
コーポレートガバナンスの考え方
日本でコーポレートガバナンスという概念がまだクローズアップされていなかった1950年代から、HORIBAは以下のような施策を実行しています。

社外取締役と社外監査役の選任
社内の内向きの論理に偏る経営を避けるため、1953年の会社設立時から社外取締役と社外監査役を選任しています。社外役員の選任は
日本企業の中でも早く、その方針を現在まで継続しています。
なお、現在選任している社外取締役1名と社外監査役2名については、東京証券取引所が定める社外取締役と社外監査役の独立性に
関する判断基準等を参考に、現職及び過去の経歴において、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、独立性が保たれていることから、
独立役員として指定しています。

利益成長に連動した株主還元の実施
日本の上場企業では最も早く、東京証券取引所第二部に上場した1974年から配当性向をベースとした株主配当を継続してきました。
2013年からは、連結業績とより直接的に連動した株主還元を実施するため、個別純利益の 30%を基準とした配当方針から、配当金と自社
株買いを含めた株主総還元額が連結純利益の30％を目処とする方針に変更しました。

開かれた株主総会
1971年の大阪証券取引所第二部上場以来、多くのオーナー（株主）にご出席いただきたいという考えから、オーナーの皆様が参加しやすい
土曜日に開催しています。また、株主総会終了後に役員との株主懇親会も開催しています。

執行役員制度の活用
取締役会の形骸化を防ぎ、より活発な議論を推進するため、2005年に取締役の数を5名まで減らしました。2014年3月から経営体制の
強化を図るため一名増員し、2014年4月現在、6名の取締役にて経営のかじ取りをしています。一方、取締役会による意思決定の迅速化と
監督機能の強化を図るため、1998年から執行役員制度を導入しています。現在では、2010年に迎え入れ米国拠点の責任者として手腕を
振るうジャイ・ハクを含む16名の執行役員により経営を推進しています。

堀場製作所創業以来初めての女性執行役員が誕生しました。
堀場製作所の人事部長として多くの先進的な人事制度や教育の仕組みづくり
に尽力し、2009年に開校したHORIBA COLLEGEの学長も務めています。
2014年から新しく立ち上げたHORIBAステンドグラス・プロジェクトでは、アドバ
イザーの立場で活動を支援しています。
一方、教育機関や行政の諮問委員会・審議会において、民間企業の視点での
意見を発信するなど、幅広い活動をしています。
人財育成とCSR推進やコミュニケーション向上の面から、さらなる活躍が期待さ
れています。

1997年 2014年
取締役：9名
（うち社外2名）

取締役：6名（うち社外1名）

執行役員：16名（うち外国人1名）

初の女性役員誕生

1978年 株式会社ホリバコミュニティ（堀場製作所の福利
厚生業務を一括担当する会社）に入社。1980年 堀場製
作所へ転籍。2001年 人事教育部長、2014年 ジュニア
コーポレートオフィサー（理事）就任、管理本部HORIBA 
COLLEGE学長兼CSR担当。

ジュニアコーポレートオフィサー（理事）

野崎 治子

コーポレートガバナンス
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コーポレートガバナンス体制図

取締役会（取締役） 監査役会（監査役） 会計監査人

代表取締役社長

コーポレートオフィサー
部門長

委員会等※1

内部統制推進委員会

HORIBAグループCSR推進委員会 HORIBA CSR推進委員会※2 コンプライアンス委員会

常勤取締役会
オペレーション会議
経営会議 等

業　務　執　行 モニタリング

内　部　統　制

株　主　総　会

法定、輸出、法務、固定資産、
公的補助金、子会社管理等 監査

おもしろおかしく・オープン&フェア　　　HORIBAコーポレートフィロソフィ・倫理綱領

内部監査部門
（グループ経営監査室）

IMS統合マネジメントシステム
（品質･環境･労働安全衛生･事業継続）

選任／解任

連携

選任／解任

監査・モニタリング

監査・モニタリング 会計監査

監督

報告

監査

監査

連携

連携連携

方針報告

整備・推進

諮問・提言

付議・報告

報告

選任／解任／再任の同意
会計監査相当性の判断

選定／解任
業務執行指示

指揮命令
報告

選任／解任

報告監督
業務執行委託

※1 委員会等とは、公的補助金事業管理推進委員会、安全衛生委員会等「会議・委員会規程」に基づき設置、登録された会議、委員会をいう。
※2 CSR推進委員会は、CSR方針･重点施策の決定、CSRに関する具体的活動のとりまとめのほか、リスク管理推進に関わる課題や対応策について、

協議、承認する。
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役員紹介

代表取締役会長兼社長 堀場 厚

1972年 
1982年 
1992年 
2005年 

当社入社。当社海外技術部長、海外本部長を経て、
当社取締役就任。
当社代表取締役社長就任。
当社代表取締役会長兼社長就任、現在に至る。

取締役副社長　経営戦略本部長 齊藤 壽一

1982年 

2005年 
2013年

当社入社。当社エンジン計測企画開発部長、ホリバ・
インスツルメンツ社（米）社長などを経て、
当社取締役就任。
当社取締役副社長就任、現在に至る。

取締役　開発本部長 足立 正之

1985年 

2006年 
2007年 
2014年 

当社入社。当社エンジン計測開発部長、エンジン
計測システム統括部長などを経て、
当社執行役員就任。
ホリバ・インターナショナル社（米）社長就任。
当社取締役就任、現在に至る。
ホリバ・ジョバンイボン社（仏）社長就任、現在に至る。

監査役（常勤） 宇野 敏彦

1974年

2002年 
2004年 
2011年 
2012年 

当社入社。当社ハード開発部長、生産センター長
などを経て、
当社執行役員就任。
当社常務執行役員就任。
当社常務執行役員退任。
当社監査役就任、現在に至る。

代表取締役副会長 石田 耕三

1970年 

1988年 
2002年 
2005年 
2014年 

当社入社。当社開発・営業本部製品1部長、ホリバ・
ヨーロッパ社（独）社長などを経て、
当社取締役就任。
当社取締役副社長就任。
当社代表取締役副社長就任。
当社代表取締役副会長就任、現在に至る。

常務取締役　管理本部長兼東京支店長 佐藤 文俊

1976年 

2004年 
2005年 

日本銀行入行。同行青森支店長、福岡支店長など
を経て、
当社入社、常務執行役員就任。
当社常務取締役就任、現在に至る。

取締役（社外）　　独立役員 杉田 正博

次ページ（P36）をご参照ください。

監査役（社外）　　独立役員 石角 完爾

1971年
1981年
 
1995年 

通商産業省入省。1975年 弁護士登録。
千代田国際経営法律事務所 所長 代表弁護士
就任、現在に至る。
当社監査役就任、現在に至る。

監査役（社外）　　独立役員 石田 敬輔

1978年 
2000年 

2001年 

2005年 

株式会社写真化学代表取締役社長就任。
株式会社写真化学代表取締役会長兼社長就任、
現在に至る。
株式会社エスケーエレクトロニクス取締役会長就任、
現在に至る。
当社監査役就任、現在に至る。

取締役・監査役

コーポレートオフィサー
エグゼクティブコーポレートオフィサー（専務執行役員） Jai Hakhu

シニアコーポレートオフィサー（常務執行役員） 橘川 温
長野 隆史
小石 秀之

コーポレートオフィサー（執行役員） 室賀 裕一
河邨 浩
中峯 敦

ジュニアコーポレートオフィサー（理事） 臼井 誠次
奥 成博
中村 忠生
佐竹 司
山下 泰生
大堀 謙一
西分 英行
野崎 治子
田中 義政
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社外取締役から見た
HORIBAのコーポレートガバナンス

取 締 役 会 で の 議 事 に つ い て

グ ロ ー バ ル な 視 点 で の リ ス ク 管 理 に つ い て

R O E に 関 す る 視 点 に つ い て

取締役会は少人数で、形式に流されない談論

風発とした雰囲気で行われており、出席するの

が楽しみです。私の専門分野はマクロ経済論

や国際金融論ですが、そうした専門領域にとどま

最近の世界情勢は、リスクが多様化・多方面化

していることが特色です。その中で、HORIBAは

様々な国でビジネスを展開しており、欧米のみなら

ず新興国でも将来に向けて積極的な投資を続け

ています。この様なグローバルなビジネス環境下

では、それぞれのカントリーリスクの分析や現地の

フレッシュな情報をいち早く取得し、感度良く分析

東京証券取引所が新しく算出をはじめた株価指

数「JPX日経インデックス400」にHORIBAは

採用されました。この株価指数ではROEが最

重要KPIとして採用されています。

HORIBAは、経営スタイルに一貫性を保ち、短

期での利益だけを求めた経営をしていません。

らず、むしろ広い一般的な視点から取締役会の

席上で率直に質問し、経営陣の姿勢の確認を

するよう努めています。

していくことが大切です。さらに、HORIBA独自の

観点を持ち、金融・政治・経済等、マクロ的な視

点を共有することが重要なポイントです。

HORIBAの取締役会では、社長をはじめ各役員

が実際に海外で得た鮮度の高い情報と分析を

もとに、それぞれが独自のバックグラウンドや視点

を活かしてコメントし、認識の共有化をしています。

このような経営スタイルでは、ROEを高い水準

で維持する、もしくは継続的に高めていくことが

大切であると考えています。長期的な成長をめ

ざしつつ、満足すべきROEをどのようにして確保

していくかが経営上の重要な課題であると認識

しています。

取締役（社外）　杉田 正博

1967年 日本銀行入行。松本支店長、国際局長などを歴任。1998年 日本輸出入銀
行海外投資研究所長。1999年日本銀行監事に就任。2003年 萬有製薬株式会社
（現MSD株式会社）社外監査役（常勤）就任。
2006年 当社取締役就任、現在に至る。
2010年 MSD株式会社監査役就任、現在に至る。
2013年 株式会社七十七銀行社外取締役就任、現在に至る。
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