
2004.4 – 2007.3
中期経営計画説明会

２００４２００４２００４２００４年年年年２２２２月月月月１０１０１０１０日日日日

ヤマハヤマハヤマハヤマハ株式会社株式会社株式会社株式会社



環境認識環境認識環境認識環境認識

■経営リスクの増大

■知価社会への動き

■中国の影響力の増大

市場構造市場構造市場構造市場構造・・・・技術技術技術技術のののの変動変動変動変動、、、、競争競争競争競争のののの激化激化激化激化、、、、コンプライアンスリスクコンプライアンスリスクコンプライアンスリスクコンプライアンスリスク等等等等

技術技術技術技術、、、、ノウハウノウハウノウハウノウハウなどなどなどなど「「「「知恵知恵知恵知恵」」」」のののの収益化収益化収益化収益化ととととブランドブランドブランドブランド確立確立確立確立がががが競争競争競争競争のののの鍵鍵鍵鍵

生産地及生産地及生産地及生産地及びびびび消費地消費地消費地消費地としてのとしてのとしてのとしての存在感存在感存在感存在感のののの拡大拡大拡大拡大とととと、、、、世界市場世界市場世界市場世界市場でのでのでのでの競合競合競合競合



中期経営計画中期経営計画中期経営計画中期経営計画のののの基本基本基本基本スタンススタンススタンススタンス

高水準高水準高水準高水準のののの利益利益利益利益をををを安定的安定的安定的安定的にににに創出創出創出創出しししし、、、、

持続的持続的持続的持続的なななな発展発展発展発展をををを可能可能可能可能とするとするとするとする経営構造経営構造経営構造経営構造のののの実現実現実現実現をををを目指目指目指目指すすすす

＊＊＊＊ＹＳＤＹＳＤＹＳＤＹＳＤはははは、、、、YAMAHA Sustainable Development （（（（持続的持続的持続的持続的なななな発展発展発展発展））））のののの頭文字頭文字頭文字頭文字。。。。
　　　　 ５０５０５０５０はははは「「「「５００５００５００５００億円億円億円億円のののの利益水準利益水準利益水準利益水準＋＋＋＋実質有利子負債実質有利子負債実質有利子負債実質有利子負債ゼロゼロゼロゼロ」」」」のののの目標目標目標目標をををを表表表表しますしますしますします。。。。

企業企業企業企業のののの持続的発展持続的発展持続的発展持続的発展のためにのためにのためにのために、、、、
「「「「①①①①強強強強いいいい収益基盤収益基盤収益基盤収益基盤　　　　②②②②付加価値付加価値付加価値付加価値をををを創造創造創造創造しししし成長成長成長成長しししし続続続続けることけることけることけること　　　　③③③③環境環境環境環境・・・・社会社会社会社会とととと
のののの調和調和調和調和」」」」のののの実現実現実現実現をををを目指目指目指目指しますしますしますします。。。。



持続的持続的持続的持続的・・・・安定的安定的安定的安定的なななな

高収益構造高収益構造高収益構造高収益構造のののの確立確立確立確立

持続的持続的持続的持続的・・・・安定的安定的安定的安定的なななな

高収益構造高収益構造高収益構造高収益構造のののの確立確立確立確立

中期経営計画中期経営計画中期経営計画中期経営計画のののの３３３３つのつのつのつの方針方針方針方針

独創的独創的独創的独創的かつかつかつかつ高品質高品質高品質高品質なななな

商品開発商品開発商品開発商品開発／／／／事業創出事業創出事業創出事業創出

独創的独創的独創的独創的かつかつかつかつ高品質高品質高品質高品質なななな

商品開発商品開発商品開発商品開発／／／／事業創出事業創出事業創出事業創出

企業企業企業企業のののの社会的責任社会的責任社会的責任社会的責任
（ＣＳＲ）（ＣＳＲ）（ＣＳＲ）（ＣＳＲ）をををを重視重視重視重視したしたしたした経営経営経営経営

企業企業企業企業のののの社会的責任社会的責任社会的責任社会的責任
（ＣＳＲ）（ＣＳＲ）（ＣＳＲ）（ＣＳＲ）をををを重視重視重視重視したしたしたした経営経営経営経営



２００７２００７２００７２００７年年年年３３３３月期数値目標月期数値目標月期数値目標月期数値目標

連結営業利益連結営業利益連結営業利益連結営業利益連結営業利益連結営業利益連結営業利益連結営業利益

Ｆ Ｃ ＦＦ Ｃ ＦＦ Ｃ ＦＦ Ｃ ＦＦ Ｃ ＦＦ Ｃ ＦＦ Ｃ ＦＦ Ｃ Ｆ ( 3( 3( 3( 3( 3( 3( 3( 3 年間年間年間年間年間年間年間年間 ））））））））

連 結売上高連結売上高連結売上高連結売上高連結売上高連結売上高連結売上高連結売上高

Ｒ Ｏ ＥＲ Ｏ ＥＲ Ｏ ＥＲ Ｏ Ｅ

在庫月数在庫月数在庫月数在庫月数

実質有利子負債実質有利子負債実質有利子負債実質有利子負債

当期利益当期利益当期利益当期利益

５００５００５００５００億円億円億円億円５００５００５００５００億円億円億円億円

３４０３４０３４０３４０億円億円億円億円

　　　　１０１０１０１０％％％％

６００６００６００６００億円億円億円億円６００６００６００６００億円億円億円億円

ゼロゼロゼロゼロ

２２２２．．．．９９９９ケケケケ月月月月

５５５５５５５５,,９００９００９００９００億円億円億円億円９００９００９００９００億円億円億円億円

為替レート〔＄：１１０円　 €：１２７円〕



持続的持続的持続的持続的・・・・安定的安定的安定的安定的なななな

高収益構造高収益構造高収益構造高収益構造のののの確立確立確立確立



４４４４））））調達調達調達調達コストコストコストコスト削減削減削減削減、、、、製造改革製造改革製造改革製造改革、、、、ビジネスプロセスビジネスプロセスビジネスプロセスビジネスプロセス
　　　　　　　　革新革新革新革新、、、、事務合理化事務合理化事務合理化事務合理化によるによるによるによる全社全社全社全社コストダウンコストダウンコストダウンコストダウン

持続的持続的持続的持続的・・・・安定的安定的安定的安定的なななな高収益構造高収益構造高収益構造高収益構造のののの確立確立確立確立

１１１１））））楽器事業営業利益楽器事業営業利益楽器事業営業利益楽器事業営業利益３００３００３００３００億円億円億円億円

３３３３））））既存既存既存既存のののの全事業全事業全事業全事業ユニットユニットユニットユニットのののの損益黒字化損益黒字化損益黒字化損益黒字化

２２２２））））そのそのそのその他中核事業他中核事業他中核事業他中核事業のののの収益基盤収益基盤収益基盤収益基盤のののの安定化安定化安定化安定化



楽器事業楽器事業楽器事業楽器事業

１１１１））））企画企画企画企画・・・・開発力開発力開発力開発力、、、、マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング力力力力のののの強化強化強化強化
　　　　 によるによるによるによる商品商品商品商品のののの付加価値向上付加価値向上付加価値向上付加価値向上

２２２２））））設備音響設備音響設備音響設備音響ビジネスビジネスビジネスビジネス、、、、中国市場中国市場中国市場中国市場におけるにおけるにおけるにおける成長成長成長成長とととと
　　　　 国内市場国内市場国内市場国内市場のののの活性化活性化活性化活性化

３３３３））））製造改革製造改革製造改革製造改革のののの推進推進推進推進



１１１１））））企画企画企画企画・・・・開発力開発力開発力開発力、、、、マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング力力力力のののの強化強化強化強化によるによるによるによる
　　　　 商品商品商品商品のののの付加価値向上付加価値向上付加価値向上付加価値向上

■■■■高付加価値商品高付加価値商品高付加価値商品高付加価値商品のののの開発開発開発開発

－－－－技術技術技術技術シーズシーズシーズシーズのののの活用活用活用活用によりによりによりにより、、、、顧客顧客顧客顧客へへへへ楽器楽器楽器楽器のののの楽楽楽楽しさしさしさしさ、、、、
　　　　　　　　使使使使いいいい易易易易さをさをさをさを提案提案提案提案　　　　

－－－－中高級中高級中高級中高級モデルモデルモデルモデル開発強化開発強化開発強化開発強化

カスタムカスタムカスタムカスタムＺＺＺＺシリーズシリーズシリーズシリーズカスタムカスタムカスタムカスタムＺＺＺＺシリーズシリーズシリーズシリーズ

ディスクラビアディスクラビアディスクラビアディスクラビア
ＭａｒｋＭａｒｋＭａｒｋＭａｒｋⅣⅣⅣⅣ

ディスクラビアディスクラビアディスクラビアディスクラビア
ＭａｒｋＭａｒｋＭａｒｋＭａｒｋⅣⅣⅣⅣ

エレクトーンエレクトーンエレクトーンエレクトーン
ＳＴＡＧＥＡＳＴＡＧＥＡＳＴＡＧＥＡＳＴＡＧＥＡ

エレクトーンエレクトーンエレクトーンエレクトーン
ＳＴＡＧＥＡＳＴＡＧＥＡＳＴＡＧＥＡＳＴＡＧＥＡ



ヤマハヤマハヤマハヤマハののののアーティストリレーションアーティストリレーションアーティストリレーションアーティストリレーション活動活動活動活動をををを
紹介紹介紹介紹介するするするする新新新新ホームページホームページホームページホームページ（（（（イメージイメージイメージイメージ））））

ヤマハヤマハヤマハヤマハののののアーティストリレーションアーティストリレーションアーティストリレーションアーティストリレーション活動活動活動活動をををを
紹介紹介紹介紹介するするするする新新新新ホームページホームページホームページホームページ（（（（イメージイメージイメージイメージ））））

世界世界世界世界のののの拠点拠点拠点拠点
からのからのからのからの情報情報情報情報

ｱｰﾃｨｽﾄｱｰﾃｨｽﾄｱｰﾃｨｽﾄｱｰﾃｨｽﾄ
動画動画動画動画

現地法人現地法人現地法人現地法人
サイトリンクサイトリンクサイトリンクサイトリンク

事業部事業部事業部事業部
サイトリンクサイトリンクサイトリンクサイトリンク

ヤマハアーティストヤマハアーティストヤマハアーティストヤマハアーティスト
サービスサービスサービスサービスＮＹＮＹＮＹＮＹオフィスオフィスオフィスオフィス

（（（（イメージイメージイメージイメージ））））

ヤマハアーティストヤマハアーティストヤマハアーティストヤマハアーティスト
サービスサービスサービスサービスＮＹＮＹＮＹＮＹオフィスオフィスオフィスオフィス

（（（（イメージイメージイメージイメージ））））

■■■■アーティストアーティストアーティストアーティスト、、、、専門家対策専門家対策専門家対策専門家対策



２２２２））））設備音響設備音響設備音響設備音響ビジネスビジネスビジネスビジネス、、、、中国市場中国市場中国市場中国市場におけるにおけるにおけるにおける成長成長成長成長とととと
　　　　 国内市場国内市場国内市場国内市場のののの活性化活性化活性化活性化

■■■■設備音響設備音響設備音響設備音響ビジネスビジネスビジネスビジネスでのでのでのでの成長成長成長成長（（（（１５０１５０１５０１５０％）％）％）％）

－－－－ ミキサーミキサーミキサーミキサーをををを基軸基軸基軸基軸ににににシステムソリューションシステムソリューションシステムソリューションシステムソリューションのののの実現実現実現実現

－－－－中小中小中小中小ＳＲ（ＳＲ（ＳＲ（ＳＲ（ライブライブライブライブ音響音響音響音響））））設備市場設備市場設備市場設備市場ににににフォーカスフォーカスフォーカスフォーカス

－－－－営業体制営業体制営業体制営業体制のののの強化強化強化強化　　　　



■■■■中国市場中国市場中国市場中国市場でのでのでのでの売上大幅伸長売上大幅伸長売上大幅伸長売上大幅伸長

－－－－販売網販売網販売網販売網、、、、営業体制営業体制営業体制営業体制のののの強化強化強化強化

－－－－ヤマハヤマハヤマハヤマハのののの品質訴求品質訴求品質訴求品質訴求、、、、音院音院音院音院・・・・アーティストアーティストアーティストアーティスト対策対策対策対策のののの
　　　　 積極的展開積極的展開積極的展開積極的展開によるによるによるによるブランドブランドブランドブランド強化強化強化強化

－－－－ヤマハヤマハヤマハヤマハ音楽教室音楽教室音楽教室音楽教室のののの立立立立ちちちち上上上上げげげげ

－－－－杭州工場立杭州工場立杭州工場立杭州工場立ちちちち上上上上げによるげによるげによるげによる生産拠点拡充生産拠点拡充生産拠点拡充生産拠点拡充　　　　



コアコアコアコア１００１００１００１００コアコアコアコア１００１００１００１００
ユニスタイルユニスタイルユニスタイルユニスタイルユニスタイルユニスタイルユニスタイルユニスタイル

－－－－普及普及普及普及・・・・販売拠点販売拠点販売拠点販売拠点へのへのへのへの投資強化投資強化投資強化投資強化
（（（（3年間年間年間年間でででで１００１００１００１００億円億円億円億円））））

－－－－国内営業国内営業国内営業国内営業におけるにおけるにおけるにおける販売販売販売販売のしくみののしくみののしくみののしくみの改革改革改革改革

■■■■国内市場国内市場国内市場国内市場のののの活性化活性化活性化活性化

－－－－ ｴﾚｸﾄｰﾝｴﾚｸﾄｰﾝｴﾚｸﾄｰﾝｴﾚｸﾄｰﾝ「ＳＴＡＧＥＡ」「ＳＴＡＧＥＡ」「ＳＴＡＧＥＡ」「ＳＴＡＧＥＡ」のののの発売発売発売発売ととととｴﾚｸﾄｰﾝｴﾚｸﾄｰﾝｴﾚｸﾄｰﾝｴﾚｸﾄｰﾝ愛好家愛好家愛好家愛好家のののの拡大拡大拡大拡大



３３３３））））製造改革製造改革製造改革製造改革のののの推進推進推進推進

■■■■ヤマハヤマハヤマハヤマハ生産思想生産思想生産思想生産思想のののの形成形成形成形成とととと、、、、楽器製造楽器製造楽器製造楽器製造にににに最適最適最適最適なななな
　　　　 仕組仕組仕組仕組みのみのみのみの構築構築構築構築

■■■■調達調達調達調達コストコストコストコスト削減削減削減削減

■■■■生産拠点生産拠点生産拠点生産拠点のののの見直見直見直見直しししし

－－－－拠点拠点拠点拠点のののの整備整備整備整備、、、、再配置再配置再配置再配置

－－－－杭州杭州杭州杭州ヤマハヤマハヤマハヤマハのののの軌道乗軌道乗軌道乗軌道乗せせせせ

－－－－グローバルグローバルグローバルグローバルなななな材料調達材料調達材料調達材料調達・・・・供給能力供給能力供給能力供給能力のののの拡大拡大拡大拡大

－－－－ ＴＰＳ、ＴＰＭＴＰＳ、ＴＰＭＴＰＳ、ＴＰＭＴＰＳ、ＴＰＭのののの全面展開全面展開全面展開全面展開

－－－－ ＳＣＭＳＣＭＳＣＭＳＣＭ活動活動活動活動とととと連動連動連動連動したしたしたした在庫削減在庫削減在庫削減在庫削減



コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツ、、、、メディアメディアメディアメディア事業事業事業事業

■■■■海外着海外着海外着海外着メロメロメロメロ配信配信配信配信ビジネスビジネスビジネスビジネスのののの拡大拡大拡大拡大

－－－－07/3期期期期　　　　‥‥‥‥‥‥‥‥　　　　売上高売上高売上高売上高７７７７．．．．２２２２億円目標億円目標億円目標億円目標

■■■■ポータルサイトポータルサイトポータルサイトポータルサイトをををを活用活用活用活用したしたしたした新規事業展開新規事業展開新規事業展開新規事業展開

－－－－音楽音楽音楽音楽ポータルサイトポータルサイトポータルサイトポータルサイト「Ｍｕｓｉｃ　ｅ「Ｍｕｓｉｃ　ｅ「Ｍｕｓｉｃ　ｅ「Ｍｕｓｉｃ　ｅ-ｃｌｕｂ」ｃｌｕｂ」ｃｌｕｂ」ｃｌｕｂ」
　　　　 （（（（月間月間月間月間２２０２２０２２０２２０万万万万ビジタービジタービジタービジター、ＹＯＭ、ＹＯＭ、ＹＯＭ、ＹＯＭ会員会員会員会員３０３０３０３０万人万人万人万人））））

－－－－携帯総合携帯総合携帯総合携帯総合サイトサイトサイトサイト「「「「メロメロメロメロっちゃっちゃっちゃっちゃ」（」（」（」（会員会員会員会員４００４００４００４００万人万人万人万人））））

■■■■グループグループグループグループ内内内内レーベルレーベルレーベルレーベル（ＹＭＣ，（ＹＭＣ，（ＹＭＣ，（ＹＭＣ，ミュージックフロントミュージックフロントミュージックフロントミュージックフロント））））
　　　　 におけるにおけるにおけるにおける新新新新ヒットアーティストヒットアーティストヒットアーティストヒットアーティストのののの輩出輩出輩出輩出ににににチャレンジチャレンジチャレンジチャレンジ

＊YOM：ヤマハオンラインメンバー



ＡＶＡＶＡＶＡＶ・・・・ＩＴＩＴＩＴＩＴ事業事業事業事業

■■■■ホームシアターホームシアターホームシアターホームシアター事業事業事業事業のののの強化強化強化強化

・・・・ ヤマハヤマハヤマハヤマハのののの強強強強みであるみであるみであるみである「「「「音音音音」」」」にこだわったにこだわったにこだわったにこだわった違違違違いのいのいのいの演出演出演出演出

・・・・薄型薄型薄型薄型TV時代時代時代時代にににに対応対応対応対応したしたしたしたデザインマッチングデザインマッチングデザインマッチングデザインマッチング

・・・・ スピーカースピーカースピーカースピーカーののののブランドポジションブランドポジションブランドポジションブランドポジション確立確立確立確立

・・・・ セルセルセルセル生産生産生産生産のののの統合統合統合統合マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント

・・・・ SCMののののレベルアップレベルアップレベルアップレベルアップ

－－－－ QCDのののの更更更更なるなるなるなる向上向上向上向上とととと変種変量生産変種変量生産変種変量生産変種変量生産

－－－－ 商品商品商品商品のののの差別化差別化差別化差別化



■■■■ルータールータールータールーター事業事業事業事業のののの企業企業企業企業／ＳＯＨＯ／ＳＯＨＯ／ＳＯＨＯ／ＳＯＨＯ向向向向ソリューションソリューションソリューションソリューション
　　　　 ビジネスビジネスビジネスビジネス拡大拡大拡大拡大

－－－－ VPN／／／／VoIPをををを軸軸軸軸としてとしてとしてとしてSOHO・・・・企業向企業向企業向企業向にににに特化特化特化特化

－－－－ ソリューションビジネスプロセスソリューションビジネスプロセスソリューションビジネスプロセスソリューションビジネスプロセスのののの確立確立確立確立

・・・・代理店代理店代理店代理店・・・・開発開発開発開発・・・・営業一体営業一体営業一体営業一体のののの顧客対応体制顧客対応体制顧客対応体制顧客対応体制

・・・・顧客要望顧客要望顧客要望顧客要望ををををタイムリータイムリータイムリータイムリーににににフィードバックフィードバックフィードバックフィードバックするするするする
　　　　 マーケティングプロセスマーケティングプロセスマーケティングプロセスマーケティングプロセスのののの確立確立確立確立

・・・・ 高速高速高速高速・・・・多機能多機能多機能多機能ルータールータールータールーターのののの強化強化強化強化・・・・拡大拡大拡大拡大

・・・・ Voice＆＆＆＆Data統合提案統合提案統合提案統合提案



半導体事業半導体事業半導体事業半導体事業

■■■■携帯携帯携帯携帯音源音源音源音源ビジネスビジネスビジネスビジネスののののワールドワイドシェアワールドワイドシェアワールドワイドシェアワールドワイドシェアのののの維持維持維持維持

　　　　　　　　－－－－グローバルマーケットグローバルマーケットグローバルマーケットグローバルマーケットでのでのでのでのＳＭＡＦＳＭＡＦＳＭＡＦＳＭＡＦのののの更更更更なるなるなるなる推進推進推進推進

　　　　・・・・各国各国各国各国・・・・各地域各地域各地域各地域でのでのでのでのコンテンツサポートコンテンツサポートコンテンツサポートコンテンツサポートのののの拡充拡充拡充拡充

　　　　　－　－　－　－新商品新商品新商品新商品のののの継続的開発継続的開発継続的開発継続的開発とととと市場投入市場投入市場投入市場投入

　　　　・・・・ 高機能商品高機能商品高機能商品高機能商品によるによるによるによる差別化提案差別化提案差別化提案差別化提案

　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・ ローコストローコストローコストローコスト商品商品商品商品によるによるによるによる競合価格攻勢競合価格攻勢競合価格攻勢競合価格攻勢へのへのへのへの対応対応対応対応

　　　　　　　　－－－－変化変化変化変化するするするする需要需要需要需要へのへのへのへの生産対応生産対応生産対応生産対応



■■■■携帯携帯携帯携帯音源事業以外音源事業以外音源事業以外音源事業以外のののの領域領域領域領域のののの拡大拡大拡大拡大

　　　　　－－－－アミューズメントアミューズメントアミューズメントアミューズメント分野分野分野分野（（（（音源音源音源音源、、、、画像画像画像画像））））

　　－－－－オーディオオーディオオーディオオーディオ分野分野分野分野（（（（車載車載車載車載、、、、デジタルアンプデジタルアンプデジタルアンプデジタルアンプ））））　　　　　

　　－－－－通信分野通信分野通信分野通信分野（ＩＰｖ（ＩＰｖ（ＩＰｖ（ＩＰｖ６６６６関連関連関連関連））））

　　－－－－センサーセンサーセンサーセンサー分野分野分野分野（（（（地磁気地磁気地磁気地磁気、、、、そのそのそのその他他他他））））



■■■■損益損益損益損益分岐点分岐点分岐点分岐点のののの引引引引きききき下下下下げげげげ

－－－－業界業界業界業界にににに適合適合適合適合したしたしたした生産対応能力生産対応能力生産対応能力生産対応能力のののの実現実現実現実現

■■■■銅系銅系銅系銅系コネクターコネクターコネクターコネクター材事業材事業材事業材事業のののの開拓開拓開拓開拓とととと拡大拡大拡大拡大

－－－－旧旧旧旧インバーインバーインバーインバー設備設備設備設備のののの転用転用転用転用によるによるによるによる銅系生産能力銅系生産能力銅系生産能力銅系生産能力のののの拡大拡大拡大拡大

－－－－オーリンオーリンオーリンオーリン社社社社とのとのとのとの提携提携提携提携によるによるによるによる新市場開拓新市場開拓新市場開拓新市場開拓

－－－－ ＴＰＭＴＰＭＴＰＭＴＰＭのののの推進推進推進推進によるによるによるによるＱＣＤＱＣＤＱＣＤＱＣＤのののの継続的改善継続的改善継続的改善継続的改善

電子金属事業電子金属事業電子金属事業電子金属事業



リビングリビングリビングリビング事業事業事業事業

■■■■リフォームリフォームリフォームリフォーム事業事業事業事業ののののビジネスモデルビジネスモデルビジネスモデルビジネスモデル確立確立確立確立

－－－－エンドユーザーエンドユーザーエンドユーザーエンドユーザーををををターゲットターゲットターゲットターゲットとしとしとしとし、、、、ショールームショールームショールームショールームをををを
　　　　 核核核核にににに地域地域地域地域・・・・フロントユーザーフロントユーザーフロントユーザーフロントユーザーにににに密着密着密着密着したしたしたした市場政策市場政策市場政策市場政策

■■■■更更更更なるなるなるなる損益分岐点損益分岐点損益分岐点損益分岐点のののの引引引引きききき下下下下げとげとげとげと資源資源資源資源のののの継続的投入継続的投入継続的投入継続的投入

－－－－ AWL社社社社とのとのとのとの提携提携提携提携・・・・協業協業協業協業でのでのでのでの売上売上売上売上とととと資源補完資源補完資源補完資源補完

－－－－施工施工施工施工をををを軸軸軸軸にににに、、、、更更更更なるなるなるなる生産供給方式生産供給方式生産供給方式生産供給方式のののの高度化高度化高度化高度化

－－－－商品改革商品改革商品改革商品改革、、、、業務改革業務改革業務改革業務改革、、、、要員構造改革要員構造改革要員構造改革要員構造改革



レクリエーションレクリエーションレクリエーションレクリエーション事業事業事業事業

■地域地域地域地域またはまたはまたはまたは特定分野特定分野特定分野特定分野におけるにおけるにおけるにおけるオンリーワンオンリーワンオンリーワンオンリーワン、、、、No.No.No.No.１１１１

－－－－地域地域地域地域とのとのとのとの共生共生共生共生、、、、地域物産地域物産地域物産地域物産のののの特性特性特性特性をををを活活活活かしたかしたかしたかした「「「「料理料理料理料理」」」」

　　「　　「　　「　　「もてなしもてなしもてなしもてなし」「」「」「」「楽楽楽楽しみしみしみしみ方方方方」」」」のののの提案提案提案提案によるによるによるによる差別化差別化差別化差別化

－－－－音音音音・・・・音楽音楽音楽音楽のののの楽楽楽楽しめるしめるしめるしめる施設施設施設施設

はいむるぶしはいむるぶしはいむるぶしはいむるぶしはいむるぶしはいむるぶしはいむるぶしはいむるぶし

葛城葛城葛城葛城　　　　北北北北のののの丸丸丸丸葛城葛城葛城葛城　　　　北北北北のののの丸丸丸丸

キロロキロロキロロキロロキロロキロロキロロキロロ



そのそのそのその他事業他事業他事業他事業

■■■■ゴルフゴルフゴルフゴルフ
　　　　 ・・・・Ｎｅｗ　ＩｎｐｒｅｓＮｅｗ　ＩｎｐｒｅｓＮｅｗ　ＩｎｐｒｅｓＮｅｗ　Ｉｎｐｒｅｓシリーズシリーズシリーズシリーズによるによるによるによるブランドブランドブランドブランドのののの存在感確立存在感確立存在感確立存在感確立

■■■■自動車用内装部品自動車用内装部品自動車用内装部品自動車用内装部品
　　　　　　　　・・・・製造改革製造改革製造改革製造改革によるによるによるによるコストダウンコストダウンコストダウンコストダウンでででで競争力強化競争力強化競争力強化競争力強化
　　　　　　　　・・・・新規顧客新規顧客新規顧客新規顧客のののの開拓開拓開拓開拓…海外海外海外海外メーカーメーカーメーカーメーカー、、、、新製法新製法新製法新製法・・・・新意匠新意匠新意匠新意匠

■■■■金型部品金型部品金型部品金型部品、ＦＡ、ＦＡ、ＦＡ、ＦＡ
　　　　　　　　・・・・ＭｇＭｇＭｇＭｇコストコストコストコストＮｏ．Ｎｏ．Ｎｏ．Ｎｏ．１１１１工場工場工場工場のののの実現実現実現実現
　　　　　　　　・・・・加飾筐体加飾筐体加飾筐体加飾筐体ソリューションプロバイダーソリューションプロバイダーソリューションプロバイダーソリューションプロバイダーののののビジネスモデルビジネスモデルビジネスモデルビジネスモデル確立確立確立確立
　　　　　　　　・・・・ＦＡＦＡＦＡＦＡはははは、、、、プレシジョンプレシジョンプレシジョンプレシジョン、、、、リークテスターリークテスターリークテスターリークテスター、、、、ロボットロボットロボットロボットでででで自立可能自立可能自立可能自立可能なななな
　　　　　　　　　　　　事業規模事業規模事業規模事業規模までまでまでまで拡大拡大拡大拡大



独創的独創的独創的独創的かつかつかつかつ高品質高品質高品質高品質なななな

商品開発商品開発商品開発商品開発／／／／事業創出事業創出事業創出事業創出



１１１１））））新新新新たなたなたなたな楽楽楽楽しみしみしみしみ方方方方のののの提案提案提案提案

２２２２））））メディアメディアメディアメディア総合戦略総合戦略総合戦略総合戦略のののの継続展開継続展開継続展開継続展開

３３３３））））コアコンピタンスコアコンピタンスコアコンピタンスコアコンピタンスのののの「「「「音音音音」」」」ををををベースベースベースベースにしたにしたにしたにした
新規事業創出新規事業創出新規事業創出新規事業創出

４４４４））））開発開発開発開発ののののベースベースベースベースとなるとなるとなるとなる技術技術技術技術のののの強化強化強化強化／／／／風土活性化風土活性化風土活性化風土活性化

独創的独創的独創的独創的かつかつかつかつ高品質高品質高品質高品質なななな商品開発商品開発商品開発商品開発／／／／事業創出事業創出事業創出事業創出



新新新新たなたなたなたな楽楽楽楽しみしみしみしみ方方方方のののの提案提案提案提案

■■■■ネットワークネットワークネットワークネットワーク接続接続接続接続やややや簡単演奏簡単演奏簡単演奏簡単演奏でででで需要需要需要需要をををを拡大拡大拡大拡大



メディアメディアメディアメディア総合戦略総合戦略総合戦略総合戦略　　　　新新新新フェーズフェーズフェーズフェーズ

対応ハード

（MIDI、電子楽譜、Audio、Video、etc.）
コンテンツ

パソコンパソコンパソコンパソコン

楽楽楽楽　　　　器器器器

ネットネットネットネット楽器楽器楽器楽器

ネットネットネットネットＡＶＡＶＡＶＡＶ

ネットネットネットネット家電家電家電家電

携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話

ⅢⅢⅢⅢ．．．．対応対応対応対応するするするするハードハードハードハードのののの開発開発開発開発

ⅠⅠⅠⅠ．．．．配信配信配信配信メディアメディアメディアメディア（（（（チャンネルチャンネルチャンネルチャンネル））））のののの整備拡充整備拡充整備拡充整備拡充

顧客顧客顧客顧客データデータデータデータ
ベースベースベースベース

ミュージックミュージックミュージックミュージック
イークラブイークラブイークラブイークラブ

ネットネットネットネット楽器楽器楽器楽器
対応対応対応対応サイトサイトサイトサイト

配信メディア

ⅡⅡⅡⅡ．．．．新規新規新規新規サービスサービスサービスサービス

サードパーティ
コンテンツ

ヤマハグループ
コンテンツ

事業部、関連会社
ヤマハ音楽振興会

出版社、レコード会社
マルチメディア業界他

コ
ン
テ
ン
ツ
の
集
積

カラオケ、歌本

eラーニング
楽曲配信

■■■■ハードハードハードハード、、、、ソフトソフトソフトソフト、、、、コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツをををを連動連動連動連動させさせさせさせ新規新規新規新規ビジネスビジネスビジネスビジネス創出創出創出創出



ｺｱｺﾝﾋｺｱｺﾝﾋｺｱｺﾝﾋｺｱｺﾝﾋﾟ゚゚゚ﾀﾝｽﾀﾝｽﾀﾝｽﾀﾝｽのののの「「「「音音音音」」」」ををををﾍﾍﾍﾍﾞ゙゙゙ｰｽｰｽｰｽｰｽにしたにしたにしたにした新規事業創出新規事業創出新規事業創出新規事業創出

「「「「音楽音楽音楽音楽のののの音音音音」」」」のののの深耕深耕深耕深耕とととと併併併併せてせてせてせて、、、、人人人人のののの声声声声やややや環境環境環境環境のののの音音音音もももも扱扱扱扱うううう
「「「「音音音音のののの専門企業専門企業専門企業専門企業」」」」としてのとしてのとしてのとしてのブランドブランドブランドブランドをををを確立確立確立確立しししし、、、、新規事業新規事業新規事業新規事業のののの
創出創出創出創出とととと成長成長成長成長をををを目指目指目指目指すすすす。。。。

－－－－ネットワークネットワークネットワークネットワーク化化化化をををを背景背景背景背景としたとしたとしたとした「「「「音生活音生活音生活音生活」」」」のためののためののためののための技術開発技術開発技術開発技術開発
　　　　　　　　　　　　開発開発開発開発・・・・マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング組織組織組織組織としてとしてとしてとして「「「「サウンドライフサウンドライフサウンドライフサウンドライフ戦略推進室戦略推進室戦略推進室戦略推進室」」」」新設新設新設新設

－－－－ HIC(Human Interface Component)HIC(Human Interface Component)HIC(Human Interface Component)HIC(Human Interface Component)をををを切切切切りりりり口口口口にににに、「、「、「、「人人人人」」」」にににに焦点焦点焦点焦点

　　　　　　　　をあてたをあてたをあてたをあてた、、、、感性感性感性感性、、、、感覚感覚感覚感覚をををを扱扱扱扱うううう部品事業部品事業部品事業部品事業

－－－－ 「「「「音音音音ののののヤマハヤマハヤマハヤマハ」」」」としてのとしてのとしてのとしての基盤強化基盤強化基盤強化基盤強化



企業企業企業企業のののの社会的責任社会的責任社会的責任社会的責任
（ＣＳＲ）（ＣＳＲ）（ＣＳＲ）（ＣＳＲ）をををを重視重視重視重視したしたしたした経営経営経営経営



１１１１））））法令遵守法令遵守法令遵守法令遵守

２２２２））））環境保全環境保全環境保全環境保全

３３３３））））安全安全安全安全・・・・衛生衛生衛生衛生

４４４４））））情報開示情報開示情報開示情報開示

５５５５））））社会社会社会社会／／／／文化文化文化文化とのとのとのとの調和調和調和調和

企業企業企業企業のののの社会的責任社会的責任社会的責任社会的責任（ＣＳＲ）（ＣＳＲ）（ＣＳＲ）（ＣＳＲ）をををを重視重視重視重視したしたしたした経営経営経営経営



環境保全環境保全環境保全環境保全

■■■■ＲｏＨＳＲｏＨＳＲｏＨＳＲｏＨＳ対応対応対応対応（グリーン調達及び環境配慮設計）

　　　　　　　　－－－－ ２００５２００５２００５２００５年度年度年度年度までにまでにまでにまでに対応対応対応対応をををを完了完了完了完了させるさせるさせるさせる

■■■■ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション
　　　　　　　　－－－－ ヤマハヤマハヤマハヤマハ単体単体単体単体のののの工場工場工場工場についてはについてはについてはについては２００５２００５２００５２００５年末年末年末年末までにまでにまでにまでに達成達成達成達成

■■■■ ＣＯＣＯＣＯＣＯ２２２２排出量削減排出量削減排出量削減排出量削減
　　　　　　　　－－－－ ２０１０２０１０２０１０２０１０年度年度年度年度にににに１９９０１９９０１９９０１９９０年度比年度比年度比年度比でででで
　　　　　　　　　　　　　　　　６６６６％％％％削減削減削減削減（（（（京都議定書京都議定書京都議定書京都議定書にににに準拠準拠準拠準拠））））

■■■■ ＰＲＴＲＰＲＴＲＰＲＴＲＰＲＴＲ対象物質排出量削減対象物質排出量削減対象物質排出量削減対象物質排出量削減
　　　　　　　　－－－－ ２００６２００６２００６２００６年度年度年度年度にににに２００２２００２２００２２００２年度比年度比年度比年度比でででで２０２０２０２０％％％％削減削減削減削減

太陽光発電施設設置イメージ



中期経営計画数値編中期経営計画数値目標



売上計画売上計画売上計画売上計画

5,9005,9005,9005,900

5,5005,5005,5005,500

5,6505,6505,6505,650

5,4205,4205,4205,420

5,2475,2475,2475,247

03/303/303/303/3 04/304/304/304/3 05/305/305/305/3 06/306/306/306/3 07/307/307/307/3

（（（（億円億円億円億円））））■■■■売上高売上高売上高売上高はははは着実着実着実着実なななな成長成長成長成長をををを目指目指目指目指すすすす



利益計画利益計画利益計画利益計画（（（（営業利益営業利益営業利益営業利益））））

365365365365

500500500500
455455455455

400400400400

320320320320

03/303/303/303/3 04/304/304/304/3 05/305/305/305/3 06/306/306/306/3 07/307/307/307/3

（（（（億円億円億円億円））））■■■■ 07/3期期期期、、、、最高益最高益最高益最高益のののの実現目標実現目標実現目標実現目標



在庫計画在庫計画在庫計画在庫計画

727727727727719719719719
801801801801

715715715715 720720720720

03/303/303/303/3 04/304/304/304/3 05/305/305/305/3 06/306/306/306/3 07/307/307/307/3

（（（（億円億円億円億円））））

■■■■ 07/3期末在庫高期末在庫高期末在庫高期末在庫高はははは、、、、在庫月数在庫月数在庫月数在庫月数ベースベースベースベースでででで、、、、03/3期比期比期比期比２０２０２０２０％％％％削減削減削減削減

（期末在庫高）



設備投資計画設備投資計画設備投資計画設備投資計画

180180180180

256256256256

169169169169

224224224224

180180180180 187187187187188188188188195195195195182182182182176176176176

03/303/303/303/3 04/304/304/304/3 05/305/305/305/3 06/306/306/306/3 07/307/307/307/3

（（（（億円億円億円億円））））

減価償却費減価償却費減価償却費減価償却費減価償却費減価償却費減価償却費減価償却費

設備投資設備投資設備投資設備投資設備投資設備投資設備投資設備投資

■■■■ 05/3期期期期はははは営業拠点営業拠点営業拠点営業拠点、、、、設備更新等設備更新等設備更新等設備更新等にににに積極投資積極投資積極投資積極投資のののの計画計画計画計画



要員計画要員計画要員計画要員計画

11,88711,88711,88711,887 11,92411,92411,92411,924 11,89011,89011,89011,890 11,77011,77011,77011,770 11,62011,62011,62011,620

11,67611,67611,67611,676 12,16212,16212,16212,162 12,08012,08012,08012,080 12,40012,40012,40012,400 12,72012,72012,72012,720

03/303/303/303/3 04/304/304/304/3 05/305/305/305/3 06/306/306/306/3 07/307/307/307/3

国内国内国内国内国内国内国内国内

海外海外海外海外海外海外海外海外

（（（（人人人人））））

■■■■国内国内国内国内はははは漸減漸減漸減漸減。。。。海外海外海外海外はははは中国中国中国中国をををを中心中心中心中心にににに増加増加増加増加

23,563 24,086 23,970 24,170 24,340



このこのこのこの資料資料資料資料のののの中中中中でででで、、、、将来将来将来将来のののの見通見通見通見通しにしにしにしに関関関関するするするする数値数値数値数値につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、

ヤマハヤマハヤマハヤマハ及及及及びびびびヤマハグループヤマハグループヤマハグループヤマハグループ各社各社各社各社のののの現時点現時点現時点現時点でのでのでのでの入手可能入手可能入手可能入手可能なななな

情報情報情報情報にににに基基基基いておりいておりいておりいており、、、、このこのこのこの中中中中にはにはにはにはリスクリスクリスクリスクやややや不確定不確定不確定不確定なななな要因要因要因要因もももも

含含含含まれておりますまれておりますまれておりますまれております。。。。

従従従従いましていましていましていまして、、、、実際実際実際実際のののの業績業績業績業績はははは、、、、事業事業事業事業をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく経済環境経済環境経済環境経済環境、、、、需要需要需要需要

動向動向動向動向、、、、米米米米ドルドルドルドル、、、、ユーロユーロユーロユーロをををを中心中心中心中心とするとするとするとする為替動向等為替動向等為替動向等為替動向等によりによりによりにより、、、、これらこれらこれらこれら

のののの業績見通業績見通業績見通業績見通しとしとしとしと大大大大きくきくきくきく異異異異なるなるなるなる可能性可能性可能性可能性がありますがありますがありますがあります。。。。
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