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1887年
オルガン修理をきっかけに、楽器の国産化に挑む

創業者・山葉寅楠は、1台のオルガンの修理をきっかけに初の国産オルガンの製作に

成功すると、「日本楽器製造株式会社」を設立し、その後、国産ピアノの製造を開始し

ました。現在の中核事業である楽器事業の礎を築くとともに、日本人に楽器を楽しむ

文化を提案してきました。「新たな感動と豊かな文化を世界の人 と々ともに創りつづ

けます」という企業理念の原点がここにあります。

テクノロジーの進化への挑戦

電子楽器の音質向上のために半導体の内製化に着手し、独自のLSIで新た

な電子楽器や音響機器を生み出すなど、事業領域も展開地域も大きく拡大

しました。創業100周年の1987年に、現在の「ヤマハ株式会社」に社名変更

し、名実ともにグローバル企業へと仲間入りしました。

選択と集中、コア事業の構造改革で次なる成長ステージへ

継続的な円高進行、アナログからデジタル化、グローバル化による産業の水

平分化、世界金融危機と環境が大きく変化する中、多角化事業から「音・音

楽」を中核とした事業に選択と集中を行いました。それに伴い、国内外生産・

営業拠点の統廃合と集約、蓄積してきた多様な技術の融合や、成長を加速

させるための海外企業の買収などを実施し、次なる成長ステージに向けた

事業の再編を図りました。

音楽文化の普及と事業の多角化、 
総合楽器メーカーとして海外へ

音楽の楽しさを多くの人々に伝えたいという想いから、オルガン実験教室（ヤマハ音楽

教室の前身）の開講など、音楽普及の取り組みに着手しました。また、楽器づくりで培っ

た技術と感性を生かし、オーディオ機器などに商品領域を拡大するとともにオートバイ

（現在のヤマハ発動機（株））やスポーツ用品など新事業にも挑戦しました。

　1958年にはメキシコに初の現地法人を設立し、グローバルでの総合楽器メーカーと

して躍進した時代でもありました。

収益力・ブランド力を強化し、「なくてはならない、個性輝く企業」に

2013年、事業部制組織から機能別組織への改組、それ以降の価格適正化の推

進、技術融合による個性際立つ商品の開発と市場導入を進め、戦略優位性の

確立および収益力を持続的に向上させました。また、2016年に「なくてはなら

ない、個性輝く企業」になるという経営ビジョンを、2019年にはブランドプロミ

ス「Make Waves」を新しく制定し、グローバルでブランド戦略を推進してい

ます。さらには、新興国を中心に学校教育での器楽教育の普及を目指した「ス

クールプロジェクト」を展開し、世界の子どもたちに音楽文化の楽しさを伝え

ると同時に、将来の成長に向けて種をまき、企業価値の向上に努めています。
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ヤマハグループの歴史は、創業者の山葉寅楠が1台の輸入オルガンを修理したことに始まります。

1887年の創業以来、音・音楽に関連する事業を中核としながら、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ることを目指してきました。130年以上の軌跡の中で、その理念は受け

継がれ、ヤマハの強みとなり、次の成長につながり続けています。

ヤマハブランドの起源
ヤマハブランドのシンボル「音叉マーク」は、3本の音叉で「技術」「製造」「販売」の3部門の強
い協力体制を表すとともに、音叉に象徴される音・音楽を中心に世界（外円）にのびゆくヤマ
ハのたくましい生命力を表しています。また、音楽の基本である「メロディー」「ハーモニー」「リ
ズム」の調和という意味も込めています。創業者の想いは現在も引き継がれ、ヤマハブランド
を磨き続けていく原動力となっています。

ヤマハの 
競争力の原点

新しい価値を生む、アコースティック×デジタル技術
テクノロジーの進化に沿って、創業当時から培ってきたアコースティック技術にデジタル技術を融合させたことで、ヤマハならではの
新しい製品を生み出すことを可能にしました。また、製品開発のみならず、生産活動においても、デジタル技術を組み合わせることで、
生産効率は飛躍的な進化を遂げ、現在加速させているデジタル・トランスフォーメーション（DX）の取り組みにも大きく貢献しています。

ヤマハの 
競争力の原点

コア事業の成長基盤整備とM&A
コア事業の構造改革とともにM&Aによるコア事業の基盤強化に取り組みました。2000年代にドイツのSteinberg社、オーストリア
Bösendorfer社、フランス NEXO社を買収。これにより、音楽制作分野でのハード・ソフトの融合や、音響機器事業でのトータルソリュー
ション、プレミアムピアノ領域でのプレゼンス強化など、さまざまな事業基盤強化への波及効果を生み、事業の成長につなげています。

ヤマハの 
競争力の原点

グローバル企業への布石
1958年、メキシコに最初の海外現地法人ヤマハ・デ・メヒコを設立し、世界各地に
販売拠点を拡充する一方で、1969年には台湾に生産工場を構えるなど、1970年代
以降積極的に海外進出を展開してきました。早くから足場を固めてきたグローバル
ネットワークが競争力となり、海外売上収益比率7割を超える現在のヤマハの成長を
支えています。

ヤマハの 
競争力の原点

知見の集約によるシナジー創出と、強みの強化
機能別組織への変革により、これまで培ってきた個 の々経営資源が集約・
横断的に活用され、コア技術をはじめ、クラフトマンシップとテクノロジーを
融合した生産技術、他の追随を許さない音楽普及・販売網・人的ネット
ワークの蓄積、健全な財務体質といった当社の強みに一層磨きをかけてい
ます。2018年に開設したイノベーションセンターでは、さまざまな知見や
技術のシナジーによるユニークで新しい商品が生み出されています。“感
性×技術”を軸に、感性を定量化する技術（物理感性評価）、素材素子、
AIテクノロジー、要素技術などを生かした音・音楽の新たな領域での独自
の開発力を強化し、新たな価値提供につなげることを可能にしています。

ヤマハの 
競争力の原点

創業者・山葉寅楠

ヤマハ・デ・メヒコ イノベーションセンター

海外企業の買収

RemoteLive™

ホール音響設計 ・施工

デジタルミキシングシステム
RIVAGE PM10

VOCALOID™（ボーカロイド）

スクールプロジェクト カジュアル管楽器 VenovaTM

サイレント™
シリーズ

シンセサイザー
DX7

ヤマハの挑戦の軌跡
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その他の事業（部品・装置事業など）
 部品・装置事業の戦略についてはP.56をご参照ください

305億円（7.4%）

楽器事業
 楽器事業の戦略についてはP.50をご参照ください

2,694億円（65.0%）

音響機器事業
 音響機器事業の戦略についてはP.54をご参照ください

1,144億円（27.6%）

（2020年3月期、IFRS）

売上収益 

4,142億円
事業利益 

464億円

その他の地域

700億円 （16.9%）／7,444名

日本

1,236億円 （29.8%）／5,623名

日本

16.9%

その他の地域

18.8%

中国

15.4%

欧州

23.8%

北米

25.1%

北米

873億円 （21.1%）／781名

欧州

802億円 （19.4%）／1,134名

中国

531億円 （12.8%）／5,221名

ヤマハグループ全体

従業員数 

20,203名

81

12/3

92

13/3

260

14/3

301

15/3

407

16/3

443

17/3

488

18/3

19/3

560

日本基準

527
464

IFRS 20/3

650

22/3
（中期経営計画目標）

IFRS日本基準

▲200

0

200

400

600

800

70.2%

41.4%
47.3%

62.9%

05/3* 20/310/3* 15/3*0

25

50

75

100

事業利益（営業利益）の改善 
（億円）

海外売上収益比率 
（%）

楽器・音響機器ハードの地域別売上構成

地域別売上収益構成と従業員数

成長をけん引する海外売上収益

3つの事業の主要製品と売上収益構成比

事業利益（営業利益）の内訳と推移 *ソフト（音楽教室など）の売上収益は除く

主な製品のグローバルシェア（2020年3月期 金額ベース、ヤマハ調べ） 

高い市場シェアを誇るヤマハのコア製品

楽器全体 ピアノ 電子ピアノ ポータブルキーボード 管楽器 ギター

27% 39% 50% 52% 31% 9%

 海外　  国内　
*海外売上高比率（日本基準）

 楽器事業　  音響機器事業　  その他の事業

グループ全体の事業概要・売上収益・事業利益 グローバルでの規模感・海外売上収益比率・シェア（2020年3月期、IFRS）

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
ヤマハは、アコースティック楽器からデジタル楽器までフルラインアップで製造販売する世界最大の総合楽器メーカー

です。楽器だけでなく、業務用音響機器（PA機器）、AV機器などの音・音楽・音響に関わる事業からネットワーク関

連機器、半導体を中心とした部品事業に至るまで、幅広く、グローバルに事業を展開しています。

ヤマハの事業

音楽教室 自動車用内装部品FA機器電子デバイス

業務用音響機器

ネットワーク機器

音楽制作機器・ソフトウェア音声コミュニケーション機器

ギター

電子楽器

ピアノ

管弦打楽器

AV機器
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楽器事業
 P.50

音響機器事業
 P.54

部品・装置事業／ 
その他の事業

 P.56

研究開発
 P.62

生産
 P.60

営業・マーケティング
 P.58

量産化技術・コスト戦略

グローバル拠点戦略イノベーションセンター

グローバル 
ネットワーククラフトマンシップ

テクノロジー

融合技術に通奏する 

“感性” 
上質な音の理解

アコースティック 
技術

デジタル 
技術

音楽普及活動

顧客情報基盤（CDP）／ 
デジタルマーケティング

R&D・アーティストリレーション 
サービス拠点

販売網・店舗戦略

顧客接点（広く、深く、長く） 

ヤマハの価値創造

社会価値の創造

音・音楽を通じ、こころ豊かな生活、快適な社会に貢献

中期経営計画 
「Make Waves 1.0」（2019–2022）の 

経営目標達成

企業価値（≒時価総額）：1兆円～
財務目標（IFRS基準）

事業利益率：13.8%
ROE：11.5%

EPS：270円

非財務目標

コーポレートブランド価値：1.3倍
新興国の器楽教育普及（累計）：100万人

認証木材使用率：50%

投資と還元

総還元性向：50%

製品・サービス
 P.08

音・音楽をコアにした製品・サービス
楽器

音響機器

音楽教室

その他製品・サービス

ヤマハフィロソフィー／ブランドプロミス

コーポレートガバナンス  P.70／グローバル事業運営基盤

事業と
バリューチェーン アウトカムアウトプット

価値創造ストーリー

社会価値の創造を通じ、企業価値を高め、ビジョンを実現
ヤマハは、事業活動を通じた“ヤマハの価値創造”と“社会価値の創造”により、各資本の強化を通じ

て、ヤマハブランド・企業価値を向上させるサイクルを繰り返し、経営ビジョンの達成を目指します。

当社の現在の価値創造プロセスは下図に示す通りです。

　新型コロナウイルス感染症の拡大が人々の生活および世界経済に甚大な影響を及ぼしていますが、

当社は、逆境を変革の契機とし、刻々と変化する社会のニーズや課題をしっかりと捉え、今後も事業

を通じて社会課題の解決を図るとともに、企業価値を向上させていきます。

価値創造プロセス

経営ビジョンと価値創造ストーリー

技術財務

人

顧客

ブランド

文化・社会・環境

技術財務

人

顧客

文化・社会・環境

企業価値の向上

ブランド

経営ビジョン

「なくてはならない、 
個性輝く企業」になる

ブランド力を一段高め、高収益な企業へ

価値創造プロセス 社会価値の創造

ヤマハの価値創造

技術財務

人

顧客

ブランド

文化・社会・環境

技術財務

人

顧客

文化・社会・環境

企業価値の向上

ブランド

経営ビジョン

「なくてはならない、 
個性輝く企業」になる

ブランド力を一段高め、高収益な企業へ

価値創造プロセス 社会価値の創造

ヤマハの価値創造
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SPECIAL FEATURE 01

リモートによる新たなビジネスチャンスと 
社会課題解決への取り組み

SPECIAL FEATURE 02

インドにおける成長戦略と 
ヤマハの価値創造の取り組み

SPECIAL FEATURE 01
リモートによる新たなビジネスチャンスと 
社会課題解決への取り組み
ヤマハグループでは、中期経営計画の中でデジタルとリアルの両面でお客さまと直接つながり、ライフタイ
ムバリュー（LTV）向上への貢献を目指しています。新型コロナウイルス感染症の拡大による環境の変化に
おいて、世の中のさまざまな課題解決に貢献するとともに、楽器・音楽を通じて人と人とがつながり続け
ることができるよう、新しい形のビジネス機会を探求しています。ここではその主な事例をご紹介します。

一般的なリモート会議システムやIP電話は、通話や会議を想定

して設計されており、一定の音声の遅れが生じることから、高い

リアルタイム性が要求される合奏には適していません。当社は、

インターネット回線を介して、こうした「音の遅れ」ができるだけ

小さくなるようデータを送受信することで、離れた場所にいる人

たちがリアルタイムに音楽セッションを行うことができる独自技術

「NETDUETTO」を活用したベータ版アプリケーションを2011年

から提供してきました。2014年には、インターネット上に実験サ

イト「NETDUETTOラボ」を開設。ベータ版を公開してユーザー

の意見を聞き、技術をブラッシュアップしながらアプリケーション

の更新を続けてきました。そして、新型コロナウイルス感染症が

拡大した2020年4月、この技術を用いて、離れていても自宅など

から複数人でリモート合奏が楽しめるオンライン遠隔合奏サー

ビス『SYNCROOM（シンクルーム）』として日本で発表したとこ

ろ、大変な反響がありました。6月には、新たにリバーブ機能、メ

トロノーム機能、録音機能を追加した正式版のWindows／

macOS版アプリケーションを公開しました。『SYNCROOM』

は、最大5拠点*から複数のユーザー同士でリモート合奏が楽し

めるサービスで、パソコンにアプリケーションをインストールし、

アカウント登録を行うことで、無料でご利用いただけます。当社

は、このサービスが離れた場所からでも複数の奏者で合奏を楽

しむ一助となり、新しい日常を少しでも明るいものに変えるきっ

かけになればと考えています。
* 2つのルームを連結することで最大10拠点を接続することができます

オンライン遠隔合奏サービス『SYNCROOM（シンクルーム）』
CASE STUDY 01

音・音楽を通じた 
新たな価値創造への挑戦で 
人々の暮らしを豊かにする
ヤマハグループでは、130年以上にわたる歴史の中で、研究開発、生産、営業・マーケティングにおける技術力や知見を蓄積す
るとともに、音・音楽を中心とした事業領域における感性を磨き続けてきました。こうした当社の強みを最大限に生かしながら、
時代ごとの社会課題やニーズに応えることで社会価値の向上に貢献し、企業価値の向上を図っています。この特集では、当社
ならではの技術と感性、バリューチェーンの強みを活用し、音・音楽を通じた新しい価値の創造によって社会課題の解決に貢献
し、世界中の人々の豊かな暮らしの実現を目指す当社の取り組みをご紹介します。

特集 価値創造ストーリーの実践

デスクトップ版『SYNCROOM』 モバイル版『SYNCROOMβ』

特集 価値創造ストーリーの実践
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新型コロナウイルス感染症は、当社の事業活動に大きな影響を

及ぼしましたが、同時に加速化するリモート社会に新たな事業

機会を見出すこともできました。

　「ステイホーム」による行動の変化は人々の意識変容を促し、

ユーザーが抱えている問題意識やニーズも変化しています。 

“仲間とバンド演奏ができない”“ライブ演奏やコンサートができ

ない”“音楽のレッスンができない”“無観客試合でも声援がほし

い”など新たに生じた課題の解決に向けて、当社は音に関する豊

富な知見とネットワーク技術でさまざまなソリューションを提供

スマートフォンなどからボタンをタップするだけで、現場に声援を

届けることができるリモート応援システム『Remote Cheerer 

powered by SoundUD』の開発・実証実験を進めています。さ

まざまな理由でスタジアムに足を運ぶことができないサポーター

が、スタジアムにいるサポーターと一緒に応援できるよう、その声

援を現場に届けたいとの想いから開発したこの技術は、新型コロ

ナウイルス感染症の再拡大に備える状況下にあって、ソーシャル

ディスタンスを保ち、新しい生活様式に対応しながら応援を楽し

めるソリューションとして高い注目を集めています。

世界各地で音楽教室の休講を余儀なくされ、教室閉鎖が長期化

する間、「生徒の学びを止めない」をテーマに、オンラインによる

リモートレッスンに取り組みました。アメリカのボストン直営セン

ターで、2020年3月にオンラインリモートサービスを使ってリモー

トグループレッスンの提供を開始したところ、9割の生徒が受講、

確かなニーズがあることが判明しました。通信環境が不安定な

インドネシアや中南米の国 で々は、リモートレッスンに切り替える

だけでなく、レッスン後に生徒から送られてくる家庭学習の様子

わずかなタッチの違いや繊細なペダル操作を極めて正確に再現

することができる自動演奏機能付きピアノ『Disklavier（ディスク

ラビア）™』を用いて、ドイツ・フライブルク音楽大学のリモート

入学試験をサポートしました。同大学は、1946年の開校以来、

著名な音楽家を数多く輩出する国際色豊かな名門音楽大学で

す。例年6月に行われる同校の入学試験には、世界各地から受験

者が訪れ器楽演奏などの実技を含む試験に挑みますが、2020年

は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、外国人が現地

で受験することが難しく、当社が提供する楽器・技術を活用して、

できると考えています。そこで、新しい生活様式における課題を

分析し、有効なソリューションの検討と具体化、そして事業化へ

の道筋をつけていくため、部門横断のプロジェクトを発足しまし

た。こうした取り組みは即座にビジネスには直結しないかもしれ

ませんが、まずはより多くのお客さまに当社のサービスをご利用

いただき、アフターコロナの新常態においてお客さまとのつなが

りを強め、LTVの向上に寄与するさまざまなソリューションを新

たな事業へと発展させていきます。

を撮影した動画に対し、講師が評価を返すといった付加価値を

提供するなど、顧客・地域ニーズに合わせてレッスンをカスタマ

イズしながら、有効なリモートレッスンのあるべき姿を探求しま

遠隔地からでもピアノ演奏の実技試験が可能になる「リモート入

学試験」を初めて導入。ドイツと日本、中国をインターネットで接

続し、ピアノ演奏の実技試験を行いました。日本と中国での受験

者による演奏を、遠く離れたドイツのピアノが忠実に再現し、試

験官も受験生も納得する大成功を収めました。将来的には一般

的なレッスンの現場で活用することも視野に入れ、離れた場所で

も同じ演奏体験を共有できる技術のさらなる活用を通じて、社会

環境や地理的な制約による機会損失などの課題に対するソ

リューションを提案していきます。

新常態での新たな社会課題の解決が、ライフタイムバリューの向上に

リモート応援システム『Remote Cheerer powered by SoundUD』

音楽教室でのリモートレッスン

ドイツ・フライブルク音楽大学の「リモート入試」への協力
した。日本でも、緊急事態宣言下の4月に7都府県で無料のオン

ラインレッスンを試行し（6月から正式に有料リモートレッスンを

導入）、通常のレッスンで使用する教材に加えてデジタル教材配

信サービスを活用するなど、オンラインに適したレッスン内容と

環境整備を進めています。

　今後、通常の対面レッスンを再開した後も安心してレッスンを

受けられる仕組みを構築し、リアルに加え、オンラインのレッスン

を組み合わせた新たな価値を提供できるよう、新サービスの制

度設計を進めていきます。

CASE STUDY 02

CASE STUDY 03

CASE STUDY 04

日本と中国での受験者によるピアノ演奏

ビデオチャット（映像・声） ピアノ音と 
映像を同期

演奏データ

Internet
ドイツ・フライブルク音楽大学のピアノで忠実に再現

会場の中継を見ながら、スマートフォン
から声援ボタンを押すことで、リアルタ
イムに拍手や声援を会場に届けること
ができます

『Disklavier』で演奏したデータを日本、
中国からドイツに送信し、演奏した通りの
鍵盤やペダルの繊細な動きを、ドイツに
あるピアノで正確かつほぼリアルタイムに
再現

会場では、スピーカーやミキサーに専用
のアプリをつなぐだけで、観客からの声
援を受信し、鳴らすことが可能です

特集 価値創造ストーリーの実践特集 価値創造ストーリーの実践
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チェンナイ工場で作られるPK『PSR-I500/I400』
インドの各地方で親しまれているポップスや伝統音楽をこれまで以上に楽し
める楽器を目指したPK。搭載される音色の拡充や自動伴奏機能の強化を
図ったほか、メニューやコンテンツリストを地域の音楽主体に並べ替えるなど、
細かい工夫を盛り込みました。クイックサンプリング機能で独自の音作りを楽
しんだり、USBメモリを介して気に入った演奏をSNSでシェアするなど、新た
な音楽の楽しみ方も提案し、インドの人々から好評を得ています。

未知なるポテンシャルを秘めたインド市場
2020年の推定人口約13億人、25歳以下の若年層が約半数を占めるインドは、国連が発表した世界の人口推計
によると、2030年までに現在1位の中国を抜き、世界最大人口の国家に躍り出るといわれており、生産・消費の
両面でさらなる成長が期待される巨大マーケットです。2014年に発足したナレンドラ・モディ政権では、「Make 

in India」、「Skill India」などの政策を推し進め、輸入から国内生産への切り替え、経済改革、製造業振興による
雇用の創出が活発化しています。加えて、インドは中近東やアフリカへのアクセスが良く、地理的アドバンテージ
もあり、昨今、世界の多くの企業がインドに進出しています。

SPECIAL FEATURE 02
インドにおける成長戦略とヤマハの価値創造の取り組み
世界経済の中で最も潜在成長性が注目されている大国・インド。2019年6月、当社はこれまでの営業拠点
に加えてチェンナイにインド初となる生産工場を設立し、本格的にインドでの事業活動をスタートしました。
開発・生産・販売、そして音楽普及という当社の持つ総合的な強みを、いかに社会価値の創造を通じて 

企業価値の向上につなげていくか。ここでは、インドにおける当社の中長期戦略についてお伝えします。

当社は、2008年に設立した販売現地法人「ヤマハ・ミュージッ

ク・インディア（YMIN）」に続き、2019年にチェンナイに自社生産

工場を設立しました。販売だけでなく、現地での生産を担う製販

一体のオペレーションで、拡大するインド国内市場をはじめ新興

国向けの商品を一貫して生産・販売できる体制を整えました。

　チェンナイ工場では、主にインド国内向けおよび新興国向けの

普及価格帯ポータブルキーボード（以下、PK）やアコースティック

ギター、PA機器などを生産しています。当社が中東・インド・中国

などエスニック音楽コンテンツが必携の国々向けに導入している 

PK「地域専用モデル」シリーズ。その一つであるインドモデル『PSR-

I500/I400』（2019年発売）は、チェンナイ工場で生産されている 

インドは、伝統音楽のほか、映画音楽や現地のポピュラーソング

をはじめとした音楽鑑賞など、日常的に音楽に親しんでいる国で

ある一方、学校の義務教育に器楽教育が導入されていないため、

楽器を演奏した経験がない国民がほとんどを占めています。

　そこで、新興国を中心に展開している器楽演奏体験をサポート

する「スクールプロジェクト」を、2018年からインドにも導入しま

した。私立小学校を中心に、手軽でなじみやすく初めての楽器演

奏に適したリコーダーを使った器楽教育の機会を提供。2019年

3月期に44校、2020年3月期は81校を加え、2020年4月現在で

は、合計125校に展開しています。これまで楽器に触れる機会に

恵まれなかったインドの子どもたちに器楽演奏の楽しさを伝え、

子どもの豊かな成長を促す支援を行いながら、ヤマハブランドに

親しみを持ってもらうことでインドでの市場拡大につなげます。

地産・地消を目指した生産・販売一体拠点の展開と顧客接点の拡大

インドにおける事業を通じた社会価値の創造で市場拡大の種をまく

スクールプロジェクト

チェンナイ工場で働く従業員チェンナイ工場チェンナイ工場

YMIN

首都ニューデリー

インドモデル『PSR-I500』

成長への基盤構築

中長期での価値創造

地産・地消のオールインドモデルで、インドの各地方で親しまれて

いる音楽コンテンツを搭載しています。

　一方で、世界第7位の広大な国土を有するインドにおいては、

顧客・社会とのつながりを強化し、顧客接点を拡大することが重

要です。そのため、販売網においては、小売店を通じたダイレクト

な販売に重きを置きつつも、店舗へのアクセスが限られているお

客さまやEC需要の増加を見込み、オンラインでの販売網整備も

進めています。広大な市場において、IT環境や生活インフラの状

況も地域によって異なるため、地域ごとに戦略を立て、将来を見

据えた顧客接点の拡大と価値訴求を進めています。

当社は、早くからモノづくりの生産拠点を海外に置き、現地生

産・販売による現地の文化に寄り添った事業活動を進めてきま

した。また、音楽普及事業をグローバルに展開し、世界の人々に

楽器を演奏する楽しさや、音楽を学ぶ喜びに触れる機会を提供

する中で、新たな需要を創造し、事業拡大を実現してきました。こ

うした長年の経験やノウハウをもとに、新たな市場インドにおい

ても、お客さまとのつながりを大切にしながら、事業活動を通じ

た社会価値を創造するとともに、企業としての成長を推し進めて

いきます。

地域に根差した価値創造で成長を図る

インド市場戦略についての映像はこちらをご覧ください
  https://www.youtube.com/watch?v=wiMbqol7aRk

特集 価値創造ストーリーの実践特集 価値創造ストーリーの実践
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IFRS日本基準

20/3IFRS

売上収益／海外売上収益比率（売上高／海外売上高比率）  

（億円） （%）

GHG総排出量（スコープ1＋2）  

（万 t-CO2）

ブランドランキング  

事業利益／事業利益率（営業利益／営業利益率）  

（億円） （%）

平均勤続年数*1 （2020年3月末時点）  

（年）

管理職女性比率  

（%）

使用する木材資源の原産地*研究開発費／売上収益（売上高）研究開発費比率  

（億円） （%）

新興国における音楽教育施策（スクールプロジェクト）の展開数  

（校） （万人）

売上収益は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴うマイナス影響137億
円、為替のマイナス影響131億円、および部品・装置事業の市況低迷によ
り、前期比▲201億円の4,142億27百万円となりました。

ダイバーシティ推進の一環として、仕事と生活の両立支援制度や女性が活
躍できる職場環境などを整備しています。勤続年数において男女差がな
いだけでなく、全国平均に比べても高い水準です。

さまざまな省エネルギー施策や燃料転換、再生可能エネルギーへのシフト
などにより、温室効果ガス排出量の削減に努めるとともに、GHGプロトコ
ル*に基づいて排出量を管理しています。

事業利益は、前期比▲64億円の463億52百万円となりました。事業利益
率も前期比で0.9ポイント減少し、11.2%となりました。

2022年3月期末までに管理職に占める女性割合をグループ全体で17%以
上にすることを目標に掲げ、教育・研修プログラムの拡充など、諸施策に取
り組んでいます。

森林保全や生物多様性に配慮した持続可能な木材調達の実現のため、使
用している木材資源の原産地・合法性などを厳格に調査・管理しています。

研究開発費は、前期比▲1億円の248億14百万円となりました。売上収益
研究開発費比率は前期比＋0.3ポイントの6.0%となりました。

ヤマハは、2015年から新興国において、楽器に触れたことのない子どもた
ちに学校教育の中で楽器演奏の機会を提供する施策を展開しています。

財務ハイライト （2020年3月期、IFRS）　*解説は全てIFRSの数値に基づいています。2019年3月期のグラフは、日本基準換算値を併記 非財務ハイライト （2020年3月期）

 楽器　  音響機器　  その他　  海外売上収益（売上高）比率（右軸）
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設備投資額／減価償却費  

（億円）

設備投資額は、前期比＋46億円の205億45百万円となりました。海外工
場の建設、設備の更新改修を中心として、減価償却費（111億56百万円）を
超える設備投資を行いました。

 設備投資額　  減価償却費

 事業利益（営業利益）　  事業利益率（営業利益率）（右軸）

*1.  ヤマハ（株）単体の数値
*2.  厚生労働省「賃金構造基本統計調査結果の概況」より引用

 研究開発費　  売上収益（売上高）研究開発費比率（右軸）

ヤマハブランドは、ヤマハ（株）とヤマハ発動機（株）両社のブランド価値を
合算して算出されており、ランキング32位、ブランド価値13億69百万米 

ドル、成長率は第4位の＋15%でした。

*  ヤマハブランドではない製品およびOEM/ODM製品を除く* 温室効果ガス（Greenhouse Gas）排出量の算定と報告の基準
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中期経営計画最終年度目標（2022年3月期）「ROE 11.5%」「EPS 270円」
は、当期において10.1%、195円となりました。

 ROE　  EPS（右軸）　
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1株当たりの年間配当／配当性向  

（円） （%）

1株当たりの年間配当は、前期比＋6円の66円となり、7期連続の増配でし
た。配当性向は、前期比＋6.9ポイントの33.9%となりました。

 1株当たりの年間配当　  配当性向（右軸）　

*  （株）インターブランドジャパンによる日本発のブランドを対象としたブランド価値ランキン
グ。2020年度より、日本の「Global Brands」と「Domestic Brands」の2つのランキングを
一本化したブランド価値金額ランキングに変更

*1. 繰延税金資産計上を含む
*2. ヤマハ発動機（株）株式の一部売却による売却益を含む

インターブランド“Best Japan Brands 2020”*

32位

2020年3月期
伐採地域の内訳（体積）
合計：84千m3

日本 1.7千m3

中国 6.9千m3

東南アジア 34.7千m3
オセアニア 13.4千m3

その他 3.1千m3

北米 14.4千m3

欧州 9.0千m3
アフリカ 0.8千m3

 スコープ1　  スコープ2

 展開校数（累計）　  受講生徒数（累計）（右軸）　*展開国数

 国内グループ　  グループ（国内・海外合計）

20/319/318/316/3 17/3

5カ国*
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サステナビリティ重点課題と進捗 

サステナビリティ
重点課題 主な取り組み 中期経営計画 

「Make Waves 1.0」での区分 2020年3月期の進捗、成果 今後の課題、目標 関連する主なSDGs

社会・環境課題を 
見据えた 
製品・サービスの開発

社会課題への対応 文化・社会

音楽文化・教育
•  地域伝統音楽向け楽器開発　インドモデル発売、インドネシア・中東での現地調査
ユニバーサルデザイン
• 「SoundUD」多言語同時通訳ガイド機能リリース
• 「SoundUD 推進コンソーシアム」322社・団体
• 「SoundUD 推進コンソーシアム」が「IAUD国際デザイン賞2019大賞」などを受賞
•   自宅からスタジアムに声援を届けるリモート応援システム『Remote Cheerer powered by SoundUD』を
実証実験

•  電子楽器 タッチパネル搭載モデルの75%で音声読み上げ機能完備
健康・安全
•   ヘッドホン・イヤホン新製品全5モデルで、耳の健康に留意した「リスニングケア」機能を搭載
ワークプレイス
•   テレワークの活用事例を発信し、遠隔コミュニケーション、在宅勤務への啓発活動を実施
遠隔ソリューション
•  離れていても合奏が楽しめるオンライン遠隔合奏サービス『SYNCROOM』公開

音楽文化・教育
•  新興国のローカル音楽演奏に必要な機能を備えた電子楽器の拡充
ユニバーサルデザイン
•   「SoundUD」の行政事業での普及を促進し、インバウンドアプリの開発キット頒布、 
翻訳サービスを開始

•  音声読み上げ機能を備えた電子楽器の拡充
健康・安全
•  ヘッドホン・イヤホン商品の70%以上で、耳の健康に留意した機能を搭載
ワークプレイス
•   20万台／3年間（人・箇所）にテレワーク・在宅勤務の機会を提供し、働き方改革を実現
遠隔ソリューション
•  新しい生活様式にあったソリューションの提案

環境課題への対応 環境

•  ヤマハエコプロダクツ46モデル認定（累計425モデル、売上比率18%）
•  排熱利用に応用可能な熱電発電モジュールの自動車メーカー協力による評価開始
•  脱有機溶剤塗装技術の開発推進
•  希少木材の代替材の開発推進

•  ヤマハエコプロダクツ40モデル／年認定　
•  排熱発電モジュールの自動車市場導入
•  脱有機溶剤塗装技術の開発
•  希少木材を超えるサステナブル素材の開発

地域に根差した 
事業展開、 
社会貢献活動

器楽教育普及

文化・社会

•  スクールプロジェクト5カ国1,500校、累計39万人が器楽演奏を体験
•  アフリカ・中東 7カ国77校、累計7,500名が器楽学習を体験
•  中国農民工学校への楽器寄贈・教育支援実施　5都市5校（累計60校）

•   スクールプロジェクト7カ国3,000校、累計100万人に公教育の中で器楽教育の 
機会を提供

•  アフリカ・中東 7カ国75校、累計8,300名に器楽学習を提供
•  中国農民工学校などへの楽器寄贈　18校／3年間

青少年育成 
オーケストラ・バンド 
への支援

•   中南米6カ国36団体に対し楽器メンテナンスセミナーを開催（合計40回）、6カ国27名に対して 
修理技術者育成セミナーを実施

•  新規支援対象候補国のうち2カ国にてトライアルスタート

•   中南米各国への楽器メンテナンスセミナー、技術者育成支援の継続および 
対象エリア・団体の拡大

•  新規支援対象国の拡大（2カ国／3年間）
•  世界各国・地域に最適な吹奏楽・オーケストラ普及支援

コミュニティー支援 •  音楽の街づくりプロジェクト（おとまち） 新規支援7件 •  おとまち　新規支援10件／3年間

温室効果ガスの 
排出削減

事業活動に伴う 
温室効果ガス 
排出の削減 環境

•  SBT中長期削減目標*の認定取得と公表
*  スコープ1、2：2031年3月期▲32%（2051年3月期▲83%）、スコープ3：2031年3月期▲30% 
（いずれも2018年3月期比）
•  再生可能エネルギー導入開始（本社使用電力の約1/3、グループ全体の約1%）
•  高効率空調設備への更新、LED照明への変更
•  物流ダウンサイジング推進
•  温室効果ガス排出量の第三者検証実施

•  SBTに認定された目標に向けた削減活動の推進
•  再生可能エネルギー比率の段階的拡大（2022年3月期目標3%）
•  温室効果ガス排出量の第三者検証継続

気候変動への対応 •   気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）提言への賛同を表明、提言に沿った開示を開始 •  リスクと機会の抽出とマテリアリティ分析・開示の拡充

持続可能な木材調達

違法伐採材回避、 
認証材採用拡大

環境

•  木材デューディリジェンス（DD）の仕組み改善
•  全ての購入木材にDD実施　低リスク判定98.8%
   （ヤマハブランドではない製品およびOEM／ODM製品を除く）
•   調査・交渉により、認証木材採用率を2021年3月期見込みとして46%まで向上（2020年3月期実績28%）
•  より低リスクな木材への代替検討

•  DD改善（調査精度向上）および低リスク判定100%
•  認証木材の比率拡大（2022年3月期目標50%）
•  より低リスクな木材を使用した楽器の開発（ピアノ外装材など）

循環型森林保全を 
意識した木材調達の 
推進

•   タンザニアの支援活動地域からのアフリカン・ブラックウッド調達開始、植林事業推進（計3ha、5,500本）
•  立地環境と成長の関係調査（京都大学との連携）
•  対象地域での社会インパクト評価（JICA BOP事業）

•  アフリカン・ブラックウッド良質材生産のための技術支援、植林事業推進
•  アカデミア（京都大学など）との連携による森林資源育成・利用効率向上などの研究推進

製品における3R推進

包装・梱包材対応

環境

•  梱包ダウンサイジングの推進、環境負荷の小さい梱包材、緩衝材の検討
•  プラスチック製ショッピングバッグの廃止・削減検討

•  梱包の合理化推進（環境負荷の小さい梱包材・緩衝材の導入、ダウンサイジング本格化）
•  ショッピングバッグなどワンウェイ包装材への対策（脱プラスチックなど）

製品対応
•  製品3Rの長期ロードマップ策定
•   ピアノレトロフィット（サイレント機能後付け、『ディスクラビア』上位・最新モデルへのアップグレード） 
導入開始

•  長期ビジョンに基づく製品3Rの推進
•  愛着ある一台を長く弾き続けるためのサービス拡充（ピアノレトロフィットなど）

人権尊重への 
体系的取り組み

体制、仕組みの整備

社会

•  グループ規程および関連ガイドラインへの人権管理項目組み入れ完了
•  人権教育ブックレット発行および職場単位の人権ミーティング実施
•  パワーハラスメント防止セミナー開催

•  グループ規程などへの人権管理項目組み入れと規程に基づくモニタリングの実施
•  人権に関する社内教育・啓発活動の定着化

サプライチェーン 
CSRマネジメントの推進

•   取引先3,748社の一斉アセスメント実施（SAQ回答率98.6%、是正対象11社、うち5社で完了）
•  新規取引先117社のアセスメントを実施
•  取引先へのセミナー開催

•  サプライヤーへの一斉アセスメント実施（3年ごと）
•  取引開始におけるアセスメント実施
•  調達担当者および取引先への教育・啓発

ダイバーシティ、 
人材育成

グローバル人材
マネジメント

社会

•  コアポジションおよびグローバル共通のグレーディング基準の確立 •  グループ標準のグレーディングおよび育成体系に基づく人材マネジメントの推進

女性の活躍推進と
多様な働き方への対応

•  育児・介護を事由とした在宅勤務制度の導入、事業所内保育施設開設
•  育児・介護を事由とした短時間勤務のフレックスタイム化
•  管理職女性比率　グループ（国内・海外合計）16.3%

•  両立支援制度の拡充
•  育休者・育休復職者の育成支援プログラムの実施
•  管理職女性比率の向上（2022年3月期目標　グループ17%）

LGBTへの理解と
取り組み

•  相談窓口の設置、就業規則など規定改定
•  全社セミナーの実施、ハンドブック作成、「ヤマハLGBT Ally」ロゴステッカー配布
•  性的マイノリティに関する取り組みの評価指標「PRIDE指標」で最高位「ゴールド」を受賞

•  社内体制・制度の整備・運用
•  理解促進のための社内外への啓発活動の実施

（注） 一部の取り組みについては、P.42-43の中期経営計画「Make Waves 1.0」にも記載しています

サステナビリティ重点課題と進捗
ヤマハグループは自らの事業活動の環境や社会への影響、ステークホルダーの期待や社会要請に鑑み、 
中長期的に注力する「サステナビリティ重点課題」を設定し、取り組みを推進しています。

重点課題の特定プロセスについては、サステナビリティサイトをご参照ください。

 https://www.yamaha.com/ja/csr/management/#03
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