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ESGのさらなる推進
当社は企業理念体系を定めたThe Advantest Wayにおいて、
「ESG推進によるサステナビリティ」を経営指針
の一つに掲げています。2021年度に始まった第2期中期経営計画（MTP2）では、ESG行動計画2021-2023の
策定と実践を通じ当社のESG要素の高度化を進めています。
は社会的価値をお届けします。例えば、社会が半導体に求

当社のサステナビリティ課題に対する
考え方

める価値には、その機能・性能等の技術面に由来するもの
の他、地球温暖化抑止の観点で低消費電力（高エネルギー

当社のコア事業である半導体テストが持続的に成長し

効率）性能なども重要な要素となります。その期待に応え

ていくための鍵は、
「 社会」にその価値を認めていただき、

られる半導体を提供できるメーカーが勝ち残り、それらの

受け入れていただくことです。当社を取り巻くステークホ

メーカーを当社がテストで支える。つまり、当社事業であ

ルダーはさまざまありますが、社会が求める価値を提供で

る半導体テストが地球温暖化抑止という点で社会のサス

きなければ、当社事業の持続的な成長はかないませんし、

テナビリティに役立ち、そして半導体テストの価値が社会

その他のステークホルダーに満足いただける結果を出す

から認められることが当社事業のサステナビリティへ寄

こともできません。半導体テストの価値は直接目に見える

与する、というつながりが成立していきます。誰のための

形で社会に届けられるわけではありませんが、当社の先端

サステナビリティか。それは企業が社会の一員である以

技術でテスト（性能保証、信頼性保証）された半導体が最終

上、企業と社会の双方で共有されるべきものだと考えてい

製品に組み込まれ、それが暮らしの隅々に浸透し、社会の

ます。

「安心・安全・心地よい」を支える、そうしたつながりで当社

サプライヤー
パートナー

最終製品への
半導体実装

半導体メーカー

当社

社会浸透

社会課題
（SDGs/ESG）

産業

地球
環境

株主

当社事業
・部材
・サービス

半導体の
・設計
・開発
・製造

テスト・
ソリューション

さまざまな
アプリケーション
やインフラに
搭載

生活
生活
環境
インフラ

教育
地球
環境

生活
環境

社会
環境

社会
環境

当社事業の持続的な成長

サステナブルな社会
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ESGのさらなる推進

ESG行動計画2021-2023

■ 社会価値実現のために

■ ESG推進体制とESG行動計画2021-2023

社会の期待に応え持続的な成長を続けるために、当社は

当社は、
ESG活動に関わる基本的な理念を「ESG基本方

①株主価値、②ステークホルダー価値、③ESG価値の3つの

として定めています。
この方針のもとで、
環境・社会・ガ
針 」

価値が重要と考えます。上図で示すように、当社の目指す

事
バナンスの重点課題の中長期目標設定とKPIを明確にし、

企業価値向上とはすなわちこの3軸での成長を通じた、将

業の成長と持続可能な社会の実現に向けた取り組みを推進

来利益額の持続的拡大であり、３軸で形作られるキューブ

ESG活動を全社グローバルに展開
しています。
具体的には、

をバランスよく拡大していきます。とりわけESG価値の成

するため、すべてのビジネス・ユニット、
ファンクショナル・

長は他の2軸の成長を促していく重要な価値であると位置

ユニット、
リージョナル・ユニットのリーダーを中核とする

づけています。

全社委員会
「サステナブル経営推進ワーキンググループ

※

」
を設置し、
ESG行動計画を展開しています。
（WG）
※ESG基本方針：

https://www.advantest.com/ja/sustainability/
advantest-sustainability/ESGpolicy.html

取締役会
経営会議

開示委員会

内部統制委員会

サステナブル
経営推進WG

危機管理本部

●統括リーダー（経営企画本部長）

グローバルリード
（経営執行役員）
環境戦略/社会戦略/ガバナンス戦略
●各ユニット本部長
●各ユニットESGリーダー

ビジネス・ユニット（BU）

ファンクショナル・ユニット（FU）
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ESGのさらなる推進

ESG行動計画2021-2023
ESG

重点テーマ

E

担当役員※

目

標

KPI

結果

2022

2023

2030

35%

34%

38%

40%

60%

再生可能エネルギー導
再生可能エネルギー
入率を全社で2030年ま
導入率
でに70%とする

50%

54%

53%

55%

70%

CPO

生産プロセスの見直し 対象機種の
により生産工期を30% 工期短縮率
削減する
（2020年度比）（2020年度比）

15%

21%

25%

30%

CPO

部品調達先、
生産委託先
再 エ ネ を 導 入し た
の再生可能エネルギー
サプライヤーの数
利用を推進する

10

12

20

40

CTO

1テスト当たりの
CO2換算排出量
（原単位） 原単位削減率
を2030年までに
（2018年度比）
50%削減する

原単位算出
定義決定

CTO

環境破壊物質を
冷却液の
使用しない製品開発を
PFAS全廃
行う

事業活動によるGHG排
出 量 を2 0 3 0年 ま で に GHG排出量
60%削減する
削減量・率
2018
年度比）
（
Co-CSO

（環境）

気候変動
（Scope 1+2）

バリューチェーン
（Scope 3）

グリーン製品

目標値

2021

開発計画策定・
方式決定
日本：

資源循環

CFO

3Rの推進により
リサイクル率を
向上させる

廃棄物リサイクル率
（日本/海外）

自然保護活動を推進する
（ビオトープでの絶滅危 自然保護活動の
Co-CSO
惧種の保護、
植林、
ビーチ 企画と実施率
クリーン等）

S

（社会） サプライチェーン
CPO
における
ESG推進と管理

ESG課題の共有と改善
（リスクマネジメント、 主要取引先に対する
人 権・労 働 安 全、環 境、 デュー・ディリジェ
公正な取引、
コンプライ ンスの実施率
アンス等）

後日決定
＊2

50%

次世代
機種の

PFAS
全廃
日本：

日本：

90%

64%

90%

海外：

海外：

海外：

73%

77%

73%
以上

288,000 236,405
㎥/年
㎥/年

288,000
㎥/年

企画

企画

企画

企画

企画

10件

11件

14件

18件

20件

実施率

実施率

80%

73%

80%

80%

80%

90%

100%

95%

100%

100%

10.0% 10.5%

17.0%

実施率 実施率

実施率

女性管理職比率

9.0%

9.6%

人権方針の浸透・実践

人権教育・研修の
実施
（参加率）

100%

99.5%

100%

100%

100%

100%

100%

12%

16%

20%

25%

50%

100%

63.4%

100%

100%

100%

産休・育児休暇後の
復職率
（日本）
ワークライフ・バランス
男性社員の育児休職
取得率
（日本）

CPO

＊1

ジェンダー間の
公正な処遇

CHO
ダイバーシティ
人権の保護・尊重

リリース
時期
公表

以上
全社の水使用量を2016
水資源使用量
年度の水準を維持する

生物多様性

20%

後日決定

紛争鉱物の不使用

紛 争 鉱 物 不 含 有を
確 認し た サ プ ラ イ
ヤーの割合＊3

＊1 将来の製品ライフサイクルを考慮した製品および目標値を設定
＊2 将来の主要サプライヤーを調査し目標値を設定
＊3 活動の実態に合わせKPIを変更

41
ADVANTEST Integrated Annual Report 2022

100%

Summary

Value Creation

Sustainability

Information

ESGのさらなる推進

ESG行動計画2021-2023
重点テーマ

ESG

担当役員※

S
（社会） 顧客満足度
従業員エンゲージ
メント

目

標

2022

2023

2030

1位

1位

CHO

魅力ある企業文化の
浸透、
維持、
向上

3.5

3.64

0

0.35

0

In
Process

On
Track

Goal
continuation

ー

3.9

社外取締役への
3回／年実施
情報提供強化
（事業レクチャーなど）

In
Process

On
Track

Goal
continuation

オフサイト・ミーティング
2回／年実施
による議論の活性化

In
Process

On
Track

Goal
continuation

サクセッション・
プラン

方針・プロセス策定、
In
Process
プラン、更新

On
Track

Goal
continuation

取締役会の多様性

社外取締役（40%以
In
Process
上）、
女性の参加

On
Track

Goal
continuation

In
Process

On
Track

Goal
continuation

100%

97.6%

100%

内部統制案件の
討議を定例化する

In
Process

On
Track

Goal
continuation

グ ル ー プ 全 体 の 方 針・ 経営会議、
重点施策策定、
活動支援、 取締役会への報告
経営への報告
（2回／年）

In
Process

On
Track

Goal
continuation

In
Process

On
Track

Goal
continuation

CHO

G
（ガバナンス）

CEO

Gallup社 サ ー ベ イ
のスコア

労働安全衛生の
維持・向上

労働災害発生率
（度数率）

健康経営推進

ホワイト500認定
（日本）

従業員の能力開発

教育・研修費用
（億円）

取締役・執行役員報酬へ
2021年度から適用
のESG評価導入

CFO

全従業員への
教育研修の実施
e-learningによる
（The Advantest Way、
受講率
（100%）
法令、規制、情報セキュ
リティーなど）
内部統制の徹底

活動支援・推進
（サステナブル
経営推進WG）

結果

TechInsights社顧客
New Normal対応の
充実による顧客満足度 満 足 度 サ ー ベ イの
の向上
ランキング

人財への投資

企業理念・行動規範
コンプライアンス
リスクマネジメント

目標値

2021

CCRO

CFO

取締役会の
実効性

KPI

Co-CSO

適時適切な情報開示
（統合報告書、
サステナビ 毎年発行
リティ・データブック等）

※ CEO : Chief Executive Officer

CPO : Chief Production Officer
CFO : Chief Financial Officer
CTO : Chief Technology Officer
CHO : Chief Human Capital Officer
CCRO : Chief Customer Relations Officer
Co-CSO : Co-Chief Strategy Officer
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環境課題への取り組み
当社は、The Advantest Wayのもと、重要な社会課題である環境課題に事業を通して貢献していくため、長期
的視点に立った気候変動の「緩和策」と「適応策」の取り組みを継続しています。
また、TCFDに賛同し、気候変動による事業リスクと機会の分析と情報開示の取り組みを進めています。

ESG行動計画「E（環境）」

気候変動イニシアチブの取り組み

ESG推進基本方針の策定にともない、環境行動計画は

当社は、気候変動に関する国際的イニシアチブに積極的

2021年度より「ESG行動計画」の「E（環境）」カテゴリーと

に参加しています。グローバル企業として、国際社会と連

して策定しました。MTP2期間（2021〜2023年度）3カ年

動した気候変動の緩和策に取り組んでいます。

におけるKPIを明確にし、気候変動対策や脱炭素社会の実
現に向け、
責任ある取り組みを推進しています。

重点テーマ

気候変動
（Scope 1+2）

バリューチェーン
（Scope 3）

グリーン製品

資源循環

担当役員

目

標

KPI

結果

2022

2023

2030

事業活動によるGHG排出量を2030 GHG排出量
年までに60%削減する
（2018年度比） 削減量・率

35%

34%

38%

40%

60%

再生可能エネルギー導入率を全社で 再生可能エネルギー
2030年までに70%とする
導入率

50%

54%

53%

55%

70%

CPO

生産プロセスの見直しにより生産工期 対 象 機 種 の 工 期 短
（2020年度比）
縮率
（2020年度比）
を30%削減する

15%

21%

25%

30%

CPO

部品調達先、生産委託先の再生可能 再 エ ネ を 導 入し た
エネルギー利用を推進する
サプライヤーの数

10

12

20

40

CTO

1テスト当たりのCO2換算排出量
（原 原単位削減率
単位）
を2030年までに50%削減する （2018年度比）

原単位算出
定義決定

CTO

環境破壊物質を使用しない製品開発
冷却液のPFAS全廃
を行う

Co-CSO

CFO

3Rの推進によりリサイクル率を向上 廃棄物リサイクル率
させる
（日本/海外）

Co-CSO

20%

開発計画策定・方式決定

自然保護活動を推進する
（ビオトープ
自然保護活動の
での絶滅危惧種の保護、植林、ビーチ
企画と実施率
クリーン等）

後日決定
＊1

後日決定
＊2

50%

リリース 次世代機種
時期公表 のPFAS全廃
日本：

日本：

日本：

90%

64%

90%

海外：

海外：

海外：

73%

77%

73%

以上
全社の水使用量を2016年度の水準を
水資源使用量
維持する

生物多様性

目標値

2021

以上

288,000 236,405
㎥/年
㎥/年

288,000
㎥/年

企画

企画

企画

企画

企画

10件

11件

14件

18件

20件

実施率

実施率

80%

73%

実施率 実施率

80%

80%

実施率

80%

＊1 将来の製品ライフサイクルを考慮した製品および目標値を設定
＊2 将来の主要サプライヤーを調査し目標値を設定

機関名

気候変動に関する国際的イニシアチブとアドバンテストの取り組み
アドバンテストの取り組み

IPCCの気温上昇シナリオに基づき、気候変動の影響による事業継続や法規制などによる経営リスクと機会
を分析し、情報の開示に取り組んでいます。
パリ協定で採択された気温上昇抑制目標に対し、科学的な知見に基づくCO2削減目標を策定し、削減の実行
に取り組んでいます。
事業運営で使用する電力を再生可能なエネルギーに移行する計画を策定し、取り組んでいます。

TCFD、
SBTi、
RE100など、
気候変動リスクに関する取り組みについての積極的な情報開示に取り組んでいます。
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環境課題への取り組み

RCP2.6および国際エネルギー機関（IEA）のB2DSシナリオ

TCFDに基づく気候変動関連の情報開示

を将来予測として参照しています。バリューチェーンの上
流下流を含む事業に与える財務影響が特に大きい2050年
までに発生が予見されるリスクを特定し、2℃未満と4℃シ

■ TCFD提言への取り組み

ナリオを検討しました。

当社は、2020 年 4 月に「気候関連財務情報開示タスク
」に賛同しました。長期的な視点で「緩和
フォース
（TCFD）

2℃未満シナリオ：カーボンプライシングが導入される

TCFD提言に沿った気
策」と
「適応策」の取り組みを継続し、

など、気候変動対策の政策・法規制が強化されると仮定し

候変動関連の重要情報を開示しています。企業理念である

ました。事業に影響を与えるレベルの気候変動による急性

The Advantest Wayのもと、重要な社会課題である気候変

あるいは慢性的な物理的影響は生じないと仮定しました。

動対策に事業を通じて貢献します。

脱炭素社会ではこれまで以上に半導体の必要性が高まる
ため、ビジネス機会の拡張を予想しています。

4℃シナリオ：気候変動対策の政策・法規制が強化されな

■ ガバナンス

いと仮定しました。
異常気象の激甚化等の気候変動による急

当社は2020年度に「サステナブル経営推進ワーキング

性あるいは慢性的な物理的影響が生じると仮定しました。

グループ（以下SMWG）」を立ち上げました。ESG全体の統
括リーダー（サステナビリティ経営推進担当役員）、E/S/G

■ 気候変動のリスクと機会

それぞれのグローバルリード
（経営執行役員）のもと、ビジ
ネス・ユニット、ファンクショナル・ユニット、リージョナ

TCFDの分類
気候変動がもたらす影響に対応するため、

ル・ユニットの責任者で構成されています。SMWGは気候

に沿って、気候変動のリスクと機会を検討しました。これ

変動問題への課題特定や評価を行い重点施策とその目標

らのリスクと機会について「重要度」と「影響度」による評

を「ESG行動計画2021-2023」にまとめ、活動を推進しま

・中期（現
価を行うとともに、
「短期
（現在から2027年まで）

す。
「ESG行動計画2021-2023」の達成実施状況は年2回、経

」と「長期（2050年まで）」の時間軸に分
在から2030年まで）

営会議および取締役会に報告され、議論、評価されます。ま

類しました。

SMWGはコーポレートガバナンス体制における他委員
た、
■ 気候変動関連のリスク

会と適時適切に情報共有を行い、全社のリスク管理を行い

気候変動関連の事業リスクについては、①主に2 ℃未満

ます。

シナリオの途上に起こる
「脱炭素社会への移行に関連した
リスク」と、②世界のCO2排出量削減未達により4℃シナリ

■ 戦略
気候変動により将来予測される事象に適応する戦略を

オに至った場合に発生する「気候変動にともなう物理的影

検討するためにシナリオ分析を実施しました。国連気候変

TCFDの分
響に関連したリスク」の二つのシナリオに関し、

動に関する政府間パネル（IPCC）評価報告書のRCP8.5、

類に沿って検討しました。

2℃未満シナリオ：脱炭素社会への移行リスク
カテゴリー
政策・法規制

技術・市場

評判

主なリスク

対応・戦略
サプライチェーン全体でのGHG排出量の削減
（SBTi認定目標の達成）
環境破壊物質を使用しない製品開発

法規制による事業コスト増加
（炭素税・化学物質）

とテスト性能向上の両立
省エネ性能
（低電力 / 小型化）
新たなテスト方式の研究とテスト装置の開発
次世代の省エネ研究・開発に対応する人財づくり

技術開発の遅れによる販売機会損失
（省エネ技術、新半導体へのテスト技術未確立）

ESG経営の推進
（ESG行動計画2021-2023目標の達成）

ステークホルダーからの評判低下
（GHG排出量削減計画の遅延）

時間軸
短期

短・中期

短・中期

4℃シナリオ：気候変動にともなう物理的リスク
カテゴリー

主なリスク

対応・戦略

急性的・慢性的

大型台風や集中豪雨によるサプライチェーンの断絶

事業継続計画による対応
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環境課題への取り組み

トの体制の中で、そのリスクを回避、軽減する施策対策を

■ 気候変動関連の機会
気候変動対策が強化された脱炭素社会において、半導体

決定し、事業継続への備えを実施しています。SMWGでは

は大きな役割を果たします。デジタル革命による半導体需

適時に意思決定をして特に重要と認識されたリスクと機

要のすそ野の広がりなど、今後半導体生産数は増加の一途

会がある場合には、関連部門を集約したタスクフォースを

をたどっていることが予想されます。並行して半導体の技

立ち上げ、取り組みの垂直立ち上げを行います。

術進化・複雑化により、半導体試験の質と量が高まります。

1チップ当たりのテスト内容の強化と半導体の物理的な増

■ 指標と目標

加、この2つの要素の掛け算で半導体テストの需要が増加

気候変動関連のリスクおよび機会への施策に対する指

することが見込まれます。当社はこうした脱炭素社会への

標と目標は「ESG行動計画2021-2023」によって管理され

移行を
「気候変動関連の機会」と認識しました。こうした技

ています。
「ESG行動計画2021-2023」の達成状況は年2回、

術進化のための研究開発費や次世代に対応する人財づく

経営会議および取締役会に報告され、議論、評価されます。

りなど、先行的な投資も行い、アドバンテストは、半導体テ

その結果を受け、SMWGは「ESG行動計画2021-2023」の

ストの事業と新たな半導体技術に対する製品開発を通じ

2050年度に温
指標や目標を見直し、更新します。当社では、

て未来の脱炭素社会の実現に貢献していきます。

室効果ガス排出量ゼロを目標として掲げています。また気
候変動対策の中長期目標としてScope1+2における温室効
果 ガ ス 排 出 量 を2 0 3 0年 度 に2 0 1 8年 度 比6 0%削 減、

■ リスク管理
当社では、事業経営の阻害要因となるものをリスクと

Scope3における温室効果ガス排出量を2030年度に2018

してとらえ、全社的なリスクマネジメントの体制を整備し

年度比15%削減する目標を掲げています。これらの目標

ています。気候変動が及ぼす経営リスクもこの仕組みの中

はSBTi認定を取得し、当社の温室効果ガス削減目標が科

でマネジメントされます。SMWGのサポートにより、気

学的根拠に基づいたものであると認められました。排出

候変動による緊急性のあるリスクと、将来起こりうるリス

削減目標の達成に向けて、バリューチェーンを通じた環境

クの事案の分析・評価を行い、全社的なリスクマネジメン

負荷低減に積極的に取り組みます。

気候変動関連の機会
カテゴリー

製品および
サービス・市場

主な機会

対応・戦略

エネルギー効率が重要な基幹半導体における、
市場成長を上回るテスト需要の伸び

省エネ性能
（低電力 / 小型化）
とテスト性能向上の両立
新たなテスト方式の研究とテスト装置の開発

EVなどの最終需要とするパワー半導体がもたらす
新規のテスト需要

新たなテスト方式の研究とテスト装置の開発

ESG行動計画2021-2023に基づく省エネ製品導入の

グリーン製品の提供による当社の売上増

着実な実施
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サービス」、
「 カテゴリー11：販売した製品の使用」におけ

CO2排出量削減の取り組み

るCO2排 出 量 が 多 く を 占 め て い ま す。ESG行 動 計 画

2021-2023内の環境目標において、Scope1+2のCO2排出
気候変動への対応は、個社の努力のみでは効果が限定的

量削減に加えて、カテゴリー1と11のCO2排出量削減を重

であり、サプライチェーンや業界団体を巻き込んだ活動が

点項目としています。
重点項目の対策として2021年度より

求められます。アドバンテストグループは、CO2排出削減

これらCO2削減活動を推進するためのタスクフォースを立

目標の達成に向けて、バリューチェーンを通じた中長期的

ち上げました。Scope1+2,3のSBTi認定目標を達成する

な環境負荷低減に積極的に取り組みます。当社のバリュー

ため、バリューチェーン全体でのCO2削減活動を加速して

チェーン全体では、Scope3「 カテゴリー1：購入した製品・

います。

サプライチェーン全体におけるCO2排出
上流

自社

下流

アドバンテスト

Scope 3

Scope 1+2

Scope 3

CO2排出量割合
（2021年度実績）

4%
購入した
物品・
サービス

事業から
出る
廃棄物

資本財

出張

燃料・
エネルギー
関連活動

従業員
の
通勤

購入する電力
など

輸送、
配送

リース
資産

輸送、
配送

自社の
工業プロセスによる
直接排出

販売した
製品
の使用

32%

販売した
製品の廃棄

■ 販売した製品

タスクフォース

TF1

TF2

TF3

アプローチ先

具体的な活動

Scope3 C11

製品開発におけるCO2削減

販売した製品の使用

Scope3 C1

取引先との協働によるCO2削減

購入した製品・サービス

Scope3 C11

顧客との協働によるCO2削減

販売した製品の使用

Scope1+2
TF4

購入する電力など
自社の工業プロセスによる直接排出
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CO2削減活動を推進するための

タスクフォース

64%

省エネ設備、再エネ導入による
事業活動上のCO2削減
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販売した製品の使用」のCO2排出量は最も多く、バリュー

タスクフォース1：製品開発における
CO2削減（Scope3 カテゴリー11）

チェーン全体の64%占めます。このCO2排出量を下げてい
くことは、当社のバリューチェーン全体でCO2排出量の削
減には重要です。販売した製品の使用にともなうCO2排出

タスクフォース1では、グローバルの開発部門と連携し、
低消費電力、高効率の次世代製品開発によるCO2排出の削

量は、製品の売上高など市場の変動が大きく影響します。

減を推進します。具体的に主要製品の使用段階での1テス

そのため中長期的な事業計画と連動した原単位削減の目

ト（原単位）あたりのCO2排出量を2030年度までに50％削

標設定、毎年の見直しを行い、製品を通じたCO2削減に貢献

「 カテゴリー11：
減することを目指します。当社のScope3

していきます。

重点テーマ
バリューチェーン
（Scope 3）

目

標

KPI

1テスト当たりのCO2換算排出量削減

目標値

2021

実績

2022

原単位算出

原単位削減率
（2018年度比）

定義決定

2023

2030

20%

50%

能エネルギーの導入状況および温室効果ガス排出量の実

タスクフォース2：取引先との協働による
CO2削減（Scope3 カテゴリー1）

績調査を追加し、サプライヤーの気候変動への取り組みに
対する調査を充実しました。本調査により、サプライヤー

タスクフォース2では調達部門と連携し、サプライヤー

の再生可能エネルギーの導入状況を把握するとともに、調

の再生可能エネルギー利用促進によるCO2排出の削減を推

査結果の分析・評価に基づいた個別のフィードバックにお

進します。具体的に2023年度までに再生可能エネルギーを

いて、
温室効果ガス排出量削減の必要性・重要性の理解を得

導入したサプライヤー数を40社にすることを目指します。

ることにより、サプライヤーの再生可能エネルギー利用を

当社は主要なサプライヤーを対象に「サプライチェーン

促進し、
サプライチェーン全体のCO2削減に貢献します。

CSR調査」を年1回実施しています。2021年度から再生可

重点テーマ
バリューチェーン
（Scope 3）

目

標

KPI

部品調達先、
生産委託先の
再生可能エネルギー利用を推進する

目標値

2021

実績

2022

2023

2030

10

12

20

40

（*）

再エネを導入した
サプライヤー数

（*）将来の主要サプライヤーを調査し目標を設定

対する要望や期待に関する調査を実施し、当社が果たすべ

タスクフォース3：顧客との協働による
CO2削減（Scope3 カテゴリー11）

き役割や、当社の戦略に取り込むべき課題を明確にし、当
社のESG活動に反映していきます。顧客の気候変動への対
応を理解し、サプライチェーンの一員として、その目標達

タスクフォース3では営業部門と連携し、顧客との協働

成に貢献することを目指します。

によるCO2排出の削減を推進します。年1回、顧客の気候変
動に対する方針・目標およびサプライヤーとしての当社に
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ています。
2021年度現在、欧州、米州、国内の生産拠点であ

タスクフォース4：省エネ設備、
再エネ導入に
よる事業活動上のCO2削減
（Scope1＋2）

る群馬工場にて再生可能エネルギー割合100％を達成して
います。またアジア拠点に関しては、各国の再生可能エネ

タスクフォース4では省エネルギー設備、再生可能エネ

ルギー導入に関する制度を調査し、再生可能エネルギー導

ルギー導入などにより、アドバンテストグループの事業活

2022年には国内の仙台工場・研究所、海
入を進めています。

動上で排出されるCO2排出量を2030年度までに60%削減

外の台湾事業所で、新規の再生可能エネルギー導入を見込
んでいます。

（2018年度比）することを推進します。それにともなう再生
可能エネルギー導入率は2030年度までに70%を目標とし
重点テーマ
気候変動
（Scope 1+2）

目

標

事業活動によるGHG排出量削減
再生可能エネルギー導入率

KPI

2021

実績

GHG排出量削減率

35%

再生可能エネルギー
導入率

50%
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目標値

2022

2023

2030

34%

38%

40%

60%

54%

53%

55%

70%
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環境課題への取り組み

■ 社内SNS
「My LIFE. ON.」
による、
グローバルな啓もう活動

ESG教育

アドバンテストは社内SNS
「My LIFE. ON.」をグローバ
ルで運営しています。

当社では、従業員一人ひとりが常に環境問題を意識した

このSNSは、従業員が人/環境/社会によい活動を投稿

行動ができるように、グローバルで環境一般教育を実施し

し、それを見た人が「いいね」やコメントを入れて活動を応

「My LIFE.ON.」を運営し、世界
ています。さらに社内SNS

援することで、楽しみながらSDGsに貢献できる場となっ

の従業員がお互いの環境/社会への貢献活動をシェアでき

ています。

2021年度は、6月5日の世界環境デーを記念し「環境絵

る場を提供しています。

画・写真コンテスト」を開催、世界中の従業員やその家族か
ら、環境をテーマとした合計353点の絵画や写真が寄せら

■ 環境一般教育
アドバンテストグループ環境方針5項目の取り組み内容

れました。それらの作品は「My LIFE.ON.」に投稿され全社

とその環境影響を資料で解説し、学んだ内容に関する複数

でシェア、従業員の環境意識の向上のみならず、コミュニ

の設問を資料の最後に設け、従業員一人ひとりの理解度を

ケーション向上にも貢献しました。
「My LIFE.ON.」を通して、従業員の貢献
また、社内SNS

2021年度の受講率は97.0％でした。
確認しています。

活動を積極的に応援している結果、世界中の従業員から環

2021年度 環境一般教育受講状況
対象者（名）

受講者（名）

境・社会貢献に関するたくさんの活動が投稿されています。

受講率（％）

国内

2,741

2,741

100

海外

2,802

2,638

94.1

全体

5,543

5,379

97.0

■ 動画でさらに分かりやすく

2022年度からは、環境教育をESG教育としてさらに充
「環境絵画・写真コンテスト」に寄せられた

実させるため、当社はESG教育動画を作成しました。動画

従業員の子供の作品

「Part1 ESGの基礎」、
「Part2
は3パートに分かれ、それぞれ
気候変動と人権」、
「Part3 サステナビリティへの取り組み」

■ 献血100回を目指す従業員の活躍

が学習できるように構成されています。分かりやすいナ

2020年から継続して「My LIFE.ON.」に投稿されている、
生涯で献血100回を目指す 従業員の活動があります。こ

レーションやアニメーションを駆使し、従業員が親しみな
がらESG教育を受講できるようになっています。

50以上の「いいね」と
の活動は大反響を呼び、
約400ビュー、
ともにSDGsを意識した仲間づくりにつながっています。

教育動画の一画面

「My LIFE.ON.」投稿画面
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社会課題への取り組み
アドバンテストは、
The Advantest Way、経営理念である「先端技術を先端で支える」に基づき、事業を通じた

2021年に策定した「ESG推進基本方針」では、
グローバル
社会課題の解決への貢献に積極的に取り組んでいます。
企業としての社会的責任や、ステークホルダーに対して当社が果たすべき役割を示し、あわせて開示した
において、具体的なテーマと目標、
KPIを定めて、全社で活動を推進しています。
「ESG行動計画」
活動の詳細は、
サステナビリティ・データブックを参照ください。
重点テーマ

担当役員

サプライチェーン
CPO
における
ESG推進と管理

目

標

KPI

結果

2022

2023

2030

メント、人権・労働安全、環境、公正な デュー・ディリジェ
取引、
コンプライアンス等）
ンスの実施率

90%

100%

95%

100%

100%

ジェンダー間の公正な処遇

女性管理職比率

9.0%

9.6%

10.0% 10.5%

17.0%

人権方針の浸透・実践

人権教育・研修の
実施
（参加率）

100%

99.5%

100%

100%

100%

100%

100%

ワークライフ・バランス

産休・育児休暇後の
復職率
（日本）
男性社員の育児休職
取得率
（日本）

12%

16%

20%

25%

50%

紛 争 鉱 物 不 含 有を
確 認し た サ プ ラ イ
ヤーの割合＊

100%

63.4%

100%

100%

100%

TechInsights社顧客
満 足 度 サ ー ベ イの
ランキング

1位

1位

Gallup社 サ ー ベ イ
のスコア

3.5

3.64

0

0.35

0

In
Process

On
Track

Goal
continuation

ー

3.9

ESG課題の共有と改善（リスクマネジ 主要取引先に対する

CHO
ダイバーシティ
人権の保護・尊重

CPO

CCRO
顧客満足度
従業員エンゲージ
メント
CHO

紛争鉱物の不使用

New Normal対応の充実による顧客
満足度の向上
魅力ある企業文化の浸透、
維持、
向上
労働安全衛生の維持・向上

労働災害発生率
（度数率）

健康経営推進

ホワイト500認定
（日本）

従業員の能力開発

教育・研修費用
（億円）

CFO
人財への投資

CHO

目標値

2021

100%

1位
3.75

5.0

6.0

4.1

10.0

＊ 活動の実態に合わせKPIを変更

のフレームワークに基づき、求められる能力を開発できる

人的資本への投資

よう教育プログラム・研修を提供しています。
P.29 人的資本：CHOメッセージ

当社では、人財を「人的資本」ととらえています。事業環
■ アクセスしやすい研修制度

境の変化に対応して必要な人的資本を確保するとともに、
人的資本に投資することにより、人財の成長を促し将来の

アドバンテストグループ全体で導入したeラーニング・

価値創造の担い手となってもらうことが大切だと考えて

プラットフォームでは、会社が推奨するコンテンツを集め

います。

たコースを複数準備し、従業員のレベルに応じて紹介して
います。マイクロソフト・オフィス・ツールの使い方からタ

人的資本への投資の重要な要素である教育・研修は、
「個

イム・マネジメント、コーチング、コミュニケーション、

人の力」
に直結するため特に力を入れています。
「 基 礎 スキ
「Advantest Development Framework」では、

チームのビジョン・戦略の決定まで、学んだことを日常の

ル」
「高度スキル」
「管理職スキル」
「役員/上級管理職スキル」

業務で活かすことのできる実践的な内容となっています。

の階層別に、従業員に求められる能力を定めています。こ
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人権に関する取り組み
当社は、2019年から国連グローバル・コンパクトに署名して「人権」
「労働」
「環境」
「腐敗防止」に関する10原則を支持・尊重
し、自社およびサプライチェーンにおける課題の認識と、改善に向けた取り組みを進めています。

2021年には、
「アドバンテストグループ人権方針」および「人権に関する重点課題」を策定し、人権に対する当社の考え方、
具体的な課題認識を広く社会に示しました。人権デュー・ディリジェンスの視点では、自社でのウェルビーイングの取り組
みと、サプライチェーンにおける取り組みの2つにわけてリスクを特定し、対応措置を進めています。

Commit

Assess

Action

Report

人権対応へのコミットメント・
コミュニケーション
「アドバンテストグループ人
権方針」
の策定・開示
国連グローバル・コンパクト
10原則の支持・尊重

事業およびサプライチェーン
上の人権リスク評価
「アドバンテストグループ
人権に関する重点課題」の
開示
サプライチェーンCSR評価

評価の結果に基づくリスク低減
に向けた行動
CSR評 価 結 果 の フ ィ ー ド
バック、レビュー

定期的な情報開示
報告書やウェブサイトでの
情報開示

コミットメント

評価

行動

情報開示

ステークホルダーエンゲージメント
苦情処理メカニズム
■ グローバルな取り組み（TF5）

技術系の女性に当社の魅力を伝えることに注力し、

2022年
世界的に問題意識が高まっている人権について、

女性向けPRを強化

6月に「人権とSDGsの推進」を目標とするタスクフォース

2021年度はSEMICON JAPANとYouTuberとの提携

を 立 ち 上 げ ま し た（TF5）。TF5は、管 理 部 門、生 産 本 部、

企画である 半導体業界の若手社員による座談会

ESG推進室のメンバーで構成されます。メンバーはESG行

に参加し、技術系の女性社員が半導体業界におけ

動計画の重点テーマ、
KPI、目標値について検討、ディスカッ

る自身の業務経験や将来像を披露しました。女性

ESG行動計画をアップデートしました。
ションを実施し、

社員がリアルなエピソードを語るこの動画によっ
て、特に若年層の女性に向けて当社をはじめとす

■ 女性社員の登用への取り組み

る半導体装置材料業界に対して興味を持ってもら

当社は、コア・バリューの一つとして
「INCLUSION AND

うよう働きかけました。

DIVERSITY」を掲げ、誰もが働きやすい職場環境をつくり、

女性活躍推進法に基づき、
管理職に占める女性割合

プライベートと仕事を両立しながら能力を最大限に発揮

を産業ごとの平均値以上とする数値目標を掲げて

し続けられる働き方を浸透させていくことが重要と考え

活動しています。
（2018年度より開始）

ています。

当社は、2020年11月に女性活躍推進法に基づく

2022年3月現在、アドバンテストグループ全従業員のう

「えるぼし」を取得し、
（株）アドバンファシリティ

（前年度20.2%）
、管理職にお
ち女性の割合は全体の20.8％

ズも2022年7月に取得しました。

（前年度8.3%）、アドバンテスト単体では
ける割合は9.6％

家庭と仕事の両立支援の学びを充実

女性従業員割合16.5％（前年度16.3%）、女性管理職割合は

ワーキングマザーを応援するため、2021年度よ

3.4％（前年度2.8%）となっています。いずれも前年度より

り、キャリア教育を主とした外部セミナーに参加

改善は見られるものの、女性社員の採用と管理職に占める

できる体制を整えました。女性従業員が長く働き

女性比率のさらなる向上が課題であるととらえています。

続けられる制度整備とあわせて、働く気持ちを応
援する風土づくりの強化にもつながりました。

女性比率を上げる取り組みと長く働き続けられる制度
の両輪を回すことで、女性管理職比率の向上にもつなげた
いと考えています。
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■ サプライチェーンCSRアンケート

■ 育児・介護の両立支援
当社は、
誰もが働きやすく、
働き続けられる仕組みを積極

ESG行動計画に基づき、全グループ会社の取引
当社は、

100％
的に取り入れています。
当社では、
妊娠中の従業員は、

「CSRアンケート」調査を
額の85%を占める取引先に対し、

有給保証の妊娠通院・妊娠障害休暇制度が利用でき、
医師か

毎年3月に実施しています。

2021年度アンケートの内容は、RBA行動規範や国連グ

らの指導がある場合は短時間勤務制度を選択できます。育
児休職や介護休職も法定を上回る水準で整備しています。

ローバル・コンパクト10原則などの国際的規範を参考にし

配偶者の出産、
育児、
不妊治療、
看護・介護等の目的で取得で

た内容を中心に、地球温暖化対応に向けた再生可能エネル

きる積立休暇等の休暇制度も広く活用されています。

ギーの導入状況、GHG排出量報告も加えました。配布した

また、子育て中や介護に当たる従業員を対象に、育児・介

GHG排出量の報告
企業すべてから回答を得ることができ、

護短時間勤務も可能です。育児短時間勤務は子供が小学校

が難しい、温暖化対応策が未定といった、課題が見つかり

6年生まで利用でき、多くの子育て期の従業員が制度を活

ました。これらの解決に向けて、取引先と認識合わせを行

用しています。介護短時間勤務は個々の状況に応じて対応

う予定です。

できるよう期間の上限を設けていません。ライフステージ

また、2021年度からはサプライチェーン全体で社会課

の変化により、やむを得ず退職せざるを得ないケースもあ

題に取り組めるよう、取引先との情報共有と取引先を個別

るため、一定の条件を満たす場合に再雇用する制度も整備

にサポートしていく取り組みもスタートさせました。取引

しています。

先ごとに回答結果をまとめた資料を提供するだけでなく、

これらの取り組みにより、女性の出産・育児休暇後の復

評価の高い点、改善をお願いする点などについてフィード

職率は2021年度も100％を継続しました。男性の積極的な

バックする取り組みによって、サプライヤー・エンゲージ

育児参加支援にも取り組んでおり、子育て中の男性従業員

メントの向上を目指します。

やその上司向けの個別相談などのサポートをしています。

2021年度には、対象となる男性従業員に育児休職を取得す

■ 責任ある鉱物調達への対応

るかどうかの意思確認をはじめるなど、サポート体制を強

当社は調達方針で、コンゴ民主共和国および周辺国にお

化しました。

ける武装グループなどの資金源となりうる紛争鉱物の排

2021年度の男性の育児休職取得率は16.0 ％
その結果、

除を掲げています。

と前年度の5.1 ％から大幅にアップしました。さらなる取

」
によって開発さ
「責任ある鉱物調達イニシアチブ
（RMI）

得率向上を目指し、取り組みを継続していきます。

れたツール
「紛争鉱物報告テンプレート
（CMRT）
」を使用
し、取引先への定期的な調査を2021年度も実施しました。
紛争鉱物の不使用に向け、
継続的に取り組んでいきます。

■ 健康経営の推進
「健康経営」の
当社は2019年9月に「健康宣言」を制定し、
取り組みに力を入れています。COVID-19が感染拡大する

■ 顧客満足度

中、社員の健康が最優先であるというメッセージの発信を

当社の活動を顧客がどのように受け止めているか客観的

経営トップ自らが行い、テレワークのさらなる推進など感

に把握するため、
半導体に関する市場調査会社TechInsights

染拡大防止への取り組みも徹底してきました。その結果、

社の顧客満足度調査に毎年参加しています。
同調査は1988

当社は経済産業省と東京証券取引所が共同で選定する「健

年から行われており、顧客からのフィードバックが得られ

康経営銘柄2022」に初めて選定されました。あわせて、経済

る業界唯一の調査として知られています。
当社は、2021年の調査結果において、3年連続で半導体

産業省より優良な健康経営を実践している法人として、健
康経営優良法人の中でも上位500社のみが選ばれる「健康

製造装置メーカー顧客満足度第1位を獲得しました。また、

経営優良法人2022（大規模法人部門（ホワイト500））」に2

半導体製造装置（ラージサプライヤー）部門の「10 BEST

年連続で認定されました。

Suppliers」を34年連続で受賞しました。また、当社は「推奨
できるサプライヤー」
「 信頼度の高いサプライヤー」
「 技術

健康宣言

的リーダーシップ」
「 パートナーシップ」
「 フィールド・サ

アドバンテストの経営理念実現のために、従業員

ポート」の5つの項目で顧客から高い評価を獲得し、今年度

一人ひとりが心身とも健康に働くことができる職場作

も半導体試験装置サプライヤーとして唯一の5つ星に認定

りに取り組み、企業市民としてサステナブルな社会の

されました。

発展に貢献することを宣言します。

P.86 外部からの評価
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各社のエンゲージメント・レベルは、各国の標準値と比べ

従業員エンゲージメント向上への取り組み

るとかなり高いものであることが分かりました。この結果
は、従業員一人ひとりがエンゲージメントの重要性を理解

当社は
「個人の力」と「組織の力」の両輪が従業員エン

し、
「INTEGRITY」や「Leading with INTEGRITY」といった

ゲージメントの基盤だと考えています。また、従業員エン

変革を受け入れ、実行していることが一定の成果となって

ゲージメントの向上は広義の人権デュー・ディリジェンス

表れたものと考えています。

ととらえ、自社における心理的な働きやすさと物理的な働
■ Gallupサーベイ結果に対する取り組み

きやすさの両方に取り組むことで「個人の力」をさらに高

しかし、一方でGallup社のサーベイに参加している企業

めようとしています。

との比較では、当社全体のスコアは高いものではなく、ま

2018年、当社はGallup社によるエンゲージメント・サー
ベイを、全グループ従業員を対象に初めて実施しました。

だ改善の余地があります。そこで、各部門に情報共有をし

グループ全体のスコアは他企業の水準以下で、中でも日本

た上で、各部門の旗振り役を中心にその結果に至った要因

は際立って低い結果となりました。そうした状況を改善す

をディスカッションし、それぞれ課題に対応したアクショ

るため、当社は、各部門で調査結果を共有し、従業員の声を

ン・プランを作成しています。

より深く聞く取り組みを強化するとともに、全社的に新た

一部の部門では従業員の状態およびモチベーションを

な企業文化の醸成に向けたコア・バリュー「INTEGRITY」の

計るツールを独自に導入し、さらに他部門との横断的な連

確立や、リーダーシップの在り方について考える
「Leading

携強化を進めることで、より一層活動が広がりを見せてい

「 組織の
with INTEGRITY」の導入といった変革を実施し、

ます。また、今回のサーベイを客観的にエンゲージメント

力」
の底上げを図っています。

測定する機会として活用しつつ、学習する組織の醸成に向
けて中長期的な人財育成プランを実行している部門もあ
り、数年間取り組んできた新たな企業文化の醸成は形にな

■ Gallupサーベイ21年度の結果

りつつあります。

2021年秋に3年ぶり2度目のGallupサーベイを実施しま
（Gallup社が調査から導き出したエン
した。結果は、Q12

エンゲージメントはその国の風土や文化によって大きく

ゲージメント測定のための12の質問）のすべての項目にお

異なるものであり、ローカライズした展開が必要になる一

いて前回からスコアが上昇するなど、大幅な改善が見られ

方で、当社の企業理念The Advantest Wayの基盤であるコ

ました。全体平均のスコアは3.64で、前回から0.16ポイン

ア・バリュー
「INTEGRITY」
はグローバル共通のものです。
各

ト上昇しました。これは連続してGallup社の調査を受けた

部門の特性、
課題に対応したアクション・プランを実行しつ

Engaged（熱
企業の中でもかなり大きな改善幅です。また、

つ、
活動状況をグローバルに情報共有し、
企業文化の醸成に

意のある）従業員の比率は26％で、前回から6ポイント上昇

向けて人的・経済的なリソースの投資を継続していくこと

（認める・褒める）や
し、前回浮き彫りとなったRecognition

がエンゲージメントの向上に不可欠と考えています。

成長に関して意識や機会が低いという課題にも改善が見ら

2023年にも同じGallup社によるサーベイを
当社では、

れました。
今回の調査では、
海外のアドバンテストグループ

予定しています。改善活動の成果を数値として確認すると
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■ 全社でのハイブリッドワークモデルの推進

ともに、エンゲージメントへの意識を企業文化として定着

当社は、グローバルな事業展開と従業員の多様な働き方

させることに、サーベイを継続的に実施する意義があると

を推進するため、
「#myADVデジタルワークプレイス活動

考えています。

（#myADV）」を2020年5月から継続的に進めています。

#myADVは、Global IT Collaborationチームが推進役と

■ 新しい働き方のためのオフィスリニューアル
当社は、今後もテレワークが継続することを前提に、従

なって、ボランティアの#myADVガイド（2022年6月末現

業員が
「その日の業務内容によってふさわしい席を自由に

在、200名以上）を支援する仕組みをとっています。Global

選ぶ」
をコンセプトとしたABW（Activity Based Working）

#myADVガイドに対する定期的な
IT Collaborationチームが、

の考え方を取り入れ、全面フリーアドレスのオフィスの導

コーチングセッションや、
特定の事業体に対する組織別ユー

入を進めています。設計段階から対象部門の従業員も含め

スケース分析・トレーニングを実施し、コラボレーション・

たワークショップを開催し、実現したいオフィスについて

ツールの全社的な普及・活用を支援しています。

議論を重ねた上でオフィスのコンセプトを決めました。

今後は、グループ全体の従業員を対象としたハイブリッ

自由に高さが変えられる電動昇降机をはじめ、遮音性の

ド・ワークのトレーニングや、新しいツールや機能の導入

あるパーティションで囲まれた高集中席、隣の人と意見交

を進め、デジタル技術を活用したチームコラボレーション

換をしながら共同作業が進められる席など、バリエーショ

のレベルをグローバルに高めていきます。

ン豊富な席を用意します。また、席が固定されていないこ
■ 事例：群馬工場におけるエンゲージメント向上への

とから、部門やフロアの垣根を越えたコミュニケーション

取り組み

がとりやすくなります。
在席管理・会議室予約システムをはじめ、新しい規格の

群馬工場では、感染症拡大による出荷への影響を避ける

Wi-Fiやミーティングエリアへの大型ディスプレイの導入

ことを最重要課題としており、出社人数を極力減らしてい

ITによる業務の効率化、オフィスの利便性の向上を目
など、

ます。多くの従業員がテレワークとなり、対面でのコミュ

指した取り組みもなされています。

ニケーションが取りづらい上、部材調達難と出荷要求の高

ABWのコンセプトを取り入れたオフィスリニューアル

まりという板挟み状況にあります。こうした環境では従業

2021年度に丸の内本社、㈱アドバンテスト研究所が入
は、

員の気持ちを知り、寄り添うことが重要と考え、2020年12

居する仙台研究所やAdvantest（Singapore）Pte. Ltd.の新

月から従業員500名にコラボレーション・ツールのアン

本社オフィスに導入され、数年をかけて世界中の全事業所

ケート機能を用い、状況や意見収集を開始しました。出社

へと展開予定です。

しなければならない従業員からは、感染症への不安を取り

リニューアル後の丸の内本社
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除けるよう管理部門とも協力して改善し、実施した対応を

ンの質が高まっています。

従業員にフィードバックしました。

全 社 で の コ ラ ボ レ ー シ ョ ン・ツ ー ル の 浸 透、ま た

また、毎月開催していた全体集会ができなくなったこと

INTEGRITYワークショップの展開により、リモート環境下

で、従業員に会社の考えを広く伝えることも難しくなりま

での従業員との双方向コミュニケーションは製造現場に

した。そこで生産本部長メッセージのオンライン配信を

まで行き届きました。生産部門は職種や組織形態もさまざ

2021年1月から開始し、配信後にアンケートを実施するこ

まなため、それぞれの部門に沿ったエンゲージメント向上

とにしました。アンケートの回答は所属員の約40%から届

の施策やサポートが必要です。企業風土・文化、従業員同士

き、発信側も反響の大きさに手ごたえを感じています。本

のつながりを高めていくことで、働きやすい職場となり、

部長メッセージには、従業員からでてきた疑問に対して答

その結果として生産性向上につながるよう引き続き改善

えるという新たな展開も加わり、双方向コミュニケーショ

に努めていきます。

Advantest Europe GmbH（ドイツ）は、国際的な人事コンサルティング機関「Great
Place to Work」に2017年から1年おきに参加し、2021年度も「働きがいのある会社」と
して表彰されました。
また、Advantest Test Solutions, Inc.（アメリカ）も2021年に南カリフォルニアの地
の
「TopWorkplaces」に輝きました。ランキングは、企業
元紙
「Orange County Register」
文化や経営、リーダーシップに関する秘密厳守の従業員アンケートの結果に基づき行
われ、3年連続の受賞です。

絡会を定期的に開催し、活動状況などの情報を共有するこ

労働安全衛生への取り組み

とで、各事業所の安全衛生活動の強化を図っています。

2021年度は国内での労働災害発生率（度数率）0を達成
アドバンテストグループは、すべての事業活動におい

しました。外部機関による国内事業所の安全診断を実施

て、安全衛生管理が重要課題の一つであることを認識し、

し、当社の危険有害性リスクの低減に寄与することができ

基本方針に基づき積極的かつ継続的に安全衛生活動に取

ました。
国内、海外グループ会社を含めた2021年度の労働災害

り組んでいます。

発生率（度数率）は0.4となりました。

当社では、グループ全体の安全衛生に関する方針・施策

2022年度は、安全啓発を継続して実施し、安全意識のさ

を決定する「全社安全衛生委員会」を毎年開催しています。
ここで決定される重点活動テーマを基に各事業所の安全

らなる向上を目指します。さらに群馬工場において労働安

衛生委員会で年間目標や計画を策定し、安全衛生活動に取

ISO45001の認証取
全衛生マネジメントシステムを整え、

り組んでいます。

得を目指します。

また、各事業所の安全衛生委員会事務局との横断的な連
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ることで、当社の持続的な発展と中長期的な企業価値の向

アドバンテストのコーポレートガバナンス

上を目指します。その実現のため、公平、効率的、かつ透明
性の高いガバナンス体制を構築することをコーポレート

当社は、
「 先端技術を先端で支える」を経営理念とし、世

ガバナンスに関する基本的な考え方としています。

界中のお客さまにご満足いただける製品・サービスを提供

なお、当社の「コーポレートガバナンス基本方針」は、以

するために、たえず自己研鑚に励み、最先端の技術開発を

下の当社ウェブサイトにおいて公開しています。

通して社会の発展に貢献することを使命としています。
この経営理念に従い、当社は、すべてのステークホル

https://www.advantest.com/ja/sustainability/
governance/governance.html

ダーに対して、常に心を開き、正直であり、お互いを尊敬す

■ コーポレートガバナンス体制

株主総会
選任・解任

選任・解任
監査・監督

取締役会

監査等委員会

諮問

答申

会計監査人

補助

指名報酬委員会
報告

執行役員社長

連携

監査等委員である取締役

監査等委員でない取締役
選定･
解職･
監督

選任・解任

監査等委員会室

指示

＜業務執行の意思決定機関＞

危機管理本部

監査

内部統制委員会

経営会議

連携

連携

開示委員会
指揮・命令

サステナブル経営推進
ワーキンググループ

執行役員

業務執行の各部門
および
グループ会社

内部監査

監査室

■ コーポレートガバナンス体制強化の取り組み

指名報酬委員会の委員の

相談役・顧問制度の廃止

過半数を社外取締役とする
執行役員制度
の導入

2003

第1回指名報酬委員会
の開催

2006
退職慰労金制度の廃止

指名報酬委員会の委員長に

役員報酬制度の

社外取締役を選任

全般的な見直し、

CxO体制の構築
2011

2015

外国籍取締役の選任

社外取締役の選任

2017

2018

2020

監査等委員会

女性取締役の選任

設置会社に移行

株式報酬制度の創設・
ストック・オプション
報酬制度の見直し
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ガバナンス・ハイライト

■ 取締役会の構成比率

■ 監査等委員会の構成比率

社内
（業務執行取締役）

社内
（非業務執行取締役）

社外
（非業務執行取締役）

社外
（非業務執行取締役）

45% 33%

45%

67%

議長

社内
（非業務執行取締役）

委員長

10%

■ 指名報酬委員会の構成比率
社内
（業務執行取締役）

■ 活動実績（2021年度）
社外
（非業務執行取締役）

33%

67%

取締役会

13回

監査等委員会

13回

指名報酬委員会

13回

オフサイト・ミーティング

委員長

■ 取締役の在任期間（通算）
2022年6月24日現在

8

1〜
1〜5
年5年

6〜
6〜9
年9年

10
年
10年以上
以上

3回

1

人

2

人
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■ オフサイト・ミーティング

株主総会

中期経営計画やサクセッションプラン、M&Aなどの重要
課題を議論するためには、多くの時間を要します。そのた

当社は、株主総会を株主の皆さまとの対話を進めるため

め、当社ではこのような重要課題を効果的に取締役会にて

の機会と考えています。

議論するため、オフサイト・ミーティングを開催し、これら

2022年の株主総会は、当社事業所内の大ホールで開催

の重要課題に関する情報提供および意見交換を実施して

しました。

います。2021年度は、2日間にわたり望ましい機関設計や
サクセッションプランなどについて検討した他、ESG推進

本年度もできるだけ多くの株主の皆さまが株主総会に

や第2期中期経営計画について議論しました。

参加できるよう、本総会の模様をライブ配信しました。招
集通知だけでなく、封筒や同封チラシにおいても本ライブ
配信の案内を記載することで、今年のライブ配信では昨年

▍CxO体制

に比較して倍以上の株主の皆さまにご視聴いただくこと

2021年度より当社ではCxO体制を導入しました。オ

ができました。また、株主の皆さまとの対話を充実させる

フサイト・ミーティングでは、
より実効性の高いCxO体

ため、インターネットによる事前質問の受付を行うととも

2022年度にはグロー
制を持たせるための議論を行い、

に、本総会のライブ配信中も株主の皆さま方からのメッ

バルな事業展開を一層推進するために、
体制の一部見

セージをオンラインにてお受けいたしました。

直しを行いました。

今後も、来場が難しい株主の方々にも配慮した上で、多
くの株主の皆さまに対し、より開かれた株主総会を実現し

▍買収案件のPMI＊

ていきます。

買収等により拡大した事業についてもその事業損益

株主総会の詳細については、
以下のURLをご覧ください。

を毎月取締役会にてモニタリングしております。
買収

2021年度では買収し
した事業のさらなる成長のため、

https://www.advantest.com/ja/investors/shares-andcorporate-bonds/meeting/

た事業に関連し、
米国での製造拠点の拡張投資につい
て取締役会にて議論しました。
＊Post Merger Integration

取締役会

▍自己株式の取得
取締役会は、
経営の意思決定機関として、
グループ全体の

2022年度は前年度に引き続き、
2022年7月に株主還

経営方針、経営戦略等の重要事項について決定するととも

元と資本効率の向上および将来の譲渡制限付株式報

に、
業務執行機関の業務執行を監視、
監督します。
当社は、
取

酬制度において交付される株式に充当することを目的

締役会メンバーに複数の社外取締役を含めることで、取締

とした自己株式取得決議を行いました。

役会の監視、監督機能を強化しています。取締役会では、経

▍自己株式の消却

営陣から提案された議題に対して幅広い知識と経験を有す

株主還元と資本効率の向上を目的とし、
2022年9月

る取締役がそれぞれの視点から意見を表明し、活発な議論

に800万株の自己株式を消却しました。

1回につき3〜
が交わされています。
取締役会は、
月1回程度、
5時間程度かけて、予算や決算、人事、企業結合案件等を検討

▍有価証券報告書の総会前開示

しています。取締役が多様化する中でも意思の疎通を円滑

株主総会は株主の皆さまとの建設的な対話の場で

に図れるよう、
取締役会には同時通訳を用いて日本語、
英語

あることを意識し、取締役会にて有価証券報告書の

双方で自由に発言ができる体制を整えるとともに、
資料およ

総会前開示について議論しました。取締役会の議論

び議事録についても英訳を準備しています。
取締役会の議長

を踏まえ、株主の皆さまが議決権を行使する上での

は代表取締役兼執行役員社長の吉田芳明氏が務めています。

参考となるよう、有価証券報告書の総会前開示を実

P.69 取締役紹介、スキル・マトリックス

施しました。
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取締役会評価

監査体制

当社では、取締役会の役割と責務の実効性を評価するた

当社は、
2015年6月24日に監査等委員会設置会社に移行

め、毎年、取締役全員に質問形式のアンケートを配布し、取

しました。監査等委員は、監査等委員会で策定した監査方

締役会の評価を実施しています。実効性評価の主な項目は

針、監査計画、職務の分担等に従い、会社の内部監査部門そ

以下のとおりです。

の他の内部統制部門と連携の上、重要な会議
（経営会議、予
算計画会議、
内部統制委員会、
開示委員会等）
に出席し、
取締

取締役会の構成

役、
執行役員、
従業員等からその職務の執行に関する事項の

人数、構成員の多様性、社外取締役の兼任状況など

報告を受け、
必要に応じて説明を求め、
重要な決裁書類等を

取締役会の運営

閲覧し、本社および主要な事業所において業務および財産

資料配布時期、資料の内容、取締役会の開催頻度、

の状況を調査します。また、子会社については、子会社の取

WEB会議・同時通訳の質など
議長の議事進行、

締役、
監査役等と意思疎通および情報の交換を図り、
必要に

取締役会の議題

応じて子会社から事業の報告を受けるほか、主な連結子会

経営戦略、中期経営計画、サクセッション・プラン、

社の往査
（WEB会議および対面でのインタビュー）を実施

報酬制度、リスク、サステナビリティ、人的資本・知

し、
その業務および財産の状況を監査します。
監査等委員会

的財産などの経営資源など

の委員長は社外取締役である難波孝一氏が務めています。

取締役会を支える体制

監査等委員である社外取締役は、内部統制委員会への出

社外取締役の会合、指名報酬委員会からの答申、社

席や、常勤監査等委員が行う業務執行部門に対する往査に

外取締役への情報提供、取締役へのトレーニング、

必要に応じて参加し、当社の業務執行の状況等につき能動

専門家の活用など

的に監査・監督を行っています。また、監査等委員会は会計
監査人、監査室その他の内部統制部門およびアドバンテス

■ 2020 年度の評価結果とその対応

トグループ各社の監査役等と連携し、必要に応じて意見交

2020年度の取締役会の実効性評価では、取締役会にて

換する機会を確保し、意思疎通を図っております。

ESGに関する議論を深めることおよび望ましい取締役会

内部監査については監査室を設置し、複数の専任の従業

の構成について考えていくことが重要であるという結果

員により、監査等委員会や会計監査人等と連携して、会社

2021年度は以下
となりました。これらの評価結果に対し、

の内部統制の整備・運用状況を日常的に監視するととも

の対応を実施しました。

に、問題点の把握・指摘・改善勧告を行っています。監査室

• ESGについては、2021年6月にESG推進基本方針を定

は、監査結果を執行役員社長および監査等委員会に報告す

2021年11月の取締役会に活動進捗状
め、それに基づき、

る他、取締役会にも定期的に報告しています。

況報告を行いました。

会計監査については、当社はEY新日本有限責任監査法人

• 望ましい取締役会の構成については、機関設計も含め、指

と監査契約を結び、所定の監査を受けています。当社が東

名報酬委員会や取締役のオフサイト・ミーティングで議

EY新日本有限責任監査法
証2部に上場した1983年度より、

論をしました。
集約の段階までには至っておりませんが、

人（当時、監査法人第一監査事務所）が継続して当社の上場

本件については継続的に議論していくことになります。

2021年度において当社の会計監
監査を実施しております。
査業務を執行した公認会計士は、松本暁之氏、太田稔氏お

■ 2021年度の評価結果

よび中田裕之氏です。
業務執行社員のローテーションは適切

2021年度の取締役会実効性評価では、自由闊達な意見

に実施されており、
業務執行社員については、
連続して7会計

交換がなされていることが確認できました。また、取締役

期間を超えて会計監査業務に関与しておらず、筆頭業務執

会の実効性をさらに高めるためには、外部環境をより意識

行社員については連続して5会計期間を超えて会計監査業

して報告するとともに実効性評価自体も見直すこと、およ

7会計期
務に関与していません。業務執行社員については、

び取締役会の審議においては報告の時間より議論する時

間の関与の後、再度同じ会計監査業務に関与する場合に

間に重きを置き、より議論に多くの時間を割くことが重要

5会計期間のインターバルを設けることとしています。
は、

であるという結果となりました。

さらに、
筆頭業務執行社員については5会計期間の関与の後
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に、
再度の関与は行わない運用としています。
また、
当社の会

の兼任状況、当社社外取締役としての在任年数等を総合的

計監査業務に係る補助者は、
公認会計士を主たる構成員とし、

に勘案し、候補者とします。

システム専門家等の専門的知識を有する者を含んでいます。

弁護士等の法律の専門家
会社の経営に関与した経験を有する者
財務および会計に関する相当程度の知見を有する者

指名報酬委員会

半導体関連業界等、当社ビジネスに関連する業界
の知識や経験を有する者

当社は、取締役および執行役員の選任・選定、解任・解職

研究、開発の豊富な経験を有する者

ならびに取締役および執行役員の報酬の決定に当たり取

その他上記各項目に準じた経歴または能力を有

締役会の役割を補完する任意の機関として指名報酬委員

する者

会を設置しています。指名報酬委員会が、指名委員会およ
び報酬委員会双方の機能を担っています。指名報酬委員会
は職務の遂行にあたり、取締役および執行役員の選任・選

経営会議

定、解任・解職および報酬の公正性、妥当性および透明性を
向上させる責務を負います。指名報酬委員会は、取締役会
決議により、取締役の中から選定された委員によって構成

経営会議を業務執行の重要事項の決定機関としていま

されます。独立した視点を取り入れるため、委員の過半数

す。執行役員の中からグループ経営を牽引するにふさわし

は社外取締役により構成されています。人事部が指名報酬

い役員を経営執行役員とし、経営会議のメンバーとしてい

2021年度の指名報
委員会の事務局として対応しています。

ます。経営会議のメンバーは半数が外国籍である経営執行

酬委員会での主な検討事項は、以下のとおりです。

役員で構成されており、経営会議は月2回程度の開催頻度
で、主にWeb会議形式で開催しています。

取締役および執行役員の候補者について

CEOのサクセッション・プランについて

内部統制委員会

役員報酬制度の見直しおよび運用について
現在の委員は、占部利充氏、住田清芽氏および吉田芳明

内部統制委員会では、アドバンテストグループ全体の重

氏であり、委員長は占部利充氏が務めています。委員の3名

要なリスクを洗い出した上で、
その分析を行い、
委員で情報

中2名および委員長は社外取締役です。

を共有しています。
あわせて、
リスクごとの責任部門と対応

指名報酬委員会は、
取締役および執行役員については、
取

の方針・手順を明確にしています。内部統制委員会は、社長

締役会の定める
「取締役および執行役員を選任・選定、
解任・

が委員長を務め、経営執行役員、ユニットリーダー、
管理部

解職するに当たっての方針と手続」
に従い、
当社グループの

そのうち1名はアドバイザー
門等31名で構成されています。

持続的な発展と中長期的な企業価値の向上に貢献できる人

の社外弁護士です。
また、
社外取締役がオブザーバーとして

物を候補者として取締役会に答申しています。
なお答申にあ

参加できるようにしています。

たり、
ジェンダーや国際性の面を含む多様性と適正規模を両
立させる形で構成する旨を考慮します。
また、
独立社外取締

開示委員会

役については、
前述の
「取締役および執行役員を選任・選定、
解任・解職するに当たっての方針と手続」
に加え、
取締役会の
定める
「独立社外取締役の独立性判断基準」
に従い、
豊かな知

開示委員会では、当社による適切な開示が行われること

見を持ち、
取締役会への積極的な貢献が期待できる人物を候

を監督しています。2022年8月には、同委員会の所管範囲

補者として取締役会に答申するものとしています。

を明確化するとともに委員の権限を強化することで、開示
委員会の構成を大幅に見直しました。現在の開示委員会は

■ 社外取締役の選任・選定基準

4名の委員で構成され、適時開示文書のレビューに加え、有

当社の定める独立性判断基準に該当し、かつ次のいずれ

価証券報告書、事業報告書、統合報告書、コーポレートガバ

かの経歴または能力を有する者の中から、人格、他社役員

ナンス報告書等の開示に関して作成を主導しています。
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踏まえ、指名報酬委員会はCEO後継者の育成計画を含む今

サステナブル経営推進ワーキンググループ

後の方向性について議論し、
取締役会に報告しました。
また、当社グループのキーポジション
（執行役員クラス）

当社は2020年度「サステナブル経営推進ワーキンググ

CEOおよび経営執行
のサクセッション・プランについては、

ループ」を新設しました。ESG活動を全社グローバルに展

役員による検討委員会で、各キーポジションの後継者候補

開するため、業務執行取締役3名をE/S/Gそれぞれの戦略責

をリストアップしました。
この後継者候補者リストは執行部

任者とし、全ユニット（事業部門、支援部門）のリーダー、全

門により毎年レビューされるものです。
執行部門は、
後継者

地域拠点
（欧州、北米、アジア）のリーダーを中心に50名の

候補に対してトレーニングや育成計画を設計・実行し、
指名

委員で構成され、サステナブル経営のガバナンス体制とし

報酬委員会および取締役会に適宜状況を報告しています。

て機能します。具体的には、事業年度ごとに各ユニット・各
地域におけるESG課題の特定および評価を行い、重点テー

役員報酬

KPIを「ESG行動計画2021-2023」にまとめ、開示
マ、目標、
委員会、内部統制委員会等、関連する全社委員会との協働
で全社のESG活動を支援・推進します。

当社の役員報酬制度は、固定報酬（金銭）、業績連動賞与
（金銭）、株式報酬（非金銭）から構成されています。役員報
酬制度の基本的な考え方は以下のとおりです。

危機管理本部
❶ 当社のグローバルな事業展開を支える国際人財を惹

危機管理本部は、災害や事件等により当社の事業の継続

きつける報酬ミックスと報酬レベルとすること

が困難となるような事象が発生するおそれがある場合、も

▶グローバルレベルで複雑かつ高度に進化してい

しくは当社の役職員の生命身体に危害が生じるおそれが

る半導体産業において成長を続けるため、世界

ある場合、または社会的問題となるような不祥事等が発生

各地の有能な人財を登用し、グローバル企業に

した場合、その対策を講じるための組織です。

ふさわしい処遇を行います。

危機管理本部は、執行役員社長を本部長とし、副本部長、

❷ 業績連動を前提としたメリハリのある賞与とする

事業所責任者およびファンクショナルメンバー等28名の

こと

委員で構成されています。また、
2022年度から、グローバル

▶業績変動を前提に、業績好調時においては役員

なインシデントに対しより迅速に対応するために、危機管

の貢献に報い、業績下降局面においては当社の

理本部の下位組織としてContingency Teamを新設し、海

負担軽減を図ります。

外拠点のメンバー6名を選任しました。

❸ 株主との価値共有および中長期視点での経営推進
を促す株式報酬とすること
▶中長期的企業価値向上の追求を株主と共有する

サクセッション・プラン（後継者計画）

譲渡制限付株式報酬（RS）と企業価値向上につ
ながる中期経営目標実現を促す業績連動型株式
報酬（PSU）を組み合わせます。

当社では、経営課題・経営戦略に則して常に次世代・次々
世代の経営体制を準備するため、2021年度よりサクセッ
ション・プランの策定に着手しました。

業績連動賞与についてはその連動性の幅を大きくする

CEOのサクセッション・プランについては、取締役会が

ことで企業価値の向上につなげるべきであること、株式報

主体的に関与しています。取締役会は指名報酬委員会から

酬については中長期視点での経営を促すため、在任中は株

CEOに求める要
当社グループの経営課題や現CEOの評価、

式を保有することを条件に付与する譲渡制限付株式報酬

件に関する報告を受け、次期CEOに求められる人材要件を

制度（RS）および中期経営計画の達成状況にリンクさせる

確認しました。
人材要件を定めたのち、
指名報酬委員会が外

形の業績連動型株式報酬制度（PSU）の導入が望ましいと

部専門家を用いて後継者候補のアセスメントを実施すると

いう観点から、指名報酬委員会が再構築した報酬制度を取

ともに、外部人材市場についても調査しました。あわせて、

締役会へ答申し、取締役会決議および株主総会の承認を経

社外取締役が後継者候補と面談しました。これらの結果を

て、次の内容で運用しています。
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【経営執行役員（社長を含む）の報酬比率】
固定報酬：業績連動賞与：株式報酬＝１：１：１
報酬構成

【他の執行役員の報酬比率】
固定報酬：業績連動賞与：株式報酬＝１：0.8：0.8
但し、取締役を兼務している場合は別途、取締役報酬を支給する。
上記の報酬比率は標準報酬の場合であり、業績により比率は変動する場合がある。

固定報酬
（金銭）

外部の客観的データを参照しつつ、担っている職務・職責に応じた適切な水準で設定し、毎月支給する。
短期インセンティブとして位置づけ、業績確定後に年１回支給する。
【業績指標】
毎年の「利益計画目標達成率」をKPIとし、基準額の0%から200%とする。

業績連動賞与
（金銭）

＊経営執行役員の基準額は固定報酬の100%、その他の執行役員の基準額は固定報酬の80%

【個人評価】
社長が行う個人別評価に基づき再分配する。
当年度の金銭賞与支給額の30%を個人評価対象原資とし、
評価・配分案は指名報酬委員会で審議、承認し、取締役会に報告する。
社長の評価は、原則として全社全体の定量評価とするが、取締役会の判断により理由を示した上で増減
することがある。
【譲渡制限付株式報酬：RS】
株式報酬のうち50%を譲渡制限付株式報酬とする。
毎年付与し役員在任中は譲渡制限を設ける
（継続保有を義務付ける）
。
【業績連動型株式報酬：PSU】
株式報酬のうち50%を業績連動型株式報酬とする。

3年間の中期経営目標（KPI）の達成結果に基づき、基準値の60%から140%を支給する。
KPIは下記３項目とし、各項目のウエイトは以下のとおりとする。
• EPS成長率：
株式報酬

中期経営計画3年間のEPS平均成長率である14%成長を目標とし、目標達成率に応じて基準値の

70から130％の範囲で変動する。
• r-TSR：
TOPIXのTSRと 当 社 のTSRを 比 較
（ 当 社TSR÷TOPIX TSR）し、そ の 数 値 に 応 じ て 基 準 値 の
-5から5％の範囲で変動する。
• ESG評価：
S&P GlobalのCorporate Sustainability Assessmentの評価スコアを指標とし、その評価スコア
に応じて基準値の-5から5％の範囲で変動する。
中計終了後に3年分を一括付与する。

• 期中の就任は期間按分して追加権利付与する。
• 期中での退任は中計終了後に期間按分して支給する。

62
ADVANTEST Integrated Annual Report 2022

Summary

Value Creation

Sustainability

Information

コーポレートガバナンス

■ 経営執行役員（社長を含む）の報酬イメージ
最大

100%

標準

100%

200%

100%
：

1
最小

100%
固定報酬

100%

業績連動賞与

140%

100%

：

1

0% 100%

100%

1

60%
譲渡制限付株式報酬（RS）

業績連動型株式報酬（PSU）

＊個人評価による業績連動賞与の再分配調整前

■ 取締役報酬の上限
＊2
業績連動型株式報酬（PSU）

1年当たり2億円以内かつ5万株以内

譲渡制限付株式報酬（RS）
年額2億円以内かつ5万株以内＊1

金銭報酬

年額9億円以内＊1
金銭報酬

取締役
（社外取締役を除く）

金銭報酬

年額6,000万円以内＊1

社外取締役
（監査等委員である取締役を除く）

年額1億円以内＊3

監査等委員である取締役

＊1 2021年6月23日開催の第79回定時株主総会の決議によります。
＊2 PSUは3年分を一括付与するものであり、
3事業年度にわたる職務執行の対価として6億円・15万株を上限としますが、1年当たりは上記のイメージのと
おりとなります。
＊3 2015年6月24日開催の第73回定時株主総会の決議によります。

■ 取締役の報酬等の総額（2021年度）

役員区分

報酬等の総額
（百万円）

金銭報酬＊3

報酬等の種類別の総額（百万円）
非金銭報酬＊2

固定報酬

業績連動
報酬等

ストック・
オプション

譲渡制限付
株式報酬

業績連動型
株式報酬

対象となる
役員の員数＊1
（人）

取締役
（監査等委員を除く。
）
（社外取締役を除く。
）

800

186

239

66

95

214

5

取締役
（監査等委員）
（社外取締役を除く。
）

43

43

0

0

0

0

1

社外取締役
（うち監査等委員を除く。
）
（うち監査等委員）

69

69

0

0

0

0

5

（40）

（40）

（0）

（0）

（0）

（0）

（3）

（29）

（29）

（0）

（0）

（0）

（0）

（2）

＊1 2022年3月31日時点における取締役
（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。
）
の在籍人数は5名、
社外取締役の在籍人数は5名です。
＊2 ストック・オプションは、
2020年度までに付与したもののうち、2021年度の日本基準による費用計上額を記載しています。
2021年度は、ストック・オプシ

2021年度の日本基準による費用計上額を記載しています。
ョンは付与しておりません。
譲渡制限付株式報酬および業績連動型株式報酬は、
＊3 上記の報酬等の他に、
米国の当社子会社から156百万円の金銭報酬を米国在住の取締役に支払っています。
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■ １億円以上の報酬を受けた取締役とその報酬額（2021年度）
報酬等の
総額
（百万円）

地位

吉田 芳明

249

代表取締役兼
執行役員社長

塚越 聡一

144

藤田 敦司

津久井 幸一

氏名

Douglas Lefever

支給
会社

報酬等の種類別の総額（百万円）
非金銭報酬＊

金銭報酬
固定報酬

業績連動
報酬等

ストック・
オプション

譲渡制限付
株式報酬

業績連動型
株式報酬

当社

63

91

21

21

53

取締役兼
経営執行役員

当社

39

49

12

12

32

142

取締役兼
経営執行役員

当社

38

49

11

12

32

141

取締役兼
経営執行役員

当社

38

50

11

12

30

取締役兼
経営執行役員

当社

8

―

11

38

67

Director,
President and
CEO

Advantest
America, Inc.

56

100

―

―

―

280

＊ ストック・オプションは、2020年度までに付与したもののうち、2021年度の日本基準による費用計上額を記載しています。2021年度は、ストック・
オプションは付与していません。譲渡制限付株式報酬および業績連動型株式報酬は、2021年度の日本基準による費用計上額を記載しています。

株式を191,542,265株発行しており、自己株式の数は合計

株式

4,600,899株となります。
取 締 役、執 行 役 員 等 に 対 す る イ ン セ ン テ ィ ブ と し て

2021年度は市場から7,167,500株の自己株式を取得し、

2020年度までストック・オプションを発行しており、2022

24,505株の自己株式を消却しました。また、2022年7月の

年9月末の残額は合計6,760個（676,000株）となります。そ

取締役会にて、それぞれ10,000,000株、
500億円を上限と

れ以外に新株予約権や転換社債を発行しておりません。ま

する自己株式の取得および8,000,000株の自己株式消却の

た、当社は、1単位（100株）毎に1議決権を付与しており、1

決議を行い、2022年9月末時点で3,445,000株の自己株式

単位で複数の議決権を付与する株式（いわゆるデュアルク

9月9日には8,000,000株の自己株式
を取得するとともに、

ラス株式）や無議決権株式を発行していません。

を消却しました。2022年9月末日現在では、当社では普通
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社外取締役

唐津 治夢

占部 利充

私たちの豊かな生活を支え、
日夜革新を続ける半導体。
その先端技術を先端で支えるアドバン
テストにおいて、企業価値向上に向けたコーポレートガバナンスのあり方等について、
社外
取締役の唐津 治夢 氏と占部 利充 氏にご意見を伺いました。
（司会：経営企画本部 IR部 部長 小林 良健）

アドバンテストについて

でしょう。しかし実際に社会に役立っているものは、機械

当社は1954年に設立されて、今年で68年目を迎えます。

そのものではなく半導体が正しく動いてるかどうかを検

計測器ビジネスに始まり、現在は半導体試験装置、半導体

証することなので、実はデータビジネスなのかもしれな

のテストという領域でビジネスを展開しています。多くの

い。当社が本当に売っている価値は何だと考えた時に、今

投資家、株主からは「ニッチ」な市場でトップシェアの会社

後も世の中になくてはならない半導体に関連したデータ

と認知されていますが、取締役になられてアドバンテスト

にずっと触れられる当社は、大変価値のある、とても恵ま

をどのような企業とご認識されていますか？

れたポジションにいると思っています。

唐津 「計測」
というのは物事の基本です。実は、すべての

唐津

歴史的に見れば、多くの電機メーカーが、半導体試

物事の価値を決めているのは計測なんです。ですから、

験装置を各々で作っていました。しかし全部うまくいか

今、ニッチという言葉が出ましたが、実は全くニッチでは

なかった。そんな簡単なことじゃないのです。例えばこの

ないのです。世の中における基本であり、かつ無限の可能

半導体を1ギガヘルツの速度で動かすとしたら、1.3ギガ

性を持つ計測の価値、それをもっと大事にして、もっと広

ヘルツか1.5ギガヘルツぐらいでテストしないと1ギガヘ

げていくことで、より発展していける企業だと認識して

ルツが保証できない。半導体メーカーがやっと1ギガヘル

います。

ツの速度を出した時には、我々はその3割、5割先までの技
術を具現化して、製品化していないと試験はできない。し

アドバンテストは、半導体試験の機械を作って売る

かもメモリの試験装置などは何百もの半導体を同時に試

というビジネスですよね。それだけならニッチとも言える

験しますね。これはとんでもない世界です。半導体試験装

占部
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その外の世界をちゃんと見て、これをアップデートしてい
くことが重要だと思います。10年スパンの計画も、できれ

3年に1度は見直すことを同時にやっ
ば毎年、少なくとも2、
ていかなければ駄目だよねという議論もしています。現
在、中計は3年おきに作っているが、それと同時に10年の計
画も状況、環境によって常に動いていくという目で周りを
見るべきだと。半導体のサイクルが起きるのも、半導体を
使う機器やさらにその周りでもっと別な変化があるから
です。その周りの産業や経済であり政治であり、今起きて
いること含め、あらゆることを注視することが大切だと思
います。
唐津

これからは目に見えないものがいっぱい世に出て

きて、実はその見えない中に価値が詰まっている。占部さ
置は 150万点ぐらいの部品点数があって、中型のジェッ

んも先ほどデータビジネスと仰っていましたが、見えない

ト旅客機が約 100 万点〜 200 万点なんです。車はおよそ3

価値こそが重要になる。しかし見えないものの価値をどう

万点。中型のジェット旅客機と同じぐらいの複雑性を箱

やって測るのか、測り方は誰もわからない。プレイヤーと

の中に詰めるってとんでもないことなんです。普通の会

して、どこに軸足を置いてどうやって生き延びていくのか

社ではおいそれとはできないのですね。

というのが課題になってきます。そうした新しい時代の中
に当社の価値を最大限活かせる世界が広がっている予感
がありますね。

グランドデザインについて
当社の将来に大きな期待をいただいておりますが、当社は

2018年に初めて中期経営計画と10年スパンのグランドデ

占部

2019年にアドバンテストに入って最初のオフサイト・

ザインを策定しました。その策定に関し、どのような点に

ミーティングで、ある執行役員から受けた説明は今でも印

関心をもたれましたか？

象に残っています。
『 自分たちの仕事って「何」と考えた時
に、機械を作ってますというのではなくて、いわゆる半導

中長期計画で覚えているのは、最初に見た計画の

体がちゃんと動いて、顧客のワークフローがきちっと効率

ドラフトの絵、それは、社会のどこともつながっていな

よく動く、そういうワークフローを最適化する、半導体を

い、宇宙の中にアドバンテストがポツンと浮いていますっ

活用する産業のプロセスの一番肝のところをやっている

ていうような絵でしたね。そこで申し上げたのは、それ

んだ。顧客の側から見ると、欲しいのは結局そこだ。自分た

は違うでしょと。世の中のさまざまなリンクにアドバンテ

ちのビジネスはワークフローソリューションだ。
』という

ストがつながっていて、どのような関係が構築されてこ

考え方を言ったんです。機械を売ることも当然やらないと

の計画ができていくのかということを論じるのが中長期

いけないけれども、一方で本質を押さえていると、いろい

計画じゃないですかと。そのような議論があって、次に

ろと世の中が変わっても、しっかりと軸がブレないでいけ

「グランドデザイン」が出てきました。ようやくその時に自

るんですね。つまり、我々はデータというコーナーストー

分たちのビジネスの本質を見る意識が広がったというこ

ンを押さえているのだから、それをうまく使えば、もっと

とですね。長期の計画を立てるというのはすごく良いこと

大きいことができる、それがグランドデザインでも議論さ

だと思います。視野が広がりますから。

れていますよね。

唐津

占部

グランドデザインができて4年が過ぎました。これ

唐津

方向性としてはそうなっている。
ただ問題は、
これだ

までの好業績から考えると、全体の俯瞰図としては正し

け製品の売上高が大きくなって、
利益をもたらしてくると、

かったと言えるのですが、
さらに4年経つと世の中が変わっ

日々の業務ではどうしても製品をひとつでも納めることが

てしまって、戦略の優先順位なども変わるはずです。そう

優先されてしまう。
そこがジレンマ。
それをどうやって乗り

いう意味で、常にグランドデザインのベースになっている

越えていくかが大きな意味で会社としての課題ですね。
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占部

まさに両利きの経営ですね。

コーポレートガナバンスについて
長期スパンのお話を伺ってきましたが、サステナビリティ
について、ESG 、特にコーポレートガバナンスの観点で
ご意見を伺いたいと思います。
占部

ESGとして言われていることは、企業の存在意義や

社会的責任を考えるとある意味で当たり前のことですよ
ね。本当に自分の会社にとってインパクトが大きくて大切
なことは、本来ならば自分たちの事業計画の中でやってい
るはず。当社のグランドデザインやThe Advantest Wayに
も、当社が気をつけなければいけないこと、大切なことが
しっかりと入っていますよ。
唐津
唐津

しかし、なぜそのような議論が進まないのかという

と、やはり投資家、株主に対してどのようなビジネスモデ

それはコーポレートガバナンスも同じですね。

ルで説明するかという点。それが曖昧だと、きちっと説得
占部

できない。当社のあるアメリカ人の経営執行役員が良いこ

ガバナンスや取締役会のあり方はどうあるべきなの

か、
足元のやるべきことは当然行っていますが、
ではもっと

とを言っていました。
『数年前は20億ドルの売上の当社が、

高みに行くぞとなった時に今のあり方で十分なのか、とい

もうすぐ100億ドルになる。
20億ドルの会社
今は50億ドル、

うことも議論しています。これは取締役会のレベルだけで

と100億ドルの会社だと、会社の構造から何から違うでし

はなく、執行役員もレベルアップすることが重要なテーマ

ょ。だから今のうちにもう100 億ドルだと思って、その時

ですね。

の会社はこういうふうになっていないとうまく回らない。
そのために必要なものを備えていかなければいけない。
』

コーポレートガバナンスということでは、株主より負託を

と、彼は一所懸命語っていた。執行役員が参集する経営会

受けた取締役という立場もありますが、先ほどお話をされ

議ではそのような議論を深めて欲しいなと思っています。

たグランドデザイン、事業拡大のために必要な成長投資と
株主への還元についてはどのようにお考えでしょうか。

占部

成長のための投資戦略は、具体的案件が出てから議

論するのでは遅い訳で、不断の環境分析に基づいた、Will
会社としては、まずはビジネスモデルをきちんと持

と、
Visionを持って常に議論するものですよね。当社はグラ

つことが必要。
「この時間軸の中で、このようなビジネスモ

ンドデザインの枠組みの中で常にロングリストは持って

デルでやろうと思うので、将来こうなるんです。
」というス

いる訳なので、そういう議論ができるベースはできてきて

トーリーですね。ですから、
「その事業計画を実施すること

いると思います。

唐津

で、
このタイミングではいくら還元できます、次のタイミン

取締役会の構成、サクセッション・プランについて

グではいくら還元できます。
」と語り、成長投資に対する株

最後に、占部取締役は指名報酬委員会の委員長として取締

主の理解を得る。
そのベースになるのはビジネスモデル。

役会のストラクチャーの検討、
サクセッション・プランにも
占部

関わられていますが、どのように進められていますか？

そう、先ほどのワークフローソリューションのよう

なアイデアは良い一例で、そのように発展するぞという絵
を持って
「やはりそこはもっともっと、お金をつぎ込んで

占部

取締役会のストラクチャー以前に、当社のマネジメ

ビジネスの基盤を作る時です。
」と説得できれば、成長投資

ント全体のあり方ですね。これは取締役会でも議論してい

への理解が出てくるわけです。当社は利益も自己資本も率

ますし、取締役会への準備として指名報酬委員会でも議論

は高いが、額は未だ大したものではない。これからの成長

しています。
ポイントは 2つあって、1つめはやはり、将来の目指す

を考えればまだまだ基盤整備が必要だと思います。
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ビジネスの姿を抜きにして、ストラクチャーのためのスト

というレベルと、経営チームの人たちが、もう1つ下のレ

ラクチャーの議論は意味がないからやめよう、というこ

イヤーの人たちとちゃんと同じ形でやってもらう。これ

と。例えばサクセッション・プランを検討する時も、出発点

をちゃんと続ける。

は今までも何度も議論してきた経営課題であり、事業戦略
上の課題をもう一度総ざらいして、整理して、皆で共有し

唐津

やはりそういう場を設けると、執行役員もすごく

ています。次世代のマネジメントで何がもっと必要なの

がんばります。私たちがいろいろ質問すると、それにつ

か、その時の取締役会はどんな姿なのかという組み立てで

いて一所懸命に答えてくれます。これはそれなりのイン

2つめは、仕組みや総論だけでなく固有
議論をしています。

センティブになっていると思うし、逆に私たちも会社の

名詞つきの議論・検討を蓄積すること。例えば、次世代の経

中の課題などが垣間見えるようになります。彼らの立ち

営チームを作っていくために、我々社外取締役が上級レベ

位置もよりよくわかるし、CEO以下の人たちがどのよう

ルの執行役員と個別に面談し、評価もして、必要となれば

に動けば良いのかをアドバイスすることもできると思

彼らにアドバイスを送っています。大きくはこの2つに気

います。

をつけています。
本日はお話をいただきありがとうございました。
唐津

占部さんが取り仕切ってくれて、ここ2年でかなり

執行役員との対話や議論が蓄積され、データが溜まってき
ました。
占部

そのデータはCEOにも共有されていて、CEOから

本人たちにもフィードバックしています。それをちゃんと
蓄積していくことが力になる。1回きりではなく続けない
と駄目。それを 2 つのレベル、取締役が経営チームを見る
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代表取締役兼執行役員社長

社外取締役

吉田 芳明

唐 津 治夢

取締役の就任
生年月日
国籍
当社株式保有数＊

2013年
1958年2月8日

取締役の就任
生年月日
国籍
当社株式保有数＊

日本

53,532株

13/13 ♦

13/13

2012年
1947年4月25日
日本

3,342株

13/13
唐津 治夢氏は、
国内外の研究開発機関の経営経験に加え、
半導体に

吉田 芳明氏は、
当社子会社代表取締役、
当社の経営企画部門長、
社長
室長およびナノテクノロジー事業部門長を経て、
2017年1月から代

精通する専門家としての幅広い知識と経験を有しております。
当社

表取締役兼執行役員社長を務めており、
当社グループの事業および

では、当社が属する業界にかかる同氏の識見、および同氏が有する

会社経営に幅広い知識と経験を有することから、
持続的な企業価値

大局的な視点を当社グループのグローバル経営に反映させ、
当社の

向上の実現のために当社取締役として適任と判断しました。

持続的な企業価値向上および取締役会の活性化に資する役割を期
待しております。以上のことから、当社社外取締役として適任と判
断しました。

社外取締役

社外取締役

占部 利充

ニコラス ベネシュ

取締役の就任
生年月日
国籍
当社株式保有数＊

13/13

2019年
1954年10月2日

取締役の就任
生年月日
国籍
当社株式保有数＊

日本

535株

13/13 ♦

2019年
1956年4月16日
米国

600株

13/13
ニコラス ベネシュ氏は、
コーポレートガバナンスにかかる幅広い知

占部 利充氏は、
日本を代表する総合商社での豊富な経営経験、
特に
米国およびアジアにおける海外経験、事業投資判断等に関する経

識と経験およびM&Aを含む投資銀行実務の経験を有しております。

験、人事等管理部門に関する幅広い経験を有しております。当社で

当社では、
コーポレートガバナンスおよび株主目線にかかる同氏の

は、同氏の識見を当社グループのグローバル経営に反映させ、当社

識見を当社グループのグローバル経営に反映させ、
当社の持続的な

の持続的な企業価値向上および取締役会の活性化に資する役割を

企業価値向上および取締役会の活性化に資する役割を期待しており

期待しております。以上のことから、当社社外取締役として適任と

ます。
以上のことから、
当社社外取締役として適任と判断しました。

判断しました。

取締役兼経営執行役員

取締役兼経営執行役員

塚越 聡一

藤 田 敦司

取締役の就任
生年月日
国籍
当社株式保有数＊

2017年
1960年2月1日

取締役の就任
生年月日
国籍
当社株式保有数＊

日本

9,640株

13/13

2019年
1959年11月15日
日本

6,189株

13/13

塚越 聡一氏は、
営業部門に従事し、
営業部門の副本部長を務めた後、

藤田 敦司氏は、
米国およびドイツにおける海外勤務を含め、
長年に

現在は生産部門長を務め、
営業および生産の両部門に関して幅広い

わたり経理・財務を中心とした管理部門に従事し、当社グループの

知識と経験を有しております。製造現場の効率化およびサプライ

事業および経営管理に関して幅広い知識と経験を有することから、

チェーンの最適化による持続的な企業価値向上の実現のために当社

当社の持続的な企業価値向上の実現のために当社取締役として適

取締役として適任と判断しました。

任と判断しました。
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取締役兼経営執行役員

取締役兼経営執行役員

津久井 幸一

ダグラス ラフィーバ

取締役の就任
生年月日
国籍
当社株式保有数＊

取締役の就任
生年月日
国籍
当社株式保有数＊

2020年
1964年12月11日
日本

5,850株

13/13

2020年
1970年12月10日
米国

0株

13/13

津久井 幸一氏は、
ドイツにおける海外勤務を含め、
長年にわたり事

ダグラス ラフィーバ氏は、
米国
（シリコンバレー）
を中心とする事業

業部門や営業部門に従事し、
当社グループの事業および経営管理に

開発を推進する役割を担っており、
当社グループの事業および経営

関して幅広い知識と経験を有することから、
当社の持続的な企業価

管理に関して幅広い知識と経験を有すること、
また当社取締役会の

値向上の実現のために当社取締役として適任と判断しました。

多様性を高め活性化させることを期待できることから、
当社の持続
的な企業価値向上の実現のために当社取締役として適任と判断し
ました。

取締役 常勤監査等委員

社外取締役 監査等委員

栗田 優一

難 波 孝一

監査等委員である
取締役の就任
生年月日
国籍
当社株式保有数＊

13/13

監査等委員である
取締役の就任
生年月日
国籍
当社株式保有数＊

2015年
1949年7月28日
日本

6,686株

13/13

13/13

2019年
1949年9月1日
日本
568株

13/13

4/4

栗田 優一氏は、財務および経営企画部門における長年の経験があ

難波 孝一氏は、
長年にわたり主に民事事件を担当する裁判官を務め

り、財務および会計に関する幅広い知識と経験を有しています。ま

た後、弁護士として企業法務の実務に携わるなど、法律やコンプラ

た、当社の取締役および監査役を歴任し、現在は常勤の監査等委員

イアンスに関する豊富な経験と高度な専門的知識を有しています。

である取締役として監査・監督およびガバナンスの向上に努めてい

当社では、同氏の法律やコンプライアンスに関する識見を当社グ

ます。
このような実績を踏まえ、
監査・監督機能の向上のために当社

ループの監査・監督に反映させ、
監査・監督機能の向上に資する役割

監査等委員である取締役として適任と判断しました。

を期待しています。
以上のことから当社監査等委員である社外取締
役として適任と判断しました。

社外取締役 監査等委員

住田 清芽
監査等委員である
取締役の就任
生年月日
国籍
当社株式保有数＊

13/13

2020年
1961年1月28日
日本

314株

13/13

9/9
＊2022年3月31日時点

住田 清芽氏は、
長年にわたり公認会計士として監査法人に勤務し、
会計監査業務および内部統制に関する業務に携わっており、
財務お

所属する委員会

よび会計に関する幅広い知識と経験を有しております。当社では、
財務および会計に関する同氏の識見を当社グループの監査・監督に

取締役会

反映させ、
企業会計や内部統制の向上に資する役割を期待しており
ます。以上のことから、当社監査等委員である社外取締役として適

1/4 委員会出席率

任と判断いたしました。
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監査等委員会

♦ 議長

指名報酬委員会

Summary

Value Creation

Sustainability

Information

取締役紹介、スキル・マトリックス

■ 取締役のスキル・マトリックス
経営

財務・会計

独立性
（社外）

吉田 芳明

●

半導体
業界知見

研究開発

●
●

グローバル
オペレーション

●

唐津 治夢

●

占部 利充

●

●

●

ニコラス ベネシュ

●

●

●

塚越 聡一
藤田 敦司

●

●

●

●

●

●

●

津久井 幸一

●

●

●

ダグラス ラフィーバ

●

●

●

栗田 優一

●

難波 孝一

●

住田 清芽

●

●

法務

●

●
●

●
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●

