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「世界中の人々のこころ豊かなくらし」を目指し
新たな社会で持続的な成長力を高めることで、
企業価値の向上を実現します
経営戦略

苦しい中で磨かれたヤマハの底力と改めて見えてきた課題
「ヤマハは本当に強くなった」。この2年を振り返って、私は変化を
実感しています。

COVID-19の影響により、一時は作りたくても製品を作ること
ができない、開きたくても音楽教室を開けないという、いわば開
店休業状態に陥り、2021年3月期第1四半期には当期損失を計

必須であることは明らかです。これまでも外部環境の変化がもた
らす事業への影響を常に想定し対応策を検討してきましたが、も
はや予測不能な変化が常態ともいえる環境では、従来のリスクマ
ネジメントをもう一度見直す必要があると考えています。
サプライチェーンもまた、レジリエンスを再検証しなければなり

上しました。しかし、同年第2四半期には黒字へと転換し、以降、

ません。これまで当社は、過去に発生した国内外の自然災害など

収益は右肩上がりに伸びています。以前であれば、危機的な状

を踏まえ、サプライチェーンのグローバル化を推し進めると同時

況に直面すると赤字に転落したり、低空飛行が続いたかもしれま

に、在庫を最小化して生産活動を効率化する仕組みを整えてきま

せん。一旦収益が落ち込んでもそれを1四半期にとどめ、すぐさ

した。しかし、世界中で人の動きが一斉に制限されたCOVID-19

ま盛り返したことに、当社の進化を見ることができました。

を前に、構築してきたサプライチェーンが十分なレジリエンスを発

何より素晴らしかったのが、危機に対する社内の一体感です。
部品が入ってこなければ、設計をすぐさま変更する。商品が作れ

揮しなかったことは明らかです。
部品調達についても同様のことがいえます。従来は生産に必

ないなら別の商品を売り切る工夫と努力を重ねる。開発、調達、

要な部品をタイムリーに必要な量だけ調達してきましたが、半導

生産、販売の全てのプロセスにおいて、全従業員が一体となって

体で顕在化したように全世界的に需給が逼迫するような状況に

の能動的な対応は当社の進化の証左であり、私自身、一種の感

陥ると、まったくモノが作れなくなります。こうした状況を回避す

動と大きな手応えを感じました。残念ながら、中期経営計画で掲

るには、代替が利かない部品であれば、1週間分ではなく、場合

げた財務目標を達成することは叶いませんでしたが、当社の稼ぐ

によっては1年分の量を事前に調達するなど、部品によってメリ

力と危機への対応力は確実に高まったと自負しています。

ハリを効かせた調達が求められます。従来無駄だと思われていた

一方で、従来とは異なるレベルの範囲・スピードで進む外部環
境の変化を踏まえれば、リスクマネジメントのさらなる高度化が
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部分にも、これからの経営の選択肢において不可欠な「糊代」が
あると気づかされました。
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重点戦略の進捗とともに非財務目標を全て達成

ヤマハをより強く。

〜前中期経営計画「 Make Waves 1.0 」総括〜

新中期経営計画「 Make Waves 2.0 」始動
新中計では、当社に連綿と受け継がれてきた企業理念「感動を・

これまでの中期経営計画を通じ、当社は収益力、ブランド力、価

の新たな可能性を見出すことができました。

ともに・創る」と、ヤマハが目指すもの「世界中の人々のこころ豊

値創造力と、段階的に大きなテーマを設定し、企業価値を高めて

定量的な成果に関しては、楽器事業の主要商品であるピアノ

かなくらし」を合わせ、ミッションとして明確化しました。私たち

きました。新中計では新たなステージとして、持続的な成長を可

や管弦打楽器が、前期比で2桁成長を達成したほか、半導体調

が大切にする企業理念を、成長の羅針盤となる中期経営計画に

能とする力を追求していきます。

達や物流の混乱の影響を受け生産や供給が停滞した電子楽器

も明記してほしいという従業員の声に応えるとともに、ヤマハが

では、なぜここで成長力か。経営課題はいくつもありますが、一

ずも、COVID-19の影響が特に大きく表れた期間と重なり、財務

やギターも、強い需要に支えられ成長を達成しています。また、

目指すものを社内外のステークホルダーと共有することが、ミッ

番大きな課題はCOVID-19で落ち込んでしまった売上収益にあ

目標はいずれも未達に終わる結果となりました。しかし、事業活

新興国を中心に展開している「スクールプロジェクト」の生徒数

ションを明確にした狙いです。

ると私は考えています。過去15年の売上収益
（売上高）
を振り返

動が制限された中においても、掲げた4つの重点戦略について着

が、目標の100万人を超え、129万人にまで増加しました。こうし

私たちは、ミッションと経営ビジョンからバックキャストして、そ

ると、2007年3月期の5,500億円をピークに、電子金属事業やリ

実に進捗させたほか、非財務目標は全て達成することができ、将

た実績から、楽器や音楽に対する潜在的なニーズが根強いこと

の実現のために今後3年間でどのような変革を実現しなければな

ゾート施設、リビング事業譲渡などの事業の選択と集中を進めた

来の成長を支える土台はこれまで以上に強固になったと考えて

を再確認しました。同時に、私たちが積極的に働きかけることで、

らないかという観点で新中計の検討を重ねました。その一環とし

ことに加え、リーマンショックなどを経て徐々に下降線を辿り、

います。

お客さまからの評価をもっと獲得し、事業の裾野をさらに広げる

て、ミッションとビジョンを実現するため取り組まねばならない重

2012年3月期には3,500億円水準にまで落ち込みました。そこか

ことができるはずだという自信も持つことができました。

要な経営課題を、マテリアリティとして特定しました。従来ESG・

ら 数 年 か けて 4,000 億 円 台 ま で 盛 り 返 してきました が、

COVID-19により、人々の意識や生活スタイル、価値観は大きく

サステナビリティの文脈で整理していたマテリアリティを、経営の

COVID-19の影響により再び3,000億円台に低下、2022年3月

アコースティックからデジタル、ネットワークに至るまで幅広い技

変化しましたが、そうした変化は、技術と感性、そこから生まれる

マテリアリティとして整理し直すことで、全ての事業活動を一層

期にようやく4,000億円を超えるところまで回復しました。

術を融合させたユニークな商品を数多く発売することができまし

新たな価値創造を追求し続ける当社にとって大きなチャンスをも

統合することを企図しています。

た。離れていてもリアルタイムに音楽が合奏できるオンライン遠隔

たらします。新中計では、先述の経営課題にしっかり取り組みなが

新中計は、着実に積み上げてきた中期経営計画の成果を、さ

長は一定程度可能です。しかし、
「世界中の人々のこころ豊かな

合奏サービス『SYNCROOM』や、仲間と交流しながらスポーツの

ら、前中計で構築した事業基盤をさらに発展させる形で、広がるビ

らに進化させるための次のステップを指し示すものでもあります。

くらし」を実現するために、また、音楽や楽器に潜在的なビジネス

応援ができるリモート応援システム『Remote Cheerer powered

ジネスチャンスを取り込み、持続的な成長を実現する決意です。

（以下、新中計）
を策定・発表しました。その新中計についてお話
しする前に、前中期経営計画「Make Waves 1.0」
（以下、前中
計）
について振り返りたいと思います。
前中計期間の2019年4月から2022年3月までの3カ年は、図ら

一例を挙げれば、研究開発拠点「イノベーションセンター」が

2018年に竣工したのを機に、技術者を1カ所に集約させたことで、

by SoundUD』などが大きな話題となったのは、その成果の一つ

売上収益が横ばいであっても、利益率の改善によって収益成

新中期経営計画の位置付け

です。また、こうした商品やサービスを開発・投入するスピードに

ヤマハが目指すもの

関しても収穫がありました。以前であれば完成度をしっかり高め

MISSION

てから市場に投入していたのに対し、消費者のニーズや生活様式

企業理念

感動を・ともに・創る

の変化に素早く応えるべく、完成度がやや低くても市場に投入

ポストコロナの新たな社会で
持続的な成長力を高めます

し、走りながら品質を磨き上げていくという、いわばアジャイル開

VISION

経営ビジョン

「なくてはならない、個性輝く企業」になる
〜 ブランド力を一段高め、高収益な企業へ〜

発のようなスピード感で開発・マーケティングを進めたのです。

MAKE WAVES 2.0

新
た
な
社

会

COVID-19によって人と人との交流が制限されているからこそ、
音楽の魅力やコミュニケーションの重要性を訴えたいという従業

2022–2025

成長力を高める

エジプトでのスクールプロジェクト
（提供：エジプト・日本学校）

2019–2022

MAKE WAVES 1.0

価値創造力を高める

コ
ロ
ナ
前
の
社

会
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員の熱意が、スピード感に結実しました。収益貢献という点では

世界中の人々のこころ豊かなくらし

2013–2016
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NEXT STAGE 12

YMP2016

ブランド力を高める

収益力を高める
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経営戦略

まだこれからではありますが、今後に向けた製品・サービス開発

2022年5月、当社は新たな中期経営計画「Make Waves 2.0」

社長メッセージ

社長メッセージ

チャンスが今後も見込まれるという私たちの確信を証明していく

込められています。したがって、例えば規模拡大だけを狙った

ためには、将来のあるべき姿を見据えながら、改めて成長にこだ

M&Aなど、単に売上収益を上げるためだけの施策は計画してい

わりたいと私は考えています。

ません。この新中計期間中に当社が持続的に成長していく力をど

「成長力を高める」という言葉には、変化に対するレジリエンス

れだけ培うことができるか、ぜひ注目していただきたいと思います。

も含む、持続的に成長する力を引き上げていこうという決意が

新たな社会で成長力を高めていくために
持続的な成長力を高めるというテーマに向けて、私たちは以下の

の嗜好に合ったサービスも展開し、音・音楽の新たな楽しみ方

3つの方針を策定しました。

を提供します。
経営戦略

③は、喫緊の課題であるレジリエンスの強化に向けた具体策

方針1. 事業基盤をより強くする

です。350億円の投資枠を設け、生産体制の見直し、既存工場の

重点テーマとして、
「①顧客ともっとつながる」
「②新たな価値を

能力向上、IoTなどのデジタル技術の活用など、先行き不透明な

創出する」
「③柔軟さと強靭さを備え持つ」を定めました。①と②

事業環境下でも柔軟に市場へ商品を供給できる体制の構築を

は前中計から引き続き注力するテーマです。①の進捗を測る非

急ぎます。また生産工程に関しては、生産効率向上の観点から

築くべく、CO2 排出量削減を中心とした気候変動への対応に

文化の側面では、音楽演奏人口のさらなる拡大を目指し、器

財務指標としてYamaha Music ID登録数を定め、500万IDをそ

工場ごとに加工や組み立てなど役割を分けていた従来の方針を

加え、楽器材料である木材の持続可能な利用、省資源化、廃棄

楽教育普及支援対象者数や海外音楽教室の生徒数を重要な指

の目標値としました。現在、約400万人にのぼるお客さまとの接

見直し、同一モデルの複数工場での生産や、地域によっては加工

物・有害物質削減に取り組みます。例えば、ピアノを塗装する際、

標として掲げました。音楽文化の発展に不可欠な講師・技術者

点を新規に統一した仕組みへ移行しつつ、さらに100万人上積み

から一気に組み立てまでできるラインを取り入れることも念頭に、

黒の塗料を何度も塗り重ねた後、削って、磨いて仕上げるのです

の養成、音楽家や研究家の活動を支援する取り組みも加速して

していくことで目標の達成を目指します。

すでに工場の再配置に着手しています。このほか、研究開発基盤

が、その結果、塗膜になる塗料の量より、塗装や研削の工程で廃

いきます。

の拡充や、DXによる新たな価値創造・プロセス変革にも取り組ん

棄する塗料のほうが多くなってしまいます。深みのある美しい発

でいく計画です。

色には欠かせない工程ですが、環境負荷は決して低くありません。

方針3. ともに働く仲間の活力最大化

そうした環境負荷までを含めた製品情報がお客さまと共有され

重点テーマとして、
「①働きがいを高める」
「②人権尊重とDE&I

れば、今後は木地の風合いを生かしたピアノのほうが評価される

を推進する」
「③風通しが良く、皆が挑戦する組織風土を醸成す
る」を定めました。

②については、前中計の取り組みを引き継ぎ、アコースティッ
クとデジタル、双方の技術を持つという当社の強みを生かした製
品ラインアップをさらに拡充します。新中計では、新コンセプト
商品投入数を指標として掲げていますが、すでにさまざまな

方針2. サステナビリティを価値の源泉に

アイデアが出てきており、大いに期待しています。また、Yamaha

「環境」
「社会」
「文化」の3つの視点から重点テーマを定めました。

ようになるかもしれません。消費者の価値観に敏感に反応する

のもと、お客さま情報に基づき一人一人
Music Connect（仮称）

環境においては、地球と社会の未来を支えるバリューチェーンを

ためには、これまでの常識とは異なる発想とお客さまとのコミュ
ニケーションがますます重要になると考えています。
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て、クリエイティビティとその原動力となる「人」は最も重要な経

社会的な側面においては、快適なくらしへの貢献を通じて当社

営資本です。私は、従業員が楽しんで仕事に取り組み、挑戦する

のブランド力や競争力をさらに引き上げるため、リモート演奏や

ためには何が必要かを常に考えています。私自身の経験も踏まえ

遠隔コミュニケーションの実現に注力します。また、サプライ

て、従業員が自ら面白がったり楽しんだりする先に、優れたアウト

チェーンにおける人権配慮の取り組みをより一層強化すべく、サ

プットが生まれると信じているからです。

プライヤー実地監査を60社に導入する目標を掲げました。さら

生産拠点（インド）

音・音楽という人間の感性に関わる事業を展開する当社にとっ

当社は1950年代からグローバルに事業を展開し、日本だけで

に、耳を保護する商品や、音声により交通安全を確保する技術、

なく、世界各地に優秀な人材を擁しています。そうした多様な

音楽を用いたQOL向上への貢献など、音に関わる企業として、健

人材の活力を引き出し、企業としての成長力へとつなげることは、

康と安全の両面から新たな価値を提案していきます。

持続的な価値創出に不可欠です。新中計において、人材の活力

おとの森
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最大化を「施策」ではなく、方針の一つと位置付けたのも、こうし

選択できるようになっています。ただし、短期的な効率性を追求

た考えに基づいています。

するあまり、周囲との信頼関係やクリエイティビティが損なわれ

過去2年間でテレワークが普及し、従業員の働き方の自由度が

てしまうなど、個人にとっても組織にとっても中長期的な成長を

広がりました。一人で籠って仕事をすべきか、あるいはオフィスで

阻害する働き方になってはいけません。個人と組織のクリエイ

周囲と直接顔を合わせて議論したほうがいいのか、従業員一人

ティビティが発揮される仕組みと組織風土を作っていくことこそ

一人が自分の業務の内容や段階に合わせて最も適切な手段を

が、私たち経営層に課された役割であると考えています。

新中期経営計画達成に向けた道筋へのこだわり
音響機器事業については、コロナ禍によって一時的に伸び悩ん

への取り組みを推進していくとともに、それぞれ3つずつ合計9つ

だものの、潜在的な市場成長ポテンシャルは決して低くないと見

の非財務目標を掲げて取り組んでいきます。その上で財務目標と

ています。すでにいくつかの成長の芽が出始めてきており、それら

して、売上成長率20%、事業利益率14%、ROE・ROIC10%以

を組み合わせてシナジーを創出することで、
「成長」ポジションへ

上の達成を目指します。地政学的リスクの増大に起因した原油

の移行を図ります。

経営戦略

ここまでご説明した新中計の3つの方針に沿って、各重点テーマ

変革を促すガバナンス

価格の高騰や半導体調達難などの要因を背景に、原材料価格の

今回発表した新中計については、中身だけでなく、説明の手順

高騰が顕著となっており、業界で価格転嫁への動きが広がって

にもこだわりました。従前であれば、まず財務目標を提示して、そ

います。当社においては、2022年3月期は、約120億円のコスト

の目標を達成するためにどんな施策を講ずるのか、という順番で

ガバナンスに関しては、取締役会の議論の質が一段とレベルアッ

問う議論を重ねることで、ガバナンスの機能の一つは中長期的な

増がありましたが、そのうちのおよそ半分は価格の適正化により

説明してきました。しかし新中計では、従来とは逆のアプローチ

プしていると感じています。2021年6月に取締役に就任した篠原

価値創造に向けた変革の後押しにあることを実感しています。

吸収できています。新中計初年度の2023 年 3月期は、さらに

で、目指すべき大きな方向性と経営のあり方をまず提示し、成長

弘道氏と吉澤尚子氏の両氏は、デジタル技術を活用した事業を

2020年に設けた監査役員は、懸案だった監査機能と情報収

50〜60億円のコスト増が見込まれますが、2022年3月期からの

のための課題を整理した上で、具体的な施策と非財務目標を

展開する大企業での経営経験を有し、技術視点からのマネジメン

集能力の強化に大きく寄与しており、監査委員会のメンバーに

持ち越し分を含め、価格適正化の推進によりコスト増加分全て

示し、最後に、これらをやり切った結果達成される財務目標を掲

トのポイントに深い洞察をお持ちです。多様なバックグラウンドと

とっても、非常に頼りになる存在となりました。執行においても良

を相殺していく計画です。

げる、という順番で説明しています。これは、数字だけが注目され

知見を持つ社外取締役から意見や助言を得ることで、私自身にも

い意味で緊張感が高いレベルに保たれており、ガバナンスや内部

新中計では今後目指すべき事業ポートフォリオのあり方につい

ることを避けるとともに、従業員が計画を理解しアクションにつ

多くの気づきがあります。当社が今後実現すべき変革の本質を

統制の質の継続的な向上に期待しています。

ても示しています。ピアノや管弦打楽器を中核にして稼ぐ力を維

なげる、換言すれば「腹落ち」するためにはどのように説明すべき

持・強化しつつ、電子楽器をさらに伸ばし、次の柱としてギター

か、という観点で練り上げたものです。株主・投資家の皆さまに

や部品装置、新たなサービスの育成を図ります。中でもギターは、

も同じ順番で計画を説明することで、社内外で発信するメッセー

これまで比較的低いシェアで推移していましたが、確実な成長を

ジを一致させることにも留意しています。

続けており、
「成長」ポジションへの移行を視野に収めています。

成長ドライバーとしての無形資産

真剣に取り組む姿勢こそヤマハの真骨頂
私は、サステナビリティと収益成長は正の相関関係にあると確信し
ています。サステナビリティに対する社会全体の意識の高まりに呼

引き続き充実した対話を積み重ねていく考えです。今後とも変わ

応し、サステナビリティにどこよりも早く真摯に取り組むことが、ブ

らぬご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

ランドイメージの向上と、当社の製品やサービスが多くのお客さま
から支持されることにつながります。つまり、新中計で示した非財

さまざまな無形資産の中でも、当社は技術力を特に重視してきま

加え、今後はYamaha Music IDを格納するデータベースとなる

務目標達成への取り組みに真剣に取り組めば取り組むほど、当社

した。単に技術開発の最先端を行くだけでなく、
「聞く」という人

顧客情報基盤が無形資産としての重要性を増すと想定していま

の成長力はますます磨きがかかるということになります。新中計初

間の感性を定量化して製品開発に生かす技術力は世界でも随一

す。単純な規模の拡大を狙ったM&Aは計画していないことは先

年度となる2023年3月期は、何事にも真面目に真剣に取り組むと

と自負しています。この当社らしい技術のさらなる進化が、新中

述の通りですが、技術力、知的財産、消費者データなど成長力を

いう当社の真骨頂を発揮し、成長力が着実に備わっていることを

計でも重要な成長ドライバーになると考えています。

高める無形資産を強化するためのM&Aに関しては、積極的に検

ステークホルダーの皆さまに証明する1年にしたいと考えています。

社会やマーケットの変化を見据えたビジネスモデルの進化と

株主や投資家をはじめとするステークホルダーの皆さまとは、

2022年9月

取締役 代表執行役社長

討していきます。

いう観点では、継続的に磨き上げてきた技術力とブランド力に

24
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前中期経営計画「Make Waves 1.0」のレビュー

ヤマハグループを取り巻く経営環境認識

前中期経営計画
（以下、前中計）
「Make Waves 1.0（
」2019/4〜

COVID-19による社会活動の制約やサプライチェーンの混乱に

COVID-19 により、デジタル化、多様化、サステナビリティへの意

これらの環境変化によってもたらされる「新たな社会」は音・

では、中長期的に目指す姿
（経営ビジョン）
“「なくてはな
2022/3）

よる事業活動への甚大な影響から財務目標は未達となりました

識の高まりなど、前中期経営計画で前提としていた環境変化が

音楽を原点に“技術×感性”で新たな感動と豊かな文化を追求し

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

が、
「顧客ともっとつながる」
「新たな価値を創造する」
「生産性を

一気に加速しました。人の移動や対面の活動が制約される一方

てきたヤマハグループにとって、さらなる大きな機会となると認識

な企業へ〜”に向けて、
「顧客・社会とのつながりを強化し、価値

向上する」
「事業を通じて社会に貢献する」といった重点戦略は

で、オンラインを介したモノや情報のやりとりが拡大し、新しい生

しています。一方、COVID-19による経済活動の停滞、サプライ

創造力を高める」ことを基本戦略として掲げ、4つの重点戦略を

着実に進捗し、
「Make Waves 1.0」で初めて掲げた非財務目標

活様式に対応する製品、サービスが生まれてきています。サステ

チェーンにおける予期せぬ供給停止などを主なリスクとして認識

進めてきました。

については、コーポレートブランド価値、新興国の器楽教育普及、

ナビリティ意識の一層の高まりは、人々の関心が経済的繫栄を

しています。

認証木材採用率のいずれも達成しました。

超えた本質的な心の豊かさに向かっていることの証左であると考
えられます。

重点戦略の進捗

マテリアリティの特定においては、これらの経営環境変化を考
慮しています。

〇「Make Waves 1.0」で達成 △新中計への繰り越し課題

もっとつながる

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

顧客情報基盤の統合が進捗、デジタルマーケティングを加速

〇

車載ブランドオーディオ5社の採用獲得しドメイン拡大

〇

半導体調達・物流難による供給不足により販売機会喪失

△

幅広い技術の融合によりユニークな商品を発売

〇

遠隔等の新需要を捉えた商品・サービスを提供

〇

各種情報基盤整備を推進、新中期経営計画より活用フェーズへ移行

△

COVID-19をきっかけに新たな働き方促進と業務変革を加速

〇

インド工場立ち上げ、生産能力・モデル数拡大

〇

コロナ禍、コスト低減努力をコスト上昇が上回る

△

新たな国にヤマハ音楽教室を開校
（サウジアラビア初の公認施設）

〇

CDP「2021年度気候変動Aリスト企業」に選定

〇

健康経営銘柄2022に選定

〇

財務目標

経営戦略

顧客と

環境変化がもたらす「新たな社会」

環境予測

環境予測

環境予測

デジタル化の加速がもたらす大変革

ライフスタイル・価値観の多様化

サステナビリティへの意識の高まり

産業構造、世の中が大きく変化

自動化･便利さが新たなステージへ

企業の社会的責任がより一層求められる

顧客とよりダイレクトで緊密なつながりが強まる

より精神的な満足や本質が求められる時代へ

社会への貢献が中長期的に企業価値創造に
つながることが広く認知される

Make Waves 1.0

売上収益（億円）

（2019/4〜2022/3）

事業利益（億円）

COVID-19により、人々の意識・環境が急激に変化、ポストコロナの「新たな社会」へ移行

事業利益率（%）

13.8%

• 本質的な心の豊かさが求められ、音・音楽は人間必需品として、より必要とされる時代に
• デジタル・オンラインへ人々の購買行動がシフトし、EC利用が拡大

12.1%

売上収益（億円）
事業利益（億円）

10.9%

10.5%

2019/3実績

2020/3実績

2021/3実績

2022/3実績

4,344

4,142

3,726

4,082

• 遠隔合奏・会議など、音・音楽の楽しみ方、コミュニケーションのあり方が変化

2022/3 目標値

4,700

527
12.1%
11.1%
222円

464
11.2%
10.1%
195円

407
10.9%
7.4%
151円

430
10.5%
9.2%
215円

650
13.8%
11.5%
270円

米ドル

111

109

106

112

110

ユーロ

131

122

121

131

125

事業利益率

ROE
EPS
為替レート
（円）

11.2%

「新たな社会」は、“技術×感性”のヤマハにとってさらなるチャンス

非財務目標
コーポレートブランド価値1.5倍に、
目標の1.3倍を達成
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スクールPJ生徒数129万人に、
目標の100万人を達成

認証木材の採用率
目標の50%を達成
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ヤマハグループのマテリアリティ
にとっての重要性およびお客さま、株主、投資家、従業員、地域社

当社グループの重要な経営課題として、新たに
「事業基盤」
「環境・

会などステークホルダーの皆さまの声に基づいて、
マテリアリティ

社会」
「人材」の3領域10項目のマテリアリティを特定しました。

を特定しました。特定したマテリアリティは経営会議、取締役会

新中期経営計画
（以下、新中計）
ではこのマテリアリティに基づ

ヤマハが目指すもの

MISSION
ポストコロナの新たな社会で

で議論を重ね、最終的に取締役会にて決議しました。

き3つの方針「事業基盤をより強くする」
「サステナビリティを価値

「事業基盤」におけるマテリアリティの特定では、特に事業活動

の源泉に」
「ともに働く仲間の活力最大化」を設定し、各方針に基

に及ぼす影響を重視し、当社を取り巻く経営環境からミッション

づく具体的施策としてそれぞれ3つの重点テーマを掲げています。

やビジョンの実現のために重要となる課題の検討を行いました。

持続的な成長力を高めます

なお、
「環境・社会」
「人材」についてはこれらの領域をサステナビ

MAKE WAVES 2.0
成長力を高める

19

いては、P.44、および下記をご参照ください。

〜 ブランド力を一段高め、高収益な企業へ〜

D-

評 価 対 象とする経 営 課 題や社 会 課 題を抽出し、ミッション

経営ビジョン

「なくてはならない、個性輝く企業」になる

VISION

2022–2025

CO
VI

リティに関するマテリアリティとして位置付けています。詳細につ

企業理念

経営戦略

マテリアリティの特定プロセス

世界中の人々のこころ豊かなくらし
感動を・ともに・創る

新
た
な
社
会

ヤマハグループを取り巻く中長期的な経営環境変化を踏まえ、

位置付けと基本方針

2019–2022

MAKE WAVES 1.0

価値創造力を高める

コ
ロ
ナ
前
の
社

会

（ヤマハが目指すもの、企業理念）
やビジョン
（経営ビジョン）
の実現

マテリアリティの特定プロセス

2016–2019

YMP2016

2013–2016

Step 2. マテリアリティの特定

Step 3. 承認

評価対象とする経営課題・社会課題を抽出し、

ミッションやビジョンの実現に向けた

特定したマテリアリティについて、

その中からヤマハグループの事業に

事業視点での重要性とステークホルダーの

取締役会にて承認

関連性の高い分野に絞り込み

皆さまの声を踏まえ、マテリアリティを特定

Step 1. 重要課題候補の抽出

https://www.yamaha.com/ja/csr/materiality/

マテリアリティ
• 顧客とのつながり
• サービスを組み入れた
新たな価値の提供

技術

• 最先端技術と感性の融合
による新価値創造
• オープンイノベーションの創出

モノ
づくり
品質

• 絶対的な顧客信頼を得る品質
• 新たな価値の創造と
さまざまな分野でのプロセス変革

DX
ガバ
ナンス

28

• クラフトマンシップとテクノロジー
• レジリエンスの強化

• グループガバナンスの強化
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ブランド力を高める

収益力を高める

「世界中の人々のこころ豊かなくらし」の実現に向けて

サステナビリティに関するマテリアリティについては、以下をご参照ください。

顧客

NEXT STAGE 12

企業」になるを経営ビジョンとして、中期経営計画の各ステージ

当社グループは事業活動を通じて、
「世界中の人々のこころ豊か

で収益力、ブランド力、価値創造力などの企業価値を着実に高め

なくらし」を実現することを目指しています。そのために、
「感動

てきました。

を・ともに・創る：私たちは、音・音楽を原点に培った技術と

新たなステージである「Make Waves 2.0」では、ポストコロナ

感性で、新たな感動と豊かな文化を世界の人々とともに創りつづ

で大きく様相が変化した新たな社会で持続的な成長力を高める

けます」を企業理念に掲げ、当社グループの行動の原点としてい

ことを基本方針とし、さらに企業価値を向上させていきます。

ます。また、中長期的に目指す姿「なくてはならない、個性輝く

事業基盤

事業活動における
重要な経営課題

人材

人材

社会・企業の資産である
人材に係る
重要な経営課題

環境・社会
社会の一員である
企業としての
重要な経営課題

• 働きがいの向上
• 人権尊重と DE&I*
皆が挑戦する
• 風通しが良く、
組織風土の醸成

新中期経営計画基本方針：新たな社会で持続的な成長力を高める

* DE&I：Diversity, Equity, and Inclusion

環境

• 気候変動への対応
• 持続可能な木材の利用
廃棄物・有害物質削減
• 省資源、

社会

• 平等な社会と快適なくらしへの貢献
• バリューチェーンにおける人権尊重

文化

発展
• 音楽文化の普及、

方針1

方針2

方針3

事業基盤をより強くする

サステナビリティを価値の源泉に

ともに働く仲間の活力最大化

マテリアリティに関する取り組みについては、新中期経営計画（P.30–37）
に加え、以下のページをご参照ください。
顧客

P.62–69、P.76–77

環境

P.45–49、P.74–75

技術

P.62–75

社会

P.50–51、P.62–69

モノづくり

P.62–75

文化

P.62–69、P.76–77

品質

P.62–75

DX

P.54–55

ガバナンス

P.78–101

人材

P.50–53
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方針と重点テーマ
方針1

方針2

方針3

事業基盤をより強くする

サステナビリティを価値の源泉に

ともに働く仲間の活力最大化

前回からの継続テーマである
「顧客ともっ

サステナビリティは企業価値の創出と相反

「ともに働く仲間の活力」は全ての価値創造

とつながる」
「新たな価値を創出する」に加

するものではなく、むしろ企業価値を高める

の原動力であると認識しています。従業員

え、
コロナ禍で学んだ教訓を生かし、
「柔軟

「価値創造の源泉」であると考え、環境・社

一人一人が最高のパフォーマンスを発揮で

会・文化の視点で取り組みを推進します。

きるよう、一人一人の個性を生かす経営を

さと強靱さを備え持つ」を定めました。

価値伝達

顧客情報基盤

デジタル×リアルを統合したハイブリッドな価値訴求

顧客情報基盤（Yamaha Music ID）
を拡充し、

商品価値・ブランド価値の伝達強化にデジタル・リアルを統合し

ライフタイムでユーザーの音楽生活とつながる

たコミュニケーションで取り組みます。デジタルマーケティングに

前中計で進めてきた、
さまざまな会員登録制度の整備と顧客情報基

顧客情報を掛け合わせ、より効果的な訴求を実現するとともに、

盤の構築について、新中計ではお客さまとより深くつながることを目

ブランドショップの海外展開も順次進めていきます。

指し、
お客さま一人一人に資するサービスへと具現化していきます。

ダイレクト
（デジタル）

ブランド体験拠点

マーケティング

Yamaha Music ID登録数

500万ID

行います。
重点テーマ

顧客ともっとつながる

地球と社会の未来を支える
バリューチェーンを築く

新たな価値を創出する

快適なくらしへの貢献で
ブランド・競争力を向上する

顧客

ヤマハ

経営戦略

重点テーマ

Yamaha
Music ID

重点テーマ

環境

働きがいを高める

顧客情報に基づき

ヤマハの世界観を伝え

顧客ごとに最適な価値を伝達

“心震える瞬間”を創出

社会

人権尊重とDE&Iを推進する

文化

柔軟さと強靭さを備え持つ

方針

1

新たな価値を創出する
ヤマハの強みであるアコースティック技術とデジタル技術を掛け合わせた新たな製品を開発する一方、本質の深化にもしっかり取り組

風通しが良く、皆が挑戦する
組織風土を醸成する

音楽文化の普及・発展により
市場を拡大する

みます。また、製品売り切り型のビジネスから脱却し、広く、長く、深くお客さまとつながるためのサービス構築を目指します。

事業基盤をより強くする

顧客ともっとつながる
デジタルマーケティングとリアル拠点の活動を統合したハイブリッドな価値訴求に加え、メーカー直販の拡大により、お客さまとのつ
ながりをより一層強化します。また、顧客情報基盤を拡充・活用し、お客さま一人一人の音楽生活に寄り添う価値訴求やサービスの
提供を充実させます。

直接顧客とつながる販売の進化

特約店販売

メーカー直販

（店舗＋EC）

（EC）

ヤマハ

ヤマハ

前中計ではダイレクトマーケティングに注力し、メーカーである当

舗への送客事例を創出しました。新中計では、価値伝達のさらな
る強化のため、当社からお客さまへダイレクトに販売する仕組み

サービス

アコースティック技術とデジタル技術の融合で

LTV戦略*1を加速、外部連携・UGC*2などを活用し

ヤマハならではの新たな製品を生み出す

音楽生活をより楽しむためのサービスを展開

当社が持つ競争優位性の源泉となるさまざまな技術を融合させ、

顧客情報基盤に基づき、一人一人のニーズに合わせたサービス

他社にはまねのできないユニークな製品やサービスの提供を行っ

を提供することでお客さまと広く・長く・深くつながり、LTV向上

ていきます。特に、
「いつでも・誰でも・どこでも」音・音楽を楽し

を目指します。現在当社が提供しているさまざまなアプリやコン

める商品をはじめとした、新コンセプト商品を数多く投入するこ

テンツを、Yamaha Music Connect（仮称）
上に統合し、音楽活

とで、新たな価値の創出に取り組んでいきます。

動を充実させるサービス、新たな体験を提供していきます。
*1. LTV：Life Time Value *2. UGC：User Generated Contents

販路

社からお客さまに対し直接価値伝達を行い、つながることで、店

製品

価値伝達・
サービス

心震わす
表現力

シミュレー
ション

サービス
（デジタル）
マーケティング

を拡充していきます。当社がお客さまに直接価値伝達することで、

サービス

販売

素材解析

顧客

顧客

ヤマハグループ 統合報告書 2022

素材加工

歌唱合成

新たな体験

Yamaha Music ID
顧客情報基盤に基づき、一人一人に

音・音楽の

最適なサービスを設計

新たな楽しみ方

オンライン

音源

レッスン

デジタル
センシング

どこでも

Yamaha Music Connect

信号処理

人と人を
つなげる

誰でも
顧客感性
評価

演奏
動作解析
製造技術

30

計測

アコースティック

パートナー

市場とお客さま両者にベネフィットが生まれ、当社とのつながり
が一層強まるような仕組みづくりを積極的に進めていきます。

20モデル

いつでも

ダイレクト

特約店

商品投入数

優しい機能

ヤマハの強み

価値伝達・

販売

新コンセプト

多彩で人に

新たな製品

手軽に
制作・発表

製品デザイン
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感性とAI技術・ネットワーク技術

合わせることで、他社にはまねのできないユニークな製品・サー

先進的な技術と豊かな感性で新たな感動体験を創造

ビスを提供し、新たな体験価値を創出していきます。

楽器づくりから始まった長い歴史の中で培われた感性に関する

研究開発については、P.70をご参照ください。

一人一人の個性に

人をつなげる

寄り添う

AI技術

コンピタンスをベースにして、アコースティック・デジタル技術や、

伴奏

データ解析・クラウド技術、そして一人一人の個性に寄り添い、

価値を創造する

ネットワーク技術

感性

遠隔合奏
セキュリティ

練習

人をつなげるAI・ネットワーク技術など、さまざまな技術を組み

2

サステナビリティを価値の源泉に

環境：地球と社会の未来を支えるバリューチェーンを築く

深い理解と知見は、当社の競争優位性の源泉です。製品・サー
ビスで新たな価値創出を目指す上で、この感性価値に関わるコア

方針

2050年カーボンニュートラルを目指し、事業活動におけるCO2排出量削減に取り組みます。また、持続可能な木材の利用では、希少
木材の育成保全に取り組むほか、代替材の研究にも力を入れていきます。そのほか、廃棄物や有害物質の削減、製品の長寿命化にも
取り組み、地球環境の保全に努めます。

持続可能な木材の利用

2050年カーボンニュートラルを目指して、省エネや再生可能エネ

高品質で楽器に適した木材を

ルギーへのシフトなどを通じて、事業所使用エネルギーのCO2排

持続的に調達するために、地

環境変化に影響されにくい事業体を目指し、調達・生産のレジリエンスを強化し、既存工場の生産能力を向上させます。新中計期間

出量削減に取り組みます。2018年3月期比で、省エネによるCO2

域社会と一体となって循環型

中、生産インフラには350億円の投資を、開発基盤の強化では、首都圏に新たな研究開発拠点を新設し、社外リソースの活用・連携

排出量（排出量／生産高）削減5%を目指します。

の森林づくりを実現する「おと

柔軟さと強靭さを備え持つ

を加速します。一方、デジタルトランスフォーメーション
（DX）
ではプロセス改革と新たな価値の創出に挑みます。

生産・技術開発

完成予定の新たな首都圏拠点では、ブ

需要・環境変化に対応する供給力強化

ランド発信や営業活動のみならず、研

COVID-19による影響を大きく受けた経験を踏まえ、調達・生産

究開発拠点としても稼働を予定してい

のレジリエンスを強化していきます。調達先や部品数については

ます。社外リソースの活用と連携を強

戦略的に絞り込み、リスクも考慮した管理にシフトしていきます。

化するなど、首都圏におけるさまざまな

また、従来は特定の品番の生産拠点は一つの工場に固定されて

オープンリソースや英知を最大限に取

いましたが、複数エリアで生産できるグローバル最適な生産

り入れ、オープンイノベーションを推進していきます。

また、製品の省エネルギー化を図るとともに、サプライヤーと

の森」活動を行政や学術機関

の協業、物流積載効率向上などの施策を通じて、調達、物流など

と連携し、国内外で展開して

におけるCO2排出量削減にも取り組みます。

います。このほか、持続可能性に配慮した木材利用や、既存材を

2030年度

アフリカン・ブラックウッドの植栽
（タンザニア）

超える性能の代替材研究を推進します。

カーボンニュートラル達成への道筋（スコープ1＋2）
2050年度

55% 削減

横浜みなとみらい21

経営戦略

気候変動への対応

90% 以上削減

スコープ1

スコープ2

持続可能性に配慮した木材

使用率75%

3樹種の育成・保全
※ 3樹種：アフリカン・ブラックウッド、
アカエゾマツ、インドローズウッド

基盤を構築することで、カントリーリスクも含めた事業環境の
変化にかかわらず、QCDSE（Quality、Cost、Delivery、Safety、

DX

Environment）を継続的に改善できる体制を整えます。加えて、

DXによる新たな価値の創出とプロセス変革

既存工場の能力向上については、AIやIoT、センサー技術を活用

新中計では、新価値創出とプロセス変革のためのデータ活用を

したスマートファクトリー化を推進する

進めていきます。

とともに、特にインドネシア工場、イン

生産インフラへの投資金額

350億円

ド工場における生産能力を増強し、拡
大している需要に対応していきます。

「新たな価値の創出」を目指し、顧客データを活用し、一人
一人に最適化したサービス提供を行うとともに、蓄積された音・

省資源化、廃棄物・有害物質削減
サーキュラー素材の活用やプラスチック使用量削減などを通じ
オフセットによりカーボンニュートラル達成↑

て、枯渇性資源の新規投入量、廃棄物削減を進めていきます。製
品の長寿命化については、楽器メンテナンス・リペア技術やサー

省エネによるCO2排出量削減5%
※ CO2排出量／生産高2018年3月期比

ビス体制の整備、製品のリニューアルやアップグレードモデルな
どを拡充していきます。また、塗料や接着剤中の揮発性有機化合
物など有害物質の削減にもこれまで以上に取り組んでいきます。

音楽の演奏・感性データを、新たな技術へ活用できるよう、シス
テム構築を進め、社内外のさまざまな仕組みとの連携を通じて、

生産エリア1

生産エリア2

新たな体験を提供していきます。また、
「プロセス変革」において

CDP気候変動

新規小型製品

供給停止

供給可能

は、従業員の意思決定・行動につなげるため、データを使いこな

Aリスト企業継続

梱包材プラ廃止

市場
複数エリアでの生産体制を構築することで、1エリアの生産が停止しても、
他
のエリアから商品が供給でき、
影響の軽減が可能に

す人材の育成・確保を進めるとともに、データによる現状の可視
化・状況認識が容易に行える基盤を構築していきます。さらに、
生産からお客さままでがつながる新たなSCMシステムを本格稼

物流積載効率向上

働することで、各領域情報の連動と意思決定を全体最適化して

5%

イノベーションを生み出す開発基盤の強化

いきます。販売業務・生産管理の標準化・効率化については、

2018年に新設した研究開発拠点「イノベーションセンター」に、

現在各拠点で異なるシステムや業務プロセスが使用されていま

技術者を集約し、幅広い技術を融合させることで、ユニークな

すが、共通のERPを導入・統一し、情報を集約することでより

商品やイノベーションを生み出すことができました。2024年に

精度の高いオペレーションを実現していきます。

32
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社会：快適なくらしへの貢献でブランド・競争力を向上する

地域音楽文化への貢献

新たな社会に対応し、
「遠隔」
「非接触」などの分野で、人々の役に立つ商品・サービスを提供します。平等な社会の実現のために、

地域の音楽文化の保護・発展のため、地域文化に根差した製品

バリューチェーンにおける人権尊重にも取り組みます。ヤマハならではの取り組みとして、音響製品におけるリスニングケアなど音に

開発とローカルコンテンツの拡充を目指します。音楽文化の普及

関わる健康と安全への貢献に力を尽くします。

と発展に貢献すべく、音楽講師や技術者の育成に注力するほか、
若手音楽家や音楽研究家の活動支援や、もっとピアノを身近に

新たな社会に対応した遠隔・非接触環境づくり

基準」の順守を明記するとともに、サプライヤーに対して定期的

感じてもらうための活動「LovePiano®*」をさらに拡大・展開し

快適で臨場感のあるリモート演奏・レッスン、高品質で自然な遠

に自己点検を要請しています。

ていきます。

隔コミュニケーションの実現など、ヤマハならではの技術とノウハ
ウで、新たな社会に対応した安心快適な空間を実現し、人々の快

新中計では、サプライヤー実地監査を導入し
（60社）、人権

地域・民族楽器を再現した電子楽器

LovePiano®

* LovePiano®：駅や空港、商業施設などに設置した誰でも自由に弾けるピアノ

デューディリジェンスのレベル向上を図ります。

適なくらしをサポートします。

60社

方針

3

ともに働く仲間の活力最大化

経営戦略

サプライヤー実地監査導入

働きがいを高める
音に関わる健康と安全への貢献
講師と生徒をつなぐリモートレッスン

音と映像技術で快適な遠隔会議

バリューチェーンにおける人権尊重
バリューチェーン全体でのサステナビリティ推進に努めており、
サプライヤーとの取引契約書に「ヤマハサプライヤーCSR行動

耳への負担を軽減する独自技術「リスニングケア*」を搭載したイ

「ヤマハで働く価値」を創出すべく、新たに始めたグローバルな従業員サーベイなどを活用し、具体的な施策を講じることで、
働きがいの継続的向上を目指します。

ヤホンや車載緊急通報システム用音声通話モジュールなど、音

グローバル視点でビジネスをけん引するリーダーの

技術によるソリューションを提案してきました。

育成と適所適材配置を実現します。また、自律的な

新中計でも、音に関わる技術で、社会課題の解決を通じて、

キャリア開発支援を強化するとともに、多様で柔軟

人々の健康と安全に貢献していきます。

な働き方の支援など、働きがい向上に向けた取り組

* リスニングケア：耳への負担を軽減する当社独自技術

みを推進します。

音楽文化の普及・発展への貢献は、まさにヤマハならではの取り組みです。前中計でも「スクールプロジェクト」の推進に力を入れてき
ましたが、新たな国への展開など、より一層の拡大を目指します。また、電子楽器で取り組んでいる地域文化に根差した製品開発や、
音楽文化発展に不可欠な講師・技術者の育成、若手音楽家・音楽研究家の活動支援などに力を注ぎます。

2倍

人権教育や人権デューディリジェンスに力を入れるとともに、女性活躍などを推進し、多様な人材構成を目指します。その上で、多様
な人材一人一人の個性を生かす経営を実現します。
人権教育や人権デューディリジェンスの推進、女性
活躍推進やグローバル人材マネジメントなどを通じ

楽器演奏人口の拡大

て多様な人材構成を図り、人材一人一人の個性を

従前の方式にとらわれず、新たな社会における音楽教室のあり方

生かすことで、人材資源の最大化と事業の発展、

を追求していきます。また、演奏支援機能・アプリ・サービスを通

企業価値の持続的向上を目指します。

じて、楽器未経験者や休眠層に楽器演奏のきっかけを提供する
各国のスクールプロジェクト

各種音楽演奏支援・管理アプリ

着実に広がりを見せている新興国の学校教育への器楽教育普

管理職女性比率

クロスボーダー配置

グローバル19%

30名

風通しが良く、皆が挑戦する組織風土を醸成する
心理的安全性が確保された働きやすい職場づくりを進め、互いをリスペクトし働きやすい組織文化や、多様な人材の知恵や発想から
多くの挑戦や共創が生まれる組織風土を醸成します。

及を推進する「スクールプロジェクト」は、10カ国累計230万人を

多様な対話の機会を創出し、コミュニケーションの活

目指します。

性化を図っていきます。また、失敗を恐れず挑戦でき
海外音楽教室

＋10万人

34

継続的向上

人的投資額

人権尊重とDE&Iを推進する

文化：音楽文化の普及・発展により市場を拡大する

など、楽器演奏人口の拡大に取り組みます。

従業員サーベイ
働きがい肯定的回答率

ヤマハグループ 統合報告書 2022

新興国の学校教育への器楽教育普及

支援対象10カ国
累計230万人

る組織風土・文化の醸成に向けて、さらなる改革を
推し進めることで、従業員それぞれが互いにリスペク

従業員サーベイ
働きやすさ肯定的回答率

継続的向上

トでき、働きやすい組織文化を築くことを目指します。
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新中期経営計画「 Make Waves 2.0 」

新中期経営計画「 Make Waves 2.0 」

経営目標（非財務・財務）

新中計では、成長力と収益力の強化の両立を目指し、4つの財務

4つの指標の具体的な目標は、売上成長率20%、事業利益率

目標を設定しました。前中計から継続の目標であり、財務目標の

14%、ROEとROICはいずれも10%以上です。事業利益率14%

核となるのは「事業利益率」
と
「ROE」
です。これらに加え、成長力

は前中計で掲げた目標に再挑戦する水準として掲げています。

新中計では、3つの方針それぞれで重点テーマに関連した非財

財務目標は、ヤマハが目指す「世界中の人々のこころ豊かなく

務指標を掲げています。これは、非財務目標の各項目を含めた

らし」のために行う施策の結果であると捉え、各目標達成に向け

の指標として新たに
「売上成長率」と
「ROIC」を設定しました。

これら4つの数字は戦略に基づくさまざまな施策の結果として達

各種の施策にしっかり取り組むことが、財務目標への到達につ

取り組んでいきます。

ROICは投下資本全体に対する収益性を測る指標ですが、ROE

成されるものであり、財務目標を達成し生み出された資金を、

との違いは分母に有利子負債を加え会社経営のための資本を広

将来に向けた投資や株主への還元につなげていきます。

ながるという考えからです。

く捉えること、分子は事業利益から税金を引いた利益のため本業

非財務目標

に特化していることです。

事業基盤を

新価値創出指標

レジリエンス指標

Yamaha Music ID登録数

新コンセプト商品投入数

生産インフラへの投資金額

新規

前中計：10モデル

前中計：270億円

500万ID

より強くする

20モデル

350億円

事業ポートフォリオと方向性

経営戦略

顧客ともっとつながる指標

高

サステナビリティを

器楽教育支援対象10カ国

価値の源泉に

累計

230万人

働きがい指標
従業員サーベイ 働きがい肯定的回答率

継続的向上

活力最大化

持続可能性に配慮した木材使用率

省エネによるCO2排出量削減

75% ※ 当社基準

5%

現：想定55%

現：累計129万人

ともに働く仲間の

育成

環境負荷低減指標

働きやすさ指標

管理職女性比率

従業員サーベイ 働きやすさ肯定的回答率

継続的向上

19%

現：2022年3月期実績63%

現：2022年3月期16.5%

ギター：CAGR 10%

積極的に投資し
規模拡大により
収益性を改善しながら

2018年3月期比

女性活躍推進指標

グローバル

現：2022年3月期実績66%

※ CO2排出量／生産高

情報基盤の活用をさらに進め、お客さまともっとつながることに

高めていくことや、省エネによるCO2排出量削減に取り組むなど、

加え、新たな価値の創造の提案とレジリエンス強化に向けた投

資源保全に取り組んでいきます。
「ともに働く仲間の活力最大

資を前中計よりも増加させていきます。
「サステナビリティを価

化」では、管理職女性比率の向上や、一人一人の働きがいや働

値の源泉に」では、まず、音楽文化の普及に向けた活動として、

きやすさを高める取り組みを進めていきます。

事業利益率

14%

財務目標

成長力と収益力の
強化を両立

10% 以上

ROE

再構築

ROIC*

成長投資と株主還元に
バランス良く配分

投資と株主還元

1,700億円（3年間）

1,700億円（3年間）

減価償却費

通常投資

400億円

400億円

総還元性向

650億円

（WACC*1：7.6%）

50%
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中核

ピアノ：CAGR 5%

高付加価値商品の

音響：CAGR 10%

拡大により
事業の柱として

管弦打楽器：CAGR 7%

収益基盤を強化する

稼ぐ力をより高める

低

M&Aなどを積極的に模索

※ CAGR：中期経営計画3年間の年平均成長率

事業成長を加速させる外部連携などに取り組む

成長事業

減価償却費と同水準

中核事業

生産施設・設備の拡大
戦略投資

10% 以上

*1. 株主資本コスト、WACCは2022年3月現在
（親会社の所有者に帰属する株主資本＋有利子負債）
*2. ROIC＝税引後事業利益÷
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営業キャッシュ・フロー

サステナビリティ

成長率、収益率がともに高い電子楽器事業を位置付けています。今後、さらなる需要創造により市場成長をけん引し、
事業規模を拡大することを見込んでいます。
成長率以上に収益率に重点を置くピアノ事業、管弦打楽器事業を位置付けています。高付加価値商品の売上拡大により、
より稼ぐ力を高めていく事業です。
収益率に改善の余地があり、高い成長率を見込める「将来の柱」として、ギター事業、電子デバイス事業を位置付けています。

働き方革新（オフィス再編）

育成事業

今後、積極的に投資を行って規模の拡大、収益性の改善を図ります。新サービスは今後期待する成長領域として新中計より
注力し育成します。

新規事業

純利益

投資と還元

高

「再構築」の4象限に各事業を位置付け、経営資源を適切に配分するポートフォリオマネジメントを進めます。

（株主資本コスト*1：7.8%）

2

新サービス
収益率

財務目標

20%

市場成長をけん引し
事業規模を拡大する

今回、当社の主要事業を事業ポートフォリオの視点で整理しました。中長期的に企業価値を向上していくため、
「成長」
「中核」
「育成」

「スクールプロジェクト」の展開国をさらに拡大していくとともに、

売上成長率

電子楽器：CAGR 7%

部品装置

低

売上を拡大し

環境負荷低減に向けて、持続可能性に配慮した木材使用率を

成長
需要創造により

電子デバイス：CAGR 9%

将来の柱を育てる

事業ドメインを広げ

「事業基盤をより強くする」では、デジタルマーケティングや顧客

成長率

音楽文化普及指標

マーケティング、研究開発

1,300億円
株主還元・配当

650億円

M&A等

再構築事業

コロナ禍で特に苦戦した音響機器事業は、環境変化や供給難の中で再構築が必要ですが、新たな市場に事業ドメインを広げ
て売上を拡大すれば、収益基盤の強化が見込めます。音響機器事業は将来的に、右上の成長事業を目指します。
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