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責任ある政治的関与

基本的な考え方

政治や政策への関与について、ヤマハグループでは、ステークホル
ダーのみならず、社会全体の利益となる政策の策定・推進に向け
て、誠実に向き合っていきたいと考えています。
その認識のもと、コンプライアンス行動規準の中で、行政や政治家
などとの関係について規定し、適切な関係を維持しています。

7-1　政府・地方自治体・公的機関との取引 
7-2　公務員等への贈答・接待の禁止 

7-3　政治献金 
7-4　関係官庁への対応 

政治献金について

ヤマハグループは、政党や政治家に対して中立な立場をとり、公職
選挙法、政治資金規正法、その他の政治関係の法令を順守し、法律
によって禁じられている政治家個人への献金や、特定の政治団体・
政党への法律で許容された範囲を超える金額の寄付などを禁止し
ています。
また、ヤマハ（株）内では、50万円以上の｢政治献金｣については社
長決裁および総務、経営管理、法務部門への合議と内部監査担当
執行役の確認が義務付けられているほか、グループ企業に対して
も、政治献金に関わらず、政府関係者や公的機関に属す者に対する
支払いに関しては、各国の政治資金規正法令の制限を守らせると
ともに、ヤマハ（株）と同様の内容を義務付けています。
さらに、毎年4月には内部監査担当執行役による｢政治献金関係に
おける監査｣を実施し、グループ全体でこれらが適切に守られてい
るかどうか監査しています。

 7-3　政治献金 

公正な事業慣行
ヤマハグループは市場経済社会の健全な発展のため、法令、社会
規範の順守による公正な事業慣行を徹底しています。

「コンプライアンス行動規準」に基づいて、独占禁止法の遵守、不当
な比較広告等の禁止などによる公正な競争、取引先ほか関係機関
との不明朗な関係の排除による公正な関係の構築・維持、知的財
産などの適正な管理を図っています。また、これらの順守を従業員
に徹底するために、社内教育を実施しています。
さらに、グループ内はもとより、原材料や部品のサプライチェーン
を通じたサステナビリティ推進を図るため、サプライヤーに向けて
人権尊重、労働・安全衛生、公正取引などに関する方針をお伝えす
るとともに、順守の協力を要請するなど、取引先と連携したサステ
ナビリティ調達の取り組みを進めています。

腐敗防止

基本的な考え方

ヤマハグループは、腐敗行為は健全な経済活動を阻害し、持続可
能な社会に悪影響を及ぼすとの認識のもと、「腐敗防止」を原則に
定める国連グローバル・コンパクトに賛同しています。取引先や政
府・地方自治体・公的機関との不明朗な関係を排除し、公正な取引
をすることをコンプライアンス行動規準に定め、腐敗防止に取り組
んでいます。

 国連グローバル・コンパクトの支持 
 コンプライアンス行動規準 

 5-4 不明朗な関係の排除（贈答・接待などのあり方） 
 7-1 政府・地方自治体・公的機関との取引 

 7-2 公務員等への贈答・接待の禁止 
 8-5 外国公務員への贈賄禁止 

腐敗防止を徹底するための取り組み

事業活動において、各国・地域の行政機関との交渉や協働機会が
あります。教育機関や公的施設に向けた事業の展開、工場建設や
操業に関する許認可取得では贈賄などのリスクが懸念され、腐敗
認識指数※や製造・販売拠点としての重要度にも鑑みた対策が必
要だと認識しています。ヤマハグループでは、これらのリスクをはじ
めあらゆる腐敗行為を防ぐため、コンプライアンス行動規準に基づ

いたルールの整備・運用の徹底、腐敗防止のための施策・教育・啓
発を行っています。ヤマハ（株）法務部門は、海外のグループ企業31
社および国内のグループ企業13社の事業における腐敗リスクが想
定されるケースを各社にヒアリングして分析し、各社に対し注意喚
起を継続しています。また、グループ内の取り組み状況をモニタリ
ングし、取締役への報告を行っています。
※ トランスペアレンシー・インターナショナル（国際透明性機構）が公開する国家

の腐敗度合いランク

 ルールの整備・運用の徹底
事業活動における贈答・接待について各部門でルールを定め、運用
することにより遵法性を維持しています。公務員への贈賄リスクの
高い地域に所在する海外グループ企業では、接待贈答に際し相手
や内容を明らかにすることの重要性を認識しており、事前申請や支
出の記録により公務員への贈賄行為を防いでいます。
また、ヤマハ（株）法務部門は、グループ全体に適用される腐敗防止
のために取り組むべきコンプライアンスプログラムを定めたルー
ルの制定を進めています。

 7-2 公務員等への贈答・接待の禁止 
 8-5 外国公務員への贈賄禁止 

 腐敗防止のための施策・教育・啓発
贈賄など不公正な取引を防止するために、さまざまな施策を実施
しています。自社による行為はもとより、取引先が自社のために行
う贈賄リスクを考慮して、取引先に対し契約書などで贈賄の禁止を
義務付けたり、取引先から誓約を取得するといった措置を講じる
グループ企業もあります。また「ヤマハサプライヤーCSR行動基準」
によりサプライヤーに対しても腐敗行為の禁止を定めています。
ヤマハ（株）法務部門では、腐敗防止に関する国際規範や法規制に
ついてグループ内への周知・注意喚起を行うとともに、グループ企
業から贈賄に係る相談の窓口を設け、腐敗リスク対策をサポートし
ています。

 腐敗行為に関する指摘などの状況
2022年3月期、ヤマハグループ内で腐敗行為に関する法令違反や
行政処分はありませんでした。また、取引先またはその従業員を名
乗る方から内部通報窓口への、ヤマハにおける贈賄を指摘する通
報はありませんでした。

 コンプライアンス相談・通報窓口の運用 

https://www.yamaha.com/ja/csr/compliance_code_of_conduct#7-1
https://www.yamaha.com/ja/csr/compliance_code_of_conduct#7-2
https://www.yamaha.com/ja/csr/compliance_code_of_conduct#7-3
https://www.yamaha.com/ja/csr/compliance_code_of_conduct#7-4
https://www.yamaha.com/ja/csr/compliance_code_of_conduct#7-3
https://www.yamaha.com/ja/csr/global_compact
https://www.yamaha.com/ja/csr/compliance_code_of_conduct
https://www.yamaha.com/ja/csr/compliance_code_of_conduct#5-4
https://www.yamaha.com/ja/csr/compliance_code_of_conduct#7-1
https://www.yamaha.com/ja/csr/compliance_code_of_conduct#7-2
https://www.yamaha.com/ja/csr/compliance_code_of_conduct#8-5
https://www.yamaha.com/ja/csr/compliance_code_of_conduct#7-2
https://www.yamaha.com/ja/csr/compliance_code_of_conduct#8-5
https://www.yamaha.com/ja/csr/governance/compliance/#05
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 サプライヤーに対するサステナビリティ要請
サプライヤーとの取引契約書にヤマハサプライヤーCSR行動基準
の順守を明記するとともに、サプライヤーに対して定期的に自己点
検を要請しています。

 ヤマハサプライヤーCSR行動基準 

サプライヤーへのサステナビリティに関する要請事項※1

区分 要請事項

労働・人権 強制労働の禁止
児童労働の禁止
適切な労働時間
適切な賃金と給付
非人道的な扱いの禁止
差別の禁止
労働者の権利の確保（結社の自由や団体交渉
権など）
紛争鉱物への対応

労働安全 職務上の安全確保
事故の未然防止と緊急時への備え
労働災害と疾病の予防
身体的負荷、疾病への配慮
機械装置の安全対策
施設の安全衛生の確保

環境保全 環境許可証などの順守
省資源と省エネルギー
排水の管理
大気への排出の管理
廃棄物の適正処分
化学物質の管理
製品含有物質の管理
生物多様性の保全

倫理 汚職・賄賂などの禁止
反競争的行為の禁止
情報の開示
製品情報の適切な提供
不正行為の予防と早期発見
知的財産権の保護
個人情報の保護

※1 上記に加え、木材サプライヤーに向けては、持続可能な木材資源の調達を要請

公正な競争

基本的な考え方

ヤマハグループは、不当な競争制限行為や不公正な取引を行わず、
市場経済社会の健全な発展の基本である「公正な競争」を徹底し
ます。また、取引先をともに歩むパートナーであると考え、公正な取
引の徹底による信頼関係の維持に努めています。コンプライアンス
行動規準においては、取引先との公正な関係に対する規定と市場
競争における企業の行動に対する規定をそれぞれ明記し、グルー
プ内に周知徹底を図っています。

 5．取引先との関係 
 6．競争相手との関係 

公正な競争・取引のための仕組み・施策

 競争法の遵守
ヤマハグループは、「公正な競争」を徹底するため、グループ企業が
競争法遵守のために取り組むべきコンプライアンスプログラムを
定めたルールを制定し、国内・海外グループ企業において、カルテ
ル、入札談合、価格拘束などの違法行為を防止するための競争法
研修を実施しています。
当該ルールに基づき、2022年3月期は、海外のグループ企業19社

（販売子会社、事業子会社）および国内のグループ企業10社（ヤマハ
（株）、販社子会社、事業子会社）で競争法研修を実施しました（国
内受講者数計：2,242名）。

 下請法の遵守
ヤマハグループ（国内）では、会計システム上で下請事業者との取
引を把握し、支払い遅延を未然に防止できる仕組みを運用してい
ます。また、社内通達や購買部門担当者の会議などを通じて、下請
法に関する行政からの通達や運用基準を社内に通知し、順守すべ
き事項の把握と周知徹底に努めています。

公正な競争に関する違反の状況

2022年３月期において、ヤマハグループ内で、反競争行為、競争法違
反、独占禁止法違反により法的措置を受けた事例はありませんでし
た。また、国内については、公正取引委員会や中小企業庁からの書面
調査に協力しており、法令違反による命令・勧告は受けていません。

バリューチェーンにおける社会的責任の推進

取り組みおよび推進体制

ヤマハグループは、製品・サービスの開発、原材料調達、製造、販売、
リサイクルなどバリューチェーン全体でのサステナビリティ推進に
努めています。2021年に設置したサステナビリティ委員会（委員
長：代表執行役社長）に、調達や人権に関する専門部会（部会長：執
行役）を置き、サプライチェーンにおける環境や人権などのサステ
ナビリティ課題に対応するための社内体制の整備、施策や目標、実
行計画の策定、関連部門と連携した推進活動、モニタリングを行っ
ています。

 バリューチェーンとサステナビリティ課題 
 サステナビリティマネジメント 

サプライチェーンにおけるサステナビリティ推進

ヤマハ製品は主に、日本、中国、インドネシア、マレーシア、インドに
拠点を構えるヤマハのグループ企業で製造、組み立てされていま
す。これら生産拠点であるグループ企業に対し、コーポレート部門
の専門スタッフが、グループ規程や基準に基づいて労務、安全衛
生、環境管理の状況をモニターし、仕組み構築支援や改善アドバイ
スを行っています。また、これらのグループ企業が原材料や部品を
調達するにあたっては、調達に関するヤマハグループの各方針に従
います。「ヤマハグループ購買方針」に定める基準に沿って調達先を
選定するとともに、労働や人権、環境などサステナビリティについ
て定めた「ヤマハサプライヤーCSR行動基準」への順守を調達先に
要請しています。また、同基準に沿った点検を取引開始時および定
期的に実施し、必要に応じて是正や取引の見直しを行っています。
なお、ヤマハ（株）は電子情報技術産業協会（JEITA）の会員として、
CSR委員会や同委員会内の苦情処理メカニズムワーキンググルー
プに参加し、業界連携でのCSR調達推進活動に努めています。

 調達に関するヤマハの方針
 ヤマハグループ購買方針 
 ヤマハサプライヤーCSR行動基準 
 ヤマハグループ木材調達方針 
 グリーン調達基準書 
 紛争鉱物への対応 

https://www.yamaha.com/ja/csr/supplier_code_of_conduct
https://www.yamaha.com/ja/csr/compliance_code_of_conduct#05
https://www.yamaha.com/ja/csr/compliance_code_of_conduct#06
https://www.yamaha.com/ja/csr/guideline_procurement
https://www.yamaha.com/ja/csr/supplier_code_of_conduct
https://www.yamaha.com/ja/csr/guideline_timber_procurement
https://www.yamaha.com/ja/csr/guideline_green_procurement
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コミュニケーションの実施状況

2020年度から新型コロナウィルス感染拡大の影響により、一部実
施の見送りや、郵送による書面決議などの代替手段にて執り行っ
ています。
年次総会：調達・物流・設備の各部門における協力会 各1回 計3回
生産・販売動向報告会：調達部門の協力会 年1回
安全衛生点検パトロール：2022年3月期は2事業所の構内工事現
場にて実施
廃棄物処理委託業者：2022年3月期は27社への訪問、現地確認を
実施

廃棄物処理委託先への現地確認の様子

 パートナーシップ構築宣言
ヤマハ（株）は、経団連会長、日商会頭、連合会長および関係大臣

（内閣府、経産省、厚労省、農水省、国交省）をメンバーとする「未来
を拓くパートナーシップ構築推進会議」の趣旨に賛同し、サプライ
チェーン全体での付加価値向上を目指し取引先との共存共栄関係
の構築に取り組むことを表明する「パートナーシップ構築宣言」を
2021年1月に公表しました。

 パートナーシップ構築宣言（2021年1月1日登録）

 「ホワイト物流」推進運動
ヤマハ（株）は、国土交通省・経済産業省・農林水産省が提唱する

「ホワイト物流」推進運動の趣旨に賛同し、生産性の高い物流と働
き方改革の実現に向け、取引先や物流事業者等の関係者との相互
理解と協力のもとで物流の改善に取り組むことを方針とした「持続
可能な物流の実現に向けた自主行動宣言」を提出しました。

 持続可能な物流の実現に向けた自主行動宣言（2019年9月20日最終更新）

ヤマハサプライヤーCSR行動基準 ヤマハサプライヤーCSR自己点検表

 サプライヤーの点検実施状況
2020年3月期に取引先3,748社※2に対する一斉点検を行い、
3,694社から点検結果の報告を受けました（回収率98.6%）。点検
結果より管理の仕組みが不足している11社に対し是正を要請し、
うち9社の改善状況を書面で確認しました。残り2社は取引中止を
予定しています。報告のなかった54社のうち38社は、RBAなどのサ
ステナビリティ規範への準拠や認証取得の状況から低リスクと判
断しました。9社とは取引中止を予定し、残り7社へは引き続き行動
基準の順守を求めるとともに、調達の方針や計画策定の際に今後
の取引について検討、判断していきます。次回一斉点検は2023年3
月期に予定しており、実施に向けて点検項目の拡充と評価基準の
見直しを行いました。
2022年3月期は、取引開始の検討に際し138社に自己点検を実施
いただきました。
※2 同一サプライヤーに対し、複数生産現地法人から実施している可能性がある

ため、延べ数としています

 調達担当者への教育
グループ内の調達担当者に対し、下請法や契約に関する法律、貿易
や調達物品に関する諸規制など公正な取引のための教育を行って
います。加えて、サプライヤーのCSR行動基準の順守状況を点検す
る担当者に向けては、責任ある調達に関する教育を行っています。
また、木材の合法性確認など持続可能な木材調達についての説明
会を毎年行っており、2022年3月期は日本、中国、インドネシアの3
地域で実施しました。

責任ある原材料調達

天然資源など各種原材料の調達においては、環境や社会に与える
影響に配慮し、責任ある調達を行うことが大切です。ヤマハグループ
では、楽器をはじめとする製品の原材料として重要な「木材」の持続
可能な調達や、グリーン調達などのテーマに取り組んでいます。

 持続可能な木材調達 
 グリーン調達活動 

 紛争鉱物への対応
コンゴ民主共和国および隣接諸国で採掘されるスズ、タンタル、タ
ングステン、金などの鉱物資源が、暴力行為や略奪などの非人道的
行為による人権侵害を引き起こしている武装勢力の資金源となっ
ている可能性が懸念されており、これらの鉱物資源は「紛争鉱物」
と呼ばれています。ヤマハグループは、人権侵害や環境破壊に加担
しない鉱物調達を目指し、紛争鉱物の不使用に向けた取り組みを
進めています。顧客らの調査要請に応えるとともに、「ヤマハサプラ
イヤーCSR行動基準」において、サプライヤーに対して、紛争鉱物
の不使用に向けた取り組みを求めています。

取引先とのコミュニケーション

ヤマハグループでは、取引先や委託先とのコミュニケーションを推
進しています。日本国内では、原材料・部品・設備などの調達先、物
流業務・工事などの委託先に対し、経営や生産・販売動向に関する
情報共有、労働安全や環境保全などの協力を行うほか、懇親活動
を通じて意見交換などしやすい雰囲気の醸成に努めています。取
引先と連携したサステナビリティ推進に向けて、国内の調達取引先
の研修会にてSDGsテーマの講話を行い、SDGsの概要や人権への
取り組みを含む当社グループの活動について紹介しています。ま
た、日本国内生産拠点の廃棄物処理委託先について、法令順守や
CSR面での確認や訪問による現地確認を行っています。なお、国内
生産拠点を置く静岡県の産業廃棄物協会に排出事業者として加盟
し、廃棄物処理に関する情報交換や、施設見学会などのイベント協
力を通じたコミュニケーションを図っています。

https://www.biz-partnership.jp/declaration/913-05-24-shizuoka.pdf
https://white-logistics-movement.jp/wp-content/themes/white-logistics/docs/declarations/00508.pdf
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の法規制や社会情勢に対応して随時改訂しています。現在は、日本
において2018年末と2019年初に施行された改正著作権法に合わ
せた改訂版を2019年4月から配布しています。

著作権確認テスト（Web実施） 著作権に関する
社内教育ツール

 ブランド
ブランドは、創業より築き上げてきた大切な資産であり、お客さま
や社会に対する責任の証です。ヤマハグループは、ヤマハブランド
に関する管理規程や全社的な管理組織であるブランド戦略委員会
のもと、表示ルールなどの整備を進め、適正な使用によるブランド
価値の維持・向上を図っています。また、ヤマハブランドについてほ
ぼ全世界で商標権を取得しているほか、商品・サービス、技術など
のサブブランドについても、適正に事前調査および権利取得を図っ
ています。

 模倣対策
ヤマハグループは、世界各地で拡大基調にある模倣品や知的財産
の不正使用への対策を継続することで、消費者の経済的不利益排
除と安全確保を図り、ヤマハブランドへの信頼を維持することを目
指しています。特に中国において、訴訟提起や行政処分の申し立て
をはじめ、近年はインターネットやソーシャルメディアによる模倣
品販売への対策にも力を入れています。

財産権の尊重（知的財産の保護）

基本的な考え方

ヤマハグループは、自社・他者すべての知的財産が正当に保護・利
用されることにより、技術革新や文化芸術の創造が促され、健全な
社会の発展につながると考えています。この考えのもと、企業理念

「感動を・ともに・創る」および経営ビジョン「なくてはならない個性
輝く企業になる」の達成に向け、知的財産権を積極的に取得・活用
することで自社の事業を保護すると同時に、他者の知的財産権を
尊重する風土・体制づくりに努めています。

知的財産の保護への取り組み

事業活動の中で生まれる新しい技術アイデア、デザインや商品・
サービス名などの重要な知的財産について積極的に権利を取得
し、保護および活用を図っています。また、他者の知的財産権を尊
重することを基本とし、「コンプライアンス行動規準」にも知的財産
権の保護を定め、順守しています。新製品開発時や知的財産権取
得における事前調査にあたっては、AIを活用したツールなどを導
入し、精度向上による権利侵害の回避に努めています。
また、職務上発生した創作に関する権利（特許や意匠など）につい
ての取扱規定および報奨制度などを整備するほか、自社および他
者の保有する知的財産を適正に利用するための従業員教育も行っ
ています。入社時の教育に加え、開発部門やマーケティング部門な
どへの配属や異動にあわせ、知的財産の管理全般や特許・著作権
などの関連テーマに関する研修を実施するなど、従業員教育を強
化しています。

 6-3 知的財産権の尊重 

 特許
特許情報などの分析結果に基づいて中長期の事業を見据えた特許
戦略を策定し、新しい価値の創造を支援するとともに、それらの価値
を保護するための強い特許網構築を目指しています。各事業におい
ては、他社との差別化、事業の優位性の獲得を主眼に特許を活用す
るとともに、第三者へのライセンス活動も適宜行っています。
さらに、国内外の保有権利全件について、毎年、現在の活用状況、
将来の活用可能性などを含めた評価を行い、ヤマハならではの製
品の開発や競争優位性の構築に資する知的財産を峻別、整理して
います。こうした保有権利の件数や内容の適正化を進めることで、
知的財産の合理的な活用を図っています。
2022年3月末におけるヤマハグループの特許および実用新案の合
計保有件数は、国内で2,298件、海外では、米国、欧州、中国を中心
に2,793件の合計5,091件です。

 意匠
ヤマハグループでは、デザインを製品差別化の重要な要素の一つ
と捉え、意匠権を中心とした知的財産権による適切な保護・活用に
努めています。特に、模倣品被害の多発する国・地域においては、意
匠権の取得と権利行使を強化しています。また最近では、デザイン
もブランディングの重要な一要素として位置づけ、それに沿った意
匠出願戦略を進めています。
2022年3月末におけるヤマハグループの意匠保有件数は、国内で
491件、海外で1,085件の合計1,576件です。

 著作権
ヤマハグループは、特許・意匠・商標の産業財産権に加え、音・音楽
の分野を中心に多数の著作物を創作しています。特に、音楽関係の
著作権などは重要な知的財産権であり、法的措置の実施を含めて
適正な管理・活用に努めています。また、適法な著作物利用を図る
ための社内教育にも取り組んでおり、毎年、社内の知的財産担当者
が社内向け著作権セミナーを開催するほか、部門・グループ企業向
けにそれぞれ特化した勉強会も定期的に実施しています。（2022
年3月期は延べ4回、計299名受講）
2021年6月から2022年2月にかけて、著作権の基本的知識に関す
る間違い探しクイズ「著作権確認テスト」を海外ヤマハグループ企
業の従業員に対して実施。昨年実施済みの日本国内のみならず、全
世界の従業員の著作権意識向上と適切な著作物利用・管理を促進
しました。
そのほか、著作権に関する社内教育ツール「著作権ガイド」を、最新

https://www.yamaha.com/ja/csr/compliance_code_of_conduct#6-3
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税務コンプライアンスに対する取り組み
ヤマハグループは「私たちは、音・音楽を原点に培った技術と感性
で、新たな感動と豊かな文化を世界の人々とともに創りつづけま
す」を企業理念とし、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んでいます。

基本的な考え方

ヤマハグループは、国・地域ごとに規定される税務関連法令、
OECD移転価格ガイドラインやBEPS（Base Erosion and Profit 
Shifting）各行動計画に従ってグループ対応を進め、適正な納税を
行い、企業価値の向上のみならず、各国の経済および社会発展に
求められる役割を果たしていきます。

税務ガバナンス

ヤマハグループは、国際的な税務リスクを適切に認識し、税務戦略
を経営上の重要課題と位置付け、税務ガバナンスの整備・維持・強
化に努めています。ヤマハ（株）では代表執行役社長の諮問機関と
して、全社リスクマネジメントに関し、継続的な取り組み方針を審
議、モニタリングするリスクマネジメント委員会を設置しています。
税務に関しても同委員会のモニタリングの下、ヤマハ（株）税務担当
部門において、税務ガバナンス体制の整備とリスク管理を行ってい
ます。

税務執行体制

ヤマハ（株）の税務担当部門は、グループ税務を統括する担当執行
役の指示の下、グループ税務規程を制定し、グループ各社の税務
担当と連携して、グループ従業員にヤマハグループ税務方針と手続
きの周知、運用の徹底を図っています。
また、グループ企業の責任者は、グループ税務規程に従い、税務に
関する内部統制システムの構築・維持に努めています。

税務リスク低減とモニタリング

ヤマハ（株）の税務担当部門は、上記体制の下、グループ各社の税
務執行状況の定期的モニタリング、必要な是正、運用支援を行って
います。また、外部専門家からの助言や税務当局への確認などによ
り税務リスク低減に取り組んでいます。

タックスプランニング

ヤマハグループは、各国における優遇税制が通常の事業活動を遂
行する上で、合法的かつ社会倫理にのっとって利用可能な場合は
効果的に活用し、適正な税負担となるように努めています。国際法
および国内法の立法精神に反するタックスヘイブンの利用など、ま
たは恣意的な租税回避行為と認められるタックスプランニングは
行いません。

移転価格

ヤマハグループは、グループ各社の機能・リスクに応じた所得の適
正配分を実現し、所得の不当な他国移転を防止することに努めて
います。グループ各社損益の定期的なモニタリングを通じ独立企
業間価格を維持するとともに、事後的な移転価格課税のリスクを
回避するため、税務当局との事前確認制度（Advanced Pricing 
Agreement）の実施に努めています。

税務当局との関係

ヤマハグループは、事業を行う各地域の税務当局と良好な関係を維
持し、必要な場合は事前に税務当局に確認を行うことで、適正な税
務申告に努めるとともに、税務リスクの低減に取り組んでいます。

透明性の確保

ヤマハグループは、各国の関連法令や開示基準、会計基準に従った
税務情報の開示を行います。また、事業を行う地域の税務当局に対
してもわかりやすい説明に努め、透明性を確保していきます。
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