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見 え な い 資 産

財務諸表に載らない資産
価値創造のスパイラル

見えない資産による価値創造は、HORIBAの大きな経営テーマのひとつです。
見える資産である毎年の利益やバランスシートの状態はもちろん大切ですが、

企業文化にしっかりと根付く見えない資産を育むことが経営の本質と考えています。
経営が短期的な収益最大化に偏り、見えない資産への投資を怠っては、
持続性のある成長と、企業価値の向上は実現できないと確信しています。

人 財

組織力

ブランド

お客様

技 術

好況不況に関わらず
継続投資

「おもしろおかしく」の実践

HORIBAのおもいに集う
多様な人財

分析・計測技術への集中ニーズへの細やかな対応

企業価値
向上

見えない資産による価値創造

VALUE CREATION
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人  財 HORIBAでは従業員をかけがえのない大切な財産と考え「人財」と表現

しています。「おもしろおかしく」をベースに従業員が自己実現していくため

に、HORIBAでは5つの“おもい”を強く持ち、実践していくことを掲げてい

ます。多様な人財がこの5つの“おもい”に共感し、HORIBAに集うことが、

強い組織力の源泉となっています。

技  術 技術開発はメーカーにとって価値創造の源泉であり、生命線です。中長

期経営計画を達成するためにも、技術開発が最も重要な成長の原動力

となります。 人間に例えると、技術力はメーカーの基礎体力であり、トレー

ニングを怠るとすぐに衰え、景気回復時のダッシュ力がなくなってしまいます。

組織力 5つの事業を世界 26カ国で展開するHORIBAでは、各事業、各地域の

人財が自主的に事業を推進し、一つのHORIBAとしての求心力を持つこ

とが重要です。そのために社是「おもしろおかしく」の企業文化を組織の

隅々まで浸透させ、One Company・マトリックス経営を推進しています。

お客様 HORIBAは、お客様に高品質の製品・サービスを提供することによって、

持続可能な社会での生活の質向上に貢献します。ハードウェア（機器）だ

けでなく、ソリューションを提供することが重要と考えています。そのために、

国内外のグループ会社やサプライヤーと連携し、品質向上に取り組んで

います。

ブランド 売上高や利益などの数値目標の達成をめざすと同時に、将来の収益を生

み出す源泉であり企業の永続を約束する人財や技術力、企業文化といっ

た「見えない資産」を大事に育成することで、これらを包括する「HORIBA

ブランド」の価値を高めます。

5つの
“おもい”

誰も思いつかないことをやりたい。 　世界を舞台に仕事をしたい。 　技を究めたい。 　自分の仕事や会社を誰かに伝えたい。 　人や地球の役に立ちたい。

英語でもOmoiと表記され、世界中の従業員が価値観を共有しています。
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人 財
HORIBAは好況、不況に左右されることなく、大切な「見えない資産」である人財への投資を継続してき

ました。従業員一人ひとりがHORIBAの社是「おもしろおかしく」や企業文化「オープン＆フェア」「ベン

チャー精神」を理解し、個々の活動でそれを実践することが持続性のある企業価値創造の基礎になる

と考えています。

海外研修経験者数

204名
海外での1年間の経験を通じて国際感

覚を持った人財を養うことを目的に1984

年から海外研修制度を導入しています。

研修への応募は自ら手を挙げる公募制と

なっており、社長との面接で最終決定に

至ります。この制度ができてから2014年

までの参加者は204名となりました。

今後も従業員のチャレンジ精神を尊重し、継

続的に海外拠点に送り出すことで、異なる

文化や視点を持つ人財の育成に努めます。

海外従業員比率

58％
積極的なM&Aにより、現在ではグループ

従業員5,787名の内58％が海外従業

員となりました。（内訳：欧州31％、米州

14％、日本除くアジア13％）

これは、安価な労働力を求めて海外進出し

た結果ではなく、博士号をもつ人財など海

外の優秀な頭脳を獲得してきたことによる

ものです。

女性管理職比率

13％
2013年12月末現在のHORIBA全体に

おける女性管理職比率は13％です。堀場

製作所の女性管理職比率は5%となって

います。

グループ全体の女性従業員比率は25％

であり、女性が活躍する余地が十分にある

と考えています。HORIBAステンドグラス・

プロジェクトの推進などを通して、女性が活

躍できる環境を整えていきます。

VALUE CREATION
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さらに、従業員一人ひとりの特性を活かしながら世界を相手にビジネスを展開するためには、異なる経験や文化、視点を持った人たちが、いかに

その多様性をもって新しい価値を創造することができるかがキーとなります。2014年1月、従業員が互いの才能・個性を受け入れ、より輝きを

増す強い組織の実現に向けて継続した活動を行うために“HORIBAステンドグラス・プロジェクト”を立ち上げました。HORIBAは従業員同士の

コミュニケーションをより活発にし、新たな価値を創造し続けるためのステージを整えていきます。

経営陣との
直接対話の機会

毎月
社長をはじめ役員がホストとなり、毎月一回、

その月に誕生日を迎える従業員を招待する

誕生会を開催しています。

経営陣と従業員がFace to Face でおも

いを伝え合う場となっています。このコミュ

ニケ―ションによって経営陣と従業員との

風通しの良い雰囲気が生まれています。

FUN HOUSE利用者数

5,512名
「研修所は工場以上に価値を生み出す

場所」というおもいから研修センターFUN 

HOUSEは誕生しました。

HORIBA COLLEGEによる研修や新人

研修、ブラックジャック・プロジェクトワール

ドカップ、そして全世界のグループ会社の

マネジメントが一堂に会するグローバル

経営戦略会議の開催など、2013年は延べ

5,512名が利用。日常業務から離れた空

間で共に過ごすことで活発なコミュニケー

ションが促進されることを期待しています。

ブラックジャック・プロジェクト

672テーマ
「従業員の意識と行動の変革」を目的とし

て1997年から開始されたブラックジャック・

プロジェクト。品質や業務効率の改善か

ら、健康増進をめざす活動まで、2013年

は672のプロジェクトテーマが登録されま

した。

毎年、各国の代表テーマから最優秀賞を

決めるワールドカップを開催。経営陣に対

しおもいを披露できるコミュニケーション

の場を設けています。

グローバルでの企業文化・経験・知識

の共有にブラックジャック・プロジェクト

は大切な役割を担っています。
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技 術

基礎技術へのさらなる投資とアプリケーションへの展開を加速

基礎技術と製品化技術の開発は、分析・計測機器メーカーである

HORIBAの生命線です。売上高の7～8%を研究開発投資に

充当する方針を貫き、多くの企業が投資を削減する不況時にも投資

を行い、需要回復時に市場シェアを伸ばしてきました。 2009年度の

売上高は大きく減少しましたが、研究開発投資水準は維持しました。

HORIBAは、揺るぎない投資姿勢が将来の成長と利益率の改善に

貢献すると確信しています。研究開発投資効率を高め、高い営業

利益の実現をめざします。

研究開発費と売上高研究開発費比率
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営業利益率と売上高研究開発費比率の他社比較

営業利益率

研究開発費売上高比率

他社情報については2014年４月1日時点で公開されている各社決算資料より当社作成
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赤外線計測
気体中成分の
リアルタイム分析に
適した技術

ガス流量制御
気体の流量を測定し、
流量を瞬時に
制御する技術

粒子径分布計測
粒子径と
その粒子分布を
測定する技術

分光分析 可視光線の
分光分析技術

医　用自動車計測 環境・プロセス 科　学 半導体

HORIBAが有する
分析技術と制御技術
（売上規模の重要性から
  ピックアップ）

コア技術の製品への展開

HORIBAは、特定の分析・計測技術に絞り込んで開発資源を投入し、そのコア技術を応用展開して市場が異なる5つの事業部門の製品開

発を効率的に行っています。

VALUE CREATION



 HORIBA BIWAKO E-HARBOR
～ 次 世 代 へ“ 技 術 の 遷 宮 ”～
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HORIBAのガス計測技術は、世界トップブランドに成長したエンジン排ガス測定装置MEXAシリーズをはじめ、煙道排ガス分析装
置などの主力製品で使われています。新拠点「HORIBA BIWAKO E-HARBOR」では、開発・設計・生産を有機的に融合す
ることにより、新製品投入の迅速化や生産の効率化を図ります。2011年の組織改革時には堀場製作所の自動車計測と環境・
プロセスシステム機器部門のガス計測開発部門を統合しており、開発スピードの加速と顧客ニーズの多様化に対応します。
投資総額は、1拠点としては過去最大となる約100億円を計画。2015年秋の竣工を予定しています。

世界最強のものづくり拠点

新拠点では、営業・開発・設計・生産・サービスの一体改革を進めます。顧客ごとに異なる仕様に

対応するため、コア技術の強みをベースに専門知識とノウハウの蓄積のある日本で、設計・生産を有機

的に融合させた新生産方式を導入します。それにより、生産能力2倍・納期1/3を実現し、HORIBA

創業の地である京滋地区で競争力を強化します。

新拠点には自動車計測と環境・プロセスシステム機器部門のガス計測装置の実測試験設備も導入し、

アプリケーション開発に加え、顧客向けトレーニングやデモンストレーションを行います。また、新拠点を

滋賀県の琵琶湖湖西地域にある既存の物流拠点の敷地内に設けるため、物流コストの削減も図れます。

営業から開発、生産、メンテナンスまで、包括的なエンジニアリングサービスの提供を通じて創造力・

高品質・スピードを追求し、グローバル市場での競争力をさらに高めていきます。

次世代へ“技術の遷宮”

60年にわたり京都で育てたコア技術を、次世代を担う若手技術者の手で新拠点に移

管することでこそ、先達の知識やノウハウを分解・吸収して技術の継承と生産量の拡

大に向けた改革を進めることができます。HORIBAではこれを“技術の遷宮”と掲げ、技

術革新に向けた原動力に変えていきます。

HORIBA BIWAKO E-HARBOR完成予想イメージ

ネーミングについて
HORIBA BIWAKO E-HARBORの“E”
は、当社がこの新拠点でめざす様々な効果を
示す言葉の頭文字で、この新拠点にかける
おもいを表しています。

Engineering、Environment、
Enhancement、Energy system、
Engagement

HORIBA BIWAKO E-HARBOR
（自動車計測、環境・プロセス）

堀場製作所 京都本社

阿蘇工場 （半導体、医用）




