企業価値を
支える経営基盤
あなたにとって

当社 グループにかかわるすべてのステークホルダーと

「ANA グループの DNA 」とは ?

価値を共有するために、適切な経営資源の配分と
迅速な経営の意思決定を行うための基盤を構築しています。

B777型機 パイロット

西山 裕一
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企業価値を支える経営基盤

安全
経営の基盤である「安全」を堅持し、安全文化を継承する
安全はグループすべての事業において守るべき絶対的な使命です。

安全を堅持する4つのリスク・マネジメント
「社員（作業者）」の安全、
「保安」も加えた4つの安全リス
ANA グループでは、航空機の「運航」のみならず「お客様」の安全、
ク・マネジメントを実践しています。
この4つに関する不安全事象について数値目標を設け、安全推進体制の最高意思決定機関として毎月開催される「グループ

安全へのゆるぎない姿勢

総合安全推進会議」にて高 リスクな事象や課題の報告とともに、対策やリスク低減について審議し、安全目標と達成度のレ

「安全」は ANA グループの企業活動の根底にある絶対的

に対しても、衛生的な環境の提供をはじめとする各種対策

な価値であり、すべての基盤です。私たちが追求する安全は、

を徹底することで、感染 リスクに対する安全を追求します。

ANA グループの事業は様 々な職種の社員が相互の理解

航空機の運航にとどまらず、食・貨物・情報など、グループ
のあらゆる事業に及びます。企業として「安全」を堅持し、

と信頼のもと、連携して支えています。グループ社員共通の

日々の着実な努力の積み重ねとお客様の期待にお応えする

誓いである「安全理念」と「安全行動指針」はグループ内す

ことにより「あんしん」を生み出すことで、社会的信頼を高

べての職場で掲げられ、社員一人ひとりの行動の拠り所と

めていきます。また、新型コロナウイルスという新たな脅威

なっています。

ANA グループ安全行動指針

ANA グループ安全理念
安全は経営の基盤であり
社会への責務である

① 規定・ルールを遵守し、基本に忠実に業務を行います。
② プロフェッショナルとして、健康に留意し常に安全を最優先します。
③ 疑問や気づきを声に出し、他者の意見を真摯に受けとめます。

私たちはお互いの理解と信頼のもと
確かなしくみで安全を高めていきます

④ 情報はすみやかに伝え、共有します。
⑤ 未然・再発防止のために自ら改善に取り組み続けます。

私たちは一人ひとりの責任ある
誠実な行動により安全を追求します

⑥ 社内外の教訓から学び、気づきの能力を磨きます。

ANA グループ中期安全推進活動計画
2018-2022中期安全推進活動計画に基づき、ANA グループでは未然防止型の安全 リスク・マネジメントを進化させてきま

ビューを行 っています。
安全 リスク・マネジメントの4つの軸

運航

お客 様

社員（作業者）

保安

事故・重大インシデントの
防止

出発から到着までのお客様の
身体・生命への危害予防

ANA グループ社員
などの危険防止

テロ・ハイジャックなど不法行為
の事前リスク発見・予防対策

安全を取り巻く環境の変化と変わらない安全意識
新型 コロナウイルスの影響を受け、ANA グループでも大きな環境変化を迎えています。大幅な運休、減便を余儀なくされる
環境において、私たちは一般的にミスを起こしやすいと言われる「 3H 」の状況に直面しています。

3H（初めて・変更・久しぶり）

初めて

変更

久しぶり

普段実施しない
業務

いつもと違う手順や
環境

しばらく実施していな
かった業務

ANA グループでは、一人ひとりの社員が想像力を働かせ、リスクを予測するとともに、仲間同士での情報共有やアサーション※

「世界一流の『安全の仕組みと文化』を持ったリーディングエアラインになりお客様のあんしんを生み
した。2020 年度からは、

など、組織 マネジメントを通じた対応で3H の業務へ適切に対処し、不安全事象の未然防止に努めています。

出す」というビジョンを掲げ、以下の施策を推進していきます。

※ アサーション：社員同士が互いに尊重し合い「発展的 ／協調的に意見、指摘すること」を指し、チームで安全を守るための大切な行動です。小さな気づきでも発言・共有できるような雰囲
気づくりを一人ひとりが心掛け、不安全事象の未然防止に努めています。

1. お客様の「あんしん」の追求
お客様からのアンケート結果やインタビューなどを通して、ANA グルー
プのサービスをご利用いただく際に、安全に関する「あんしん」を感じる

安全

ポイントを追求します。グループ社員の誠実な安全行動として体現する
ことで、お客様の「あんしん」を生み出します。

航空事故の教訓を未来へつなぐ〜「森のしずく公園」〜

安全の推進

1971 年 7月30日、岩手県雫石町上空で ANA 機と訓練中の航空自衛隊機が

2. 安全の仕組みの強化

衝突し、162 名の尊い命が犠牲となりました。慰霊の場として設立された「慰霊

グローバルスタンダードの安全の仕組みや、各種施策を通じ、安全リス

安全の仕組み
教育・啓発

お客様

の森」は、地元や静岡県富士市の皆様に見守られ、毎年 500 名以上の ANA グ

ク・マネジメント
（次 ページ参照）の深化を図ります。

ループ社員が清掃や安全啓発の取り組みで訪れています。

リスクや対策を可視化する手法、飛行データの分析、不安全事象を予兆

事故から50 回忌の節目を迎えた2020 年、航空安全祈念の塔の建て替えとと

段階で捉える指標などにより、安全の仕組みを強化するとともに、関連

もに、
「慰霊の森」は「森のしずく公園」に名称が変わりました。事故をご存知な

の航空会社とも連携し、航空業界の安全性向上を推進していきます。

安全の
文化

ANA グループ
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い方々にも「馴染みやすく、気軽に足を運べる場所になるように」という想いを

3. 安全行動の体現

込めたものです。遭難者を伴 った ANA 最後の航空事故を風化させず、安全運

安全行動を分析し、教育へ反映させ、体現へとつなげることで安全の仕

航の堅持を誓う場として、新しくなった「森のしずく公園」をこれからも、一般

組みをさらに強固にしていきます。

財団法人慰霊の森と、地元やその他関係者の皆様とともに守り続けます。
「航空安全祈念の塔」
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企業価値を支える経営基盤

安全

安全文化継承の拠点「 ASEC 」
「過去の事故を風化させない施設
ANA グループ安全教育 センター（ANA Group Safety Education Center： ASEC）は、
が必要である」との若手社員からの提案に基づき、2007 年に東京都大田区下丸子に創設しました。2019 年10月、ANA グルー
プの人財育成の拠点である ANA 総合トレーニングセンター（ANA Blue Base ）に移転し、リニューアルオープンしました。

ASEC の施設構成
本施設は ANA Blue Base の2階 ／3階に位置しており、3つの空間で構成されています。

1

継想 シアター

2

3

誓いの空

アクティブラウンジ

安全の堅持に向けて
アルコール問題にかかわる安全管理体制の強化等について
2020 年 5月1日、全日本空輸（株）は 2019 年 11月に福岡

界全体が再発防止に取り組む中での再発となり、お客様を

空港で発生させた運航乗務員の飲酒事案に関連し、国土交

はじめ関係者の皆様に多大なるご心配とご迷惑をお掛けし

通大臣より「航空輸送の安全の確保に関する事業改善命

ましたことを、改めてお詫び申し上げます。

令」を受けました。一連のアルコール問題について、航空業

今後の対策
ANA グループは、以下の重点施策を通じ、飲酒問題との決別を図ります。

映像や事故機体の一部の展示を通じて
「事故と向き合う」空間

事故を経験した先輩方の想いと向き合い
心の中で対話する空間

エラー体験や仲間との議論を通じて気づき
を得る空間

1. 確実なアルコール検査（厳格な検査体制の構築）

2. 一人ひとりの自己変革（適正飲酒を習慣化）

• 法定のアルコール検査に加え、自宅やホテルなどで出社前事

• 適正飲酒の習慣化に向けた推進活動「適飲（テッキン）
TEKKIN INITIATIVE 」を展開
• 全社員が当事者意識を持ち自己管理を徹底できるよう、教育

前検査の実施と報告

• 顔認証システムなどと連携したアルコール検査管理システム
の構築により管理体制を強化

教育 プログラムの概要

❶

❷

❸

事故の悲惨さを

エラーを起こす現実を

安全行動を

「体感」

「体験」

「体現」

過去の映像や記録を通じ、

ディスカッションなどを通じ、

自らの「安全行動宣言」に従い、

事故と向き合う

エラーが起きる仕組みを学ぶ

自らの職場で安全な行動につなげる

新たな ASEC は、受講生が主体的に教育に参加し、教育

創設時の想いを引き継ぎながら「事故と向き合い」、
「心

を通じて仲間とともに安全をつくり、自らがお客様の「あん

と向き合い」、
「仲間と向き合う」という3つのコンセプトの

しん」を生み出していることを実感できるプログラムを導入

もと、安全教育を通じて意識啓発を図り、経営の基盤である

しています。また、グループ内外の知見や最新の情報機器を

安全を徹底的に追求する文化をより強固なものにしていき

導入し、安全行動を体現していくための学び舎に進化して

ます。

事前検査

体系整備や職場推進者を養成

法定検査

OK

計画承認

OK

アルコール検査管理システム

3. 身近な職場サポート（職場で組織的にサポート）
• 職場サポーターの養成・配置や医療機関等との連携など、ピ
アサポート体制を強化

• 航空業界標準のサポートプログラムの構築に向け関係機関と
協力して検討

※ 1ドリンク =0.5 単位（純 アルコール10g ）

4. 飲酒に関する安全管理体制の強化
（経営・職場・専門家により常時最適化）
• 監査やモニター、相談窓口を活用し、運用実態を組織的に把
握し改善する仕組みを構築

• 経営者による委員会、社外専門家による評議会、労働組合と
の協議会の設置による体制強化

います。

経営

（対策委員会）

ピアサポート

専門家

（評議会）

運営実態

組合

（労使協議会）

職場内の身近な相談相手（サポーター）
必要に応じて社内外の専門機関に紹介・相談
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PDCA サイクルを回して常時最適化
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企業価値を支える経営基盤

人財
「人」にこだわり、
「人」を源泉として持続的に成長する

ダイバーシティ & インクルージョン（ D&I ）推進

社員の多様性を活かし、グループの総合力を発揮します。

「ダイバーシティ & インクルージョン宣言」
（以下、D&I 宣言）のもと、一人ひとりが自らの強みを存分に発揮
ANA グループは、
し、その強みを最大限活かす企業 グループを目指しています。

人財に対する基本的な考え方

D&I 宣言

ANA グループでは人財こそが最大の資産であり、大きく環境が変わる中でも柔軟に対応し、困難を乗り越え、持続的な成長
を実現するための源泉です。お客様満足と企業価値向上において世界のリーディングエアライングループとなるビジョン実現
に向け、
「人」を源泉に新たな価値を創造する仕組みづくりを強化しています。

私たちは、

Diversity

Inclusion

多様性

インクルージョン

•「D&I」を新しい価値創造（イノベーション）の源泉と考え、
社員の多様性を大切にします。

• 一人ひとりが自らの強みを存分に発揮でき、
その強みを最大限活かす職場づくりに取り組みます。

「人」にこだわり、
「人」を源泉として持続的に成長する仕組み
人財
多様性
（ D&I ）

基本品質向上
働きやすさ
働きがい

ANAʼs Way

生産性向上
イノベーション創出

エンゲージメント向上

たゆまぬ変革を生み出す ANA グループを創ります。

お客様満足
向上

デジタル

• 誰もがいきいきとやりがいを持 って働くことで、揺るぎない信頼と

持続的な
成長

企業価値向上

Innovation

新しい価値の
創造

グループ D&I 推進部の設置
2015年4月の「D&I 宣言」により、多様な人財の活躍を推
進する専任組織を人事部内に設け、環境整備と風土醸成、
意識改革を進めてきました。2020 年4月には D&I 推進機能
強化を目指し、グループ D&I 推進部を新設しました。

ANA ʼ s Way の推進

年齢・国籍・性別・障がいの有無などの「属性」のダイバー

グループ 経 営 理 念・経 営 ビジョン・行 動 指 針「 ANA ʼs

2019年には、全グループ社員対象の「ANAʼs Day 研修」

Way」の理解浸透を図り、ANAʼs Way を企業文化のレベル

を改編し、創業者の精神「現在窮乏、将来有望」
「和協」に立

「視点・思考」を含めたダイバーシティを尊重し、それらを「強

に進化させることで、ANA グループらしさを体現し続ける

ち返るとともに、ANA グループの持続的な成長に向けた議

み」にさらなる変革を起こせるよう、グループ全体で D&I を

論を実施しています。

推進する仕組みや風土づくりを強化しています。

「組織・人づくり」を進めています。

社員がさらにいきいきとやりがいを持って働き、イノベー

主な施策

ション創出や生産性向上を実行することで、新たな価値創

ANA グループらしさの伝承

感謝・リスペクトしあう文化の醸成

「ANA ʼs Day 研修」

「Good Job Program 」

「創業の理念」や創業者たちの

各職場での好事例の全社共有、

言葉に触れ、大切にすべき価値観

会社や部門を超えて、イントラネット

を伝承し、ANA ʼs Way の実践に

とカードなどで感謝を伝え合う

つなげることを目的とした、

「 Good Job Program 」を推進。

全 グループ社員対象の研修。

2019年度は約60万枚発行。

一体感の醸成

グループ報「 ANA TIMES 」
全社員向けにイントラネットで月次発行。

社員満足度の定期診断

あ ん し ん 、 あ っ た か 、 あ か る く 元 気！

ANA GROUP MAGAZINE
2019

来
ープの未
ANAグル

特集

る！
戦略を知
中期経営

4

造を加速していきます。

グループ D&I 推進部のメンバー

主な施策
D&I 推進基盤づくり
―第 5回 D&I フォーラム―

イクボス推進
―経営トップによる社内発信 ―

両立支援
―仕事と育児・介護の両立支援 ―

グループ各社より D&I 推進のキーパーソン

経営者によるイクボスへのメッセージ発

仕事と育児・介護との両立を支援するセ

約200名が集まり、さらなる理解促進およ

信および自身の「イクボス宣言」を社内に

ミナーの開催、e ラーニングの受講、ハン

び行動化につなげる一日として毎年開催。

発信し、率先垂範を実施。

ドブックの配布などを実施。

「ANA ʼs Way Survey 」

VOL.8

持ち帰りOK!

に向けて

社員満足度を高め、お客様満足度

経営の重要なテーマや ANA グループの今、

や企業価値向上を図ることを目的

社員にフォーカスした記事を通じて

として毎年実施。2019 年度は

行動化を促進。

ANA グループ46社、39,286名が
表紙の

ひとたちは誰！？
詳しくは裏表紙へ！
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シティに加え、目に見えにくい価値観・経験などで生まれる

MONTHLY TOPICS
NEWS PICK UP!
My ANA Bookをつくろう！

HELLO 2020 PROJECT 通信
アスリート対決
表紙のひとたち

回答（回答率：96.1 %）。
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企業価値を支える経営基盤

人財

健康経営

働き方改革・KAIZEN の推進

ANA グループは2016年4月に「ANA グループ健康経営」
を宣言しました。私たちが社会とともに持続的に成長する

かついきいきと仕事に取り組むことを通じて、QOL（Quality

Of Life）と企業価値の向上に取り組んでいます。
2020年度は、当社は4年連続で「健康経営優良法人 〜ホ

ための原動力は、
「あんしん、あったか、あかるく元気！」に

D&I や健康経営を推進し、いきいきと働ける環境を構築していくためには、社員全員の意識や働き方の変革が不可欠です。
ANA グループでは、マネジメント層のコミットメントのもと生産性向上に取り組み、その結果創出された時間を、新たな発想の
業務変革や社員一人ひとりのワーク & ライフバランス推進につなげています。

（株）
（2年
ワイト500 〜」に、また、ANA エアポートサービス

活躍する社員です。
健康経営推進責任者である「チーフウェルネスオフィサー

（ 初）も「ホワイト500 」に認定さ
連続）、ANA 大阪空港（株）

（当社役員）」と、グループ各社の「ウェルネスリーダー」を中

れました。このほか、グループ7社が「健康経営優良法人」に

心に、ANA グループ全社員・会社・健康保険組合が一体と

認定されるなど、グループを挙げて取り組みを進めています。

テレワークの推進
社員一人ひとりが活躍し、組織・個人の成果を最大化で
きる風土づくりの一環として、
「時間や場所にとらわれない

なって健康経営を推進しています。社員が心身ともに健康

柔軟で多様な働き方」への変革に取り組んでいます。
オフィスワークでは仮想 デスクトップ環境の導入を推進

ANA グループ健康経営の4つの視点 〜 ANA グループで長く働き続けることのできる環境の整備 〜
ANA グループでは、以下4つの施策に重点的に取り組んでいます。定期的な状況把握、効果や課題の分析・対応を通じて、社
員の心身の健康を保持・増進しています。

し、2010 年よりテレワーク制度を導入しました。2017 年 1
月から場所、対象者、実施可能日数を拡大、2019 年度は
「テレさとワーク」をはじめ、活用促進に向けた各種の推進
施策 プロモーションに取り組みました。

1

健康管理の取り組み

• グループ全体で健康管理を行うための環境整備

その結果、コロナ禍においてもスムーズにテレワークに移

疾病予防の取り組み

2

行するとともに、働き方や業務内容の新たな観点での見直

• 対象者ごとの対策の充実

最新 コミュニケーション型 アバター「 newme（ニューミー）」を使 った遠隔会議

しにつなげています。
定期健康診断項目や
判定基準の共通化

各拠点への

全 グループ社員対象の

健康管理室設置や、

がん予防対策の充実

健康管理 システムの構築

• 健康診断後の産業医等による結果 フォローサイクル構築

女性特有の疾病対策

KAIZEN の推進

• グループ全社での健康管理指標の設定とモニタリング

日 々の仕事において問題を見つけて解決し、お客様そし

メンタルヘルスの取り組み

ストレス
チェック
実施

職場・
管理職への
教育

産業保健
スタッフに
よるケア

社外
相談窓口に
よるケア

メンタルヘルスの取り組み詳細
社会の環境変化に伴い、働く環境も
急速に変化している中、
「こころの健康」
は生活・仕事の質において重要な要素
です。ANA グループでは、厚生労働省

ケアに沿 った施策を展開しています。

強固な安全衛生管理体制

施策の展開

の確立

啓発活動の展開

社外窓口
によるケア
産業保健 スタッフ
によるケア
ラインケア

「従業員のこころの健康保持増進のため
の指針」における４つのメンタルヘルス

などに展開するとともに、海外支店にも活動を拡大しまし

労働災害防止に向けた

• 安全衛生委員会の活動を軸としたグループ横断的な

活性化による予防に向けた働きかけ

セルフケア

ボトムアップ

KAIZEN チーフ

献身的な
サポート

ANA のオペレーション部門、本社・マーケティング部門

• 安全・安心な職場環境整備

• 産業保健スタッフのフォロー、職場でのコミュニケーション
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安全衛生活動の取り組み

4

• メンタルヘルスにかかわる施策のグループ全社への展開

います。

推進者
（部室長）

て従業員の「心」と「時間」の余裕を生み出す「KAIZEN 」を、

ANA グループの行動様式として定着させることを目指して

3

推進体制

社外専門家による相談
産業医・看護師による健康相談
管理職による職場環境改善・コミュニケー
ション活性化などによるメンタルヘルス不調

職場 メンバー

た。ムリ・ ムラ・ムダを取り除く活動事例は3,000 件にのぼ
り、快適なオフィス環境と効率的な業務の実現に向けて社
員が自律的に行動しています。

仕事や職場の中に潜むムリ・ムラ・ムダを取り除き KAIZEN

これからも KAIZEN とイノベーションを戦略的に融合す

活動を推進するため、グループ全社・各部室単位で推進体制

ることにより、新たな顧客価値の創造とスマートな働き方へ

を整備しています。
「まずはやってみる、変えてみる」行動を

の変革を実現していきます。

積み重ねるとともに、継続的に人財育成を推進していきます。

好事例の水平展開の場「 KAIZEN AWARD 」
1 年間の KAIZEN 活動の総括と、好事例をグループ全体に水平展開することを
目指し、表彰を行 っています。2019 年度は海外支店の活動が優秀事例として表
彰されるなど、グローバルな活動に拡大しました。フロントラインだけでなくス

者への働きかけ

タッフ部門の活動も優秀事例が共有され、そのアイデアが働き方改革にもつな

ストレスチェックの実施による自身の気づきと、

がっています。

自発的な相談
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ANA グループならではの取り組み
「安心と信頼を基礎に

世界をつなぐ心の翼で

夢にあふれる未来に貢献します」

武漢 ―羽田 チャーター便の運航
ANA は2020年1月29日、新型コロナウイルス感染症発生の影響により封鎖された中国・武漢からの帰国希望者を対象として、武漢―
羽田間 チャーターフライトを運航しました。帰国手段がなくなり、足止めとなった皆様のお役に立ちたいという想いから、短期間で体
制を整え計 5回のチャーター便を運航しました。中国湖北省在留で帰国を希望するすべての日本人と、そのご家族828 名の帰国を実現
しました。
なお、本取り組みは、在留邦人をはじめとする多くの方々の生命と健康の保護に寄与したとして、2020 年 6月23日、航空会社として

ANA グループ経営理念にある「心の翼」という言葉は、社員一人ひとりの強い想いが翼となり、

初めて茂木外務大臣より感謝状を受領いたしました。

人やモノ、そして気持ちをつなぎたいという意味が込められています。
コロナ禍の中でも、私たちはこの「心の翼」を持ち続け、公共交通機関としての
使命を果たすとともに、ANA グループの行動指針「ANA ʼs Way 」に基づき、
「 ANA グループだからできること」を推進しています。

医療用 ガウン縫製の支援

武漢からの帰国希望者を輸送したボーイング767-300ER 型機

外務省での感謝状授与式の様子

新型 コロナウイルス感染の拡大により、医療用 ガウンのニー
ズが高まり、日本国内での在庫が逼迫していました。2020 年 4
月、政府からの協力要請を受け、
「医療関係者の皆様の安全につ
ながるよう ANA グループも何かお役に立ちたい」、との想いか
ら社員 ボランティアを募り、ガウンの一部の縫製や袖生地の裁
断、検品作業支援を実施しました。
合同会社ヴァレイの指揮のもと、ANA グループ総合トレーニン
グセンター「ANA Blue Base」で、衛生に配慮をした環境を整え
て作業を実施し、グループから計380名の社員が32日間、ガウン
制作に貢献しました。

新しい日常とともに

〜 #ANA グループのココロのつばさ〜
2020年5月、ANA グループでは多くの減便・運休が発生し、グ
ループ全体でテレワークの導入や一時帰休取得などの対応を進
めました。そのような中で、子供たちやお客様が飛行機で旅行

2020 年4月に、日本全国の職人さんも参加するガウンプロジェクトが立ち上がりま

ができない状況や、ご自宅で過ごす時間の充実に貢献できるこ

した。オンラインで初めての打ち合わせを実施した瞬間からメンバーの皆様の熱い想

とはないか、という社員の発案で「#ANA グループのココロのつ

いを感じ、
「このプロジェクトは成功する」と確信がありました。メンバーの結束力が日

ばさ」の活動を開始しました。

に日に強くなり、7月16日には当初の目標としていた10 万枚のガウンを滞りなく納める
ことができました。

飛行機や ANA グループの社員を近くに感じていただけるよう、
映像をはじめとした各種コンテンツをウェブサイトや SNS で配

行機に関する豆知識を動画で紹介。クイズ形式で楽しく学べる
コンテンツをはじめ、仕事の内容やパイロットへの質問などで
構成し、大変ご好評をいただきました。

私は常々、
「私たちはあくまでも裏方であり、医療現場の皆様に私たちの顔を思い浮

また、有志社員が音楽を通じて元気をお届けするリモート演

かべていただかないようにしよう」と考えていました。しかし、沢山の方から応援してい

奏動画や、医療従事者の皆様への感謝とエールを送る動画など

ただき、また、ANA の機内で医療従事者の方よりガウン制作に関する感謝のお手紙を

を配信しています。

頂戴したと伺った時には、なんとも言えない嬉しい気持ちになったことを覚えています。

アフターコロナの世界でも、皆様の生活の中でエアラインそ

まだまだ厳しい日々が続きますが、今回 ANA グループに学んだ「仕事に対してプロ
合同会社 ヴァレイ
代表社員

信しており、第一弾の「おうちで航空教室」では、パイロットが飛

して ANA グループへの信頼や共感をいただけるよう、様々なコン

である」という教訓を胸に、日々精進してまいります。

テンツをお届けしていきます。

谷 英希 氏
この取り組みについては、当社 ウェブサイトでも詳しくご紹介しています。

#ANA グループのココロのつばさサイト

https://www.anahd.co.jp/ana_news/20200528.html

https://www.ana.co.jp/group/kokoro-no-tsubasa/
医療関係者や頑張る皆様に向けた動画を作成
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コーポレート・ガバナンス体制

当社グループは「グループ経営理念」に基づき、様々なステークホル

グループ経営理念

ガバナンスの仕組み

ダーの価値創造に資する経営を行うとともに、会社の持続的な成長

安心と信頼を基礎に
世界をつなぐ心の翼で
夢にあふれる未来に貢献します

と中長期的な企業価値の向上を実現することを目指しています。

持株会社体制

監査役設置会社

執行役員制

厳しい経営環境の下でも競争力を十

取締役会と監査役により、取締役の職

迅速な意思決定と業務執行の責任と

これを実現するために、当社がグループ経営の主導的な役割を果たし、

分に発揮できるよう、持株会社体制を

務執行の監督および監査を行っていま

権限の明確化のため、経営と執行を分

グループ全体の経営方針や目標を定めつつ、透明・公平かつ迅速・

採用しています。各 グループ会社には

す。また社外取締役の選任による取締

離する執行役員制を採用しています。

経験豊かで専門性を有する人材を配

役会の監督機能の強化、常勤の社外

取締役が経営の意思決定と業務執行

置し、事業会社運営についての権限を

監査役の選任などによる監査役の監

の監督を行う一方、執行役員が業務

委譲することで、機能的で効果的な業

査機能の強化を図 っています。

執行を担 っています。

果断な意思決定を行うことを目的として、コーポレート・ガバナンス
体制を構築し、その充実に継続的に取り組んでいます。

務を執行しています。

コーポレート・ガバナンス体制（模式図）
取締役会

株主総会
選任／解任

選任／解任

人数

選任／解任

取締役
会計監査人

会計監査

人事諮問委員会

報酬諮問委員会

監査役

選任／解任
監督

提案／報告

社長

報告
報告

報告

上程／報告

グループ経営戦略会議

総括

グループ監査部

任期

開催回数※

開催回数※

1年

13回

54回

社外取締役も同様

5名

持株会社である当社の取締役会は、グループ全体の経営方

経営課題をより迅速かつ詳細に審議するため、代表取締役

針と目標を定めるとともに、グループ各社における業務執行

社長が議長を務め、常勤取締役、常勤監査役ほかをメン

を監督する役割を担っています。取締役会長が議長を務め、

バーに、取締役会を補完する組織として機能しています。

社外取締役を含む取締役全員に加え、社外監査役を含む監

グループ ESG 経営推進会議

監査

監査役／監査役会

うち独立社外取締役 3名、
女性1 名

取締役会

答申

10名

グループ経営戦略会議

査役全員が参加しています。
諮問委員会

指示／監督

人事諮問委員会
チーフ ESG プロモーションオフィサー
サステナビリティ推進部担当役員

監査役室
内部監査

事務局
指示／監督

サステナビリティ推進部
グループ総務部
グループ法務部

報酬諮問委員会

委員長

構成人数

開催回数※

委員長

構成人数

開催回数※

山本 亜土

4名

5回

山本 亜土

6名

3回

取締役候補者の選任、取締役の解任は人事諮問委員会で

報酬決定 プロセスの公平性、透明性を確保するため、社外

審議し、取締役会に答申しています。選任 プロセスの公平

取締役、社外監査役、社外有識者が過半数を占めています。

性、透明性を確保するため、議長は社外取締役が務め、社

外部専門機関に依頼・調査した他社水準を参考に、取締役

外取締役 3名と社内取締役 1名で構成されています。

の報酬体系とその水準を策定し、取締役会に答申しています。

監査役会
各事業会社・各部署

ESG プロモーションオフィサー・ESG プロモーションリーダー
（各社・各部署の ESG 経営推進者）

人数

監査役

5名

うち独立社外監査役 3名

任期

開催回数※

4年

13回

社外監査役も同様

監査を通じて会社の健全な発展と社会的信頼の向上を実現
するため、監査に必要となる豊富な経験と高度な専門性を
有する者を5名選任し、構成しています。
会計監査人、内部監査部門との連携を強化する一方、社
外取締役との意見交換も定期的に実施しています。

※ 開催回数は2019 年度の実績
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役員紹介：取締役
（ 2020 年 7 月末現在）

1 伊東 信一郎

2 片野坂 真哉

取締役会長
取締役会 議長
重要な兼職の状況
三井不動産（株）取締役（社外）

2004年

常務取締役

2006年

専務取締役

2007年

代表取締役副社長

2009年

代表取締役社長

2015年

代表取締役会長

2017年

取締役会長（現職）

代表取締役社長
グループ経営戦略会議 議長
グループ ESG 経営推進会議 総括
グループ監査 担当
全日本空輸（株）取締役会長

4 平子 裕志
2011年

常務取締役

2012年

専務取締役

2013年

代表取締役副社長

2015年

代表取締役社長
（現職）

取締役
全日本空輸（株）代表取締役社長

5 高田 直人

3 伊東 裕

取締役 専務執行役員
広報 ･コーポレートブランド推進・秘書・
グループ人財戦略 担当

2019年
2020年

6
3

5
1

8

代表取締役副社長
（現職）

4

取締役（社外）

2013年

取締役（現職）

2013年

取締役（現職）

2020年

取締役（現職）

重要な兼職の状況
名古屋鉄道（株）代表取締役会長
矢作建設工業（株）取締役（社外）
中部日本放送（株）取締役（社外）
名古屋商工会議所 会頭

2017年

取締役（現職）

9 小林 いずみ※
取締役（社外）
重要な兼職の状況
三井物産（株）取締役（社外）
（株）みずほフィナンシャルグループ 取締役（社外）
オムロン
（株）取締役（社外）

6 福澤 一郎
2019年

取締役（現職）

10 勝 栄二郎※

10

9
2

取締役
（現職）

取締役

取締役 常務執行役員
グループ財務統括責任者

7

2015年

重要な兼職の状況
一般社団法人全日本航空事業連合会 会長

重要な兼職の状況
一般社団法人日本経済団体連合会 副会長
東京海上 ホールディングス（株）取締役（社外）

代表取締役 副社長執行役員
グループ ESG 経営推進会議 議長
グループ法務・グループ総務・グループ調達・
サステナビリティ推進 担当

8 山本 亜土※

7 芝田 浩二
取締役 常務執行役員
グループ経営戦略・グループ IT・施設企画・
デジタル ･ デザイン･ラボ ･ グループ D&I 推進・
沖縄地区 担当

取締役（社外）

2020年

取締役（現職）

重要な兼職の状況
（株）インターネットイニシアティブ
代表取締役社長兼 COO

※独立役員
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取締役の選任
取締役候補者の選任に関する考え方
社内
取締役

取締役は、
「航空事業を中心に多角的な事業をグローバルに展開するエアライングループ」としての適切な方

取締役
（全日本空輸（株）
代表取締役社長）

針策定、意思決定および経営監督強化の観点から、誠実な人格、豊富な経験や幅広い識見、高度な専門性を
兼ね備えた者を候補者とし、航空法などの関連法規の範囲内で、その性別、国籍などは問わないこととします。

高田 直人
Naoto Takada

社外取締役については、企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点を持つ者や、グローバルな視
野や地域にねざした視点を有し、社会・経済動向などに関する高い見識に基づく、客観的かつ専門的な視点
を持つ者で、かつ当社からの独立性を有する者から複数名選任します。

取締役の選任理由

取締役
専務執行役員
福澤 一郎
Ichiro Fukuzawa
取締役
常務執行役員

• 現下の新型 コロナウイルス感染症による経営危機を乗り越え、グループの持続的な企業価値の向上を目指すにあたり、これ
までの豊富な経験と実績・知見の活用が不可欠であると判断したため、取締役候補者としました。

• 第75回定時株主総会にて選任され、それぞれ就任しました。

芝田 浩二
Koji Shibata
取締役
常務執行役員

選任理由

伊東 信一郎
Shinichiro Ito
取締役会長
取締役会 議長

代表取締役
副社長執行役員

を果たしました。2015 年 4月からは取締役会の議長を務め、自由闊達かつ建設的な議論や意見交換を促進

山本 亜土
Ado Yamamoto

する議事運営を行う等、取締役会の機能強化を進めています。

片野坂真哉氏は、長年にわたり営業部門、人事部門、経営企画部門等に携わり、2015 年 4月から代表取締役

高田直人氏は、長年にわたり労政部門、産業政策部門、広報部門等に携わり、2017 年 6月からは取締役とし
て、広報、企業の社会的責任（ CSR ）、リスクマネジメントに加え、個人投資家等との積極的なコミュニケー
ションを通じて、当社事業の理解促進に努めてきました。2019 年 4月からは人事部門で、グループの人財育
成等に取り組んでいます。

福澤一郎氏は、長年にわたり財務 ･ IR 部門に携わり、2017 年 4月からは執行役員、2019 年 6月からは取締役・
最高財務責任者として、安定した財務基盤の確立に加え、効率的な資本の再構成等の財務戦略を実現して
きました。また、社長を適切に補佐しつつ、自らも国内外の機関投資家との積極的な対話に努めた他、エア
ラインでは世界初となるグリーンボンド・ソーシャルボンドを発行する等、ESG にも積極的に取り組んでい
ます。

芝田浩二氏は、長年にわたり営業部門や国際提携部門等に携わり、2012 年 4月からは執行役員として、欧州
支配人を務めました。2013 年 4月からはアジア地域における外国航空会社との資本提携等に取り組んだ他、
2017 年4月からはグループ経営戦略室長として、当社のグループ経営戦略の立案・遂行を担当し、グループ
経営の推進に取り組んでいます。

増益を達成する等、成長戦略を実現してきています。取締役会においても、意思決定機能および監督機能の
強化に努める他、SARS やリーマンショック等の大規模な経営危機を克服し、新型 コロナウイルス感染症影

山本亜土氏は、運輸業界における経営者としての豊富な経験と幅広い識見を活かし、取締役会において、グ
ループ経営戦略、リスクマネジメント、組織運営、投資管理、安全対策の推進等について積極的な意見・提言
を行 っていただいています。
また、2016 年6月より報酬諮問委員
（2020 年7月より報酬諮問委員長）
および人事諮問委員
（2020 年 7月よ
り人事諮問委員長）に就任していただいています。

社長として、常に安全を最優先とする経営姿勢でグループ経営体制の基盤を強化するとともに、4 年連続で
小林 いずみ
Izumi Kobayashi
独立社外取締役

伊東裕氏は、長年にわたり法務部門、財務部門等に携わった他、欧米での留学・駐在経験も長く、2013 年 4

小林いずみ氏は、民間金融機関および国際開発金融機関の代表や、他事業会社における社外取締役として
の豊富な経験と幅広い識見を活かし、取締役会において、グローバルな視点からのグループ経営戦略、リス
クマネジメント、投資管理、コーポレート・ガバナンス、組織運営等について積極的な意見・提言を行ってい
ただいています。
また、2013 年 7月より報酬諮問委員に、2016 年 6月より人事諮問委員に就任していただいています。

月からは全日本空輸（株）
の欧州支配人を務め、2016 年4月からは同社取締役として、顧客満足度の向上を通
じた当社競争力の強化等に取り組んできました。2019 年 6月からは当社取締役として、企業の社会的責任
（CSR ）、リスクマネジメントに加え、投資家とのコミュニケーションを通じて、当社事業の理解促進および

ESG 経営の推進に努め、2020年4月からは代表取締役副社長として、取締役会の意思決定機能および監督
機能の強化に貢献しています。
海外勤務経験：欧州・米国
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事業に関する幅広い知見を活かしたグローバルな視点で事業運営に取り組み、同社を世界のリーディング
エアラインへ着実に成長させてきています。

厳しい中で、当社グループの経営を指揮し、グループ経営体制の改革や収益基盤の拡大等を進めて業績回復

響への緊急対策の陣頭指揮を迅速に執 っています。

伊東 裕
Yutaka Ito

は当社 グループの中核子会社である全日本空輸（株）の代表取締役社長として、安全を最優先とし、国際線

ク戦争による経営危機を克服し、2009 年 4月から代表取締役社長として、リーマンショック後の経営環境が

社外取締役

社内取締役

代表取締役社長

年 6月からは取締役として、企業価値向上に向けた財務戦略の実現に取り組んできました。2017 年 4月から

海外勤務経験：英国

伊東信一郎氏は、長年にわたり営業部門や人事部門等に携わり、2003 年 6月から取締役として SARS・イラ

独立社外取締役
片野坂 真哉
Shinya Katanozaka

平子裕志氏は、長年にわたり営業部門、財務部門等に携わり、2012 年 4月からは全米の支配人を務め、2015

海外勤務経験：米国

社内取締役

社外
取締役

平子 裕志
Yuji Hirako

勝 栄二郎
Eijiro Katsu
独立社外取締役

勝栄二郎氏は、財務省において財務次官等の重要な役職を歴任し、行政官としての豊富な経験と高い見識を
有しています。2013 年 6月からは（株）インターネットイニシアティブの代表取締役社長として、企業経営の
豊富な経験とデジタルトランスフォーメーション等のイノベーションに関する知見も備えています。

2014 年 4月からは当社の経営諮問委員を務め、航空業界の事業環境や当社事業の状況についても、豊富
な知識を有しています。
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役員紹介：監査役

2019年度の活動報告

（ 2020 年 7 月末現在）

取締役会の主な議案・報告事項（ 2019 年度）
1. 株主総会に関する事項

8. 重要な財産の処分及び譲受け

• 株主総会付議議案の決定

• 機材導入 ／売却 ／リース実績

2. 取締役・執行役員、取締役会等に関する事項
• 取締役候補者及び執行役員等の選任

9. 出資に関する事項
10. 多額の借財

• 取締役会実効性評価の結果

• 資金計画

• 役員報酬の方針

• 社債発行に関する事項

3. 決算に関する事項

11. コーポレート・ガバナンスに関する事項

• 決算 ／業績予想

• 内部監査計画・結果報告

• 事業会社報告

• グループ CSR・リスク・コンプライアンス会議※の

• 資本市場における評価

概要 ／活動計画

4. 株式・資本金等に関する事項

• 政策保有株式の評価

• 資本金等の状況

12. その他の事項

5. 組織再編に関する事項

• アバターの事業化

長峯 豊之

殿元 清司

加納 望※

松尾 新吾※

小川 英治※

6. 人事・組織に関する事項

• 顧客満足度調査の結果

常勤監査役

常勤監査役

常勤監査役（社外）

監査役（社外）

監査役（社外）

7. 当社及び重要な子会社に関する重要な事項

• 従業員意識調査（ANAʼs Way Survey）の結果

※ 独立役員

候補者の選任に関する考え方

監査役

• 新型 コロナウイルス感染症拡大の影響について

• 人事諮問委員会報告

• 中期経営戦略 ローリング

• 報酬諮問委員会報告

• ESG 経営の推進に向けた中長期目標の設定
※ 2020 年度から、グループ ESG 経営推進会議に名称変更しています。

監査役は、監査を通じて会社の健全な発展と社会的信頼の向上を実現するため、社内および社外から、監査

• ANA ブランド事業計画

に必要となる豊富な経験と高度な専門性を有する者を複数名選任し、その性別、国籍などは問わないことと

• ANA におけるデジタルトランスフォーメーションの

します。なお、財務・会計に関する適切な知見を有する者を1名以上選任します。

取り組み

社外監査役については、企業経営者としての豊富な経験を有する者、社会・経済動向等に関する高い見識を
有する者、財務・会計または法務に関する適切な知識を有する者等、様々な分野における高度な知見を有す
る者で、かつ当社からの独立性を有する者から選任します。

監査役の選任理由
第 75 回定時株主総会にて長峯豊之氏および松尾新吾氏が選任され、就任しました。

取締役会の所要時間の推移（年度 ベース）

議案別の議論状況（ 2019 年度）

取締役会の議論の充実を推進していることから、取締役

取締役会においては、経営戦略に関する議論を充実させ

会における年間の合計所要時間は、ここ数年で増加傾向と

ることを前提に、関連する主要なテーマを抽出して、中長期

なっています。

的な視点で意見交換を実施しています。
株主総会・取締役会等に

選任理由

長峯 豊之
Toyoyuki Nagamine

プの収益ドメインの拡大をはじめとするグループ経営戦略を着実に遂行する等、グループ経営に関する豊富

常勤監査役

な知識・経験を有しています。グループの持続的な企業価値の向上を目指すにあたり、同氏の航空産業に関す

長峯豊之氏は、長年にわたりオペレーション部門、労政部門、経営企画部門などに携わってきた他、当社グルー

26.4
21.4

27.7時間

監査役

独立社外監査役

として、グループの事業運営や経営戦略等について、これまでの経験と識見に基づく助言や経営課題の議論充

6.2%

2.3%

決算に

役候補者としました。

ることから、社外監査役として就任していただいています。監査役会および取締役会において、安全を大前提

その他

22.8

る高い識見・知見を活用することによって、監査機能のより一層の充実が図れることから、同氏を新たに監査

松尾 新吾
Shingo Matsuo

関する事項

関する事項

松尾新吾氏は、長年にわたり公共性の高い事業における経営者としての豊富な経験と幅広い識見を有してい

15.5%
22.3%

経営戦略・

53.8%

事業計画等の
重要事項

実につながる提言をいただいています。グループの持続的な企業価値の向上を目指すにあたり、監査機能のよ
り一層の充実が図れることから、同氏を引き続き社外監査役候補者としました。
殿元清司氏は、第72 回定時株主総会で選任され、就任
小川英治氏は、第73 回定時株主総会で選任され、就任
加納望氏は、第74 回定時株主総会で選任され、就任
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機材計画・出資・
2016

2017

2018

2019 （年度）

資産売却等に関する事項
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取締役会の実効性について
当社 グループでは、取締役会の機能を充実させるための取り組みを続けています。全取締役および全監査役に対してアン
ケートを実施しているほか、取締役会長、代表取締役社長、代表取締役副社長、社外取締役および社外監査役に対して個別イン
タビューを実施した上、内容を詳細に分析して取締役会で報告しています。
新たな課題解決に向けた運営の工夫など、PDCA サイクルを充実させることで、さらなる実効性の向上に努めています。

2018年度

2019年度

2020年度

Action / Plan

Do

Check

Action / Plan

Do

課題設定

改善の取り組み

評価

課題設定

改善の取り組み

時間
情報共有

議論時間を確保するための工夫が
必要

取締役会の開催時間を原則 2時間から
3時間に延長

取締役会の開催時間は概ね適切。
書面報告等と合わせて、従来よりも
時間を有効に活用している

原則 3時間での開催を継続

社内の会議体での議論状況につい
て情報共有が不足しており、理解が
不十分な場合がある

社内会議体での議論状況（反対意見・
賛成意見）を取締役会資料に明記

社内の会議体の議論内容について、
以前より多数の状況が報告されるよ
うになり改善されつつある

議論状況について、以前よりは多く説明されているが、
まだ工夫の余地がある

中期経営戦略について、取締役会とは
別に議論する機会を設定して対応

議論内容

中期経営戦略等の重要な経営課題
については、取締役会とは別に時間
を確保して議論する必要がある

改善事例 ❶

その他の経営課題についても社外役員向
けに説明する場を提供
改善事例 ❷
適切な経営資源配分を実施するた
め、投資案件のレビューを強化する
ことが望ましい

時間外活動

タウンミーティング※は運営上の工
夫を行い、より実効性を高めるべき

持株会社体制に移行した後の投資案件に
ついてレビューを実施

フライトオペレーションセンター（FOC）
と
のタウンミーティングにて運営方法を工夫
し、実効性の向上を図る
⇒ P88-89 現場とのタウンミーティングの取り組み

中期経営戦略の中身についての理
解が深まったが、海外 エアラインも
含めた中長期の課題や業界動向を
さらに深掘りするなど、もっと議論す
る時間があると良い
航空事業との相関性についての理解
を深めるため、取締役会とは別に議
論する機会はもっと取った方が良い

中長期的な経営課題やグループ各社の説明について、
議論の深掘りが求められている

社外役員のみが参加する議論の場を設定する

投資の費用対効果が可視化できたの
で、投資案件のレビューは引き続き
実施すべき

レビューの継続

FOC とのタウンミーティングは非常
に有意義だった。他の部門も対象に
するなど、今後も継続した方が良い

現業部門への視察やタウンミーティングは高く評価されてお
り、質を高めながら継続する

取締役会資料に「社内会議体での議論の要旨」を記載するなど
の工夫を施し、社内会議体との連携を強化する

中長期的な経営課題について、取締役会において議論する時
間を増やすとともに、内容によっては取締役会とは別に説明・
質疑を行う時間を設ける

ANA における経営課題について、担当役員からの説明の場を
設けるとともに、主要なグループ会社を対象に定期的な事業
説明の機会を設ける
監査法人と社外役員が議論するなど、新しい形態でのミー
ティングを実施する

社外役員の関心や要望についてヒアリングを行い、現地部門
の視察等を継続する

※ 役員による従業員との対話

改善事例 ❶

中期経営戦略について社外役員を
中心としたディスカッションを設定
中期経営戦略に関する議論を行う場合、
取締役会だけでは社外役員の議論時間
がどうしても不足しがちになります。その
ため当社代表取締役、ANA 社長、当社企
画担当役員ならびに社外役員で、取締役
会とは別に時間を設け、中期経営戦略に
関するディスカッションを実施しました。

86

出された意見

• 欧州に出張すると、気候変動問題が非常に大きな話題になっていることを実感
する。我 々も環境問題について真剣に考えていかねばならない。

• 国土が広い米中のエアラインと違う、日本という小さな国を主軸にしている ANA
の「あるべきビジネスモデル」は何なのか、そこに向けた打ち手は何か。

• 貨物事業は景気の動向に非常に左右される事業であり、現在の旅客 サービスあ

改善事例 ❷

アバター事業について社外役員を中心とした
ディスカッションを設定
2020 年 4月に新たなビジネスの創出や社会課題の解決を
目的に「avatarin（アバターイン）株式会社」を設立しまし

りきの貨物という発想のままで、ポートフォリオの核に成長させることが本当にで

た。社外役員の理解を深めてもらうとともに、様 々な観点

きるのか。

から意見をいただくため、取締役会とは別に時間を設け、ア

• 今後はグローバルリスクが高まっていくのではないか。ポピュリズムや自国第一
主義が台頭して、ヒト・モノの移動がだんだん抑制される傾向はこの先も続いて
いくと覚悟しておいた方が良い。

実効性評価に関するアンケートの
主な評価項目
（1）取締役会の機能（重要な意思決定および業務執行の監督）
の発揮について
（ 2）昨年度のアンケートで出された課題への対応状況について
（ 3）取締役会の運営について
① 社内会議体における反対意見を含めた議論内容の紹介

バター事業に関する詳細な説明や、独自開発した遠隔操作

② 議案説明、質疑応答、議論時間のバランスについて

ロボット「 newme（ニューミー）」の実演等を実施し、ディ

③ 社外役員に対する事前説明の内容（時間・質）について

スカッションを行いました。

④ 取締役会の資料（量・質）について
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取締役会の実効性について

現場とのタウンミーティングの取り組み

2．運航乗務員の飲酒問題対策について

Q

運航乗務員の飲酒問題が連続して発生したが、

取り組みの経緯
コーポレートガバナンス・コードの原則に従い、ANA グループの行動指針である「ANAʼs Way」がグループ全社員に浸透し、
遵守されているかどうか、グループ社員を対象として、年2回の意識調査（ANAʼs Way Survey）を行っています。調査結果から、
経営層と社員とのコミュニケーションをさらに活性化することが課題であることが見えてきたことに加え、社外役員から、当社
事業や企業文化等への理解をより深めるため、現業部門の社員との意見交換の場を設けて欲しいという要望が出されたことを
踏まえて、2018年度より社外役員と現業部門とのタウンミーティングを実施しています。

2018年度の整備 センターおよびグループ整備会社に続き、2019年度は運航乗務員が所属するフライトオペレーションセン
とのタウンミーティングを実施しました。
ター（FOC）

なぜ抑え込むことができなかったのか。また飲酒問題撲滅の対応を通じて感じていることは何か。

機長と副操縦士のコミュニケーションを、
より充実させていく必要。

人間関係も帰属意識も高めなければならない。

フライト中は安全業務に専念しているため、細かい指導を実施す

れないが、自分たちは先輩・後輩関係なく、互いに厳しい意見を

ることは難しく、体験談を伝えることもできない。飲酒問題への

言い合う中で成長してきたという自負がある。対話をしなければ

対応は厳格になってきている一方で、今までは乗務後の機会も活

否定されることも少なくて気が楽なのかもしれないが、厳しい意

若い世代の人たちは、あまり濃密な人間関係を好まないのかもし

用して先輩から後輩に技術を伝承してきたが、近年は減少傾向に

見をもらうことで成長につながるのも事実である。距離感や隙間

ある。

を組織的に埋めていくような対応を経営陣に期待している。

フライトオペレーションセンター（FOC ）
とのタウンミーティング

2019

実施までのプロセス
FOC に関して複数提示した
テーマから社外役員が選定

選ばれたテーマに関する

社外役員6名、FOC 社員6名を、

資料を社外役員に事前

2組に分けて活発なディスカッ

配布

ションを実施

各自の判断に任せているという組織体制が飲酒問題にも影響しているということはないのだろうか。

FOC 内は意見を言いやすい

1．運航乗務員の安定的な養成対策について

業務特性上、日々上司からの指示がある

対面 コミュニケーションを
さらに深く進めていかなけれ
ばならないと感じる。

業務の特性上、個人の裁量に
委ねている部分が組織運営上
プラスに作用している面もある。

雰囲気が保たれている。

Q

優秀な運航乗務員を安定的に養成していくための課題は何か。

訳ではなく、乗務の便毎に責任を担って

アルコール問題の共有はメール媒体では

ごく限られたメンバーの管理が不十分だっ

いる。これをサポートする組織において、

かなり実施しており、少なくとも一回は

たのは問題だが、組織の体制面からもしっ

上司・先輩に対して意見を言いにくいと

上長による面談を行った。ただし十分と

かりカバーできるように考えなければなら

は言えず、さらにコミュニケーションを深

ない。

いうようなことはない。

きちんと意見を言える精神力が必要。
若い世代では、相手の顔色をうかがうとか、周りからどう見ら

長期的な養成のために
経営の時間軸をどこに定めるか。

れるかということを心配する人が増えているのではないか。相

我 々の世代（1992 年度 〜 93 年度入社）では、年間で約 100 名

手への依存度が高くなると、いざという時の意思決定に支障

のパイロット訓練生を採用していたものの、その後の景気後退

を来たしてしまう。

の影響により、採用抑制や機長昇格訓練を延期した時期が
あった。景気動向による採用数の変動は、短期的にはやむを

機長に本当に必要なのは判断力。
航空機の技術革新が進んでいるため、日々の業務では操縦そ
のものよりもコックピット内のマネジメントやコミュニケー
ションに集中しがち。判断力を日 々の業務の中でどのように
培 っていくかが課題。

Q

勤務 パターンが不規則で乗務 メンバーも毎回異なると、組織として機能させるのは難しいのではないか。

める必要がある。

社外役員の感想

得ないかもしれないが、中長期的な乗員の安定的な養成には

機長を中心に、我 々が直接かかわっていない方 々から話を聞けて

間違いなく大きな影響がある。

非常に良かった。今後ともこういう機会を設けていただきたい。

本人の意欲と認められた能力があれば
65歳を超えても乗務して良いのではないか。
ANA では60 歳定年（65 歳まで雇用延長制度あり）となってい
るが、国のルールでは68 歳まで乗務することが認められてい

を続けているケースもある。

管理職の機長には経営の考え方を伝える場があるも
のの、一般職の機長と会社とのコミュニケーションが
十分ではなかった点もある。乗務員の安定的な養成
についても様 々な課題を乗り越えなければならない

組織

コミュニ
ケーション

る。運航乗務員という立場を担保しているのは、身体検査と技
術であり、実際に65 歳を超えた乗員で、他社に転籍して乗務

取締役会での受け止め

スキル

定年

運航においては、機長が独立してすべての権限を持 っているため、
組織の一員として動く感じが少ない印象を受けた。
機長は孤独な環境で仕事をしていると思う。組織運営の面からも

ということを改めて認識した。

後輩との対話機会を設定し、十分な指導ができる環境を確立する

今後に向けて

ことが重要である。

日頃より、社外役員からは大所高所から俯瞰した観

乗員のスキルアップを促進するための環境など、コミュニケーション

点でご意見をいただいていますが、タウンミーティン

の充実を下支えする仕組みを整える必要があるのではないか。

グの実施により、より細やかな視点でグループ経営

技量さえあれば68 歳まで問題なく乗務できるとのことなので、

化を図る方針です。今後も様々な部門を対象に実施

定年延長について是非検討してはどうか。

していきます。

を把握していただくことで、取締役会の一層の活性

タウンミーティングの様子（2019年11月）
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取締役および監査役への報酬
1. 取締役報酬の基本方針

た場合において、固定報酬1：変動報酬0.67の割合となるよ

取締役の報酬は、以下の基本方針のもとに決定しています。

2019 年度における主な評価指標の目標と実績（参考）

うに設計されています。なお変動報酬の割合は、年度業績目

年度当初目標（連結）

実績

当期純利益

1,080億円

276億円

自己資本利益率（ ROE ）

9.5%

2.6%

総資産利益率（ ROA ）

6.2%

2.4%

営業利益率

7.7%

3.1%

標を達成する度合いに応じて、0から1の範囲内で決まります。

• 報酬に対する透明性・公正性・客観性を確保するとともに、

① 賞与

役職ごとに、その役割と責任に値する報酬水準を設定する。

• 当社業績に対する経営責任を明確にするため、多面的指

単年度の業績と基本品質を反映する指標として、
「当

標を組み合わせた業績連動報酬を導入し、貢献を反映で

期純利益」
・
「安全性」
・
「顧客満足度」などを評価指標とし

きる仕組みとする。

ています。報酬諮問委員会ならびに取締役会にて、各指
標の目標値とそれに連動する支給水準のテーブルを予め

• 企業としての社会的責任を果たすとともに、中長期的な
企業価値向上を図り、株主の皆さまと利益を共有できる

決定し、各指標の実績によって、支給額を決定しています。

報酬体系を構築する。

② 株式報酬

左記のほか、 安全性

顧客満足度

に

ついて社内で目標を策定し、実績に基づい
て評価に反映しています。

中長期的な企業価値の向上と、持続的発展を反映する

2. 報酬決定の手続き

・
「総資産利益率
指標として、
「自己資本利益率（ROE）」

取締役に対する報酬は、株主総会で承認された金額の範

・
「営業利益率」などを評価指標としています。報
（ROA）」

囲内で、報酬諮問委員会の答申を受け、取締役会にて決定

酬諮問委員会ならびに取締役会において決定された支給

しています。

水準と、それぞれの評価指標を組み合わせて、支給額を決
定しています。

3. 報酬諮問委員会

社外取締役は独立した立場からの監督機能を発揮するた

4. 報酬体系について

め、業績連動部分はなく、固定報酬（月額報酬）のみで構成
（ 3）監査役

固定報酬の「基本報酬」に加え、変動報酬として、会社の
持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能す

監査役は社内・社外とも、独立した立場からの監督機能

るよう、年度の業績などに連動する「賞与」と、長期インセン

を発揮するため、業績連動部分はなく、固定報酬（月額報

ティブとしての「株式報酬」により構成されています。

酬）のみで構成されています。

比率

1

報酬

①基本報酬

支給方法

基本報酬

賞与

株式報酬

323

313

̶

10

(3)

(44)

(44)

（̶）

（̶）

6

137

137

̶

̶

(4)

(65)

(65)

̶

（̶）

16

460

450

̶

10

（注）
1. 上表には、2019年6月21日開催の第74回定時株主総会終結のときをもって退任した社外監査役1名を含んでいます。
2. 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しています。

当社は、グループの事業を拡大・発展させていく上で、
固定

監査役

10

報酬などの種類別の総額（百万円）

政策保有株式について

役員報酬制度の概念図

社外取締役

（うち社外監査役）

報酬等の総額
（百万円）

における監査役の報酬水準を考慮して決定しています。

酬」の合計額の支給比率は、会社の年度業績目標を達成し

支給
基準

監査役

支給人員
（名）

監査役報酬の水準は、外部の専門機関が調査した、他社

固定報酬の「基本報酬」と、変動報酬の「賞与」
・
「株式報

社内取締役

取締役

合計

されています。

（ 1）社内取締役

区分

（うち社外取締役）

（2）社外取締役

P.79 参照

2019 年度 取締役および監査役への報酬

役位等に応じて支給

全員一律の金額を支給
常勤・非常勤の
勤務形態に応じて支給
毎月
（現金）

変動

0.67

※1

報酬限度額

②賞与（短期業績連動）

③株式報酬（長期 インセンティブ）

単年度の結果を
多角度から測る

中長期的な企業価値向上に
資するものを評価

当期純利益

自己資本利益率（ ROE ）

安全性

総資産利益率（ ROA ）

顧客満足度

営業利益率

ー

ー

ー

ー

年 1 回（現金）

年1回

①＋②の合計が
年額 960 百万円以内※2
2011年6月20日開催の
第66 回定時株主総会で決議

年額 180 百万円以内

2019年6月21日開催の
第74 回定時株主総会で決議

等、定量的かつ多面的に評価を行います。その評価結果

関係取引先との協力関係の維持・強化が必要であると考

が一定期間継続して低迷し、当社 グループの持続的な成

えています。航空事業を中核とする当社グループは、円滑

長と中長期的な企業価値の向上に資すると判断できない

な事業の継続、業務提携や営業上の関係強化による収益

場合は、縮減を図 っていく方針です。

拡大等の視点から、中長期的な企業価値の向上に資する

なお当社が保有する政策保有株式につきましては、総

と判断した場合に、政策的に株式を保有することとしてい

合的な検証の結果、現時点では縮減の対象とすべき株式

ます。

はないと判断しています。

当社は、毎年、取締役会で個別の政策保有株式につい

また政策保有株式の議決権行使については、当該企業

て、政策保有の意義や保有に伴う便益やリスク等に関し

の中長期的な企業価値向上や、当社グループの事業に与

て総合的に検証を行っています。経済合理性を検証する

える影響などを議案ごとに検証した上で、当該企業との

際は、各銘柄の TSR（株主総利回り）のチェックや、当該

対話の結果などを踏まえて総合的に勘案し、適切に判断

銘柄への投資効果と当社グループの資本コストとの比較

します。

※1 年度業績目標の達成度合いに応じて0 〜1.0の範囲で決定
※2 ③株式報酬は、報酬限度額とは別に、2015 年 6月29日開催の当社第 70 回定時株主総会において決議いただいた株主報酬制度に基づいて支給
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リスクマネジメント
安全で安定的な事業運営で「企業価値を守る」

サイバーセキュリティ対策

経営に重大な影響を及ぼすリスクを把握・分析して適切に対応するとともに、リスクが顕在化した場合
にも影響を極小化し、再発を防ぐための仕組みをグループ全体で構築・運用しています。

ANA は内閣サイバーセキュリティセンターが指定する国の重要インフラ事業者に位置付けられており、経済産業省が定
めたガイドラインに則 って、入口対策、出口対策、ウイルス侵入対策を行い、その防御について24 時間 365日、監視してい
ます。ANA グループとしても、セキュリティ専門人材の育成を行うとともに CSIRT（セキュリティインシデントに対応する
ための専門 チーム）を設置して、インシデント発生時には迅速な対応を図れるようにしています。

リスクマネジメント推進体制

また、サイバーセキュリティにはサイバー攻撃の早期警戒情報の活用が効果的であることから、航空会社や航空機 メー

ANA グループにおけるリスクマネジメントに関する基本事項を規定した「ANA グループ・トータルリスクマネジメント規程」
に基づき、
「グループ ESG 経営推進会議」にて基本政策の立案・発議を行い、取締役会で決定された基本方針に則って業務を
遂行しています。各社・各部署においては、ESG プロモーションオフィサーが推進責任者として、ESG プロモーションリーダー
が牽引役として、リスクマネジメント体制を構築しております。ESG プロモーションリーダーはリスク管理を計画的に実施する
とともに、危機発生時には事務局と連携しながら迅速に対応にあたる役割を担 っています。

リスクマネジメントに対する考え方
予防の観点
グループ各社において、自律的なリスクマネジメント
（リ
スクの洗い出し、分析・評価、対策の検討・実施、結果のモ
ニタリング）の仕組みを構築しています。
各組織で洗い出された重要なリスクについては、対策の進捗・
効果、達成レベルを確認・評価するとともに、グループ全体で取
り組むべきと判断された課題については、当社が対策を講じ、そ

リスクが顕在化した後の危機対応
正確な情報収集を行い、損害を極小化する対策を実施す
るとともに、原因を調査究明し、再発の防止を行います。
危機発生時の対応全般については「Crisis Management

Manual」に規定しており、特に航空機の運航に直接影響する
危 機（ 事 故・ハイジャック など ）へ の 対 応 に つ いて は、
「Emergency Response Manual」にて定めています。

保し、経営や社会に対する影響を極小化し、事業を可能な限
り早期に常態に復旧させるための方針と手順を定めています。

情報 セキュリティ
当社では、グループ全体で情報セキュリティに関する規程

ティ対策を講じています。

のある対策が望まれます。ANA グループでは、これからもサイバーセキュリティをグループ全体のリスク管理の課題と理解
して、取締役会も含めて対応していきます。

ここ数年、大型台風や集中豪雨などの自然災害が頻繁に発生しており、公共交通機関として、常日頃からこうした災害の
発生を想定した準備や訓練を行うことの重要性がますます高まっています。

2019 年度では、2018 年 9月に発生した台風 21 号の影響により関西国際空港での運航が長期間停止となった事態を受
け、当時の災害対応の分析を行い、訓練 プログラムを見直し、現場における災害対応力の強化に取り組みました。さらに
全国の空港における自社の設備を再点検し、浸水や停電に備えた施設の増強計画を策定しました。
（Advanced
また、国土交通省が主導する、自然災害に強い空港づくりに向けた A2-BCP

Airport-Business Continuity Plan）ガイドライン策定にも積極的に参画し、空港管理者

き続き現場における対応力の向上と人財の育成に努めていきます。
準拠する取り扱いを行うべく、プライバシーポリシーや社内
の関連規程の改定を行いました。

関西国際空港での訓練

新型 コロナウイルス対応（社員感染予防策）

社員一人ひとりに対しても、これらの法令に関する取り扱

ANA グループでは、中国・武漢市で新型コロナウイルス感染症の感染が拡大し、交通機関停止措置などが発生した2020

いや情報 システム利用におけるルールなど、情報資産の重

年1月下旬に、
「 Crisis Management Manual 」および「 Emergency Response Manual 」に基づき、グループ内での対

要性と厳正な取扱いについて e ラーニングを実施している

応体制を構築しました。医師が感染の疑いがあると判断した社員を速やかに把握し、保健所などの指示に先んじて当該社

ほか、職場において情報 セキュリティに取り組む意義や意

員や濃厚接触の可能性のある社員を自宅待機させる措置をとるなど、感染拡大防止に努めました。

識の向上を図 っています。

安全保障輸出管理

このほか、社員の感染防止策として、以下の対策を行いました。
• 手洗いなど、個人での感染防止対策の徹底

※

ANA グループでは、航空機整備に必要な部品・薬剤・器

• 感染拡大状況に応じたマスク・手袋などの着用指示
• 体調確認の徹底
• 最新の知見に基づく情報発信や資料の配布

また、ANA グループの事業において、個人情報はサービ

具などを海外の就航空港や整備工場に輸出しています。こ

スを提供するにあたって欠かせないものであり、お客様から

の中には武器として転用される可能性がある技術を含むも

お預かりした大切な資産と考えています。近年、個人情報や

のもあることから、輸出する物品の管理を徹底しています。

プライバシーに関する法令が国内外で次 々と制定されてお

輸出者として直接輸出業務を行っている部署はもちろん、通

り、当 社 で も 2018 年 に 欧 州 の 一 般 デ ー タ 保 護 規 則

関業務などの輸出関連業務を行う部署に対して、年1回の監

• 常に最新の情報を入手して社員に周知

査・教育を実施し、安全保障輸出管理体制を堅持しています。

• 今後、感染拡大状況には波があると想定されるため、厚生労働省が発表した「新しい生活様式」や経団連および定期航空協会のガ

（ GDPR ）、2020 年に中国 サイバーセキュリティ法（CCSL ）
や米国 カリフォルニア州消費者 プライバシー法（CCPA）に
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いう前提に立って対策に取り組む一方で、デジタル技術の活用は企業を成長させる重要な手段であることからバランス感

ANA グループでは、今後も危機事象に対する BCP の確立をさらに進めるとともに、引

の整備および情報 セキュリティ管理体制の構築を行い、日
常的に情報 システムの機能向上や方針に沿 ったセキュリ

2019年秋には経団連より「取締役向けのサイバーリスクハンドブック」が発行されました。インシデントは必ず起こると

等との連携強化に努めています。

主な取り組み
大規模災害などの発生時に、お客様・役職員等の安全を確

盟し、業種内外から情報を早期に取得し予防対策に活用しています。

台風対応その後

の進捗を「グループ ESG 経営推進会議」で確認しています。

BCP（事業継続計画）

カー等で構成される Aviation-ISAC（Information Sharing and Analysis Center ）や交通 ISAC 等の情報共有組織に加

※ 安全保障輸出管理：外国為替及び外国貿易法（外為法）に規定されている日本国外に
対する輸出に関する規制全般を指します。

• 緊急事態宣言における政府の方針を社員に徹底（一部、政府方針より厳しい制限を設定）

1月以降、感染拡大防止に対応してきた経験を踏まえ、今後も以下の対応をしていきます。

イドラインを踏まえた、新しい業務 スタイルや働き方を徹底
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コンプライアンス
体制の整備・充実、組織への理念浸透で「企業価値を守る」
グループ全体で法的 リスクを極小化し、企業価値の低下につながる事態の発生を予防する活動を
推進しています。

内部通報制度
「ANA グループ・内部通報取扱規則」に基づき、社内およ
び社外（弁護士事務所）に通報窓口（ANA アラート）を設置
し、コンプライアンスにかかわる情報の把握および課題の
解決に努めています。この通報窓口は、派遣社員などを含
む ANA グループの業務を担っている全役職員、退職者に加

コンプライアンス推進体制

えて取引先の役職員も利用可能で、相談者およびその関係

事業活動に係る法令やその他の規範の遵守を促進するため、
「ANA グループ・コンプライアンス規程」に基づき、コンプライ

者のプライバシーが保護され、相談または事実関係の確認

アンス体制を構築しています。取締役会の諮問機関である「グループ ESG 経営推進会議」のもと、各社・各部署においては、

に協力したことを理由に不利益な取り扱いが行われないこ

ESG プロモーションオフィサーが推進責任者として、ESG プロモーションリーダーが牽引役として、ANA グループ全体のコン

とが約束されています。これにより、社内のリスク情報を可

プライアンスに対する意識の強化を図 っています。

及的速やかに把握し、自浄作用を発揮することができます。
海外においても、内部通報制度の認知度を向上させるため
の取り組みを実施し、グローバルレベルでの法的 リスクの

主な取り組み

極小化にも注力しています。

内部通報制度の案内 ポスター

法令遵守に関する教育の実施
グループ役職員一人ひとりが各種法令に関する正しい知
識を身につけ、適切な判断に基づき行動することができる

グループ各社におけるコンプライアンスに関する

よう各種教育を実施しています。契約実務、労務、航空運送

調査の実施

グループ各社および海外支店との連携強化
グループ全体のコンプライアンス体制の強化を目的とし

に関連する法令については、定期的にセミナーを開催し、業

年に1度、グループ各社においてコンプライアンスに関す

て、当社法務部門と各 グループ会社、ANA 海外支店との連

務に必要な知識の向上を図 っています。海外支店において

る調査を実施しています。各種法令の遵守状況に関するセ

絡窓口を明確化し、双方向でコミュニケーションを取りやす

も、競争法や贈賄禁止法に関するセミナーを開催するなど、

ルフチェックを行い、各社およびグループ全体としての課題

い体制を構築・運用しています。

海外で働くグループ役職員のリーガルマインドの醸成を行っ

を点検しています。調査の結果を確認した上で、必要に応じ

ています。併せて、グループ各社や部門のニーズに応じて
テーマや内容を調整したオーダーメイド型のセミナーも随

て各社のフォローアップを行い、課題解決につなげています。
2019年度のセミナーの様子

時行 っています。

ANA グループ税務 ポリシー

情報発信
コンプライアンス意識をグループ全体に浸透させるため、

税務 コーポレート・ガバナンスの強化や税金に対するグローバルな関

法令改正情報、労務や契約の実務における留意点などを

心の高まりに対応するため、2020 年2月に「 ANA グループ税務 ポリシー」

テーマに取り上げ、メールマガジンやニュースレターを配信

を策定しました。

しています。また、イントラネット上のコンプライアンス専

本ポリシーでは、ANA グループの事業活動における税務の考え方として、

税務 ポリシーに掲げる
6項目の行動指針

1

法令遵守

2

公正な事業取引の実施

用 ウェブサイトに各種法令・規則等のマニュアルやガイド

適切な申告・納税という社会的責務を通じて企業価値を守り各国の地域

ラインを掲載し、グループ役職員がいつでも確認できる環

社会の発展に寄与していくという「基本原則」を掲げ、グループ横断的かつ

境を整えています。

全社的な税務 ガバナンスを遂行することで関連法令等を遵守し、永続的

3

人財育成

に適切な申告・納税を実施するという「目指すべき姿」を明示しています。

4

税務 マネジメント

5

外部知見の活用

6

税務当局との関係

ハラスメント防止への取り組み

ニュースレター

また、①法令遵守、②公正な事業取引の実施、③人財育成、④税務マネ

ハラスメントのない職場づくりを目指して、これまで以上

ジメント、⑤外部知見の活用、⑥税務当局との関係の6項目について、社員

に取り組みを強化しています。具体的には、新たに「ハラス

が従うべき行動指針を示し、社内研修などを通じて継続的にグループ社

メント防止に関する規則」を整備し、全グループ役職員に対

員への周知啓発を図 っていきます。

して e ラーニングによるハラスメント教育を実施することで、

本 ポリシーを各 ステークホルダーとも共有した上で、グループ社員が

グループ全体がハラスメントを許さない、より働きやすい職

遵守することによって、税務 リスクを低減するとともに、永続的に適切な

場環境になるよう努めています。

申告・納税を目指します。

詳細は当社 ウェブサイトをご参照ください。

https://www.ana.co.jp/group/csr/
basic_approach/tax-policy/

ハラスメント教育資料
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ステークホルダーとの責任ある対話
ANA グループは、ステークホルダーの皆様とのかかわりを重視した企業活動を進めています。
皆様に安心をお届けし、信頼いただけるよう対話を重ねながら、

社外からの評価

ご意見やご要望を企業活動に取り入れることで戦略の実効性を高めていきます。

ESG インデックスへの組み入れ
決算説明会、スモールミーティング
（機関投資家・アナリスト向け）

第 75 回定時株主総会
ご来場株主数

株主・投資家
との対話

585名

議決権行使率

62.8%

6回

• Dow Jones Sustainability World Index
• Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index
• Sustainability Award Gold Class 2019
• FTSE4Good Index
• FTSE Blossom Japan Index

機関投資家、アナリストとの対話

225回

（国内127 回 ／海外98 回）

個人投資家向け説明会※

個人株主向け機体工場見学会※

10回、計575名

10回、計614名

（IR フェア含む）

※

• MSCI 日本株女性活躍指数（WIN）

品質

定時性

※ 新型 コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、2020 年 1月 〜 3月は中止しました。

• SKYTRAX 社（ANA）
−「 5スター」8 年連続受賞

実施回数
参加人数

949回
12,612名

アジア−パシフィック 主要航空会社
−ネットワーク部門 第 1位

ANA 役員によるタウンミーティングの実施

従業員との
対話

• CIRIUM 社（ANA、2019年）

−メインライン部門 第 1位
全世界の主要航空会社

テーマ例 • 安全堅持

のべ

−ネットワーク部門 第 2位

• SDGs

−メインライン部門 第 2位

• 働き方改革 など

経営戦略

国際社会
との対話

環境関連の国際会議

ESG 投資家との

人権団体との

人権関連の国際会議

への参加

海外での対話

海外での対話

への参加

7回

（アメリカ、カナダ、スイス、

6回

（イギリス）

2回

（タイ）

マレーシア）

5回

（アメリカ、スイス、
タイ、日本）

• 経済産業省 日本健康会議
健康経営優良法人 〜ホワイト500 〜
（ANA ホールディングス、ANA エアポートサービス、ANA 大阪空港）

• 厚生労働省
イクメン企業 アワード2019
両立支援部門 特別奨励賞（ANA）

• 厚生労働省

ビジネス
パートナー
との対話

子育てサポート企業

機内食製造にかかわる企業との意見交換

「プラチナくるみん認定」
（ ANA 、ANA エアサポートサービス）

1回

• DBJ 健康経営（ヘルスマネジメント）格付

（タイ）

最高 ランク評価（ANA ホールディングス、ANA）

• 内閣府
クールジャパン・マッチングアワード2019
「歌舞伎がテーマの機内安全 ビデオ」
グランプリ受賞（ANA）

• 2019年度 グッドデザイン賞
（ANA とトヨタ紡織が共同開発した、国内線普通席新 シート P.55 ）

• IAUD 国際 デザイン賞2019
UX デザイン部門 金賞（ANA）
• オリコン顧客満足度調査
企業研修 若手・中堅社員向け公開講座 講師 第 1位
（ ANA ビジネスソリューション）

• 2020 J-Win ダイバーシティ・アワード
アドバンス部門 大賞（ANA）
復興支援活動、ボランティア活動への参加

地域社会
との対話

（当社 サステナビリティ推進部主催）
実施回数

17回

グループ社員参加人数

96

成田空港近隣の地域活性化に向けた
会議への参加（ ANA 成田 エアポートサービス）

62回
のべ

423名

※ ANA ホールディングス株式会社の MSCI 指数への組入れ、および MSCI ロゴ、商標、サービスマークまたは指数名称の使用は、MSCI またはその関連会社による
ANA ホールディングス株式会社へのスポンサーシップ、支持、宣伝を表すものではありません。
MSCI 指数は MSCI の独占的財産です。MSCI、MSCI 指数の名称およびロゴは MSCI またはその関係会社の商標またはサービスマークです。
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