トップメッセージ

創業の理念に立ち返り、
グループ一丸となって
コロナ禍を乗り越えて
強靭なグループ事業構造を
確立します。

代表取締役社長

片野坂 真哉
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新型 コロナウイルス感染症に
よる事業への影響

これらの結果、第 4 四半期単独で588 億円の営業損失を計
上し、四半期ベースで過去最大の赤字となりました。通期で
は営業利益で608 億円の黒字を確保しましたが、コロナ禍
の収束が見通せない中、取り巻く事業環境に鑑みて、誠に遺
憾ながら2019年度の配当を見送らせていただきました。

平素より、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
新型 コロナウイルス感染症により、罹患された世界中の
方 々に心よりお見舞い申し上げます。
当社グループでは、2018 年 2月に策定した「2018-2022 年
度 中期経営戦略」に則り、国際線事業を中心とした成長戦
（ 以下、
略を推進してきました。2019 年度は全日本空輸（株）

ANA）が成田からパース、チェンナイ、ウラジオストクへ新た
な路線を開設したほか、超大型機を就航させてハワイ戦略を
展開しました。貨物事業では上海線やシカゴ線に大型フレイ
ターを投入して、大型貨物などの特殊商材や、三国間貨物の
取 り込 み を 強 化 し まし た。ま た LCC 事 業 で は、Peach・
（以下、Peach ）
とバニラ・エア（株）の統合によ
Aviation（株）
り、今後の厳しいグローバル競争に対峙するための効率的な
事業体制を確立しました。さらに、競争力の強化を目的とし
た基本品質のさらなる向上を図るため、ボーイング787 型機
のエンジン部品問題にも粘り強く対処するとともに、将来を
担う人材を積極的に採用するなど、
「安全と品質サービス」な
らびに「人財」をテーマとした先行投資も実施しました。これ
らの結果、2019 年度の第3四半期までは連結ベースで過去最
高の売上高を更新し続けるなど、業績は順調に推移していま
した。
しかしながら第4四半期に入ると、1月後半から新型コロナ
ウイルスの感染拡大による影響が現れ始め、中国・アジア方
面の利用者が徐 々に減少していきました。社会・交通 インフ
ラとしての役割を担う立場として、お客様や社員を含む関係
者の安全確保を前提に、海外に滞在する邦人の帰国ニーズな
ど、路線別の動向をきめ細かく捉えながら、できる限り運航を
継続しました。それでも世界中の感染拡大を受けて、3月以降
は各国が出入国制限を強化するようになったため、国際線の
全方面で運休・減便を余儀なくされました。また、日本でも4
月7日の政府による緊急事態宣言の発令や各自治体による外
出自粛の要請を受けて、国内線の利用者が急減しました。

依然として世界各国で厳格な出入国規制が続いており、
国際線の運航が大きく制限されています。国内でも7月以降
にコロナ感染者が再び拡大しており、一部の都道府県で移
動の自粛が呼びかけられています。このような環境下で日常
の仕事ではオンライン会議やテレワークなどの新たなスタ
イルが採用されるようになり、生活面においても人々の非接
触志向が高まっています。当面は航空機の利用を控える傾
向が続くことが見込まれるため、これまでの経営戦略で前提
としていた需要の持続的な拡大を望むことは、非常に難し
い状況となりました。
過去を振り返ると、当社 グループの経営は常に順風満帆
ということではありませんでした。21世紀に入 ってからも、
米同時多発 テロ、SARS、リーマンショック、東日本大震災、
米中貿易摩擦など、数多くの難題に遭遇しましたが、その度
に全役職員が知恵を結集させて、痛みを伴う施策も受け入
れながら、これらの事態を克服してきました。当社が創業し
てから再来年で70年になりますが、今回は過去最大の危機

新型 コロナウイルス感染症の
発生直後から取り組んできた
こと

安を一掃して安心感を醸成することにより、グループ一丸と
なって危機に対応できると考えたからです。空の安全を守る
ビジネスである以上、社員が感染や雇用などの不安を抱え
ながら仕事をすることは絶対に避けなければなりません。今
後の運航規模の回復を見据えながら訓練や教育はしっかり
進めていくこと、法令を遵守しながら働き方の多様化を進め

に直面していると言っても過言ではありません。それでもこ

ること、そして社員と会社を守るために労使協議を前提とし

の難局をしっかりと乗り越え、再び事業を成長軌道に戻し

コロナの影響が顕在化し始めた頃、真 っ先に取り組んだ

たいと考えています。そのために、目前の諸課題にどのよう

のは財務面の対応です。手元資金の確保に向けて金融機関

て待遇面も見直すことなど、私の思いを率直に伝えました。

に対処していくか、私の考えについてご説明します。

との協議を開始しましたが、ここ数年間の業績で蓄積して

5月は国内線の利用者が最も低迷しましたが、コロナの感

きた財務基盤を支えに、当面の事業継続に必要な資金調達

染予防に向けた新しい手順を打ち出す必要があり、当社 グ

については4月中に目途が立ち、6月末までに借入の実行と

ループとして、お客様も係員も安心できる環境を徹底的に

融資枠（コミットメントライン）
の拡大を合わせて合計1兆円

追求しました。一日でも早く安心を届けたいという ANA 平

規模の確保を完了しました。

子社長の積極的な対応により、ANA の感染予防策として6

手元資金の確保に並行して、旅客需要の減少に合わせた

月1日から「ANA Care Promise」を導入しました。
「今まで

運航便数の抑制、人員稼働の調整とサービスの適正化など、

と変わらない快適さや楽しさを、今まで以上の安心で」―

事業面でも即効性のある対応策を実行するとともに、全 グ

私たちが提唱した空の旅の新しいスタンダードです。Peach

ループ会社の社長に対して、緊急措置としてコスト削減策を

でも新しい生活様式に即した航空機の乗り方についてウェ

指示しました。また、公租公課の支払い猶予・減免等を実

ブサイトに特設 ページを開設して方針を周知するなど、必

現するために、定期航空協会を通して政府や関係当局に業

要な対応を進めました。引き続き、グループ全体で清潔かつ

界支援を要請するなど、他の航空会社とも連携しながら危

衛生的な環境の整備を徹底してお客様の不安を払拭し、安

機対応を進めました。

心して航空機をご利用いただけるように努めながら、新しい

しかし、コロナ禍は一向に収束の兆しが見えず、事業の見
通しはますます不透明となりました。厳しい状況が続く中
で、私は約4万5千人のグループ社員に向けて3月に社長メッ

12

セージを発出し、
「雇用を守る」と宣言しました。社内の不

ブランド力を創り出していきます。
P.38 ANA グループの新型コロナウイルス感染症対策
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アフターコロナを見据えた
事業構造改革
これまでの経営戦略では、ANA と Peach の両ブランドによ
るネットワークの拡大を通した成長により、エアライングルー
プとして世界トップティアレベルの売上高、利益水準を追求
することとしていましたが、コロナ禍を受けた人 々の行動変
化に合わせて、経営方針の柔軟な修正が急務となっています。
現下の状況における喫緊の課題として、以下のテーマに取
り組んでいます。

1）コスト削減と投資の抑制
2）事業構造改革の推進
まず、
「1）コスト削減と投資の抑制」についてですが、需
要動向に合わせた生産量の大幅な抑制や、労働組合との協
議に基づいた人件費の圧縮など、変動費と固定費の両面か
らコスト削減を推進しています。2020 年度第1四半期は、合
計 1,625 億円のコスト削減を実行しましたが、引き続き、さ
らなる削減項目の拡大や効果の深掘りを追求します。また、
投資についてはこの先に導入を予定している航空機の受領
時期を後ろ倒しして設備投資を大幅に抑制する方針であり、
航空機 メーカーを中心に関係先との調整を続けています。
次に、今後を見据えた骨太の対応として、
「2）事業構造改
革」を推進します。現在、航空業界における需要構造が大き
く変わろうとしていますが、
「旅客数」という「量的な変化」

として、短期的には国内線から段階的に回復すると見込ん

短期的には、収支均衡に向けて航空事業の構造転換を図

でいます。中期的にはワクチンの普及などによって国際線

ります。ANA と Peach を主軸にポートフォリオ戦略を推進

も緩やかなペースで需要が増加し、グローバリゼーションの

し、コロナ禍の新たな環境下で両 ブランドが持つ強みを発

流れを受けて、航空による人の流動が再び活性化すると考

揮するとともに、機材と人材を対象として固定費の圧縮に

えます。一方、利用者の「客体構成」という「質的な変化」に

向けたリソース対応を進めます。また中期的には、着実に価

ついては、コロナの影響が続く中でもレジャー需要が先行し

値を創出する強靭なグループ事業構造の確立に向けて、航

て回復し、中期的にも安定的に増加するとともに、観光を目

空事業のポートフォリオ戦略を深化させるとともに、ノンエ

的とした訪日客も回復すると見通しています。但し、業務渡

ア事業で航空に次ぐ収益の柱を確立します。パンデミック

航需要は、企業業績の悪化やオンライン会議の浸透などに

の再来にも耐えられるグループ経営を目指し、企業価値の

よるワークスタイルの変化を考慮する必要があります。

向上を通して安定・継続配当に回帰する方針です。

今回の改革は、これらの旅客数と客体構成の両面から変

私たちが目指すのは、単なる事業規模の縮小均衡、リスト

化に対応するための施策です。旅客数の変化に対しては、ま

ラの類ということではなく、アフターコロナで再び成長を果

ずは事業規模を一旦縮小してコロナ禍を乗り越えた上、中

たすことで、世界中の人 々から必要とされるエアライング

期的に需要が回復する段階で規模を再び拡大して、成長軌

ループになることです。経営を取り巻く環境が大きく変わっ

道に戻します。また客体構成の変化に対応するため、新た

た以上、私たちがそれらに主体的に適合していかねばなり

な市場 ニーズに適合したプロダクトとサービスの提供のよ

ません。スピード感を持って改革を推進し、持続的な成長へ

り、グループ全体で需要の取り込み方を変えていきます。

の道筋を確立して次世代に受け継いでいきます。

これを実現するための具体的な対応は、以下の通りです。

P.24~ 事業の進捗

けたいという人 々の願望が非常に大きいことを痛感しまし
た。故郷に帰りたい、海外旅行に出かけたいなど、航空機を
利用して移動するという潜在的なニーズは今後も変わらな
いと考えています。リモートワークの浸透等によって一時的
に業務渡航需要が減少する可能性が高まっていますが、一
方で場所を問わない新しい働き方が定着すれば、ワーケー
ション等のニーズも高まります。
今回の移動制限により、航空事業の在り方そのものに影
響が及ぶ可能性も指摘されていますが、今こそ当社 グルー
プの存在意義を社会に伝えていかねばなりません。需要回

人やモノ、文化の交流を支えながら経済や貿易などの社会

② 固定費の圧縮に向けたリソース対応

② ノンエア事業で航空に次ぐ収益の柱を確立

緊急事態宣言が発令されましたが、私はその間、外に出か

では、当社グループが社会のインフラとしての役割を果たし、

① 航空事業 ポートフォリオ戦略の最適化

① 航空事業 ポートフォリオ戦略の深化

国で渡航制限が強化されました。日本でも4月に政府から

開発と普及などを機に航空機での移動が再び増加する段階

1）短期：収支均衡に向けた事業構造の転換（航空事業）

強靭なグループ事業構造の確立

新型 コロナウイルスの感染が拡大した局面では、世界各

復までの道のりは決して平坦ではありませんが、ワクチンの

事業構造改革の基本方針 ―事業 モデルの変革※

2）中期：着実に価値を創出する

これからも変わらないこと―
ESG 経営の推進

活動を活性化することが可能です。これは私たちのグルー
※ 2020 年 7月29日開示内容
最新の情報については、以下をご参照ください。

プ経営理念 ―世界をつなぐ心の翼で、夢にあふれる未来
に貢献します―に通じるものであり、これからも人と人の

決算説明会資料：

出会いや思いを大切にしながら「世界をつなぐ」ことで、よ

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

り豊かな未来に貢献できると考えています。
企業が社会とともに持続的に成長していくためには、売
上高や利益などの経済的価値だけではなく、現代社会が地
球規模で直面している社会課題への対応を含めた社会的価
値も同時に追求していくことが重要です。社会の一員として、
お客様、株主・投資家、従業員、ビジネスパートナー、地域
社会など、ステークホルダー全体の持続的な発展につなが
る価値を共有したいと考えています。当社 グループは従来
から ESG 経営を推進してきましたが、コロナ禍に直面して
その重要性がさらに高まりました。地球規模の視点に立ち、
中・長期的な課題に対して真摯に取り組んでいく決意です。
P.44~45 ANA グループの ESG 経営
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環境問題はまさにステークホルダー全体にかかわる課題
であり、世界的にもますます大きなテーマとして捉えられる
ようになりました。世界共通の課題である気候変動への取

未来に受け継いでいくこと

り組みは、これからの時代を担う企業に課せられた責務で
あり、航空業界に対しても航空機の運航による CO 2排出量

中国・武漢で新型コロナウイルス感染者が急拡大した1月

の削減を求める規制がさらに厳しくなっています。足元では

以降、現地に滞在していた日本人の方 々の帰国手段を確保

コロナによる運休・減便の影響で CO 2排出量は減少してい

するため、計5回にわたって ANA がチャーター便を運航しま

ますが、近い将来、航空事業の生産量を回復していく過程で

した。まだ新型コロナウイルスの脅威が日本で十分に認識さ

は、CO 2排出量が再び従来の水準に戻ることにならないよ

れていなかった頃、多くの社員が感染のリスクと隣り合わせ

う、適切な対応が求められています。そこで、今般新たに

で業務にあたりました。それでも、
「いつも以上に公共交通

2050 年を見据えた長期目標を策定しました。航空機の運

機関としての使命を自覚した」
「お客様を無事に日本に送り

航による CO 2排出量を2005 年比で 50% 削減するなど、気

届けることで必死だった」など、一人ひとりが強い思いで各

候変動への取り組みを一層強化します。

自の役割を全うしたことで、合計828名のお客様の帰国をサ

P.46~49 ESG 経営のさらなる推進
今回策定した目標は決して容易に達成できるものではあ

の関係先の方々に支えられながら、航空会社としての責務を
果たし、6月23日には外務大臣から感謝状を授与されました。

りません。航空機やジェット燃料の技術革新などによるハー

また、社会貢献活動の一貫として、4月に医療用 ガウン縫

ド面の対応だけではなく、人が介在するソフト面での地道な

製の支援に関するボランティアを募集したところ、想定を大

努力も重要であり、環境以外の社会課題として人権を尊重

幅に上回る多数のグループ社員から応募がありました。何

した事業活動やサプライチェーンマネジメントなどの諸課

とかして社会の役に立ちたい、自分たちの持っている力を分

題にも継続して取り組む必要があります。これらの動向を

かち合いたいという社内の声を聞き、改めて「人財」は宝で

適切に把握して対応していくためには、ステークホルダーと

あると認識しました。コロナ禍の収束が見えない中、社会・

の対話が不可欠です。対話を通して当社 グループを取り巻

交通インフラとしての責任を果たすために、この瞬間も空港

く潜在的な機会とリスクを把握するとともに、社会の意識

や機内をはじめとする様 々な場所で多くのグループ社員が

や行動の変化などを的確に捉え、これまで以上に経営戦略

業務を遂行していることを、私は心から誇りに思います。

に反映させながら、環境・社会・ガバナンスに配慮した経営
を推進していく方針です。今後、目標達成に向けたプロセス
を可視化するとともに、成果については統合報告書やウェ
ブサイト等により、適切に開示します。
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ポートすることができました。日本政府をはじめとする多く

P.76〜77 ANA グループならではの取り組み

「現在窮乏、将来有望」―創業者である美土路昌一の

会社の実力は、厳しい時こそ冷静に考えて情熱的に行動

言葉です。この言葉を糧に、歴代の経営者が安全を礎に社

し、いかに仲間と共に職責を果たすかという点に現れます。

会に役立ちたいとの一心で従業員とともに努力を続けてき

当社グループにおける創業の理念の一つに「高潔な企業」と

は、僅
ました。ANA の前身である日本ヘリコプター輸送（株）

いう言葉がありますが、これは営利よりも公共性の高い仕

か2 機のヘリコプターと大きな夢を抱いた28 名の社員でス

事を優先するという考えです。武漢 チャーター便の運航や

タートしましたが、以来、努力と挑戦を続けながら成長を遂

医療用 ガウン縫製の支援では、社会において自分たちに与

げてきました。経営を取り巻く環境の変化により、これまで

えられた役割を適正に粛 々と遂行するべきという使命感と、

幾度となく困難に直面しましたが、危機を切り抜けた後に

そのミッションに自分自身もかかわりたいという責任感から

私たちはいつも強く生まれ変わりました。今回のコロナ禍

社員が一致団結しました。当社 グループには困難を皆で乗

もグループ総合力で果敢に挑戦して乗り越えていきます。そ

り越えていこうとする「心の翼」があります。先輩社員から

してさらに強い翼となり、世界中の人 々の架け橋となり未

受け継がれてきた価値観は強靭な DNA として私たちの中に

来に向けて羽ばたきたい―それが私の夢です。夢は努力

根付いており、未来永劫変わることはありません。68 年間

をすれば必ず叶うものです。その一心で、私は経営トップと

の歴史で培 ってきた企業文化こそが、現下の危機を克服し

して、有望なエアライングループとなるようしっかりと舵取

てくための一番の原動力になると確信しています。

りをしてまいります。

今後とも ANA グループへの変わらぬご支援を賜りますよ
う、心よりお願い申し上げます。

2020 年 9月
代表取締役社長
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