
社長メッセージ

代表取締役会長兼社長

長期的な
企業価値向上を
コミットします
経営者として私の重要な役割のひとつは、HORIBAの企業

価値を持続的に向上させることです。本社のある京都には、

100年以上の歴史を誇る老舗企業が多数あります。その

先達から、理念を浸透させることや好不況に左右されない

ための人財・技術への投資、ベンチャー精神による継続

的なイノベーション創出、現状に満足しないチャレンジ精神、

顧客からの信頼、そして社会との共生のために、長期的

な価値向上が大切であることなどを日々学んでいます。

私たちは、2013年に創立60年を迎えました。これを1つの

通過点と考え、さらなる企業価値の向上に取り組んでまい

ります。

持続成長と高い収益性をめざします

■売上高（左目盛）  ー営業利益率（右目盛）  ーROE※（右目盛）
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営業利益のバランス成長を図ります
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2013年度は増収増益

2013年度は、売上高1,381億円（前期比17.5%増）、営業利益

137億円（同16.9%増）、当期純利益89億円（同21.7%増）と円安

や半導体市況の回復を受け増収増益となり、当期純利益は過去

最高を更新することができました。全事業部門が増収ですが、営業利

益では市況が回復した半導体システム機器部門以外は減益となり、

課題も多いと認識しています。

半導体システム機器部門は大幅な増収増益となりました。これは、

2013年春から半導体産業の投資が増加に転じたことに加え、主力の

マスフローコントローラーの世界シェアが2012年度の43%から48%※

に上昇したことが大きな要因です。競合他社が不況を理由に投資

を絞る中、積極的な投資を続けた成果です。

自動車計測システム機器部門は増収となったものの、僅かながらの減

益となりました。世界の自動車メーカーの研究開発投資が回復基調と

なり、新製品を投入した世界シェア80%※のエンジン排ガス測定装置

やMCT（Mechatronics/自動車計測機器）ビジネスが販売を牽引し

ました。MCTビジネスは、収益性が着実に改善してきました。一方、

ITS（Intelligent Transport Systems/自動車運行管理システム）

ビジネスへの開発投資の増加などにより、自動車計測システム機器

部門全体での収益性は低下しました。

科学と環境・プロセスおよび医用システム機器部門においては、円安

により売上高は増加したものの、欧州の政情不安や景気低迷、各国で

の政府関連予算の削減などによる需要停滞が見られ減益となりました。
※当社推定

中長期経営計画は、売上高が1年早く達成、
収益性改善が課題

2015年度を目標年度とした中長期経営計画において、売上高目標

である1,500億円は1年早く2014年度に達成できると予想しています。

営業利益も過去最高水準に近づいてきましたが、2015年度に200

億円という目標については、ハードルがやや高くなってきました。2013

年度の全社の営業利益率は9.9%とほぼ前年並みとなりましたが、

中長期経営計画目標の13%は下回っており、収益性の改善が課題

だと考えています。数値目標達成のために投資を控え利益に回す選

択肢もありますが、成長力を持続的に向上させることを念頭に投資を

継続させたいと思っています。

中長期経営計画[2011-2015]の
重点施策

売上高
1,500億円

2013年度実績
1,381億円

営業利益率
13％以上
2013年度実績

9.9％

ROE※

11％以上
2013年度実績

8.4％ ※ROE：自己資本当期純利益率

高収益事業への集中投資
医用システム機器部門での投資継続と着実な成長

「技術開発」主導から
「顧客視点・ビジネスモデル」主導への変革

MCTビジネスの組織改編による事業拡大と収益性改善
顧客視点に立ったソリューション提案の実施によるシェア拡大
→Total Solutionによるアプリケーション展開（自動車計測システム機器部門）
→北米でのプロセス計測設備ビジネス買収によるサービス展開（環境・プロセスシステム機器部門）

One Company・マトリックス経営の完成
組織改編により米州One Companyの完成、欧州・アジアへの展開

グローバルな開発・生産体制の整備加速
医用システム機器部門での試薬工場開設加速
→グローバルな安定供給体制の確立

東南アジアでの販売サポート体制整備
共通基幹業務システムのグローバル展開を加速

数 値 目 標

高成長・高収益が期待される医用システム機器部門では、「集中

投資」を進めていますが、需要が拡大しているBRICs地域において、

試薬生産拠点への投資を拡充しています。また、製品開発の中心と

なるフランスと成長機会の大きい北米において、製品の早期投入と

意思決定のスピードアップを図るため、事業部門の体制を刷新しました。

開発における連携強化や、フランスの基礎技術と日本の生産技術を

融合した新製品の市場投入も計画中です。ただ、これらの種が実を

結び収穫できるようになるには、ある程度の時間が必要です。

自動車計測システム機器部門では、2012年に発表した17年ぶりとな

るエンジン排ガス測定装置の最新鋭機 M
メ ク サ

EXA-O
ワ ン

NEのラインアップ

を拡充し、回復基調にある自動車産業の需要取り込みを加速させてい

ます。当部門の売上高は計画より2年早い2013年度に目標を達成し、

営業利益も一年早い2014年度に目標達成を予想しています。

半導体システム機器部門においては、2012年から2013年にかけて投入

した新製品が高評価を受け、需要が増加するアジアでの販売増と市場シ

ェア拡大につながりました。需要減退期でも新製品開発を継続できる

HORIBAの強みを活かし、精度や納期に対するお客様のご要望にも十

分応えられる体制を確立・維持させ、収益増へつなげていきます。

環境・プロセスシステム機器部門では、2013年3月に買収した石油精

製プロセスでの計測ビジネスの販売は堅調に推移しています。シェール

ガス・オイルの需要拡大が顕著な米国テキサス州において、石油・

化学産業向けのビジネスを拡大しています。

科学システム機器部門においては、2014年2月に米国を本拠地と

するP
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echnology I
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nternational社から蛍光分光分析ビジ

ネスを買収し、HORIBAが持つ技術とのシナジーを発揮し、iPS細胞研

究などに代表される再生医療分野や創薬分野での販売増をめざします。

現中長期経営計画内での収益改善へ向けたこうした取り組みに加え、

次の中長期経営計画でも収益体質をさらに強化させるために、

「H
ホ リ バ

ORIBA B
ビ ワ コ

IWAKO E
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-
ー
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ARBOR」の建築に着工しました。自動

車計測と環境・プロセスシステム機器部門のガス計測分野を移管し、

開発・設計・生産を有機的に融合することで、新製品投入を加速し、

生産の効率化を図ります。同時に、専門知識と蓄積されたノウハウを

活かした「日本でしかできないものづくり」の新拠点として、次世代へ

の技術伝承も果たしながら、コア技術のさらなる革新を進めます（P32

にも詳しく説明しています）。
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HORIBAでは、いくつかの経済危機を乗り越える中で学んだ「変える

こと」と「変えないこと」を明確にした経営を進めています。現在取り

組んでいる「変えること」の大きなテーマは、「経営のバランス」です。

事業、地域、取引通貨などの分散化により、ある事業・地域が不況に

陥った場合でも、将来に向けた投資が継続できる体制になりつつあり

ます。市況の浮き沈みが激しい半導体システム機器部門の世界シェ

ア上昇が好例です。

一方、「変えないこと」は、人財や技術といった「見えない資産（財務

諸表に載らない資産）」への投資を継続することです。こうした投資の

継続は、需要回復期におけるシェア拡大の原動力となり、これまでの

結果でもそれは証明されています。新卒学生の秋季採用制の併用

や外国人留学生の継続的な採用、人財育成を目的とした「H
ホ リ バ

ORIBA 

C
カ レ ッ ジ

OLLEGE」の講座数増加など、多様な人財を確保・教育するため

に様々な工夫を重ねてきました。また、2014年からは「HORIBA

ステンドグラス・プロジェクト」と題し、多様な人財が個性を輝かせる

ことができる環境を整え、さらなるダイバーシティの強化へ向けた取り

組みもスタートしました。

ユニークな企業文化で真のグローバル企業をめざす

HORIBAが買収してきた会社は、優れた技術、人財、歴史を誇り、

世界から尊敬される会社ばかりです。これらの会社がHORIBAと共

に成長しているのは、新たに仲間となった人々が、“おもい”を共通に

することができる社是「おもしろおかしく」に象徴されるユニークな企

業文化を深く理解し、また、こうした理念を大切にした経営を

HORIBAが一貫して行ってきたことによるものだと確信しています。

2004年に「HORIBA Group is One Company.」を提唱し、

社名やブランドの統一、グループ会社間の人財交流の活発化、セグ

メント・マトリックス経営の導入など、制度やシステムの変更を進めま

した。同時に、経営陣と従業員の風通しを良くするため、各地での誕

生会の実施やグローバルでのFace to Faceのコミュニケーション

の機会を積極的に設けています。こうした企業文化が、人財、技術

という「見えない資産」を培い、最終的に「製品、サービス」として目に

見える形でお客様のもとにお届けすることで、いまの企業価値を創

造することができました。私たちが行う事業活動のすべてが快適で

人財と技術に継続的に投資

経営体制の変革

■ 社名変更・ブランドの統一
■ マトリックス経営の導入
■ 米州・欧州グループ会社再編、開発拠点整備
■ シェアドサービス※1導入（米国、日本、英国）
■ 本社機能の強化
■ ブラックジャック・プロジェクト※2のグローバル展開
■「HORIBA COLLEGE」開校

■ シェアドサービス拡大（欧州、アジア）
■ ERP（基幹業務システム）のグループ展開完成
　（2014年に欧州での導入実施）

現在までの取り組み 今後の取り組み

※1 特定業務を複数部門で共有化、集中化することで、会社全体
やグループ全体の生産性を高めコスト削減につなげるもの

※2 活動の詳細は30ページで紹介
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01 代表取締役副会長
石田 耕三

02 代表取締役会長兼社長
堀場 厚

03 取締役副社長  経営戦略本部長
齊藤 壽一

04 常務執行役員  財務本部長
橘川 温

05 取締役  開発本部長
ホリバ・ジョバンイボン社（仏）社長
足立 正之

06 専務執行役員
ホリバ・インターナショナル社（米）会長兼社長
ホリバABX社（仏）社長

Jai Hakhu

07 常務執行役員  営業本部長
ホリバ・コリア社社長
長野 隆史

持続可能な社会の実現に貢献していることこそが、私たちの誇りで

あり、私たちのCSRの基本的な考え方でもあります。

HORIBAは、単に世界でビジネスを行うインターナショナルな日本

企業ではなく、それぞれの国や地域の多様な文化・習慣・価値観

などを理解し、現地従業員と共にその地に根ざしたビジネスを行う、

真のグローバル企業をめざしています。国際連合が提唱する人権・

労働基準・環境・腐敗防止に関する普遍的原則である「国連グロー

バル・コンパクト」にも署名し、世界基準の視点でモニタリングしてい

ます。

これらの取り組みと、持続的な利益成長により、真のグローバル企業

として、世界の投資家からも適正な市場評価をいただけるものと確信

しています。

2014年度は増配を予想

オーナー（株主）※の皆様への還元として、上場以来続けてきた個別

純利益を基準とした配当政策を、連結純利益を基準とした配当政

策に変更したことにより、2013年度には過去最高となる一株当た

り60円の配当を実施しました（2012年度は記念配当10円を含め

て一株当たり50円）。2014年度の配当につきましては、現時点

では、連結当期純利益予想の90億円を基準に一株当たり64円の

配当を予想しています。

HORIBAは、今後とも分析・計測技術を追及し、エネルギー・環境

問題の克服を通じて社会に貢献するとともに、人々に健康で安全な

毎日を届けるために多様な製品、サービスの提供を続けていきます。

経営環境が良い時もそれに安住せず、不透明な時も状況を見極め

果敢に行動を起こすことでリスクをチャンスに変える経営を進めてい

きます。ステークホルダーの皆様におかれましては、HORIBAの経営

に対する考え方をご理解いただき、末永くご支援くださいますようお

願い申しあげます。

2014年4月

代表取締役会長兼社長　堀場 厚

※HORIBAでは、株主を「オーナー」と呼び、重要なステークホルダーとして位置付けています。

経営体制の変革

■ 社名変更・ブランドの統一
■ マトリックス経営の導入
■ 米州・欧州グループ会社再編、開発拠点整備
■ シェアドサービス※1導入（米国、日本、英国）
■ 本社機能の強化
■ ブラックジャック・プロジェクト※2のグローバル展開
■「HORIBA COLLEGE」開校

■ シェアドサービス拡大（欧州、アジア）
■ ERP（基幹業務システム）のグループ展開完成
　（2014年に欧州での導入実施）

現在までの取り組み 今後の取り組み

※1 特定業務を複数部門で共有化、集中化することで、会社全体
やグループ全体の生産性を高めコスト削減につなげるもの

※2 活動の詳細は30ページで紹介
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