
中田 卓也
取締役 代表執行役社長

1981年 当社入社
2005年 PA・DMI事業部長
2006年 執行役員
2009年 取締役執行役員
2010年 ヤマハコーポレーションオブアメリカ取締役社長 

当社上席執行役員
2013年 代表取締役社長
2014年 ヤマハ発動機株式会社社外取締役（現）
2015年 一般財団法人ヤマハ音楽振興会理事長（現）
2017年 取締役 代表執行役社長（現）

山畑 聡
取締役 常務執行役

1988年 当社入社
2009年 経理・財務部長
2013年 執行役員 

経営企画部長
2015年 業務本部長（現） 

取締役上席執行役員
2016年 経営本部長（現）
2017年 取締役 常務執行役（現）

細井 正人
取締役

1978年 当社入社
2005年 人事部長
2009年 執行役員
2013年 上席執行役員 

コーポレートリソース本部長
2014年 常勤監査役
2017年 取締役（現）

野坂 茂
社外取締役

1976年 丸紅株式会社入社
1989年 アップルコンピュータ株式会社入社
1996年 アラガン株式会社入社 

日本通信株式会社入社 上席執行役員
2002年 日本オラクル株式会社入社 

同 取締役常務執行役員
2004年 同 取締役専務執行役員
2005年 同 退職
2007年 同 入社 専務執行役員
2008年 同 取締役 執行役専務
2011年 同 取締役 執行役副社長（現）
2015年 当社 社外取締役（現）

伊藤 雅俊
社外取締役

1971年 味の素株式会社入社
1999年 同 取締役 食品事業本部長
2003年 同 取締役 

味の素冷凍食品株式会社代表取締役社長
2006年 同 代表取締役専務執行役員  

食品カンパニープレジデント
2009年 同 代表取締役 取締役社長 最高経営責任者
2015年 同 代表取締役 取締役会長（現）
2016年 当社 社外取締役（現） 

日本航空株式会社社外取締役（現）

箱田 順哉
社外取締役

1974年 三菱レイヨン株式会社入社
1980年 プライスウォーターハウス公認会計士 

共同事務所入所
1983年 青山監査法人入所
1984年 公認会計士登録
2006年 あらた監査法人代表社員
2014年 シュローダー・インベストメント・マネジメント 

株式会社監査役（非常勤）（現）
2015年 当社 社外監査役 

イオンフィナンシャルサービス株式会社 
社外取締役（現）

2017年 当社 社外取締役（現）

中島 好美
社外取締役

1980年 安田信託銀行株式会社 
（現みずほ信託銀行株式会社）入行

1982年 エイボン・プロダクツ株式会社入社
1997年 シティバンク, N.A.入行 バイスプレジデント
2000年 ソシエテ ジェネラル証券会社入社  

シニアジェネラルマネジャー
2002年 アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc. 

入社 
日本支社グローバルトラベラーズチェック& 
プリペイドカードサービス担当副社長

2011年 同 シンガポールカントリー・マネジャー（社長）
2014年 アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社  

代表取締役社長
2017年 当社 社外取締役（現）

イオンフィナンシャルサービス株式会社 
社外取締役（現）

2018年 日本貨物鉄道株式会社社外取締役（現）

福井 琢
社外取締役

1987年 弁護士登録
柏木総合法律事務所入所

2004年 慶應義塾大学大学院法務研究科（法科大学院）
教授（現）

2005年 信越化学工業株式会社社外監査役（現）
2009年 柏木総合法律事務所マネージングパートナー 

（現）
2017年 当社 社外取締役（現）

日髙 祥博
社外取締役

1987年 ヤマハ発動機株式会社入社
2010年 Yamaha Motor Corporation, U.S.A.  

バイスプレジデント
2013年 ヤマハ発動機株式会社MC事業本部 

第3事業部長
2014年 同 執行役員
2015年 同 MC事業本部第2事業部長
2016年 同 MC事業本部第1事業部長 兼  

MC事業本部第1事業部アセアン営業部長
2017年 同 企画・財務本部長

同 取締役 上席執行役員
2018年 同 代表取締役社長 社長執行役員（現） 

当社 社外取締役（現）

取締役  （2018年6月26日現在）

コーポレートガバナンス
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中島 好美
社外取締役

中田 卓也
取締役 代表執行役社長

山畑 聡
取締役 常務執行役

細井 正人
取締役

福井 琢
社外取締役

野坂 茂
社外取締役 

伊藤 雅俊
社外取締役 

箱田 順哉
社外取締役 

日髙 祥博
社外取締役 
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氏名 就任委員 選任理由

取締役 代表執行役社長

中田 卓也
指名委員
報酬委員

取締役として人格・識見に優れており、これまでの当社PA・DMI事業部長、ヤマハコーポレーションオブアメリカ
取締役社長、当社取締役代表執行役社長等における豊富な経験と実績等により、取締役会の監督機能を強化す
ることが期待できることから選任しています。

取締役 常務執行役

山畑 聡 ̶

取締役として人格・識見に優れており、これまでの海外現地法人での勤務経験および当社経理・財務部長、経営
企画部長、業務本部長、経営本部長等における豊富な経験と実績等により、取締役会の監督機能を強化すること
が期待できることから選任しています。

取締役

細井 正人 監査委員

取締役として人格・識見に優れており、これまでの海外現地法人での勤務経験および当社人事部長、コーポレート
リソース本部長、常勤監査役等における豊富な経験と実績等により、取締役会の監督機能を強化することが期待
できることから選任しています。

独立社外取締役

野坂 茂
指名委員
報酬委員

取締役として人格・識見に優れており、他業種での経営実績があり、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が期待できることから選任しています。
　なお当社と、野坂茂氏が取締役執行役副社長を務める日本オラクル株式会社との間に重要な取引関係はなく*、
また相互に主要株主にも該当しません。
　当社は、野坂茂氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ています。
* 当社と日本オラクル株式会社との間の取引額は、1,000万円未満です。

独立社外取締役

伊藤 雅俊
指名委員
報酬委員

取締役として人格・識見に優れており、他業種での経営実績があり、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が期待できることから選任しています。
　なお当社と、伊藤雅俊氏が代表取締役取締役会長を務める味の素株式会社との間に取引関係はなく、また相互
に主要株主にも該当しません。
　当社は、伊藤雅俊氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ています。

独立社外取締役

箱田 順哉 監査委員

取締役として人格・識見に優れており、公認会計士として多くの企業の会計監査を通して培われた専門的な知識と
経験、内部統制に関する豊富な識見により、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
イスを得ることが期待できることから選任しています。
　当社は、箱田順哉氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ています。

独立社外取締役

中島 好美 監査委員

取締役として人格・識見に優れており、他業種での経営実績があり、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が期待できることから選任しています。
　当社は、中島好美氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ています。

独立社外取締役

福井 琢 監査委員

取締役として人格・識見に優れており、弁護士として培われた専門的な知識と経験、国内外の企業法務や企業統
治に関する豊富な識見により、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
とが期待できることから選任しています。
　なお当社と、福井琢氏がマネージングパートナーを務める柏木総合法律事務所との間に取引関係はありません。
　当社は、福井琢氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ています。

独立社外取締役

日髙 祥博
指名委員
報酬委員

取締役として人格・識見に優れており、ヤマハ発動機株式会社代表取締役社長としての経営実績があり、取締役
会の監督機能の強化およびブランド価値の向上、並びに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
できることから選任しています。
　なお当社と、日髙祥博氏が代表取締役社長を務めるヤマハ発動機株式会社は共通の「ヤマハ」ブランドを使用し
ていることから、当社の持続的発展によるブランド価値の向上が同社の企業価値にもプラスの影響を与える一方、
当社の法令違反・ガバナンスの欠如等によるブランドの毀損が同社の企業価値にマイナスの影響を及ぼすという関
係にあります。このため、日髙祥博氏は、当社の企業価値の源泉である「ヤマハ」ブランドを最もよく理解する一人で
あり、当社のブランド価値向上について一般株主と共通の利益を有しています。また、当社とヤマハ発動機株式会
社との間に重要な取引関係はない上*、2017年に当社は同社の主要株主から外れたことから、日髙祥博氏は、一
般株主との利益相反が生じるおそれがなく、当社株主の利益を最大化すべく、独立した立場で経営の監督等の責
務を果たしていただけると考えています。
　当社は、日髙祥博氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ています。
* 当社とヤマハ発動機株式会社との間の取引額は、両社の連結売上高の0.1%未満です。

取締役選任理由  

コーポレートガバナンス
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代表執行役社長

中田 卓也
ブランド戦略本部長

略歴はP.60をご参照ください。

常務執行役

川瀬 忍
楽器・音響生産本部長

1983年 当社入社
2004年 ヤマハファインテック株式会社代表取締役社長
2011年 当社管弦打楽器事業部長
2013年 楽器・音響生産本部アコースティック生産統括部長
2014年 執行役員
2015年 上席執行役員

楽器・音響生産本部長（現）
2016年 常務執行役員
2017年 常務執行役（現）

山畑 聡
経営本部長 兼 業務本部長

略歴はP.60をご参照ください。

執行役

藤井 茂樹
IMC事業本部長 兼 技術本部長

1983年 当社入社
2005年 アドバンストシステム開発センター長
2009年 半導体事業部長
2013年 執行役員

IMC事業本部長（現）
2015年 上席執行役員
2017年 執行役（現）
2018年 技術本部長（現）

飯塚 朗
音響事業本部長 

1980年 当社入社
2005年 PA・DMI事業部商品開発部長
2007年 INFOサウンド開発推進室長
2009年 執行役員
2013年 楽器・音響開発本部研究開発統括部長
2015年 技術本部長
2016年 上席執行役員
2017年 執行役（現）
2018年 音響事業本部長（現）

山口 静一
楽器・音響営業本部長

1985年 当社入社
2006年 ヤマハスカンジナビア取締役社長
2010年 ヤマハ楽器音響（中国）投資有限公司董事長 兼 総経理
2013年 当社執行役員
2014年 楽器・音響営業本部事業企画部長
2015年 ソフト事業本部長
2016年 上席執行役員
2017年 楽器・音響営業本部長（現）

執行役（現）

大六野 隆
内部監査担当

1982年 当社入社
2002年 ヤマハエレクトロニクスアルザス取締役社長
2005年 当社PA・DMI事業部企画管理部長
2011年 人事部長
2012年 人事・総務部長
2014年 内部監査統括部長
2015年 常勤監査役
2017年 執行役（現）

執行役員

大澤 博史
音響事業本部事業統括部長

福留 斎
楽器・音響営業本部AP営業統括部長

鶴見 照彦
ヤマハ楽器音響（中国）投資有限公司董事長 兼 総経理

伊藤 公保
楽器事業本部長 兼 楽器事業統括部長

高井 正人
人事・総務本部長

武永 伸一
ヤマハミュージックインドネシアディストリビューター社長

押木 正人
株式会社ヤマハミュージックジャパン社長

トーマス シェーペ
ヤマハミュージックヨーロッパ社長

芳賀 崇司
ヤマハミュージックインディア社長

森田 浩一
技術本部研究開発統括部長

執行役・執行役員  （2018年6月26日現在）
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ヤ
マ
ハ
の
ビ
ジ
ョ
ン
と
価
値
創
造

財
務
／
企
業
情
報

成
長
へ
の
基
盤

経
営
戦
略

63ヤマハグループ  統合報告書 2018


