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CEOメッセージ
2020年度 業績
受注高

過去最高

3,306

当期利益

過去最高

698
指

売上高

平均

過去最高

3,128

億円

自己資本利益率
（ROE）

27.3

億円

2015-2017年度

標

%

営業利益率

22.6
354

円

MTP1目標
MTP1実績
MTP2指標
グランド
（2018-2020年度平均）（2018-2020年度平均）（2021-2023年度平均） デザイン

2,500

2,904

3,500~3,800

9

17

22

23~25

（億円）

130

--

601

620~700

ROE

（%）

12

18

29

20以上

EPS

（円）

74

170

309

320~370

当期利益

%

基本的1株当たり当期利益
（EPS）

1,751

（億円）

営業利益率 （%）

もっと高く、
もっと強く。

億円

売上高

> 4,000

実績値は小数点第一位を四捨五入しています。

さらなる成長への挑戦。

MTP1の好業績はグランドデザインで描いたシナリオの前倒し

2018年度にスタートした3カ年計画の第1期中期経
営計画
（MTP1）はすべての指標において目標を超え

MTP1では、目標として掲げた4つの指標（売上高、営業利益率、ROE、EPS）すべてにおいて目標

る好業績で締めくくることができました。
米中摩擦の

を達成することができました。結果は当初想定を大きく超える好業績となりましたが、中長期的な
半導体市場の動向という点では、グランドデザインで描いたシナリオに沿ったものであり、それが

COVID-19のまん延など、
当初の想定を大きく
先鋭化、

「データ
前倒しで展開し始めたものとみています。2018年4月に発表したグランドデザインでは、

超えるリスクにも見舞われましたが、
リスクは市場に

爆発」が今後の半導体市場を新たなステージへ導く、という展望を示しました。4G/5G用基地局や

変化を求め、市場は旺盛にその変化を取り込み、われ

データセンター等の社会インフラ整備を背景に、データ・センシング、エッジデバイス、高速通信、

われ企業に新たな機会をもたらし、
挑戦を促してきま

データ・ストレージ等の技術進化と普及が、
「データ爆発」というゼタバイト級の膨大なデータ・ト

（MTP2）
を展開
した。
本年4月から第2期中期経営計画

ラフィックを生み出し、その主役である半導体の需要が大きく伸びることで、半導体のテスト需要
も拡大していくというシナリオです。

しています。
半導体需要は今後とも中長期的には伸び

2020年初頭から広がり、全世界を襲ったCOVID-19。この予想だにしなかったパンデミックは、

ていくと想定しています。
「先端技術を先端で支える」
を企業理念
（パーパス＆ミッション）
として掲げる当社
の、
グローバルリーダーとしての真価が問われる局面
に入ったとも言えます。

多くの人々に苦難をもたらし、さまざまなビジネスに未曽有のダメージを与えてきました。他方、
代表取締役兼執行役員社長

それは同時にコミュニケーションのあり方の発展的な変革を加速させたとも言えます。職場に集
うこと、対面で会話することの価値は、デジタル通信の技術とその普及によって
「常識」ではなくな

グランドデザイン：中長期経営方針
（2018〜2027年度：詳細は、
https://www.advantest.com/ja/about/management-policy.
htmlをご覧ください）
MTP1：第1期中期経営計画（2018〜2020年度：詳細は、https://www.advantest.com/ja/investors/ir-library/pdf/J_MLTP_

180426_slide.pdfをご覧ください）
MTP2：第2期中期経営計画
（2021〜2023年度：詳細は、
https://www.advantest.com/ja/investors/pdf/J_MLTP2_210524_slide.
pdfをご覧ください）
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中期経営計画（MTP1、
MTP2）は、2027年をゴールとするグランドデザイン達成を目標としてい

いずれ到来すると見込んでいた通信やコミュニ
これはCOVID-19が加速した変化ではありますが、

ますが、同時に社会価値実現のための持続的な収益力を強化・拡大するための取り組みであり、そ

ケーションの新しいスタイルへの移行にほかなりません。かつては、パソコンの買い替えやデジカ

「稼ぐ力」こそが
れは2027年以降も続く、終わりのない成長への挑戦だと言えます。この持続的な

メ、液晶TVの普及といった、人が直接使う商品の売れ行きが半導体需要をけん引し、その需要動向

企業価値向上の原動力と考え、MTP2ではその考え方を説明しました。

が半導体テストの需要の波となって、当社にも大きな影響を与えていました。しかしながら、すべ
てのモノがインターネットにつながるIoT時代に入り、データ通信は社会・交通インフラやデータ
センター、産業機器等の、人が直接介在しないM2M
（Machine to Machine）の世界へと急速に広が
り、半導体が搭載される最終製品のすそ野は大いに多様化しました。また同時に半導体の必要数

企業価値向上は、
3軸でつくるキューブの体積を拡大させていくこと

も、上述の「データ爆発」の進展により堅調に増加していくものと考えています。加えて、脱炭素化
への社会的要請の高まりを背景に、
半導体にはより省エネ・低消費電力の実現が求められ、
これが半

私たちは「当社は何のために存在しているのか」の問いに対して、
「事

導体の高性能化・複雑化・高信頼性保証を促し、
結果としてより高度かつ高効率な半導体テストが不

業活動を通じて、サステナブルな社会に貢献するため」だと定義しまし

COVID-19がもたらしたデジタル・コミュニケーションの早
可欠となるのです。こうした流れが、

た。それは、自社の本業をしっかり成長させていく力強さこそが、持続

MTP1期間（2018〜2020年度）の半導体およびそのテスト需要を押し上
期普及・拡大と相まって、

可能な社会の実現に寄与し得るのであり、そもそも社会が求める価値

げた要因の1つとなりました。

を共有できていない事業が持続的に成長することはないと考えるから

将来利益額の
持続的拡大

1 株主価値

X年後の企業価値

- 1）を用いて、当社の目指す企業価値向上とはすな
です。MTP2では図（
わち将来利益額の持続的拡大であり、その考え方を①株主価値、②ス

MTP2は、さらなる成長への挑戦

テークホルダー価値、③ESG価値、の3軸で形作られるキューブを拡大

現在の企業価値
3 ESG価値

していくことに例えました。中でも
「ESGのさらなる推進」が他の2軸の
成長を促していく重要な価値であると考え、上述のとおりMTP2におけ

2021年4月からMTP2をスタートしました。MTP1の基本路線を踏襲しつつ、一段の飛躍を目指

る5つ目の主要施策に追加しました。

2 ステークホルダー価値

図（
- 1）

すべく下記5つの重点戦略を着実に進めることで、当社の企業価値向上と持続的成長に向けた基盤
強化を図ります。

1 コア・ビジネスの強化、重点投資
5つの
主要施策

イノベーション追求のための成長投資

2 オペレーショナル・エクセレンスの追求
3 さらなる飛躍への価値探求
4 新事業領域の開拓
5 ESGのさらなる推進

企業の持続的な力強さ・稼ぐ力を中長期にわたって発揮していくためには、成長投資が欠かせま
せん。この考えのもとMTP1では、2件のM&A（Astronics社からのシステムレベルテスト事業譲り
受け、Essai社の買収）と1件の資本参加・業務提携（PDF Solutions社）を実行しました。これらは
すでに確立した技術、製品、顧客基盤等をお金で買うことで、自社開発する場合の時間やコストあ
るいはリスクを軽減するねらいがありますが、それだけではありません。外部の知見を取り込む
ことで、新たなイノベーションを生むチャンスが掴めるのです。

20世紀前半に活躍した経済学者のシュンペーター（J. A. Schumpeter）は、イノベーションを
「すでにある知と知の新結合である」と説きました。当社はそのパーパス＆ミッションである「先端
技術を先端で支える」企業理念のもと、長年にわたり培ってきた卓越した計測技術をさらに日々深
めながら、今日の半導体テストにおけるグローバルリーダーの地位を築きました。しかし自社にお
ける技術開発にはそこに集まる知見が同種同質であることからくる「知」のバウンダリーがあり、

M&Aや業務提携は自社にないものを補い事
このことが新たな「知」の探索を困難にします。他方、
業を短期間で立ち上げられる利点に加えて、異なる知見を持ち寄った
「知」と
「知」の新結合、つまり
イノベーションへの挑戦が促進される効果があります。一例として、当社は2011年に同業のVerigy
社を買収しました。同業ではありますが、開発の進め方、設計、品質保証、生産・調達をはじめ、企業
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力強さで社会に貢献していくというストーリーが当社の考え方です。
まず経営側がESGに対する価値
観を明確に示し、
それを何度も語り、
議論を重ねていく努力が必要だと思っています。
正直なところそ
のストーリーを従業員全体に浸透させていくにはまだまだ多くの時間がかかるものと思います。
た
だ、
経営側がそういう問題意識と覚悟を持って、
たとえ少しずつであっても
「腹落ち」
や価値観を共有
できる従業員を増やしていく過程が大事なのではないでしょうか。

チーム力を高めるリーダーシップ・モデル
文化、人事制度、マーケットコミュニケーションの手法等々、当時のアドバンテストにとって一緒

当社のビジネスの舞台は極めてグローバルです。連結売上高の9割以上が海外であり、しかも半

「知」の宝庫でした。あれから10年。数々の「知」と「知」の新結合により、
になったVerigy社は新たな

導体の設計〜製造の分業化が進んでいるため、当社の顧客は、欧米、東南アジア、台湾、韓国、中国

たくさんのイノベーションが新製品、新制度、新カルチャーなどを生み出し、それがMTP1の成功

等、世界中に分散しています。複雑なバリューチェーンを掌握し、市場の変化や地政学上のリスク

を支え、MTP2達成への自信につながっていることは間違いありません。このようにMTP2期間中

にも機敏に対応できなければビジネスを勝ち抜いていくことはできません。そのためには、グロー

における成長投資は、グランドデザイン
（〜2027年）のさらに先へと成長していくための力強さ

バル、ローカル双方のチーム力が鍵となります。個々の従業員のスキルアップはもちろん重要です

（稼ぐ力）を磨く、長期的な施策でもあるのです。

が、チームとしてしっかり結果を出すためには
「リーダーシップ・モデル」の確立と浸透が不可欠で
す。
チームは、
例えて言えばオーケストラであり、
指揮者の方針によって同じ楽曲であっても多種多
様な演奏になります。その多様性は尊重しつつ、結果を出すためのリーダーシップを強化していこ

2021年度に
うと考えています。
当社の企業理念体系であるThe Advantest Way実践の一環として、

ESGのさらなる推進

のワークショップ
（WS）P.64参照 を始めまし
入り
「Advantest Leadership Model」
た。国内・海外の全管理職約1,200名が対象です。このWSは、知識や技能習得を目

すでにお話したように、企業価値の原動力は社会が求める価値を実現する事業を行いながら成

的としたいわゆる
「従業員研修」
ではなく、
リーダーシップに求められる4つのスキ

長していく力強さ
（稼ぐ力）であり、それはESGのさらなる推進によって促進されると考えていま

ルとして
「リーダー」
「マネージャー」
「コーチ」
「エキスパート」
を定め、
それらがどう

2019年7月に企業理念体系を刷新しThe Advantest Wayを制定しました。その中で、
ESG
す。
当社は、

いう場面で、
どういうバランスで発揮されるべきかを日々の業務を通して追求して

推進に関する指針を掲げましたが、
より実践的な活動を推進するため、
今般のMTP2において
「ESGの

」
と位置づけました。
リーダーシップに安直な正解はないと思っ
いく
「旅
（Journey）

そして、
2021年7月にはESG推進基本方針を
さらなる推進」
を当社の5つ目の主要施策に加えました。

ています。
常に考え、
チームの責任者として失敗を恐れず挑戦を続ける意欲の総和

ESG推進状況の報告と課題に関する討議を行う
あらたに制定し、
経営会議および取締役会で年2回、

が、
当社のグローバルなチーム力を底上げしていくものと確信しています。

が経営の中核を担うメンバーが取り組むべき重要課題の一つ
ことを明記して、
「ESGのさらなる推進」
グ
であることを明確にしました。
また、
当社グループ全体で足並みのそろったESG推進を行うため、
ループ全体の活動指針となる
「ESG行動計画2021」P.45-46参照

を策定し、
各事業本部、
地域統括会

社がその部門単位で取り組むESG活動のガイドラインとしました。

「Tested by Advantest」
の先に広がる未来へ

ところで、
ESGの推進を浸透させるには1つ大切な課題があると思っています。それは従業員一人
「腹落ち」
できるかどうかです。
どの企業でもESG
ひとりがESG推進の重要性を我がこととしてとらえ

2027年をゴールとするグランドデザインでは50%以上を目
当社の半導体テスト市場シェアは、

やSDGsに関する取り組みが注目されていることと思いますが、
なぜそれをやる必要があるのか、
自分

標としました。これはテストを必要とする半導体の半分以上が当社製品およびソリューションで

の仕事がどのように社会のサステナビリティに貢献しているのか、
そうした問いに納得のいく答えを

テストされていることを意味します。半導体にとって「Tested by Advantest」は安心・安全の合言

見い出せなければ、
結局企業側の
「やってる感」
に従業員を駆り出すだけの取り組みになってしまいま

葉であると言っても過言ではないでしょう。ところで、当社のルーツでありコア・コンピタンスを

す。
地球温暖化対策が急務であることを頭では理解できても、
女性管理職が少ないという実情は重々

なすのは、計測技術です。現在の主力事業である半導体テストはその技術の1つの応用例に過ぎま

承知していても、
特段、
自分たちの暮らしや業務に影響がなければ、
あるいはその価値に共感できなけ

せん。計測技術の応用分野は多岐にわたります。まだ事業化には時間がかかるものと思いますが、

れば、
本気でそうした課題に取り組もうとはしないでしょう。
繰り返しになりますが、
本業を成長させ

医療分野をはじめ、いくつかの新領域にビジネスチャンスの手応えを感じています。当社は

る、
従業員にとっては自分の持ち場の仕事を全うする営みこそが企業価値向上の原動力であり、
その
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メガトレンドと私たちの市場
デジタル革命とデータ爆発
20世紀後半にエレクトロニクス産業が本格的に立ち

進化した半導体は社会のインフラストラクチャーに
大量に集め深く解析することにより、今まで分からな

データ爆発を導いたのは半導体の性能向上です。
1つの

世の中のさまざまな事象の高速・高精度なセンシング

上がってから数十年、この間デジタル技術が社会に劇的

かった新たな知見を得ることができるようになりました。

チップにより多くの半導体素子を組み込むため、
半導体各

とデジタルデータ化、
データの高速演算、膨大なデータ量

な変化をもたらす
「デジタル革命」が何度も唱えられてき

都市問題や気候変動といった大きな社会課題の解決か

社と製造装置メーカーは製造技術の開発にたえず取り組

の書き込みと読み出し、それらを媒介する高速通信。半導

ました。しかし、ここ数年間のデジタル技術の発展は、こ

ら、商品の売れ筋や株価の予測にいたるまで、私たちの暮

（極端紫外線）
を用いてより微細な回路
んでいます。EUV

体の進化によりこれらの条件がそろったことでデジタル

れまでよりもはるかに強力なインパクトをともなってい

らしや産業はデータを元に主要な解析や判断がなされる

の描画を可能にする露光技術の実用化や、立体構造化し

革命への道が拓けました。大量のデータを高度に処理す

ると私たちは考えています。

ようになり、データは石油と並び称される重要な位置を

半導体素子の集積度を高める積層技術やパッケージ技術

ることを可能にする半導体は、今や社会に不可欠なイン

現在のデジタル革命の核心はビッグデータの解析で

占めるまでになりました。加えて、人の手を介さずM2M

の進化により、
半導体の性能向上はこれからも止まること

フラストラクチャーとしての役目を担っています。

す。センシングやネットワークの進化により、道路の渋滞

（Machine to Machine）でデータがやり取りされるよう

や大気の状態など、社会のあらゆる事象をデジタルデー

になった結果、世界のデータ生成量は「データ爆発」と呼

タに変換することが可能になっています。そのデータを

ばれる飛躍的な増加を続けています。

なく続くことが確実視されています。

半導体の回路微細化
（左）
と立体構造化
（右）
はさらに進化し続けます。

Before

データはコンピューターの中で完結

Now
社会のあらゆる現象がセンシングされデータ化、

当社にとっての機会とリスク

解析されたデータは社会にフィードバックされ
さらに活用される

人が操作する
コンピューター端末

社会

データを処理、解析、
記憶する
コンピューター
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半導体の性能進化には、
先端技術を検証可能なテスト・

でいます。また、地政学的リスクや経済安全保障に関連す

システムも貢献しています。テスト・システムから得られ

る動きが今後半導体業界にどのような影響をおよぼして

るデータは半導体の良否判定にとどまらず、製造工程の

いくか、先行き不透明な状況が継続しています。気候変動

改善につながるヒントも含まれています。半導体メー

と、それに関連した自然災害の激甚化も軽視することは

カーはテスト・データを活用することで、先端半導体の製

できません。グローバル化の反動や、ステークホルダー資

造歩留まりを改善し量産を速やかに軌道に乗せることが

本主義など、従来の市場経済の価値観を見直す動きも出

5G通信やAI、自動運転など、先端半導体を必要
できます。

てきています。

とする需要が今までに無い広がりを見せている現下の状

当社をとりまく状況を総合すると、
「 半導体バリュー

況は、当社に非常に大きなビジネスチャンスをもたらし

チェーンで顧客価値を追求」という当社のビジョンとこ

ています。

れまでの成長戦略を継続しつつ、情報収集・分析力を強化

もちろん、
今の状況はチャンスだけではありません。
感

することで変化に柔軟に対応していくことが重要となっ

染症の拡大は在宅勤務の増加を通じて半導体需要へとつ

ています。また、サプライチェーン・マネジメントやコー

ながりましたが、部材供給の途絶や、マクロ経済の落ち込

ポレートガバナンスなど、ESGの取り組みも企業のサス

みによる半導体需要への悪影響といったリスクもはらん

テナブルな成長に欠かせない要素です。
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メガトレンドと私たちの市場

半導体テスタ市場の基本構造

Strategy

Sustainability

Information

最終製品の
すそ野の広がり

長年、半導体テスタ市場の商機は主に、
「テクノロジー・
バイ」
と
「キャパシティ・バイ」
の2つによってもたらされて

導入が
「キャパシティ・バイ」
です。
半導体市場は、半導体を搭載する最終製品の需要に影

品質や信頼性への要求の高まり
「クオリティ・バイ」

響を受けます。
そして資本財である半導体テスタのビジネ

きました。
半導体メーカーは、彼らの新製品を設計・評価する際
に、
新たな技術や規格に対応したテスタを新たに採用しま
す。
設計段階からテスト・システムを導入することで、
その

スは、消費財である半導体以上に需要変動が大きくなる
性質があります。

2010年代前半までは、半導体需要の増減に合わせて、

後の量産立ち上げをスムーズに行うことができます。
評価

テスタ市場は
「テクノロジー・バイ」と
「キャパシティ・バ

が完了し量産ラインを立ち上げる段階では、
量産計画に見

イ」の恩恵を大きく受ける局面と、恩恵が剥落した後の低

合った分のテスタが必要になります。
量産歩留まりが思わ

迷期を繰り返すという、
シクリカルな構造を持つ市場でし

しくなく市場の確保に必要な生産量に達しないなどの場

た。
さらに、半導体市場に大きな影響力を持つ有力な最終

合には、
さらにテスタを追加して生産量を確保します。
こ

製品がパソコンやデジタル家電などの一部機器に限られ

れらの技術的要因によるテスタの導入が
「テクノロジー・

ていたことは、
テスタ市場のシクリカリティを助長するこ

バイ」
です。
その後、
首尾よく新たな半導体が多くの市場を

とにつながりました。

半導体の技術進化
「テクノロジー・バイ」
半導体の生産量増加
「キャパシティ・バイ」

テスタ市場
の拡大

半導体の性能向上による

1個当たりのテスト時間の増加

データ爆発を背景に
半導体需要は一層拡大

獲得した場合や、半導体を搭載する最終製品の売れ行き

2010年代後半以降、半導体の進化がもたらした
しかし、

が伸びた場合は、半導体の増産によるテスタ需要を生み

デジタル革命により、
半導体テスタ市場は4つのキーワー

のことは半導体メーカーの持続的なテスト能力拡張投資

リー・オートメーション、
医療やスマートシティなど、
半導

出します。
こうした半導体の生産拡大に起因するテスタの

ドで説明される構造転換を迎えました。

を促し、
テスタ需要の底上げにつながっています。

体のニーズはエレクトロニクスの枠を超えてさまざまな

デジタル革命がもたらすテスタ市場の構造変化
1つ目は、半導体の性能進化にともなう「テクノロジー・
バイ」の活発化です。半導体の高集積化、複雑化、大容量

3つ目は、品質と信頼性に対する要求の高まりを背景と

分野におよんでいます。半導体テスト市場の構造は多様

する
「クオリティ・バイ」です。半導体は今や社会のインフ

化し、
1つの最終製品需要が停滞しても他の製品が補うと

ラストラクチャーとして人々の暮らしやビジネスに根付

いった、
従来よりも安定したものになりつつあります。

いています。
そのため、半導体の不具合がもたらす損失や

これらの半導体テスタ市場に生じた構造変化は、当社

伸び以上に半導体テストに要する時間が延びていくトレ

風評リスクは、
過去と比較して非常に大きなものとなって

の業績にポジティブな変化をもたらしています。
半導体の

ンドが継続しています。

います。
例えばデータセンターのデータに誤りや消失は許

生産量増加や半導体1個当たりのテスト時間増加はテス

されず、
また車載半導体の不具合は、搭乗者の人命に関わ

タ需要の拡大に、半導体需要の多様化やたゆまぬ技術進

化、動作速度の高速化、省電力化の取り組みは、かつては

2つ目は、
「キャパシティ・バイ」
の増加です。
世の中のあ

数年おきに行われていました。
しかし近年は半導体の高性

らゆる動きや出来事にデータが介在する、
ないしデータで

ります。
これらミッション・クリティカルな用途を中心に、

化は収益の安定化に、それぞれつながります。今後、半導

能化を目指す取り組みが、かつてより広範な領域で、
また

制御する方向に社会が向かっていることで、
スマートフォ

より高い品質と信頼性を担保するため、
テストにはこれま

体企業の投資動向やテスト技術の効率化などによる多少

毎年行われるようになり、その結果半導体の設計難易度

ンや自動車1台当たりの半導体搭載量は年々拡大してい

で以上の精度が求められるようになり、
またテストにかけ

のアップダウンはあるものの、
デジタル革命による半導体

や製造難易度は継続的に上昇しています。
その結果、
テス

ます。
これにより半導体の出荷量は、かつてのように最終

る時間も長くなっています。

の性能進化や用途の広がりなどが継続することにより、

トに必要な工数や項目も継続的に増加し、
半導体生産量の

製品の需給に左右されるだけの姿ではなくなりました。
こ

4つ目の変化が最終製品のすそ野の広がりです。スマー
トフォンやデータセンターだけでなく、
自動車、ファクト

半導体テスタ市場はより安定した成長軌道を中長期にわ
たってたどると見込んでいます。

テスト・システム市場規模の推移（2011〜2020年）
■ テスト・システムの市場規模

当社テスト・システム売上高

（百万米ドル）

（億円）
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サステナブルな社会実現に貢献する半導体テスト
半導体は、さまざまな社会課題の解決役も担っていま

動車や産業機器のエネルギー効率向上に非常に重要な役

す。遠隔授業や遠隔医療、耕地や養殖場のモニタリング、

割を果たします。半導体テストはデジタル革命の恩恵を

スマート住宅やスマート都市など、半導体の活用によっ

受けるだけでなく、半導体の進化を支えることでそうし

て多くの社会的イノベーションが動き出しています。ま

たサステナブルな社会の実現に直接貢献しており、その

た半導体はその進化を通じて、電子機器の省電力化や自

役割は今後ますます重要なものとなると考えています。

2020
（Source: Advantest）
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グランドデザイン
会社の経営の基本方針

▍戦略
ビジョン・ステートメント
「進化するバリューチェーン

の開発・販売）を強化するとともに、半導体量産工程の前

当社は、
「先端技術を先端で支える」を経営理念とし、最

いきます。そのミッションの遂行に当たっては、すべての

で顧客価値を追求」は、顧客企業により高い付加価値を提

後工程にある半導体設計・評価工程や製品・システムレベ

先端の技術開発を通して社会の発展に貢献していくこと

役員および従業員がThe Advantest Wayを理解し、あら

供し、顧客ロイヤルティを高めることを目指す当社の考

ルテスト工程といった近縁市場へ事業領域を広げること

を使命（ミッション）としています。社会課題の解決に、今

ゆるステークホルダーの尊重と持続可能な社会の実現を

え方を示しています。

で、
業容の拡大と企業価値向上を目指します。

後ますます半導体の役割が増していくと考えられる中、

目指すと同時に、当社の持続的な発展と中長期的な企業

進化する半導体バリューチェーンで顧客価値を追求して

価値の向上に努めます。

当社は、コア・ビジネス
（半導体量産テスト用システム

ADVANTESTはより深く、より幅広く、統合した

中長期の経営戦略
当社は、経営理念である「先端技術を先端で支える」を

テスト・計測ソリューションにより、
発展する半導体バリューチェーンにさらなる貢献を果たします

このMTP1が2020年度にすべての経営指標を超過し成

体現する会社であり続けるため、当社がどうありたいか、

功裡に終了したことを踏まえ、当社では、グランドデザイ

何をなすべきかを定めた中長期経営方針「グランドデザ

（2021〜
ンを更新するとともに、
「 第2期中期経営計画

」を2018年度に策定しました。またグランド
イン
（10年）

2023年度）
（
」略称：MTP2）
を新たに策定しました。MTP2

「第1期中期経
デザインの実現に向けた最初の3カ年計画

のもと、
グランドデザイン達成に向けた道筋をより確実な

営計画（2018〜2020年度）」
（ 略称：MTP1）を同時に策定

ものとするべく、
一段の飛躍を目指します。

クラウド、ソフトウェア、
データ・アナリティクス
当社の既存事業領域

し、この達成に努めてきました。

グランドデザインの更新〔2018〜2027年度〕
IC

経営理念（パーパス＆ミッション）

ビジョン・ステートメント

先端技術を先端で支える

進化する半導体バリューチェーンで
顧客価値を追求

▍グランドデザイン策定の背景
かつて半導体テスタの需要は、パソコンなどの最終製

ました。

システムレベル
設計・評価工程

IC

システムレベル

生産工程

製品・
システムレベルテスト工程

ウェーハ・テスト／ファイナル・テスト

半導体バリューチェーン

ありたい姿

戦略

テスト・測定ソリューションの
No.1プロバイダー

1 コア・ビジネスの強化、重点投資

てきました。そうした中、従業員が一丸となって顧客価値

最先端顧客のベストパートナー

2

しかし、半導体を使うアプリケーションの広がり、社会イ

の創造と企業価値の向上に取り組むためには、共通した

先端技術の開発に常に取り組む

2017年以降は、需要
ンフラ化やデジタル革命を背景に、

中長期経営の軸を持つ必要がありました。

品市場の動向に左右され、半導体の生産量や技術が伸び

加えて、過去実施してきたM&Aにより、当社は多様な

る年は膨らみ、そうでない年はテストの効率改善が進ん

バックグラウンドを有する人財からなる組織へと変容し

でテスタ需要が下がるという、シクリカルな市場でした。

業界最先端の優秀な人材の育成

変動はあるものの成長軌道を歩むシクリカルグロースな

これらの点から、全世界の従業員に向けた共通の経営

市場へと変化しました。この大きな市場の変化点を迎え

目標として、グランドデザインおよびビジョン・ステート

学習する組織

たことで、当社はコア・ビジネスである半導体テスタ事業

メントを定めました。

財務KPI向上にたえず取り組む会社

オペレーショナル・
エクセレンスの追求

3 さらなる飛躍への価値探求
4 新事業領域の開拓
5 ESGのさらなる推進

を中心とした成長に自信を持つことができるようになり
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グランドデザイン

▍グランドデザインの更新
2018年4月にグランドデザインを発表してから3年が経過したことから、最新の環境認識に基づき、新たな中期経営計

Strategy
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第1期中期経営計画
（３年）
〔MTP1、
2018〜2020年度〕の総括
▍目標とした経営指標の状況

画の策定とあわせて、グランドデザインの更新を2021年5月に行いました。

2018〜2020年度（平均） 2018〜2020年度（平均） 2018〜2020年度（平均）
売上高

数値目標の更新
これまで
「売上高3,000〜4,000億円の達成」を最終目

企図していましたが、業績進捗と今後の事業見通しを踏

2020年度に目標値の下限である
標としてきましたが、

まえ、
今後はより早期での達成を目指すことに変更しまし

3,000億円に到達したことを受け、目標を4,000億円に上

た。市場シェアについても、目標としていた46%をMTP1

方修正しました。また当目標は2027年度での達成を当初

で早期達成したことから、
50%以上に上方修正しました。

2017年度実績

グランドデザイン目標

2018-2020年度

2027年度以前

$3.8B

$3.0B

約
暦年ベース・3年平均

CY2017

36％

％
暦年ベース・3年平均

―
―

2,724億円
180億円

＞3,400億円

2,072億円

2,904億円

＞4,000億円

テスタ市場規模

約

当社市場シェア
既存事業
新規事業（SLT事業等）

売上高

第1期中計実績
（MTP1）

50

＞ $5.0B
＞50％
600億円

（1米ドル＝109円）

営業利益率
親会社所有者帰属持分当期利益率（ROE）
基本的１株当たり当期利益（EPS）

保守的シナリオ

ベース・シナリオ

実績

2,300億円

2,500億円

2,904億円

15%
15%
135円

17%
18%
170円

22.3%
29.1%
309円

MTP1策定時点では、保守シナリオおよびベース・シナ

これは、半導体テスタ市場の拡大という外部要因だけ

リオの数値目標は、2015年度から2017年度までの実績

でなく、全社一丸となってグランドデザイン達成を目指

と比較してかなり意欲的なターゲットであり、そう容易

し取り組んだ結果と受け止めています。

に達成できるものではないとの認識でした。
しかし、
結果として、
すべての経営指標を大きく上回る

の3点です。

実績となりました。
達成要因1

想定より早く市場シェア拡大を実現

半導体市場が成長する中で、幅広い製品ポートフォリ

ションの幅を広げてきたことがシェア拡大に貢献しました。

オと顧客基盤、周辺機器を含めた総合提案力・グローバル

メモリ・テスタでは、顧客基盤の広さ、ソリューション

サポート能力など、当社の強みがうまく機能したことが

の多彩さを活かし、長年キープしてきた高シェアを維持

シェア拡大につながりました。

することができました。

SoCテスタでは、
この3年間、
4G/5Gスマートフォン関連
向けを中心に、
多様な地域でさまざまな半導体向けのテス

全体シェア
（半導体テスタ）

「先端技術を先端で支える」は、先端技術を磨き顧客と

る中で、当社のパーパスとは何か問い直した結果、この経

社会の発展に貢献することを使命とする当社の経営理念

営理念こそがパーパスを内包していることを再認識する

です。この理念は、制定後30年が経過していますが全く

に至りました。この見直しを元に、我々は何のために存在

古びることなく、むしろ今後ますます当社が当社らしく

しているかをより明確にするため、経営理念を「パーパス

あるために重要な観点と認識しています。

＆ミッション」と変更しました。

そして昨今、企業の存在意義
「パーパス」が重要視され

＋

14pts

50

％

M＆Aで取得した事業の早期業績貢献

グランドデザインのビジョンに沿い、周辺事業領域へ
の事業拡大のため、過去3年で2件のM&Aと1件の資本・業
務提携を実行しました。

SLT分野で実施した2件のM&Aは、高性能な半導体の

社会の変化に合わせ、戦略に「ESGのさらなる推進」を追加

前中計平均

％

を広げてきたこと、
多彩なニーズに応えられるようソリュー
達成要因2

CY2018〜2020

CY2017

36

ト需要が活発に伸びました。
このことと過去から顧客基盤

経営理念を
「パーパス＆ミッション」へ

貢献しました。

MTP1の戦略的投資枠1,000億円に対し、約半分の500
億円の消化となりましたが、効果としては期待以上のも
のとなりました。

需要拡大にともない、想定より早く当社の業績に大きく

MTP1を終え、当社を取り巻く環境について見直した

ESGの取り組みを通じて、社会要請に対するアンテナ

結果、今後一層のESG推進が必要であると強く認識し、新

を高くし、さまざまなシナリオに対する経営指針の議論

たに戦略として追加しました。

を行うことで、社会要請に対応する力（情報収集力・分析

グランドデザインの達成に向け、当社の事業活動の指

グローバル化、
TCFDへの賛同、グローバル・コンパクトへ

力・変化への柔軟性）を磨き、リスク・機会への対応力を高

針となるThe Advantest Wayを大幅に見直し、グローバ

の加盟、働き方改革等の施策を進めました。
こうした取り

めます。

ルオペレーションのための企業文化醸成と人財育成に力

組みは、製品需要の急拡大への追従であったり、
コロナ禍

を入れ、世界中の全従業員が同じゴールに向かって活動

で大きく環境が変化する中での顧客サポートの充実で

していく体制づくりに努力しました。

あったり、当社の事業のクオリティをグローバルに維持

振り返ると、前中計期間には、経済安全保障、新型感染
症の拡大など従来顕在化していなかったリスクが台頭し

29

その中でも、MTP1の目標達成を支えた主要因は以下

不確実性が高まりました。また、気候変動や人権、資源の

当社は事業活動を通じて、社会課題の解決とサステナ

枯渇など社会の持続可能性に懸念をおよぼす課題に対す

ブルな社会の実現に貢献するとともに、当社自身におい

る人々の意識も、これまで以上に高まっています。

てもサステナブルな経営を目指していきます。

ADVANTEST CORPORATION

達成要因3

非財務面での取り組み

ESGの面では、取締役の多様性確保、執行役員の一層の

MTP1の達成につながったと考えます。
する原動力となり、
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第2期中期経営計画（主要な事業施策）
第2期中期経営計画（MTP2、2021〜2023年度）の概要
MTP2では、グランドデザインの最終目標である売上高

1,000億円、設備投資枠400億円を確保し、積極的な成長

4,000億円に至るステップとして、下記の2軸を追求し、中

投資を継続します。また、財務健全性を維持しつつ、創出

長期的な収益基盤強化に注力します。
① 当社の強みを活かし、コア事業である半導体テスタ
ビジネスを強化

したキャッシュ・フローを成長投資と株主還元に配分し、

戦略2

オペレーショナル・エクセレンスの追求

当社全体の事業運営を支える基盤整備を強化します
当社の成長の源泉である人財の開発、
育成を強

将来の技術ロードマップを見据えた長期視点

R&D

のR&D投資を継続し、コアテクノロジーの強

人財

化を継続します。

資本効率改善と株主還元強化を図ります。さらにESGの

化します。
一人ひとりのレベルアップに加え、
チームを束ねるリーダーの育成を推進します。

推進を進め、今後の環境変化への追従力や、リスクと機会

② 中長期テーマである新事業領域のビジネス拡大
グランドデザイン達成に向けて、M&A等戦略投資枠

への対応力を磨きます。そして、企業価値向上、持続的成
長に向けた基盤強化を図ります。

もの
づくり

収益状況に即したバランスシート・マネジ

ビジネス拡大に対応した生産体制を強化し、
か つ、製 品 の 高 品 質 維 持 を 図 り ま す。ま た

財務

メントとキャッシュマネジメントを行い、よ

BCPの整備を行い、安定的な製品供給体制を

り経営管理のレベルを高め、経営の安定化と

構築します。

機動的な戦略執行を支えます。

▍MTP2主要施策
戦略１

コア・ビジネスの強化、重点投資

戦略3

MTP2達成を目指します
半導体テスタビジネスにおける当社の強みをさらに高めることで、
業界リーダー顧客との関係強化
世界のテクノロジーリーダーである顧客とパートナー
シップを深め、先端技術の進化に追従していくことは、当

留まり向上（Time to Quality）を実現する支援を行いま
す。また、着実にインストール・ベースを拡大することで、

体製造に関わる多くの顧客を開拓し、業界No.1の優良顧

新たな顧客価値追求
デ ー タ・ア ナ リ テ ィ ク ス 領 域 で は、
「Advantest Cloud

カーリングビジネスの収益を伸ばしていきます。

事業で、引き続き顧客ベース拡大による事業拡大に取り

SolutionsTM」をベースに、ハードウェアとソフトウェア

組みます。

を統合した斬新なソリューションを顧客と協力しながら
開発していきます。

テストノウハウの総合的なコンサルティングを提供
半導体の複雑化および製造難易度の上昇により、顧客

市場に参入する大手IT企業や、有望なファブレス企業な

にとって、高性能な半導体が安定的に量産されるまでの

ど、エマージング・プレーヤーとの関係深耕に努め、中長

時間（Time to Market / Time to Quality）がより一層重要

期の成長基盤固めを図ります。

になっています。
顧客のすぐそばで、顧客が求めるニーズをくみ取り、
高

競争力あるテスト・プラットフォーム投入と
それに連動したストックビジネスの伸長

品質なテストコンサルティングを提供することが、テス

当社のテスト・システムは拡張性の高いモジュール・

素になります。

戦略4

新事業領域の開拓

当社の計測技術を応用し、半導体バリューチェーン外の新ビジネスを長期的観点から開拓します
メディカルを始めとした業界で新たな価値提供を探求

事業のバリエーションを広げることで、社会や産業構

することは、当社自身のサステナビリティを高めること

造の大きな変化が起きた場合も、計測を通じた社会への

につながります。

価値提供を変わらず継続できると考えます。

タメーカーとしての価値向上となり、競争上の差別化要

アーキテクチャー・プラットフォームを採用しており、そ

グローバルに分散化した半導体サプライチェーンにお

れをベースにあらゆる半導体に対し全方位的に需要を取

いて、それぞれのテストプロセスを迅速にサポートでき

り込める幅広い製品ポートフォリオを既に有していま

るよう、当社自身もグローバルに各地域のエンジニアリ

NVM 、HPC などの成長分野で、半
す。今後もDRAM、

ング・リソースの拡充を進めます。

＊2

事業領域拡大

MTP1からビジネス展開しているシステムレベルテスト

客基盤を持つに至りました。ここ数年増えている半導体

＊1

半導体の設計検証からシステムレベルまで、統合的なテスト・ソリューションの提供を行います

保守サービスやデバイス・インタフェースといったリ

社の競争力の源泉です。当社は長年にわたり、地域を問わ

IDM、ファブレス企業、ファウンドリー、OSATと半導
ず、

さらなる飛躍への価値探求

導体の進化に沿ったソリューション提供を継続し、ポジ

並行してデバイス・インタフェースなどの周辺機器を

ションをさらに強固にします。さらに競争力のあるテス

含めた総合的なコンサルティングを提供することで、半

ト・プラットフォームを順次投入することで、顧客が優れ

導体の信頼性担保だけでなく、テストプロセス全体の最

、早期歩
た半導体を迅速に市場投入し
（Time to Market）

適化に貢献します。

戦略5

ESGのさらなる推進

事業活動を通じて、社会的課題の解決とサステナブルな社会の実現に貢献していきます
当社自身がサステナブルであるための根幹となるコー

化も並行して推進します。

ポレート・ガバナンスにおいては、経営・執行体制整備や

そ し て ESG 活 動 を 全 社 に 広 げ て い く と と も に、サ

サクセッションプランの確立・運用などを通じ、当社の持

プライチェーンでの ESG 活動推進にも貢献していき

続的な成長を強化していく基盤を整えます。

ま す。そ し て こ れ ら ESG の 取 り 組 み 強 化 に よ っ て 事

また人権尊重、人財開発・育成など、人的資本に関する
サステナビリティ要素の強化や気候変動への取り組み強

業をより健全で強靭なものとし、
「 安心・安全・心地よ
い」暮らしと持続可能な未来に貢献します。

＊1 NVM：Non-Volatile Memory（不揮発性メモリ）
＊2 HPC：High Performance Computing
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▍経営指標
均で、売上高3,500〜3,800億円、営業利益率23〜25 ％、

充 し、企 業 価 値 向 上 を 図 り ま す。こ の 考 え に 基 づ き、

ROE20 ％以上、EPS320〜370
当期利益620〜700億円、

MTP2において重視する経営指標を売上高、営業利益率、

円とします。なお計画の進捗を中長期視点で評価するた

当期利益、親会社所有者帰属持分当期利益率（ROE）、基

め、経営指標には単年の業績変動の影響を軽減できる３

本的１株当たり当期利益（EPS）とし、これらの成長に努

カ年平均の指標を用います。

売上高

5G規格の進化にともない、
ミリ波関連の半導体テスト需要
この技術変革をゲー
が2022年以降本格拡大する見通し。
ムチェンジの好機とし、
今後の5G RFテストにおけるリー

DRAM、不揮発性メモリともに

民生エレクトロニクス、
自動車、
FA機器向けでMCU、アナ

全プレイヤー、
全テスト工程に

3,500〜3,800億円

ログIC、センサー、ディスプレイ・ドライバーIC等の数量

ソリューション提供可能な唯

増、高性能化、高精度化が進展。顧客の投資意欲が改善す

一のテスタベンダーというポ

る中、
きめ細やかに顧客ニーズを汲みシェア伸長。

ジションは不変。
大容量化と高
速化がテスタ需要を拡大する
中、
競争力あるソリューション

20％以上

親会社所有者帰属持分当期利益率（ROE）

関連SoCとHPCデバイス・テスト需要をさらに取り込む。

MTP2目標 2021〜2023年度（平均）

620〜700億円

当期利益

を活かし、
これまでもプレゼンスの高かったスマートフォン

ダーポジションを確立。

23〜25％

営業利益率

を投入しシェアを維持・向上。

メモリ・テスタ

為替レートは、
1米ドル＝105円

企業価値向上
持続的成長に向けた
基盤強化

▍前提とした市場環境見通し
MTP2においても、デジタル革命を背景とした半導体

当社は、
MTP2
（CY21-23）
のテスタ市場CAGRを7〜8%

の重要性上昇、半導体市場の高性能化・複雑化・信頼性強

（3年平均）、CY2021-2023のテスタ市場規模を約$4.6-

化が進展し、当社の事業環境は当面ポジティブに推移す

と予想し、
当社シェア50%以上を目標とし
4.8B（3年平均）

ると予想します。

ます。

CY2017実績

MTP2目標

CY2018-2020（平均）

CY2021-2023（平均）

テスタ市場規模

約3.0B

約3.8B

約4.6B

約4.8B

当社市場シェア

36%

50%

> 50%

> 50%

約2.2B

約2.8B

約3.3B

約3.4B

SoCテスタ市場シェア

30%

47%

> 50%

> 50%

メモリ・テスタ市場規模

約0.8B

約1.0B

約1.3B

約1.4B

57%

57%

60%

60%

単位：米ドル
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メカトロニクス
関連事業

サービス他

半導体の信頼性担保の重要性

MTP1実績

CAGR 7% ケース
CAGR 8% ケース
テスタ市場CAGR 9%
（vs CY2018-2020平均）（vs CY2018-2020平均）
（vs CY2017）

メモリ・テスタ市場シェア

SoCテスタ

320〜370円

基本的1株当たり当期利益（EPS）

SoCテスタ市場規模

Information

需要を中期的に拡大。
最新製品V93000 EXA Scaleの強み

めます。MTP2における数値目標は、2021-2023年度平

みを推進するとともに、成長投資と株主還元の双方を拡

Sustainability

微細化進展／先端パッケージ普及が高性能なSoCテスタの

▍各事業のフォーカス

MTP2では、さらなる成長に向けた事業強化の取り組

Strategy

がクローズアップされる中、
テ
スト品質向上につながるテス
ト・セル環境を提供。

EUV露光が拡大する中、
EUV
マスク検査向けのビジネスを
拡大。

Advantest Cloud SolutionsTMを活用したOEE＊1改善
ソリューションの提供等で、
ポストセールスを拡大。
半導体の信頼性向上ニーズ拡大を背景に、
ミッション
クリティカルな用途でのシステムレベルテストの注

HPC向け、車載向け、メ
目が高まる中、
モバイル向け、
モリ/ストレージ向け等で顧客拡大。
システムレベルテスト事業では、
本体拡販に加えてコ
ンタクター等の消耗品販売を増やし、
リカーリング売
上も拡大。
データ・アナリティクス事業は、価値の高いソリュー
ション構築と斬新なビジネスモデルの探索を当面継続。

＊1 OEE：Overall Equipment Effectiveness
（設備総合効率）
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コラム

2
テストの多様化を先端技術で支える
経営執行役員

ATEビジネスグループ 93000事業本部長

Juergen Serrer（ユルゲン ゼラー）
対応する（図1の❸）ことが求められています。

半導体産業は、
DX（デジタル・トランスフォーメー

AI、HPC
（ハイ・パフォーマンス・コンピュー
ション）
、5G、

デジタル機器のテスト内容は、構造化テスト（ス

ティング）
、
自動運転、
携帯電話、
セキュリティー、
そし

トラクチャル・テスト）を中心に増加の一途をたど

てコネクテッドな社会によって活気付いています。

3D実装/チップレットの登場により回
ると同時に、

デバイスがより複雑化するにつれ、デバイス自体

路規模が膨大になっていることから、システム・テ

をハードウェアとソフトウェアが複合した1つの完

ストによって補完する必要があります。さらに、電

全なシステムとしてテストする必要性が高まって

力や熱環境の管理も重要です。

います。また、新しいプロセスや3次元実装技術（3D

こうしたテストの多様化に対応するため、
2020年

それらのデータはAdvantest Cloud SolutionsTMで共

度に当社のSoCテスト・システムV93000の拡張版と

AI技術によって実用可能なものとなります。
有され、

なる新製品のV93000 EXA Scale™を発表しました。
スループット、
テスト結果の処理、
歩留まり改善のた

総合効率）やCOTの向上に対応した、完全なテスト・

めの革新的な技術を含むテスト・プロセッサーASIC

セルを提供していきたいと考えています。

（図2）を搭載しています。各種測定機能
（カード）は、

モード、同時送信の組み合わせにより、テストの複

ます。その上、加速度的に当社の開発スピードを速

雑さが増しています。

めなければ市場要求に応えることができません。

のある方法で行われます。お客さまは一度購入した

帯域バックプレーンで接続されています。

設備を継続して活用することができることから、高
いROA＊7の持続にもつながります。
このように、今後も拡大が予想されるテスト多様

V93000 EXA Scale™によ
化のトレンドに対して、
る多面的なテスト・ソリューションで確実に事業の
拡大を進めていきます。

品質への要求の高まりは、より広範なテスト・カ

これまでは、ウェーハやパッケージなど、デバイ

バレッジを必要とします。また、テストはただデバ

ス単体をテストしていました
（図1の❶）が、近年で

イスの良品/不良品を判定するのみならず、そのテス

はテストが半導体の製造工程のさらに上流・下流に

ト結果を分析することで、歩留まり改善やより良い

EDAを活用して設計サイクルを短縮する
拡大し、

デザイン設計につなげていくことも重要な役割の

（図1の❷）だけでなく、システムレベルの検証にも

一つです。

＊1 HSIO-SCAN：高速シリアルインタフェースを活用した効率
的なテスト手法

（図2:TAKA test processor）

＊2 SCAN-fabrics：テストデータを効率よく扱うネットワーク
構造
＊3 DFT：Design for Test
（テスト容易化設計）

V93000 EXA Scale™のユニークな機能は、MCU

＊4 EDA：Electronic Design Automation
（ 半導体など電子系の
設計自動化ソフトウェア）

からHPCまでの幅広いアプリケーションをカバー

（電源装置）
＊5 DPS：Device Power Supply

し、HSIO-SCAN＊1やSCAN-fabrics＊2の よ う な 新 し

＊6 COT：Cost of Test
（テストのコスト効率）

いDFT＊3イノベーションを可能にすることです。こ

Advantest Cloud SolutionsTM
（AI,Data Analytics,etc.）

V93000のすべての製品イノベーションは互換性

データを多用するアプリケーション用に、独自の広

RFデバイスにおいても、より多くの高周波数、

実装）により、新たな故障メカニズムが出現してい

（設備
当社は、コスト面で課題となっているOEE

＊7 ROA：Return on Assets
（総資産利益率）

れらをEDA＊4と併用することで、シナジー効果を発
揮します。

DPS＊5カードは、特許取得済みのデジタル・コント

Our Existing Business Areas

ロール・ループを使用することで優れたロード・レギュ
レーションを実現し、
高価なプローブカードを過電流
から保護します。
これにより、
プローブカード破損から
引き起こされる歩留まり低下を防ぎます。

RF測定機能は、チャンネルごとにRFサブシステ
IC

System Level

Design /
Evaluation Processes

IC

System Level

ムを持っており、内部のハードウェアによる信号処

Production processes

Product /
System Level Test Process

理を行うことで優れたCOT＊6を実現し、1台で5Gと

Wafer test / Final test

WiFiのRF測定に必要な機能をすべてカバーします。
パワーデバイス測定機能は、多数個同時測定が可

SEMICONDUCTOR VALUE CHAIN

能で、バッテリー・マネジメントICのような高度な

circle

アプリケーションに必要なさまざまな測定機能を
提供します。

2

1
（図1: テストの多様化）
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3

テスト・データは、
測定器、
テスト・セル、
そしてエッ
ジからクラウドまで、複数のレベルで処理されます。
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財務戦略・資本政策
MTP2における資本政策、キャピタル・アロケーション

財務健全性を維持しつつ創出したキャッシュ・フローを成長投資と株主還元に配分し、
資本効率向上
▎営業キャッシュ・フロー見通し

キャピタル・アロケーションのイメージ

• 今後3年累計で2,200億円以上を見込む
（前中計実績 約1,800億円）

投資合計
779億円

▎最低保有現金水準

好調な事業環境から得られる
キャッシュを成長へ、株主へ、
適切に活用・配分していきます
当社は5月に2021年度から2023年度の中期経営

• 平時の事業環境においては800億円程度
を想定

• ROICベースの事業・投資管理

計画を発表しました。
本計画の中では、
前回の中期経営
もに、株主還元の強化や獲得したキャッシュをどう
取締役兼
経営執行役員（CFO）

藤田 敦司

今後のキャピタル・アロケーションに関する考え方

使っていくかの計画も明らかにしています。
ここでは、
そうした取り組みの背景を説明します。

ます。
また、
投資案件の額とその時点の保有資金の状況次
第では、
成長機会を逸しないために借入等の負債活用も辞

期末現金

期末

新中計における
配分イメージ

800億円程度
期末

▎株主還元方針の変更
• 従来の業績連動の半期配当性向30%から、安定的・継続的配

でシナジーを見込める良好な案件を探索

当とすべく、1株当たり配当金半期50円/通期100円を最低額

• 新事業立ち上げなど、中長期視座の戦略に沿った取り組みも

とする金額基準に変更
＊

実施

• 自己株式取得を含めた通期総還元性向 は、50%以上を目途
（ただし、
想定以上の資金を要する成長投資機会の発生や、
事業環境の変化に

りませんが、
無借金経営にこだわるわけではないという考

2,900億円が3年間の成長投資と株主還元の原資となりま

えです。

よる業績悪化などにより、
これらの株主還元を実行できない場合があります）

および従業員のエンゲージメント向上のための投資を主に予定

半期
連結配当性向

30%

FY2018-2020 実績 FY2021-2023 投資枠
M&A等戦略投資

477億円

1,000億円

設備投資

302億円

400億円

この成長投資と株主還元のバランスについて、
まず成長投

37

FY2020

• End-to-Endのテスト・ソリューション事業強化につながる領域

現預金残高と最低保有水準との差額から700億円、合計

資を最優先することを考えています。
成長投資と株主還元

最低保有
現金水準

▎M&A等の戦略投資

としているように、
負債比率を積極的に高める意図ではあ

株主還元に関する考え方

前中計の
累計実績

1,492億円

積極的な成長投資を優先しつつ、
株主還元を拡大

期初の
出す営業キャッシュ・フロー見通しから2,200億円、

億円を株主還元とすることが基本的な考え方になります。

自己株式取得
159億円

1,500億円

期末現金

MTP2における成長投資、株主還元

• 成長基盤強化に向けた開発力、生産力、業務効率向上用途、

M&A等の投資枠で1,000億円を考えており、差額の1,500

2,900億円〜

必要に応じ
デットも活用

還元方針
変更

配当
458億円

1,040億円

▎設備投資

3年間で設備投資400億円、
す。成長投資の内訳として、

2,200億円〜

株主還元拡大

さない考えです。
財務健全性として株主資本比率50%以上

2021年度から始まる中期経営計画
（MTP2）
期間で生み

1,400億円

営業CF見通し

営業CF

FY2017

計画から損益に関わる経営指標を大幅に見直すとと

成長投資

（戦略投資＋設備投資）

1,791億円

▎バランスシートKPI：成長と
株主還元の土台
• 資本効率：ROE 20%以上

戦略投資
477億円

還元合計
617億円

• 超過分は、機動的に還元拡大を検討

• 財務健全性：株主資本比率50%以上

設備投資
302億円

通期
総還元性向

50%以上

FY2018-2020 FY2021-2023想定
株主還元額

（配当額+自己株式取得）

617億円

1,500億円以上

＊総還元性向：
（配当額＋自己株式取得）
÷連結当期利益

株主還元政策は、業績に連動した配当性向30 ％から、

に目安金額を置いてはいますが、
事業拡大につながると考

配当と自己株式取得を合わせた総還元性向 ＊1 50 ％以上

することとして、まず配当面でこの不安定さを取り除く

50%以上を還元する中で、自己株式取得を今までより積

えている案件があれば積極的にそちらにお金を遣うこと

に変更しました。
この変更の考えについてご説明します。

こと、つまり
「金額基準」とすることによって減配が起こ

極的に行うことを考えています。
自己株式取得は、配当と

で、株主還元額が1,500億円より減少することもあり得ま

ここ数年は比較的安定した業績でしたが、
配当面では、
変

らずに安定配当を出すことを主眼に置きました。

違って株主が直接的に金銭を受け取るわけではありませ

すし、逆に投資案件がどうしても見つからずに1,400億円

更前の配当方針にあった半期ベースでの業績に応じた

＊1 総還元性向＝
（配当額+自己株式取得）
÷連結当期利益

んが、市場での株式供給量を減らすことによる株価への

に満たない場合には株主還元が1,500億円を上回る可能性

「率計算」により、前期比もしくは前年同期比で増減配が

また、今までは当期利益の約3割を株主に還元し、機会

プラス効果期待は、長期的に株式を保有いただく株主に

もあります。
つまり、
成長投資と株主還元については、
一定

頻繁に起きるなど不安定な状況になっていました。今回

があれば自己株式を機動的に取得する形にしていまし

700億円・1,000万株
資するものだと考えています。
なお、

の目安がありながらもそこは機動的に対応することになり

の変更では、
中間配当として50円、年間100円を最低額と

た。今回の還元方針の変更では、自己株式取得も含めて

を上限とした自己株式取得を8月から2022年3月にかけ

ADVANTEST CORPORATION
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て行うことを7月に発表しました。
こちらは今期の業績や

次第ではあるものの配当や税金の支払増加も見込んでい

経験しています。
万が一これらを同時に認識せざるを得な

益が 含まれたその他 収 益・費用を除いた数字としては

手元資金の状況を勘案しつつ、上述しました株主還元の

ることがあります。従業員については、
M&Aもありました

いような経済危機が発生した場合にでも、債務超過に陥

20.0%で、
損益モデルに満たない数字となりました。
これは、

効果と資本効率のバランスを考慮して計画・実行してい

設備投資もMTP2でさら
が3年間で約800名増加しました。

いらないレベルの資本を確保すべきと考えます。
毀損する

計画していたよりもMTP2の期間でさらにビジネスが拡大

ます。
また、過去において、
当社は取得した自己株式を、
当

なる増加を見込んでいます。
税金については、
過去に発生

レベル感は資産ごとに異なるので、
資産区分ごとに一定程

できると読み、
前もって人員確保や開発投資を行なったこ

社の役員・従業員への株式報酬制度に用いたり、
転換社債

した損失による繰越欠損金が長らくあり、
部分的に納税額

度のストレスをかけ、
最大のリスクとしてそれらが同時に

とによります。そういった先行投資の成果もあり、今回の

型新株予約権付社債の行使の際に払い出したりして、結

2020年度末で繰越欠
が抑えられていた面もありましたが、

発生したとしても一定の資本残高が確保されるように、
資

MTP2では、
前3年平均売上2,904億円を大きく上回る3,500

果として取得した株式を市場に戻してきました。今回、株

損金を使い切ったことにより、
2021年度から税負担率の上

産サイドの変動に応じた必要最低限の資本残高を確認し

〜3,800億円の平均売上を見込んでいます。
売上原価につい

主還元強化策として自己株式を使うという観点では、取

昇、
つまり納税額が増加することになります。

ています。
勿論、
常に最低水準の資本で回せればROEを最

ては販売される製品のミックスに左右される部分もあり、
毎

大化できることは理解していますが、
成長ステージにおい

年1％ずつ着実に削減するような改善を見込み難い部分で

ては投下資本を増やす必要もあります。そこを負債でカ

はありますが、
調達部材の値上がりが予想される環境でも

バーする考えもありますが、高過ぎる負債レバレッジは、

一定の売上総利益率は確保したいと考えています。
販管費

減損時の対応に問題が生じると考えています。一方で、
多

については人員の増加にともなったコスト負担があるもの

自己資本残高については、安全性という観点から多け

過ぎる資本も問題であると考えており、例えば、株主還元

の、
売上を伸ばすことで2020年度程度の比率にコストコン

れ ば 多 い に 越し たことは ありま せ ん。効 率 的 な 運 営、

を通して、
リターン率の低い現預金を減少させるなどで資

トロールすることを目指します。R&D費用の売上比は下が

サイクルの状況から、
現金支出をともなわない償却費や株

ROE20%以上という目標もあることから、資本が厚くな

本残高も調整して、財務健全性とROE目標の実現に向け

ったように見えるかもしれませんが、
これは売上の増加にと

式報酬費用を除いた発生経費への支払い分を何日分程度

り過ぎないよう気を配っていきます。
しかしながら、財務

たバランスをとっていきたいと考えています。

R&D費用の絶対額は増加させていく方針で
もなうもので、

保有しておく必要があるかをまず検討します。
それに加え

健全性の維持は、最優先になります。
当社が考える健全性

す。
常に長期的な成長目線を持つ中で、
研究開発への投資を

て、
設備投資、
配当、
納税といった経費以外の決済資金の支

D/Eレシオといった財務数値的な側面だけでなく、顧
は、

緩める気は全くありません。
また中期経営計画の目標上は

出を一定程度織り込んで金額レベルを算出しています。

客からの信頼性、
つまり事業を支えるパートナーとして安

得した自己株式を消却することも検討しています。

資本残高に関する考え方
最低保有現金水準に関する考え方
最低保有現金については、
キャッシュ・コンバージョン・

中期経営計画の損益モデルに関する考え方

2020年度実績から営業利益率の伸びがあまりないように
見えますが、
MTP2期間は、
売上4,000億円を目指した成長投

今回のMTP2では運転資金として抱える現預金を800億

心して取引を行える企業であるかという点も重要と考え

円程度と考えています。MTP1では500-600億円でしたの

ています。
当社では、
過去において、
ビジネス環境の急激な

前中期経営計画の時に売上3,000億円レベルの損益モデ

資が継続されていく前提のためです。
コストコントロールに

で、
大幅な増加になっています。
増加の背景としては、
さら

悪化に伴い、棚卸資産・長期性資産の減損、あるいは繰延

2020年度実績は当社として初めて売上
ルを提示しました。

はもちろん気を配っていきますが、
単年の営業利益率より

なる業容の拡大により、
人員・設備投資の増加、
タイミング

税金資産の取り崩しなどによる、
自己資本の大幅な減少を

3,128億円となりました。
営業利益率は
が3,000億円を超え、

も、
長期的な視点での成長や収益性を意識して投資してい

22.6％となり、損益モデルで示した22%を達成しているよ

くことを考えています。

コスト・利益モデル

うに見えましたが、
子会社の年金制度改定など一時的な利

成長の源泉であるR&D投資を維持しつつ、
業務効率改善で持続的に収益性を向上

株主総利回り
（TSR）
の推移

▎価値創造と社会貢献実現の原動力として、高いR&D投資水準を維持。MTP2では累計約1,500億円を想定
（MTP1累計実績：約1,200億円）

2020年度

800

実績

MTP1平均
（2018−2020年度）

MTP2平均
（2021−2023年度）

3,128億円

2,904億円

3,500〜3,800億円

売上原価率

46％

45％

45〜46％

売上高販管費比率

31％

33％

30〜31％

14％

14％

13％

23％

22％

23〜25％

（うちR&D費比率）
営業利益率

ADVANTEST CORPORATION

TOPIX（配当込）

1,000

▎オペレーショナル・エクセレンスの追求を通じた販管費比率の上昇抑制

売上高

̶ アドバンテスト
（％）

▎競争力あるプラットフォーム投入で、グロスマージンを維持・向上
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600

過去1年

過去3年

アドバンテスト

225.8%

447.4%

963.4%

TOPIX（配当込）

142.1%

122.1%

162.3%

上記表は、2016 年 3月末から2021 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。

400

200

963.4

過去5年

439.1
202.2

219.6

114.7

132.9

126.2

114.2

2016年度

2017年度

2018年度

2019年度

261.5

162.3

0

2020年度
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3
コア・ビジネスのフィールドを広げる
取締役兼経営執行役員

Chief Strategy Officer

Douglas Lefever（ダグラス ラフィーバ）
ここ数年、当社は中核となるATE事業を補完
する新たな事業領域を拡大するため、M&Aや組
織的な投資を行ってきました。これには、適正な

きるだけ早く
（to the left に）
、つまり半導体製

コストで必要なテスト・カバレッジを実現するた

造工程の早い段階にシフトしたいと考えています

めのテスト・ソリューションの重要性を認識して

。そのためには、ウェーハやダイ・
（図1： Left ）

いたことが背景にあります。これらの投資は、重

レベルでのイノベーションが必要です。一方、

点的な分野で開始し、それらを順次アドバンテ

デバイスのシステム性能を保証するために、最後

ストの広範な試験・計測ポートフォリオに統合す

テスト工程を挿入する場合に
に
（to the right に）

ることで、さらなる相乗効果を生み出していきま

は、大量の電力を使用して長時間のテストが必

す。顧客の半導体デバイスやモジュールの複雑

要となるため、アクティブな熱制御を備えた超

化にともない、さまざまなテストの組み合わせや

並列プラットフォームを採用する必要がありま

手法が用いられていますが、これらの多様な

。いずれのケースでも、当社は
す
（図1： Right ）

ワークフローをサポートすることが当社の役割で

お客さまや業界のニーズに応じて、最適なテス

す。ハイエンドICでは、製造過程で十数カ所の

ト・ソリューションの組み合わせを提供できる立

テスト工程があり、その工程の組み合せはICの

場にあります。
さらに今後実現していきたいことは、テスト

ライフサイクルとともに変化します。
当社の新規事業においては、ハイエンドの

工程同士をデータ分析によってどのように連携

SoCデバイスのシステムレベルテスト
（SLT）
や、

と呼
させるかということで、これを
「going up 」

SSDのテストを行うテスト・プラットフォーム

。お客さまがテスト工
んでいます
（図1： UP ）

を提供するとともに、これらのテスト・プラッ

程間のデータを十分に活用し、当社のテスト機

トフォームと顧客のテスト対象デバイスとの間

器を最も効率的に使用できるように支援するこ

をつなぐのに欠かせない消耗品事業にも投資し

とで、大きな価値を引き出すことができます。

ています。

この連携により、当社の中核事業であるATE事

これら新規事業として扱っているテスト・プ

業と、新規事業であるシステム・テスト事業と

ラットフォーム、部品、技術は、顧客の将来の

の間に、さらなる相乗効果と新たなビジネスモ

ニーズに対応するための重要な構成要素です。

デルを生み出すことができると考えています。

多くの場合、お客さまは不良部品のパッケージ
Advantest Cloud SolutionsTM
（AI,Data Analytics,etc.）

化でコストを無駄にしないために、テストをで

UP

Our Existing Business Areas

システムレベルテスト・
システム

IC System Level
Design /
Evaluation Processes

IC
Production processes
Wafer test / Final test

System Level
Product /
System Level Test Process

SEMICONDUCTOR VALUE CHAIN

SSDテスト・システム

Advantest Cloud

Left
テスト用ソケット
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Right

（図1：半導体バリューチェーン）
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