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中期経営計画初年度の進捗と
ニューノーマル（新常態）に向けて
はじめに、このたびの新型コロナウイルス感染症
（以下、COVID-

サプライチェーンは東日本大震災時の経験から、部品の調達先を

により亡くなられた方々に、謹んでお悔やみ申し上げます。ま
19）

複数化し、代替部品の使用にも対応できる仕組みを構築していた

た、感染拡大の影響を受けられた全ての方々に心よりお見舞い

ことで、混乱を最小限に抑えることができました。また、複合工場

申し上げます。

化の強みを生かし、工場間でのライン整合、工場の人的リソース
経営戦略

をフレキシブルに活用し合うなど機動的な対応も実践できました。
今般の COVID-19拡大に際してヤマハグループは、従業員、お客
さま、サプライヤーの方々の健康と安全を最優先に考え、各国の

COVID-19の影響

行政当局の指示・要請に従い、一時休業やリモートワークを併
用し事業継続を図ってきました。
その後、世界各国で社会経済活動が再開されましたが、感染

COVID-19が2020年3月期業績に及ぼした影響は、売上収益
ベースで137億円に上ります。これらの影響は、現在なお進行中

はいまだ終息していません。ウイルスとの共存を強いられる不安

で、感染が終息するまで、まだしばらく時間を要するでしょう。

な状況下、各方面で手探りの対応が続けられています。

2020年は苦境の1年となりますが、逆境は時として進化を加速し

このような環境下、音楽活動、学びの継続など活動が制限さ
れる社会において、課題解決を優先しながら、逆境こそ変革の
チャンスと受け止め、新常態での可能性に向け挑戦を加速し始
めています。

ます。COVID-19のもたらす影響も、決してネガティブな面ばかり
ではないと捉えています。

6月初旬まで音楽教室を休講せざるを得ませんでしたが、その
一方で、ステイホームが続く中で、音楽の持つ力が再認識されて
いることも事実です。自宅で手軽に弾ける電子楽器やギターが人

2020年3月期の事業環境

気で、エントリーモデルは COVID-19の感染拡大以前を上回る売
れ行きです。こうした現象の背景には ECとの親和性もあると見

中期経営計画「Make Waves 1.0」
（以下、中計）初年度の2020
年3月期は、厳しい外部環境の年となりました。
米中貿易摩擦の激化を起因に世界経済が減速。特に中国、新

ています。
例えばピアノや管楽器であれば、楽器店に足を運び実物を
確かめてから買うのが一般的ですが、電子楽器やギターの場合、

興国では減速感が増し、新興国の通貨安が進行、通年でユーロ

当社製品の品質の安定性に定評があり、
「ヤマハだからネット

とともに大きく為替影響を受けました。また、米国では中国製品

購入でも大丈夫」という安心感が、シェア拡大を後押ししている

に対する制裁関税により一時混乱が生じたほか、日本では、2019

のです。

年10月の消費税増税後の消費減や自然災害で消費低迷が続き

拡大前よりデジタルマーケティングによる対応を積み重ねてきた

急速かつ甚大な影響が出るなど、大変厳しい1年でした。

からです。ネットがリアルに完全に取って代わることはないにせ

計画に及ばず、商品供給に影響しました。しかしながら、当社の

24
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取締役 代表執行役社長

もちろん、こうした需要に対応できたのは、COVID-19の感染

ました。期末にかけては世界中で COVID-19の感染拡大により、

COVID-19は、各国政府による稼働制限に伴い当社の生産が

中田 卓也

よ、両者がシナジーを発揮できるようにすることで、今後さまざま
な潜在需要を掘り起こせるはずです。
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また、新しい生活様式では、合奏を行う際に人々が1カ所に集

これらは COVID-19が発生する前に策定した路線ですが、

2020年5月、自宅で中継を見ながらスタジアムに声援を届けら

まる必要があることが制約につながっています。当社ではかねて

基本的な部分ではニューノーマルに向け加速するものと思ってい

れるリモート応 援システム『Remote Cheerer powered by

よりIT によるリモート合奏の技術開発を進めていたことから、こ

ます。以下、主要事業の実績、重点戦略に沿った取り組みという

SoundUD』の実証実験を行い、大きな反響がありました。これ

のほど実証実験としてソフトの配信を始めたところ、想定を大幅

2つの面から、中計初年度の進捗状況を振り返ります。

は当社独自の音響の知見、テレビ会議システムやネット、ルーター

に上回るダウンロードがありました。こうした取り組みは目の前

の技術を活用した新しいソリューションです。直ちにビジネスに

主要事業の実績

の課題解決に役立つばかりでなく、この先、大きなビジネスチャン

結び付けるというより、現段階ではこうした社会課題に応える提

スになる可能性も秘めています。

案を積極的にしていくことが重要だと考えています。

1. 楽器事業：電子楽器、ギターがステイホームで伸長

中期経営計画「Make Waves 1.0」初年度の進捗

管楽器もカスタムモデルは欧州勢との競合が激しいため、プロ

半期の COVID-19の影響を受け中国で減速したものの、通期で

の演奏家に向けて当社の上位機種のエンゲージメントを進め、必

部品・装置事業はマクロ環境の影響を大きく受け、全体的に厳

前期からほぼ横ばいの状況です。

要な技術要件も向上させてきました。サクソフォン、
トランペット

しい状況となりました。特に FA 機器は、2019年3月期の特需が

の状況下で明らかになった課題は、パンデミック終息後
（ニュー

一方、電子楽器はデジタルピアノがけん引し、堅調に推移しま

ではその成果が出てきましたので、今後は同様の取り組みをクラ

一段落したところに米中貿易摩擦や COVID-19の影響が重なり、

ノーマル）
の社会の構造変化について、貴重な示唆を与えてくれま

した。2021年3月期に入り、EC でも入手可能なエントリーモデ

リネットなど他の管楽器でも進めていきます。業績進捗面ではこ

設備投資需要が大きく落ち込んでいます。自動車用内装部品も、

す。それらはまた、私たちが目指してきた方向性の延長線上にあ

ルが好調な売れ行きを見せています。このチャンスを生かすため

れまで少子化の進む国内以外、おおむね順調に推移していまし

搭載予定の新車販売の延期の影響がありました。

ります。

には、EC 対応にとどまらず、デジタルマーケティングを通じネット

たが、COVID-19の拡大以降、口で息を吹き込むという楽器の特

一方で電子部品は、車載用モジュールが計画通り順調に進捗

空間での商品価値訴求や楽しみ方の提案をさらに強化していく

性上、厳しい環境にあります。当社では、外部の専門家にも参加

しています。車載オーディオ領域での新たな取り組みもお客さま

ことが重要になります。

していただいた上で科学的根拠に基づき、安心して管楽器をお

から一定の評価をいただいており、期待を持っています。

リーマンショック以後の当社の歩みを中計のテーマに沿って概
観すると、
「YMP125（
」2010/4〜2013/3）
では「経営基盤再構築」
、
「YMP2016（
」2013/4〜2016/3）
では「収益力の強化」を図り、さら

ギターもこの状況下においてお客さまの裾野が広がっていま

使いいただくためのガイドラインを取りまとめました。

に前中計「NEXT STAGE 12（
」2016/4〜2019/3）
ではもう1段階

す。当社のギター事業は欧米での中高級価格帯のシェアに課題

上の成長ステージに向けて「ブランド力の強化」を打ち出しました。

を抱えていたことから、2011年に若者向けの『A シリーズ』を投入

2. 音響機器事業：ステイホーム需要への対応に活路

こうした成果を踏まえた現中計では、2022年3月期までの3年間を

し、中級価格帯を強化してきました。米国はじめ主要地域ではこ

コンシューマー向けの AV 機器は、グローバルにレシーバー市場

「顧客・社会との繋がりを強化し、価値創造力を高める」ステージ

の施策が進捗し、収益性の向上に貢献しています。また、アジア

の縮小を受け苦戦しました。当社はブランド価値を損なう値引き

と位置付け、デジタル革新に伴う産業構造や消費者意識の転換に

では当社製品のブランドイメージが高く、シェア拡大と単価の向

競争には加わらず、新たな成長分野への経営資源シフトを着実

応えるべく、4つの重点戦略
（下図参照）
を打ち出しています。

上が並行して進んでいます。

に進めています。その中でもサウンドバーは、現在のステイホー

3月期頃をめどに、取り組みの成果を形にしていきたいと考えてい

ム需要から追い風を受けています。また、耳への負担を軽減する
基本戦略

「顧客・社会との繋がりを強化し、価値創造力を高める」

マクロ環境の回復にはまだ時間がかかるでしょうが、2022年

ます。

重点戦略に沿った取り組み
1. 顧客ともっと繋がる̶商品ラインアップ拡充と遠隔コミュニ
ケーション強化

独自技術「リスニングケア」を搭載したイヤホンも、日本での先行

デジタルマーケティングを軸に顧客

投入で高い評価をいただき、今後大きな期待が持てます。

接点を整備し、お客さまと直接つな
がるというテーマでは、ライフタイム
バリュー（LTV）
の戦略の中で顧客情

ヤマハの価値創造
重点戦略 1

重点戦略 2

顧客ともっと繋がる

報基盤（CDP）の構築が進み、実用

社会価値の創造
重点戦略 3

新たな価値を創造する

生産性を向上する

段階に入っています。また、ダイレク

重点戦略 4

トマーケティングも進み、デジタルに

事業を通じて社会に貢献する

よる商品価値伝達という観点で14
万人ものお客さまに実ビジネスへの送客ができ始めています。同

収益力

26
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顧客価値

×

生産性

中長期的に自らの価値に反映

業務用音響機器は、ライブ市場、設備案件が COVID-19の拡

時に、直営店は体験型店舗にシフトしており、国内では東京、大

大以降伸び悩んでいますが、音楽制作用機材の販売は堅調です。

阪、名古屋の直営店をブランド・ショップに、新興国でも体験型

また、ICT 機器では COVID-19の影響もあり会議システムの売れ

ショップに改装する動きが加速し始めています。

行きが伸びています。

ヤマハグループ 統合報告書 2020

27

経営戦略

このように、当面 COVID-19との共存を強いられる「ウィズコロナ」

3. 部品・装置事業：車載領域などへの種まきを継続

楽器事業は第3四半期まで全般的に堅調でした。ピアノは第4四
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また、中国、インド、ASEAN においても販売網の拡大が進展

イノベーションの源泉が「人材」であることは、いつの時代も変

し、それぞれの市場施策に沿った形で3,000店近くの店舗布石が

わりません。国ごとのコアポジションを可視化する職務グレー

できています。

ディングがこのほど完成したことを受け、そのスキル要件をもとに

加えて、お客さまと「広く」つながる、つまり顧客接点を拡大す
るため、商品ラインアップの拡充にも力を入れています。
電子キーボード分野では、ミニキーボードの『PSSシリーズ』を

個々の能力開発を進める「CDP（キャリア・ディベロップメント・
プラン）」の運用を開始しています。本社・子会社の経営人材の
発掘育成も、今後はこの枠組みの中で進めていくことになります。

国内で16年ぶりに復活させました。新興国向けのみならず、国内

将来的には、海外で採用した人材が本社役員になる日もくると期

市場に再参入したところ、予想を上回る評価をいただいています。

待しています。

ギターでは、スタイリッシュなデザインの新シリーズ『STORIA®』が、

3. 生産性を向上する̶コスト低減と予算の戦略的執行を推進

持を集めています。

コスト低減については、ネットで55億円の目標を立てていますが、

お客さまとつながるという戦略では、COVID-19の問題が生じ、

初年度実績は20億円で、進捗は順調です。前中計で障害となっ

遠隔ソリューションの必要性が急速に高まり、新たな LTV の軸と

た調達価格の上昇が落ち着き、製造工程の効率化、販売価格の

具体的なケースとして、2015年に新興国を中心にスタートした

して、戦略性が高まったと考えています。例えば、従来の音楽教

適正化、経費の戦略的使用などの成果が、数字に反映されるよ

器楽教育の導入・支援プログラム「スクールプロジェクト」があり

室はオンラインレッスンにより、時間と空間が自由に選択できる

うになりました。

ます。現中計では、7カ国・累計100万人の生徒への普及を目指

という潜在的なニーズを満たしつつ、LTV を深掘りする新たな提

経営戦略

潜在的なユーザー層を掘り起こし、中級品に近い価格帯ながら支

また、価格適正化に関しては、現行品の値上げだけではなく、

しており、2020年3月末時点で5カ国・39万人まで進捗していま

案が可能になります。合奏のリモート化、音楽教育、遠隔コン

新たな付加価値の高い差別化された新製品の価値を価格へ反

す。採算前提の事業ではありませんが、今後ともしっかり継続し

サートやスポーツ応援などの機会も含め、当社の持つ遠隔コミュ

映する手法をとっています。経費の戦略的使用については、経費

ていく方針です。

ニケーションのさまざまな技術が、LTV の最大化に重要な意味を

の使途を定常的なものから戦略経費にシフトする取り組みが、販

事業を通じた社会貢献としては、先ほども触れた「リスニン

持ってきます。

売会社にも浸透してきました。このことは販管費率の低下に表れ

グケア」搭載のイヤホンは、WHO も警鐘を鳴らすイヤホン難

当社は一貫してコーポレートガバナンスの強化に努めています。

ています。

聴の問題を踏まえた提案です。また、このほど立ち上げたオン

2017年には指名委員会等設置会社に移行し執行役へ大幅な権

ライン遠隔合奏サービス『SYNCROOM（シンクルーム）』も、

限委譲を行ったことで、取締役会では経営・事業の方向性など

2. 新たな価値を創造する̶AI、DX、人材の活用

なお、ウィズコロナの状況下における戦略経費は、段階的に執

「内」と「外」の目によるガバナンス強化

“ 本質×革新 ”による付加価値向上という面で、最も進展があっ

行するよう指導しています。アフターコロナを見据え、次につなが

COVID-19の拡大以降の社会課題に応える非常に有望なビジネ

本質的な論点に集中できるようになりました。現在、取締役7名

たのは AI の活用です。著名歌手やピアニストなどの演奏を再現

る経費の使い方やブランド向上といった使途に予算を振り向け

スです。

のうち5名が独立社外取締役です。取締役会には執行役もオブ

した『VOCALOID』や自動演奏は、各方面でさまざまな論争を呼

ていくことが大切です。大変な時期だからこそ、思い切りメリハリ

環境面では、認

ザーブ出席し、ともに報告や議論を深めています。このように執

びましたが、当社が作り出したものがオリジナルに近づきつつあ

を付けて使用することで、中長期的成長に向けた変革が加速で

証木材の使用比率

行側と監督側が一堂に会することで、より実質的で活発な議論

るレベルに達したことは評価できると思います。今後はこうした

きると考えています。

が 2021 年 3月末 見

が可能となっています。

一方、モノづくり現場は、すでに AI の技術を導入しています。
これまで培った膨大な経験知を AI 化することで、従来長時間を

また、従来目指していた監査委員会全てのメンバーが、独立社

込み46%（2020 年

技術を具体的にビジネスに応用していく局面を迎えています。

4. 事業を通じて社会に貢献する̶音楽文化・社会の持続的
発展に貢献

外取締役で構成される体制に移行できたことで、補完機能強化

と、
3月期実績28%）

として監査委員会室、グループ企業を含めた監査機能を担う内

中計目標の50% に
タンザニアの森林保全プロジェクト

部監査部のそれぞれの責任者を執行役員と同格の監査役員とし

要した作業が瞬時にこなせるようになりました。研究開発におい

社会価値の創造が当社の価値創造につながるという考えのもと、

近 づ いて い ま す。

ても、今まで想像しなかったような発見が得られるように、AI は生

事業戦略の中心にサステナビリティを据え、さまざまな社会課題

また、エコプロダクツ*1の投入についても、3年間で120モデルの中

ました。監査委員会は、適法性監査に加え、妥当性監査を行うた

産・開発プロセスのあり方を大きく変える可能性を秘めています。

の解決、SDGs の達成に貢献する取り組みを進めています。

計目標に対し、初年度実績が46モデルと、順調に進捗しています。

め、監査の実効性を高める体制強化ができました。

収益力を強化する事業基盤整備としては、全社的なデジタル・

私たちは、音楽文化が人類にとって絶対的に不可欠であると

また、当社は2019年6月、気候関連財務情報開示タスクフォー

これだけ社外取締役が増えた以上、リモートでの会議も当初

トランスフォーメーション
（DX）
戦略での議論をアクションプラン

確信しています。音楽文化

ス
（TCFD）
* 提言への賛同を表明しました。こうしたコミットメン

から想定しており、COVID-19への対応もスムーズでした。こうし

に落とし込む段階まできています。このような「上から」のイニシ

の素晴らしさを伝えていくこ

トや取り組みの成果をしっかり発信していくことは、ブランド力強

た時期ですので、
「ヤマハは社会に対して何ができるのか」といっ

アチブとは別に、各現場の各工程でデジタル化や IoT が進んでい

とは、将来の成長に向けた

化の観点からも重要だと考えています。

た大所高所からの意見も出ますし、COVID-19の発生に伴う事業

ます。例えば製造部門では、スマートファクトリー化の取り組み

種まきであると同時に、より

戦略の見直しに関しても鋭い指摘を頂戴します。こうした「外」の

を進めています。両者が合流することにより、DX 戦略が力強く推

良い社会づくりに貢献する

*1. 当社独自基準で認定する環境配慮製品。業界同種製品においてトップクラスの環境性能
*2. Task Force on Climate-related Financial Disclosures の略。主要国の中央銀行総裁や

進されることが重要だと考えています。

取り組みでもあります。
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財務大臣からなる金融安定理事会
（FSB）
によって設立。気候変動が企業財務にもたらす
影響を開示し投資家に適切な投資判断を促すよう求める提言を公表

視点にさらされることで、執行側の視点も一段引き上げられたよ
うに感じます。
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社長メッセージ

社長メッセージ

透明性と情報共有の大切さ

そして最後に、会社として目指す方向性を明確にしたこと。
「こ
ういう時期だからこそ、社会課題への対応に軸足を置こう。働き

今般の COVID-19の問題に際して、私が経営者として腐心したの

方も含め、一過性の対応に終わらせることなく、この危機を逆手

は、従業員一人一人のモチベーションをいかに保つかということ

にとって変革を加速させよう」というメッセージを従業員に伝え

です。

ました。このような体験を通じて、ヤマハがどういう会社であるか

第一に、従業員の健康と安全を最優先すること。リモートワー

「人材」と「対話」の重要性

ということを再認識してもらえたのではないかと思います。

クが本当に機能するのかといった議論は抜きにして、とにかく直

こうした透明性や情報共有が従業員の士気を高める上でいか

ちに原則リモートワークの方針を打ち出す。これにより、従業員

に大切か、私たちは今般の事態で改めて学びました。2021年3月

に安心感を与えられたと思います。

期は厳しい1年となりますが、その中でも将来に向けた成長の芽を

第二に、社内全体で絶えず状況を共有すること。会社のことが

大切にしていきたい。逆境の中でこそ、変革のうねりや時代を先取

絶対視するのではなく、時代の流れを見据え、今この段階で注力

心配なのは皆同じです。
「あそこの工場は動いているのか」
「グルー

りするチャレンジが生まれてくるはずです。今年1年の苦労を来期

先ほど中計の重点戦略をめぐって「人材」の重要性に触れました

すべきテーマを決定することが大切です。当社の中計はこうした

プ内に感染者は出ていないか」といった情報を毎週のように共有

以降に生かすべく、私たちは全社一丸となって前進していきます。

が、風通しの良い組織風土は企業活動の大前提であり、ハラス

観点から、3年単位のグループ経営方針を示し、公約したもので

しています。実際このことが、社内に安心感と「自分の会社」とい

株主・投資家の方々をはじめ、ステークホルダーの皆さまには、

メントの禁止などコンプライアンスはいかなる局面でも完全に順

す。その際、企業の持続的成長が大前提となることはいうまでも

う意識をもたらしてくれたという声を聞いています。

守されなければなりません。仮にそれを守らない従業員が1% で

ありません。

もいるなら、その会社のコンプライアンスは機能していないに等

第三に、積極的なアイデアの受け皿を用意すること。当社では

当社の株主の皆さまの多くは、長期にわたり当社株式を継続保

以前より、イントラネットを活用した新規事業アイデアの社内公募

有してくださっています。これは誠にありがたいことであり、今後と

制度を設けています。この仕組みを拡充し、アフターコロナの時代

そこで、全てをゼロベースで見直す決意で組織風土の改革に

もできるだけ多くの方から、長きにわたるご支援を賜りたいと願っ

を見据えた提案を募集したところ、早速さまざまな意見が上がっ

取り組んでいます。まず「駄目なものは駄目」という当たり前の

ています。IR 活動や日々の事業活動などさまざまな取り組みを

てきました。経営者としても非常に心強い動きだと思っています。

意識・認識を徹底すること。そして、従業員に何かあった場合、

通じて、当社グループへの理解を広げていきたいと考えています。

しいと私は考えます。

引き続き変わらぬご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

2020年10月

取締役 代表執行役社長

早い時期に助けを呼べるよう心理的安全性を確保すること。
そのために、コンプライアンス通報社外窓口の強化、コンプライ

リスクマネジメントの体系化

アンス専任組織の強化、ハラスメント防止に関する研修の拡充
などの施策を進めています。

当社では以前より、リスクマネジメントの体系的強化を進めてき

また、風通しの良い組織風土を作り上げるには何といっても

ました。私が委員長を務めるリスクマネジメント委員会では、企

「対話」が重要です。
「対話」の重要性は、業務のあらゆる局面に

業活動のリスクとなり得る要因を洗い出し、分類整理するととも

通じます。現在、私を含め、さまざまな形での交流の場を増やし、

に、自社の対応力を評価し数値化しています。スコアの低い項目

組織の縦、横、斜め全方向で「対話」の強化に取り組んでいます。

については同委員会で認識を共有し、改善策を決定の上、年次
計画に反映させています。

資本市場との建設的な対話に向けて

リスクマネジメント委員会のもとには、現在5つの個別テーマに
基づく部会を設置しています。COVID-19に関する問題では

時代の大きな転換点に差しかかり、マーケットの中で企業と投資

「BCP・災害対策部会」が中心に対応し、よく機能したと評価して

家の将来像をめぐって、さまざまな議論がなされています。ただ、

います。ただ、今回反省すべき点として、パンデミックに関する

どのような世の中がやってこようと、企業と株主・投資家との関

独立した規定を設けておらず、
「災害→復旧」という単純な流れの

係は変わりません。企業活動は株主・投資家の方々、お客さま、

みを想定していました。時間が経つにつれダメージが回復して

従業員、サプライヤー、地域社会など、多様なステークホルダー

いく通常の災害と異なり、パンデミックは終息がいつになるのか、

に支えられており、いずれが欠けても成立しません。それぞれの

そもそも事態が改善に向かっているのかさえ分かりません。した

ステークホルダーとWin-Win の関係を築いていくことが企業の

がって、長期戦を前提とした計画が本来は必要だったのです。

持続的発展の要諦であり、その意味で、今後とも資本市場との建

こうした問題点を踏まえ、今後はパンデミックの脅威をリスク要因

設的な対話を継続していきたいと思います。

として織り込み、より実効的な BCP を策定していく方針です。
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経営戦略

また、企業経営にはバランス感覚が重要です。特定の指標を

中期経営計画「Make Waves 1.0」

中期経営計画「 Make Waves 1.0 」

中期経営計画策定の考え方
経営環境が急激に変化する中、音・音楽を中心とする当社の事業領域においても、事業環境が目まぐるしく変わろうとしています。当社

ヤマハは、2019年4月からの3年間を対象とした中期経営計画「Make Waves 1.0」
（以下、
「Make Waves 1.0」）
を遂行してい

では長期的な未来予測を通じて、自社を取り巻く事業環境への影響を分析し、当社にとっての発展領域・成長機会およびリスクを検討

ます。
「Make Waves 1.0」では、急激に変化する経営環境を分析し、未来予測をした上で、中長期的に目指す姿である経営ビ

し、バックキャスティングの手法により、中期経営計画「Make Waves 1.0」を策定しました。

ジョンに加えて、同ビジョンに向けた考え方としての価値創造ストーリーを提示しています。また、その実現のための基本戦略、
重点戦略およびそれらに基づく財務目標、非財務目標、株主還元を3本柱とした経営目標を設定しています。このセクションでは、

未来環境予測（メガトレンド）

「Make Waves 1.0」の概要と中期経営計画初年度として取り組んだ2020年3月期の進捗を振り返ります。

自社事業環境への影響分析（発展領域・成長機会・リスクの検討）

これまでの中期経営計画を振り返ると、
「YMP125」は、円高が

ステップを踏み出すべくブランド力強化に取り組んだ結果、営業

進み事業も苦戦を強いられる中で、コア事業の構造改革、欧州

利益率は12.8%（日本基準）
となりました。

販社や工場の統合など、経営基盤を再構築するというフェーズ

ヤマハにとって影響の大きい環境変化、それに対する成長への鍵／強み
デジタル化の加速により、産業構造が急激に変化する一方、お客さまとのより緊密なつながりが可能になります。また、AI や IoT で利便性が
格段に高まると同時に、より精神的な満足や本質が求められる時代になると考えられ、サステナビリティへの社会的な意識もさらに高まりま

これまでの成果も踏まえ、今回の「Make Waves 1.0」では

す。こうした環境変化においては、当社が従来培ってきた技術や基盤を生かせる成長領域も広いと考えられます。

でした。それを受け、
「YMP2016」では、収益力の強化を目指し、

“ 顧客・社会との繋がりを強化し、価値創造力を高める”3年間と

事業部制組織から機能別組織への改組、価格適正化の推進、

位置付け、これを基本戦略としています。収益力の強化と成長基

多角化からコア事業への選択と集中を推し進めることにより、営

盤の強化を両立し、経営ビジョンで掲げた事業利益率20% を

デジタル化の加速が

業利益率9.3% を達成しました。

目指し、最終年度の2022年3月期には事業利益率を13.8% ま

もたらす大変革

前回の「NEXT STAGE 12」では、
「なくてはならない、個性輝

で高めていく計画です。

く企業」になるという経営ビジョンを設定し、ヤマハとして新しい

▲

日本基準

▲

ライフスタイル・

財務数値推移

経営戦略

中期経営計画の位置付け

価値観の多様化

IFRS

• これまで培ってきた最先端のデジタル技術
• ネットワーク技術の活用
（デジタル）
マーケティングの進展
• ダイレクト

• 感性を科学する知見
• 他社にないヤマハの強み“ 技術×感性 ”により精神的な満足を提供
（デジタル）
マーケティングの進展
• ダイレクト

売上高 * ／売上収益（億円）
営業利益 * ／事業利益（億円）
営業利益率 * ／事業利益率（%）

サステナビリティへの
13.8%
12.8%
9.3%

12.1%
12.8%

12.1%

13.8%

意識の高まり

• ヤマハ独自の先進的な素材技術の活用
• 持続可能な木材調達の取り組み
• 音・音楽による社会課題の解決に向けた取り組み

9.3%

中期経営計画における方向性
2.5%

2.5%

緒的な印象が大きな価値を持つ「音・音楽」を中心とした事業領域において、こうしたニーズの変化は、音や楽器を単なるモノではなく文化

2013/3

2016/3

2019/3

2022/3

YMP125

YMP2016

NEXT STAGE 12

Make Waves 1.0

最終年度

売上高 * ／売上収益（億円）

より精神的な満足や本質が求められる時代では、商品の持つ機能的価値以上に情緒的価値へのニーズは間違いなく高まります。感性や情

最終年度

最終年度

最終年度の目標値

3,669

4,355

4,374

4,344

4,700

営業利益 * ／事業利益（億円）

92

407

560

527

650

営業利益率 * ／事業利益率

2.5%

9.3%

12.8%

12.1%

13.8%

ROE

1.9%

10.1%

11.4%

11.1%

11.5%

EPS

21円

169円

241円

222円

270円

そのものと捉え、技術に加え、感性を磨き続けてきた当社グループにとってまさに追い風です。
当社グループは、お客さまとのつながり、社会とのつながり、成長市場とのつながり、成長事業領域とのつながりなどを強化することで、こ
の成長機会において当社グループの強みを最大限に発揮することが重要だと考えます。

デジタル化の加速と価値観の多様化により、世の中が急激に変化

技術×感性 のヤマハにとっては、チャンス！

*2019/3までは日本基準。2020/3以降は IFRS
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中期経営計画「 Make Waves 1.0 」

中期経営計画「 Make Waves 1.0 」

経営ビジョンに向けた中期経営計画の主要施策

事業利益率改善への道筋
経営ビジョンで掲げた「高収益な企業」実現に向け

事業利益率14% 水準、さらにその先に向けて

ヤマハの強みを発揮し、3年間で事業利益率14% 水準へ

長期の経営ビジョンの実現に向け、策定した価値創造ストーリーを実践し、事業利益率改善に取り組んでいます。
中期経営計画（2019–2022）

ブランド力を一段高め、高収益な企業へ
（事業利益率20%）

13.8%

（IFRS 基準）

YMP2016（2013–2016）収益力を強化
YMP125（2010–2013）経営基盤再構築

9.3%

上げることを目標としています。他社には真似のできないユニー

市場での圧倒的な
プレゼンス

クな商品・サービスを提供するとともに、市場における圧倒的な
プレゼンス・高シェアという強みを生かすことで市場をリードし、

新興国を中心とした
売上成長

ヤマハの強み

39%

ヤマハの強み
高限界利益率

ユニークな
商品・サービス

（グローバルシェア2020/3）

ピアノ

50%

52%

31%

デジタル ポータブル
ピアノ キーボード

2.5%

また、限界利益率が高いこともあり、新興国を中心とした売上
が伸長することも利益率向上につながります。さらに、コストダ

管楽器

ヤマハらしさ
技術×感性

生産性向上

営業利益率：

営業利益率：

価格適正化を進め、利益率向上を図ります。

ウン施策による生産性の向上も事業利益率向上に大きく寄与し
ます。

* 事業利益：日本基準の営業利益に相当

2020年3月期「Make Waves 1.0」初年度における進捗
2020年3月期は、第3四半期まで楽器事業中心に順調に推移

経営ビジョンと価値創造ストーリー
（中長期的に目指す姿）
に加えて、経営ビジョンを実現するための考え方とし
前中期経営計画「NEXT STAGE 12」で掲げた経営ビジョン
て新たに価値創造ストーリーを策定しました。
経営ビジョン

（中長期的に目指す姿）

価値創造ストーリー

していましたが、第4四半期において COVID-19の影響を受け、

事業利益率

ROE

EPS

2020年3月期実績

11.2%
（▲0.9pt）

10.1%
（▲1.0pt）

195円
（▲27円）

2022年3月期目標

13.8%

11.5%

270円

通期の財務数値は目標に及びませんでした。
そのような中、非財務数値は目標に向けて着実に進捗しまし
た。また、
「Make Waves 1.0」の1年目にあたり、掲げる4つの

「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〜（事業利益率 20%）

財務目標（詳細は、P.18、44-47参照）

重点戦略「顧客ともっと繋がる」
「新たな価値を創造する」
「生産
性を向上する」
「事業を通じて社会に貢献する」については、各

社会価値の創造を通じ、企業価値を高め、ビジョンを実現

重点戦略とも着実に進捗しました
（P.36-43参照）。

*（）内は前期比

非財務目標（詳細は、P.19-21参照）

経営環境予測において想定した環境変化・自社への影響は、

基本戦略

コーポレート
ブランド価値

新興国の器楽
教育普及（累計）

認証木材使用率

確実性を伴い加速しており、掲げた重点戦略をさらにスピード

2020年3月期実績

1.15倍

39万人

28%

アップする必要があると認識しています。

2022年3月期目標

1.3倍

100万人

50%

大きく、急激なスピードで変化する世の中で、

「顧客・社会との繋がりを強化し、価値創造力を高める」

4つの重点戦略の進捗サマリー（詳細は、P.36-43参照）

経営目標
財務目標（IFRS 基準）

収益力の強化と成長基盤の
強化を両立

事業利益率

ROE

11.5%

EPS

270円

コーポレートブランド価値 *
非財務目標

投資と還元

成長投資と株主還元に
バランス良く配分

13.8%

新興国の器楽教育普及（累計）

1. 顧客ともっと繋がる
財務評価

1.3倍

ヤマハグループ 統合報告書 2020

3. 生産性を向上する

4. 事業を通じて社会に貢献する

顧客接点の強化、

“ 技術×感性 ”で、

製造コストダウン20億円達成、

文化、社会、環境の各側面で、

新興国での成長、

幅広い商品を投入、

DX に関する議論、自動化、

取り組みが計画通りに進捗、

AI 分野ではさまざまな技術成果

IoT などの取り組みが進捗

社会課題の解決に貢献

顧客

ブランド

技術

100万人

認証木材使用率

50%

総還元性向

50%

（株）
とヤマハ発動機（株）
の合同ブランド価値＝11億95百万米ドル
（（株）
インターブランドジャパン Best Japan Brands 2019）
* ヤマハ

34

財務

2. 新たな価値を創造する

人

• 成長性
• ESG の取り組みなどへの評価

1

企業価値： 兆円〜（≒時価総額）

ドメインの拡大が計画通り進捗
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経営戦略

NEXT STAGE 12（2016–2019）ブランド力を強化
営業利益率：12.8%（日本基準）／事業利益* 率：12.1%（IFRS 基準）

20%」を見据え、この3年間で事業利益率を14% 水準まで引き

市場をリード
（価格の適正化）

「なくてはならない、
個性輝く企業」になる

顧客・社会との繋がりを強化し、価値創造力を高める

事業利益 * 率：

中長期的に目指す姿である経営ビジョンで掲げた「事業利益率

経営ビジョン

中期経営計画「 Make Waves 1.0 」

中期経営計画「 Make Waves 1.0 」

4つの重点戦略
基本戦略

「顧客・社会との繋がりを強化し、価値創造力を高める」

顧客接点の強化

新興国での成長

〜深く、長く〜

〜広く〜

ブランドプロミスを通じたブランド訴求

中国とインドをはじめ、新興国で拡大を続ける中間所得層に対し

お客さまの「ワクワクと心震える瞬間
（Make Waves）」を作り出

て、つながりを強めることで成長を加速させ、お客さまの拡大を

すため、期待を超える独創的な商品・サービスの提供、ブランド

実現していきます。

プロミスを用いたコミュニケーションを全世界で展開し、憧れや
ヤマハの価値創造

1. 顧客ともっと繋がる

社会価値の創造

2. 新たな価値を創造する

3. 生産性を向上する

4. 事業を通じて社会に貢献する

愛着を持っていただけるブランドになることで、お客さまと深く、

中国における成長

長くつながることを目指します。

販売網拡充、ブランド訴求により、3年間で売上25% 成長
市場成長・シェア拡大

• ブランドプロミスを効果的に訴求するグローバルコンテンツの制
作配信

＝

顧客価値

×

生産性

中長期的に自らの価値に反映

基本戦略「顧客・社会との繋がりを強化し、価値創造力を高める」ために、4つの重点戦略を設定しました。これらの重点戦略
を着実に遂行することで、ヤマハの価値創造、社会価値の創造を実現します。
顧客ともっとつながり、新たな価値を創造することで顧客価値を創出し、さらに生産性を向上することで、収益力を高めていき
ます。また、事業活動を通じて社会に貢献することは、中長期的には当社の企業価値の向上にもつながっていくと考えています。

さらなるシェア拡大を実現していきます。
商品力の強化

より多くのお客さまに当社の商品・サービスの魅力が伝わるよう、

現地ニーズに適合した中国専用モデルや、付加価値の高い日本

従来の店舗を通じたコミュニケーションに加え、デジタルマーケ

製の製品の拡売、インドネシア製のピアノ供給など、多彩なライン

ティングを通じたダイレクトな価値訴求を行うことで、より良い

アップでお客さまのニーズを満たす提案を進めます。

顧客体験の創出を進めていきます。

2020年3月期の取り組み
販売店

顧客接点

顧客接点

• 地方都市を中心に販売網拡大、高付加価値商品展示増
顧客

ダイレクト
（デジタル）
マーケティング

1

顧客ともっとつながる

送客

広く、深く、長く、お客さまとつながる

広く、深く、長く、お客さまとつながるため、ブランドプロミスを通じたブランド訴求と、デジタルマーケティングを軸にしたデジタル・リアル
両面での顧客接点整備、そして、ライフタイムバリュー向上への貢献に取り組みます。また中国、ASEAN をはじめとした新興国では、
中間所得層を取り込み、成長を加速させます。音響機器事業、部品・装置事業では、成長市場へ事業領域を拡大し成長を図っていきます。

長率も依然高く、当社は商品力・ブランド力の訴求、販売網拡大

デジタルマーケティングを軸に、お客さまと直接つながる

価値訴求

重点戦略

だいており、高いシェアと利益率を築いています。市場自体の成
やデジタルマーケティングなどの施策により、市場を上回る成長、

• ブランド活動の PDCA の仕組みを構築、順次運用開始

収益力

中国市場において、ヤマハは憧れのブランドとして認知していた

• ブランド力強化と発信（動画300本、総再生回数約1,200万回超
など）

• SNS などを介した情報発信で、顧客とのつながり強化

2020年3月期の取り組み
• デジタルマーケティング業務のスキルアップを目指し、世界19販

（左）地方都市に展開するヤマハ

社にて実践的な研修を実施

ピアノ専売店

• SNS 広告、イベント・キャンペーンなどを活用し、オンライン起点

（右）販売店によるライブコマース
実演販売

による自社サイトへの誘導や店舗への送客を推進

顧客接点の強化

新興国での成長

ドメインの拡大

広く、深く、長く

広く、深く、長く

広く、深く、長く

■

ブランドプロミスを通じたブランド訴求

■

デジタルマーケティングを軸にした顧客接点整備

■

中間所得層を取り込み、成長を加速

■

音響機器事業ドメイン拡大

■

部品・装置事業ドメインシフト

ライフタイムバリュー向上への貢献
（お客さまのライフステージに応じた価値訴求）

インド、ASEAN、その他市場における成長
ライフタイムバリュー向上への貢献

販売網拡充・現地モデル投入で、中間所得層を取り込み、

お客さまを理解し、一人一人のステージにフィットした最適なご

インド市場で売上50% 成長（3年間）

提案をすることでお客さまの音楽ライフに貢献していきます。

販売網拡大・EC 販売開始（インド）

今後大きな成長が期待されるインドでは、100万人都市を中心

■

売上 = お客さまの数（広く） × 頻度（深く） × 単価（深く） × 期間（長く）

2020年3月期の取り組み
を順次構築
• 顧客情報や行動履歴を分析する顧客情報基盤（CDP）
（一部地域）
• 簡易製品登録アプリを通じたユーザーサポート

• 演奏活動をサポートするアプリケーションなどのソリューション
提供

に販売網を拡大していきます。また、EC 活用や個別配送を進め、
店舗のないエリアもカバーしていきます。
製造と販売の一体体制・ローカル音楽文化に適合（インド）

新設したチェンナイ工場では、2019年4月に出荷を開始し、順次
生産量を高めています。製販一体のオペレーションを実現し、
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経営戦略

2020年3月期の取り組み
• 全社ブランド推進体制の確立、啓発ツールの活用、研修の実施

中期経営計画「 Make Waves 1.0 」

中期経営計画「 Make Waves 1.0 」

インド市場におけるお客さまの独自ニーズを取り入れた商品の

設備音響機器：30% 成長（3年間）

生産・販売を進めます。

ライブ・音楽イベントに加えて、教会・ホール、商空間や会議室
などの設備機器領域への拡大を本格化していきます。

店舗政策と EC 活用への注力

ライブ・
音楽イベント

質な価値伝達と顧客体験を実現する「体験重視」店舗の拡大、
市場規模
市場成長率

地域の音楽文化に適合した現地モデル開発

を通じ、顧客層拡大を進めていきます。
器楽教育普及、新たな市場の開拓

2020年3月末時点で39万人（累計）に提供してきた学校教育を
通じた器楽教育普及を、7カ国で累計100万人まで拡大します。

2,000億円

3,500億円

5,000億円

＋8%

＋5%

＋10%

今後さらに広げる領域

素材解析

アコースティック技術

2020年3月期の取り組み
日本での設備工事、新興国での製品売上が伸長

AV 機器：事業ポートフォリオ転換
ライフスタイルの変化に合わせ、ワイヤレススピーカーなどのパー

2020年3月期の取り組み
展示の整備が進み、訴求力向上。生産工場では現地向けアコー

市場規模
市場成長率

Hi-Fi、AV
レシーバー

ワイヤレス
スピーカー

サウンドバー

ヘッドホン

2,500億円
−8%

5,500億円

1兆円

1.5兆円

＋12%

＋12%

＋40%

これまでも
強みを発揮

ヤマハデザイン理念に
基づきヤマハの
独自性を表現

オープン・
イノベーション

車載部品：30% 成長（3年間）
店舗におけるギターウォール展示

現地向けギターの生産・出荷開始

• ASEAN：販売網開拓が計画通りに進捗、既存店舗の良質化とデ
ジタルマーケティングを推進し、中間所得層へのアプローチを強化

内装パネルのみならず、ヤマハの強みを生かし、車室内の音響・
音声・騒音の統合制御といった、車内のトータルソリューション
領域へとシフトしていきます。

ドメインの拡大
〜広く〜

市場規模
市場成長率

成長市場へ事業領域を拡大し、成長を加速

方針

内装パネル

マイク
モジュール

オーディオ
システム

1,000億円

1,000億円

6,000億円

＋5%

＋40%

＋10%

これまでも
強みを発揮

音源

センシング

“ 卓越 ”

信号処理
ネットワーク

ヤマハの強み“ 技術×感性 ”

を進め、成長市場における販売を拡大します。

2020年3月期の取り組み
車載部品の納入は想定通りに進捗
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製品の開発を目指します。また、素材技術から解析・シミュレー
ション技術など、さまざまな最先端技術を生かし、音響特性を追

「よい音」
「よい音響空間」とはどういうものか、といった感性に関

感性を科学する：人の感性や熟練者の暗黙知を科学し、本質を

わる価値は単純な定量的なデータだけで分析することはできま

追求し続ける開発プロセスを進化させることで、他社にまねので

せん。楽器づくりから始まった長い歴史の中で培われた感性価

きない製品の開発を推進します。

値への深い理解と知見が当社の競争優位性の源泉です。この感
性価値に関わるコアコンピタンスをベースにして、アコースティッ

革新の追求

ク技術やデジタル技術、感性評価技術、解析・シミュレーション

イノベーションの創出：2018年6月に最新鋭の研究・実験設備を

技術など、さまざまな技術を組み合わせることで、他社には真似

備えた研究開発拠点「イノベーションセンター」を本社構内に設

のできないユニークな製品・サービスの提供を可能にしています。

置し、技術者を集結させました。事業領域を超えてさまざまな技

また、世の中の変化やお客さまからのフィードバックに真摯に向

術を融合し、新たな価値創造を加速させます。さらに、IoT を活用

き合うことによって、こうした多彩な技術を最大限に生かし、新た

し、顧客サポートに加えて、顧客起点の製品・サービスの開発を

な価値、製品・サービスを提供していきます。

加速します。

AI による技術革新：当社がこれまで培ってきた“ 技術×感性 ”と
製品・サービス
〜“ 本質×革新 ”の追求により、付加価値を向上〜

本質の追求

飽くなき表現力の向上：トップアーティストとのつながりを強化

38

• 研究、開発、デザイン部門を集結し、シナジーを追求
• 世界最先端の“ 音 ”に関する研究設備を完備

求します。

今後さらに広げる領域

音響機器事業のドメイン拡大、部品・装置事業のドメインシフト

2018年6月 イノベーションセンター稼働

デジタル技術

2020年3月期の取り組み
中心に事業ポートフォリオ転換が進捗

発見

するとともに、科学的アプローチにより最高峰の表現力を備えた

今後さらに広げる領域

耳の健康に配慮したヘッドホン・イヤホンの発売や、サウンドバーを

確信

IoT

デザイン

方針

スティックギターの出荷開始

世の中の変化

製造技術

M&A

美しさ

AI

ます。

の理解と分析、開拓を進めていきます。

愉しさ

“ 革新 ”

“ 感性 ”

ex. 上質な音の理解

ソナルオーディオ領域に商材シフトを進め、成長を実現していき

顧客からの
フィードバック

解析・
シミュレーション
技術

技術に通奏する

“ 本質 ”

本活動を通じ、アジア諸国、アフリカ市場における音楽活動状況

• インド：2級都市中心に販売網を拡充。店舗ではギターウォール

感性評価技術

クラフトマン
シップ

素材加工

良質な顧客体験

ユニークな
製品・サービス

メカトロ

経営戦略

楽文化を反映したローカル楽器の音源搭載モデルの開発・販売

ヤマハの強みである、“ 技術×感性 ”で新たな価値を創造します。世の中の変化や、お客さまからのフィードバックに基づき、感性を定量

教会／ホール／ 商空間 BGM ／
放送局
会議用機器

これまでも
強みを発揮

方針

アジアや中東、アフリカ、中南米などさまざまな地域の楽器・音

“ 技術×感性 ” で新たな価値を創造する

技術を融合させ、ユニークな製品・サービスをお客さまに提供していきます。

に対する消費が高まる中間所得層の増加が加速しています。良

などを進め、中間所得層へのアプローチを強化します。

新たな価値を創造する

2

化する技術（感性評価技術）
や解析・シミュレーション技術を駆使し、また、アコースティック技術、デジタル技術など、当社が保有する

新興国地域では、所得水準の上昇に伴い、教育や趣味、嗜好品

EC 活用でそれぞれのお客さまに合わせたオムニチャネルの確立

重点戦略

AI のテクノロジーを組み合わせることで、伴奏やレッスンをパーソ
ナライズしたり、PA オペレーションの自動化／アシストなど、当社
にしかできない製品・サービスの開発を追求します。

2020年3月期の取り組み
詳細については、P.62「研究開発」をご参照ください。
ヤマハグループ 統合報告書 2020
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中期経営計画「 Make Waves 1.0 」

中期経営計画「 Make Waves 1.0 」

重点戦略

2020年3月期における個性際立つ商品の開発
ヤマハの強みである“ 技術×感性 ”で、幅広い技術を融合し、多様なニーズに応える数々の個性的な商品を開発しました。

3

生産性を向上する

生産性向上により収益力を強化する

付加価値向上と商品価値の訴求・強化を通じて価格適正化を進めるとともに、製造コストの持続的な低減を図ります。また、経費を
ゼロベースで見直し、顧客価値向上に資する戦略経費にシフトさせ、収益力の強化を図っていきます。

価格適正化

電子ピアノ『Clavinova®』

ギターアンプ『THR-II』

製造コストダウン

経費の戦略的使用

ワイヤレスイヤホン『TW-E7A』

「世の中の変化」×「ユニークな製品・サービス」
TOPICS：

ステイホーム需要の高まりに応えるサイレント楽器。ピアノ

日本と中国からドイツにあるピアノを遠隔演奏、リモート入

やギター、管楽器などさまざまな楽器で展開

学試験をサポート
（P.14参照）

遠隔地間の音楽合奏を実現するサービス『SYNCROOM
（シンクルーム）』
（P.13参照）

購買することにより、調達コスト低減を図っています。また、国内
自動化ラインの海外展開や IT 活用により省人化を進めることも
コストダウンに大きく寄与しています。これらを通じて、
「Make

価格適正化

Waves 1.0」の3年間では、累計55億円のコスト低減を目指します。

製品・サービスに新たな付加価値を追加して、その商品価値を
DX で目指す姿（CDP・次世代 SCM・プロセス変革）

価値創造をけん引する事業基盤

しっかり訴求していくことで、付加価値に見合った対価の分、価

経費の戦略的使用

格を適正化し、利益率の向上を進めていきます。

経費をゼロベースで見直し、単なる節減でなく、デジタル・トラン
による業務プロセス改革など、将来の
スフォーメーション
（DX）

〜「収益力＝顧客価値×生産性」を
けん引する事業基盤を整備〜
工場

デジタル・トランスフォーメーション
（DX）
の推進

お客さまともっとつながるための顧客情報基盤
（CDP）
や新 SCM

本社

販社

連結会計システム

システムなどの事業基盤の整備を強力に進めます。また、DX 推

小売

顧客

POS

CDP

Customer
Journey

製造コストダウン

顧客価値向上に向けた戦略的な経費の使い方にシフトしていき

日本国内の生産工程を海外工場に移管するなど、グローバルに

ます。

工程を再配置することでコスト低減を進めています。調達では、
「Make Waves 1.0」におけるコスト低減内訳
（2020年3月期〜2022年3月期）

進を通じて、業務プロセス自体も変革し、生産性向上を図ります。

コスト低減の内訳（2020年3月期）

（億円）

（億円）

海外工場の
労務費上昇

新 SCM システム

グローバル人材マネジメントの基盤構築

＋48

海外拠点ごとからグループ全体でグローバルに一元化した人事
制度運用へと移行し、クロスボーダー配置や経営人材の発掘・

ERP システム

育成を推進します。また、ダイバーシティ、人権への取り組みも強

物流業者

現在の
原価率での
2022年3月期
コスト

化していきます。

（グロス）
（ネット）

調達
コストダウン

▲16

（グロス）

▲11

＋14

55

▲62

34

海外生産
調達
労務費上昇 コストダウン

103

工程再配置
生産性向上

20

（ネット）

▲14
生産性向上

間接業務
効率化

▲25

2022年3月期
目標コスト

2019年3月期
のコスト

▲9
その他

2020年3月期
のコスト

DX の取り組み概要と進捗

2020年3月期は、全社 DX 戦略委員会を新設し推進体制を確立、各事業・業務分野において DX が進捗
施策

目的

お客さまともっとつながるための

基盤整備

CRMプラットフォームの整備

次世代 SCM

工場〜顧客間サプライチェーンの革新

システム稼働

DX により全ての業務プロセスを変革

プロセス

■

変革推進

■

開発プロセスへのアジャイル手法導入拡大

■

ビジネスとシームレスにつながる会計システム実現

■

RPA を活用した定型業務の自動化
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DX 戦略委員会︵新設︶

顧客情報

実施プロセス
顧客情報基盤（CDP）
開発・整備

2020年3月期の取り組み
「Make Waves 1.0」初年度は、グロスで34億円、海外労務費増を

本格運用開始・グローバル展開

集中購買による部品・材料などの安定調達、自動化設備による生産

本格運用開始・
グローバル展開

性向上に向けたトライアルなどが進捗。多様な商品の生産管理を

「Make Waves 中計初年度進捗
1.0」初年度進捗
体制・仕組み
整備

サイバー領域

フィジカル領域

生産指示

差し引きネットで20億円のコストダウンを達成。生産工程の移管や、

「Make Waves 1.0」初年度進捗
システムトライアル

生産のデジタルツイン

DX で共通化する議論が進み、IoT を使った生産実績収集のトライア
DX 活動けん引
（最適化・変革）

ルによりデジタルツインによる生産管理の取り組みが進捗

仮想工場

分析

生産現場
実行

データ蓄積

生産実績

IoT による自動化

「Make Waves 中計初年度進捗
1.0」初年度進捗

2019/4

2022/3
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経営戦略

工場ごとに行っていた部品調達をエリアごともしくは本社一括で

価格適正化、製造コストダウン、
経費の戦略的使用

中期経営計画「 Make Waves 1.0 」

重点戦略

4

中期経営計画「 Make Waves 1.0 」

事業を通じて社会に貢献する

音楽文化・社会の持続的発展に貢献する

多種多彩な楽器の供給を通じた世界の音楽シーンへの貢献、新興国における器楽教育普及など、音楽文化のサステナビリティへの貢

社会
〜製品・サービスを通じた社会課題の解決／
ともに働く人々の多様性、働きがい向上〜

環境 〜自然との共生〜

献を拡大するほか、製品・サービスを通じた社会課題の解決に取り組みます。また、持続可能な木材利用や環境配慮製品の開発など
を通じ、自然との共生を実現していきます。

社会

文化

■

音楽文化のサステナビリティに貢献

■

製品・サービスを通じた社会課題の解決

■

ともに働く人々の多様性、働きがい向上

製品・サービスを通じた社会課題の解決

持続可能な木材利用

中南米における音楽普及活動を通じた青少年健全育成、日本に

違法材を回避するためのデューディリジェンスに取り組むととも

おける音楽の街づくりプロジェクト「おとまち」によるコミュニ

に、持続可能な森林から産出される認証木材の採用比率を拡大

ティー振興など、製品・サービスを通じて各国・地域が抱えるさ

。また、原産地コミュニティーと連携した持続
します
（目標50%）

まざまな社会課題解決に継続して取り組んでいきます。

型の希少材保全活動やアカデミア
（京都大学など）
との研究連
携など、さまざまな取り組みにより持続可能な木材利用を推進

ます。また、人権侵害の未然防止に向け、バリューチェーン全体

自然との共生

での人権デューディリジェンスを推進していきます。

文化
〜音楽文化のサステナビリティに貢献〜

タンザニアでの希少木材保全活動

多種多彩な楽器の供給を通じ、

多種多彩な楽器の供給を通じ、世界の音楽シーンに貢献する

約800モデル投入（3年間）

環境配慮製品の開発

の代替となるサステナブル素材の開発を進めます。

音楽の楽しさを広く普及

海外音楽教室 生徒数30% 増（3年間）

温室効果ガス排出削減

などを通じ、世界中に音楽の楽しさを広く
普及活動（P.17参照）

新興国の学校教育への器楽教育普及

7カ国 3,000校 累計100万人

エネルギー高効率設備の導入
テレワークなど勤務ルールの柔軟化

事業所内保育施設の設立（2019年8月）

18校支援（3年間）

• 人権デューディリジェンスの推進は、重要な人権課題の特定・抽出
を実施し、グループの規程・ルールに人権視点で必要な要素を補
完。今後、順守状況をモニターすることにより、包括的な人権アセ
スメントを推進

中国農民工学校教育支援

2020年3月期の取り組み
• 2020年3月期までに、5カ国（マレーシア、インドネシア、ロシア、
ベトナム、インド）
1,500校で延べ39万人の子どもたちに器楽演奏
の機会を提供

• 新規展開国としてエジプトでの展開決定（2021年3月期から取り組

や、再生可能エネルギーへのシ
フトなどにより、SBT*2達成へ

2020年3月期の取り組み
中国農民工学校への楽器寄贈による教育支援

新興国での器楽教育普及

ヤマハエコプロダクツ制度 *1による環境に配慮した
や、希少木材
製品づくり
（3年間で目標120モデル）

音楽教室事業を通じ、

ほか、音楽教室事業の拡大や新興国の学校教育への器楽教育
普及していきます。

ヤマハエコプロダクツ
（環境配慮材料の採用）

世界の音楽シーンに貢献

中南米コロンビアの「Iʼm a HERO Program」 渋谷ズンチャカ！
「おとまち」

音楽文化のサステナビリティに貢献

します。

多様な人材が個性・創造性を十分に発揮できる環境整備を進め

環境

■

経営戦略

ともに働く人々の多様性、働きがい向上

• 社会課題を解決する新しい商品として、耳への負担を軽減する独
自技術「リスニングケア」機能を搭載したイヤホンを発売。
「よい音
を楽しむ」ことと「健康への配慮」を両立させた商品の開発により、
音・音楽を事業の中核に据える企業の社会的使命として新しい価
値を提供

みスタート）

の取り組みを進めます。また、
省電力製品開発、物流合理化
などバリューチェーン全体での
温室効果ガス排出削減に取り組みます。
*1. 当社独自基準で認定する環境配慮製品
*2. パリ協定の2℃目標達成のための科学的知見と整合した削減目標（2031年3月期▲32%）

2020年3月期の取り組み
• 全ての取引先を対象に購入した木材の原産地や伐採の合法性、資
源の持続可能性に関する調査を実施し、購入した木材の98.8%
（体積比率）
について低リスクであることを確認

• 認証木材採用率は2021 年 3月期見込みとして46% まで向上
海外での音楽教室

（2020年3月期実績28%、いずれも体積比率）
。
「Make Waves

南アフリカでのリコーダーレッスン

本頁に記載のテーマを含む各テーマの進捗状況は、P.20-21

1.0」での目標値50% の達成に向け、順調に推移

「サステナビリティ重点課題と進捗」をご参照ください。
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財務戦略

財務戦略

EPS

日本基準

い状況にあります。

IFRS

（円）

損益に関しては、固定費の削減に努力するも、上記の状況によ

400

292*

2

300

200

249*1

241
222

169
129

15/3

対し214 億円（46.1%）減少の250 億円、当期利益は186 億円

195

（53. 8%）減少の160億円を見込んでいます。

91

100

0

る、特に上半期における大幅な減収に伴い、事業利益は前期に

270

16/3

17/3

18/3

19/3

前中期経営計画（日本基準）

20/3

21/3

（予想）

このような状況下、フリー・キャッシュ・フローに及ぼす影響を
最小化するため、固定費の削減に加えて在庫、売上債権の圧縮、

22/3

（目標）

および投資計画の見直しなどを進めています。新常態での成長

現中期経営計画（IFRS）

につながるものは投資を継続しつつ、従来、当然のように計上し

取締役 常務執行役 経営本部長
兼 人事・総務本部長

ていた諸費用を抜本的に見直し、メリハリを利かせます。厳しい

よる操業停止損14億円、および固定資産の減損損失33億円を

状況ではありますが、体質改善を進める絶好の機会とも捉えてい

その他の費用 *3として計上したことにより、前期に対し57億円

ます。

（14.2%）減少の346億円となりました。
これに伴い、中計の財務目標に掲げた KPI は、事業利益率

財務の健全性と資本効率とのバランス

11.2%、ROE10.1%、EPS195円と、いずれも前期を下回りました。
COVID-19の影響により厳しい業績が続きますが、株主還元につ

*3. 日本基準で特別損失に相当

逆境を変革の契機とし

きましては、2020年3月期は年初の配当予想を見直さず、1株当

中計2年目の見通し

企業価値向上に向けての努力を継続します
中計初年度レビュー
中期経営計画「Make Waves 1.0」
（以下、中計）初年度の2020

たり年 間 配 当を前 期 実 績 から6 円 増 配 の 66 円（ 配 当 性 向
としたことに対し、株主・投資家の皆さまから高い評価
33.9%）

2021年3月期の売上収益は、第1四半期決算発表時点におい

をいただきました。また、2021年3月期も大幅な減収減益が見込

売上収益は、COVID-19の拡大に伴う影響▲137億円、為替

て、前期に対し592億円
（14.3%）減少の3,550億円を見込んで

まれる中、継続的かつ安定的な配当を行うという方針にのっと

影響▲131億円、および部品・装置事業の市況低迷により、前期

います。デジタルピアノ、ギター、AV 機器などは、ステイホーム

り、前期実績を維持する年間配当66円を予定しており、配当性

に対し201億円
（4.6%）減少の4,142億円となりました。

需要に支えられ、かつ EC 経由で販売できる商品は堅調な需要

向は72.5%となる見込みです。

年3月期連結業績は、第3四半期までは楽器を中心に堅調に推

事業利益は、COVID-19の影響、為替影響▲65億円、および

があるものの、COVID-19の影響による工場稼働の低下で十分に

2020年6月末現在、現預金が約900億円、自己資本比率 *4は

移していたものの、第4四半期に発生した新型コロナウイルス感

部品・装置事業の悪化により、前期に対し64億円
（12.1%）
減少

商品供給できていません。一方、店頭販売が中心になるアコー

70% に達します。こうしたキャッシュ・ポジションと財務の健全

染症
（以下、COVID-19）
拡大に伴う影響などにより、前期に対し

の464億円となりました。また、親会社の所有者に帰属する当期

スティックピアノや管楽器、また、ライブ・コンサートが開催され

性は、緊急事態への対応を進める上で大きな安心材料です。
*4. IFRS では親会社所有者帰属持分比率

減収減益という結果となりました。

利益（以下、当期利益）は、事業利益の減少に加え、COVID-19

ないことから業務用音響機器
（PA 機器）
は、市況そのものが厳し

事業（営業）利益率

ROE

財務戦略

日本基準

IFRS

（%）

（%）

20

20

15

9.3
10

10.9

11.3

12.8

13.8
11.2

12.1

7.0

IFRS

キャッシュ・フロー創出
14.0*

1

15

7.0

10

11.4

8.1

11.5

10.1

収益力の向上により

4.8

16/3

17/3

18/3

19/3

前中期経営計画（日本基準）

20/3

21/3

（予想）

22/3

（目標）

現中期経営計画（IFRS）

0

15/3

16/3

17/3

18/3

19/3

前中期経営計画（日本基準）

20/3

構造改革による資産効率の向上、
競争力強化やコスト削減による

11.1

キャッシュ・フロー創出力向上

5

15/3

成長投資

株主還元

14.5*2

10.1

5

0

日本基準

21/3

（予想）

通常の設備投資に加え、
将来の成長のための戦略投資を
積極的に実施

継続的かつ安定的な
配当を基本とするが、
資本効率の向上を目的とした
機動的な株主還元も適宜実施

22/3

（目標）

現中期経営計画（IFRS）

*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
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経営戦略

山畑 聡

の拡大に伴う直営店や音楽教室の休業、工場の操業停止などに

財務戦略

財務戦略

株主還元

自社株取得

キャッシュ・フロー計画

自社株取得

（17年12月〜18年3月）

（19年11月〜20年2月）

250億円

150億円

自社株取得

（円）

（%）

（19年2月〜4月）

80

200億円

自社株取得

（16年2月〜4月）

200億円

60

60

56

52

66

機動的な
株主還元 他

100

66
72.5

75

44
40

36

50

28.0

26.1

20

0

27.0

*5

20.9

*

19.2
15/3

16/3

17/3

18/3

配当

営業
キャッシュ・フロー

戦略投資

25

工場拡張、M&A 他
19/3

前中期経営計画
（日本基準）

1株当たりの年間配当

33.9

24.9

6

総還元性向
50%

20/3

21/3

（予想）

0

通常投資

現中期経営計画
（IFRS）

3年間（累計）計画
（2020年3月期〜2022年3月期）

配当性向（右軸）

見込みが46%
（同50%）
と、ほぼ想定通りもしくは想定を超えて

て取り組んでいきます。

進捗しました。

第二に、ユニークで差別化された新商品投入による付加価値

3つの非財務目標以外でも、ESG の E にあたる環境分野では、

の向上です。楽器は従来、高付加価値商品の継続的な発売にお

エコプロダクツ制度 *8の推進など、CO2排出削減に向けた取り組

いて評価されてきましたが、音響機器製品においても、独自技術

みが進捗しました。G にあたるガバナンスに関しては、取締役会

の「リスニングケア」搭載のワイヤレスイヤホンなど、ユニークで

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

差別化された高付加価値商品が出てきており、今後さらに強化

に、2017年に機関設計を指名委員会等設置会社に変更したの

していきます。

ちもさらなる機能強化に努めてきましたが、2020年3月期には、

第三に、継続的なコストダウンです。中計3年間でネット55億
円の目標を掲げていますが、初年度実績は20億円となりました。

監査機能の強化を目的に「監査役員」のポジションを新設してい
ます。

中計2年目は、COVID-19の拡大に伴い、各工場では稼働率向上

また、リスクマネジメントについては、当社の認識するリスクを

のための施策を優先せざるを得ず、コストダウンには少し遅れが

32の中分類（リスクテイクを考えるべき「事業戦略リスク」9、回

生じますが、引き続き、重点戦略として注力していきます。

避すべき「基礎的リスク」23）
と121の小分類に区分し、その上で、

資本政策として、中計において総還元性向50%
（中計期間累計）

ある5月26日に決算発表を行うことができました。また、決算

最後に重要なのが、市場での圧倒的プレゼンスを生かした価

リスクの発生頻度、発生時に想定される被害規模を両軸とする

の方針を掲げています。2020年3月期は、1株当たり年間66円の

発表の延期に伴い、4月にはグループ各社の稼働状況を、5月上

格の適正化です。初年度も着実に進捗し、事業利益率を押し上

「リスクマップ」を作成するとともに、現状での当社の対応力を評

配当に加え、資本効率の向上を図ることを目的に150億円の自己

旬には事業／地域ごとの売上収益見込みを先行して開示し、

げる要因となりました。

株取得を実行しました。今後とも、中計で掲げた方針に沿って株

株主・投資家の皆さまにできる限りの情報をお伝えしました。こ

また、中長期的な財務上の課題となるのが在庫水準の適正化

に報告し、フィードバックを受け、さらに精度を高める努力をして

主還元を行っていきます。

うした対応に、東京証券取引所はじめ各方面から評価をいただ

です。キャッシュ・コンバージョン・サイクル
（CCC）
などの指標に

います。また、グループ内の各国共通のルールを設定し、一元的

きました。

基づくモニタリングを強化していますが、機会損失
（売り逃し）
を

な基準に基づいた PDCA サイクルを運用する取り組みも続けて

他方で、新たに見えてきた課題もあります。特に日本における

避けたいという心理が働くため、どうしても在庫が増える傾向に

います。

紙・ハンコ文化は、少なからず障害となっています。感染の第2

あります。今後とも、DX 推進と現場の意識改革により適正化を

波、第3波も予想される中、ペーパーレス化、電子承認への切り

進めていきます。

（株）
とヤマハ発動機
（株）
の合同ブランド価値。
（株）
インターブランドジャパンの「Best
*7. ヤマハ
Japan Brands 2020」調査による

財務の健全性にも目配りしつつ、資本効率も意識した積極的
な株主還元を行うバランスのとれた資本政策を追求していくこと
が、中長期的に株主利益の向上にもつながると考えています。

財務報告に係る内部統制のさらなる強化

価・数値化しています。リスクマップは重要事項として取締役会

*8. 当社独自基準で認定する環境配慮製品

替えを加速させていきます。

企業価値のさらなる向上に向けて

逆境を変革の契機に

「統合思考」を基軸に置き、
2019年4月にスタートした中計は、

2021年3月期は緊急時ならではのさまざまな対応を迫られます

一時的に COVID-19の影響を受けますが、中計で掲げた経営戦

企業価値向上のストーリーを描く内容となっていますが、企業

が、単にネガティブな事象に対処するだけの1年にするのではな

IFRS への切り替えは無事できたものの、2020年3月期決算

略の方向性は変わりません。財務目標である3つの KPI（事業利

価値には、財務成績のみならず、将来の成長性、ブランド力や

く、これを機会と捉え、さまざまな改革を推し進めたいと思いま

は、決算業務期間に COVID-19の感染拡大が重なり、担当者は

益率、ROE、EPS）
の中でも全ての達成の基礎となるのが事業利

SDGs への取り組みに対する評価など、さまざまな要素が反映

す。広範囲な分野に及ぶ DX 戦略の加速、リモートワーク導入を

困難な作業を強いられました。3月中旬から多くの国でロックダ

益率の向上ですが、今後とも以下の4つの取り組みを並行して進

されます。

含めた働き方改革など、これまで手をつけられなかった改革に取

ウンが実施され、リモートワークで対応したものの、当初予定し

めていきます。

グローバルな資本市場に対して財務情報の透明性を高めること、

収益性の強化と在庫の適正化

経営管理レベルのさらなる向上を目的に、2020年3月期より国
際財務報告基準（以下、IFRS）
を導入しました。

こうした観点から、中計では財務目標と並んで3つの非財務目

ていた5月7日の決算発表を約3週間延期せざるを得ない状況と

第一は、
トップラインの伸長です。当社の製品は限界利益率が

標を設定しています。初年度は、コーポレートブランド価値 * が

なりました。株主・投資家の皆さまにはご迷惑をおかけしました

高いため、売上を伸ばすことで事業利益率が改善されます。その

前期比1.15倍
（3年後目標1.3倍）
、新興国での器楽教育導入・支

が、株主総会の開催に支障が出ないぎりぎりのスケジュールで

鍵を握るのが新興国を中心とした売上拡大です。マクロ環境や

援が累計39万人
（同100万人）
、認証木材使用率の2021年3月末
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り組む、または、加速する絶好のチャンスです。逆境を変革の契
機とし、企業価値向上に向けての努力を継続していきます。
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経営戦略

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

通貨安など厳しい条件が予測されますが、重点戦略の一つとし

