事業戦略
新型 コロナウイルスの感染拡大を受け、
ANA グループを取り巻く環境は
大きく変化しています。
成長回帰に向けて、
事業構造改革を着実に推進し、
パンデミックの再来にも耐えうる
強靭な企業 グループを
目指します。

THE WEDDING with ANA
〜機内 ウェディング〜
海外 ウェディングが難しい今、ANAグループで
オリジナルの挙式を演出。海外に一番近い空
港・機内で、一生に一度の思い出づくりをお手
伝いしました。
P.76

22

ANA グループの「人」の力
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当社 グループを取り巻く環境

コロナ禍を乗り越えるための取り組み
当社グループとしては、これらの航空需要の変化に対応す

新型コロナウイルス感染症の影響により、航空業界を取り

るため、機材・人財を中心としたリソース調整や、サービスモ

巻く環境が大きく変化しました。
旅客需要は一時的に大幅に減少しましたが、中期的には、

デル・ビジネスモデルの変革が必要であると考えています。
応として、固定費比率の高いコスト構造や、航空事業に依存

一方、顧客層については、業務渡航を中心とする高単価需
要の構成比が縮小し、レジャーやVFR ※需要など、相対的に

げて迅速かつ機動的に進めてきました。

航空需要が大幅かつ長期にわたり低迷するリスクへの対

ワクチンの普及やグローバル化の進展に伴って、段階的にコ
ロナ前の水準に回復すると見通しています。

2020年度は事業・財務の両面において、コロナ禍を乗り越えるための様々な取り組みをグループをあ

したグループ利益構造を見直すことにより、強靭な事業構造
へ転換していくことが不可欠です。

単価の低い需要の構成比が拡大すると見込んでいます。また、

2020年度

経営
テーマ

顧客のニーズとして、衛生、非接触、シンプル化などを求める

月27日に策定した「事業構造改革」と、2021年度計画の概要

声も高まっています。

についてご説明します。

「事業構造改革」の着実な推進

緊急的な対応策の実施

本 パートではこれらの課題に対応するために、2020年10

2021年度

（2020年10月27日策定）

需要動向に合わせた生産量調整 ／人員稼働・サービスの適正化
衛生面の徹底「ANA Care Promise」

※ VFR：Visiting Friends and Relatives

① リソースの圧縮（機材・人財）

事業

1

事業構造改革
「3つの柱」

コロナ禍を受けて社会や人々の意識・行動が変化（航空需要への影響）
短期（ウィズコロナ）

旅客数
（量的な変化）

顧客層
（質的な変化）

当社グループの対応

旅客需要の減少

レジャー・VFR 需要から回復
業務渡航需要は減少

③ 顧客 データ資産の活用

中期（アフターコロナ）
コスト削減策の推進 ／設備投資の抑制

コロナ前の水準に回復

客体構成比が構造的に変化
レジャー・VFR →拡大
業務渡航→縮小

改革の加速

② 航空事業 モデルの変革

資本の増強
（公募増資）

財務

手元流動性の確保
間接金融による借入
（劣後 ローン）

財務の柔軟性
維持・強化

新常態に適合するサービスモデル・ビジネスモデルへの変革が必要
事業構造改革「3つの柱」

2

移動制限により航空需要が大幅かつ長期にわたり低迷

短期

1. ANAブランドを中心に航空事業の規模を一時的に縮小することで、コロナ禍を乗り越える。
2. 航空事業をアフターコロナの新常態でも持続的成長が可能な事業 モデルに変革する。

航空需要が
大幅かつ長期にわたり低迷

当社グループの対応

航空事業に依存したグループ利益構造
高い固定費比率

グループ利益の減少に直結

パンデミック再来に備えるため、強靭な事業構造に変革する必要

中期

3. 顧客 データ資産を活用したプラットフォーム事業を確立し、新たな収益機会を創出する。

2020年度上期は、事業面においては、需要動向に合わせ

2020年度下期は、コロナ禍の影響が長期化しても当社

た生産量の調整や、人員稼働・サービスの適正化など、緊急

グループが生き残 って再び成長していくため、10月27日に

的 な 対 応 策 を 中 心 に 実 施 し ま し た。ま た、
「ANA Care

「事業構造改革」を策定し、
「3つの柱」をテーマに掲げて、各種

Promise」を導入して、衛生面の取り組みを徹底しました。

24

取り組みを進めました。

一方、財務面にもかかわる施策として、コスト削減策の推

また、財務面では、間接金融による借入と、資本の増強に

進や、設備投資の抑制に取り組むとともに、早い段階で、当

より、財務の柔軟性を維持・強化することで、アフターコロナ

面の手元流動性を確保しました。

を見据えた改革を加速しました。

25

事業戦略

最新の情報については、以下をご参照ください。

「事業構造改革」と2021年度計画の概要

決算説明会資料：https://www.ana.co.jp/group/investors/irdata/supplement/

事業構造改革の進捗

1

テーマ

短期

2

ANAブランドを中心に航空事業の規模を
一時的に縮小することで、コロナ禍を乗り越える。

1. 機材への対応

テーマ

短 〜中期

1）グループ従業員数の削減
② 希望退職者の募集（2020年度）

約▲

2）待遇面の見直し

（2019年度末比）

303機
大型機
（内数）

274機※

59

271機

新

第3ブランド

275〜
280機

4,000人

約▲

グループ従業員数

（2020年度末比）

36

269

236

約240

1） 既存のリソース・ノウハウを有効活用
→2022年度後半 〜2023年度前半の運航開始に向けて準備
2） コストを抑えて機動的に事業を展開

低価格・シンプル志向の需要を開拓
46,580人

大型機を
大幅に削減

2019年度末

訴求力を維持

アジア・オセアニア等の成長市場をカバー

キャッチメントを拡大

241

33

34

高価格帯市場の縮小

③ 新規採用の抑制（2021〜2022年度）

25機

航空機数

価格・
サービス品質

1） 需給 バランスの最適化→路線を厳選してネットワークを拡大
2）「新ビジネスモデル・サービスモデル」への移行
［テーマ］ESG、衛生・清潔、ユニバーサル、セルフ、パーソナル
3） デジタル活用等による「スリム化」を推進

① 定年退職等による自然減

2）今後に導入する機材の受領時期を後ろ倒し

ブランド配置のイメージ

高価格帯市場への訴求力を維持
キャッチメントを拡大

2. 人財への対応

1）大型機を中心とした退役の前倒し
（2020年度）

航空事業をアフターコロナの新常態でも
持続的成長が可能な事業 モデルに変革する。

2020年度末

※ 2020年度末までに退役した機材を除く

35

35〜40

2021年度末
（計画）

2022年度末
（計画）

2020年度末

2020年度

リソースの
圧縮に目途

機材について、2020年度中に大型機を中心とした退役の
前倒しを実施し、期末時点の航空機数（稼働 ベース）は、
グループ全体で274機となりました。
今後の導入機材についても、受領時期を後ろ倒しすること
でメーカーと調整済みですが、需要の動向に応じて、柔軟に
対応していく方針です。
また人財については、一時的に事業規模を縮小するため、

約44,000人

2021年度末
（見込み）

約42,500人

1） 新たな顧客層の取り込み
（ビジネス需要など）
2） 大都市圏空港を中心に国内線強化→中部空港へ進出
3） ANAとの協業を加速（コードシェア、運航路線・便数の調整等）

需要開拓

成長領域を
カバー
第3ブランド

2022年度末
（見込み）

2021年度以降

固定費の削減を深掘り
ユニットコストを着実に改善

グループ全体で需要カバレッジを最大化
最適な航空事業 ポートフォリオを追求

需要のすそ野を拡大

運航距離

ANAブランドは、高価格帯市場への訴求力を維持すると同

Peachは、国内や近隣アジアをターゲットに、低価格・シン

時に、今後の拡大が見込まれる、業務渡航以外の顧客層に対

プル志向の需要を開拓します。ビジネス需要等の新たな顧客

2020年度中にこれらの対応を進めたことで、リソースの圧

してもキャッチメントを拡大します。また、新常態に適合する

層を取り込むほか、大都市圏空港を中心に国内線を強化し

縮に目途が立ちました。固定費を中心としたコスト削減を深

ための新ビジネスモデル、サービスモデルに移行するととも

ます。また、2021年8月からANAとのコードシェアも開始する

掘りし、ユニットコストの改善につなげます。

に、デジタルの活用などにより省人化、スリム化を推進します。

など、フルサービスキャリアとLCC の協業を加速していき

雇用を守る一方、待遇面の見直しを進めて人件費を抑制
します。

新たに設立する第3ブランドは、訪日需要などを対象にア

ます。

ジア・オセアニア等の成長市場をカバーします。
（株）
エアー

これらの各社による変革を前提に、各ブランドの最適配置

新規採用の抑制等により、今後2年間で、グループ従業員数

ジャパンを母体として、既存のリソース・ノウハウを活用しな

とマーケティング連携の強化により、グループ全体で需要の

を約4,000人削減する計画です。

がら準備を進め、2022年度後半から2023年度前半の運航開

カバレッジを最大化し、最適な航空事業 ポートフォリオを追

始を目指します。コストを抑えてリーズナブルな運賃を提供

求します。

し、中距離国際線を軸に事業を展開していきます。
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事業構造改革の進捗

旅客需要の見通し
今後の旅客需要の見通しについては、次の通り前提を置いて対応を図っていきます。

3

顧客 データ資産を活用したプラットフォーム事業を確立し、
新たな収益機会を創出する。

テーマ

中期

P.38

特集：プラットフォーム事業の確立に向けて

2021年度当初計画の段階で、国内線は、2021年度の第2四
半期から需要が回復するとの前提を織り込みました。

考えています。

ワクチン接種の進展に伴い、徐 々に旅行や帰省の需要回
復が顕著となるとの考えに基づいたものです。

これまで蓄積してきた顧客 データを活用して
新たな収益機会を創出

2. 対応

2021年4月にグループ会社を再編

第1四半期は、4月25日から6月20日まで発出された緊急事
態宣言の影響により、国内線の旅客実績は当初計画を下回

計画前提では、2021年度の平均ではコロナ前の8割、年度
1.目的

5割水準となり、2023年度末頃に、コロナ前の水準に戻ると

末には概ねコロナ前の水準に戻ると見込んでいます。

りました。ただし、生産量を調整し変動費を抑制したことに
加え、堅調な貨物事業で増収を図ったことなどにより、収支

一方、国際線では、年内には主要各国における出入国規制

への影響を最小限に留めました。

の緩和が始まるとみており、ビジネス需要や駐在員、長期滞

① 航空 ビジネスに留まらない価値の提供
② 顧客のライフタイムバリュー最大化

ANA X（株）

プラットフォーム
事業会社

在者等の往来を中心に、段階的に回復すると想定しています。
2021年度の平均ではコロナ前の3割、年度末の需要は同

今後も需要動向を注視しながら、機材や人財を中心とした
リソースの調整をはじめ、必要な対応を柔軟かつ機動的に実
施していきます。

2021年度 当初計画の前提（2021年4月30日発表）
広告

レコメンド

2021年度 下期

地域創生事業

エアライン事業

（地域商社）

旅行事業

第3ブランド

旅行事業

2021年度 上期

統合

キャンペーン

FFP

新規事業

カード

ポイント

会社分割

ANAセールス
（株）

外部環境
（想定）

2022年度 以降

グローバルで
徐 々に渡航制限が緩和

ワクチン接種が着実に進行
主要各国が出入国規制の緩和を開始

コロナ感染者
拡大の懸念

旅客需要の前提

コロナ前の需要水準に回復

新顧客 DB
関係人口創出

物販事業

生活者コンテンツ

レンタカー

結婚・
出産

デジタル 美容健康
コンテンツ

航空セールス事業

シェア旅

進学

インフラ

日用品

為替

外食

旅行

ローン

クレジット
カード

地域創生事業会社
ANAあきんど
（株）

コロナ前との対比で
9割水準に回復

国際線

需要低迷が続くも
第2四半期から回復の兆候

回復基調が継続

一方、新たに設立した「ANAあきんど
（株）
」は、地域の魅力

ラットフォーム事業会社としての「ANA X（株）」がスタートを

的な有形・無形の商材を発掘し、プラットフォームに展開す

切りました。当社グループが蓄積してきた顧客データとAMC

る地域創生事業を展開していきます。
中期的には、カード・マイル事業や、eコマース、不動産な

旅行事業、年間4兆円規模の決済額を持つ ANAカード事業

どの各種サービスに加え、他社とのBtoB 提携により、ライン

を中核にプラットフォーム事業を具現化していきます。

ナップを拡充します。
航空ビジネスに留まらない価値を提供し、顧客のライフタ

の誘導を促すとともに、これまでの航空セールス事業におけ

イムバリュー最大化を追求することで、非航空収入を拡大し、

る航空券・旅行販売業務を効率化します。

独立した事業としての収益貢献を目指します。

国内旅客
国際旅客

85

2023年度
期末

95

100

100
85

［国内旅客］年度平均：80

75

50

90

45

45

50

50

① 本グラフの数値は ANAブランドのみ
（Peach、第3ブランドは含まず）
② コロナ前の2019年1〜12月実績をもとに、
同一基準で算定

［国際旅客］年度平均：30

25

5

20

第1四半期

第2四半期

0

第3四半期

2021年度 四半期ごとの平均値

28

2021年度
期末

［指数］
コロナ前の旅客数（2019年実績）=100

2021年4月にANAセールス
（株）
の旅行事業を統合して、プ

また、旅行事業のデジタル化を推進しプラットフォームへ

第2四半期から回復へ
（レジャー・VFR ※中心）

※ VFR：Visiting Friends and Relatives

100

アプリなどのデジタルタッチポイントを活用して、航空事業、

国内線

第4四半期

2021年度
期末

2022年度
期末

2023年度
期末
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コストマネジメント

成長回帰に向けた当面の対応

新型コロナウイルスの影響を受けた直後から、コストマネジメントの取り組みを徹底、強化しています。

脱炭素に向けた取り組みを通して中長期の環境目標を追求しながら、アフターコロナの成長回帰を目
指します。

2020年度は、2019年度実績と比べて合計で5,900億円の
コストを削減しました。
まずは旅客需要に合わせた生産量の柔軟な調整により、
変動費を大幅に抑制しました。固定費についても、労働組合

レーションコストの削減、調達コスト改革等に取り組んでい
ます。第1四半期の実績は計画を上回って推移しており、生

2020年度は、
「事業構造改革の推進」により、航空事業の

産量に連動した変動費の抑制も含めて、引き続きコストマネ

構造転換を図りました。経営環境が大きく変化した中、事業

にも取り組み、グループ事業 ポートフォリオの変革を進めて、

ジメントを徹底していきます。

と財務の両面で対応を進めました。

非航空収入を拡大していきます。

との合意に基づき、賃金・一時金の水準を見直したほか、緊
急的な対応策としてあらゆる費用の執行を抑制しました。
2021年度は、固定費を中心とした3,000億円の削減策を、
当初計画に織り込みました。

中期的には、デジタルの活用による省人化・自動化の推進

同時に、次年度以降を見据えて、
「ビジネスモデルの変革」

2021年度は、
「黒字化の達成」により、経営の安定化を

固定費の削減や変動費化など、コスト構造の変革にも取り

など、生産性と効率性を高めることにより人員数の増加を抑

図ります。まずは主力の航空事業の収益性を改善するため、

組みながら、パンデミック再来にも耐えうる、強靭な企業 グ

制しながら生産量を回復し、ユニットコストを低減していく

新常態に適合したグループエアラインモデルを追求します。

ループに生まれ変わります。

方針です。また外部リソースの活用等により、固定費の変動

主な項目として、公租公課等の減免や、保有機材数の削減

費化を進め、リスクに強いコスト構造を追求していきます。

による効果のほか、賃金と雇用に関する施策の深掘り、オペ

1

コスト削減額※1

2020年度実績

2

主な取り組み
1）機動的な生産量の抑制

変動費

4,180億円

2）役員報酬・賃金の削減
3）賞与・業績連動一時金の削減

固定費※2

合計

1,720億円

固定費※2

パンデミック再来にも耐えうる
強靭な企業グループへ

1）コロナ禍で取り組んだ固定費削減の
施策は可能な限り継続
2）デジタル活用による省人化・自動化を
推進
3）外部 リソースの活用

⑩ 脱炭素に向けた取り組み
→ P.52

生産量に連動

3,000億円

中長期環境目標の追求

5）緊急的 コスト対策

5,900億円

2021年度計画

変動費

4）一時帰休制度の活用

中期的なコストマネジメント
の方向性

３

主な取り組み
1）需要動向に応じた柔軟かつ
機動的な対応
2）公租公課等の減免
（空港使用料・航空機燃料税）
3）保有機材数の削減による効果
（減価償却費・整備費）
4）賃金と雇用に関する施策の深掘り
（人件費）
5）オペレーションコストの削減
（外部委託費・整備費等）
6）調達 コスト改革・施設関連

ビジネスモデル
の変革

⑧「第3ブランド」就航開始
⑨ プラットフォーム事業の収益化

グループ事業
ポートフォリオの変革
非航空収入の拡大

2021年度

1）人員数の増加を抑制しながら生産量を
回復することで、ユニットコストを低減
2）固定費の変動費化を推進し、リスクに
強いコスト構造を追求

④ 新ビジネス・サービスモデルへの移行

黒字化の達成

2

⑤ ANA・Peach 連携強化
⑥ 顧客の確保 ( カード・マイル事業 )
⑦ グループ事業の再編

新常態に適合した
グループエアラインモデル
の追求

2020年度

1

事業構造改革の
推進

① リソース圧縮（機材・人財）
② 固定費削減の深掘り
③ 財務の柔軟性 維持・強化

収支均衡に向けた
航空事業の構造転換

7）緊急 コスト対策の継続・深掘り
※1 数値はすべて2019年度実績との比較
※2 雇用調整助成金の受給額を含む
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航空事業

新型 コロナウイルスによる
危機を乗り越え、
持続的成長に向けた基盤を
構築していきます。
ANA ホールディングス（株）取締役
全日本空輸（株）代表取締役社長

平子 裕志

2020年度は国際貨物が過去最高の収入を記録したものの、新型コロナウイルスによる旅客需要への影響が大きく、
航空事業の売上高は6,040億円（前期比65.2% 減）、営業損失は4,478億円（前期 営業利益495億円）
となりました。
2021年度は機動的に生産量を調整しながら回復する需要を積極的に取り込み、収入を最大化していきます。

ANA 国際線旅客
世界各国における入国規制や貨物需要の動向を見極めながら、段階的に運航便を再開
ANA 国際線旅客の実績

2020年度の振り返り
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う世界各国での入国
規制により、需要が著しく低迷したことを受け、大規模な運

■売上高

座席 キロ

■

旅客 キロ

125

休・減便を実施しました。
路線 ネットワークでは、渡航規制の状況や需要動向を見

100

2021年度は、
「あらゆる収入機会を追求する」
「 投資・費

極め、運航継続路線の選択や臨時便の設定等に努めました。

75

用構造を大きく改め、再成長の基盤を整える」をミッション

また、貨物輸送を中心に需要が一定程度見込まれることから、

とし、足元で続くコロナ禍による危機に対し的確に対応しつ

12月に日本の航空会社として初めて成田−深圳線を開設し

つ、コロナ後を見据え強靭な事業構造への転換を進めてい

たほか、羽田−サンフランシスコ線の運航を開始しました。

25

営業・サービス面では、海外赴任や帰任・留学等の需要

0

ます。

■

（指数）2016年度実績＝100

国内外でのワクチン接種の進展に伴い、旅客需要の段階

の取り込みを図ったほか、1月より帰国時の行動制限に際し

的な回復が続くと想定していますが、機動的かつ柔軟な生

てホテルや交通手段を容易に手配できる「ご帰国あんしん

産量調整を徹底し、旺盛な需要が続く貨物も含めた総合的

サービス」サイトを新設し、利便性の向上に努めました。

な収入の最大化を追求していきます。同時に、オペレー

以上の結果、2020年度の国際線旅客数は42万人（前期

ション体制の見直しや調達コスト改革などを通じて、さらな

比95.5% 減）
となり、収入は447億円（同92.7% 減）
となりま

る固定費の削減にも取り組んでいきます。また、デジタル技

した。

50

24
9
6
2016

2017

2018

2019

2020 （年度）

術を活用した省人・省力化、社員の働き方改革を通じた業
務効率化による生産性向上も加速させます。
コロナ禍によるお客様 ニーズの変化に対しては、サービ

2021年度の事業方針
各国における入国規制が継続している間は、運航規模を

スの在り方を見直し、適応を図ります。
「ANA Care Promise」

縮小することで変動費を抑制しますが、貨物需要を踏まえ

をはじめ、安心して飛行機をご利用いただくための「衛生・

た上で収益性を見極め、柔軟に運航便を設定します。就航

清潔」の取り組みに加え、デジタル時代を踏まえ「セルフ化」

国のワクチン接種や感染者数の動向を注視し、入国規制や

「パーソナル化」も推進します。また、持続可能な社会の実
現に向け、
「環境」
「ユニバーサル」をより重視したエアライン

羽田−サンフランシスコ線運航開始

総量規制が緩和される動きがあれば段階的に生産量を回復
していきます。

への進化を目指していきます。
2017年度の社長就任以来、
「現場力」の強化に重点を置
いてきましたが、コロナ禍の影響が続く中、経営層と社員と
の対話をこれまで以上に増やしています。エアバス A380型
機「ANA FLYING HONU」によるチャーターフライトや、国
際線機材を活用した「翼のレストラン」などは、こうした対
話から生まれたアイデアです。今後も、
「現場」を支える社
員との対話を通じて、全社一体となって各種施策の実行力
を高め、持続的成長に向けた基盤を構築していきます。

安心な渡航の実現に向けたデジタル証明書の活用
ANA は2021年3月よりコモンズ・プロジェクトが推進する「コモンパス」、同年5月より
IATA（国際航空運送協会）が開発を進める「IATAトラベルパス」の実証実験を実施してい
ます。新型コロナウイルス検査結果やワクチン接種記録をデジタル証明書としてアプリ上
で管理し、出入国の際にアプリ画面を係員に提示することで、スムーズかつ非接触に手続
きを進めることや、最新の入国要件、検疫基準を確認することが可能になります。デジタ
ル証明書の実用化を通して、渡航者が安心して国境を往来できる体制づくりに貢献してい
きます。
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航空事業

ANA 国内線旅客

ANA 貨物郵便

ワクチン普及による人々の移動の活性化に合わせて生産量を回復し、収益基盤を強化

需給 バランスを見極めながら、フレイターを中心に輸送力を高めて収益を最大化

ANA 国内線旅客の実績

2020年度の振り返り
5月の緊急事態宣言解除以降、
「Go To トラベルキャン
ペーン」の効果もあり需要は回復傾向にありましたが、12月
からの感染拡大に伴 って再び減少傾向に転じるなど、感染
者数に連動して推移したことを受け、動向を注視しながら

■売上高

■

座席 キロ

■

新型 コロナウイルスの影響により旅客便の運休・減便が

旅客 キロ

（指数）2016年度実績＝100

する中、国際線貨物事業では、第1四半期に感染の拡大を
受けてマスクや医薬品等の緊急物資の需要が増加し、8月

80

以降は自動車関連部品や半導体・電子機器等の主力商材

営業・サービス面では、7月から日程や行先の変更の際に

60

の需要が回復しました。特に下期は海上輸送の混雑を背景

手数料がかからない「あんしん変更 キャンペーン」を実施し

40

たほか、MaaS（Mobility as a Service）に対応した当社 グ

20

ループ独自の経路検索サービスである「空港アクセスナビ」

0

46
30
30
2016

2017

において、航空便の運航情報と連携した鉄道やバス・タク

■売上高

2018

2019

2020（年度）

に、国際貨物 マーケットの需給 バランスが逼迫しましたが、

180

有償貨物トンキロ

■

172

175
150

120

125
100

78
70

75
60

貨物専用機（フレイター）を最大限に活用するだけでなく、
旅客機を使用した貨物臨時便を大幅に増やして積極的に需

有効貨物トンキロ

■

（指数）2016年度実績＝100

発生し、世界的に貨物搭載スペースの供給量が低位に推移

120
100

運航規模を機動的に調整しました。

ANA 国際線貨物の実績

2020年度の振り返り

50
25

0

0

2016

2017

2018

2019

2020（年度）

要を取り込みました。

シー等の地上交通機関の経路の検索から予約・決済まで一

路線 ネットワークでは、10月に成田−フランクフルト線、

気通貫して行える機能を拡充するなど、旅の始まりから終

12月に成田−バンコク線に大型貨物機 ボーイング777F 型

わりまでのシームレスな移動の実現に向けた取り組みを進

機を就航させるなど、フレイターの運航路線を拡大しました。

めました。

また、フレイターによる運航便を成田空港に集約することで、

以上の結果、2020年度の国内線旅客数は1,266万人（前

機材効率を向上させるとともに、成田空港を経由したアジ

期比70.5% 減）
となり、収入は2,031億円（同70.1% 減）
とな

ア・中国・欧米間の需要を広く取り込み、トップラインの向

りました。

上を図りました。
以上の結果、2020年度の国際線貨物輸送重量は655千

2021年度の事業方針

空港 アクセスナビ

2021年2月に日本国内でワクチン接種が開始され、接種

トン（前期比24.4% 減）となり、収入は過去最高を更新し、
1,605億円（同56.3% 増）
となりました。

率の向上とともにレジャーを中心に需要が回復局面に移行
しています。動向が大きく変動しうる状況において、機動的

ボーイング777F 型機

2021年度の事業方針

に運航便を再開するなど柔軟に生産量を調整し、需要を積

旅客便の運休・減便による国際貨物の輸送スペース不足

極的に取り込むことで収益性を早期に回復させ、地域経済

が継続する中、4月には成田−ロサンゼルス線にボーイング

の活性化にも貢献していきます。

777F 型機を、6月には成田−杭州線、7月には成田−北京線
にボーイング767F 型機を投入するなど、フレイターを中心
としたネットワークを拡充しています。また、需要動向を見

羽田空港国内線保安検査場に「フラッパー付き自動 ゲート」を導入
ANA は2021年5月、羽田空港国内線保安検査場の一部に「フラッパー付き自動 ゲート」
を導入しました。これまで係員が検査 レーンごとに実施していた搭乗券の確認を自動化
することで、お客様の「非対面・非接触」ニーズに対応するとともに、係員の業務効率化を
図ります。既存 ホストシステムへの改修を行わず、画像解析技術とフラッパーゲートを組
み合せることにより、低 コストかつ約半年という短期間でシステムを開発しました。コロ
ナを契機に人々の行動が大きく変容していく中、デジタルを活用した変革を強力に推進し、

極めながら旅客機を使用した貨物臨時便を機動的に運航し、
さらなる収入の拡大を目指します。
なお、当社グループでは2021年2月以降、ファイザー社製
の新型 コロナウイルス用 ワクチンの輸送を担 っています。
ワクチンの普及により安心して生活できる社会の実現に貢

旅客機を使用したワクチン輸送

献すべく、厳密な温度管理のもと万全の態勢で輸送を行 っ
ています。

お客様のニーズに迅速かつ適切に応えていきます。
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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、収益性を回復させながら取り組みを強化

LCC（Peach）

航空関連事業

国内線を中心に運航路線を拡大し、回復するレジャー・VFR ※需要を積極的に取り込み

2020年度は国際線の機内食をインターネット販売するな
ど増収に努めたものの、新型コロナウイルスの感染拡大によ

LCCの実績

2020年度の振り返り
路線ネットワークでは、5月の緊急事態宣言解除以降の旅
客需要の回復に合わせた運航便の再開に加えて、8月に成田−
釧路線、成田−宮崎線、12月に中部−新千歳線、中部−仙

■売上高

■

座席 キロ

■

ことなどから、売上高は2,221億円（前期比25.8% 減）、営業

旅客 キロ

（指数）2016年度実績＝100

イルスの感染状況などを考慮しながら、お客様がより柔軟

2,910

2,994

2,221

航空会社を含め運航便が段階的に再開する見通しであり、
空港地上支援業務などの受託を中心に、収益性の回復と強

100

化に取り組んでいきます。
45

50

29
0

には、予約便や日付変更が可能なシンプルピーチプラス運
賃の販売を開始しました。発着地域の天候や新型コロナウ

2,843

2021年度は世界的にワクチン接種が拡大する中で、外国

内線の一部路線で航空券予約と新型コロナウイルスの検査
を同時に申し込みできるサービスを実施しました。また2月

2,644

利益は36億円（同79.7% 減）
となりました。

150

的に運休・減便を実施して生産量を柔軟に調整しました。
営業・サービス面では、お客様に安心を提供するため、国

（億円）

り、旅客の搭乗受付業務や手荷物搭載等の受託が減少した

台線が就航するなど、国内線で新たに10路線を開設しまし
た。一方で、感染の拡大により需要が減退した際には、機動

航空関連事業の売上高推移

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

2020 （年度）

26

2020（年度）

注：1. 上記 グラフは Peachとバニラエアの合計値
（2016年度は連結化前の Peach の実績を含む）
2. 売上高に附帯収入を含む

旅行事業
2020年度は各国における入国制限の影響により、海外旅

に移動できる選択肢を提供することで、利便性の向上に努

行は当社グループが主催する全ツアーの催行を中止しまし

めました。

た。国内旅行は「Go To トラベルキャンペーン」の後押しも

以上の結果、2020年度の旅客数は208万人（前期比71.4%

旅行事業の売上高推移
（億円）

あり、第3四半期にはインターネット販売のダイナミックパッ

減）
となり、収入は220億円
（同73.1% 減）
となりました。

1,606

1,592

ケージ商品の取扱高が前年同期を上回りました。しかしな

1,507

1,439

がら、感染者数増加の影響で12月以降は旅行需要が再び
2021年度の事業方針

減少に転じ、売上高は450億円（前期比68.7% 減）、営業利

当面はワクチン接種の進展により需要の回復が見込まれ
る国内線に経営資源を優先して配分します。7月には新規

2021年度は回復を見込む国内旅行需要を着実に取り込

路線として関西−女満別線の運航を開始し、また関西・成

むとともに、インターネットを中心とした商品の競争力を強

田発着の一部路線を増便するなど、ネットワークをさらに拡

化していきます。

充することで、回復局面におけるレジャーを中心とした需要

2016

2017

2018

2019

2020（年度）

マスク・手袋着用による感染対策

の取り込みを強化していきます。

※ VFR：Visiting Friends and Relatives

ANAとコードシェア（共同運航）
・マイル提携を実施
ANAとPeach は、2021年8月からPeach が運航する一部路線にてコードシェア
（共同運
航）
を開始しました。Peach が路線ネットワークを有する成田や新たに参入した中部路線
を選定し、コードシェア効果を追求しつつ、順次提携路線を拡大していく方針です。ANA
便名で航空券を予約・購入して搭乗すると、ANAマイレージクラブのマイルを積算するこ

商社事業
2020年度はデジタルマーケティング部門におけるEC ビ
ジネス等が堅調に推移したものの、新型 コロナウイルスの

商社事業の売上高推移
（億円）

感染拡大により、空港免税店「ANA DUTY FREE SHOP」や
機内販売において販売額が大幅に減少した結果、売上高は

1,367

1,430

1,506

1,447

799億円（前期比44.8% 減）、営業利益は同71億円減少し、
42億円の損失となりました。

とが可能です。また ANA のマイルからピーチポイントへの交換など、お客様の選択肢を広

2021年度はワクチンの普及により国内線を中心に旅客需

げて利便性の向上を図りました。ANAとPeach それぞれの強みや独自性を活かしつつ、提

要が段階的に回復する見通しであり、空港物販店「ANA

携によって両 ブランドのリソースを有効に活用していきます。

799

FESTA」などリテール部門における収益性の回復やインター
ネット販売の拡大に取り組んでいきます。
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450

益は同64億円減少し、50億円の損失となりました。

2016

2017

2018

2019

2020（年度）
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各社代表からのメッセージ

プラットフォーム事業の
確立に向けて

ANA X 株式会社

代表取締役社長

ANA X 株式会社は、2016年10月、ANA グループのマーケ

会員 プログラムに成長しました。

ティング力強化を目的として設立されました。これまで培っ

また「ANA Pay」は、2020年12月にサービスを開始しま

てきた ANA の顧客基盤や、ブランド力などの資産を活用し、

した。今後さらにお客様の利便性を向上し、ANAとしての決

ANA 経済圏 モデルを確立することによって、外部収入の拡

済 サービス全体を表す総称として位置付けていく方針です。

大を目指してきました。

ANA Ｘ
（株）
代表取締役社長

ANA あきんど（株）
代表取締役社長

高橋 誠一

井上 慎一

そして、当社が競争優位を確立するための基盤として「デ

2021年4月には旧 ANA セールス
（株）
が担っていた旅行事

ジタルチャネル」があります。年 間35億 回に迫るページ

業を承継し、新たな役割を担う会社として生まれ変わりま

ビューの実績がある「ANA SKY WEB」や「AMCアプリ」を

した。事業構造改革のテーマの一つである「非航空分野に

有しているほか、メールや各種 SNS を通じたデジタルコミュ

おける新たな収益機会の創出」に向けて、新生 ANA X が重

ニケーションも、当社の強みを発揮できる領域と考えてい

要なデジタル領域での仕組みを構築していきます。

ます。

その主な手段として、
「ANA マイレージプログラム」の会

こうしたプログラムやチャネルを活用して、これまで我 々

員基盤と、
「ANA Pay」の決済機能をベースに、マイルという

が主力事業に据えていた「航空」
「 旅行」という「非日常」だ

我 々の大きな強みを活かしてビジネスを展開していく方針

けではなく、お客様それぞれの日常生活 シーンでご利用い

です。

ただける商材を外部 パートナーの皆様と一緒に創造してい
きます。それらの各種 サービス利用において広くマイルを

ANAマイレージクラブは、1993年開始の国際線マイレー
ジサービス「プログラム A」を前身として、1997年にサービ

ANA グループは事業構造改革の3つの柱の一つとして、顧客 データ資産を活用したプラットフォーム

井上 慎一

「貯める・使う」ことができるよう体制を整えていきます。

スが開始されました。今日では約3,700万人の会員の皆様

私たちが目指すゴールは「マイルで生活ができる世界」です。

に支えられ、航空搭乗やショッピングなど、様 々な ANA グ

これからの ANA X の挑戦に、どうぞご期待ください。

ループのサービスご利用 シーンでお楽しみいただいている

事業を確立し、新たな収益機会を創出することを掲げています。
これを実現していくため、2021年4月1日、ANA セールス
（株）
の旅行事業を会社分割によりANA X（株）

ANA あきんど株式会社

に承継するとともに、ANA セールス（株）の社名を「ANA あきんど
（株）」に変更して新たなスタートを切

代表取締役社長

高橋 誠一

りました。
プラットフォーム事業会社としての ANA Xと、地域創生事業会社としての ANA あきんどがそれぞれの
強みを活かしながら連携し、中期的な非航空収入の拡大を目指します。

ANA あきんど株式会社は、2021年4月1日、ANA セールス

います。近い将来、
「あきんどといえば ANA」と定着するよう

株式会社から社名を変更し、新たにスタートしました。旅行

努力するとともに、ワールドワイドに「AKINDO」が、
「かわい

事業を ANA X 株式会社に再編する一方、地域創生事業を

い」や「もったいない」と同様、英語で通じる時代が訪れる

新たな事業の柱とし、従来の航空 セールスと併せ、事業の

ことを期待しています。

成長、会社の発展を目指していきます。

ANA あきんどのミッションは、
「地域と世界をつなぐ翼で

新社名の ANA あきんどは、地域創生を新しい事業の柱と

地域とともに日本の未来を創る」ことです。ANA あきんどに

することから、近江商人の「売り手よし、買い手よし、世間よ

は全国に33の支店があり、約120名の社員が地域とともに

し」の “ 三方よし” のコンセプトをストレートに取り入れ、地

暮らし、地域の悩みや課題をリアルに共有し、ともに解決に

域の皆様、お客様、そしてANA グループそれぞれが、持続的

動きます。これがまさに ANA あきんどが目指す「地域でとも

なメリットを分かち合う関係を創 っていきたいという思い

に暮らす ANA グループコンシェルジュ」です。

事業概要

事業概要

1）旅行事業（旅行商品・サービスの企画・販売）

1）各省庁・地方自治体から公募される案件の活用

2）航空販促事業（デジタルチャネルによる航空券販売）

2）ANAグループ商材の販売活動

3）ライフサービス事業

3）地域素材の発掘・開発・販売支援

• eコマース事業（A-style、ふるさと納税、マイレージモールなど）

4）新規事業開発（地域に点在する様 々な課題解決）

• 金融・決済事業（ANA Pay、銀行代理業、保険など）

5）地域への誘致活動（交流人口拡大 : 国内 プロモーション、

トを分かち合う、これは、SDGs や ESG 経営など、今日的な

ANA グループが持つ様 々なソリューションを駆使するとと

インバウンド、関係人口創出：多拠点生活、ワーケーション等）

価値観に通ずるものであり、
「あきんど」という言葉自体は

もに、提携パートナーの皆様の協力をいただきながら、地域

昔から使われていますが、精神は今日でも輝いていると思

の課題解決のお手伝いをし、ともに未来を創 っていきます。

• マイル提携（マイル加盟店・ANA Pay 加盟店）
4）BtoBソリューション事業（ANAマーケティングプラットフォー

6）ANA 航空券の販売 など

を込めた名前です。
持続的な地域への貢献、ステークホルダーの皆様とメリッ

地域の様々な課題に対し、人の移動、物流、eコマース、空
港売店、決済、デジタルコミュニケーションチャネルなど、

ムを活用した法人顧客へのサービス）
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人の移動や物流を担うエアライングループとしての強みや特徴を活かしつつ、ANA グループ各社が展開
する事業やサービスを活用しながら、ANA X（株）
とANA あきんど（株）が連携してデジタルとリアルを
融合することで、プラットフォーム事業の収益拡大に向けた取り組みを加速します。

Digital

Real

ANA X（株）はデジタルプラットフォーム戦略の具現化に向け、まずは機能面の充実と事業改革に注力します。機能面

ANA あきんど
（株）は、地域創生を事業の中心に据え、
「ANA ふるさと納税」や「ANA ふるさと発見 プログラム」を通じ

では「ANA スーパーアプリ」
（2022年度以降導入予定）の開発を進め、旅先での行動、飲食や観光などの情報検索やサー

たワーケーションのご提案などの既存商品を強化するとともに、全国に配置するコンシェルジュが地域とともに暮らし

ビス利用まで、一つのアプリですべて完結できるサービス体制を構築します。また、デジタル市場に欠かせない決済機

ながらリアルの世界で課題を共有し、ANA あきんどならではの新しい商品やサービスを順次提供していきます。

能として「ANA Pay」を導入しましたが、今後もさらなる利便性の向上を図 っていきます。

例えば、後継者不足で廃園となった農地を使 って事業展開を検討するにあたり、最大の課題は人手、とりわけ収穫等

事業面では旅行や eコマース事業を刷新します。航空や旅行といった「非日常」の世界はもちろん、不動産、金融、保
険などの「日常」における商材の充実を図り、
「マイルで生活ができる世界」を実現します。

の繁忙時期の対応です。ANA あきんどでは、ANA の航空 ネットワークなどを活用し、お手伝いで旅費を賄うボランティア
旅行や、農泊、ワーケーション、二拠点居住などのソリューションを提案していきます。また農産物の商品化についても

さらに、ANA あきんど（株）がリアルの世界で進める地域創生事業との連携も強化します。ANA の eコマースでしか手
に入らない地域産品、コト消費の提案など、プラットフォームを通じて地域の魅力も積極的に発信していきます。

（株）
ANA Cargoなどと連携し、
「空飛ぶ〇〇」というブランド化を進めて空港売店 ANA FESTAで販売したり、ANA Xの持つ
強力なデジタル市場を活用して国内、海外への販路を拡大していくことも可能です。さらに提携 パートナー企業などとも協

ANA グループが培 ってきた顧客基盤や航空 ネットワークを最大限活用し、
「ヒトの移動や交流を特長としたデジタル
市場」を形成することにより、2025年度にプラットフォーム事業として連結売上高4,000億円を目指します。

力し、観光振興だけでなく産業振興も推進していくことで、地域や日本の潜在的な魅力を最大限に引き出していきます。
航空 ネットワークで築き上げてきた地域とのつながりを活かし、ANA グループだからこそできる価値提供で地域の皆
様とともに日本の未来創りに貢献します。

中期的な収益化に向けたイメージ

プラットフォーム事業の全体 イメージ
「マイルで生活ができる世界」をデジタルで実現
ANAグループの強み

航空

旅行
お土産
レジャー

レンタカー

エンタメ
スーパーアプリ

鉄道・バス

マイル

お客様

デジタル

生活 インフラ

通信
デジタルチャネル

デジタル
コミュニケーション

決済機能

外食
リアル

デジタル
コンテンツ
教育・研修

支店（コンシェルジュ）
地域とのつながり

ANA XとANAあきんどの
仕組み・強み

今後強化すること
健康・美容
起業・転職

投資・運用
為替

不動産

セカンド
ライフ

ANA あきんど
• 全国の支店がこれまでエアラインセールスで築
いてきた地域との強いつながり
（国内33支店・約
120名のコンシェルジュを配置）

プラットフォーム機能の強化

経済圏の拡大

デジタルの活用で利便性を強化して、顧客の囲い
込み・回遊を促進

航空事業に加えて、顧客の日常や人生における
ANAとのつながりを強化

•
•
•
•

ANA スーパーアプリの開発
決済機能の拡充
旅行事業のデジタル化推進
eコマース事業の刷新

• 既存商材・サービスの販売拡大
• eコマース商材の充実化
• 地域 ビジネスの構築

結婚・出産

目指す姿
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ANA X
• ANAマイレージプログラム
• デジタルマーケティング
• ノンエアサービス（カード、決済、
金融 サービス、ライフスタイルサービス）

日用品

航空 ネットワーク

会員
プログラム

保険

ローン

リアルの充 実

デジタルの進 化

ホテル・旅館

• 国内線・国際線の航空 ネットワークで人の移動と物流を自社で完結
• マイレージ会員（約3,700万人）の顧客 データ資産を保有
• グループ各社が様 々な事業・サービスを運営

顧客とのエンゲージメント
（つながり）向上
→ ライフタイムバリューの最大化により、収入・利益を拡大
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