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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
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）
2021年 メタウォーター株式会社 社外監査役（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）

日髙 祥博
独立社外取締役 
所有する当社株式の数：2,900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）

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 当社 社外取締役（現） 

三井化学株式会社 社外監査役（現） 

吉澤 尚子
独立社外取締役 
所有する当社株式の数：0株

1988年 富士通株式会社入社
2009年 同 モバイルフォン事業本部統括部長
2011年 米国富士通研究所グローバル開発センター長
2016年 富士通株式会社アドバンストシステム開発本部長代理 兼 AI推進室長
2017年 同 執行役員 兼 AI基盤事業本部長
2018年 同 執行役員常務 兼 デジタルサービス部門副部門長

同 執行役員常務 兼 FUJITSU Intelligence Technology Ltd. CEO
2019年 同 執行役員常務 兼 デジタルソフトウェア& 

ソリューションビジネスグループエバンジェリスト
2020年 株式会社ナレッジピース 取締役（現）
2021年 株式会社ニトリホールディングス 社外取締役（現）

当社 社外取締役（現）

篠原 弘道
独立社外取締役 
所有する当社株式の数：0株

1978年 日本電信電話公社入社
2003年 日本電信電話株式会社アクセスサービスシステム研究所長
2007年 同 情報流通基盤総合研究所長
2009年 同 取締役 研究企画部門長
2012年 同 常務取締役 研究企画部門長
2014年 同 代表取締役副社長 研究企画部門長
2018年 同 取締役会長（現）
2021年 当社 社外取締役（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：300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
（2021年6月25日現在）

取締役
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取締役会の構成

氏名 就任委員 取締役とした理由および期待される役割・社外取締役の独立性
2021年3月期

取締役会および委員会への 
出席状況

取締役が有している専門性

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

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・見識などにより 
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。

取締役会 12回中12回（100%） 
指名委員会 3回中 3回（100%） 
報酬委員会 4回中 4回（100%）

● ● ● ● ●

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、人事・総務本部長等、
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・
見識などに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。

取締役会 12回中12回（100%） ● ● ●

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
に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。

取締役会 12回中12回（100%） 
監査委員会 15回中15回（100%）

　 ● ●

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・見識などに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0.2%未満です。

取締役会 12回中12回（100%） 
指名委員会 3回中 3回（100%） 
報酬委員会 4回中 4回（100%）

● ● ●

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・見識などに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。

取締役会 12回中12回（100%） 
監査委員会 15回中15回（100%）

● ● ● ●

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とともに、ブランド、マーケティングに関する幅広い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・見識などに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。

取締役会 12回中12回（100%） 
指名委員会 3回中 3回（100%） 
報酬委員会 4回中 4回（100%）

● ● ●

独立社外取締役

篠原 弘道
指名委員
報酬委員

日本を代表する通信・ICT企業において代表取締役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通信システム、エレクトロニクスなどに関する幅広く深い知見を有しています。これらの実績・見識な
どに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、当社と篠原弘道氏が取締役として在任している日本電信電話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。
* 当社と日本電信電話株式会社との間の取引額は、両社の連結売上高の0.3%未満です。

― ● ● ● ●

独立社外取締役

吉澤 尚子
監査委員

日本を代表するエレクトロニクス・ICT企業において執行役員や海外グループ企業のCEO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デジタル、AI技術などに関する高い専門性を有しています。こ
れらの実績・見識などに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、当社と吉澤尚子氏が取締役として在任している株式会社ナレッジピース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。

― ● ● ● ●

（注）当社は、福井琢氏、日髙祥博氏、藤塚主夫氏、ポール・キャンドランド氏、篠原弘道氏、吉澤尚子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。

取締役会の構成
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藤塚 主夫
独立社外取締役

略歴

日本を代表するグローバル建設機械メーカーである
株式会社小松製作所において、経営企画室長、CFO

を歴任し、代表取締役副社長として経営に携わる。
2019年6月から現職。

主な兼職の状況

• 三井化学株式会社 社外監査役

強みを生かし、弱みを克服することで持続的な成長の実現を

専門的観点から見たヤマハに対する印象について
ヤマハの最大の強みは、収益性およびマーケットシェアの高い優

れた商品群をコアに、ヤマハブランドとして確固たるポジションを

確立している点です。また、ヤマハでは、かつて事業の多角化に取

り組んだ時代にさまざまな分野で活躍した方々が、現在は異なる

事業分野で活躍し事業をけん引しています。従業員の皆さんが真

面目で適応能力に優れていることに加え、能力のある人材を異な

る分野へも積極的に登用するヤマハの決断力の高さを評価して

います。

　一方で、私が知る日本企業と比べると、従業員の皆さんがや

やおとなしい印象を受けるため、自らの殻を破れる体質となるよ

う期待します。コーポレートガバナンスの面では、事業が“日本

のヤマハ”から“世界のヤマハ”へとグローバル化していくのに呼

応して、体制を充実させています。しかし、コーポレートガバナン

スにゴールはありません。常に「より上」のレベルを目指し進化

していくことが、これまで以上に求められる時代であると考えて

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
企業が持続的な成長を実現していくためには、常に自己分析をし、

強みを伸ばし、弱みを克服することが肝要です。これまでもヤマハ

は事業の選択と集中、事業領域や組織の見直しに取り組んできま

したが、現状に満足することなく、引き続き取り組んでほしいと思い

ます。その中で、5年～10年先を見据えるような新たな事業を始め

る際には、ヤマハの既存の優位性を生かすことができ、競争力を発

揮できる分野なのか、その見極めが重要なポイントだと考えます。

　また、財務面で見るとヤマハのバランスシートは、先輩方の努

力の積み重ねの結果、極めて健全です。この優位性をいかに有効

活用するかということは課題であると認識しています。株主還元

とのバランスを考慮しつつ、将来に向けた成長投資や戦略投資

についてのさらなる議論の深化を期待します。

ヤマハの使命と今後期待したいこと
ヤマハの事業は、楽器、音響機器、それにゴルフやリゾートなど、

広い意味でのエンターテインメント事業であり、その役割や使命

は、世界の人々を笑顔にすることだと考えます。世界中で展開し

ている音楽教室に通う子どもたちの目の輝きを見ると、人々の幸

福度を上げ、心を豊かにする事業を継続して展開していくことが、

SDGsへの貢献にもつながると感じます。もちろん、足元で収益

を上げていくことは重要ですが、サステナビリティが重要視され

る世の中では、長期的な収益性と社会課題の解決を同時に意識

しなくてはなりません。短期的に収益を圧迫するケースもあるか

もしれませんが、その事業の将来性とヤマハの役割や使命を見据

えての決断には、覚悟の上で取り組んでいるといい切ることが、

経営の心構えであり責務だと考えます。

　私も社外取締役および監査委員会のメンバーとして、ヤマハが

持続的に成長していくために取り組むべき課題や解決方法を見

出し、ヤマハグループのガバナンス強化を後押ししていきます。

社外取締役メッセージ

執行役員

執行役・執行役員・監査役員
（2021年6月25日現在）

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）

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 

略歴については、P.78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 
株式会社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 
ブランド戦略本部長

松木 温 
楽器事業本部 ピアノ事業部長 

山下 寛文
経営本部 経営企画部長 

山浦 敦
楽器事業本部 電子楽器事業部長

中田 卓也
楽器事業本部長

略歴については、P.78をご参照ください。
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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変遷
ヤマハでは、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、これまで一貫してコーポレー

トガバナンスの強化に努めてきました。また、2017年6月に指名

委員会等設置会社に移行するとともに、初めて女性の独立社外

取締役を選任、2019年には、同じく初となる外国籍の独立社外

取締役の選任、そして2020年4月には監査役員を新設するなど、

さらなるコーポレートガバナンス強化を図っています。

事業利益率（営業利益率）の推移とコーポレートガバナンス強化

当社は継続的にコーポレート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、2010年

3月期以降、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。2021年6月25日現在、取締役会の4分の3を独

立社外取締役が占めています（右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

取締役会は、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

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。

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
• 事業利益率
• ROE
• EPS

中期業績連動：20%

固定：80% 固定：50%

社外取締役比率

2010年

社外：2名
（うち独立社外1名）

社内：3名

（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。

2021年

社外：6名
（うち独立社外6名、 

うち1名女性、 
1名外国人）

社内：2名

2017年

社内：2名 社外：6名
（うち独立社外5名、 

うち1名女性）

コーポレートガバナンス

1.6%

3.5%
2.3%

2.5%

6.3%

7.0%

9.3%

10.9%
11.3%

12.8%*2

12.1%*2

11.2%
10.9%

10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 21/3

YMP125
経営基盤再構築

中期経営計画

*1 19/3までは日本基準。20/3以降はIFRS
*2 19/3 日本基準では12.8%、IFRSでは12.1%

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）*1

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

監査役員の新設 

YMP2016
目標値7%

NEXT STAGE 12  
目標値12%

YMP125
目標値6%

◆ 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）。

 報酬制度については、P.88をご参照ください。

取締役会 取締役8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 5名

経営会議

リスクマネジメント 
委員会

サステナビリティ委員会

ブランド戦略委員会

人材開発委員会

その他の全社委員会

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 9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6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

 女性　  外国人

コーポレートガバナンス体制図（2021年6月25日現在）

国内グループ企業

代表執行役社長 1名

株主総会
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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

実効性評価における課題認識と取り組み

項目
2021年3月期 2022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 •   ビジョン、サステナビリティなど、中長期
的に目指す姿・方針・活動計画を議論
し、経営方針や戦略に反映

•  企業価値向上に向け、全社の施策進捗
状況を定期的に監督

•  （継続）長期経営戦略に関する議論
•  ESGの取り組みと発信に関する議論

•  取締役会「検討事項」での審議に加え、
集中して議論する機会を設定（取締役合
宿など）

•  サステナビリティ報告会の実施

承継プラン

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

•  （継続）取締役会によるCEOなどの 
 後継者計画の監督

•  社外取締役の後継者計画の議論
•  社内役員候補者との交流

•  指名委員会内における後継者計画の議
論継続

•  取締役会における指名委員会報告およ
び審議

•  執行役、次世代リーダー、若手従業員の
3階層と社外取締役との交流会を設定

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 •  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

•  （継続）議長と社長の役割分担
•  取締役会、 各委員会の適正な人数・ 
構成

•  CEOなどの後継者計画と併せて改善を
検討

•  次期体制（2021年6月24日以降）で 
社外取締役1名増、監査委員会と 
他委員会との兼務解消

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

•  （継続）内部通報制度の周知＆バッド 
 ニュースファースト

•  （継続）海外子会社の内部監査の充実

•  内部通報の解決早期化を含む運用の 
充実化

•  内部監査における意識付け強化
•  全社ミーティングなどを活用した 
発信継続

•  風通しの良い組織土づくり 
（対話活動など） 
•  グループ企業内部監査体制の拡充

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

2019年
3月期

2020年
3月期

2021年
3月期

2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期
■ 肯定的評価が75%以上の項目 55 62 58

■ 肯定的評価が50～75%未満の項目 6 3 6

■ 肯定的評価が50%未満の項目 3 1 2

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コーポレートガバナンス

監督機能
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、取締役に求めら

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、および経営戦略に照らし必要とされる専門

性などを一覧化したスキル・マトリックス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、

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

•  監査委員会の体制は、新たに設置した監査役員が有効に
機能していることを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、海外グループ企業における内部監査体制の充
実、風通しの良い風土づくりなどに関し課題が提起された

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。

2021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
• 役員人材要件の見直し　他

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。
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報酬制度

社外取締役を除く取締役および執行役の報酬は、（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

らは概ね、5：3：2の割合で構成されています。

　（1）固定報酬は、役位に応じた金銭報酬を月例報酬として支

給しています。

　（2）業績連動賞与は、企業業績の向上に資するよう、役位に応

じた金銭報酬を、当事業年度の連結当期利益およびROEに連

動させて、個人別の成績を加味した上で算出し、事業年度終了

後に支給しています。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評価しています。

　（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、役位に応じた株式報

酬を、中期経営計画スタート時に支給しています。中期における

業績達成への動機づけを目的として、譲渡制限付株式報酬のう

ち、3分の1は役員在籍を条件として支給し、3分の2は業績に連

動させています。業績評価は、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算定していま

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、役員退任時または支給後

30年経過時まで譲渡制限は解除できないものとしています。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

の責任に応じて、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。

　（4）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は266億15百万

円、ROEは7.4%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、2021年3月期においてそれぞれ

「10.9%」「7.4%」「151円39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。

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、執行役およびその他業務執行者からの独立

性を確保しています。

2021年3月期の主な取り組み
•  個人別役員報酬の決定　他

　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。

2021年3月期の主な取り組み
•  代表執行役へのインタビュー、意見交換
•  執行役および執行役員へのインタビュー
•  内部監査部門および監査委員会室からの報告聴取
•  会計監査人との監査計画会、レビュー報告会　他

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当社グルー

プの監査を担います（P.91参照）。

執行機能
代表執行役

代表執行役は会社業務執行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の設定および業績評価を行うと

ともに、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

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。

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（2021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 15回 4回
中島 好美*1 出席回数 11回 3回 15回 3回

出席率*2 91.66% 100% 100% 100%

福井 琢 出席回数 12回 ― 15回 ―
出席率*2 100% ― 100% ―

日髙 祥博 出席回数 12回 3回 ― 4回
出席率*2 100% 100% ― 100%

藤塚 主夫 出席回数 12回 ― 15回 ―
出席率*2 100% ― 100% ―

ポール・ 
キャンドランド

出席回数 12回 3回 ― 4回
出席率*2 100% 100% ― 100%

*1. 2021年6月24日開催の第197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

報酬等の内訳（2021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 67 67 ̶ ̶ 6

（うち社外取締役） （67） （67） （̶） （̶） （6）
執行役 451 224 85 141 6

（注）上記には、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退任した取締役1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。
（注）  譲渡制限付株式報酬の株式は中期経営計画初年度である第196期（2020年3月期）に一括で交付しており、2021年3月期において交付した株式はありません。上記報酬額は中期経営計画の

3年間で按分した会計上の数値となります。
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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。

主な委員会は以下の通りです。

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。

サステナビリティ委員会

当社は、代表執行役社長の諮問機関としてサステナビリティ委員

会を設置しています。サステナビリティ推進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。

ブランド戦略委員会

当社は、代表執行役社長の諮問機関としてブランド戦略委員会

を設置しています。戦略的なブランド価値向上に関わるテーマに

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。

人材開発委員会

当社は、代表執行役社長の諮問機関として人材開発委員会を設

置しています。経営人材の開発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。

女性活躍推進部会

当社は、人材開発委員会の下部組織として女性活躍推進部会

を設置しています。同部会では女性リーダーの戦略的・集中的・

継続的な育成・創出により、経営層・管理層における多様性を

高め、企業価値の向上を図るための取り組みを企画・推進して

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。

全社委員会の詳細については、 
「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

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

2021年6月25日現在で19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監査役員を置き、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

10名およびその他32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、2020年3月期より引き続いて

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。

• 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 

内部統制システムの詳細については、 
「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

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。

 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（社外取締役含

む）、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

計画およびその進捗などについて株主・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。

コーポレートガバナンスコーポレートガバナンス

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、など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

2020年4月に新設し、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。

　監査役員は、それぞれの監査部門の責任者の職責を担いつつ、会計監査人を含めた緊密な連携体制をとることで、当社グループの活動を複眼的

に把握し、監査を全体として効果的・効率的に実施することを目指します。

内部監査部長メッセージ
内部監査は、ヤマハグループ全体の業務全てを対象としています。我々は、業務が適切に執行

されていることを独立的な立場から客観的に検証し、監査結果を社長に報告するとともに、発

見した課題については部門に改善を求め、改善が完了するまでフォローすることで、リスク低

減に貢献しています。また、監査委員会へ正確で分かりやすい報告を行うことで、ヤマハのリ

スクに関する監査委員の理解を深め、的確なアドバイスが得られるよう努めています。

　内部監査部長として心掛けていることは、最強の内部監査部を目指して、「常に考え続け、

進歩するよう部員を促す」「個々人の基礎的監査能力を向上させる」「人材輩出部門となる」「多

彩な人材により総合力を強化し、活気あふれる部門にする」ことです。

　また、2022年3月期は、重点テーマとして、全社リスクマネジメント活動の体系的な検証や監査

のDX、グローバル内部監査体制の構築、J-SOXの効率化などに取り組んでいます。さらに、次期

中計の目玉になるSDGsの目標達成の支援ができるような監査の準備も併せて進める予定です。

向野 博文
監査役員 内部監査部長
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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 2020年3月期末株式数（株）
貸借対照表計上額（百万円）

2021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
45,278 93,916

トヨタ自動車（株）*2
501,300 501,300 無

3,258 4,319

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

1,575 3,729

MS&ADインシュアランスグループホールディングス（株）*3
1,218,623 1,048,423 有

3,686 3,406

（株）静岡銀行*3
2,808,564 2,686,064 有

1,845 2,336

（株）三井住友フィナンシャルグループ*3
356,402 311,802 有

934 1,249

（株）みずほフィナンシャルグループ*3*4
7,086,757 470,775 有

875 752

（株）第一興商*2
50,000 50,000 無

144 214

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

91 134

富士ソフト（株）*5
― 100 無
― 0

（株）安川電機*5
― 100 無
― 0

サイボウズ（株）*5
― 100 無
― 0

（株）堀場製作所*5
100 ―

無
0 ―

（株）MonotaRO*5
100 ―

無
0 ―

Ｊ．フロント リテイリング（株）*5
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）みずほフィナンシャルグループは、2020年10月1日付で普通株式10株につき1株の比率で株式併合しています。
*5.  株主に対する情報提供方法などの情報収集のため

　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

2021年3月期における主なIR活動は下表の通りです。

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

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 非上場株式以外の株式

銘柄数・貸借対照表計上額
34銘柄

885百万円
12銘柄

110,060百万円
2021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

2銘柄
15百万円

7銘柄
1,153百万円

2021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）  2021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。

コーポレートガバナンスコーポレートガバナンス

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

2021年6月24日開催の第197期定時株主総会において、下表の

事項が決議されました。

政策保有株式の基本方針
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。

　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

総合的に判断しています。

株式の保有状況

特定投資株式のうち、2021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、2021年8月24日にヤマハ発動機（株）

主な IR活動状況（2021年3月期） 
対象 活動 回数 内容

株主・アナリスト・ 
機関投資家向け

決算説明会 4回 代表執行役社長・担当役員による四半期ごとの説明会
スモールミーティング 3回 代表執行役社長・担当役員によるミーティング
マネジメント面談 28回 代表執行役社長・担当役員による個別面談
個別取材 250回 IR担当者による面談

個人投資家向け 個人投資家向け会社説明会 1回 オンライン会社説明会
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

（注）2021年3月期における代表執行役社長、担当役員による投資家訪問（日本・北米・欧州・アジア）はCOVID-19のため中止となりました。

決議事項
第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 取締役8名選任の件
第197期定時株主総会で議決された事項（2021年6月24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 1,419,035 150,456 23 90.4 可決
第2号議案 

　中田 卓也 1,479,287 90,735 23 94.2 可決
　山畑 聡 1,561,406 8,626 23 99.4 可決
　福井 琢 1,568,078 1,954 23 99.9 可決
　日髙 祥博 1,438,053 131,969 23 91.6 可決
　藤塚 主夫 1,568,052 1,980 23 99.9 可決
　ポール・キャンドランド 1,557,584 12,448 23 99.2 可決
　篠原 弘道 1,564,085 5,947 23 99.6 可決
　吉澤 尚子 1,554,458 15,574 23 99.0 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。

の株式を19,000,000株売却し、売却後の保有株式数は

15,642,790株となりました。また、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。
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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

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。

リスク管理の取り組み
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います。また、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
リスクマネジメントの推進に際しては、下記の考え方に基づいて

実施しています。

1.  リスクマネジメントのための組織や仕組みを整えて、リスク対

応力の向上を図り、企業価値の最大化に努める。

2.  平常時のリスクマネジメント活動の中で、リスクの認識・評価・

低減を図り、教育や訓練などの啓発活動を通じて、リスク意識

の浸透とリスク感性の醸成を図る。

3.  リスクが現実化したクライシス時には、人 の々安全を最優先し、

地域社会と協調し、誠実かつ適切で速やかな対処により、負の

影響を最小化する。また、製品・サービスの安定供給に努め、可

能な限り事業を継続し、社会の持続的な発展に貢献する。

4.  リスク対応後には、その発生要因・対処法などを分析し、再発

防止に努める。

推進体制
ヤマハは、取締役会の監督に基づき、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

リスクマネジメント

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

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）

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

事業環境の変化1

事業環境の劇的変化 
（パンデミックなど）2

国レベルの紛争・混乱3
16

在庫21

17 18 19 20

情報システム財務・税務商品・サービスの 
品質人材・労務22 24 27 29

 情報漏洩 IR運輸・物流コミュニケーション23 25 28 30

環境 広報26 31

経営資源配分11

サステナビリティ12

M&A・事業再編13

グループ統制14

コンプライアンス15

知的財産32

大規模事故4

犯罪5

サイバー攻撃6

法律・規制の変更7

為替・金利の変動8

自然災害9

感染症10

リスクマップ  事業戦略リスク　  基礎的リスク

大

損
害
規
模

大小 発生頻度

3 4 6 9 10 26

29 30 31

12 13 17 1 2

7 8 14 15 22 24

27

23 32

19 20 2111 16 185 25 28

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に、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。

事業に関連するリスクの分類の見直し
2021年、事業に関連するリスクの分類について見直しを行いました。主な改定項目は次の通りです。

事業環境の劇的変化（パンデミックなど）

COVID-19がパンデミック化し、ニューノーマルに向けての取り組みが重要性を増しています。このため、「事業環境の劇的変化

（パンデミックなど）」を「事業環境の変化」から分離し、独立したリスク項目として設定しました。対策として、社会・顧客の志向

の変化を迅速に取り込み、商品企画から販売に至る機能において機動的に対応します。また、取引先を含むサプライチェーン全

体の状況に一層留意することで、不測の事態に備えます。

サステナビリティ

気候変動や人権などに関するリスクは「調達」「人材・労務」「環境」の既存リスク項目において対策を進めていますが、サステナビ

リティへの意識をさらに高め、個別対応とともに包括的なリスクと捉えてグループ全体で横断的な取り組みを進めていきます。

感染症についての対策
2021年3月期は、世界的規模で

感染拡大したCOVID-19対策と

して、海外出張規制、テレワーク

勤務推奨などの感染拡大予防対

策を速やかに実施しました。ま

た、産業医による感染拡大予防

のための基本行動についての情

報提供や啓発活動の実施、自社

製品を利用したアルコール消毒スタンドの開発設置なども積極

的に行い、これらの活動および必要な情報はイントラサイトなど

を通じて国内外の当社グループ内で常に共有され、世界中の拠

点で展開しました。

　このほかにも、世界共通の課題であるHIV／エイズ、結核、マ

ラリアなど社会的・経済的に大きな影響を及ぼす感染症の蔓延

を防ぐため、海外拠点の中でも、特に東南アジア地域の生産拠

点では、徹底した環境整備を実施しています。職場や食堂、休憩

スペースの衛生管理や害虫防除などの環境整備を行うほか、海

外出張者や駐在者、家族に対しては、現地における感染症の流

行情報の通知、渡航前の感染症予防対策として、A型肝炎、B型

肝炎、破傷風、狂犬病、麻疹・風疹などのワクチン接種を推奨し

ています。

アルコール消毒液用の 
手指消毒啓発ポップ

リスクマネジメント体制と委員会の詳細については、下記をご参照ください。

 https://www.yamaha.com/ja/csr/governance/risk_management/
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コンプライアンス

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  

ヤマハグループは、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。法令順守はもとより、社会

規範や企業倫理に則した高いレベルでのコンプライアンス経営

を追求しています。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、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

プ企業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および取引 

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。

　2011年に国連グローバル・コンパクトに署名し、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「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

活動に取り組んでいます。

　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、グループ全体で法令情報を一元管理するため

の法令台帳DBの運用を開始しました。また、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

部会は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。また、3年ごとに従業員アンケートを実施し、結果を分析

することで課題を顕在化し、さまざまな策を講じています。直近

では、アンケートの結果を踏まえて、ハラスメント低減活動の強

化やコンプライアンス通報社外窓口の増設といった取り組みを

進めています。

教育・啓発活動 

コンプライアンス強化のための重要な取り組みとして、教育・啓

発活動を積極的に展開しています。

　グループ人材育成の重要テーマとして、コンプライアンスのカ

リキュラムをキャリアレベルに応じて人事階層研修に組み込んで

います。また、より多くの従業員が受講できるように、集合研修、

コンプライアンス相談・通報窓口  

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、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。

　海外では、海外グループ企業（34社）がそれぞれ設置している

通報窓口に加えて、ヤマハ運営の16カ国語対応のグローバル通

報窓口を2017年に設置しています。

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*

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 54 12 66
2021年3月期 50 33 83

* 国内窓口、グローバル通報窓口の受付件数の合計
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2021年3月期 通報内容の内訳

パワハラ 38%その他 16%

労務上の問題 35%

不適切な会社資産の使用 2%

セクハラ・マタハラ 6%

不誠実な言動 3%

国内従業員向けeラーニング

Confidential

パワハラ防止研修
第1回 パワハラ知識編
法令で定義されるパワーハラスメント（パワハラ）とは、職場において行われる、

（１）優越的な関係を背景とした言動であって 、
（２）業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより 、
（３）労働者の就業環境が害される もの であり
（１）～（３）までの要素を全て満たすもの、となっています。

これらの要素がどのように当てはまるか、理解しましょう。コンプライアンス部会
事務局

社外秘

管理職向け双方向型オンライン研修 図やイラスト、動画を活用した  
ハラスメント防止研修

Confidential1

「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」とは？

行 為 者 の 言 動

業務上必要かつ相当な範囲内

パワハラ 正しい指導

【業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの】
この判断に当たっては、様々な要素（*）を総合的に考慮する必要があります。

相手の⾏動に問題がある場合は、その内容・程度とその問題に対する指導の態様等の相対的な関係性が重要な要素となります。
（相手に問題⾏動があった場合であっても、⼈格を否定するような言動など業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動がなされれば、当然、
パワーハラスメントにあたります。）

業務上必要かつ相当な範囲をこえたもの

*言動の目的、言動を受けた相手の問題⾏動の有無や内容・程度を含む当該言動が⾏われた経緯や状況、業種・業態、業務の内容・性質、
当該言動の態様・頻度・継続性、相手の属性や心⾝の状況、⾏為者の関係性等

「業務上必要かつ相当な範囲」 ということについての考え方

日本国内グループ企業従業員向けコンテンツ
（4コマ漫画形式の「コンプライアンス便り」）

どのような理由であっても、不正は許されません。 

懲戒処分や刑事罰を受ける可能性もあります。 
「どのような理由であっても不正は許されない」

「不正を行えば、必ず見つかって罰せられる」と

わかっていたら、誰も不正はしないはずです。し

かし、不正を行う人の多くは、「売り上げや納期

のためだから、仕方ない」「ばれるはずがない」

などと考えてしまいます。 

会社の備品を勝手に持ち帰ることや、製品の検査

結果を偽装することは、会社や顧客をだますもの

です。これらの行為は必ず発覚し、会社の規程に

従って処分を受けることになります。さらに、悪

質な場合には、懲戒解雇や刑事処分を受けるおそ

れもあります。取り返しのつかない事態に陥らな

いためにも、不正に手を染めることは厳禁です。 

22002211 年年 11 月月号号      

コンプライアンス便り  

今回のテーマ ：不正行為は、必ず発覚します 

ここのの事事例例ははフフィィククシショョンンでですす。。 

製品の品質偽装や、代金をレジ打ちせずに

かすめとる「空打ち」といった、様々な不

正行為。「会社のためだから、仕方ない」

「どうせ、ばれないだろう」などと思って

いませんか？ 

しかし、このような行為はいずれ発覚する

ものであり、どのような理由であっても正

当化できません。今回は、「不正をすべき

ではない理由」について学びましょう。 

他者（個人、企業を含む）の著作物を、無断で流用しては 

いけません。著作権を侵害するおそれがあります。 
Aさんは、新商品を告知するWebページ用に画像

を用意するよう、上司のBさんから指示を受けて

いた。しかし、Aさんが指示を思い出したのは、

なんと締め切り日の夜。慌てて作業を進めるが、

間に合いそうにない。そこで、「どうせバレない

だろう」と思って、あちこちのWebサイトから使

えそうな画像をコピーして、流用することにし

た。 

数日後、Bさんは部下から、Webページに掲載さ

れている画像の一部が、他者からの無断流用では

ないか、というクレームが来ているという報告を

受けた。 

Aさんは、Bさんに呼び出され、ほかのWebサイト

からの無断流用について叱責を受けてしまった。 

22002211 年年 22 月月号号      

コンプライアンス便り  

今回のテーマ ：ネットで見つけた画像を無断で使ったら… 

ここのの事事例例ははフフィィククシショョンンでですす。。 

業務で文章や画像などを作成しなければなら

ないとき、他者の Web サイトや SNS など

を参考にすることがあるかもしれません。し

かし、それをそのままコピーして使用してし

まうと、著作権の侵害となってしまう可能性

があります。今回は、「無断流用の危険性

と、他者の著作物を使用する際の注意点」に

ついて学びましょう。 

セミナーに加えて、eラーニングやオンライン研修などを展開して

います。身近で重要なテーマについては、イントラネットにより 

4コマ漫画形式の「コンプライアンス便り」や「コンプライアンスク

イズ」など、効果的に学べるコンテンツを毎月配信しています。 

　2021年3月期は、コロナ禍においても教育・啓発活動を展開

するために、人事階層研修などをオンラインで実施し、また、パ

ワーハラスメント防止研修をeラーニング形式で実施しました（受

講者 約7,000名×3回）。
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