円Target
100日Target

ROIC
プラスのスプレッドTarget

事業継続のための財務健全性

企業価値の向上

The Advantest Way

キャッシュ・フロー
の

最大化

財務の基本方針に対する考え方

財務モデルとしては、まず安定基盤としての財務体

質を築くことを一番として、そこから投下資本利益率

（ROIC）の考え方を活用しながら、成長投資あるいは株

主還元に投下できるようにキャッシュ稼得の最大化を

狙っていきます。また、こうしたモデルを支える経理体

制として、資金を本社に集めるプーリングシステムの活

用や、世界中のグループ会社で一つの会社システム・

コード体系を使い、機能別の経理組織をグローバルに展

開することで、スピーディーな資金活用・情報収集・意思

決定の実現につなげています。こうした経理的な側面以

外に、人的資本への投資や企業内外の組織づくりなど経

営資産・無形資産の確保・強化戦略が生み出す価値の重

要性が一層高まっています。経理部門だけでなく、人事

や総務などの幅広い知見を活かして、こういった企業価

値における非財務要素の位置付けを重視しています。人

や知財といった無形資産を大事にするなど、さまざまな

考え方を考慮し、アドバンテストの企業価値向上のため

に最適なアプローチを常に模索し、ESG対応も含めて

時代の要請に合った戦略を実行していきます。

COVID-19による財務対応

2020年の年明けには、2020年度は2018年度に記録

した当社の過去最高売上にチャレンジできるくらいの

手応えを持っていましたが、COVID-19の世界的な感染

拡大により春先には半年先の見通しを立てることも難

財務戦略・資本政策

しいくらいに経済状況が大幅に変化しました。毎日のよ

うに企業の資金調達に関するニュースが出ており、当社

も過去の経験に照らしてさまざまなリスクシミュレー

ションを行い、ワーストシナリオにおける資金調達やコ

ミットメントラインの検討も行いましたが、緊急の資金

調達といった特段の対策をとることなく、また将来のビ

ジネス拡大のための開発や設備投資、人員増強といった

成長投資の手を緩めませんでした。もちろん、短期的な

経済の落ち込みに対する対策は手を打っていく必要が

ありますが、アップダウンを繰り返しながら半導体業界

は成長していくという当社のグランドデザインの視点

に沿って長期的視点での成長投資を財務面で継続でき

たのは、過去のシリコンサイクルによる経験から不況期

にも普段と変わらぬ事業が継続できることを一番の

ベースにした財務モデルに従って築いてきた、シングル

Aレベルの格付がとれる財務健全性が、この状況下で大

きな支えとなったからであります。COVID-19、米中対

立、さらに数十年に一度レベルの自然災害が頻繁に発生

する昨今においては、通常よりも運転資金は厚めに保有

することがサスティナブル経営には欠かせないと考え

ています。当社が掲げるグランドデザイン達成に向けて

まだまだ成長投資が必要であり、特に人材確保で従業員

数が増加しているので、一人当たり売上高の変動をみな

がら固定費の増加と利益率のバランスをとっていく中

で、今後はこのモデルがさらに機能する仕組みの向上に

努めていきます。

現状の財務数値課題

中長期目標を進める上でのマイルストーンとして、

売上3,000億円レベルでの損益モデルを設定していま

す。2018年度・2019年度において、売上総利益率は54%

のモデル目標に対して54.5%・56.7%と目標を超える

実績を示しているものの、販管費等（その他収益/費用含

む）が売上比31.6%・35.4%と、特に2019年度で販管費

が大幅に増加しました。要因として、M&Aの会計処理と

しての一時的な償却費の計上もありましたが、M&Aに

関する費用や成長のための人材確保・積極的な設備投資

取締役兼
常務執行役員（CFO）

藤田 敦司

不透明感の強い環境下でも
成長への打ち手を緩めず、
さらなる財務効率を追求します
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売上高

3,000億円
（100％）

売上原価

1,380億円
（売上比率 46％）

売上総利益

1,620億円
（売上比率 54％）

販管費

960億円
（売上比率 32％）

営業利益

660億円
（売上比率 22％）

が挙げられます。しかしながら、当社の事業特性から顧

客との関係を支えるエンジニアをはじめとした人的資

本と幅広い製品ラインアップの充実を図る研究開発への

投資は競争力の源泉であり、グランドデザインでの売上

4,000億円達成には不可欠なものであります。また「2025

年の崖」として警告されているデジタル・トランスフォー

メーションを意識したIT投資も積極的に行う必要があ

ります。投資ばかりで水膨れとならないように、成長の

ために投資したリターンが当初の期待通りに得られて

いるか、また従来から使っている費用をリターンも考慮

せずにただ継続していないか、そういった費用対効果の

評価や過去の実績を基準にしないゼロベース予算を徹

底することで、ターゲットモデルに沿った筋肉質な費用

構造を構築していきます。

ROICの導入効果とさらなる深化

2018年4月の中期経営計画の発表と同時に事業の

ROICによる評価制度を導入し推進してきました。全社

のみならず、各事業部にもエクイティスプレッドがプラ

スになることを求めたことで、今まで事業の損益にのみ

注視していた視点が変わりました。例えば無駄な棚卸資

産はないかといったバランスシートへの意識が各事業

部に非常に強く根付き、そのための「視える化」の工夫や

議論が進み、資産の有効活用の観点が社内で一歩進んだ

と感じています。好況・不況がたちまち入れ替わる厳しい

業界にあって棚卸資産の適正水準を簡単に決めることは

難しいですが、シミュレーションをIT化することでリスク

を最小限にできるような取り組みも進めています。また

2020年度計画作成時より、事業部が抱える人員と損益か

ら収益効率性のKPIを設定し、ヒトという資産の適正さ・

活用も考えてもらうリソース観点での管理目線も取り入

れて、さらなる効率性の追求を促しております。今後はさ

らに、従来単年数字で評価されがちであった事業評価の

部分も改善したいと考えていて、繰越利益・損失といった

項目も取り入れ、資産の効率性を意識したバランスシート

視点を強調していくとともに、一定期間の評価をもう少し

目に見える形にすることでエクイティスプレッドをプラス

にできていない事業やその要因となる製品に対するアク

ションが行えるような施策を織り込んでいくつもりです。

また、単純な資産削減・効率ではなく、キャッシュ・コン

バージョン・サイクル（CCC）を事業部ごとに評価するこ

とで、全社で目標としているCCCのターゲット値の実現に

つなげていき、それにより、全社的に資金の回りが良くなっ

て成長や株主還元につなげていく財務モデルの実効性を

高めていきたいと考えています。CCCの観点で必要運

転資金を小さくすることで、安全性に配慮しつつもリター

ン率の低いキャッシュをいかにリターンの大きい成長性

のあるビジネスに振り向けていくかが会社の将来の成

長、グランドデザインの達成につながっていくと考えま

す。また、この7月に米国を中心に展開していましたプ

ローブカード事業の売却を決定しました。当社は今まで

M&Aで事業・会社を買うということは幾度か行ってきま

したが、売る方はなかなか実行してきませんでした。

ROICを用いた数字の評価を行うことに加え、中長期的な

視点で当社のビジネスに合致するのか、しないのかとい

ったポートフォリオの見直しを行い、さらに事業効率を

高めることで、企業価値を向上させます。

株主価値向上と還元の考え方

2018年度・2019年度とここ2年、中期経営計画目標

で設定した18%を大きく上回る35.3％、24.9％という

高い自己資本利益率（ROE）の実績を出すことができま

した。半導体セクターそのものに対する期待に支えられ

ている部分もありますが、当社の株主総利回り（TSR）

はTOPIXを大きく上回っています。中長期的に株主資本

コストを上回るROEを継続的に出していくことが株主

価値の向上につながっていくことをベースとして、当社

を取り巻く業界環境はまだまだ成長過程にあるという

考えのもと、成長投資とのバランスを勘案しつつ株主還

元を考慮していきます。配当については、従業員向けの

賞与と同様に半期の連結業績に連動する形を継続し、配

当性向30％として分配します。自己株式取得について

は、成長投資に備えることで余剰に見えるキャッシュ残

高や短期的な株価への反応期待ではなく、今後継続的に

利益を積み上げた時に資本が厚くなり過ぎることは

ROEに重しとなるので、そういった中長期的なROEへ

の影響を勘案した資本状況の残高を考慮しています。7月

には、中期経営計画の目標を超過して達成することが見

込まれることを勘案し、自己株式取得を自発的には13年

ぶりに実行しました。引き続き、中長期視点での株主価値

向上を図っていきます。

 中長期目標を進める上で売上3,000億円レベルの損益モデル
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̶ アドバンテスト　 TOPIX（配当込）

69.8

89.2

139.9

102.3

151.8

118.5

180.5

112.5

302.2

101.8

2020年3月期2019年3月期2018年3月期2017年3月期2016年3月期

財務戦略・資本政策

過去1年 過去3年 過去5年

アドバンテスト 171.9% 218.6% 302.2%

TOPIX（配当込） 90.5% 99.6% 101.8%

 上記表は、2015年3月末から2020年3月末時点までの累積TSR。
（株価の上昇額＋累計のグロス配当額）／当初株価で算出。

 株主総利回り（TSR）
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