事業の進捗
新型 コロナウイルス感染症の影響により、

ANA グループを取り巻く環境が大きく変化しています。
過去最大の難局を乗り越えるため、事業と財務の両面から
迅速な対応を進めるとともに、

あなたにとって
「 ANA グループの DNA 」とは ?

「新しい生活様式」に適合した事業構造への転換を図り、
持続的な成長を追求していきます。

ANA ラインメンテナンステクニクス
整備士

小南 輝幸
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事業の進捗
最新の情報については、以下をご参照ください。
決算説明会資料：

https://www.ana.co.jp/group/investors/irdata/supplement/

各対応策の進捗

中期経営戦略の進捗
当社 グループは2019 年 1月に、2019 〜 20 年度の2年間を対象とした「中期経営戦略 アップデート」を策定しました。その後、

新型 コロナウイルスの影響が顕在化した初期段階より、事業と財務の両面から迅速に対応策を推進しています。

2020年1月に羽田空港を中心とする国際線 ネットワークの拡大計画が確定したことも踏まえ、3月までに「中期経営戦略 ロー
リング」を発表する予定でした。
ところが、2月頃から新型 コロナウイルス感染症による事業への影響が顕在化し始めました。感染の国内外への拡大に伴い、
旅客需要の大幅な減退が長期化することも想定し、まずは喫緊の課題への対応を最優先に実行することとしました。

2018

当社 グループを
取り巻く事業環境

2019

訪日客の段階的拡大

2020

2021

2022

事業面での対応

事業面では、主に以下の4つのテーマに取り組んでいます。

（年度）

• 首都圏空港発着枠の拡大
• 東京2020オリンピック・パラリンピック

2020 年度第 1 四半期における実績

1

需要減少に合わせた
生産量の抑制

生産量・収入連動費用を大幅に削減

競技大会

① 一時帰休制度の活用

2

経営・事業戦略の推移

グループ 36 社、43,500 人に対象者を拡大
② 空港運営体制の見直し など

生産量に応じて一部施設を暫定的に閉鎖

1．中期経営戦略

2018−2022年度

（2018 年2月策定）

2．中期経営戦略 アップデート
（2019 年1月策定）

様 々な項目で固定費の削減を推進

3

2019−2020年度

緊急的な対応策

① 役員報酬、人件費の減額
② 機材関連費用の圧縮
③ 外部委託の削減
④ 管理可能費の大幅な執行削減 など

3．2020年度 航空輸送事業計画
（ 2020 年1月リリース）

4．中期経営戦略 ローリングの策定
主要 テーマにおける
アクションプラン
①
②
③
④
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人員稼働・サービスの
適正化

ESG 経営の推進
生産性向上
顧客 データの活用
イノベーションの促進

2020年度

4

社会的信用の確立

「 ANA Care Promise 」運用開始
（ 6月1日）

2020年2月 〜

新型コロナウイルス
による需要への
影響が拡大

喫緊の課題への
取り組みを優先

需要減少に合わせた生産量の抑制

緊急的な対応策

旅客需要の減退に合わせ、運休・減便や運航機材の小型化

役員報酬や管理職賃金、夏季一時金の減額による人件費の

により生産量を大きく抑制し、燃油費や空港使用料などの

削減などを速やかに実行に移し、収支を改善しています。

変動費を削減しています。

社会的信用の確立
人員稼働・サービスの適正化

お客様に安心して航空機をご利用いただけるよう、社会的信

生産量の抑制に伴い、一時帰休制度などを活用して、人員

用の確立に向けた取り組みを推進しています。ANA では6月

稼働を適正化しています。また、空港の一部施設を暫定的

より「ANA Care Promise」の運用を開始した一方、Peach

に閉鎖するなど、サービス体制とオペレーションの効率化

でも様々な対策を導入することで、清潔かつ衛生的な環境

を図りました。

の整備を徹底し、お客様の不安の払拭に努めています。
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事業の進捗
最新の情報については、以下をご参照ください。
決算説明会資料：

https://www.ana.co.jp/group/investors/irdata/supplement/

各対応策の進捗

コスト削減の取り組み

財務面での対応

2020年度第1四半期に合計1,625億円のコストを削減しました。

きました。

事業面で適切に対応を進めたことにより、燃油費などの変動費と人件費などの固定費を合わせ、

財務面では主に以下の2つのテーマに取り組んでいるほか、政府に対しては航空業界として支援を要請して

コスト削減の効果（連結）

2020 年度第 1 四半期における実績

第1四半期実績

合計△1,625億円

主な取り組み項目

今年度の
コスト削減見通し

1

手元流動性の確保

2

設備投資の抑制

変動費

生産量
・
収入連動費用

△1,300 億円

需要動向に応じて

4-6月前年同期比
• ANA 国際旅客

△86%

• ANA 国内旅客

△73%

• ANA 国際貨物

△62%

• Peach

△81%

① 借入の実行

5,350億円規模

② 融資枠の設定 5,000 億円に拡大

① 機動的な生産量抑制
事業別の生産量

当面の資金を確保（合計 1兆円超）

設備投資を大幅に減額
① 導入予定機材の受領を後ろ倒し
② 客室のプロダクト改修を先送り など

生産量の抑制を継続

新型 コロナウイルスによる影響の長期化を見据え、早期に手元流動性を確保しました。金融機関との調整により、第 1 四半
期に合計 5,350 億円規模の借入を実行したことに加え、融資枠としてのコミットメントラインを最大 5,000 億円まで拡大し、合
計 1兆円規模の資金調達が完了しています。
また、今期に導入を予定していた航空機の受領や客室のプロダクト改修を後ろ倒しすることで、設備投資の抑制を図ります。

グループ
人件費

△245 億円

固定費

その他

△80 億円

投資計画を全般的に見直し、案件によっては先送りすることで、投資額を大幅に圧縮する方針です。

② 役員報酬・管理職賃金の削減
③ 夏季一時金の削減
④ 一時帰休制度の活用

約△750 億円※

2020 年度第 1 四半期における実績

⑤ 設備投資の抑制による効果
⑥ 管理可能費の削減 など

その他

政府に対する業界支援要請
※定期航空協会としての対応

空港使用料などの支払い猶予

変動費については、需要動向に合わてきめ細かく生産量を設定することにより、引き続き最小化に努めます。
固定費では、通期で750 億円※を圧縮する計画です。旅客需要の回復まで時間を要する見通しであることから、コスト削減の
対象項目の拡大や効果の深掘りを推進し、さらなる効果を追求していきます。
※2020 年7月29日時点の見通し

政府に対し、定期航空協会を通じて業界支援の要請をしてきました。この結果、多くの国内空港で空港使用料の支払いが猶
予されたほか、賃料や施設使用料などが減免されました。引き続き、公租公課の猶予期間の延長や減免など、さらなる支援策
の拡充を要請していきます。
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事業の進捗
最新の情報については、以下をご参照ください。
決算説明会資料：

https://www.ana.co.jp/group/investors/irdata/supplement/

今後の経営方針

事業環境認識と当社 グループの対応

事業構造改革の基本方針

新型 コロナウイルスの影響により、世界中で社会構造や価値観の変革が迫られ、人々のワーク・ライフスタイルも

市場環境の変化に着実に適合するため、事業構造改革を断行します。

変化する中、
「新しい生活様式」の定着により航空業界でも需要構造が変わろうとしています。この状況を踏まえ、
以下の通り対応していきます。

マクロ環境
航空業界

持続的な成長へ

人々のワーク・ライフスタイルが変化、
「新しい生活様式」が定着

（量の変化）
ANA グループ
の対応

① 航空事業 ポートフォリオ戦略の深化

新型 コロナウイルスの影響を受けて航空市場の需要構造が大きく変化
短期（コロナ影響が継続）

旅客数

中期｜着実に価値を創出する強靭なグループ事業構造の確立

中期（アフターコロナ）

① 航空の移動を伴わない行動が浸透

③ 国際線も緩やかなペースで増加

② 国内線は段階的に回復

④ 航空による移動が再び活性化

事業規模を縮小して
コロナ禍を乗り越える

② ノンエア事業で航空に次ぐ収益の柱を確立

企業価値の向上
（安定・継続配当）

短期｜収支均衡に向けた事業構造の転換（航空事業）
① 航空事業 ポートフォリオ戦略の最適化

ANA ：当面の事業規模を縮小して経営資源を高収益路線に集中、

事業規模を再び拡大
成長軌道へ

プロダクト・サービスを見直し

Peach ：成田・関西を基軸に大都市圏の後背地需要を幅広く取り込み
顧客層
（質の変化）

① 客層によって回復のスピードに差異

② コロナ前とは異なる客体構成へ

• レジャー ：減少 → 徐 々に回復

• レジャー ：増加（訪日客も回復）

• 業務渡航：減少

• 業務渡航：弱含みが継続

ANA グループ
の対応

② 固定費の圧縮に向けたリソース対応
機材

：保有機材数の圧縮、小型化・高稼働の追求

人財

：生産性向上（新たな働き方など）を通した人員配置の見直し

新たな市場 ニーズに適合したプロダクト・サービスの提供

経営基盤

「旅客数（量の変化）」への対応

「顧客層（質の変化）」への対応

経営理念 ・ 安全 ・ 衛生 ・ ESG 経営 ・ 人財 ・ DX ・ グループ行動指針

短期的には、航空事業における収支均衡達成に向け、事業構造の転換を図ります。

① 航空事業 ポートフォリオ戦略の最適化

足元では、航空の移動を伴わない行動が浸透しています

新型コロナウイルスによる影響が続く中でも、レジャー需

が、旅客需要は国内線から段階的に回復すると見込んでい

要から先行して回復し、中期的にも安定的に増加するとと

ANA では、当面の運航規模を修正し、経営資源を高収益路線に集中するとともに、アフターコロナの市場 ニーズを見据え、

ます。中期的には、ワクチンの普及などにより国際線も緩や

もに、観光目的の訪日客も回復すると見通しています。一方

現状のプロダクトとサービスを見直します。一方、統合を経て効率的な事業体制を確立した Peach では、成田空港と関西

かなペースで増加し、グローバリゼーションの流れを受けて

で、オンライン会議の浸透や企業業績の悪化により業務渡

空港を基軸に、大都市圏の後背地需要を幅広く取り込んでいきます。

航空による移動が再び活性化すると考えられます。

航需要は今後も弱含みが続くことが想定され、客体構成が

当社 グループとしては、事業規模を一旦縮小して需要の
減退局面を乗り切りますが、中期的に需要が回復する局面
では規模を再び拡大して成長軌道に戻します。

大きく変わると考えられます。
当社 グループとしては、新たな市場 ニーズに適合したプ
ロダクトやサービスを提供することで、グループ全体で需要
の取り込み方を変えていきます。

② 固定費の圧縮に向けたリソース対応
機材については、総保有数を圧縮するとともに、小型化と稼働率の向上を推進します。人財では、デジタルトランスフォー
メーションの活用など、新しい働き方によって生産性向上を実現しつつ、人員配置を見直します。
中期的には、航空事業強化のためのポートフォリオ戦略のさらなる深化により、多様化する需要層を幅広くカバーします。ま
た、ノンエア事業における収益の柱の確立を通じ、着実に価値を創出する強靭なグループ事業構造の確立を目指します。
これらにより企業価値の向上を図り、安定・継続配当に回帰するとともに、持続的な成長を追求していきます。
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事業の進捗

航空事業
2019年度は、経営の基盤固めとして安全と品質サービスの総仕上げを実行するとともに、羽田空港における国際線
発着枠の拡大に備えた人財や機材の先行投資を進めました。第3四半期までの業績は堅調に推移しましたが、第4四
半期に新型コロナウイルスの感染拡大による影響を受けた結果、航空事業の売上高は1兆7,377億円（前期比4.2%
減）、営業利益は495億円（同69.1% 減）
となりました。

2020年度は、需要が低迷する期間においては機動的に生産量を抑制するとともに、回復局面では積極的に収入の最
大化を図っていきます。

新型 コロナウイルスの

国際線旅客事業

試練から生き延び、

世界各国の渡航や入国に関する規制緩和の状況を見極めながら、段階的に生産量を回復

成長し続けていきます。

2019 年度の振り返り
5月から成田−ホノルル線の一部の便にエアバス A380型
機「FLYING HONU 」を順次投入しハワイ戦略を推進した
ほか、新たな路線として、9月から成田− パース線、10月か

ANA ホールディングス（株）取締役

ら成田−チェンナイ線、2020 年 3月から成田−ウラジオスト

全日本空輸（株）代表取締役社長

国際線旅客事業の推移
■売上高

■

座席 キロ

■

旅客 キロ

（指数）2015 年度実績＝100
130
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ク線を開設しました。

平子 裕志

営業・サービス面では、ボーイング777-300ER 型機を対
象として、約 10 年ぶりにファーストクラス、ビジネスクラス

110

100

の新 シートを導入し、8月から羽田−ロンドン線、11月から
羽田−ニューヨーク線、成田−ニューヨーク線、2月から羽

0

2015

2016

2017

2018

2019 （年度）

田−フランクフルト線に投入しました。ビジネスクラスの
「THE Room」では、ANA 初のドア付き個室型ワイドシート
に世界初となる4K 対応のパーソナルモニターを導入するな
ど、最上級のくつろぎ空間を提供しています。
一方で、新型コロナウイルスによる需要減退は1月末より
中国線で顕在化し、その後 アジア線、北米線、欧州線、ハワ
イ線に拡がったため、2月より需給調整を開始し、3月末ま
でに71 路線2,814 便を対象に運休・減便を実施しました。

32

2020 年は、羽田空港の国際線発着枠拡大、東京 2020オ

いただきました。一方、新型コロナウイルスは、私たちの生

以上の結果、2019 年度の国際線旅客数は941 万人（前期

リンピック・パラリンピックの開催など、大きな飛躍が期待

活・行動様式に大きな影響を及ぼしています。ANA は空の

となり、収入は6,139 億円（同5.8% 減）
となりま
比6.7% 減）

された年でした。しかし、新型コロナウイルスを前に航空業

新しいスタンダードとして6月から「 ANA Care Promise 」

した。

界は大きな試練に立たされています。私は2017 年に社長に

を開始し、衛生への取り組みを強化しています。これまで積

就任して以来、どのような環境においても結果を出せるよう

み上げてきたサービスの品質をベースに、ウィズコロナ時代

なレジリエンスのある組織づくりを目指してきました。現在

に適切な対応を加えてお客様の安心を徹底的に追求してい

は国際線・国内線ともにかつてない規模での減便を余儀な

きます。

くされていますが、このような時こそ新型コロナウイルスか

また、この未曽有の危機を乗り越えるためには航空事業

らの生き残りをかけてレジリエンスを発揮してまいります。

に関係する費用、とりわけ固定費の構造改革が不可欠です。

2019 年、ANA は米 シリウム社による定時到着率がアジ

さらに、社員の働き方を見直し生産性を大きく向上させて

ア・パシフィック地域で第 1位、英スカイトラックス社による

いきます。これらのテーマに、真摯にかつ迅速に取り組むこ

品質評価が8 年連続で世界最高評価 5スターを獲得するな

とによって、ポストコロナ時代に再び ANA が成長軌道に乗

ど、私たちが提供してきた航空運送 サービスは高い評価を

ることができるよう、大胆に改革を推進してまいります。

ビジネスクラスの新 シート「 THE Room 」

2020 年度の事業方針
世界各国で渡航や入国に関する制限が続いている間は、
運航規模を極力抑制していきます。一方、日本ならびに就航
国において規制を緩和する動きがあれば、段階的に生産量
を回復していく方針です。
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事業の進捗

航空事業

国内線旅客事業

貨物郵便事業

経済活動や人々の移動の再開に合わせて生産量を増加し、収益性を回復させながら地域経済の活性化に貢献

貨物 マーケットにおける需給 バランスの逼迫が続く中、輸送力を最大限に確保して収益を拡大

2019 年度の振り返り

2019 年度の振り返り

好調なビジネス需要と訪日旅客の国内移動に加え、ゴー
ルデンウィーク10 連休の旺盛な需要を取り込んだことなど
により、第 3四半期までの旅客数は堅調に推移しました。搭

国内線旅客事業の推移
■売上高

■

座席 キロ

■

国際線貨物事業では、米中貿易摩擦などによる世界経済

旅客 キロ

（指数）2015 年度実績＝100

の減速を受け、日本発・海外発貨物ともに需要が弱含んで

110

推移したことに加え、2月より新型 コロナウイルスの影響で

乗の355日前から購入可能な割引運賃を設定し、早期から
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路線 ネットワークでは、5月から成田−中部線、10月から
中部−熊本線を増便したほか、投入機種の柔軟な調整や便
数の最適化を推進し、機材・ダイヤの需給適合を図りました。

有効貨物トンキロ
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■
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前期を下回りました。
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■売上高

（指数）2015年度実績＝100

旅客便に多数の減便が生じたため、輸送重量・収入ともに
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需要の取り込みを図るなど、前年度に実施した運賃構造改
革の効果も現れました。

国際線貨物事業の推移

路線ネットワークでは、7月から成田−上海（浦東）線、10
50

月から成田−シカゴ線に大型貨物機 ボーイング777F 型機
を導入し、半導体製造装置をはじめとする大型貨物や特殊
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貨物などの新たな商材を取り込んだほか、第 4 四半期には
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新型コロナウイルスの感染拡大に伴って需要が急増した緊

ライニングにより快適性と機能性が向上したプレミアムク

急物資や衛生関連用品などの輸送を取り込みました。
以上の結果、2019 年度の国際線貨物輸送重量は 866 千

ラスの新 シートや、タッチパネル式 パーソナルモニターを
装着した普通席を順次導入しました。また、那覇空港では、

となり、収入は1,026 億円（同 17.9%
トン（前期比 5.2% 減）

出発 カウンターのレイアウトを変更して自動手荷物預け機

減）
となりました。

「ANA Baggage Drop 」を国内 4 空港目として導入したほ

2020 年度の事業方針

か、
「ANA LOUNGE」のリニューアルをするなど、サービス

世界的な旅客便の運休・減便により、国際貨物の輸送 ス

品質のさらなる向上に努めました。
しかし、国内における新型 コロナウイルスの感染拡大を

ペースが不足する状況が続いています。需給が逼迫するマー

受け、政府や自治体から外出やイベントの自粛要請が出さ

ケット環境に柔軟に対応するため、フレイターを中心に臨時

れたことにより、2月末から旅客需要が大幅に減退しました。

ボーイング777-200 型機のプレミアムクラス新 シート

ボーイング777F 型機

便やチャーター便を機動的に設定します。また、旅客機の

公共交通機関としてネットワークの維持に努めながらも、3

貨物輸送においては、4月から日本の航空会社として初めて

月より運航便数の調整を開始し、合計42 路線 2,674 便の運

客席への貨物搭載を開始しました。輸送力を最大限に確保

休・減便を行いました。

しながら、収益拡大を追求していきます。

以上の結果、旅客数は 4,291 万人（前期比 3.2% 減）とな
となりました。
り、収入は6,799 億円（同2.4% 減）

2020 年度の事業方針

客席への貨物搭載

新型コロナウイルスによる需要の低迷が継続する期間に
おいては、運航便数を抑制することで、生産量連動費用の
抑制を図ります。一方、経済活動や人 々の移動の再開に伴
い需要の増加が確認できれば、機動的に生産量を回復して
いく方針です。政府が実施する Go To キャンペーンなどの
観光需要喚起策も活用してレジャー需要の取り込みを強化
し、収益性を回復させるとともに、地域経済の活性化にも貢
献していきます。

リニューアル後の那覇空港出発 カウンター

シンガポール航空と戦略的包括提携契約を締結
ANA は、2020年1月31日、アジア・オセアニア地域のネットワーク強化とプレゼンス向
上を目的として、シンガポール航空と戦略的包括提携契約を締結しました。既存のコード
シェアを拡大しつつ、2021年ウィンターダイヤからのジョイントベンチャー（共同事業）開
となる協定の認可申請の準備を
始を目標に、航空法に基づき独占禁止法適用除外（ATI）
進めています。認可後はユナイテッド航空（アジア−北中南米間）
、ルフトハンザ航空グルー
プ（日本−欧州間）に次ぐ3番目のジョイントベンチャーとなります。提携関係をさらに深化させ、アジア・オセアニア地域
におけるお客様の利便性の向上ならびに競争力の強化に取り組んでいきます。
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ノンエア事業

航空事業

航空事業に次ぐ新たな収益の柱の確立に向けて取り組みを強化

LCC 事業

航空関連事業

事業統合による経営基盤の強化を活かし、当面は国内線に経営資源を配分

2019年度は、関西空港や中部空港における空港地上支援
業務の受託が増加したほか、沖縄にて本格的に事業展開を

2019 年度の振り返り

航空関連事業の売上高推移
（億円）

が新たに連結子会
開始した航空機整備の MRO Japan（株）

とバニラ・エア
（株）
の事業統合に向
Peach・Aviation（株）
け、機材と人材の移管を段階的に進め、10月末に運航の一
元化が完了しました。機材の改修や乗務員の移行訓練に伴

Peach・Aviation（株）
代表取締役 CEO

森 健明

2.9% 増）、営業利益は181億円（同37.7% 増）となりました。

国内外の多くのお客様にご利用いただいたバニラエアは、

2019 年 10月末に運航を終了し、Peach との事業統合を完

面では、収益性の回復と強化に向けた取り組みを推進して

たほか、2月以降は新型 コロナウイルスの感染拡大に伴い、

いきます。

（前期比10.6%
以上の結果、2019年度の旅客数は728万人
減）
となり、収入は819億円
（同12.5% 減）
となりました。

国内線では、3月末に成田−鹿児島線、成田−長崎線を
開設したほか、6月中旬から全路線で、7月下旬からは全便
で運航を再開し、レジャー需要を中心に旅客の取り込みを
強化しています。また8月1日より、成田−宮崎線、成田−釧

関西空港を拠点にイノベーティブな取り組みを展開する

Peach、成田空港を拠点に新たな首都圏需要を開拓してき
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旅行事業

たバニラエア、両社の統合によりそれぞれの強みを結集さ

2019 年度は、国内旅行、海外旅行ともにインターネット

事業基盤の強化を実現しました。バニラエアから受け継い

販売商品の集客が好調だったほか、ゴールデンウィーク

だ路線に加え、成田から鹿児島・長崎・宮崎・釧路への新

10 連 休の需 要を積 極 的に取り込みました。1 月末 以 降、

規路線を開設するなど、首都圏でのプレゼンスをさらに強
固にしてまいります。
足元では、新型コロナウイルスの影響により、移動が大き
く制限された状態が続いています。一方で、テレワークの浸

（億円）

1,673

1,606

1,592

2016

2017

は 1,439 億 円（ 前 期 比 4.5% 減 ）、営 業 利 益 は 13 億 円（ 同

1,507

1,439

129.9% 増）となりました。

の強みを基盤として、バニラエアから引き継いだ成田拠点の

よって、余暇を過ごす時間が増え、例えばリゾート地や地方

着実に取り込むとともに、
「Go To キャンペーン」も活用しな

路線を拡充していきます。

の実家で仕事をすることも可能になりました。この流れを

がら、ダイレクト販売の拡大とダイナミックパッケージ商品

受けて、
「人と出会うことの重要性」や「各地を訪れることの

旅行事業の売上高推移

新型 コロナウイルス感染拡大の影響を受けた結果、売上高

2020 年度は、早期の回復が期待される国内旅行需要を

LCC 事業の売上高推移

2018

2,319

躍しています。

透など働き方改革が加速しワークスタイルが変わることに

路線を開設するなど、これまで築いてきた Peach ブランド

2017

2,994

じめ、バニラエアから転籍した多くの社員が主戦力として活

せ、経営資源を共通化しスケールメリットを活かすことで、

2020 年度の事業方針

2,910

託が減少しています。今後、世界的に運航が再開される局

了しました。今では、パイロットや客室乗務員、整備士をは

施しました。

2,843

2020年度は、新型コロナウイルスの影響による外国航空

一方で、香港や韓国における地政学リスクの影響を受け
国際線、国内線合わせて23 路線 2,088 便の運休・減便を実

2,644

会社の運航便数の減少により、空港地上支援業務などの受

い、リソースの稼働を一時的に抑制しましたが、バニラエア
が運航していた10 路線を Peach に移管しました。

（前期比
社として加わったことなどから、売上高は2,994億円
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「旅作」などの競争力強化に努めていきます。

2018

2019 （年度）

新鮮さ」が持つ価値はますます高まるでしょう。人の移動は、
これまでとは形を変え、今後も拡大していきます。改めて気

（億円）

付く日本の良さや新たな魅力を海外に発信することにより、
875
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936

819

756

さらなる訪日需要の開拓も可能となるでしょう。

Peach は「空から、新しいかけ橋を。」をテーマに、いち早
く国内線の運航便数を増加させました。国内線 ネットワー
クを拡充することで「かけ橋」としての役割を全うし、地方、
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2019年度は、航空・電子部門において航空機部品などの

そして日本全体の経済再活性化に貢献してまいります。ま

取扱高が増加したものの、食品部門でナッツ類などの取扱

た、投稿型旅行プラットホーム “tabinoco ” サイトの活用に

高が減少したほか、リテール部門では第 4 四半期に新型 コ

より、お客様同士、または地方とお客様をデジタルで結ぶ

ロナウイルスの 影 響 で 空 港 免 税 店「 ANA DUTY FREE

「かけ橋」として、新たな需要を創出します。
近い将来、各国政府による様々な渡航規制も段階的に解

※ 上記 グラフは Peach とバニラエアの合計値
（2015 〜 2016 年度は連結化前の Peach の実績を含む）

商社事業

除されていくでしょう。中長期的には国際線事業も再び拡
大し、充実した国内線 ネットワークも活用しつつ、これまで
以上に海外のお客様にも日本各地に足を運んでいただける
ようにしたいと思います。

Peach は、お客様満足・マーケットシェアにおいて「アジ

SHOP」や空港物販店「ANA FESTA」の取扱高が減少した

商社事業の売上高推移
（億円）

1,506
1,402

1,430

1,447

1,367

結果、売上高は 1,447 億円（前期比 3.9% 減）、営業利益は

29億円（同21.5% 減）となりました。
2020 年度は、選択と集中による既存事業の強化と新規
事業の創造を継続し、収益の拡大に取り組む方針です。
2015
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2019 （年度）

アのリーディング LCC」としての地位を確立してまいります。
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ANA グループの新型 コロナウイルス感染症対策
〜あんしんな空の旅の新しいスタンダードづくり〜

新型コロナウイルスの感染が世界で拡大する中、暮らしの様々な場面で「新しい日常」が始まっています。ANA では、航空機を
ご利用いただくお客様とお迎えする係員双方の健康を守り、感染症予防対策を重視した環境づくりを徹底するため、2020 年

6月より、お客様との共通のお約束として「ANA Care Promise 」をスタートしました。また、Peach でも同様の対策を全社
員一丸となって推進し、空の新しいスタンダードを創ることを目指しています。
これからも「安全」を最優先に、清潔で衛生的な環境・サービスをお届けし、旅の様々なシーンでお客様とともに、これまで以上
の「あんしん」を創っていきます。

感染症対策の概要
1

常に衛生的で清潔な環境づくり

2

• 機器などの消毒、除菌

お客様と接するスタッフの感染症予防対策
• 空港やラウンジ係員によるマスク、フェイスシールドなどの着用
• 客室乗務員のマスクや手袋、ゴーグルの着用 など

• ラウンジの飲食物の個包装 など

特集

設立
3

すべての航空機の定期的な消毒
• 国際線機材（毎便実施）
• 国内線機材（毎日夜間に実施）

4

航空機内の換気の徹底
• 上空のきれいな空気を取り込み、約3分で機内の全空気を換気
• 全機に高性能フィルター※を装備し、機内の空気をろ過して客室内
に循環

天井裏のエアコンダクト

物理的な距離や身体的な制限を超えて、誰もがつながることができる
未来のプラットフォーム、
「avatarin（アバターイン）」。
事業化により経営 スピードを加速し、次世代の社会 インフラとして
「未来社会」の実現に貢献していきます。

床下貨物室
機外へ排出

エンジンから
空気を取り込む

※ 病院の手術室の空調設備にも使用されています

また、お客様同士のご不安解消のために、空港内と機内では必ずマスク等のご着用、また空港内の施設や保安検査場、搭乗
口では、お客様同士の間隔の確保や機内への搭乗順序の変更など、感染拡大防止に向けた取り組みへのご協力をお願いして
います。
※ マスク等を着用されないお客様ならびに発熱など体調がすぐれないお客様のご搭乗をお断りする場合がございます。

2020年4月、ANA ホールディングス発の初めてのスタートアップとなる「avatarin（株）」を設立しました。
「アバター」は、疑似的な瞬間移動が可能となる遠隔操作分身 ロボットです。当社では2018 年からアバタープロ
ジェクトを立ち上げ、ロボットの開発や、物理的な身体の移動を伴わないモビリティの研究を進めてきました。
「アバター」の活用は、教育や医療において様 々な社会課題の解決に貢献するだけでなく、新たな旅行需要の創出
につながるなど、多くの可能性を秘めています。
グループ経営理念に掲げる「世界をつなぐ心の翼」
「夢にあふれる未来」に向け、avatarin（株）は、エアラインの
枠を超えた事業領域に挑戦し、ANA グループならではの新たな価値を創造していきます。

詳細はこちらをご覧ください。

38

ANA Care Promise について

Peach の感染対策について

https://www.ana.co.jp/ja/jp/topics/coronavirus-travel-information/

https://www.flypeach.com/information/jp/infection_control/
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アバターの活用事例

主な事業

MISSION

アバターを、すべての人の、
新しい能力にすることで、
人類のあらゆる可能性を
広げていく

• 遠隔操作分身 ロボット「アバター」、
およびそのプラットフォームである
「avatarin（アバターイン）」を使 った
サービスの開発・提供

•「アバター」の活用による社会課題解決
の提案
自宅から社内会議に参加

店員のアドバイスを聞きながら

書店で話題の新刊をチェック

ショッピング

普及型 アバター
「 newme（ニューミー）」
アバタープラットフォーム
「 avatarin（アバターイン）」
インターネットから、あらゆる場所に

オンライン卒業式に参加

設置されたアバターに自由に接続し、
誰もが社会参画可能な

大分県離島の小中学生が

バスケットボールの有名 コーチが

東京国立博物館を遠隔見学

遠隔地から直接指導

離れて暮らす子どもと遊ぶ

遠隔お見舞いも可能に

未来社会を実現
医療・介護（面会・見守り）

遠隔診療

カンファレンス

ショッピング・観光

リモートワーク
オフィス・会議
教育・セミナー

avatarin 株式会社
代表取締役 CEO

深堀 昂

私たちは、
「アバターを、すべての人の、新しい能力にす

案内所・
多言語対応

現在当社は、遠隔操作分身 ロボット「アバター」や、世界

チームビルディングが難しくなる、新たな発想が生まれにく

め、幅広い企業との協業や資本提携を通してロボットやサー

初のアバタープラットフォーム「avatarin（アバターイン）」を

いなどの課題も見えてきました。アバターでは、自宅などに

ビスの共同開発を進めていきます。

活用し、誰もが自由にどこにでも瞬間移動できる環境を整

いながらも職場や会議場を自らの意思で自由に動くことが

世界の人口に占める航空利用者の割合はわずか6% に過

えることにより、すべての人がより簡単に社会参画できる世

できるため、話したい人のところに出向いて話しかける、ふ

ぎません。体を移動する時代から、意識を瞬間移動する時

界を目指しています。医療や観光施設、学校などに設置され

らっと歩き回 って偶然の出会いや発見から発想のヒントを

代へ。ヘリコプター 2機から始まった ANA グループは、航空

た普及型アバター「newme」に自らの意識や存在を伝送す

得るなど、リアルに近い環境を実現できます。

機による移動に加え、これからはアバターという瞬間移動

ることで、入院中の方がショッピングや観光を楽しんだり、

このように、リアルとバーチャルのさらなる融合を進めて

モビリティを提供していきます。エアライングループならで

ることで、人類のあらゆる可能性を広げていく」ことをミッ

教師が遠く離れた離島の学校で授業を行うなど、物理的・

いくことにより、アバターはすべての人の「新しい能力」とな

はの発想を活かしながら、avatarin（株）は進化を続け、未

ションに掲げ、アバター事業に取り組んでいます。
「移動」

身体的な制約を超えた移動が可能となります。

ることが可能です。距離や時間、そして身体的な制約を気に

来社会の実現に貢献していきます。

に伴う距離や時間、または身体的な制約をテクノロジーに

昨今は、新型コロナウイルスの影響により、非接触や遠隔

せず人々がつながり、互いに支え合う新たなライフスタイル

よって解消し、航空機をはじめとする既存のモビリティを

技術に関する社会的なニーズが急速に高まっています。オン

を提案していくことで、様 々な社会課題の解決に寄与でき

超越した「移動」の新しい形を提供することが、当社の使

ラインでの仕事やカンファレンスが浸透する中、
「雑談」や

ると確信しています。今後は、アバターの普及を推進し、ア

「セレンディピティ
（偶発的な出来事や経験）」の機会が減り、

バタープラットフォームを社会 インフラとして浸透させるた

命だと考えています。
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