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中田 卓也
取締役 代表執行役社長 
所有する当社株式の数：75,500株

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 当社 取締役 代表執行役社長（現）

福井 琢
独立社外取締役 
所有する当社株式の数：0株

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）

山畑 聡
取締役 常務執行役 
所有する当社株式の数：28,400株

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 

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）
2020年 人事・総務本部長（現）

中島 好美
独立社外取締役 
所有する当社株式の数：0株

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. バイスプレジデント
2000年 ソシエテ ジェネラル証券会社  

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）
株式会社アルバック 社外取締役（現）

藤塚 主夫
独立社外取締役 
所有する当社株式の数：0株

1977年 株式会社小松製作所入社
2001年 同 管理部長
2005年 同 執行役員
2008年 同 グローバル・リテール・ファイナンス 

事業本部長
2009年 同 経営企画室長 兼  

グローバル・リテール・ファイナンス事業本部長
2010年 同 常務執行役員
2011年 同 CFO

同 取締役 兼 常務執行役員
2013年 同 取締役 兼 専務執行役員
2016年 同 代表取締役副社長
2019年 同 取締役

当社 社外取締役（現） 
三井化学株式会社 社外監査役（現） 

ポール・キャンドランド
独立社外取締役 
所有する当社株式の数：100株

1985年 オーウェンス・コーニング社入社
1987年 ペプシコ社入社
1994年 沖縄ペプシコーラ社 社長
1998年 ペプシコインターナショナル日本支社代表

ディズニーストア・ジャパン株式会社  
代表取締役総支配人

2002年 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社
ウォルト・ディズニー・テレビジョン・インター 
ナショナルジャパン マネージングディレクター

2007年 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社  
代表取締役社長

2014年 ウォルト・ディズニー・カンパニー・ 
アジアプレジデント

2018年 PMCパートナーズ株式会社  
マネージングディレクター（現）

2019年 当社 社外取締役（現）  
エイジオブラーニング社CEO（現）

取締役
（2020年6月24日現在）

日髙 祥博
独立社外取締役 
所有する当社株式の数：1,500株

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
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取締役選任理由

氏名 就任委員 選任理由・社外取締役の独立性

取締役 代表執行役社長

中田 卓也
指名委員
報酬委員

これまで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を歴任するなど、事業における豊富な経験と実績ならびに
幅広い見識を有しています。2013年6月から代表取締役社長、指名委員会等設置会社移行後の2017年6月からは取締役代表執行役社長
として当社グループをけん引しています。また、指名委員会等設置会社への移行などコーポレートガバナンス改革を主導し、取締役会の監
督機能の強化に努めてきました。これらの実績・見識などより取締役会のさらなる監督機能の強化を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
̶

これまで海外現地法人での勤務経験、経理・財務部長、経営企画部長、業務本部長、経営本部長等、豊富な経験と実績ならびに幅広い
見識を有しています。2015年6月から取締役上席執行役員、2017年6月からは取締役常務執行役としてコーポレートガバナンス改革を推
進し、取締役会の監督機能の強化に努めてきました。これらの実績・見識などより取締役会のさらなる監督機能の強化を期待できること
から選任しています。

独立社外取締役

中島 好美
指名委員
監査委員
報酬委員

グローバル金融機関のアジア地区および日本法人の責任者として経営に携わるなど、経営者としての豊富な経験と実績ならびに幅広い
見識を有しています。2017年6月の当社社外取締役就任後は、経営者としての豊富な実績・見識などに基づき、実効性の高い監督ととも
に経営の大きな方向性の決定や執行の迅速果断な意思決定の後押しを行ってきました。これらの実績・見識などより取締役会のさらな
る監督機能の強化を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

弁護士として国内外の企業法務や企業統治に精通するなど、高い専門性や豊富な経験と実績ならびに幅広い見識を有しています。2017
年6月の当社社外取締役就任後は、高い専門性と豊富な実績・見識などに基づき、実効性の高い監督とともに経営の大きな方向性の決
定や執行の迅速果断な意思決定の後押しを行ってきました。これらの実績・見識などより取締役会のさらなる監督機能の強化を期待で
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

日本を代表するグローバル輸送機器メーカーにおいて経営に携わるなど、経営者としての豊富な経験と実績ならびに幅広い見識を有し
ています。また当社と共通のブランドを使用するヤマハ発動機株式会社の代表取締役社長としてヤマハブランドを最もよく理解する一人
でもあります。2018年6月の当社社外取締役就任後は、経営者としての豊富な実績・見識などに基づき、実効性の高い監督とともに経営
の大きな方向性の決定や執行の迅速果断な意思決定の後押しを行ってきました。これらの実績・見識などより取締役会のさらなる監督
機能の強化およびブランド価値の向上を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・ガバナンスの欠如などによるブ
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。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など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。

独立社外取締役

藤塚 主夫
監査委員

日本を代表するグローバル建設機械メーカーにおいてCFOとして経営に携わるなど、経営者としての豊富な経験と実績ならびに幅広い
見識とともに財務・会計に関する十分な知見を有しています。2019年6月の当社社外取締役就任後は、経営者としての豊富な実績・見識
などに基づき、実効性の高い監督とともに経営の大きな方向性の決定や執行の迅速果断な意思決定の後押しを行ってきました。これら
の実績・見識などより取締役会のさらなる監督機能の強化を期待できることから選任しています。
　なお、当社と藤塚主夫氏が取締役として2019年6月まで在任していた株式会社小松製作所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、藤塚主夫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

ポール・キャンドランド
指名委員
報酬委員

グローバルエンターテインメント企業のアジア地区および日本法人の責任者として経営に携わるなど、経営者としての豊富な経験と実績
ならびに幅広い見識を有しています。2019年6月の当社社外取締役就任後は、経営者としての豊富な実績・見識などに基づき、実効性の
高い監督とともに経営の大きな方向性の決定や執行の迅速果断な意思決定の後押しを行ってきました。これらの実績・見識などより取
締役会のさらなる監督機能の強化を期待できることから選任しています。
　なお、当社とポール・キャンドランド氏が代表を務めるPMCパートナーズ株式会社およびエイジオブラーニング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。当社と同氏が2017年12月まで在任していたウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社との間
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、ポール・キャンドランド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。

*  当社とウォルト・ディズニー・カンパニーおよびウォルト・ディズニー・ジャパン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。

執行役員

執行役・執行役員・監査役員
（2020年6月24日現在）

中田 卓也
ブランド戦略本部長

略歴はP.72をご参照ください。

代表執行役社長

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）

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）

鶴見 照彦 
楽器事業本部長 

1981年 当社入社 

2007年 AV機器事業部営業部長
2008年 ヤマハエレクトロニクスマーケティング株式会社 代表取締役社長 
2010年 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取締役社長 
2014年 ヤマハ楽器音響（中国）投資有限公司 董事長 兼 総経理

当社 執行役員
2019年 執行役（現）

楽器事業本部長（現）

常務執行役

川瀬 忍
楽器・音響生産本部長 兼 音響事業本部長 

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）
2020年 音響事業本部長（現）

山畑 聡
経営本部長 兼 人事・総務本部長 

略歴はP.72をご参照ください。

監査役員 

向野 博文 
内部監査部長 

西山 靖 
監査委員会室長 

武永 伸一 
音響事業本部副本部長

押木 正人 
ヤマハミュージックジャパン社長 

トーマス・サムナー 
ヤマハコーポレーションオブアメリカ社長 

鉄村 直哉 
楽器・音響生産本部 副本部長 

徳弘 太郎 
業務本部長

大村 寛子 
ブランド戦略本部 副本部長

松木 温 
楽器事業本部 ピアノ事業部長 
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福井 琢
独立社外取締役

略歴

弁護士として国内外の企業法務や企業統治に精通し、 
柏木総合法律事務所マネージングパートナーを務める
傍ら、慶應義塾大学大学院法務研究科（法科大学院） 
教授として教鞭をとる。2017年6月から現職。

主な兼職の状況

• 柏木総合法律事務所 マネージングパートナー
• 慶應義塾大学大学院法務研究科（法科大学院） 教授
• 信越化学工業株式会社 社外監査役

ポール・キャンドランド
独立社外取締役

略歴

長きにわたり、ウォルト・ディズニー・カンパニーなどのグ
ローバルエンターテインメント企業でのアジア地区およ
び日本法人の責任者として経営に携わる。経営者として
の豊富な経験と実績を生かし、2019年6月から現職。

主な兼職の状況

• PMCパートナーズ株式会社 マネージングディレクター
• エイジオブラーニング社 CEO

時代に即した企業価値を見据え、
ガバナンス体制のさらなる強化を図る

専門的観点から見たヤマハに対する印象について
ヤマハは伝統のある企業であり、コンプライアンスに対しても意識

の高さがうかがえます。社外取締役に就任以来3年間、国内外さ

まざまな拠点で従業員の方 と々接する中においても、また、取締

役会や監査委員会の場においても、私たち社外取締役に対して

包み隠さずに情報を開示していただけるため、監査委員としての

職務を遂行する上でも有益であったというのが率直な印象です。

　一方、いい意味でも悪い意味でもヤマハの皆さんは真面目だと

感じます。いい意味でというのは、自らの仕事にプライドを持って

一生懸命取り組まれることです。悪い意味とは、何か問題を解決

しなければならないときや新しい取り組みを始めようとするとき、

とても慎重に考え、よく準備した上でないと動き出せない傾向が

あることです。真面目さゆえに丁寧に確実に物事を進められます

が、スピード感にやや欠けてしまう面もあると思います。

今後、ヤマハが企業価値を向上させ、
持続的に成長するために必要なこと
企業価値向上において、コンプライアンスやガバナンスの観点か

ら、今後も継続的に進化させていくことはもちろん重要ですが、

企業価値そのものの定義は時代の変遷とともに変わっていくもの

です。それを見極めることがとても重要になってくると思います。

ブランドアンバサダーを増やし、
環境の変化に素早く適応できる企業が勝者になる

専門的観点から見たヤマハに対する印象について
ヤマハは長い歴史のある会社で、世界的に強いブランド力があり、

高品質な商品を世に送り出しているという印象を持っています。

その中でも特に“品質の良さ”が一番印象的で、お客さまに素晴

らしい音・音楽の体験を提供するために、熱心にモノづくりをす

る従業員の情熱とクラフトマンシップに深く感銘を受けました。 

ヤマハの商品がヤマハブランドとしての基準を満たしているのは、

最先端の技術と徹底された品質管理とともに、こうした職人技が

あるからだと感じました。

今後、ヤマハが企業価値を向上させ、 
持続的に成長するために必要なこと
新型コロナウイルス感染症により、人々の暮らしは大きく様変わ

りしました。今後、ますます個で楽しむ機会が増え、また、世界的

にECが浸透することが予想されますが、この傾向はヤマハにとっ

て悪いことではありません。ECが進むと、皆ブランドで判断して

商品を購入する傾向になるため、将来的にブランドの持つ力は

もっと重要度を増すでしょう。新たなニーズやトレンドに素早く適

応し、チャンスに変えることができる企業が勝者となり、将来的

に成長していけるのではないかと思います。

社外取締役メッセージ

　最近では、これまでのように株主だけを重視する考え方から強

い財務体質のあり方が見直され、従業員や取引先などさまざま

なステークホルダーに満遍なく還元することが重要視されるよう

になってきました。“会社は誰のものか”という定義も、法律的に

は株主のものですが、そこで働いている従業員、お客さま、投資

家や地域社会のものだといった見方もあります。これまでとは違

う視点で物事を考えなければ、企業の持続的成長はなし得ない

時代になると思います。

ガバナンスの実効性向上と社外取締役としての役割
取締役会の実効性は年々高まっており、ヤマハは2019年2月には

一般社団法人日本取締役協会が主催する「コーポレートガバ

ナンス・オブ・ザ・イヤー®2018」大賞を受賞しました。これは単

に、指名委員会等設置会社への移行というガバナンスの仕組み

だけでなく、経営と執行の分離、社外取締役選任比率の引き上

げなどの改革を背景に、選択と集中の経営が成功し、利益率が

上がってきたことで経営指標の面からも評価された結果だと捉

えています。監査委員会のメンバーも全て社外取締役で構成さ

れるようになり、役割分担という意味でも、各自経歴や専門性が

違う立場から意見を述べており、とても良いバランスになってい

ます。私の役割としては、今後ヤマハがさらに世の中から評価さ

れる会社になるために、他社の状況、業界の一般的な慣行など

も参考にしながら、弁護士の立場から助言していきたいと思って

います。

　加えて、ヤマハは、成熟市場で着実な成長を遂げる一方で、 

今後大きな成長が見込まれる新興国市場にも積極的に進出し、 

ブランドを確立してきました。これまで中国が一つのエンジンと

なって成長をけん引してきましたが、これからはインドが大きなド

ライバーになると思います。自社工場を設立し、電子楽器の地域

専用モデルを現地生産・販売したことは、ヤマハブランドの認知

度を高めるとともに、将来的な成長につながるとても堅実な投資

だと思います。

ヤマハブランドをさらに高めていくために必要なこと
お客さまにもっとヤマハのことを好きになっていただき、たくさん

のブランドアンバサダーを作ることもブランドを高めるために重要

なことです。人は“普通”の体験はすぐに忘れても、“期待以上の

体験、期待外れの体験”はいつまでも記憶に残っています。お客

さまの期待を超えるような体験を提供することで、必ずそのお客

さまはファンになり、ブランドアンバサダーになっていただけます。

　その一方で、「ヤマハ」というブランドをもっと明確にすべきだ

とも思います。ユニークなことに、ヤマハ（株）とヤマハ発動機（株）

は同じヤマハブランドを共有しているがゆえに、世界中どこにいっ

てもヤマハの認知度が高い反面、お客さまから見たらどちらも 

同じヤマハで、両社の違いを理解することは難しいともいえます。

両社のブランド活動は効果的に連携していますが、ヤマハブランド

の良さを全てのお客さまに理解していただくためには、ブランド 

ポジショニングをさらに磨き上げる必要があると思います。

社外取締役メッセージ
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コーポレートガバナンス

コーポレートガバナンスの基本方針
ヤマハグループは、企業理念である「ヤマハフィロソフィー」およ

び株主をはじめとする全ての関係者に対する「ステークホルダー

への約束」を掲げ、グローバルな競争力と経営の効率化に基づく

高い収益性を確保するとともに、コンプライアンス、環境、安全、

地域社会への貢献など、企業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みます。

　その実現のため、「コーポレートガバナンス基本方針」のもと、経

営上の機関設計、組織体制や仕組みを整備し、諸施策を実施する

とともに適切な開示を通して、透明で質の高い経営を実現します。

コーポレートガバナンス基本方針

•  株主の視点に立ち、株主の権利・平等性を確保する

•  全てのステークホルダーとの関係に配慮し、企業の社会的責

任を積極的に果たす

•  適切な情報開示を行い、透明な経営を確保する

•  監督と執行の分離、監督機能の強化により、取締役会の高い

実効性を確保するとともに適正かつスピード感のある執行を実

現する

•  株主との積極的な対話を行う

コーポレートガバナンス体制
当社は、経営における監督と執行の分離を一層明確にし、取締役

会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

に、2017年6月22日より指名委員会等設置会社に移行しました。

　取締役会の構成において、他業界の経営者など、さまざまな経

コーポレートガバナンス

歴や専門性を持つ独立社外取締役を7分の5とするとともに、独立

社外取締役が過半数を占める法定の指名委員会、監査委員会お

よび報酬委員会を設けることにより、透明性・客観性のより高い

監督機能を発揮します。なお、監査委員会では、内部監査部門と

の連携を図りながら、適法性監査に加え、妥当性監査を実施する

ことにより、監査を通じた監督機能を強化します。

　また、会社法上の正式な機関であり、株主に対して直接責任

を負う執行役を設置し、取締役会から執行役へ大幅に権限委譲

を行い、執行役が業務執行に関わる重要な意思決定機能を担う

ことにより、執行の一層のスピードアップを図っています。

監督機能
取締役・取締役会

取締役会は、原則として毎月1回開催されています。取締役会は、

受託者責任を踏まえ、当社グループの持続的な成長と中長期的

な企業価値の向上を促しています。執行役および取締役の職務

執行を監督するとともに経営の基本方針など、法令・定款および

取締役会規則で定められた重要事項の決定を行っています。ま

た、最高経営責任者などの後継者計画の監督、指名・監査・報

酬の各委員会の委員および委員長の選定、執行役・執行役員・ 

監査役員の選任、関連当事者間取引の承認、内部統制システム

の構築と運用状況の監督などを通じて、経営全般に対する監督

機能を発揮しています。

　取締役は、受託者責任を踏まえ、全てのステークホルダーとの

関係に配慮し、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向

上のために行動しています。さらに、関連する法令、当社の定款

などを理解し、十分な情報収集を行い、取締役会などにおいて積

極的に意見を表明し、建設的な議論を行っています。

　独立社外取締役は、独立した立場を踏まえ、経営の監督機

能、助言機能、利益相反の監督機能を果たし、ステークホルダー

の意見を取締役会に適切に反映させています。

当社の独立性基準

会社法および東京証券取引所の独立性に関する要件に加え、当

社独自の独立性基準を定めています。

取締役に対するトレーニングの方針

取締役に対し、必要な研修を継続的に実施しています。特に、 

社外取締役に対しては、就任にあたり「ヤマハフィロソフィー」、

コーポレートガバナンス、社内規程の体系、中期経営計画の進捗

などを説明する機会を設け、現状の理解と課題認識を促してい

ます。

　また、経営課題検討会などへの参画を通じ、経営課題について

の認識を深めています。

取締役が有している専門性

氏名 企業経営 法務・ 
リスクマネジメント 財務・会計 IT・デジタル 製造・技術 

研究開発 マーケティング・営業 グローバル経験

中田 卓也 ● ● ● ● ●

山畑 聡 ● ● ●

中島 好美 （社外） ● ● ● ●

福井 琢 （社外） ● ●

日髙 祥博 （社外） ● ● ●

藤塚 主夫 （社外） ● ● ● ●

ポール・ 
キャンドランド（社外）

● ● ●

取締役会 取締役7名

指名委員会 
4名

報酬委員会 
4名

監査委員会 
3名

執行役 6名

経営会議

リスクマネジメント 
委員会

全社委員会

内部監査部

監査役員 1名

海外グループ企業

会計 

監査人

監査委員会室

監査役員 1名

選任・解任

指示選任・解任・監督

指示諮問

答申

報告

内部監査

報告

報告

報告選定・解職・監督

選任・解任

会計監査
監査

・選任議案の決定
・ 会計監査相当性の判断

執行役員 7名

事業部門、スタッフ部門

社外取締役3名 社内取締役1名 社外取締役3名 社内取締役1名

社外取締役5名 社内取締役2名

社外取締役3名

 監督　  執行　  監査委員会室・内部監査部　  社外取締役　  社内取締役

コーポレートガバナンス体制図（2020年6月24日現在）

国内グループ企業

独立性基準の詳細は、「コーポレートガバナンス報告書」をご参照ください。

 https://www.yamaha.com/ja/ir/governance/pdf/governance_report.pdf

代表執行役社長 1名

株主総会
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社外取締役のサポート体制

取締役会の開催にあたっては、原則として3日前までに取締役会

資料をデータベースシステムに掲載して共有を図っているほか、

必要に応じて議案について個別に事前説明を行っています。ま

た、経営会議で審議された内容や社内の諸規則も同システムで

共有しています。

　その他、社内の主要イベントやアナリストレポートについての

情報も随時事務局から提供しています。

指名委員会

指名委員会は、株主総会に提出する取締役の選解任に関する議

案の内容、および取締役会に提出する執行役、執行役員、監査

役員の選解任に関する議案の内容などを決定します。また、取締

役、執行役、執行役員、監査役員などの人材開発を通じて最高

経営責任者などの後継者計画を実行します。

役員などを選出するプロセス・基準 

取締役候補者の選任に関して、指名委員会は、社内取締役、社

外取締役それぞれに求められる役割に応じて定義した基本的資

質、コンピテンシー、経験・実績などの人材要件に基づき候補者

を選任し、株主総会に提出する選任議案の内容を決定します。 

　指名、監査、報酬委員会の委員および委員長の選定に関して、

指名委員会は、委員会の役割に応じ定義した人材要件に基づき

候補者を選定し、取締役会に提出する選定議案の内容を決定し

ます。なお、監査委員会委員および委員長候補の選定に関して

は、事前に監査委員会に意見聴取を行うものとします。

　指名委員会は、執行役に求められる役割に応じ定義した基本的

資質、コンピテンシー、経験・実績などの人材要件に基づき候補

者を選任し、取締役会に提出する選任議案の内容を決定します。 

　また、執行役員および監査役員に求められる役割に応じ定義

した人材要件に基づき候補者を選任し、取締役会に提出する選

任議案の内容を決定します。なお、監査役員の選任に関しては、

事前に監査委員会に意見聴取を行うものとしています。

最高経営責任者などの後継者計画 

指名委員会において、制度設計と人材要件を定義した上で、人

材選定・人材評価・人材開発を経て後継者候補を決定するプロ

セスを実行しています。

　後継者候補の対象となる参与、執行役員の登用面接を指名

委員会が実施するとともに、取締役会などでの対象候補者によ

る発表の機会を意識的に設けるなど、前段階の「人材開発委員

会」によるコア人材のCDP（キャリア・ディベロップメント・プラン）

実施により、早期の段階から十分な時間と機会を設定し計画を

実行しています。

報酬委員会

報酬委員会は、取締役、執行役、執行役員および監査役員の報酬

の決定に関する方針を制定し、当該方針に基づき個人別の報酬を

決定します。

報酬制度

社外取締役を除く取締役、ならびに執行役の報酬は、（1）固定報

酬（2）業績連動賞与および（3）譲渡制限付株式報酬からなり、そ

れらはおおむね、5：3：2の割合で構成されています。（2）業績連

動賞与は、前期の連結親会社の所有者に帰属する当期利益（以

下、当期利益）およびROEに連動させ、個人別の成績を加味し

た上で算出しています。個人別の成績は、担当領域ごとに事業

別、機能別に設定した評価指標に基づいています。（3）譲渡制限

付株式報酬は、企業価値の持続的な向上と株主の皆さまとの価

値共有を図ることを目的に導入しています。同時に中期での業績

達成への動機付けを目的として、全体の3分の2を業績に連動さ

せ、業績条件は、中期経営計画で掲げた「事業利益率」「ROE」

および「EPS」を均等に評価指標としています。なお、中期経営計

画期間終了後も長期にわたり株主の皆さまとの価値共有を図る

という趣旨から、役員退任まで譲渡制限は解除できないもの 

（譲渡制限期間は、30年または役員退任時まで）とし、その間に

重大な不正会計や巨額損失が発生した場合は、役員ごとの責任

に応じ、累積した譲渡制限付株式の全数または一部を無償返還

するクローバック条項を設定しています。

　社外取締役の報酬は、固定報酬のみとしています。

業績連動賞与

業績連動報酬の指標としている連結当期利益およびROEは、そ

れぞれ346億21百万円、10.1%となりました。

譲渡制限付株式報酬

業績連動報酬の指標としている中期経営計画「Make Waves 

1.0」における2022年3月期の経営目標「事業利益率 13.8%」

「ROE 11.5%」「EPS 270円」は、2020年3月期においてそれぞれ

11.2%、10.1%、194円71銭となりました。

監査委員会

監査委員会は、当社およびグループ企業における内部統制シス

テムの構築および運用の状況などについて、内部監査部門との

連携を通じて、または直接に監査を行い、その結果を踏まえ、執

行役および取締役の職務の執行について適法性および妥当性の

監査を実施しています。

　監査委員は、必要があると認めたとき、取締役会に対する報告

もしくは意見表明、または執行役もしくは取締役に対する行為の

差し止めなどを実施します。また、会計監査人の選解任などに関

する株主総会提出議案を決定します。

コーポレートガバナンスコーポレートガバナンス

社外取締役の主な活動状況（2020年3月期）  

氏名 取締役会 指名委員会 監査委員会 報酬委員会

総開催回数 12回 3回 14回 3回
伊藤 雅俊*1 出席回数 12回 3回 ― 3回

出席率*2 100% 100% ― 100%

中島 好美 出席回数 12回 ― 13回 ―
出席率*2 100% ― 92.85% ―

福井 琢 出席回数 12回 ― 14回 ―
出席率*2 100% ― 100% ―

日髙 祥博 出席回数 11回 3回 ― 3回
出席率*2 91.66% 100% ― 100%

藤塚 主夫 出席回数 10回 ― 11回 ―
出席率*2 100% ― 100% ―

ポール・ 
キャンドランド

出席回数 10回 3回 ― 2回
出席率*2 100% 100% ― 100%

*1. 2020年6月23日開催の第196期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任しました
*2. 出席率の分母は各人の就任期間中の総開催回数

2020年3月期の主な審議事項
•  予算／決算
•  監査役員の新設（コーポレートガバナンス／機関設計）
•  新役員体制
•  執行状況（報告事項）
•  各事業・機能戦略（検討事項）　他

2020年3月期の主な取り組み
•  最高経営責任者などの後継者計画の実行
•  新年度役員体制の決定　他

2020年3月期の主な取り組み
•  役員報酬の決定
•  役員賞与の決定　他

報酬等の内訳（2020年3月期）

役員区分
報酬等の総額 
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円）
人数（名）

固定報酬 業績連動賞与 譲渡制限付株式報酬

取締役 68 68 ̶ ̶ 9

（うち社外取締役） （60） （60） （̶） （̶） （8）
執行役 579 279 141 158 8

（注） 上記には、2019年6月24日開催の第195期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役3名を含んでいます
（注） 取締役を兼務する執行役の報酬等の総額および人数については、執行役の欄に記載しています
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監査委員会の実効性の確保

監査委員会の職務を補助する専任の組織として監査委員会直

轄の監査委員会室を設置しています。監査委員会は、監査委員

会室長に、重要会議などへの出席および意見陳述、その他社内

の情報収集および調査を指示しています。監査委員会室スタッフ

の人事評価、人事異動、懲戒処分などについては、監査委員会

の同意を必要とし、執行役のその他業務執行者からの独立性を

確保しています。

　なお、監査委員会が必要と認める場合には、監査業務につい

て外部専門家による支援を確保しています。

　また、代表執行役社長は、内部統制システムの整備、運用状況

などについて、監査委員会と定期的な意見交換の場を持ち、その

恒常的な改善を推進しています。

会計監査人および内部監査部門との連携

監査委員会は、執行役および取締役の職務執行の監査に必要

な事項に関し、会計監査人ならびに内部監査部門と連携し情報

を共有するなど、十分かつ適正な監査を行うことができる体制を

確保し、監査の質の向上と効率的な監査の実現に努めています。

なお、監査委員会は、内部監査部門に対して必要に応じ監査に

関する指示をすることができるものとしています。監査委員会が

内部監査部門に対して指示した事項が、代表執行役社長からの

指示と相反する場合は、監査委員会の指示を優先するものとし

ています。内部監査部長の人事異動については、事前に監査委

員会の意見聴取を行うこととしています。

　内部監査部門は、自らの監査の結果について定期かつ随時に

監査委員会に報告するとともに、監査委員会の求めがあるときは

いつでも報告しなければならないとしています。

監査役員

監査役員は、執行役員と同格の経営陣メンバーとしてヤマハグ

ループの監査を担います（P.84-85参照）。

執行機能
代表執行役

代表執行役は会社業務の最高責任者として会社を代表し、取締

役会の定める基本方針に基づき会社業務を統括します。

執行役

執行役は、業務執行を担う機関として、全社的な視点を持ち、取

締役会から委任を受けた業務執行に関わる重要な決定を行うと

ともに取締役会の監督のもと、業務を執行します。

　執行役の職務執行が効率的に行われることを確保するための

体制として、組織規程、権限規程その他の業務執行に係る規程

を整備し、執行役の権限と責任、適切な権限委譲、当社各部

門・子会社のミッション、指揮命令系統を明確にして業務執行ス

ピードの向上と経営の効率性を高めています。また、代表執行役

社長の諮問機関として経営会議を設け、業務執行に関わる重要

な決定などについて検討を行い、代表執行役社長に答申してい

ます。なお、グループ全体の目標値の設定および業績評価を行う

ため、迅速な経営判断、リスク管理を可能とする経営管理システ

ムを構築しています。

経営会議

当社は、代表執行役社長の諮問機関として執行役を構成員とす

る経営会議を設置しています。原則として月2回開催し、経営に

関する重要な事項を審議します。

全社委員会

当社は、全社委員会を代表執行役社長の諮問機関として、全

社横断的かつ経営レベルで継続的に検討・取り組みが必要な

テーマに関し、その方針を審議し、代表執行役社長に答申して

います。

リスクマネジメント委員会

当社は、代表執行役社長の諮問機関としてリスクマネジメント

委員会を設置しています。リスクマネジメントに関わるテーマに

ついて全社的な立場から審議し、代表執行役社長に答申してい

ます。

執行役員

執行役員は、取締役会または執行役が行った業務執行に関わる

重要な決定に基づき、執行役の監督のもと、全社的な視点を持

ちつつ、担当業務を執行します。

内部統制システム・内部監査・会計監査
内部統制システム

当社は、会社法および会社法施行規則に基づき、次の通り当社

の業務の適正を確保するための体制を整備し、効率的な事業活

動、報告の信頼性、法令順守の徹底、財産の保全およびリスクマ

ネジメントの強化を図っています。

内部監査

当社は、代表執行役社長に直結する内部監査部（スタッフ数は

2020年6月24日現在で18名）を設置し、当社およびグループ企

業における経営諸活動の全般にわたる管理・運営の制度、およ

び業務の遂行状況を適法性、有効性、効率性の観点から検討・

評価し、その結果に基づく情報の提供ならびに改善への助言・

提案などを行っています。

　内部監査を統括する内部監査担当役員を置き、内部監査機

能の向上を図っています。また、取締役会が決議する監査委員

会監査の実効性を確保するための方針に基づき、監査委員会と

密接な連携体制を構築するとともに会計監査人との連絡・調整

を密に行うことにより、監査効率の向上に努めています。

会計監査人

当社は、会計監査人にEY新日本有限責任監査法人を選任し、

同監査法人に属する公認会計士関口俊克氏、松浦俊行氏およ

び岡本周二氏が当社の会計監査を行っています。同監査法人は

自主的に業務執行社員の交替制度を導入し、継続監査年数が

一定期間を超えないよう措置をとっています。なお、公認会計士

12名およびその他37名が監査業務の補助をしています。

監査法人の選定方針と理由

当社監査委員会は、以下の監査法人の解任または不再任の決

定の方針に従って検討を行った結果、2019年3月期に引き続き

EY新日本有限責任監査法人を監査法人として選定しています。

コーポレートガバナンスコーポレートガバナンス

• 監査法人の解任または不再任の決定の方針

当社監査委員会は、監査法人が会社法第340条第1項各号に定

める項目に該当すると認められる場合には、監査委員全員の同

意に基づき監査法人を解任します。また、監査法人の適格性、専

門性、当社からの独立性その他の評価基準に従い総合的に評価

し、監査法人の職務の執行に支障があると判断されるなど監査

法人の変更が必要であると認められる場合には、株主総会に提

出する監査法人の解任または不再任に関する議案の内容を決定

します。

監査委員会による監査法人の評価

当社監査委員会は、監査法人に対する評価を行っています。

　監査委員会と監査法人との直接のコミュニケーションの状況、

および被監査部門からの監査法人の監査に関する報告を踏まえ

て、監査法人の適格性、専門性、当社からの独立性その他、評価

基準に従った評価を監査委員が実施した上で、監査委員会にお

いて審議し総合的に評価しています。

グループにおける内部統制体制

当社は、子会社に対して、グループ経営の基本方針を定めた「グ

ループマネジメント憲章」および内部統制の方針を定めた「グルー

プ内部統制規程」に基づき、グループ全体における内部統制体制

を構築しています。また、グループ企業管理規定を設け、子会社

に対する責任と権限、運営管理の方法を定めています。2020年

3月期においては、グループ規程の整備を進め、法務、文書管理、

内部監査に関する規程を新たに制定しました。また、国内外子

会社の管理責任者や、法務、情報システム、物流などの各業務の

担当者が参加する国際会議を開催し、業務の課題や好事例の共

有を図りました。また、内部監査部門がグループ全体の業務執行

の適法性、合理性、有効性、効率性につき監査を行いました。

　一方、子会社は、経営状況のほかグループ経営に影響を及ぼ

す一定の重要事項の決定について、事前に当社の承認を得ると

ともに、一定の事項を当社に対し報告しています。

　また、内部監査部門による内部監査の結果、法務担当部門に

よるコンプライアンス順守状況報告および内部通報制度の運用

ならびに通報状況、およびその他のスタッフ部門によるコンプラ

イアンス順守状況、内部統制の活動状況については、グループ全

体を対象として、法令に定められた事項のほか、監査委員会の要

請に応じ、定期的に報告しています。

2020年3月期の主な取り組み
•  監査計画の立案
•  代表執行役社長への報告&意見交換
•  会計監査人 決算レビュー報告
•  決算事前内部監査の報告　他

内部統制システムの詳細は、「コーポレートガバナンス報告書」をご参照ください。

 https://www.yamaha.com/ja/ir/governance/pdf/governance_report.pdf
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コーポレートガバナンスの変遷
当社は、コーポレートガバナンスは、企業の持続的な発展に必要

不可欠なものであり、経営の全ての質を上げる基礎となるもので

あると捉えています。そして、一度構築したら終わりではなく、不断

の改革・改善が引き続き必要であると認識しています。

　当社は、2001年の執行役員制度導入、2003年の社外取締

役選任および任意の指名・報酬委員会の設置、2010年の社内

取締役の員数削減および社外取締役の複数選任、2015年の

コーポレートガバナンス方針書の制定など、これまで一貫して

監査役員新設の意図について
当社は、監督と執行の分離、監督機能の強化により、取締役会の高い実効性を確保することを、コーポレートガバナンス基本方針の一つとしています。

　監督機能の強化のために、その一翼を担う監査機能の強化が必要であり、その具体的な施策として、①監査委員会を独立社外取締役のみで構成するこ

とにより客観性を一層向上させる、②監査委員会の指示のもと監査委員会と一体となって日常的に活動する専任の補助組織である監査委員会室の 

体制を強化し、監査委員会の実効性を確保する、③執行ニーズに基づいて第3のディフェンスラインとして監査を行う内部監査体制を強化する、 

④その上で監査委員会と共通の監査範囲については内部監査に依拠できる体制を整備する、⑤監査委員会（室）と内部監査部との緊密な連携体制を整備

する、以上に取り組んできました。

　これらの取り組みの進捗を踏まえた上で、監査機能の独立性・客観性を維持し強化を継続するとともに、社内出身の常勤監査委員不在に伴う監査委員

会の情報収集力を補うため、社内の監査担当役員の体制を見直し、執行から分離する意味で、執行役でも執行役員でもない、監査役員を新設することとし、

2名の監査役員に監査委員会室長と内部監査部長を委嘱しました。

　なお、2019年6月まで監査委員会には常勤監査委員として社内取締役を、2020年3月まで内部監査部には担当の執行役を配置し、上述の取り組みを推

進しました（監査委員会の体制はP.81-82参照）。

監査委員会室長メッセージ
左ページに記載の通り、当社は、組織的な監査を通じた監査機能の強化に取り組んでいますが、監査

という仕事がなぜ必要なのかを考えると、人や組織は自分のことは見えにくいのが常であり、他人の

目、独立した立場から、気付きを与える役割が必要なのだという答えに行きつきます。

　監査委員会には、まさに社外の視点で的確な指摘を行うことが求められています。そのために担当

の監査役員は、日常的な監査情報収集や、多くの監査を依拠することになる内部監査部、会計監査人

との連携を行い、監査委員会に十分な情報を提供するとともに、それら組織的な監査の向上に取り組

みます。

　内部監査では、担当の監査役員が中心となって、事業のグローバルな広がりに対応した監査体制

の確立、リスクマネジメント活動の進展に応じた監査の実施という課題に取り組むとともに、経営会議

において、定期的に監査指摘の改善状況を報告・共有することで、監査に対する意識向上を図ります。

西山 靖
監査役員 監査委員会室長

コーポレートガバナンスの強化に努めてきました。そして、さらな

るコーポレートガバナンス強化のため、2017年6月、指名委員会

等設置会社に移行し、2019年、初めて外国籍の独立社外取締

役を選任、2020年4月には、監査役員を新設しました。

事業利益率（営業利益率）の推移とガバナンス強化

当社は継続的にガバナンス体制を強化し、実効性を高めています。

高い監督機能とインセンティブを背景とし、スピード感を持って各 

中期経営計画を実行してきたことで、利益率を向上させています。

◆ 監督機能強化

当社は経営のスピードアップを図るため、監督と執行の分離を進

めています。独立社外取締役比率を高めることで、監督機能を強

化してきました。2020年6月24日現在、取締役会の7分の5を独立

社外取締役が占めています（下図の社外取締役比率を参照）。

監督と執行の分離に伴う取り組み

取締役会が、経営の基本方針などの法令、定款および取締役会

規則に定めた重要事項の決定を行うとともに、業務執行に関わ

る重要な決定を執行役に委譲し、その報告すべき内容を取締役

会規則で定め、その手続きと決議の合理性を要求することで、監

督機能を担っています。執行役は、職務執行の状況を取締役会

に定期的に報告し、取締役会は執行役の職務執行を監督してい

役員報酬のイメージ

2009年 2017年

短期業績連動：
20%

短期業績連動：30%

業績評価指標
• 連結当期利益 
• ROE 
• 個人別の成績

業績評価指標

中期経営計画における
• 営業利益率*
• ROE
• EPS

* 2020年3月期より事業利益率

中期業績連動：20%

固定：80% 固定：50%

社外取締役比率

2009年 2010年 2020年

社外：1名 社外：2名
（うち独立社外：1名）

社外：5名
（うち独立社外：5名）

社内：8名 社内：3名 社内：2名

YMP125
経営基盤再構築

中期経営計画

* 19/3までは日本基準。20/3以降はIFRS

社外取締役複数選任
社内取締役員数削減◆ 監督機能強化

YMP2016
収益力を強化

NEXT STAGE 12
ブランド力を強化

社外取締役増員

株式取得報酬を導入

指名委員会等設置会社に 
移行

役員報酬制度の 
全面改定

役員賞与を連結当期 
純利益に完全連動◆ 報酬の業績連動性

事業利益率 
（営業利益率）*

コーポレートガバナンスコーポレートガバナンス

ます。また、監査委員会は、執行役および取締役の職務執行状

況について、監査基準・監査計画に基づき監査を実施していま

す。なお、執行役、執行役員、監査役員の職務の執行およびその

効率性を確保するため、執行役規則、執行役員規則および監査

役員規則を制定するとともに経営会議規則を明文化しています。

◆ 報酬の業績連動性

当社は報酬制度を持続的な成長と中長期的な企業価値向上に

向けた健全なインセンティブとすること、また株主の皆さまとの

価値共有を図ることを目的として、役員報酬制度を全面改定し、

業務執行取締役および執行役の業績連動比率を2017年に引き

上げました（下図の役員報酬のイメージを参照）。

YMP125
目標値6%

YMP2016
目標値7%

NEXT STAGE 12  
目標値12%

1.6%

3.5%

2.3%
2.5%

6.3%

7.0%

9.3%

10.9%
11.3%

12.8%

11.2%

10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3

（注）  当社は、クローバック条項を設定しており、重大な不正会計や巨額損失が発生した場合は、役員ごとの責任に応じ、累積した譲渡
制限付株式の全数または一部を無償返還することとしています

Make Waves 1.0 
顧客・社会との繋がりを強化し、 
価値創造力を高める 

監査役員の新設 
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企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮
当社は、ヤマハ企業年金基金を通じて、年金給付などを将来にわ

たり確実に行うため、中長期的観点から政策的資産構成割合を

策定し、年金資産の運用を行っています。

　資産運用に関する意思決定は、資産運用委員会の審議を踏ま

え、代議員会において決定しています。資産運用委員会および代

議員会には、当社の財務部門や人事部門の部門長など適切な資

質を持った人材を配置するとともに、受益者代表として労働組合

幹部などを配置しています。

　また、企業年金基金の事務局には適切な資質を持った人材を

選出・配置しています。

株主・投資家との対話に関する取り組み
株主・投資家との建設的な対話を実現するため、取締役会は担当

取締役を定めています。株主・投資家からの対話の要望に対して

は必要に応じ、担当取締役およびその他の取締役、執行役または

執行役員が面談に臨み、資本政策や中期経営計画などについて株

主・投資家に対し明確で分かりやすい方法で説明を行っています。

　株主・投資家との対話を合理的かつ円滑に行うため、法務部

門、IR部門、経営管理部門が連携し、担当取締役の補助を行っ

ています。

　株主や機関投資家との個別対話に加え、中期経営計画や四

半期決算ごとの決算説明会、事業説明会、施設見学会、個人投

資家向け説明会などを実施します。また、当社ホームページにお

いて経営計画や決算説明会の説明資料などを公表しています。

　株主・投資家との対話の結果は、担当する取締役、執行役また

は執行役員より取締役会に適宜報告を行い、事業経営に適切に

反映し、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の

向上につなげています。定時株主総会の議案ごとの議決権行使

の状況についても分析を行い、取締役会で報告を行っています。

　インサイダー情報管理の方策としては、当社のディスクロー

ジャーポリシーに基づき、インサイダー情報管理に十分な配慮を

行いつつ、公平かつ迅速、適時な情報開示に努めています。株

主・投資家との面談にあたっては、提供する情報がインサイダー

情報に該当しないことを確認した上で情報提供を行います。な

お、四半期ごとの決算日翌日から決算発表日までは、決算情報に

関する対話を控える沈黙期間としています。

主なIR活動状況

2020年3月期における主なIR活動は下表の通りです。

実効性評価における課題認識と取り組み

2020年3月期の実効性評価結果と2021年3月期の主な課題と取り組みについては、下表の通りです。  

項目
2020年3月期 2021年3月期

課題 実施内容 課題 取り組みの方向性

審議内容 長期経営戦略に関する議論
財務など、中長期を見据えた課題への取り
組みを議論

（継続）長期経営戦略に関する議論
ビジョン、サステナビリティなど、中長期的
に目指す姿・戦略の方向性に関する議論
を実施

承継 取締役会によるCEOなどの 
後継者計画の監督

CEOなどの後継者計画に関する指名委員
会報告実施

（継続）取締役会によるCEOなどの後継者
計画の監督

•  指名委員会による承継プロセス進捗の
監督および定期的な報告を実施

•  社外取締役と基幹部門長との交流の場
を用意

運営 取締役相互の活発な議論

•  取締役、執行役の発言機会を増やすこ
とを意識した議事運営を実施

•  原則、稼働3日前までに、取締役会資料
を事前配布

（継続）取締役相互の活発な議論
活発な議論を意識した議事運営および参
加メンバーへの意識付けを強化

体制
•  議長と社長の役割分担

•  監査委員会としての監査のあり方

•  議長と社長（執行）の役割の違いを意識
した議事運営を実施

•  内部監査を活用した監査システム実現

•  監査委員会室の機能強化および監査役
員新設

（継続）議長と社長の役割分担 CEOなどの後継者計画と併せて改善を 
検討

リスク対応
•  内部通報制度の周知

•  海外子会社の内部監査の充実

•  内部通報制度・体制の拡充とグループ全
体への発信を強化

•  グループ内部監査規程・実行計画に 
沿って改善を推進

2020年3月期 第2四半期決算説明会 個人投資家向け会社説明会で説明する代表執行役社長 中田卓也

コーポレートガバナンスコーポレートガバナンス

取締役会の実効性
取締役会の実効性についての分析・評価

取締役会の実効性の分析・評価、および確認された課題の改

善を外部専門家の評価も含めて行うことで、その機能のさらな

る向上を図ることを目的としています。

評価プロセス

評価結果の概要

•  機関設計変更が定着し、指名委員会等設置会社としてガバ

ナンスが機能している

•  取締役会は多様な視点や経験を持つ取締役で構成され、その

規模と社外取締役の比率は適正と判断されている

•  経営上の重要課題について真摯かつ建設的に議論が行われて

いる

•  常勤委員が不在となった監査委員会の体制は、監査役員の 

新設、内部監査部の増強などにより肯定的に評価されている

•  一方で、さらなる改善に向け、長期的な経営の方向性に関する

議論やリスクマネジメントの整備、内部監査のさらなる強化な

どに関し、課題が提起された

アンケート実施

個別ヒアリング

結果および改善の方向性報告

評価結果の開示

評価・分析課題への改善対応

取締役会実効性評価（アンケート）結果の推移

2018年
3月期

2019年
3月期

2020年
3月期

■ 肯定的評価が75%以上の項目 43項目 55項目 62項目
■ 肯定的評価が51～75%未満の項目 11項目 2項目 3項目
■ 肯定的評価が50%の項目 2項目 4項目 0項目
■ 肯定的評価が50%未満の項目 4項目 3項目 1項目

主な IR活動状況（2020年3月期） 
対象 活動 回数 内容

アナリスト・機関投資家向け

決算説明会 4回 四半期ごとの説明会
中期経営計画説明会 1回 中期経営計画の説明会

証券会社主催のカンファレンス 1回 担当役員による面談
取材 270回 IR担当者による面談

施設見学受け入れ 5回 企業ミュージアム見学、工場見学など
国内外機関投資家向け 経営計画・IR説明 7回 代表執行役社長、担当役員による訪問（日本・北米・欧州・アジア）
個人投資家向け 会社説明会 7回 札幌・名古屋・東京（4回）・横浜

その他 IR活動
投資家向け訴求活動 毎月 ホームページ情報更新、コンテンツ拡充、登録キャンペーン（3カ月）
媒体での情報発信 7回 専門誌・ウェブ媒体への記事・広告出稿
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コーポレートガバナンス

特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額など（全上場保有銘柄）

銘柄 2019年3月期末株式数（株）
貸借対照表計上額（百万円）

2020年3月期末株式数（株） 
貸借対照表計上額（百万円） 当社の株式の保有の有無

ヤマハ発動機（株）*1
34,642,790 34,642,790

有
75,209 45,278

MS&ADインシュアランスグループホールディングス（株）*2
1,218,623 1,218,623

有
4,106 3,686

トヨタ自動車（株）*2
501,300 501,300

無
3,251 3,258

（株）静岡銀行*3
2,808,564 2,808,564

有
2,367 1,845

Audinate Group Limited*2
6,289,308 6,289,308

無
2,967 1,575

（株）三井住友フィナンシャルグループ*3
356,402 356,402

有
1,381 934

（株）みずほフィナンシャルグループ*3
7,086,757 7,086,757

有
1,213 875

（株）第一興商*2
50,000 50,000

無
283 144

（株）三菱UFJフィナンシャル・グループ*3
226,480 226,480

有
124 91

（株）堀場製作所*4
― 100

無
― 0

（株）MonotaRO*4
― 100

無
― 0

Ｊ．フロント リテイリング（株）*4
― 100

無
― 0

キヤノン（株）*4
100 ―

無
0 ―

（株）島津製作所*4
100 ―

無
0 ―

（株）荏原製作所*4
100 ―

無
0 ―

日本たばこ産業（株）*4
100 ―

無
0 ―

昭和シェル石油（株）*4、5
100 ―

無
0 ―

パナソニック（株）*4
100 ―

無
0 ―

（注） 「―」は、当該銘柄を保有していないことを示しています
*1.  当社と共通の「ヤマハ」ブランドを使用しており、「合同ブランド委員会」「ヤマハブランド憲章」「合同ブランド規程」を設け、さまざまな取り組みを共同で実施するとともに、株式の保有、取締役
の派遣を通じ、双方の持続的成長に向けた取り組みを適切にモニタリングしています。当社は、このようなモニタリング・協力関係を構築することにより、「ヤマハ」ブランド価値の維持・向上を
図ることが、当社の中長期的な企業価値向上に資すると考えています

*2.  安定的な取引関係を維持継続するため
*3.  取引金融機関として、安定的な関係を維持継続するため
*4. 株主に対する情報提供方法などの情報収集のため
*5. 昭和シェル石油（株）は、2019年4月1日を効力発生日として出光興産（株）を完全親会社とする株式交換を行い、同社の完全子会社となっています

株主総会

株主総会にあたっては株主の十分な権利行使期間を確保し、適

切に議決権を行使できるよう環境の整備に努めています。定時株

主総会の招集通知を株主総会日の3週間前までに発送するほか、

当社ホームページにおける招集通知の日本語・英語による早期

内容開示、いわゆる集中日を回避した定時株主総会の開催、議

決権電子行使プラットフォームの利用による利便性確保など、全

ての株主が適切に議決権を行使できる環境整備を行っています。

定時株主総会で議決された事項

2020年6月23日開催の第196期定時株主総会において、下表の

事項が決議されました。

政策保有株式
基本方針

当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するとい

う合理性のある場合のみ、保有することを基本方針としています。

当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するとい

う合理性のある場合とは、重要な協力関係にある企業、取引先

企業、金融機関などとの安定的な関係を継続することにより、当

社のブランド価値を高める、持続的な成長を支える、強固な財務

基盤を確実なものとすることを指します。

保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
非上場株式 非上場株式以外の株式

銘柄数・貸借対照表計上額
36銘柄

886百万円
12銘柄

57,690百万円
2020年3月期において株式数
が減少した銘柄数・株式数の減
少に係る売却価額の合計額

―
6銘柄

1百万円

2020年3月期において株式数
が増加した銘柄数・株式数の増
加に係る取得価額の合計額

―
3銘柄

1百万円

（注）  2020年3月期において株式数が増加した銘柄の増加の理由は、株主に対する情報提供
方法などの情報収集のためです

　個々の政策保有株式の合理性については、保有目的が適切

か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているかなど

を取締役会で定期的、継続的に検証し、検証結果に基づき政策

保有株式の縮減を進めています。

　政策保有株式の議決権行使にあたっては、それぞれの議案が、

当該企業の中長期的な企業価値の向上を図るものか、当社の

「政策保有株式に関する基本方針」に沿っているか、当社の中長

期的な企業価値の向上につながるものか、との観点から賛否を

総合的に判断し、行使を行っています。

株式の保有状況

特定投資株式のうち、2020年3月期末における全ての保有銘柄

は以下の通りです。なお、みなし保有株式と保有目的が純投資で

ある投資株式は保有していません。

第196期定時株主総会で議決された事項（2020年6月23日開催）  

議案 賛成数（個） 反対数（個） 棄権数（個） 賛成割合（%） 決議結果

第1号議案 1,540,880 267 100 100.0 可決
第2号議案 

　中田 卓也 1,375,062 166,320 100 89.2 可決
　山畑 聡 1,450,660  90,728 100 94.1 可決
　中島 好美 1,455,031  86,358 100 94.4 可決
　福井 琢 1,455,119  86,270 100 94.4 可決
　日髙 祥博 1,320,645 220,738 100 85.7 可決
　藤塚 主夫 1,458,847  82,542 100 94.6 可決
　ポール・キャンドランド 1,455,294  86,095 100 94.4 可決

（注）  各議案の可決要件は次の通りです 
・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です  
・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です

（注）  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由：本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権は加算していません

コーポレートガバナンス
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外部環境リスク

経営基盤に関わる業務プロセスリスク

経営戦略リスク 事業活動に関わる業務プロセスリスク

ざまなリスクを大きく「外部環境リスク」「経営戦略リスク」「事業

活動に関わる業務プロセスリスク」「経営基盤に関わる業務プロ

セスリスク」の4つに分類し、リスクの重要性を想定損害規模と想

定発生頻度に応じて評価しており、各リスクに対するコントロー

ルレベルを評価し、優先的に対処すべき重要リスクを特定すると

ともに担当部門を定め、リスク低減活動の推進によりコントロー

ルレベルの引き上げを図っています。

基本的な考え方 

当社は、代表執行役社長の諮問機関としてリスクマネジメント委

員会を設置し、リスクマネジメントに関わるテーマについて全社的

な立場から審議し、代表執行役社長に答申しています。また、同委

員会の下部組織として、全社横断的な重要テーマについて活動方

針の策定やモニタリングを行う「BCP・災害対策部会」「財務管理

部会」「コンプライアンス部会」「輸出審査部会」「情報セキュリティ

部会」を設置しています。

　リスクマネジメント委員会では、識別した事業に関連するさま

重要なリスクの対策 

リスクマップのうち、最も優先度の高い領域（赤枠の領域内）に属するリスクへの対策は下表の通りです。

情報カネモノヒト

マーケティング・ 
商品企画・ 
商品開発

調達 生産 販売 取引先 
（販売サイド）

リスクマネジメント

事業に関連するリスクの分類  事業戦略リスク　  基礎的リスク

リスクマップ  事業戦略リスク　  基礎的リスク

コーポレートガバナンスコーポレートガバナンス

事業環境の変化1

国レベルの紛争・混乱2

経営資源配分10

14

在庫19

15 16 17 18

情報システム財務・税務商品・サービスの 
品質人的資源20 24 27 29

M&A・事業再編11

 情報漏えい IR運輸・物流労務21 25 28 30

グループ統制12

広報環境労使関係22 26 31

コンプライアンス13

知的財産コミュニケーション23 32

大規模事故（外部要因）3

犯罪4

サイバー攻撃5

法律・規制の変更6

為替・金利の変動7

自然災害8

感染症9

リスク 
分類 リスク項目 リスク対策

戦略への影響 
4つの重点戦略*

外
部
環
境
リ
ス
ク

1  

事業環境の変化 
（地域情勢、市場環境）

生産については、特に主要な商品を2カ所以上から供給できる体制を構築中です。販売について
は、各国経済の状況に応じて在庫の供給を柔軟に対応させるよう努めています。
　また、顧客情報基盤（CDP）の構築を進め、デジタルマーケティングの整備強化により、顧客の
ライフステージにフィットした価値の提供を行うことで幅広い年齢層に対するサービスを拡充し
ています。

①②③④

6

法律・規制の変更

「グループ法務規程」において法務に関する基本方針などを定め、各国での新たな法令に適時に
対応するため、法令の最新状況を網羅する情報基盤の整備・運用を進めています。
　また、輸出入に関わる法令違反のリスクの軽減のため、輸出審査部会においてリスト規制該当
技術の管理強化、中国・インドからの輸出管理体制の構築を進めています。

①②③④

7

為替・金利の変動

為替変動については、日本国内の生産工程を海外に移管するなど、グローバルに工程を再配置
することで、影響の軽減化を図っています。ユーロ・円レートの変動に対しては、グローバルな卸
売価格の標準化の観点から柔軟に価格を設定することにより数量・販売金額の最大化を図って
います。また、外貨建取引については、短期的な収益を事前に確定させるため先物為替予約取引
などを行っています。

①②③

経
営
戦
略
リ
ス
ク

12  

グループ統制

当社は機能別組織を採用しており、各組織の傘下にグループ企業が帰属しています。これらのグ
ループ企業を統制する上で、グループ経営の基本方針を定めた「グループマネジメント憲章」およ
び「グループ企業管理規程」においてグループ企業が当社から事前承認を受けるべき事項を定め
ています。運用において確実に事前承認がなされるよう、グループ企業を統括する所轄部門にお
いて事前承認事項別、またはグループ企業別の担当者を配置し、指導にあたっています。
　また、第3のディフェンスラインの機能を担う内部監査部が「グループ内部監査規程」に基づき、
当社グループのガバナンス、リスクマネジメント、内部統制および業務活動全般を対象として監査
を実施しています。

①②③④

13  

コンプライアンス

グループ規程を定め、当社グループ全体として法律や規制を順守するよう、当社から定期的にモ
ニタリングを行っています。
　また、組織のみならず従業員一人一人にコンプライアンス意識を持たせるために「コンプライ
アンス行動規準」を定め、研修などを通じて当社グループ全体でのコンプライアンス意識の向上
を図るとともに、抑止力として、また、万一の場合の対応を迅速に行うため、グローバルベースで
のコンプライアンスに関する内部通報窓口を設置しています。

①②③④

* ① 顧客ともっと繋がる　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

大

損
害
規
模

大小 発生頻度

2 3 5 8 9 29

30 31

11 1

6 7 12 13 20 21

22 24 27

23 32

17 18 1910 14 1615

4 25 2826

ヤマハグループは、リスクへの対応力を向上させ、健全で透明性の高い経営を実践するため、リスクマネジメントの推進体制や

仕組みの整備・改善に取り組んでいます。

リスクマネジメント体制と委員会の詳細は、下記をご参照ください。

 https://www.yamaha.com/ja/csr/governance/risk_management/
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  感染症についての対策

リスクの説明 リスク対策
戦略への影響 

4つの重点戦略*

製造拠点や販売拠点において国家的
警戒レベルで感染症が流行した場合、
事業活動が遅滞または中断し、当社グ
ループの業績と財務状況に影響を及ぼ
す可能性があります。

感染症の拡大などの緊急事態に備え、BCP・災害対策部会にてBCP策定をはじめとする事業
継続マネジメントに取り組んでいます。
　また、リスクが顕在化したときに適切な対応を迅速に行い、経営への影響を最小化するため
の基本方針などを「グループBCP規程」で定めています。各拠点ではBCPを整備し、訓練など
を通じて検証と改善を実施し、BCPの実効性を高めています。
　新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を緊急事態と捉え、BCP・災害対策総本部を設置し、
各拠点の状況や製造、販売、物流、資金などの情報のとりまとめを行うとともに、在宅勤務の拡大
などの感染拡大防止の取り組みや、事業への影響を最小限に抑えるための対応を行っています。

①②③

* ① 顧客ともっと繋がる　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

9

カテゴリー ヤマハの取り組み

ガバナンス
気候変動課題を経営の重点戦略の一つと捉え、サステナビリティに関するガバナンスおよびマネジメント体制の中に位置付け
ています。気候変動対応を含むサステナビリティに関する重要事項は、年に1回以上、社長をトップとする経営会議にて議論
し、取締役会に報告することにより、取締役会の監督が適切に実施される体制を整備しています。

戦略

急速な気候変動およびそれに付随するさまざまな影響がもたらすリスク・機会を、事業戦略の重要な要素として組み入れてお
り、現在の中期経営計画にもその柱として温室効果ガス排出削減、環境配慮製品の開発、持続可能な木材利用を掲げて課題
解決に取り組んでいます。
　急速な気候変動の影響は、中長期的に発現する可能性があることから、中期経営計画（3年）の短期的な時間軸のみでなく、
2030年以降の中長期の視点でリスクと機会を特定しています。特定されたリスクは外部・内部動向の変化を踏まえ、今後、定
期的に分析・見直しを実施する予定です。

リスクと機会
当社では急速な気候変動およびそれに付随するさまざまな影響により事業環境が大きく変化した際に生ずるリスクと機会を
想定するために、IEA（国際エネルギー機関）などが定める2DS、RCP*12.6シナリオ（2℃シナリオ）およびRCP8.5シナリオ（4℃
シナリオ）を活用しています。これらのシナリオに沿い、その財務インパクトの大きさと顕在化可能性に鑑み重要度を評価して
います。

主な気候関連リスク・機会
移行リスク・機会
•  規制（リスク）：カーボンプライシング（炭素税など）や各種規制拡大による操業／設備コストの増加
•  技術（リスク）：次世代技術への製品適応遅れによる売上の減少・企業評価低下、木材資源の生育環境の変化による資源量
減少・コスト増加

•  市場（機会）：省エネルギー製品（楽器、音響機器など）、音声コミュニケーション機器（遠隔会議向け）、熱電素子製品など
低炭素・脱炭素社会の実現に寄与する製品の拡売
物理的リスク
•  異常気象の増加：台風・洪水・渇水などにより自社やサプライチェーンの操業が大きなダメージを受けるリスク

リスク管理

代表執行役社長の諮問機関としてリスクマネジメント委員会を設置し、リスクについて想定される損害規模と発生頻度、およ
びコントロールレベルを定常的に評価・分析しています。これによりリスクの特定とともに担当部門を定め、コントロールレベ
ルの継続的な強化を図っています。特に自然災害に起因する物理的リスクへの対応に関しては、同委員会の下部組織として
BCP・災害対策部会を設置し、BCP策定をはじめとする事業継続マネジメントを実行しています。
　2020年3月期には全てのグローバル拠点においてBCPの策定が完了し、拠点ごとに想定される台風や洪水など自然災害に
対して、排水設備を設置するなどの事前対策を実施しています。また、自社拠点だけでなく外部物流倉庫についても、立地や
構造の見直しなどの対策を実施しています。
　現時点で特定した重要なリスクについては、すでに対策を進めており、中長期的に事業への大きな影響が出ないよう今後も
管理を強化していきます。

指標と目標

温室効果ガスの削減に向け、2031年3月期までに2018年3月期比でスコープ1＋2を32%削減、スコープ3を30%削減すると
いう中期目標を策定し、国際的な環境団体であるSBTイニシアチブ*2より2019年6月に認定を受けており、加えて、2051年3
月期までにスコープ1＋2を83%削減するという長期目標も設定しています。さらに短期では、日本国内の主要拠点において
原単位で前期比1%以上の削減を目標として設定しています。
　排出量については、GHGプロトコル*3に基づいて管理しており、2017年3月期よりスコープ1、2およびスコープ3の一部の第
三者検証を実施しています。スコープ1、2については消費エネルギーの種類ごとに消費量を集計し、係数を乗じて温室効果ガ
ス排出量に換算したデータについて検証しています。
　削減対策の一例として、2020年3月期より本社事業所において購入電力の3分の1を再生可能エネルギー由来のものに切り
替えています。今後、再生可能エネルギー由来の電力購入比率を段階的に高めていく予定です。

*1.  代表濃度経路シナリオ（Representative Concentration Pathways） 
例えば「RCP2.6」は、世紀末の放射強制力（地表に出入りするエネルギーが地球の気候に対して持つ放射の大きさ）が2.6w/㎡であることを表しています

*2. SBT（Science Based Targets）は、パリ協定目標達成に向け、科学的根拠に基づいた温室効果ガスの削減目標設定を促し、その目標の評価や承認を行うイニシアチブ
*3. 温室効果ガス（GHG：Greenhouse Gas）排出量の算定と報告の基準

TCFDへの対応
人間社会および地球のあらゆる生物の脅威となる急速な気候変動を緩和し、脱炭素社会

への移行に貢献することは、企業の責務であり重要な経営課題だと捉えています。

　当社グループは2019年6月にTCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）への賛同

を表明しました。TCFDの提言に基づき、気候変動が事業にもたらすリスクや機会を分析

し、経営戦略に反映させるとともに、その財務的な影響についての情報開示に努めていき

ます。

コーポレートガバナンスコーポレートガバナンス コーポレートガバナンスコーポレートガバナンス

リスク 
分類 リスク項目 リスク対策

戦略への影響 
4つの重点戦略*

経
営
基
盤
に
関
わ
る
業
務
プ
ロ
セ
ス
リ
ス
ク

20  

人的資源

これまでグループ企業が各社ごとに人事制度を運用してきましたが、「グループ人材マネジメント
規程」を定め、コアとなるポジションについてはグローバルで管理し、多様な個性やバックグラウン
ドを持つ従業員がその感性・創造性をいかんなく発揮できる環境整備を推進しています。
　グローバルに通用する人材の育成を軸に、能力向上とキャリア開発を両輪とした教育・研修
制度を整備し、目的や対象に応じた人材育成プログラムを実施するとともに、定年後再雇用制度
の見直しを行うなど、優秀な人材の育成と動機付けを行い、定着を図っています。

①②③④

21  

労務

「グループ人材マネジメント規程」において人材マネジメントの基本方針などを、「グループ安全衛生
管理規程」において安全衛生管理の基本方針などを、また、「労務および労使関係に関する教育ガ
イドライン」においてグループ各社で実施すべき労務管理教育の内容などをそれぞれ定めています。
　また、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、LGBTハンドブックを作成するなど、職場における理解促進を図っています。
　ハラスメントに対しては、組織のみならず従業員一人一人にコンプライアンス意識を持たせる
ために「コンプライアンス行動規準」を定め、研修などを通じて当社グループ全体でのコンプライ
アンス意識の向上を図るとともに、グローバルベースでのコンプライアンスに関する内部通報窓
口を設置しています。また、「労働と人権に関するガイドライン」を定め、当社グループで働く全て
の人材の人権が尊重される環境整備を進めています。

①②③④

22  

 労使関係

「グループ人材マネジメント規程」において人材マネジメントの基本方針などを定めています。
　また、「労務および労使関係に関する教育ガイドライン」においてグループ各社で実施すべき労使
関係に関する教育の内容などを定め、その周知および実施状況のモニタリングを実施しています。

①②③④

24  

商品・サービスの品質

企業経営の軸の一つとして策定された「ヤマハクオリティ（品質指針）」のもと、「グループ品質管
理規程」において品質管理の基本方針などを定め、代表執行役社長の諮問機関である品質委員
会にて製品法規制順守の体制構築、重要品質問題の未然防止につながる仕組みの構築や改善
活動の実施、法規制教育を体系化した品質人材の育成に取り組んでいます。
　また、従業員への安全教育、リゾート施設や音楽教室における設備の定期的な安全点検の実
施などにより、商品・サービスの品質の維持・向上を図っています。

①③

27  

財務・税務

財務管理部会において、定期的に財務に関わる内部統制レベルを測定してリスクの高い領域を
特定しており、グループ企業の内部統制レベルの改善目標の設定と改善支援を実施しています。
　資産および負債の時価や金利の変動への対策としては、金利変動などが退職給付債務に与え
る影響の検討や政策保有株式の保有意義の検証を毎年実施しています。
　また、「グループ税務規程」を定め、グループ企業の税務リスクを定期的に確認し、確認結果に
基づいてリスクを評価し、リスク低減活動を実施しています。

①②③

応することができました。今後は第二波や同様の感染症に備え

て、さらに能動的かつシステマチックにいち早く事業復旧の準備

ができる体制を構築するよう整備を進めていきます。また、オフィ

スのあり方や働き方についても、これを機に見直しを図っていき

ます。

新型コロナウイルス感染症拡大への対応について
地震などの突発災害とは異なる対応の難しさがあったものの、グ

ループ企業からの情報収集や情報の共有、海外各国の行政によ

る規制対応、テレワーク中の従業員やお客さま（店舗や教室など）

の安全確保、リモート体制の中での決算対応や監査、取締役会

をはじめとする社内の重要会議の開催など、おおむね迅速に対
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コンプライアンス

ヤマハグループは、グローバル企業として、企業活動の大前提であるコンプライアンスを経営の最重要テーマと位置付けています。

基本方針・コンプライアンス行動規準  

当社グループは、社会やステークホルダーに対する責任を果たす

と同時に持続的成長を実現するため、コンプライアンスを経営の

最重要テーマと位置付けています。 

　役員ならびに従業員各自の行動規範「コンプライアンス行動規

準」を定めるとともに、詳細な解説を加えた冊子を発行し、全従

業員に配布しています。2003年の制定以降、環境や社会情勢の 

変化に対応した改定や多言語化を進め、コンプライアンス経営の

基盤としています。

コンプライアンス経営の仕組みと推進体制 

 コンプライアンス推進の中核組織として、代表執行役社長の諮問

機関であるリスクマネジメント委員会の下部組織として「コンプラ

イアンス部会」を設置し、コンプライアンスに関するグループ全体

の方針や施策などの審議・決定を行うとともに、各部門およびグ

ループ各社の順法かつ倫理的な業務遂行をモニターしています。 

　また、健全な事業活動を維持していくために、社内教育・啓発

や従業員アンケートを実施するほか、従業員や派遣社員などを対

象とした「コンプライアンス相談・通報窓口」を設置しています。

グローバル対応の強化 

 事業のグローバル化が進み、行政や経済の仕組みや取引慣行、

価値観が異なる国・地域を超えた活動が盛んになるにつれて、コン

プライアンスに関してもグローバル対応の強化が喫緊のテーマと

なっています。 

　当社グループは、2011年に国連グローバル・コンパクトに署名

し、「人権」「労働」「環境」「腐敗防止」の4分野にわたる10の行動

原則に沿った事業活動に取り組むとともに、グローバル・コンパ

クト・ネットワーク・ジャパンの会員として、分科会運営などの協

力を積極的に行っています。 

　また、法務面では、法令順守を基本方針として、グローバルに

予防法務の強化に注力しています。グループ全体で、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」「公正な競争の徹底」などの施策・教育・啓発活動に取り組

み、法務部門がグループ内の状況をモニタリングしています。 

　グローバルなコンプライアンス体制強化にあたっては、各現地

法人にコンプライアンス担当者を置き、それぞれの地域における

施策の推進、教育・啓発活動、グループ間の情報共有などの役割

を果たしています。 

モニタリング 

順法かつ倫理的な業務遂行が維持されるよう、コンプライアンス

部会では当社各部門およびグループ各社のコンプライアンス体制

や推進状況を定期的にモニタリングし、必要に応じ改善支援を

行っています。

教育・啓発活動 

コンプライアンス部会は、イントラネットで各種教育・研修コン

テンツを発信するとともに、コンプライアンスに関するセミナーを

随時開催するなど、社内啓発を図っています。 

　 イントラネットでは、「コンプライアンス便り」や「コンプライアン

ス・クイズ」など、読みやすく、ポイントを短時間で効果的に学べ

るコンテンツを連載しています。 また、コンプライアンスに関する

社内セミナーも随時開催しています。2020年3月期は、パワーハ

ラスメント防止セミナー、法令研修、腐敗防止に関する研修など

を実施しました。

コンプライアンス相談・通報窓口  
当社グループでは、ウェブ・電話・FAX・Eメール・郵便などさまざまな

方法でコンプライアンスに関する相談・通報を受け付ける窓口を開設し

ています。国内では、窓口の連絡先を記載したカードを社内に配布し、

コンプライアンス行動規準冊子や社内掲示ポスターへ掲載するとともに、

アンケートや各種研修などの折に触れて案内することで周知を図ってい

ます。窓口の運用にあたっては、誠実な通報者が不利益な取り扱いを受

けることがないよう、通報者保護を定めた社内規程を整備しています。 

　2020年3月には、新たに国内グループ企業向けに業務委託先が運営

する社外の窓口「ヤマハ コンプライアンス・ホットライン」を増設し、こ

れまでの社内相談窓口、社外の法律事務所窓口と合わせて3つの窓口

に拡充しました。 

　海外グループ企業向けには、海外グループ企業運営の通報窓口に加え

て、当社運営の16カ国語対応のグローバル通報窓口を2017年に設置し

ました。

コンプライアンス相談・通報窓口 受付状況（件）
実名 匿名 合計 *

2016年3月期 19 7 26
2017年3月期 26 13 39
2018年3月期 34 13 47
2019年3月期 25 9 34
2020年3月期 55 11 66

* 国内窓口、グローバル通報窓口の受付件数の合計

コンプライアンス相談・通報窓口の体制

ヤマハ株式会社・国内グループ企業

海外グループ企業

コンプライアンス推進体制

取締役会 ヤマハおよびグループ
企業

報告 監督

社長

リスクマネジメント 
委員会

答申 諮問
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勧告

相談・通報

報告

アンケート

コンプライアンス 
部会

（グループ）
従業員

派遣社員　など

部門長
グループ企業社長

コンプライアンス 
相談・通報窓口

社内窓口

社外窓口

コーポレートガバナンスコーポレートガバナンス

コンプライアンス部会

社内窓口
社外窓口 

（法律事務所）

社外窓口 
（外部委託先運営）

2020年3月に新設

相談・通報 通報 通報

コンプライアンス部会
報告

海外グループ企業

報告

海外グループ企業運営
通報窓口

ヤマハ（株）運営 
グローバル通報窓口

2017年に設置 
（16カ国語対応）

通報 通報

相談者

ハラスメント防止に向けた取り組み
当社グループでは、人権侵害行為であるハラスメントの禁止を「コンプライアンス行

動規準」に定め、グループ全従業員に配布するコンプライアンス行動規準冊子の中

で詳しく解説しています。 

　当社では、ハラスメントが懲戒処分の対象になることを就業規則に明記し、処分

を公示することで人権侵害行為に対する厳格な対応を示しています。 

　直近では、ハラスメント防止に関する社内へのトップメッセージの継続的な発信、

トップマネジメントを含めたさまざまな形での「対話」の場を増やすことによる心理

的安全性の醸成といった取り組みを強化しています。 2020年4月に、グループ内の

基幹部門長を集めて開催した拡大基幹部門長会議では、社長自らが、「ともに働く

仲間が、互いにリスペクトし合う、風通しの良い組織風土を実現します」と決意表明

し、素晴らしいチーム、組織であるためには、仕事への責任と同時に心理的安全性

が大切だと呼びかけました。

　また、コンプライアンス通報社外窓口の増設、コンプライ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といった施策も進めています。 

風通しの良い組織風土への想いを語る 
代表執行役社長 中田卓也

社長と従業員とのリモートでの対話

相談者
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