
「ブランド戦略」で世界のオンリーワン企業へ。 
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HORIBA GROUP IS ONE COMPANY.



HORIBAブランドを武器に 
売上高2000億円をめざす 

 今期から掲げている経営方針 

「HORIBA Group is One Company 

（HORIBAグループは一つの会社）」とはどんなものか？  

何をめざそうとしているのか？  

など、HORIBAのブランド力をキーワードに、 

HORIBAの未来について堀場厚社長に語ってもらいました。 
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代表取締役社長　堀場 厚 



今期も業績が好調に推移していま
すが、その要因は？  

今期を含め3年連続で連結ベースの売

上高、営業利益が史上最高を更新す

る見込みです。この間、経済環境は必

ずしも良くなかったわけですが、10年以

上かけて行ってきた業務効率化のため

の活動や販売ルートの改革、積極的な

買収・事業提携、生産分野の強化といっ

た努力の積み重ねが近年結果として

現れてきています。今後も現在好調の

エンジン用排ガス測定事業に加え、成

長の余地がある半導体や医用といっ

た分野を強化するとともに、世界最大

の分析機器市場でありながら、十分に

開拓できていない米国における事業活

動を強化し成果を上げていきたいと考

えています。 

 
来期はいよいよ売上高1000億円、
営業利益率10％のターゲットをめ
ざすことになりますね。  

決して易しいハードルではありませんが、

達成できる可能性はあると考えていま

すし、そのためにベストを尽くします。た

だ1000億円はあくまで通過点であり、

今はその先の2000億円を如何に達成

するかを考えています。 

HORIBAにとって、売上高1000億
円、2000億円というのは、どのよう
な意味を持つのですか？  

経営企画、知的財産権、法務、財務や

基礎研究開発といったスタッフ部門に

一流の“人財”を維持していくには、売

上高を最低でも1000億円にしないとグ

ローバルな競争を勝ち抜けません。相

撲取りが200キロの体重がないと出世

できないように、1000億円は世界の土

俵で対等に戦うための最低限必要な

規模なのです。ただし1000億円では、

土俵に上がれても軽量級です。そこか

らさらに体力・筋力トレーニングを積んで、

軽量級の俊敏さを維持しながら重量級

をめざす。すなわち売上高2000億円を

達成することが我々の真のチャレンジ

です。そのためには、まず1000億円とい

う数字を確実にクリアして、1000億企

業のオーナー、従業員になったというこ

とを認識してもらうことは非常に大切な

ことと考えています。 

 
今期より経営方針として掲げてい
る「One Company経営」とはど
のようなものですか？  

現在HORIBAグループには全世界に

35もの会社があり、それぞれの企業文 

化を活かしながら事業展開してきました

が、同じ地域にありながら機能が重複

しているなど、効率が悪いこともたくさん

ありました。今期からは国境や会社といっ

たグループとしての飛躍を妨げていた

壁を取り払い、事業戦略立案から損益

計画達成までをすべて事業セグメント

単位で責任を持つ体制（次頁 図参照）

としました。また生産、購買、サービス、

あるいはスタッフ部門といった共通の

機能は少数精鋭にし、効率化を進めます。 

一方で私の考える「One　Company

経営」の最も重要なポイントは「ブラン

ド戦略」です。今期すでにすべての主

要子会社について「HORIBA」を冠す

る社名やロゴに変更し統一しています。 

 
ブランドを統一していくことに対して、
グループ内から反発はありません
でしたか？  

社名を変えることは急に決定したこと

ではありません。1996年にフランスの

血液検査装置メーカであるＡＢＸ社(現

HORIBA ABX社)を買収して以後多く

の買収・事業提携を行ってきました。こ

の間どうやってHORIBAの企業文化を

浸透させるかということに力を注いでき 
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ましたが、昨年機が熟したと判断しブラ

ンド統一を推進しました。反発される危

惧はありましたが、意外にも買収によっ

て新たにHORIBAグループに入った会

社の経営陣はHORIBAブランドをつけ

ることに積極的に賛成してくれました。

こういったお互い成熟した関係の中で

社名やロゴをHORIBAに統一すること

ができたということが何より大切です。 

“HORIBA”ブランドをグループ内で自

分たちが育てていくという“想い”がグ

ループ全体にとって大きなパワーにな

ります。 
 
“HORIBA”ブランドの強みとはど
ういうものですか？  

当社が行っている分析・計測機器のビ

ジネスは一般の方にはあまり馴染み深

いものではありませんが、HORIBAの製

品は排ガス計測などの分野で世界

No.1の地位を確立しています。当社の

製品は他社のものと比べ、決して安く

はありません。しかしながら、HORIBA

製品を使うことで、その企業の研究開

発が進んだり、高度な付加価値の製品

開発ができたり、正確なデータが必ず

出てくるという意味での信頼は絶大です。 

そういったお客様との信頼関係が 

“HORIBA”ブランドそのものと言えます。 
 
信頼感は何から生まれるのですか？  

製品の品質に加え、市場をよく熟知し

お客様のニーズを捉えた製品展開を

継続的に行ってきたことです。安価な

製品を市場に出すことは簡単ですが、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

絶えず改良に取り組み、出荷した製品

に対して10年、20年というサポートを世

界レベルで続けていくことは至難の技

です。我々はそういった活動を地道に

行い「HORIBAを買っていれば安心」

という信頼感を作り上げました。これか

らもその姿勢を変えるつもりはありません。 
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■従来の事業運営体制 

■One Company 経営 

HORIBA ABXHORIBA Jobin Yvon



2000億円に向けて“HORIBA”
のブランド力がポイントになりますね。  

これまで当社は分析・計測機器の提供

が中心でしたが、最近ではお客様が新

たに実験室を作られる際に、各種の分析・

計測機器を購入されるのに加えて、実

験に適したレイアウトや周辺設備などトー

タルな計測ノウハウを同時に求められ

るケースや、本業に専念するために計

測データだけが欲しいといった極端なケー

スも出てきています。2000億円をめざ

すためには、“HORIBA”のブランド力 

を活かし、これらお客様からの様 な々ニー 

ズに応えられる体制作りが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また一方で、国内外の分析機器メーカ

や高い技術力を持ったベンチャー企業

の中にはHORIBAグループに入りたい、

一緒に仕事をしたいというところがあり

ます。ここでも“HORIBA”のブランド

力を活用し、「環境」「医用」「半導体・

液晶」「バイオ」「ナノテク」といった当

社が事業を行っている分野において、

買収・事業提携を積極的に行うことに

より加速をつけて成長していきたいと思

います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

最後にオーナーの皆様へのメッセー
ジをお願いします。  

分析・計測機器は産業の発展を支える

だけでなく「環境」「健康」「安全」とい

う我々の生活の身近なところで不可欠

であり、今後も大きな成長が見込まれま

す。事業環境は厳しさを増していますが、

逆にグローバルに優秀な“人財”を有

し事業展開している当社のチャンスは

広がっています。今後も我々の得意分

野において世界一のプロだという意識

を持って経営を行ってまいります。一方、

当然のことながら事業投資にはリスク

が伴います。これはオーナーの皆様が

リスクを取って当社に投資いただいて

いるのと同じです。そういった意味で、オー

ナーと会社との関係は対等であり、お

互いに良い緊張関係を保ちたいと思っ

ています。HORIBAの経営理念や事

業戦略に賛同し、HORIBAとともに夢

を持ちたいという方々にオーナーになっ

ていただき、将来オーナーの皆様と一

緒に大きな喜びを分かち合える時が来

ることを願っています。 
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■業績推移と計画 

営業利益率 
10%

売上高 

統一商標としてHORIBAグループ会社の全製品に 
“HORIBA”のロゴマークが使用されます。 

ROE（株主資本利益率）=当期純利益／株主資本（当期末と前期末の平均値） 
本誌においては従来の「株主」という呼び方を 
「オーナー」という表現に統一しています。 
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「HORIBAだからできること」を 
   いつも考えています。 
 

社会貢献への取り組みが評価され、昨年11月1日付で、モーニングスター社の 
SRIインデックス（社会的責任投資株価指数）構成銘柄150社に採用されました。 
 

「企業価値を表向き上げるためのスタンドプレー的なやり方はすべきでないし、 
   本質的な活動を地道に継続することこそが、当社の環境保護に対する 
   基本的な姿勢だ。」（堀場社長コメント） 

社会的責任（CSR）  

私たちは社是である“おもしろおかしく”と“オープン＆フェ

ア（公明正大）”の実践が、社会貢献と法令遵守という企

業の果たすべき社会的責任のベースとなっています。 

会社での時間を “おもしろおかしく” 過ごすことができれ

ば、会社に対する不満が軽減され、精神面での健康も保た

れます。また逆に、職場にアンフェア（不公平）やクローズ（閉

鎖）されたところがあると事故や問題が発生する温床となり

ます。会社ぐるみでの法令違反や従業員による不正行為

を予防するには、不正が起こりにくい仕組や制度づくりも

大切ですが、私たちは日常の活発で開かれたコミュニケー

ションこそが最も重要と考えています。また問題が発生した

際には、迅速な情報開示により、初期段階での適切な“オ

ープン＆フェア”な対応を行います。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地球環境問題  

私たちは、無駄なエネルギーの消費をなくし、資源をより有

効に使っていくことが地球環境問題への現実的な解決法

であると考えます。HORIBAの分析・計測機器は、エネルギ

ーや新素材など研究・開発のさまざまな分野で使われてい

ます。得られたデータをもとに省エネルギーで省資源の製

品が生み出されており、環境保全に役立っています。またリ

サイクルの現場やリサイクルしやすい製品の生産でも、素

材の厳しいチェックを行い人体に有害な物質が含まれてい

ないかを短時間で計測する装置などが活躍しています。 

また、当社のpH計を用いた酸性雨ネットワークの構築や学

校における環境啓発活動といった地道な取り組みも積極

的に行っています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 毎月開催されるバースディ・パーティ。役員と従業員の懇親の場となっています。 地元の小学生に当社製品を使って、環境授業を実施。 
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オーナーのみなさまへの 
利益還元について 

従業員・役員 内部留保 

配当 

33％ or 50％ グループ会社 グループ会社 

グループ会社 

堀場製作所 

30％ 

■配当の流れ 

配当政策   

私たちは明確な利益分配の基準を持ち、配当、内部留保、

役員賞与のルールを定めています。 

基本配当政策については、従来より以下の通り基準配当

性向制度を採用しています。  

配当金総額 ＝ 堀場製作所単体純利益 x 30%  
（注：役員退職慰労金等は純利益に繰り戻す） 

配当性向の30%については、内部留保から成長を継続す

るための再投資を行うという観点から、現状において妥当

な水準と判断しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■過去10年間の配当推移 

（予想） 

（円） 

15円50銭（予定） 
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記念配当3円実施 

グループ会社の利益については、グループ内のルールに沿って、

堀場製作所とのビジネス上の関連度合いに応じ、各グループ会社

の当期純利益の33%あるいは50%を配当として受け取っています。

従って、実質上は連結業績で株主還元を実施しています。 

2005年3月期の配当金は、過去最高の1株あたり15円50銭を予

定しており、期末配当金は中間配当金3円を差し引いた12円50銭

となる見込みです。 

注：今期の予想配当金は、中間決算発表時の数値ですが、当社

は基準配当性向制度を採用していることから、業績変動などにより

配当金額は変更される可能性があります。 



関西ノムラ資産管理フェアに出展 
（2004年11月2・3日/大阪） 

IR活動（投資家向け情報提供活動）  

私たちは正当な企業価値を市場価値（株価）に反映させ

るべく、正確・迅速・公平をモットーにIR活動を行っています。 

個人投資家の皆様には、 

当社のホームページ

(http://global.horiba.com) 

からタイミング良く情報を提

供するとともに、株主総会の

土曜開催や個人投資家向

けイベントへの出展（写真） 

など、直接個人株主・投資家の方とお会いできる機会を持

つことに努めています。 

また機関投資家向けには、社長をはじめとする経営陣が決

算説明会（年２回）、投資家訪問等、積極的に参画し、IR

部門を含めると年間200回以上の面談を行い、HORIBA

の経営理念、戦略、業績等の詳細な情報提供を行ってい

ます。 
 
 
 
 

株価/出来高の推移（2000年1月～2005年1月）  
 
 
 
 
 
 

■株価チャート 

「現在の株価には満足していません。今後も企業価値を高め、それ

を正しく投資家に伝えることにより市場評価を上げていきたい。情報

については、できるだけ加工せずストレートに提供することを心掛け、

判断は投資家に委ねたい。」（堀場社長コメント） 
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株式会社 堀場製作所　コーポレート統括室 
〒601-8510 京都市南区吉祥院宮の東町2 
TEL:（075）313-8121　URL:http://global.horiba.com 発行日 2005年2月28日 


