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平成 18 年３月期 決算発表資料の追加 

 

 平成 18 年４月 26 日に発表しました、「平成 18 年３月期 決算短信（連結）［米国会計基準］」

及び「平成 18 年３月期 個別財務諸表の概要」に関する注記事項の追加開示を以下のとおり行

います。 

 

１．連結財務諸表に関する注記事項 

 (1)リース取引 

 (2)関連当事者との取引 

 (3)税効果会計 

 (4)デリバティブ取引 

 (5)退職給付 

 

２．個別財務諸表に関する注記事項 

 (1)貸借対照表関係 

 (2)損益計算書関係 

 (3)リース取引関係 

 (4)有価証券関係 

 (5)税効果会計関係 

 (6)1 株当たり情報 



 

 

（株）アドバンテスト【連結財務諸表に関する注記事項 2006/3】 

 

１．連結財務諸表に関する注記事項 
 

(１)リース取引 

 
①賃貸人（当社グループが賃貸しているリース取引） 

 

 アドバンテストは、顧客に対して半導体テストシステムのリースを行っております。すべてのリースはオ

ペレーティング・リースに分類されております。リース期間は１年から５年で、リース契約の一部は解約可

能であります。平成17年３月31日及び平成18年３月31日現在のオペレーティング・リースの機械装置の総額

及び関連する減価償却累計額は次のとおりであります。 

   単位：百万円  

 
  平成17年３月31日  平成18年３月31日

 
 機械装置 8,221   9,687

 控除 減価償却累計額 3,450   4,890

       

   4,771   4,797

 

 オペレーティング・リースとして賃貸している資産の減価償却費は、減価償却費の項目に含めております。

また、これらの資産は、有形固定資産の項目に含めております。 

 

 解約不能のオペレーティング・リースに関して、平成18年３月31日現在の将来収受する最低リース料収入

は次のとおりであります。 

 ３月31日に終了する１年間  単位：百万円

 
 平成19年 1,526

 平成20年 556

 平成21年 160

 平成22年 24

 平成23年 1

    

 将来の最低リース料収入合計 2,267

 

②賃借人（当社グループが賃借しているリース取引） 

 

 平成17年３月31日及び平成18年３月31日現在において、キャピタル・リースによる有形固定資産及び無形

資産に重要性はありません。 

 

 また、アドバンテストは、主として事務所及び備品について、今後５年間に終了する解約不能のオペレー

ティング・リースを行っております。前連結会計年度及び当連結会計年度の解約可能なものを含むリース料

は1,423百万円及び1,408百万円であります。 

 

 平成18年３月31日現在の（当初の又は残存する期間が１年超の）解約不能のオペレーティング・リースに

係る将来の最低支払リース料は次のとおりであります。 

 ３月31日に終了する１年間  単位：百万円

 
 平成19年 296

 平成20年 188

 平成21年 130

 平成22年 98

    

 将来の最低支払リース料合計 712

－  － 
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（株）アドバンテスト【連結財務諸表に関する注記事項 2006/3】 

 

(２)関連当事者との取引 

 

 アドバンテストは、平成18年３月31日現在10.8%の議決権を有する富士通株式会社及びそのグループ会社

（以下、富士通）へ製品を販売し、原材料を購入しております。販売条件は第三者と同様であります。また、

数社の仕入先より競争入札を受けた後に原材料を購入しております。富士通から多様な内部利用ソフトウエ

ア、情報システム関連サービス、研究開発材料及び研究開発関連サービスの提供を受けております。アドバ

ンテストは平成17年３月31日及び平成18年３月31日現在及び同日に終了した年度において、富士通と次の取

引を行っております。 

 

  単位：百万円 

   前連結会計年度  当連結会計年度 

 
 製品売上高 2,933  3,618 

 原材料仕入高 9,500  10,378 

 債権残高 1,552  3,100 

 債務残高 4,648  4,392 

 ソフトウエア及びハードウェア等購入高 235  201 

 研究開発費用、コンピュータ賃借料、 

維持費用等 

1,786  1,569 

 

 (３)税効果会計 

 

 連結損益計算書上の税引前当期純利益及び法人税等の内訳は次のとおりであります。  

   単位：百万円  

 
  前連結会計年度  当連結会計年度 

 税引前当期純利益  

  当社及び国内子会社 47,020   54,877

  海外子会社 14,788   12,577

       

   61,808   67,454

 

   単位：百万円  

 
  前連結会計年度  当連結会計年度 

 法人税等     

  当期     

    当社及び国内子会社 5,719   19,831

    海外子会社 4,471   5,244

  繰延     

    当社及び国内子会社 13,424   747

    海外子会社 116   258

       

   23,730   26,080

 

当社及び国内連結子会社には、法人税率30.0%、住民税率18.1%から20.7%、事業税率7.2%から10.1%が課せ

られており、前連結会計年度及び当連結会計年度の法定税率は40.3%であります。 

 

 

  

－  － 
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（株）アドバンテスト【連結財務諸表に関する注記事項 2006/3】 

 

法定税率と税引前当期純利益に対する実効税率との差異は、以下のとおりであります。 

 
  前連結会計年度  当連結会計年度 

 法定税率 40.3%   40.3%

 税金の増加（減少）要因     

 海外子会社での適用税率の差異 △2.3   △1.8

 税額控除の利用 △1.4   △3.8

 税務上損金に算入されない費用 1.7   1.3

 評価引当金の増減  △0.3   △0.0

 その他 0.4   2.7

   

   38.4%   38.7%

 

平成17年３月31日及び平成18年３月31日現在の繰延税金資産及び負債を生じさせている主な一時的差異の

税効果額は次のとおりであります。 

   単位：百万円  

 
   平成17年３月31日  平成18年３月31日

 繰延税金資産       

 棚卸資産 4,950   4,379 

 連結会社間内部利益 2,534   2,651 

 製品保証引当金 1,060   1,696 

 未払退職及び年金費用 5,049   4,970 

 未払費用 4,543   4,891 

 税務上資産計上している研究開発費 1,957   1,361 

 繰越欠損金 444   330 

 有形固定資産及び無形資産 689   1,528 

 税額控除 2,048   18 

 その他 2,241   2,533 

         

 繰延税金資産の総額 25,515   24,357 

 控除 評価引当金 3,025   1,263 

         

 繰延税金資産合計 22,490   23,094 

         

 繰延税金負債       

 純未実現有価証券評価益 874   1,807 

 その他 44   1,513 

         

 繰延税金負債計 918   3,320 

         

 繰延税金資産の純額 21,572   19,774 

 

 

その他の流動負債及びその他の固定負債には、前連結会計年度及び当連結会計年度において、それぞれ純

額で539百万円及び1,312百万円の繰延税金負債が含まれております。 

 

繰延税金資産に対する評価引当金は、前連結会計年度及び当連結会計年度において、それぞれ純額で876

百万円増加及び1,762百万円減少しました。 

－  － 
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（株）アドバンテスト【連結財務諸表に関する注記事項 2006/3】 

 

 

前連結会計年度及び当連結会計年度の繰越欠損金の使用額は、それぞれ31,132百万円及び777百万円であ

ります。 

 

 平成18年３月31日現在、将来アドバンテストで課税所得が発生した場合に、それを相殺することが可能な

税務上の繰越欠損金残高は約821百万円であります。これらの繰越欠損金は、平成21年３月期から平成25年

３月期までに繰越期限が到来します。 

 

 アドバンテストの経営者は、当社の海外子会社で発生した未分配利益の一部を将来において再投資する方

針であります。そのため、平成18年３月31日現在、将来配当を予定していない未分配利益53,951百万円につ

いては繰延税金負債を認識しておりません。これらの未配分利益については、配当金又は株式の売却によっ

てそれらの未分配利益が回収されると見込まれた時点で、繰延税金負債が認識されることとなります。平成

18年３月31日現在、これにかかわる繰延税金負債は8,621百万円であります。 

 

 繰延税金資産の実現可能性を評価する際、経営者は、繰延税金資産の一部又は全部が実現しない可能性が

高いかどうかを考慮します。繰延税金資産の最終的な実現は、一時的差異が税務上減算可能である期間内に、

十分な課税所得が発生するかどうかによります。経営者は、繰延税金負債の予定戻入れ、予想課税所得及び

税務戦略を勘案して、繰延税金資産の実現可能性の評価を行っております。平成18年３月31日現在、アドバ

ンテストは、連結貸借対照表上19,774百万円の繰延税金資産（純額）を計上しており、予想課税所得を、半

導体市場及び半導体・部品テストシステム市場の将来予測等を勘案して見積もった結果、経営者は、評価引

当金を差引いた繰延税金資産が実現する可能性は高いと考えております。繰延税金資産は、実現可能性が高

いと判断されたものであっても、将来の見積もり課税所得が減少すれば、それに伴い減額されることもあり、

それがアドバンテストの連結財務諸表へ重要な影響を与えることもありえます。 

 

(４)デリバティブ取引 

 
 アドバンテストは、デリバティブを主に為替リスクを軽減するために利用しております。アドバンテスト

は、投機目的でデリバティブを保有又は発行しておりません。また、これらのデリバティブに関して担保を

要求することも、また担保を提供することもしておりません。 

 デリバティブは、契約の相手先が契約不履行となる場合のリスク要因を見込んでおります。ただし、アド

バンテストは、契約の相手先を所定の信用力のガイドラインを満たす主要な国際的銀行及び金融機関に限定

することにより、リスクを最小限にしております。アドバンテストの経営者は、いかなる相手先も債務不履

行になることを予想しておりません。従って相手先の債務不履行のために発生するどのような損失も予想し

ておりません。 

 平成17年３月31日及び平成18年３月31日現在、アドバンテストは、日本円、米ドル及びユーロといった通

貨を交換するための先物為替予約を保有しております。平成17年３月31日現在のこれらの契約金額は、

7,603百万円であります。平成17年３月31日現在のこれらの契約の公正価値は、連結貸借対照表の「その他

の流動資産」及び「その他の流動負債」の項目に含まれており、それぞれ1百万円及び49百万円であります。

平成18年３月31日現在のこれらの契約金額は、10,929百万円であります。平成18年３月31日現在のこれらの

契約の公正価値は、連結貸借対照表の「その他の流動資産」及び「その他の流動負債」の項目に含まれてお

り、それぞれ57百万円及び15百万円であります。これらの契約はSFAS第133号に規定されているヘッジの要

件を満たさないため、ヘッジ会計を適用しておりません。公正価値の変動は「その他収益（その他費用）」

の項目で損益として計上しております。 

 

(５)退職給付 

 
 当社及び一部の子会社は、退職一時金制度を採用しております。なお、この制度は非拠出の制度でありま

す。退職時には、当社及び一部の子会社のほぼすべての従業員は、退職一時金の受給資格を有しております。 

－  － 
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（株）アドバンテスト【連結財務諸表に関する注記事項 2006/3】 

 

 

 当社及び一部の国内子会社はほとんどすべての従業員を対象とする厚生年金基金制度（退職年金加算型）

を採用しておりました。厚生年金基金制度は、日本の厚生年金保険法により定められた会社と従業員の拠出

からなる老齢厚生年金の代行部分と当社及び子会社が独自に設定できる退職給付部分（加算部分）から構成

される制度であります。 

 平成15年１月に、米国発生問題専門委員会はEITF第03－２号「日本の厚生年金基金代行部分返上について

の会計処理」について最終的な合意に至りました。この基準書では、日本の厚生年金保険法の下で設立され

た確定給付型年金制度である厚生年金基金の代行部分の返上について規定しております。 

 当社及び一部の国内子会社は、確定給付企業年金法に基づき厚生年金基金の代行部分について、厚生労働

大臣から平成16年10月１日に過去分返上の認可を受け、厚生年金基金から確定給付企業年金に移行し、平成

17年２月24日には代行返上に伴う返還額（最低責任準備金）を国に納付いたしました。この代行返上に伴い、

前連結会計年度に、将来分支給義務の免除及び資産の移管による過去分の債務の免除を、清算取引に関連す

る一連の手続きであるとして会計処理し、これらの取引を通じ純額で3,317百万円の利益を計上しており、

販売費及び一般管理費より控除しております。この金額は、過去分の給付債務が移管された時点における清

算された累積給付債務と国への返還額の差額金6,116百万円及び、未認識の年金数理上の純損失の認識額

2,799百万円から構成されております。 

 
 平成17年４月１日、当社及び一部の国内子会社は、退職一時金制度を変更し、ポイント制を導入しました。

この制度では、各年度に従業員の職階と成績に応じて付与されるポイントの累計数に基づいて、給付額が計

算されます。 

 
 同日、確定給付企業年金制度を変更し、キャッシュバランス類似型プランを導入しました。このプランで

は、従業員の職階と成績に応じて付与されるポイントの累計数、市場金利に上限及び下限を定め計算される

一定の利率に基づいて給付額が計算されます。 

 これらの変更により当社の予測給付債務は減少しました。 

 
  アドバンテストの退職金及び年金制度の情報は次のとおりであります。 

   単位：百万円  

 
  前連結会計年度  当連結会計年度 

 期間純年金費用の内訳  

 勤務費用 1,710  1,843

 利息費用 853  565

 年金資産の期待収益 △ 583  △ 478

 未認識分の償却  

 年金数理損益（純額） 547  249

 過去勤務費用 △ 144  △ 229

 清算による損失 2,799  －

   

 期間純年金費用 5,182  1,950

 

  

－  － 
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（株）アドバンテスト【連結財務諸表に関する注記事項 2006/3】 

 

平成17年３月31日及び平成18年３月31日現在の制度の給付債務、年金資産の公正価額及び積立状況は次の

とおりであります。 

   単位：百万円  

 
  平成17年３月31日  平成18年３月31日 

 予測給付債務    

 期首残高 42,976  28,687 

 勤務費用 1,710  1,843 

 利息費用 853  565 

 制度変更 △ 1,912  － 

 年金数理損益（純額） △ 2,169  289 

 給付 △  379  △  413 

 代行部分の返上 △12,392  － 

     

 期末残高 28,687  30,971 

     

 年金資産の公正価額    

 期首残高 19,441  15,922 

 事業主による拠出 2,348  2,075 

 年金資産の実際収益 667  3,736 

 給付 △  258  △  226 

 代行部分の返上 △ 6,276  － 

     

 期末残高 15,922  21,507 

     

 財政状況 △12,765  △ 9,464 

 未認識過去勤務費用 △ 3,482  △ 3,253 

 未認識の年金数理上の純損失  3,642   425 

     

 連結貸借対照表上の純認識額 △12,605  △12,292 

     

 

 累積給付債務が年金資産を上回っている退職給付及び年金制度における予測給付債務、累積給付債務及

び年金資産の公正価値は、以下のとおりであります。 

   単位：百万円  

 
  平成17年３月31日  平成18年３月31日 

 予測給付債務 28,687 30,971 

 累積給付債務 26,614 28,965 

 年金資産の公正価値 15,922 21,507 

 

  

－  － 
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（株）アドバンテスト【連結財務諸表に関する注記事項 2006/3】 

 

アドバンテストの退職給付及び年金制度に関する前提条件等は、以下のとおりであります。 

 

測定日 

 退職給付及び年金制度の測定日は、３月31日であります。 

 

前提条件 

 
  平成17年３月31日  平成18年３月31日 

 保険数理上の前提条件－退職給付債

務 

 

 割引率 2.0% 2.0% 

 昇給率 3.1% 3.1% 

   

 保険数理上の前提条件－期間純年金

費用 

 

 割引率 2.0% 2.0% 

 年金資産長期期待収益率 3.0% 3.0% 

 昇給率 3.3% 3.1% 

 

 アドバンテストは、長期期待収益率は年金資産のポートフォリオ、過去の運用実績及び将来収益に対す

る予測等を考慮して算定しております。 

 

年金資産 

 アドバンテストの国内における年金資産のカテゴリー別の構成は以下のとおりです。 

  平成17年３月31日  平成18年３月31日 

 持分証券 63.8% 67.7% 

 債券 27.2% 22.1% 

 現金 2.2% 2.5% 

 生保一般勘定 6.8% 7.7% 

   

  100.0% 100.0% 

 

 アドバンテストは、年金給付を将来にわたり確実に行うため、必要とされる総合収益を長期的に確保す

ることを年金資産運用の基本方針としております。アドバンテストは、必要な収益を確保するため、投資

対象資産の期待収益率や収益率のリスク、また、各投資対象資産間の収益率の相関係数を考慮した上で、

将来にわたる最適な資産の組合せである政策アセットミックスを定めております。年金資産は、このア

セットミックスに基づいて持分証券及び債券に投資されます。また、政策アセットミックスは中長期的な

観点から策定し、一定期間ごとに見直しを行います。運用環境等に著しい変化があった場合など、必要に

応じて見直しを行っております。 

 

キャッシュ・フロー 

 アドバンテストは、翌連結会計年度に国内の退職給付及び年金制度に対して、2,107百万円の拠出を見込

んでおります。 

 

－  － 
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（株）アドバンテスト【連結財務諸表に関する注記事項 2006/3】 

 

予想将来給付額 

 予想将来給付額は、次のとおりであります。 

 

 ３月31日に終了する年度  単位：百万円

 
 平成19年 522 

 平成20年 459 

 平成21年 581 

 平成22年 655 

 平成23年 707 

 平成24年～平成28年 4,566 

 

－  － 
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   （株）アドバンテスト【個別財務諸表に関する注記事項 2006/3】 

 

２．個別財務諸表に関する注記事項 
 

(1)貸借対照表関係 

前事業年度 
（平成17年３月31日） 

当事業年度 
（平成18年３月31日） 

１．有形固定資産のうち担保に供している資産は次のと

おりであります。 

１．        ────── 

 
建物 199百万円

土地 193 

計 392 
  

 
 

  

  
  

上記物件に対応する債務  
  

長期借入金 23百万円
  

  
 

  
２．減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれてお

ります。 

２．減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれてお

ります。 
 
３．授権株数 普通株式 220,000,000株

発行済株式数 普通株式 99,783,385株
  

 
３．授権株数 普通株式 220,000,000株

発行済株式数 普通株式 99,783,385株
  

４．自己株式 ４．自己株式 

当社が保有する自己株式の数は、普通株式

7,359,770株であります。 

当社が保有する自己株式の数は、普通株式 

6,456,736株であります。 

５．区分掲記したもの以外で関係会社に対する資産・負

債は次のとおりであります。 

５．区分掲記したもの以外で関係会社に対する資産・負

債は次のとおりであります。 
 

売掛金 20,851百万円

短期貸付金 6,876百万円

預り金 5,560百万円

買掛金 3,065百万円

未払費用 2,439百万円
  

 
売掛金 28,663百万円

短期貸付金 5,917百万円

預り金 4,540百万円

買掛金 3,298百万円

未払費用 2,261百万円
  

６．保証債務 ６．        ────── 

下記のものに対して借入金等の保証予約を行ってお

ります。 

 

 
保証予約残高 

㈱横浜画像通信 
テクノステーション 

5百万円

  

 
 

 
  

７．配当制限 ７．配当制限 

 商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価

を付したことにより増加した純資産額は1,294百万円

であります。 

 商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価

を付したことにより増加した純資産額は2,677百万円

であります。 

－  － 
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   （株）アドバンテスト【個別財務諸表に関する注記事項 2006/3】 

 

(2)損益計算書関係 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．売上原価の他勘定振替高は、固定資産等への振替で

あります。 

１．売上原価の他勘定振替高は、固定資産等への振替で

あります。 

２．販売費及び一般管理費の内訳は次のとおりでありま

す。 

２．販売費及び一般管理費の内訳は次のとおりでありま

す。 

 (1）販売費及び一般管理費の割合  (1）販売費及び一般管理費の割合 
 

販売費 23％ 

一般管理費 77％ 
  

 
販売費 20％ 

一般管理費 80％ 
  

 (2）販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額  (2）販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額
 

研究開発費 25,683百万円

給与 3,263 

減価償却費 1,104 

製品保証引当金繰入額 4,345 

役員退職慰労引当金繰入額 248 

業務委託費 5,541 
  

 
研究開発費 26,773百万円

給与 3,195 

減価償却費 1,160 

製品保証引当金繰入額 4,877 

役員退職慰労引当金繰入額 265 

業務委託費 5,249 
  

３．研究開発費の総額 ３．研究開発費の総額 

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開

発費 

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開

発費 

25,683百万円 26,773百万円

４．雑支出のうち主なもの ４．        ────── 
 

関係会社株式評価損 484百万円
  

 
 

  
５．        ────── ５．雑収入のうち主なもの 
 

 
  

 
為替差益 696百万円

投資有価証券売却益 670 
  

６．関係会社との取引高 ６．関係会社との取引高 
 

売上高 105,138百万円

売上原価における仕入高等 49,202 

受取配当金 1,780 

受取賃貸料 1,875 
  

 
売上高 112,844百万円

売上原価における仕入高等 53,264 

受取配当金 2,417 

受取賃貸料 1,946 
  

－  － 
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   （株）アドバンテスト【個別財務諸表に関する注記事項 2006/3】 

 

(3)リース取引関係 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 
 

 
 
工具器具
備品 

 
その他 

 
合計 

取得価額 
相当額 

 
262百万円 

 
71百万円 333百万円

減価償却累計
額相当額 

 
170 

 
54 224 

期末残高 
相当額 

 
92 

 
16 109 

  

 

 
工具器具
備品 

 
その他 

 
合計 

取得価額 
相当額 

161百万円 
 
42百万円 204百万円

減価償却累計
額相当額 

118 
 
37 156 

期末残高 
相当額 

43 
 

5 48 

  
２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額 
 

１年内 62百万円

１年超 50 

合計 112 
  

 
１年内 34百万円

１年超 16 

合計 50 
  

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 
 

支払リース料 101百万円

減価償却費相当額 96 

支払利息相当額 4 
  

 
支払リース料 64百万円

減価償却費相当額 60 

支払利息相当額 2 
  

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。 

 

(4)有価証券関係 

前事業年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日）及び当事業年度（自平成17年４月１日 至平成18

年３月31日）における子会社株式で時価のあるものはありません。 

 

－  － 
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   （株）アドバンテスト【個別財務諸表に関する注記事項 2006/3】 

 

(5)税効果会計関係 

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

   （単位 百万円）

 前事業年度 

（平成17年３月31日）

  当事業年度 

（平成18年３月31日）

繰延税金資産        
棚卸資産評価損 3,992   3,167  
研究開発費 1,949   1,360  
製品保証引当金 1,751   1,965  
未払賞与 1,774   1,409  
退職給付引当金超過額 2,828   2,858  
役員退職慰労引当金 608   677  
未払事業税 492   1,343  
その他有価証券評価差額金 28   24  
減価償却超過額 346   1,006  
減損損失 907   649  
その他 519   729  
繰延税金資産 小計 15,199   15,192  
評価性引当額 △127   △363  
繰延税金資産 合計 15,072   14,829  
繰延税金負債        
その他有価証券評価差額金 △902   △1,832  
繰延税金資産の純額 14,170   12,996  

 
平成17年３月31日及び平成18年３月31日現在の繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下

の項目に含まれております。 

（単位 百万円） 

   平成17年３月31日   平成18年３月31日 

 流動資産－繰延税金資産 10,032   9,514 

 固定資産－繰延税金資産 4,137   3,482 

 
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

   （単位 ％）

  
前事業年度 

（平成17年３月31日）
 

当事業年度 

（平成18年３月31日）

法定実効税率 40.3   40.3  
（調整）        
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △1.6   △1.8  
税額控除の利用 △1.6   △4.5  
その他 0.9   0.5  
税効果会計適用後の法人税等の負担率 38.0   34.5  

 
 

－  － 
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   （株）アドバンテスト【個別財務諸表に関する注記事項 2006/3】 

 

(6)１株当たり情報 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり純資産額 1,718.95円

１株当たり当期純利益 288.68円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 287.91円
 

 

１株当たり純資産額 2,111.11円

１株当たり当期純利益 378.34円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 376.33円

  
 （注） １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであり

ます。 

  
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり当期純利益    

当期純利益 （百万円） 28,421 35,273 

普通株主に帰属しない金額 （百万円） 203 203 

 （うち利益処分による役員賞与金） （ 203） （ 203）

普通株式に係る当期純利益 （百万円） 28,218 35,070 

期中平均株式数 （千株） 97,750 92,694 

    

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益 
   

当期純利益調整額 （百万円） － － 

普通株増加数 （千株） 260 497 

 （うち新株予約権） （ 260） （ 497）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要 

新株予約権方式によるストッ

クオプション（普通株式 

7,000株） 

新株予約権方式によるストッ

クオプション（普通株式 

2,000株） 

 

 

 

－  － 
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