
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。
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　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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