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組織統治
ヤマハグループは、ステークホルダーの皆さまの信頼をより確かなものにするために、コーポレートガバナンス体制の強化、コンプ
ライアンスの推進、適切な情報開示などを通じて、健全で透明性の高い経営を実践しています。

コーポレートガバナンス
コーポレートガバナンスの基本方針

ヤマハグループは「ヤマハフィロソフィー」および「ステークホルダーへの約束」を掲げ、高い収益性を確保するとともに企業として
の社会的責任を果たすことにより、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に取り組みます。以下に掲げる「コーポレートガバ
ナンス基本方針」のもと、透明で質の高い経営を実現します。

コーポレートガバナンス体制

ヤマハ（株）は、経営における監督と執行の分離を一層明確にし、取締役会による監督機能の強化と執行のスピードアップを図るこ
とを目的に、2017年6月22日より指名委員会等設置会社に移行しました。
取締役会の構成において、他業界の経営者など、さまざまな経歴や専門性を持つ独立社外取締役を3分の2（全9人中6人）とすると
ともに、独立社外取締役が過半数を占める法定の指名委員会、監査委員会および報酬委員会を設けることにより、透明性・客観性の
より高い監督機能を発揮します。なお、監査委員会では、内部監査部門との連携を図りながら、適法性監査に加え、妥当性監査を実
施することにより、監査を通じた監督機能を強化します。
また、会社法上の正式な機関であり、株主に対して直接責任を負う執行役を設置し、取締役会から執行役へ大幅に権限委譲を行
い、執行役が業務執行にかかわる重要な意思決定機能を担うことにより、執行の一層のスピードアップを図っております。
これら監督機能の強化と執行のスピードアップによって、さらなるコーポレートガバナンスの強化を図り、持続的な企業価値の向上
に努めます。

コーポレートガバナンス基本方針

•株主の視点に立ち、株主の権利・平等性を確保する

•全てのステークホルダーとの関係に配慮し、企業の社会的責任を積極的に果たす

•適切な情報開示を行い、透明な経営を確保する

•監督と執行の分離、監督機能の強化により、取締役会の高い実効性を確保すると
ともに適正かつスピード感のある執行を実現する

•株主との積極的な対話を行う

https://www.yamaha.com/ja/about/philosophy/
https://www.yamaha.com/ja/about/promises/
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コーポレートガバナンス体制 （2018年6月26日現在）

ガバナンス組織の人員構成 （ヤマハ（株）、2018年6月26日現在）

男性 女性

取締役
総数 8 1

うち社外取締役 5 1

執行役
総数 7 0

うち代表執行役社長 1 0
うち常務執行役 2 0

執行役員 総数 10 0

指名委員会
総数 4 0

うち社外取締役 3 0

監査委員会
総数 3 1

うち社外取締役 2 1

報酬委員会
総数 4 0

うち社外取締役 3 0

ガバナンス組織の国籍別人員構成 （ヤマハ（株）、2018年6月26日現在）

日本 海外

取締役
総数 9 0

うち社外取締役 6 0

執行役
総数 7 0

うち代表執行役社長 1 0
うち常務執行役 2 0

執行役員 9 1

》役員一覧

執行役員 10人

国内グループ会社 海外グループ会社

（うち、社外取締役3人）
報酬委員会 4人

（うち、社外取締役3人）
指名委員会 4人

内部監査部門

執行役 7人

取締役会　取締役 9人（うち、社外取締役6人）

株主総会

選任・解任

内部監査

報告

指示 報告

諮問

答申

指示

報告

報告選定・解職・監督 選任・解任・監督

選任・解任

● 選任議案の決定
● 会計監査
相当性の判断

事業部門、スタッフ部門

監査委員会室 監査監査 会計監査会計監査

会計
監査人

代表執行役社長 1人

監査委員会 4人
（うち、社外取締役3人）

経営会議

全社委員会

リスクマネジメント
委員会

https://www.yamaha.com/ja/about/officers/
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 取締役会
当社の取締役は、平成30年6月26日現在で9人（うち、独立社外取締役6人）です。
取締役会は、原則として毎月1回開催されています。取締役会は、受託者責任を踏まえ、当社グループの持続的な成長と中長期的
な企業価値の向上を促しています。
執行役および取締役の職務執行を監督するとともに経営の基本方針等、法令・定款および取締役会規則で定められた重要事項の
決定を行っています。また最高経営責任者等の後継者計画の監督、指名・監査・報酬の各委員会の委員および委員長の選定、執行
役・執行役員の選任、関連当事者間取引の承認、内部統制システムの構築と運用状況の監督等を通じて、経営全般に対する監督機
能を発揮しています。
取締役は、受託者責任を踏まえ、全てのステークホルダーとの関係に配慮し、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上の
ために行動しています。
取締役は、関連する法令、当社の定款等を理解し、十分な情報収集を行い、取締役会等において積極的に意見を表明し、建設的な
議論を行っています。

 指名委員会
指名委員会は、2018年6月26日現在で4人（うち、社外取締役3人）です。委員の過半数を独立社外取締役で構成し、委員および委
員長は取締役会で選定します。
指名委員会は、株主総会に提出する取締役の選任・解任に関する議案の内容および取締役会に提出する執行役、執行役員の選任・
解任に関する議案の内容などを決定します。また、取締役、執行役、執行役員などの人材育成を通じて最高経営責任者などの後継
者計画を実行します。

 監査委員会
監査委員会は、2018年6月26日現在で4人（うち、独立社外取締役3人）です。委員の過半数を独立社外取締役で構成し、委員およ
び委員長は取締役会で選任します。
なお、委員長は独立社外取締役とします。監査委員会は、当社およびグループ会社における内部統制システムの構築・運用の状況
などについて、内部監査部門との連携を通じて、または自ら直接に監査を行います。監査の結果を踏まえ、執行役および取締役の
職務の執行について適法性・妥当性を監査します。
監査委員は、必要があると認めた時、取締役会に対する報告もしくは意見表明、または執行役もしくは取締役に対する行為の差止
めなどを実施します。また、会計監査人の選任・解任などに関する株主総会提出議案を決定します。
監査委員会は、社内の情報収集力を高めるため、常勤監査委員を選定します。また、監査委員会の職務を補助する専任の組織とし
て監査委員会直轄の監査委員会室を設置します。監査委員会室スタッフの人事評価、人事異動、懲戒処分などについては、監査委
員会の同意を必要とし、執行役その他業務執行者からの独立性を確保します。
監査委員会は、執行役および取締役の職務執行の監査に必要な事項に関し、会計監査人ならびに内部監査部門と連携し情報を共
有するなど、十分かつ適正な監査を行うことができる体制を確保し、監査の質の向上と効率的な監査の実現に努めるものとします。
内部監査部門は、自らの監査の結果について定期かつ随時に監査委員会に報告するとともに、監査委員会の求めがあるときはい
つでも報告しなければならないこととします。
監査委員会は、内部監査部門に対して必要に応じて、監査に関する指示をすることができます。
監査委員会が内部監査部門に対して指示した監査に関する事項が、代表執行役社長からの指示と相反する場合、監査委員会の指
示が優先するものとします。
内部監査部長の人事異動については、事前に監査委員会の意見聴取を行います。

 報酬委員会
報酬委員会は、2018年6月26日現在で4人（うち、独立社外取締役3人）です。委員の過半数を独立社外取締役で構成し、委員およ
び委員長は取締役会で選定します。
報酬委員会は、取締役、執行役および執行役員の報酬の決定に関する方針を制定し、当該方針に基づき個人別の報酬を決定します。

 執行役
執行役は、会社法上の正式な機関であり、株主に対して直接責任を負う機関です。2018年6月26日現在で7人が就任しています。
執行役は全社的な視点を持ち、取締役会から委任を受けた業務執行にかかわる重要な決定を行うとともに、取締役会の監督のも
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と業務を執行します。
執行役のうち、代表執行役社長は、会社業務の最高責任者として会社を代表し、取締役会の定める基本方針に基づき会社業務を統
括します。
常務執行役および執行役は、代表執行役を補佐するとともに、基幹部門を束ねる本部長またはそれに相当する職責を担います。

 執行役員
執行役員は、取締役会または執行役が行った業務執行にかかわる重要な決定に基づき、執行役の監督のもと、全社的な視点を持ち
つつ担当業務を執行します。執行役員は、重要な組織の基幹部門長、重要なグループ会社の責任者などの職責を担います。
2018年6月26日現在で10人が就任しています。

 役員等を選出するプロセス・基準
取締役候補者の選任に関して、指名委員会は、社内取締役、社外取締役それぞれに求められる役割に応じ定義した基本的資質、コ
ンピテンシー、経験・実績などの人材要件に基づき候補者を選任し、株主総会に提出する選任議案の内容を決定します。
指名、監査および報酬委員会の委員および委員長の選定に関して、指名委員会は、委員会の役割に応じ定義した人材要件に基づき
候補者を選定し、取締役会に提出する選定議案の内容を決定します。なお、監査委員会委員および委員長候補の選定に関しては、
事前に監査委員会に意見聴取を行うものとします。
指名委員会は、執行役に求められる役割に応じ定義した基本的資質、コンピテンシー、経験・実績などの人材要件に基づき候補者を
選任し、取締役会に提出する選任議案の内容を決定します。
指名委員会は、執行役員に求められる役割に応じ定義した人材要件に基づき候補者を選任し、取締役会に提出する選任議案の内
容を決定します。

社外取締役の選任理由

役職 氏名 選任理由

取締役 野坂 茂

・取締役として人格・識見に優れていること。
・他業種での経営実績があること。
・取締役会の監督機能の強化および客観的な視点からの社外取締役・社外監査役の主な活動状況適切
なアドバイスを得ることを期待できること。

取締役 伊藤 雅俊
・取締役として人格・識見に優れていること。
・他業種での経営実績があること。
・取締役会の監督機能の強化および客観的な視点からの適切なアドバイスを得ることを期待できること。

取締役 箱田 順哉
・取締役として人格・識見に優れていること。
・企業会計に精通している公認会計士であること。
・取締役会の監督機能の強化及び客観的な視点からの適切なアドバイスを得ることを期待できること。

取締役 中島 好美
・取締役として人格・識見に優れていること。
・他業種での経営実績があること。
・取締役会の監督機能の強化及び客観的な視点からの適切なアドバイスを得ることを期待できること。

取締役 福井 琢
・取締役として人格・識見に優れていること。
・法令・規則に精通している弁護士であること。
・取締役会の監督機能の強化及び客観的な視点からの適切なアドバイスを得ることを期待できること。

取締役 日髙 祥博

・取締役として人格・識見に優れていること。
・ヤマハ発動機株式会社代表取締役としての経営実績があること。
・取締役会の監督機能の強化、ブランド価値の向上、及び客観的な視点からの適切なアドバイスを得る
ことが期待できること。

※ヤマハ（株）は、社外取締役　野坂 茂、伊藤 雅俊、箱田 順哉、中島 好美、福井 琢、日髙 祥博の6人を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け
出をしています。

（2018年6月26日現在）
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社外取締役の主な活動状況 （2017年度）

取締役会 監査役会 指名委員会 監査委員会 報酬委員会 
総開催回数 13回 ４回 5回 15回 1回

社外取締役
柳 弘之

出席回数 12回 ― 5回 ― 1回
出席率※ 92．3％ ― 100％ ― 100％

社外取締役
野坂 茂

出席回数 13回 ― 5回 ― 1回
出席率※ 100％ ― 100％ ― 100％

社外取締役
伊藤 雅俊

出席回数 13回 ― 5回 ― 1回
出席率※ 100％ ― 100％ ― 100％

社外取締役
箱田 順哉

出席回数 13回 4回 ― 15回 ―
出席率※ 100％ 100％ ― 100％ ―

社外取締役
中島 好美

出席回数 10回 ― ― 15回 ―
出席率※ 100％ ― ― 100％ ―

社外取締役
福井　琢

出席回数 9回 ― ― 15回 ―
出席率※ 90％ ― ― 100％ ―

※出席率の分母は各人の就任期間中の総開催回数
※箱田社外取締役は2017年6月22日までの監査役会への出席回数も加味

社外役員のサポート体制

 社外役員に対する情報提供
経営上の重要な課題並びに事業戦略の方向性等に関し、取締役全員が執行役と議論、共有する場として「経営課題検討会」を、原則
として毎月１回開催しています。また、必要に応じて取締役会議案、報告事項について個別に説明を行っています。

 社外取締役による定期的会合
社外取締役は、社外取締役のみで構成されるミーティングを定期的に開催し、客観的な立場に基づく情報交換および認識共有を図
ります。
また、代表執行役社長との意見交換のためのミーティングを定期的に開催しています。

内部統制システムの整備

ヤマハ（株）は、会社法および会社法施行規則に基づき、当社の業務の適正を確保するための体制（以下、内部統制システム）を整備
し、効率的な事業活動、報告の信頼性、法令遵守の徹底、財産の保全およびリスクマネジメントの強化を図っていきます。
子会社に対しては、グループ経営の基本方針を定めた「グループマネジメント憲章」に及び内部統制の方針を定めた「グループ内
部統制ポリシー」に基づき、グループ全体における内部統制体制を構築しています。また、経営情報その他グループ経営に影響を
及ぼす一定の重要事項の決定について、ヤマハ（株）の事前承認義務を課すとともに、一定の事項をヤマハ（株）への報告事項とし
ています。

 利益相反に関する情報
取締役、執行役およびその近親者との取引を行う場合には、ヤマハ（株）および株主共同の利益を害することがないよう必要な体制
を整えて監視します。関連当事者間取引については、会社法に基づき取締役会の承認を受け、取引終了後にその結果を報告するも
のとしています。

役員報酬の方針と状況

 取締役の報酬
取締役および執行役の報酬の決定に関する方針と個人別の報酬は、社外取締役３名および社内取締役１名で構成される報酬委員
会にて決定しております。
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社外取締役および監査委員を除く取締役、ならびに内部監査担当を除く執行役の報酬は、（1）固定報酬（2）業績連動賞与および
（3）譲渡制限付株式報酬からなり、それらはおおむね、5：3：2の割合で構成されています。（2）業績連動賞与は、前事業年度の連結
当期純利益および連結自己資本利益率（ROE）に連動させ、個人別の成績を加味した上で算出しています。個人別の成績は、担当
領域ごとに事業別、機能別に設定した評価指標に基づいています。（3）譲渡制限付株式報酬は、企業価値の持続的な向上と株主の
皆さまとの価値共有を図ることを目的に導入しています。同時に、中期での業績達成への動機付けを目的として、全体の3分の2を
業績に連動させており、業績条件は、中期経営計画で掲げた連結売上高営業利益率（ROS）、1株当たり当期純利益（EPS）および連
結自己資本利益率（ROE）を均等に評価指標としています。なお、譲渡制限期間は、中期経営計画期間終了後も長期にわたり株主の
皆さまとの価値共有を図るという趣旨から、10年（または役員退任時）としています。また、重大な不正会計や巨額損失が発生した
場合は、役員ごとの責任に応じ、累積した譲渡制限付株式の全数または一部を無償返還するクローバック条項を設定しています。
社外取締役、監査委員である取締役、および内部監査担当である執行役の報酬は、固定報酬のみとしています。

ヤマハ（株）の取締役、執行役および監査役への報酬等の額（2017年度）

役員区分
報酬等の

総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数

（人）固定報酬 業績連動
報酬

業績連動
賞与

譲渡制限付
株式報酬

取締役 115 103 11 ― ― 10
うち社外取締役 45 45 ― ― ― 6

執行役 413 189 ― 140 83 7
監査役 19 19 ― ― ― 4

うち社外監査役 4 4 ― ― ― 2

ヤマハ（株）の取締役、執行役および監査役への報酬等の額（2016年度）

役員区分
報酬等の

総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数

（人）固定報酬 業績連動報酬 賞与

取締役（社外取締役を除く） 256 125 47 82 5
監査役（社外監査役を除く） 60 60 ― ― 3

社外役員 32 32 ― ― 7

ステークホルダーの声の反映

 ステークホルダーの意見を経営に反映するための仕組み
ヤマハ（株）は、株主や投資家との個別対話に加え、証券アナリストや機関投資家向けの中期経営計画や四半期決算ごとの決算説
明会、事業説明会、施設見学会、個人投資家向け説明会などを実施しています。また、ウェブサイトで経営計画や決算説明会の資料
などを公表しています。
株主・投資家との対話の結果は、担当する取締役、執行役または執行役員から取締役会に適宜報告し、事業経営に適切に反映する
ことで、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上につなげていきます。また、定時株主総会の議案ごとの議決
権行使の状況についても分析を行い、取締役会で報告しています。

》情報開示（株主・投資家との対話）

 コーポレートガバナンス方針書/報告書
東京証券取引所の規則およびコーポレートガバナンス・コードに従い、当社のコーポレートガバナンスの考え方や体制などを記述
した方針書/報告書です。

》コーポレートガバナンス報告書（PDF:165KB）2018年6月26日改定

》コーポレートガバナンス方針書（PDF:300KB）2018年6月25日改定

https://www.yamaha.com/ja/ir/governance/pdf/governance_report.pdf
https://www.yamaha.com/ja/ir/governance/pdf/governance_policies.pdf
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コンプライアンス
コンプライアンス経営の仕組みと推進体制
ヤマハグループは、法令順守はもとより、社会規範や企業倫理に則
した高いレベルでのコンプライアンス経営を追求しています。
コンプライアンスに関する方針決定や案件審議の中核を担う組織
として、リスクマネジメント委員会の中にコンプライアンス部会を
設置しています。同部会は、ヤマハグループにおけるコンプライア
ンス推進の施策を打ち出すとともに、各部門およびグループ各社
における順法かつ倫理的な業務遂行をモニターします。また、従業
員に向けての教育・啓発やアンケート、内部通報・相談窓口となる
ヘルプラインの設置など、健全な事業活動を維持していくための
施策を講じています。

 コンプライアンス部会の活動状況
活動実績 2017年度　4回開催
主な内容 •グループ全体でのコンプライアンス推進状況の確認
 •コンプライアンス強化月間の活動報告
 •国内でのコンプライアンス行動規準の周知徹底と、
  海外での行動規準の改定および周知徹底

コンプライアンス推進体制

コンプライアンス行動規準

ヤマハグループでは、各社ならびに従業員各自の行動規範として、2003年に「コンプライアンス行動規準」を制定しました。以後、
環境や社会情勢の変化に合わせて改定や各国語版の作成を進め、コンプライアンス行動規準の浸透を図っています。

各国版の行動規準冊子

 これまでの主な改定
行動規準や関連法令に関する解説の拡充（2011年）
理念体系や方針・グループポリシーの変更に対応した用語・表現の統一、日本の国内
法に限定されていた表現についてグローバルで通用する表現に改定（2016年）

 各国版の作成
グローバル版（日本語版・英語版）を基盤に、海外グループ各社で各国の法令に対応し
た各国版の行動規準を制定、あわせて解説付き冊子を作成（2018年3月末現在改定
版作成完了12社）

教育・啓発

 コンプライアンス行動規準 冊子の発行
コンプライアンス行動規準について詳細な解説を加えた冊子を発行しています。国内では同冊子を全従業員に配布するとともに、
PDF形式でイントラネットに掲載しています。
配布対象
・国内ヤマハグループ全従業員（雇用契約のあるアルバイトなどを含む）および派遣社員
・海外でも冊子またはPDFで周知
普及活動
・従業員の階層別研修におけるコンプライアンスのプログラム内で、行動規準について解説
・改定ごとに、説明会と各部門での読み合わせを実施（ヤマハ（株）各部門および国内グループ各社）
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 コンプライアンス強化月間
日本経団連「企業倫理月間」に合わせて、ヤマハグループでは毎年10月を「コンプライアンス強化月間」と定め、各種取り組みを実
施しています。
2017年度の主な取り組み
・啓発ポスターの掲示
・独占禁止法、下請法に関する法令研修の開催（開催数：延べ10回　受講者数：延べ約220人）

イントラネットでの啓発活動

イントラネットを通じた従業員の意識啓発を目的に、コンプライアンスで留意すべき点を取り上げて、毎月「コンプライアンス便り」
「コンプライアンス・クイズ」などのコンテンツを、国内従業員向けに掲載しています。

モニタリング

ヤマハグループにおけるコンプライアンスの状況を確認し、改善・レベルアップにつなげるために、ヤマハ（株）グループ各社に向け
て定期的にコンプライアンス状況のモニタリングを実施しています。

コンプライアンス状況モニタリングの概要

対象 ヤマハ（株）各部門およびグループ各社（48社）
内容 コンプライアンス推進体制の確認、行動規準の周知方法、計画的な教育の実施状況、内部通報窓口の設置と通報件数
頻度 年1回

※数字は2017年4月実施の実績

ヘルプラインの運用

ヤマハグループは、コンプライアンスに関する相談・通報を受け付ける「ヘルプライン」を設置しています。
国内では社内と社外の双方に受付窓口を用意しています。社内窓口は直通の電話／FAX／Eメール／郵便で、社外窓口（顧問弁護
士事務所）はFAX／Eメール／郵便で、それぞれ問い合わせを受け付けています。
海外向けには2017年8月より16カ国語対応のWEB窓口を設置しました。
通報窓口の連絡先について、コンプライアンス行動規準冊子や社内掲示ポスターへ掲載するとともに、アンケートや各種研修の折
に触れて通知することで周知を図っています。
ヘルプラインの運用にあたっては、誠実な通報者が不利益な取り扱いを受けることがないよう、通報者保護を定めた社内規程を整
備しています。
また、再発防止の一環として、関連する職場でのテーマ研修の実施や階層別研修での例示を行い、コンプライアンス推進につなげ
ています。
海外向けWEB窓口を設置したことに伴い、海外子会社に対する通報取り扱いについても研修を始め、2017年度は３カ国に対して
研修を行いました。
2017年度のヘルプラインへの相談・通報は47件ありました。
寄せられる相談・通報の内容は、2017年度現在、ハラスメント・雇用問題などにかかわる労務関連が過半数を占めています。
ヘルプラインは主に従業員を対象としつつ、派遣社員や一部の委任・請負契約者などからもヘルプラインでの通報を受け付けてい
ます。雇用者以外からの相談・通報は2017年度に2件ありました。

コンプライアンス・ヘルプライン受付状況

年度 実名 匿名 合計
2013年度 18 17 35
2014年度 25 6 31
2015年度 19 7 26
2016年度 26 13 39
2017年度 34 13 47
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リスクマネジメント
基本的な考え方

ヤマハグループは、下記の考え方に基づいてリスクマネジメントを推進しています。

1.リスクマネジメントのための組織やしくみを整えて、リスク対応力の向上を図り、企業価値の最大化に努める。
2.平常時のリスクマネジメント活動の中で、リスクの認識・評価・低減を図り、教育や訓練などの啓発活動を通じて、リスク意識の浸

透とリスク感性の醸成を図る。
3.リスクが現実化したクライシス時には、人々の安全を最優先し、地域社会と協調し、誠実かつ適切で速やかな対処により、負の影

響を最小化する。また、製品・サービスの安定供給に努め、可能な限り事業を継続し、社会の持続的な発展に貢献する。
4.リスク対応後には、その発生要因・対処法などを分析し、再発防止に努める。

 リスクの分類
ヤマハグループでは、事業に関連するさまざまなリスクを下図のように分類し、重要度を評価し、リスク低減活動の推進を図ってい
ます。

分類

１. 事業環境の
変化

2. 国レベルの
紛争・混乱

3. 大規模事故
（外部要因）

4. 犯罪

5. サイバー攻撃

6. 法律規制の
変更

7. 為替・金利の
変動

8. 自然災害 31. 知的財産

22. コミュニ
ケーション

18. 在庫

17. 取引先
（販売サイド）

30. 広報

25. 環境

21. 労使関係

16. 販売

29. 情報漏洩

27. I R

24. 運輸・
物流

20. 労務

28. 情報
システム

26. 財務・
税務

23. 商品・サー
ビスの品質

19. 人的資源

15. 生産14. 調達
13. マーケ
ティング・
商品企画

12. コンプライ
アンス

11. グループ
統制

10.M&A・
事業再編

9. 経営資源
配分

業務プロセスリスクをバリューチェーンに基づき、事業活動に関するリスクと経営基盤に関するリスクに分類

（凡例）　　　　事業戦略リスク　　　　　基礎的リスク
外部環境リスク

経営戦略
リスク

業
務
プ
ロ
セ
ス
リ
ス
ク

（
事
業
活
動
）

業
務
プ
ロ
セ
ス
リ
ス
ク

（
経
営
基
盤
）

ヒト

モノ

カネ

情報

 

 2017年度の取り組み
2017年度は、リスクマネジメント全体のPDCAの構築を目的に、リスクマネジメント体系化に向けた取り組みを実施しました。具体
的には、リスクマップを策定し、重要なリスクを特定、リスク低減活動の見える化とＰＤＣA構築を推進しました。

リスクマップ
策定

リスク
ブレークダウン

リスク低減活動の
PDCA構築

リスクマネジメント
システムの高度化
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推進体制

ヤマハ（株）は、代表執行役社長の諮問機関としてリスクマネジメント委員会を設置し、リスクマネジメントにかかわるテーマについて
全社的な立場から審議し、代表執行役社長に答申しています。また、同委員会の下部組織として、全社横断的な重要テーマについて
審議する「BCP・災害対策部会」「内部統制部会」「コンプライアンス部会」「輸出審査部会」「情報セキュリティ部会」を設置しています。

リスクマネジメント体制

BCP・災害対策部会 内部統制部会 コンプライアンス部会 情報セキュリティ部会輸出審査部会

リスクマネジメント委員会

代表執行役社長

執行役員 10人

国内グループ会社 海外グループ会社

（うち、社外取締役3人）
報酬委員会 4人

（うち、社外取締役3人）
指名委員会 4人

内部監査部門

執行役 7人

取締役会　取締役 9人（うち、社外取締役6人）

株主総会

選任・解任

内部監査

報告

指示 報告

諮問

答申

指示

報告

報告選定・解職・監督 選任・解任・監督

選任・解任

● 選任議案の決定
● 会計監査
相当性の判断

事業部門、スタッフ部門

監査委員会室 監査監査 会計監査会計監査

会計
監査人

代表執行役社長 1人

監査委員会 4人
（うち、社外取締役3人）

主に「事業戦略リスク」
の対策・対応　　

主に「外部経営環境
リスク」の対応・対策

主に「業務プロセスリ
スク」の対応・対策

リスクの観点から見た場合

経営会議

全社委員会

リスクマネジメント
委員会

 

リスク管理の取り組み

 事業継続マネジメント（BCＰ：Business Continuity Plan）
大規模な自然災害や火災、感染症などの緊急事態に備え、ヤマハグループではBCP策定をはじめとする事業継続マネジメントに取
り組んでいます。

主な取り組み

区分 2017年度の主な取り組み

基本方針・
ルールの整備

グループ内部統制規定の一つとして、「BCPガイドライン」および「BCP・災害対策基本規定」「地震対策規定」
「火災対策規定」「風水害対策規定」に続いて、新たに「感染症対策規定」を制定グループBCP規程を制定

BCPの策定・
訓練実施

（1）グループBCP規程にて、平常時に取り組むべき事前対応および緊急時における各組織の役割を明確化
改定の一環として、事業復旧方針を短時間で立てるべく目標時間を設定 

（2）拠点の初動対応力を向上させるため、震度7の地震が発生したと現状の対応策の検証およびBCPの実
効性を高めるため、災害発生直後に事業が停止するという想定で災害対策地域総本部地震初動訓練（ブ
ラインドシナリオによる訓練）を2016年より実施。訓練の結果を踏まえて初動対応手順書BCPを改善

インフラ整備
（1）2015年度に引き上げた建物耐震基準に基づく耐震化3カ年計画を実行 
（2）ヤマハ設備耐震基準を制定 
（3）従業員安否確認システムを導入
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災害対策地域本部地震初動訓練 名古屋店の耐震補強

 海外生産拠点の安全管理
ヤマハグループでは、海外生産拠点において、ヤマハ（株）の安全衛生担当によるパトロールと、施設管理担当による生産設備など
の施設安全監査を実施し、拠点の事故・災害防止、安全衛生レベル向上につなげています。労働衛生については、リスクアセスメン
トを中心に安全レベルの向上を図るほか、日本から産業医を同行させ、保護具の改善など職場環境改善のための教育・指導を実施
しています。

産業医による適切な保護具着用の指導 インドネシアでの施設監査

 輸出管理について
ヤマハグループは国際取引における遵守事項として、コンプライアンス行動規準に安全保障貿易管理について定めています。

》8-3 安全保障貿易管理 
リスクマネジメント委員会の下部組織として輸出審査部会を設置するとともに、「輸出管理規程」「輸出入業務運用規程」などを定
め、輸出管理に関する業務プロセスを整備しています。

 環境リスク管理について
ヤマハグループでは環境汚染を未然に防ぐため、工場における定期的なモニタリング、環境監査、緊急事態対応訓練などを実施し
ています。

》汚染の防止  

 情報セキュリティについて
個人情報など、企業が保有する重要な情報の漏えいは、第三者に損害を与えるだけでなく、企業の信用問題にもつながる重大な過
失となりえます。
ヤマハグループでは、情報セキュリティをリスク管理の重要事項と定め、2014年にリスクマネジメント委員会の下部組織として情
報セキュリティ部会を設置。同部会で情報管理についての方針を決定し、現状の管理体制の把握、脆弱性の特定・指導をすること
で、管理レベルを高めています。また、コンプライアンス行動規準の中で情報システムの使用と管理について規定し、不用意な情報
漏えいの防止、外部からの侵害行為への防御を従業員に徹底しています。 

》9-8 情報システムの使用と管理 

》個人情報の保護

https://www.yamaha.com/ja/csr/compliance_code_of_conduct/#8-3
https://www.yamaha.com/ja/csr/compliance_code_of_conduct/#9-8
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情報開示（株主・投資家との対話）
情報開示の方針

株主・投資家をはじめとしたステークホルダーの正しい理解を得て、透明性のある経営を続けていくためには、適切な情報開示が
不可欠です。ヤマハグループは「コンプライアンス行動規準」の中で、法令その他の規則に従って株主・官庁などに財政状態・経営
成績について真実の報告を行うこと、株主・投資家に対して適切な経営情報を発信することを明記しています。

》2-1 正確な会計記録と報告 

》2-2 情報の適時開示 

IR※1活動

ヤマハグループでは、国内外の機関投資家および個人投資家に対して、公平かつタイムリーで積極的な情報開示に努めています。
「ディスクロージャーポリシー」をルールとして定め、ウェブサイトに公開しています。
※1 IR：Investor Relations（株主・投資家向け広報）

》ディスクロージャーポリシー 

 投資家向けウェブサイトの整備
ヤマハホームページ内に株主・投資家向けウェブサイトを日・英⾔語で開設し、事業戦略や中期経営計画、決算報告や財務データな
ど経営に関する最新情報を、メールマガジン発行と合わせて開示しています。

》投資家向け情報 

 主なIR活動
決算説明会などの定期イベントのほか、証券アナリスト・機関投資家向け事業説明会や工場・施設見学会、個人投資家向け会社説
明会などを随時開催し、国内外の株主・投資家の皆さまとのコミュニケーションを図っています。対話を通じてお寄せいただいたご
意見や情報を、社内の関係各部門と共有し、日頃のIR活動や経営執行に役立てています。

主な活動実績

対象者 実施状況 2017年度実績

決算説明会 証券アナリスト、機関投資家 四半期ごと（年4回） 4回

事業説明会 同上 不定期 0回

工場・施設見学会 同上 不定期 0回

個別面談 同上 年250回程度 年260回

海外投資家訪問 海外機関投資家 年3回（米国、欧州、アジア） 3回

中期経営計画説明会 証券アナリスト、機関投資家 適時 0回

個人投資家向け会社説明会 個人投資家 不定期（日本国内） 5回

個人投資家向け会社説明会 決算説明会

https://www.yamaha.com/ja/csr/compliance_code_of_conduct/#2-1
https://www.yamaha.com/ja/csr/compliance_code_of_conduct/#2-2
https://www.yamaha.com/ja/ir/disclosure/
https://www.yamaha.com/ja/ir/
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社会的責任投資（SRI）への対応

ヤマハ（株）は、環境や社会への配慮といった観点から、国内外のSRI（Socially Responsible Investment）インデックス※2や SRI
ファンドに組み入れられています。SRIインデックスでは、FTSE4Good Global Index、MSCI Global Sustainability Indexesや
モーニングスター社会的責任投資株価指数（MS-SRI）などに採用されています。
※2 SRI（Socially Responsible Investment）インデックス：収益性とCSRの両面において優秀と評価される企業をグループ化し、その株価の動きを示す指数。

  　　　　 
また、財務の健全性を測る指標の一つとして毎年、長期優先債務の格付けを格付機関に依頼し、下記のような評価を得ています。

債権格付状況 （2018年3月31日現在）

（株）格付投資情報センター（R&I） A

（株）日本格付研究所（JCR） A+

株主還元と内部留保

株主還元・内部留保の方針については、下記で紹介しています。
》配当と株価 

 株主優待
ヤマハ（株）では、株主の皆さまの日頃のご支援に感謝して株主優待制度を導入しています。（日本国内）

》株主優待のご案内 

https://www.yamaha.com/ja/ir/stock_price/
https://www.yamaha.com/ja/ir/investor_digest/treat/
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