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平成 19 年３月期  個別中間財務諸表の概要          平成 18 年 10 月 27 日 
上 場 会 社 名        株式会社アドバンテスト                    上場取引所 東京 
コ ー ド 番 号         6857                                        本社所在都道府県 東京都 
（ＵＲＬ  http://www.advantest.co.jp/investors/ ） 
代  表  者 役職名 代表取締役兼執行役員社長  氏名 丸山 利雄 
問合せ先責任者 役職名 執行役員管理本部副本部長  氏名 中村 弘志  ＴＥＬ (03)3214－7500 
中間決算取締役会開催日 平成 18 年 10 月 27 日        配当支払開始日 平成 18 年 12 月１日 
単元株制度採用の有無            有(１単元  100 株) 
１． 18 年９月中間期の業績(平成 18 年４月１日～平成 18 年９月 30 日) 
(1) 経営成績 
 売 上 高     営業利益 経常利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 
18 年９月中間期 
17 年９月中間期 

99,562     △1.9
101,484   △16.2

21,465    1.4
21,161   △25.3

24,293   △1.2
24,589    △18.5

18 年３月期 217,688           49,746           53,878           
 
 

中間(当期)純利益 １株当たり中間 
(当期)純利益 

 百万円    ％ 円   銭 
18 年９月中間期 
17 年９月中間期 

16,707       1.1 
16,524  △11.6 

178.78 
178.72 

18 年３月期 35,273      378.34 

 
 
 

 (注)①期中平均株式数   18 年９月中間期 93,455,857 株  17 年９月中間期 92,458,229 株 
      18 年３月期     92,694,513 株 

     ②会計処理の方法の変更   無 
      ③売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 

(2)財政状態 
 総 資 産     純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円   銭

18 年９月中間期 
17 年９月中間期 

266,206 
255,783 

211,459
173,999

79.2 
68.0 

2,253.49
1,880.38

18 年３月期 274,538 197,226 71.8 2,111.11
(注)①期末発行済株式数 18 年９月中間期 93,548,981 株  17 年９月中間期  92,534,082 株 

  18 年３月期   93,326,649 株 
②期末自己株式数  18 年９月中間期  6,234,404 株  17 年９月中間期  7,249,303 株 

18 年３月期    6,456,736 株 

 
２．19 年３月期の業績予想(平成 18 年４月１日～平成 19 年３月 31 日) 

 売 上 高     経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

通   期 215,000 49,000 33,000

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)  176 円 38 銭 

   ※１株当たりの予想当期純利益（通期）は、株式分割後の発行済株式数により算出しております。 

 
３．配当状況 
 
・現金配当 

1 株当たり配当金（円）  
 

 中間期末 期末 年間 
18 年３月期 25.00 45.00 70.00 
19 年３月期（実績） 35.00 ―  
19 年３月期（予想） ― 17.50 52.50 
  ※平成 18 年７月 26 日開催の取締役会決議により、平成 18 年９月 30 日現在の株主に対し平成 18 年 10 月１日を

もって、普通株式１株につき２株の割合で株式分割しております。株式分割前の期末配当金は１株当たり 35 円、
年間配当金は 70 円に相当します。 

 
（注）決算短信上、百万円未満は切捨てで表示しております。 
   上記の予想の前提条件その他の関連する事項につきましては、添付資料の「通期の見通し」をご参照下さい。 

AT045567
画像
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【中間財務諸表等】

　　【中間貸借対照表】

前中間会計期間末 当中間会計期間末 前事業年度の要約貸借対照表

(平成17年９月30日) (平成18年９月30日） (平成18年３月31日）

区　　分 注記
番号

構成比
（％）

構成比
（％）

構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 78,440 88,398 86,669

２．受取手形 ※３ 3,929 844 1,001

３．売掛金 62,322 67,352 71,892

４．棚卸資産 21,861 19,721 21,607

５．未収入金 1,613 1,089 1,962

６．繰延税金資産 9,510 8,331 9,514

７．その他 7,048 6,852 7,224

８．貸倒引当金 △0 － －

流動資産合計 184,726 72.2 192,591 72.3 199,872 72.8

Ⅱ　固定資産

(1)有形固定資産 ※1,2

１．建物 14,869 13,740 14,163

２．土地 18,108 17,915 17,915

３．その他 6,163 6,239 6,702

有形固定資産合計 39,141 15.3 37,894 14.2 38,781 14.1

(2)無形固定資産 1,286 0.5 1,343 0.5 1,233 0.5

(3)投資その他の資産

１．関係会社株式 16,470 16,470 16,470

２．繰延税金資産 3,679 4,124 3,482

３．その他 10,479 13,781 14,698

投資その他の資産合計 30,629 12.0 34,376 13.0 34,650 12.6

固定資産合計 71,057 27.8 73,615 27.7 74,665 27.2

資産合計 255,783 100.0 266,206 100.0 274,538 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 27,718 21,049 30,476

２．１年以内償還社債 20,000 － －

３．未払法人税等 7,021 6,910 16,315

４．製品保証引当金 4,435 4,395 4,877

５．役員賞与引当金 － 104 －

６．その他 ※２ 13,137 13,625 16,451

流動負債合計 72,311 28.3 46,085 17.3 68,120 24.8

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 ※２ 15 5 10

２．退職給付引当金 7,043 6,359 6,970

３．役員退職慰労引当金 1,523 － 1,681

４．その他 890 2,296 529

固定負債合計 9,472 3.7 8,661 3.3 9,191 3.4

負債合計 81,783 32.0 54,746 20.6 77,311 28.2

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

- 23 -



（株）アドバンテスト【個別　2006/9】

前中間会計期間末 当中間会計期間末 前事業年度の要約貸借対照表
(平成17年９月30日) (平成18年９月30日） (平成18年３月31日）

区　　分 注記
番号

構成比
（％）

構成比
（％）

構成比
（％）

（資本の部）

Ⅰ　資本金 32,362 12.7 － － 32,362 11.8

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 32,973 － 32,973

資本剰余金合計 32,973 12.9 － － 32,973 12.0

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 3,083 － 3,083

２．任意積立金 148,942 － 148,942

３．中間(当期)未処分利益 20,338 － 35,204

利益剰余金合計 172,363 67.4 － － 187,229 68.2

Ⅳ　その他有価証券評価差額金 1,426 0.5 － － 2,677 0.9

Ⅴ　自己株式 △ 65,126 △ 25.5 － － △ 58,017 △ 21.1

資本合計 173,999 68.0 － － 197,226 71.8

負債・資本合計 255,783 100.0 － － 274,538 100.0

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１．資本金 － － 32,362 12.2 － －

２．資本剰余金

(1)資本準備金 － 32,973 －

資本剰余金合計 － － 32,973 12.4 － －

３．利益剰余金

(1)利益準備金 － 3,083 －

(2)その他利益剰余金

　海外投資等損失積立金 － 27,062 －

　別途積立金 － 146,880 －

　繰越利益剰余金 － 22,197 －

利益剰余金合計 － － 199,222 74.8 － －

４．自己株式 － － △ 56,024 △ 21.1 － －

株主資本合計 － － 208,534 78.3 － －

Ⅱ　評価・換算差額等

１．その他有価証券差額金 － 2,277 －

評価差額・換算差額等合計 － － 2,277 0.9 － －

Ⅲ　新株予約権 － － 648 0.2 － －

純資産合計 － － 211,459 79.4 － －

負債純資産合計 － － 266,206 100.0 － －

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）
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　　【中間損益計算書】

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度の要約損益計算書
（自 平成17年４月 １日 （自 平成18年４月 １日 （自 平成17年４月 １日

    至 平成17年９月30日）     至 平成18年９月30日）     至 平成18年３月31日）

区　　分 注記
番号 金額（百万円） 百分比

（％） 金額（百万円） 百分比
（％） 金額（百万円） 百分比

（％）

Ⅰ　売上高 101,484 100.0 99,562 100.0 217,688 100.0

Ⅱ　売上原価 53,972 53.2 50,768 51.0 113,606 52.2

売上総利益 47,512 46.8 48,793 49.0 104,082 47.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費 26,350 25.9 27,328 27.4 54,335 25.0

営業利益 21,161 20.9 21,465 21.6 49,746 22.8

Ⅳ　営業外収益 ※１ 4,769 4.6 3,852 3.8 6,433 3.0

Ⅴ　営業外費用 ※２ 1,341 1.3 1,024 1.0 2,301 1.0

経常利益 24,589 24.2 24,293 24.4 53,878 24.8

税引前中間(当期)純利益 24,589 24.2 24,293 24.4 53,878 24.8

法人税、住民税及び事業税 7,173 6,774 18,364

法人税等調整額 891 8,065 7.9 810 7,585 7.6 239 18,604 8.6

中間(当期)純利益 16,524 16.3 16,707 16.8 35,273 16.2

前期繰越利益 4,024 － 4,024

自己株式処分差損 210 － 1,780

中間配当額 － － 2,313

中間(当期)未処分利益 20,338 － 35,204
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　　【中間株主資本等変動計算書】
 　　　当中間会計期間 （自 平成18年４月１日　至 平成18年９月30日）

評価･換算
差額等

資本剰余金 新株 純資産

予約権 合計
海外投資等
損失積立金

別途
積立金

繰越利益剰
余金

平成18年３月31日　残高
（百万円）

中間会計期間中の変動額                       

別途積立金の積立て(注）         25,000 △ 25,000   －     －

役員賞与(注）           △ 203   △ 203     △ 203

剰余金の配当(注）           △ 4,199   △ 4,199     △ 4,199

中間純利益           16,707   16,707     16,707

自己株式の取得             △ 18 △ 18     △ 18

自己株式の処分           △ 312 2,010 1,698     1,698

              － △ 400 648 247

中間会計期間中の変動額合計
（百万円）

平成18年９月30日　残高
（百万円）

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。

株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額）

その他
有価証券

評価
差額金

利益剰余金

その他利益剰余金

32,362 32,973 3,083 27,062 121,880 35,204

株主資本

株主資本
合計自己株式利益

準備金
資本

準備金
資本金

△ 58,017 194,548 2,677

146,880 22,197 △ 56,024 208,534 2,277

25,000 △ 13,007

32,362 32,973 3,083 27,062 648 211,459

－ 197,226

14,233
        

1,992 13,985 △ 400 648
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１．資産の評価基準及び評価方法 １．資産の評価基準及び評価方法 １．資産の評価基準及び評価方法 

(1）有価証券 (1）有価証券 (1）有価証券 

子会社株式 子会社株式 子会社株式 

移動平均法による原価法       同左       同左 

その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 

中間決算日の市場価格に基

づく時価法（評価差額は全

部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定） 

  中間決算日の市場価格に基

づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定） 

決算日の市場価格に基づく

時価法（評価差額は全部資

本直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により

算定） 

時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

移動平均法による原価法       同左       同左 

(2）デリバティブ (2）デリバティブ (2）デリバティブ 

時価法       同左       同左 

(3）棚卸資産 (3）棚卸資産 (3）棚卸資産 

製品……総平均法による原価法 

原材料…総平均法による低価法 

仕掛品…総平均法による原価法 

貯蔵品…個別法による原価法 

      同左       同左 

２．固定資産の減価償却の方法 ２．固定資産の減価償却の方法 ２．固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産 

…………定率法 

 ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（建物附属設

備は除く）については、定額法

を採用しております。 

同左 

 

同左 

 

(2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

…………定額法 

 ただし、ソフトウェア（自社

利用）については、社内におけ

る見込利用可能期間（５年）に

基づく定額法を採用しておりま

す。 

同左 同左 

３．引当金の計上基準 ３．引当金の計上基準 ３．引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 

 売掛債権、貸付金等の貸倒損

失に備えるため一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権については

個別に回収可能性を検討し、回

収不能見込額を計上しておりま

す。 

同左  同左 

 



                                               

 

（株）アドバンテスト【個別 2006/9】    

- 28 - 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(2）製品保証引当金 (2）製品保証引当金 (2）製品保証引当金 

 無償保証期間中の修理費用を

その発生した期間に正しく割り

当てられるように処理するた

め、過年度の売上高に対して発

生した次年度の修理費用の発生

率を基礎として、今後１年間に

発生する見積額を計上しており

ます。 

同左  無償保証期間中の修理費用を

その発生した期間に正しく割り

当てられるように処理するた

め、過年度の売上高に対して発

生した次年度の修理費用の発生

率を基礎として、翌事業年度に

発生する見積額を計上しており

ます。 

(3)   ──────── (3) 役員賞与引当金 (3)   ──────── 

     役員賞与の支出に備えて、当

事業年度における支給見込額の

当中間会計期間負担額を計上し

ております。 

（会計方針の変更） 

  当中間会計期間より、「役員

賞与に関する会計基準」（企業

会計基準第４号 平成17年11月

29日）を適用しております。 

  これにより営業利益、経常利

益及び税引前中間純利益は、そ

れぞれ104百万円減少しており

ます。 

 

(4) 退職給付引当金 (4) 退職給付引当金 (4) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期間末に

おいて発生していると認められ

る額を計上しております。 

 過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（17年）による

定額法により按分した額を費用

処理することとしております。 

 数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の

年数（17年）による定額法によ

り按分した額を、それぞれ発生

の翌事業年度から費用処理する

こととしております。 

同左  従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき計上しております。 

 過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（17年）による

定額法により按分した額を費用

処理することとしております。

 数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の

年数（17年）による定額法によ

り按分した額を、それぞれ発生

の翌事業年度から費用処理する

こととしております。 
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前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(5) 役員退職慰労引当金 (5) 役員退職慰労引当金 (5) 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支払に備

えるため、役員退職慰労金支給

規定に基づき中間期末要支給額

の全額を計上しております。 

 役員の退職慰労金の支払に備

えるため、役員退職慰労金支給

規定に基づき中間期末要支給額

の全額を計上しておりました

が、平成18年６月27日開催の定

時株主総会終結の時をもって廃

止いたしました。これに伴い、

これまでの在任期間に応じた退

職慰労金の打ち切り支給を同株

主総会にて決議いたしました。

 なお、支給対象期間に係る役

員退職慰労金所要額1,460百万

円については、固定負債の

「４．その他」に計上しており

ます。 

 役員の退職慰労金の支払に備

えるため、役員退職慰労金支給

規定に基づき期末要支給額の全

額を計上しております。 

４．リース取引の処理方法 ４．リース取引の処理方法 ４．リース取引の処理方法 

 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・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理によっており

ます。 

同左 同左 

５．ヘッジ会計の方法 ５．ヘッジ会計の方法 ５．ヘッジ会計の方法 

該当事項はありません。 同左 同左 

６．その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

６．その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

６．その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は、税

抜方式によっております。 

同左 同左 
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会計方針の変更 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

──────── (貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準)  

 当中間会計期間より、「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」（企業会計基準第５号 

平成17年12月９日）及び「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針」（企業会

計基準適用指針第８号 平成17年

12月９日）を適用しております。 

 これまでの資本の部の合計に相

当する金額は210,811百万円であり

ます。 

 なお、当中間会計期間における

中間貸借対照表の純資産の部につ

いては、中間財務諸表等規則の改

正に伴い、改正後の中間財務諸表

等規則により作成しております。 

──────── 

──────── (ストック・オプション等に関する

会計基準)  

 当中間会計期間より、「ストッ

ク・オプション等に関する会計基

準」（企業会計基準第８号 平成

17年12月27日）及び「ストック・

オプション等に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指

針第11号 平成18年５月31日）を

適用しております。 

 これにより営業利益、経常利益

及び税引前中間純利益は、それぞ

れ648百万円減少しております。 

──────── 

 

表示方法の変更 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

(中間貸借対照表) 

「１年以内償還社債」は、前中間期まで、流動負債

の「その他」に含めて表示しておりましたが、当中間

期末において負債及び資本の合計額の100分の５を超

えたため区分掲記しております。 

なお、前中間期末の「１年以内償還社債」の金額は

4,500百万円であります。 

──────── 
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　 注記事項

　（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末 当中間会計期間末 前事業年度末

(平成17年９月30日) (平成18年９月30日） (平成18年３月31日）

 ※１．有形固定資産の減価償却累計額  ※１．有形固定資産の減価償却累計額  ※１．有形固定資産の減価償却累計額

55,702 百万円 57,705 百万円 57,375 百万円

 ※２．担保に供している資産  ※２.    ___________________  ※２．    ___________________

建物 194 百万円

土地 193

　計 387

　　　上記物件に対応する債務

長期借入金 16 百万円

 ※３.    ___________________  ※３．中間期末日満期手形の会計処理  ※３.    ___________________

　　　 中間期末日満期手形の会計処理

　　　 は、手形交換日をもって決済処

　　　 理しております。なお、当中間

　　　 会計期間の末日は金融機関の休

　　　 日であったため、次の中間期末

　　　 日満期手形が、中間期末残高に

　　 　含まれております。

受取手形 61 百万円

　 ４．保証債務  　４．    ___________________  　４．    ___________________

　　　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

(株)横浜画像通信
テクノステー 2 百万円
ション

　（中間損益計算書関係）

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度
 (自 平成17年４月１日  (自 平成18年４月１日  (自 平成17年４月１日

    至 平成17年９月30日）     至 平成18年９月30日）     至 平成18年３月31日）

 ※１．営業外収益のうち重要なもの  ※１．営業外収益のうち重要なもの  ※１．営業外収益のうち重要なもの

　　　 受取利息 63 百万円 　　 　受取利息 116 百万円 　　　 受取利息 139 百万円

　　 　受取配当金 2,457 　　　 受取配当金 2,533 　　　 受取配当金 2,465

　　 　受取賃貸料 1,005 　　　 受取賃貸料 1,003 　　 　受取賃貸料 2,085

 ※２．営業外費用のうち重要なもの  ※２．営業外費用のうち重要なもの  ※２．営業外費用のうち重要なもの

　　　 支払利息 202 百万円 　　　 支払利息 9 百万円 　　 　支払利息 288 百万円

　　 　貸与設備関連費用 750 　　　 貸与設備関連費用 749 　　 　貸与設備関連費用 1,598

 　３．減価償却実施額  　３．減価償却実施額  　３．減価償却実施額

　　　 有形固定資産 1,604 百万円 　　　 有形固定資産 1,617 百万円 　　　 有形固定資産 3,477 百万円

　　　 無形固定資産 319 　　　 無形固定資産 270 　　　 無形固定資産 599
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　（中間株主資本等変動計算書関係）

　当中間会計期間 （自 平成18年４月１日　至 平成18年９月30日）

　　自己株式の種類及び株式数に関する事項

 普通株式　　（注）

　　　　合計

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加１千株は、単元未満株式の買取によるものであり、減少223千株は、

　　　主にストックオプション行使によるものであります。

　（有価証券関係）

　　前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

当中間会計期間
減少株式数
（千株）

当中間会計
期間末株式数

（千株）

当中間会計期間
増加株式数
（千株）

223 6,234

223 6,234

前事業年度末
株式数

（千株）

6,456

6,456

1

1
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重要な後発事象 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

────────  平成18年７月26日開催の当社取締役

会の決議に基づき、次のように株式分

割による新株式を発行しております。 

１．平成18年10月１日をもって普通株

式１株につき２株に分割します。 

(1) 分割により増加する株式数 

普通株式  99,783,385株 

(2) 分割方法 

平成18年９月30日最終の株主名

簿及び実質株主名簿に記載又は記

録された株主の所有株式数を、１

株につき２株の割合をもって分割

します。 

 ２．当該株式分割が前期首に行われた

と仮定した場合の前中間会計期間及

び前事業年度における１株当たり情

報並びに当期首に行われたと仮定し

た場合の当中間会計期間における１

株当たり情報は、それぞれ以下のと

おりとなります。 

前中間会計

期間 

当中間会計

期間 

前事業年度

１株当たり

純資産額 

１株当たり

純資産額 

１株当たり

純資産額 

940.19円 1,126.74円 1,055.55円

   

１株当たり

中間純利益

１株当たり

中間純利益

１株当たり

当期純利益

89.36円 89.39円 189.17円

   

潜在株式調

整後１株当

たり中間純

利益 

潜在株式調

整後１株当

たり中間純

利益 

潜在株式調

整後１株当

たり当期純

利益 

89.05円 88.80円 188.16円

 

──────── 

 



平成１８年１０月２７日

株式会社アドバンテスト

 １. 受注・受注残
上段は当初（平成18年４月26日発表）の業績予想値であります。 （単位：億円）

上期 下期 年度 下期

前年度上期比 前年度下期比 前年度比
増減率（％） 増減率（％） 増減率（％）

1,320 2,700 4.1
受 注 高 1,216 1,378 2,594 1,152 △ 5.2 △ 16.4 1,298 2,450 △ 5.6

471 501 11.1

受 注 残 540 451 451 398 △ 26.4 △ 11.7 351 351 △ 22.2

 ２. 損益
上段は当初（平成18年４月26日発表）の業績予想値であります。 （単位：億円）

上期 下期 年度 下期

前年度上期比 前年度下期比 前年度比
増減率（％） 増減率（％） 増減率（％）

1,300 2,650 4.4
売 上 高 1,071 1,468 2,539 1,205 12.5 △ 17.9 1,345 2,550 0.4

340 700 8.6

営 業 利 益 227 418 645 322 42.1 △ 23.0 328 650 0.8
( 売 上 高 比 率 ) (21.2%) (28.5%) (25.4%) (26.7%) (24.4%) (25.5%)

350 720 6.7

税 引 前 当 期 純 利 益 245 430 675 340 38.6 △ 21.0 340 680 0.8
( 売 上 高 比 率 ) (22.9%) (29.3%) (26.6%) (28.2%) (25.3%) (26.7%)

210 440 6.3

当 期 純 利 益 146 268 414 222 51.9 △ 17.0 208 430 3.9
( 売 上 高 比 率 ) (13.6%) (18.2%) (16.3%) (18.4%) (15.5%) (16.9%)

（単位：円）

235.73 5.6
１株当たり当期純利益 79.03 -           223.17 118.79 50.3 -           -           229.83 3.0

注）平成18年７月26日開催の取締役会決議により、平成18年９月30日現在の株主に対し、平成18年10月１日をもって、普通株式１株につき２株
  の割合で株式分割を実施しております。 なお、１株当たり当期純利益は、当該株式分割後の発行済株式により算出しております。   
    

平成１７年度（2005年度）

上期 年度

平成１８年度（2006年度）

予想

平成１７年度（2005年度） 平成１８年度（2006年度）

実績 実績 実績 実績

平成１９年３月期　中間決算（連結）の概要

上期 年度

実績 実績 実績 実績 予想 予想

予想


