2022 年 1 月 4 日
株式会社堀場製作所

組織改革・人事異動について
首記の件、下記の通りお知らせいたします。（2022 年 1 月 1 日付）
記

● 組 織 改 革
「成長分野へのリソース注力」と「主力事業のさらなる強化」両立をめざす
 ビジネスインキュベーション本部を新設
新たな事業のニーズを捉え、HORIBAグループの分析･計測のコア技術を結集したソリューションを提案
する組織としてビジネスインキュベーション本部を新設。中長期経営計画「MLMAP2023※１」で重点市場
として掲げる3つのフィールド（「エネルギー／環境」「素材／半導体」「バイオ／ヘルスケア」）に
おいて、新規事業の創出をめざす機能を同本部に集約します。同本部は、HORIBAグループの技術を融
合して革新的な価値を生み出すことをめざし、Alternative Energy Conversionセンター、Mobility
Solution Businessセンター、Bio・Life Scienceセンター、R&D Planningセンター、Technology
Innovationセンターの5センター体制で運営します。


分析・計測開発本部を新設

分析・計測開発本部においては主力事業のさらなる強化と効率化を行います。同本部内に主力製品の
一つであるレティクル／マスク異物検査装置を軸に事業を展開する半導体開発部を立ち上げます。
EUV※２などの新たな技術進展を背景に露光工程で拡大するニーズに対して、HORIBAグループが有する分
析･計測･制御技術を適用し、さらなる成長を狙います。


管理本部を再編／財務法務本部を新設

成長の源泉である人財の育成を重点領域として強化し、変革・挑戦を生みだす人財戦略構築をめざし
て管理本部を再編。グローバル人事部、総務部、秘書室で構成します。また、財務機能および法務機
能に特化して専門性を高め、グループガバナンスの一層の強化を図るため、経営管理部、経理部、経
営企画室、法務部を集約し、財務法務本部を新設します。

※１ MLMAP(Mid-Long Term Management Plan)：当社では中長期経営計画を「MLMAP」として社内浸透
させています。
※２ 極端紫外線と呼ばれる非常に短い波長の光を用いて露光を行う次世代技術。
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営業本部
Automotive Service Lifecycle Managementセンターを新設
従来の製品販売ビジネスに加え、お客様が持つ既存設備の活用・効率を最大化させるため、
Automotive Service Lifecycle Managementセンターを設置し、新たな価値をお客様に提案します。
Sales Support部を新設
各種産業界の新しいニーズに迅速に対応するため、バックオフィスによるインサイドセールスを加
速させ、製品導入からリプレイスまで、全方位でお客様のビジネスをサポートします。

組織図 主な変更点
旧

新(2022年1月)
分析・計測開発本部

開発本部
ﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ本部
ﾓﾋﾞﾘﾃｨ&ｴﾅｼﾞｰ事業本部

ﾓﾋﾞﾘﾃｨ&ｴﾅｼﾞｰ事業本部
管理本部

管理本部
財務法務本部

● 人 事 異 動
(1) 取締役人事
新所属・職位

旧所属・職位

継続職

氏名

財務法務本部 本部長

管理本部 本部長

常務取締役

大川 昌男

氏名

(2) コーポレートオフィサー人事
新所属・職位

旧所属・職位

財務法務本部 海外ｸﾞﾙｰﾌﾟ

管理本部 海外ｸﾞﾙｰﾌﾟ担当

継続職
ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｵﾌｨｻｰ（執行役員）

担当
財務法務本部 業績担当本
部長

管理本部 業績担当本部長

ｼﾞｭﾆｱｺｰﾎﾟﾚｰﾄｵﾌｨｻｰ（理事）

本川 仁

管理本部 本部長

管理本部 副本部長

ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｵﾌｨｻｰ（執行役員）

山下 泰生

ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｵﾌｨｻｰ（執行役員）

中村 博司

浦部 博行

兼 秘書室 室長
ﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ本部
本部長
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(3) 主要人事
新所属・職位
財務法務本部 経営管理部 部長

旧所属・職位
管理本部 経営管理部 部長

継続職

氏名
羽部 哲弘

兼 経営企画室 室長
財務法務本部 経理部 部長

管理本部 経理部 部長

森田 芳博

財務法務本部 経営企画室 室長

管理本部 経営管理部
MIRA担当ﾏﾈｼﾞｬｰ

宮地 宏至

財務法務本部 法務部 部長

管理本部 法務部 部長

中井 眞啓

管理本部 副本部長
兼 秘書室 室長

管理本部 秘書室 副室長

ﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ本部
Alternative Energy Conversion
ｾﾝﾀｰ ｾﾝﾀｰ長

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ本部 Hydrogen Energy
Project ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞｬｰ
兼 ﾓﾋﾞﾘﾃｨ&ｴﾅｼﾞｰ事業本部
電動系担当副本部長
開発本部 環境・ﾌﾟﾛｾｽ事業ｾﾝﾀｰ
環境ﾌﾟﾛｾｽ開発部 部長

森 春仁

営業本部 Automotive New Business
Development Office 室長

中西 秀樹

ﾓﾋﾞﾘﾃｨ&ｴﾅｼﾞｰ事業本部
ｼｽﾃﾑﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ部 部長

小山 聡

開発本部 科学・半導体製品開発ｾﾝﾀｰ
ｾﾝﾀｰ長
兼 科学・半導体開発部 部長
兼 ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ開発部 部長
兼 Project LC-Raman ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞｬ
ｰ
兼 営業本部 ﾊﾞｲｵ・ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ(BLS)
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞｬｰ
開発本部 開発企画ｾﾝﾀｰ ｾﾝﾀｰ長

吉岡 誠一

ﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ本部
Alternative Energy Conversion
ｾﾝﾀｰ
Alternative Energy Conversion
部 部長
ﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ本部
Mobility Solution Businessｾﾝﾀ
ｰ ｾﾝﾀｰ長
ﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ本部
Mobility Solution Businessｾﾝﾀ
ｰ
Mobility Solution開発部 部長
ﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ本部
Bio・Life Scienceｾﾝﾀｰ ｾﾝﾀｰ長
兼 Bio・Life Science Project
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞｬｰ

ﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ本部
R&D Planningｾﾝﾀ- ｾﾝﾀｰ長
ﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ本部
R&D PlanningｾﾝﾀOpen Innovation推進室 室長
ﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ本部
R&D Planningｾﾝﾀｸﾞﾙｰﾌﾟ開発基盤強化部 部長
ﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ本部
Technology Innovationｾﾝﾀｰ
ｾﾝﾀｰ長
兼 知的財産部 部長

管理本部 ｽﾃﾝﾄﾞｸﾞﾗｽ
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進室 室
長

森口 真希

水野 裕介

郎

中村 龍人

開発本部 開発企画ｾﾝﾀｰ
産学官連携推進室 室長

野村 聡

開発本部 開発企画ｾﾝﾀｰ
開発ﾌﾟﾛｾｽ改革部 部長

大西 智行

開発本部 先行開発ｾﾝﾀ- ｾﾝﾀｰ長
兼 知的財産戦略 部長

中谷 茂
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新所属・職位

旧所属・職位

ﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ本部
Technology Innovationｾﾝﾀｰ 副ｾ
ﾝﾀｰ長
兼 Industrial Solution
Project ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞｬｰ
兼 分析・計測開発本部
科学事業戦略室 室長
ﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ本部
Technology Innovationｾﾝﾀｰ
先行開発部 部長
ﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ本部
Technology Innovationｾﾝﾀｰ
IoT & Data Analytics Project
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞｬｰ
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ本部 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｾｰﾙｽｽﾄﾗﾃｼﾞ
ｰｾﾝﾀｰ 海外営業部 部長
営業本部 Automotive Service
Lifecycle Managementｾﾝﾀｰ ｾﾝﾀｰ
長
兼 Sales Support部 部長
営業本部 名古屋ｾｰﾙｽｵﾌｨｽ 所長
兼 MIRA Japan Business
Development Office 室長
兼 Sales Promotion部 部長

開発本部 科学事業戦略室 室長
Industrial Solution Project
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞｬｰ

中 庸行

開発本部 先行開発ｾﾝﾀ先行開発部 部長

青山 淳一

開発本部 科学・半導体製品開発ｾﾝﾀｰ
Project IoT & Data Analytics
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞｬｰ

勝田 敏広

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ本部 事業企画開発部 営業担
当副部長
営業本部 Sales Promotion部 部長

津田 郁子

営業本部 Medical Business
Development Office 部長
分析・計測開発本部 本部長
兼 科学開発部 部長
兼 ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ開発部 部長
兼 ﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝ本部
副本部長
分析・計測開発本部 半導体開発
部 部長
ﾓﾋﾞﾘﾃｨ & ｴﾅｼﾞｰ事業本部 ｱﾌﾟﾘｹｰ
ｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ部 部長
ﾓﾋﾞﾘﾃｨ & ｴﾅｼﾞｰ事業本部 ｼｽﾃﾑﾌﾟ
ﾛﾀﾞｸﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ部 部長
ﾓﾋﾞﾘﾃｨ & ｴﾅｼﾞｰ事業本部 ﾌﾟﾛｼﾞｪ
ｸﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部 部長

営業本部 本部長補佐（Automotive担
当）
兼 Sales Promotion部 副部長
兼 Automotive New Business
Development Office 副室長
営業本部 医用事業本部 営業部 部長

継続職

営業本部 副本部長

氏名

向井 保夫

伊藤 正和

営業本部 九州ｾｰﾙｽｵ
ﾌｨｽ 所長

開発本部 本部長

室原 知彦
西方 健太
郎

開発本部 科学・半導体製品開発ｾﾝﾀｰ
Project PD 副ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞｬｰ
ﾓﾋﾞﾘﾃｨ & ｴﾅｼﾞｰ事業本部
ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ部 部長
兼 ﾒｶﾄﾛﾆｸｽﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞｬｰ
ﾓﾋﾞﾘﾃｨ & ｴﾅｼﾞｰ事業本部
ﾒｶﾄﾛﾆｸｽﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 副ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞｬｰ
兼 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部 副部長
ﾓﾋﾞﾘﾃｨ & ｴﾅｼﾞｰ事業本部 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｴﾝ
ｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部 副部長

注記: ・ライン部長級以上を記載

飯田 裕
ﾓﾋﾞﾘﾃｨ & ｴﾅｼﾞｰ事業
本部 副本部長

鵜家 和史

高倉 義智

上山 哲史

・組織名称変更に伴う異動は割愛
以上
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