企業価値を支える
経営基盤
当社 グループにかかわるすべてのステークホルダーと
未来につながる付加価値を共有することを目指し、
適切な経営資源の配分や、
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。

ANAʼs Sky Kitchen 〜おうちで旅気分〜
国際線の機内食を、通信販売でご用意しました。
担当シェフが自信を持って開発したメニューを、
是非ご自宅でもお楽しみください。
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企業価値を支える経営基盤

安全
安全文化を継承し、高める「人づくり」

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。

過去の事故やハイジャック事件の記憶を風化させず、安全を追求していくために、ANA グループでは様 々な教育・研修を実
施しています。現在は新型 コロナウイルス感染拡大防止のため、オンラインを活用して安全文化の継承を行 っています。

安全へのゆるぎない姿勢

啓発の取り組み

「安全」は ANAグループの企業活動の根底にある絶対的な

安全運航をはじめ ANA グループの事業は、様々な職種の

価値であり、すべての基盤です。私たちが追求する安全は、航

社員が相互の理解と信頼のもと、連携して支えています。グ

空機の運航に留まらず、貨物・食・情報など、グループのあら

ループ社員共通の誓いである「安全理念」と「安全行動指

ANA グループ安全教育 センターでの教育・研修

ゆる事業に及びます。企業として「安全」を堅持し、日々の着

針」は、グループ内すべての職場で掲げられ、社員一人ひと

（ANA Group Safety Education Center: ASEC）

実な努力の積み重ねとお客様の期待にお応えすることによ

りの行動のよりどころとなっています。

り、
「安心」を生み出し、社会的信頼を高めていきます。
ANA グループ安全行動指針
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

計

8, 509 名

（オンライン含む）

2019年、ASECは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。
「事故と向き合い」
「心

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

参加者数

と向き合い」
「仲間と向き合う」という3つのコンセプトのもと、受講者が主体的に参加
できる安全教育を通じて、自らの職場で安全行動の体現につなげていきます。
2020年7月にはオンラインでの研修 プログラムを構築し、グループ全社員が順次
研修を受講しています。

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。

航空機からの緊急脱出研修

経営トップによる安全 フォーラム

参加者数

ANA グループ中期安全推進活動計画
安全の堅持をさらに推進する上で、コロナ禍での環境変化

安全のコア・バリュー

に柔軟に対応しながら再び成長するための変革を加速する

① 変化・変革に強い組織

ために、2021-2025中期安全推進活動計画を策定しました。

計

3,941 名

実施回数

計

39 回

参加者数

計

4, 892 名

航空機の緊急時に同機に搭乗する社員が客室乗務員を

ANA 社長と安全推進担当役員の3名が、安全に関する講

サポートし、お客様の援助・誘導を行うため、グループ全社

話や社員との対話をオンラインで実施。幅広いテーマで

員が必須の研修として受講しています。

ディスカッションや想いの共有を図っています。

② 世界標準による安全推進

プライオリティ高く取り組 む 項目を「 安 全 のコア・バ

③ 安全行動の体現が根付く文化

リュー」として整理し、これを実現するために「お客様のあん

④ 安全を推進するコア人財

しん」
「 安全の仕組み」
「 安全文化」の3つの柱のもとで具体

⑤ お客様・社会の安全に関するあんしん

的な重点 アクションを設定しています。
安全推進の重点アクション
（3つの柱）
1. お客様のあんしん
ESG 経営の推進に向け、お客様・社会に向けた、
安全の追求に関する取り組みの情報開示と対話の強化

安全

• コードシェア・パートナーエアラインとも連携し、安全情報・

安全の推進

規程類・監査・教育などの安全基盤の共通化・レベルアップ
• リスク・マネジメント、SPI
（安全指標）
によるリスクの可視化等

安全の仕組み
教育・啓発

お客様

による未然防止の強化
• 3H
（初めて、変更、久しぶり）
マネジメントと変更管理の取り組
み強化、オンライン・オンデマンド化による安全教育、啓発活
動の促進

安全の
文化
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ANA グループ

航空安全推進・航空保安強化月間の取り組み

2. 安全の仕組み

3. 安全文化
• 安全文化を体現した具体的な安全行動例を共有し、自分事と

毎年7月を「航空安全推進・航空保安強化月間」とし、安
全への意識を高めるため、講演会や各事業所の取り組み
の発表・表彰を実施しています。
現場から事例を募集し、多くの応募がある中
で、情報共有、不具合未然防止、安全行動の推
奨等、安全や品質向上の取り組みとして計16
件の事例を社内イントラネットで公開しました。

計

16 事 例

イントラネットで共有された事例

の共有

しての実践の促進
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企業価値を支える経営基盤

安全

安全を堅持する持続的な「仕組み」の強化
新型 コロナウイルス感染拡大により大きな影響を受ける

ANA グループの新型 コロナウイルス感染症対策
1）一人ひとりが想像力を働かせ、リスクを予想する

新しい日常の中、航空機をご利用いただくお客様と、お迎えする社員双方の健康を守り、感染症予防対策を

中、航空業界では事業面で大きな「変革」が求められていま

2）業務前に気づきを共有し、リスクに対応する

重視した環境を作るため、2020年6月より「ANA Care Promise」をスタートしました。この取り組みにより、

す。従来と異なる仕組みや手順を導入する中でも、
「安全」を

3）仲間同士で積極的にアサーション を行う

英国 SKYTRAX 社「COVID-19 Airline Safety Rating」において、アジア初の最高評価5スターを獲得しました。

守り続けるために、仕組みづくりを強化しています。

4）異変に気づき、危ないと思ったら、ヒヤリハット等の自発

① 組織としてエラーを未然に防止する
安全管理手法「変更管理」
仕事の仕組みや流れに変更が生じる際、組織としてエ
ラーを未然に防止できるよう、以下の安全管理手法を採り

※

報告を積極的に発信する

また、Peachでも感染症対策に社員一丸となって取り組み、空の新しいスタンダードづくりを目指しています。
これからも「安全」を基盤に、衛生的な環境・サービスづくりに真摯に取り組み、お客様により一層の「あん
しん」をお届けしていきます。

※ アサーション：発展的・協調的に意見・指摘すること

上記の組織的対応、一人ひとりの行動により「安全と変
革の両立」に取り組んでいます。

入れています。
1）事前に生じる危険要因（ハザード）を抽出
2）ハザードにより発生する可能性のあるリスクを検証
3）対策を講じてリスクを低減させた上でその変更を導入

経営の基盤

安全

②「3Hマネジメント」
業務環境の変化「3H（初めて、変更、久しぶり）」に対応し

持続的成長への

変革

てリスクを予測し、不安全事象を未然に防止にするために、

「衛生・清潔」のさらなる強化

以下の「3Hマネジメント」を徹底しています。

サービスの軸となる「衛生・清潔」の取り組みをさらに強固にしていくため、医療現場の支援業務を担う日本 ステリ
（株）
と衛
生・清潔に関するサポート契約を締結しました。専門家からの幅広い知見やアドバイスを活かし、アフターコロナのお客様のニー

私たちが守る運航以外の安全
情報の安全
顧客個人情報を取り扱うANAグループでは、安全運航と

ズにお応えできるよう、より安全で快適な空の旅づくりに取り組んでいきます。
取り組みの主な内容

食の安全
ANAグループでは、
「衛生的な機内食を提供する食の安全」

業務手順の点検・見直し

備品選定

情報発信

空港・ラウンジ・機内における消毒・除菌等

アルコールシート、消毒液等の備品選定に

ANAウェブサイトやSNS 等で情報発信を

の業務状況、ハンドリングマニュアルの

関するアドバイス

ともに重要な取り組みとして、個人情報管理体制の強化・情

「おいしさを追求する味の品質」
「 安全で正確な物品の航空

報漏洩 リスクの低減に向けたルールの改定やセキュリティ

機への搭降載」の3つの視点から、ANAケータリング品質プロ

対策の見直しを進めています。

グラム「ACQP
（ANA CATERING QUALITY PROGRAM）
」を導

チェックと改善に向けたアドバイス

EU 一般 データ保護規則（GDPR）をはじめ、カリフォルニ

入しています。独自の厳しい衛生基準により、就航する国内

ア州 プライバシー法等、各国で改定される個人情報保護対

および世界各地のケータリング委託会社に、専任の監査員

応を適時実施し、当社ウェブサイトでプライバシーポリシー

やシェフが定期的に訪問して改善指導を行うほか、外部衛生

を公表しています。2022年度から施行される日本の改正個

監査機関による、国際基準での定期の監査も実施。これらの

人情報保護法への対応も適切に進めていきます。

実績は社内にフィードバックの上、品質の維持・向上につな

さらに、社員への情報セキュリティ教育を行うことで、ハー
ドとソフトの両面から安全を守ります。

行う際の、衛生・清潔に関する効果やメッ
セージ、表現に関するアドバイス

げるとともに、役員会で定期的に議論し、その場で課題の対
応を決定し、迅速に実行に移しています。

日本 ステリ株式会社様より
2020年12月より、当社 グループの知見やノウハウを活かし、
「ANA Care Promise」の取り組み
の強化に向けた協働をスタートしました。
ANAグループの中だけでなく、その先にいらっしゃるお客様の安全、衛生を守るためのプロジェ
クトは私たちにとっても初めてのチャレンジであり、何としても成功させたいという思いで臨みま
した。ANAグループの皆さんからは、強い「熱意」を感じます。専門家である私たちからの提案に
対しても、繰り返し質問をされ、議論の中で活動内容を精査してきました。根拠に基づいた取り組
みの見直しや、エアラインの現場に即した改善を重ねる中で、私たちも日々多くを学んでいます。
厳しい環境は続きますが、引き続き、お客様と社員の皆さんの安全・あんしんに向け、ともに挑戦
する姿勢を持ち、新しい衛生の価値を共創していきましょう。
情報の安全への想いを綴 ったモザイクアート
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日本ステリ株式会社（H.U.フロンティア株式会社）
（左）担当課長 鈴木 剛 氏
（右）担当部長 保土田 晃滋 氏

羽田の機内食工場での衛生監査の様子
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企業価値を支える経営基盤

人財
グループの最大の資産である「人財」による持続的成長の実現

社員 アスリートとともに

社員の多様性を活かし、グループの総合力を発揮します。

ANAグループは、世界に挑戦する日本のアスリートを支援する
ことを目指す「アスナビ※」に賛同し、2014年から7年連続でアス

人財に対する基本的な考え方

リートを採用、競技活動をサポートしています。

ANAグループの最大の資産は「人財」です。大きく変わる社会環境に柔軟に対応して事業構造改革を推進するとともに、努力
と挑戦を続け、持続的な成長を実現します。
入社から退職まで、社員一人ひとりが個性を発揮し、活躍できる仕組み・制度を整えるとともに、
「人づくり」の強化を通じて、
企業価値を向上します。

ANAグループ社員として25名（2021年7月1日現在）のアスリー
トが活動しており、トップアスリートが安心して競技を続けられる
環境をグループ全体で提供するとともに、社員の一体感醸成を目
ANA 大本 里佳選手

指しています。

ANA 山下 潤選手

ANAエアポートサービス
（株）
本橋 菜子選手

※ アスナビ：公益財団法人日本 オリンピック委員会（JOC）が行 っているトップアスリートの就職支援 ナビゲーション。

「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

コロナ禍で、子どもたちがスポーツをする機会が減ることは、
「地域のスポーツコミュニティの減少」

お客様満足
向上

デジタル

ANA Blue Monsters
「心身のバランスが不安定になる子どもの増加」
「生きる力を学ぶ機会の減少」などの社会課題につなが

持続的な
成長

企業価値向上

る可能性があります。この課題に対応する、スポーツを通じた社会課題解決型の新事業として、キッズキャ
リアプログラム「ANA Blue Monsters」をスタートしました。企画やトレーニングを社員アスリートが担当
し、異文化交流、食育、体幹トレーニング、戦術トレーニングなどを提供します。自ら未来を切り拓く力を
身に付けることを目指し、スポーツ・ビジネス双方に必要なスキル習得をサポートしています。

オンラインプログラムの様子

ダイバーシティ& インクルージョン（D&I）推進
ANAグループは「ダイバーシティ& インクルージョン宣言」
（ 以下、D&I 宣言）を2015年に実施し、D&I 推進を経営戦略の柱の

ANA グループらしさ伝承の仕組み

一つに位置付けています。社員の多様性を尊重し、一人ひとりがその強みを最大限に発揮するための環境整備と、誰もがやりが

グループ経営理念・経営 ビジョン・行動指針「ANAʼs Way」の理解浸透を図り、グループ社員一人ひとりが ANAグループらし

いを持っていきいきと働く企業風土の醸成によって、新しい価値創造と持続的な成長を実現します。

さを体現し続ける「組織・人づくり」を進めています

女性活躍推進

ANAʼs Way の推進

ポジティブアクション宣言

ANAʼs Day 研修

Good Job Card

• ANAグループ社員として大切にすべ

•「感 謝・リスペクトし合う」文 化を

（社員満足度調査）

醸成する仕組みとして2001年に開始

• 2020年度は1回実施

き価値観を共有する
• 過去の事故を振り返り、
「安全」を改
めて理解する
• 創業者の精神「現在窮乏、将来有望」
「和協」に立ち返る
• グループ各社の仲間とともに ANA
グループの未来を考える

• 会社や部門を超えて専用ウェブサイ
トでメッセージを伝え合うことが
可能
• 2020年 度 の 送 信 件 数 はグル ープ
全体で84万通

ANAʼs Way Survey

（44社、回答率：96.9%）
• ANAʼs Way の5項 目やエンゲ ー ジ
メントにかかわる設問で構成
• グループ全体、各社・各部署で組織

ライフステージやキャリアプランに応じた多様な働き方を支援する制度を整えるとともに、日本社会の課題でもある女性役員、
女性管理職比率の向上に積極的に取り組んでいます。
2021年3月には「ポジティブアクション宣言（2014年発表）」で掲げた3つの数値目標の達成期限を迎えました。
2014〜2020 ポジティブアクション宣言（ANA）
項目

目標値

課題を分析し、対応策を検討・実行
2020年度末

女性役員人数

女性管理職比率

総合職事務・客室乗務職の
女性管理職比率

2名以上

15% 以上

30% 以上

6名

15.8%

29.2%

達成

達成

未達

国際航空運送協会（以下、IATA）の取り組みへの参画
経営におけるダイバーシティの重要性がグローバルレベルで高まる中、航空業界でも新しい動きが始まっています。2020年
11月、ANA は本邦航空会社として初めてIATA の女性活躍推進活動「25by2025」に参画しました。
「25by2025」は、2025年までに
「上級職（Senior position）に就く女性社員数を現状に対し25% 増加させること」、および「運航乗務職や整備士など女性が少数
派である分野における女性の社員数を現状に対し25% 増加させること」を目標としています。
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企業価値を支える経営基盤

人財

今後の目標値の設定

2020年代の可能な限り早期に達成する新たな目標値

2021年6月、ANAグループおよび ANAとしての新たな女性活
躍推進目標を策定しました。2020年代の可能な限り早期での

30%

女性役員比率

女性役員・女性管理職比率30% 以上の達成を目指します。

2021年4月現在 ANAグループ
ANA

ANAグループ各社・各職場の環境や人員構成は多様です。そ
れぞれの会社や職場の状況に応じた人事・サポート制度の整備

健康経営
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ための原動
力は、
「あんしん、あったか、あかるく元気！」に活躍する社員です。心身ともに健康でいきいきと仕事に取り組むことで、QOL

9.7%
14.6%

（Quality Of Life）
と企業価値向上に取り組んでいます。

推進体制

30%

や意識醸成施策の実行とともに、KPI に基づく定期的な進捗管

女性管理職比率

理と課題解決に向けたアクションを継続していきます。

2021年4月現在 ANAグループ
ANA

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
（当社役員）
」と、グループ各社の「ウェルネスリーダー」を中心に、ANA

17.2%
17.0%

グループ全社員・会社・健康保険組合が一体となって健康経営を推進しています。グループを挙げて取り組みを進めた結果、2021
年度は「健康経営優良法人〜ホワイト500〜」に、当社のほかANAエアポートサービス
（株）
、ANA 中部空港
（株）
、ANA 大阪空港
（株）
など7社が認定され、また、
「健康経営優良法人」にANA 新千歳空港（株）
をはじめ4社が認定されました。

男性育児休業制度
ANAグループではジェンダーや世代を問わず、多様な社員が
活躍できる柔軟で新しい働き方を推進しています。家事や育児
の負担が女性に偏ることなく協力して携わることができるよう、

P.83

4つの視点

男性育児休業制度 取得率（ANA）
（%）

ANAグループでは、社員の心身の健康を保持・増進し、長く働き続けることができる環境整備を目指しています。4つの視点で

15

重点的に取り組み、定期的な状況把握とともに、効果や課題の分析・対応を行っています。

男性の育児休業取得率の向上に取り組んでいます。社内 イント
ラネットやハンドブック、セミナーを活用した対象者への情報提

社外からの評価

10

1

供に加え、今後は職場の上司や同僚の理解促進も強化します。

健康管理

2

• グループ全体で健康管理を行うための環境整備

安全衛生活動

• 安全・安心な職場環境整備や横断的な啓発活動

5
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メンタルヘルス

4

• 関連施策のグループ全社展開や産業保健スタッフや職場での
フォロー

疾病予防

• 健康管理指標設定とモニタリング
• がん予防対策・女性特有の疾病対策の充実

グループ全体の啓発
コロナ禍での健康保持増進

2020年12月、第6回となる「ANAグループD&Iフォーラム」を開催しました。“Diversity
is a Fact, Inclusion is an Act”をテーマに、グループ会社の社長37名がメッセージを

現状を把握するため、健康に関する社員 アンケートを実施した結果、①運動不足や身体面の不調、② メンタル面での不安の

発信し、2020年に立ち上げた ANAグループ D&Iワーキングチームのメンバーととも

声が多く上がり、生活・就労環境の変化への対応が喫緊の課題となりました。

にグループ一体となった活動を牽引しました。

メンタル面の取り組み

身体面の取り組み

社会の環境が変化する中、
「こころの健康」は生活・仕事の質に

ANA グループの D&I 推進
新型コロナウイルス感染症の世界的流行と加速する社会変化を捉え、ANAグループでは、効率的
な事業体制で多様なお客様に新しい価値を提供するための構造改革や、それを支える人財の「新し
い働き方への転換」に取り組んでいます。
様々なバックグラウンドや専門性を持つ社員が「属性や組織の枠を超えて能力を発揮できる環境」

おいて重要な要素です。ANAグループでは、厚生労働省「従業員の

セミナーを実施し、自己管理ができる環境整備を推進しています。

こころの健康保持増進のための指針」の4つのメンタルヘルスケア

• 管理栄養士による食事 セミナー

に沿った施策や、eラーニングを展開しています。

• しなやかな筋肉形成 〜けがをしない体を作る〜のセミナー

社外窓口
によるケア

社外専門家による相談

産業保健 スタッフ
によるケア

産業医・看護師による
健康相談

ラインケア

の土台となるのがD&Iとエンゲージメントであると、私たちは考えています。
社員が職場で平等に受け入れられていることを感じるとともに、多様性が生み出す価値やイノベー
ティブなマインドを歓迎する企業風土を根付かせること。お客様により安全で快適な体験価値をご
提供すること。そして、より良い社会を実現することが私たちのゴールです。
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種家 純
ANA ホールディングス（株）
執行役員 グループ D&I 推進部長

運動不足の解消や、体調管理の知識付与のために、各種オンライン

セルフケア

• やさい
（831）
の日にちなんだ特別食の提供 など

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
ヘルス不調者への働きかけ
ストレスチェックの実施に
よる自身の気づきと、
自発的な相談
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人財

② THE WEDDING with ANA 〜機内 ウェディング〜
ANA 国際線機材を1機貸し切りで行う結婚式セレモニー

ANA グループの「人」の力
「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」
ANA グループ経営理念にある「心の翼」という言葉は、

「THE WEDDING with ANA 〜 機 内 ウェディング 〜」を、
2021年5月、6月に実施しました。
ANAと、
（株）ハセガワエスティが運営する「スカイウエ
ディング羽田」の共同開催により、国際線 ターミナルでの
ANA グループ社員による花道演出や写真撮影から始まり、
機内では運航乗務員による結婚証明書への署名や客室乗
務員による機内 アナウンス風の祝福 メッセージで新郎新
婦の門出をお祝いするなど、オリジナルの挙式を演出しま
した。海外ウェディングが難しい今、海外に一番近い空港・

写真提供：
（株）ハセガワエスティ

機内で一生に一度の思い出づくりをお手伝いしました。

社員一人ひとりの強い想いが翼となり、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。私たちは、公共交通機関としての使命を果たすとともに、

③翼のレストランHANEDA

柔軟な発想で努力と挑戦を続け、様々な取り組みを実行しています。

地上駐機中の国際線機材（ボーイング777-300ER 型

エアバスA380型機
「ANA FLYING HONU」などの活用

機）
を活用し、ANA 国際線ファーストクラス・ビジネスクラ
スのサービスを機内で体験できる企画を、2021年3月〜6
月に羽田空港で実施しました。
通常は国際線長距離 フライトにご搭乗いただかないと
体験することのできないお食事やサービスを、駐機してい

コロナ禍で外出や旅行の制限が続く中、お客様からは「早く海外旅行に行きたい」

る航空機の中で再現し、期間限定レストランとしてご提供

「飛行機に乗りたい」という声を多く頂戴していました。ANAグループでは「社員の

しました。

英知を結集し、コロナ禍でもトップラインを上げる」
「今、お客様が求めていることを
実現する」ことを目指した「あきんど魂コンテスト」を実施し、約1,600件のアイデア
が集まりました。その中から、グループ横断で社員が一丸となって実現した新企画を
ご紹介します。

ANAグループ外への出向
① エアバスA380型機を使用した遊覧飛行「HONUチャーター」
エアバス A380「ANA FLYING HONU」を活用し、日本にいながらハワイ気分を楽しんでいただける遊覧飛行を、2020年8月の成田空
港発着を皮切りに、計18回（2021年6月現在）実施しました。
コロナ禍でもお客様の夏の思い出づくりをお手伝いしたいという願いを込め、機内ではハワイらしい演出や抽選会、オリジナルグッ
ズのお土産など、HONU 機を通じて楽しい旅気分をご体験いただきました。
「HONU チャーター」は大変好評だったため、その後も企
画を継続し、クリスマスフライトや地方開催なども実施しています。

2020年10月、コロナ禍による航空旅客需要の大幅な減少を受け、
「小さくなってコロナのトンネルを抜ける」ために、ANA グループは「事業
構造改革」を策定し、
「雇用を守る」一つの施策として、以前から運用していたグループ外出向制度を拡充しました。報道発表以降、多くの企
業・団体の皆様から受け入れに関するお問い合わせをいただきました。
出向先企業は、人材派遣業、小売業、通信業など様 々で、約250社の企業・団体に、約1,150名（2021年7月1日時点）のグループ社員が出向
しています。
ANA グループの最大の資産である「人財」が、一人ひとりの個性や培ったスキルを出向先で発揮し、事業に貢献するとともに、出向先で重ね
た様 々な職務経験を ANA グループで発揮することで、新たな価値を創造し、社会とともに持続的な成長を実現することを目指します。

出向者 コメント
私は現在、通信会社に出向しています。公共交通機関であるANAと同様、通信会社は公共のネッ
トワークインフラとして社会的基盤を担っているため、大変やりがいを感じています。
現在は社員研修を企画する部署に所属し、主にキャリア形成のための階層別研修を担当してい
ます。
初めて経験する業務ですが、周囲の皆様に支えていただきながら、研修の目的やカリキュラム作成
を通じて、物事を深く考え、より良いものをつくり上げられるよう、日々業務を推進しています。
ANAでのこれまでの訓練や研修、タブレット端末を活用した日々の業務、初対面の方と話す際の
コミュニケーションスキルなどを活かして、出向期間中に最大限貢献ができるよう努力を続けてまい
ります。
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勅使川原 由衣
大手通信会社出向
（全日本空輸（株））
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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。
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 メーカー等

リスクマネジメント推進体制
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

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盟し、業種内外から
基本方針の決定

全体

基本政策の立案・発議
対応状況のモニタリング

グループESG
経営推進会議

リスクマネジメント統括

チーフESGプロモーション
オフィサー（CEPO）

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、

全体

ESGプロモーションオフィサー（EPO）が推進責任者として、
ESGプロモーションリーダー（EPL）
が牽引役として、リスク
マネジメント体制を構築しています。EPL はリスク管理（予

情報を早期に取得し予防対策に活用しています。

全体

予防
対策

防対策）
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。
危機
対応

取締役会

や商品においても、MaaS
（Mobility as a Service）
やANAスーパーアプリ等のデジタルトランスフォーメーションを推進していく上
で、従来のセキュリティ対策から「TRUST」
（＝認証をベースとした信頼できる人・物との通信）
をベースとしたZero-Trustの考え方
を導入しました。あらゆる業種・業界とつながる社会におけるサプライチェーン間でのセキュリティ向上に向けて、関係省庁、経
団連等の経済団体、ISAC 等の民間のセキュリティ団体との連携を強化していきます。

グループ総務部
リスクマネジメントチーム

リスクの洗い出し
分析・評価
対策の検討
実施・モニタリング

情報の収集
初期対応の実施
原因の究明
再発防止策の策定

サイバーセキュリティにおいてインシデントは必ず起こるという前提に立って対策に取り組む一方で、ANAグループのサービス

ESGプロモーション
オフィサー（EPO）

EPO

EPO

ESGプロモーション
リーダー（EPL）

EPL

EPL

グループ
会社 B

グループ
会社 C

グループ
会社 A

主な取り組み
EPL への情報共有

また、個人情報やプライバシーに関する国内外の法令に
準拠するため、プライバシーポリシーや社内の関連規程の

実施しています。また定例会議の中で発生事例の共有や強

改定を行っており、2022年の日本の個人情報保護法改訂に

化すべき対策の指示を行い、EPL が各社内で指示・対応が

も適切に対応すべく準備をしています。

BCP（事業継続計画）
大規模災害などの発生時に、お客様・役職員等の安全の
確保や、経営や社会に対する影響の極小化など、事業を可

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

周知し、対策を徹底

• 出社前・始業前の体調確認の徹底
• リモートワーク等を活用した、出社しないで働く方法の追求

ているほか、職場において情報セキュリティに取り組む意義

• マスクや手袋、保護メガネ等の物品の支給

や意識の向上を図 っています。

• 事務所内にアルコール消毒液・除菌シート・アクリル板等の設置

• 出社メンバーをチーム分けしてチーム間の接触を避け、感染者が
発生した場合でも影響を最小限にする工夫の実施
• 感染者・感染疑い者に対する差別的な対応を行わない旨の徹底

•「3密（密集、密閉、密接）」回避の習慣化

安全保障輸出管理※
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

Plan）
ガイドライン策定にも積極的に参画し、空港管理者等

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

との連携強化に努めています。

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。
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、
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• 政府や自治体から出される方針や指示を即時にグループ社員に

の重要性と厳正な取り扱いについてe ラーニングを実施し

に向けた A2-BCP（Advanced Airport-Business Continuity

通関業務などの輸出関連業務を行う部署に対して、年1回
の監査・教育を実施し、安全保障輸出管理体制を堅持して

よび情報 セキュリティ管理体制の構築を行い、情報 システ

います。

ムの機能向上や方針に沿 ったセキュリティ対策を講じてい

※ 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。

ます。

このほか、社員の感染防止策として、以下の対策を継続して実施しています。

•「身体的距離の確保」
「マスクの着用」
「手洗い・手指消毒」の徹底

ANA グループでは、航空機整備に必要な部品・薬剤・器

グループ全体で情報 セキュリティに関する規程の整備お

取るなど、感染拡大防止に努めています。

いや社内情報 システム利用におけるルールなど、情報資産

また、国土交通省が主導する、自然災害に強い空港づくり

情報 セキュリティ

および「Emergency Response Manual」に基づき、グループ内での対応体制を構築しました。医師が感染の疑いがあると判断

• 全グループ社員への新型コロナウイルス感染症の知識周知

能な限り早く常態に復旧させるための方針と手順を定めて
います。

ANA グループでは、新型 コロナウイルス感染症の感染が拡大し始めた2020年1月下旬に、
「Crisis Management Manual」
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

EPL 任命時、組織のリスクマネジメントにかかわる教育を

できる体制を整えています。

新型 コロナウイルス感染症対応（社員感染拡大防止）

また、2021年6月13日より新型 コロナ
ワクチンの職域接種を開始しました。国
際線のオペレーションにかかわる社員を
対象に開始し、接種を希望する社員や委
託先・関係先社員なども含めて、順次接
種を拡大しています。

職域接種の様子（羽田空港）

会議室（アルコール消毒液・除菌 シート・アクリル板設置）
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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。

コンプライアンス推進体制
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
アンス体制を構築しています。
「グループ ESG 経営推進会議規程」のもと、グループ各社におけるコンプライアンス推進の責任

ハラスメント防止への取り組み

内部通報制度

新任管理職研修など各種研修において、職場のハラス

「ANA グループ・内部通報取扱規則」に基づき、グループ

メント防止に向けた教育や啓発を実施しています。また、パ

内およびグループ外（弁護士事務所）に通報窓口（ANA ア

ワーハラスメント防止対策の義務化などが定められた「改

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

正労働施策総合推進法」が2020年6月1日に施行されたこ

および課題の解決に努めています。この通報窓口は、派遣

とに伴い、
「ANA グループ・ハラスメント防止に関する規則」

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、

を制定しています。加えて、全グループ役職員を対象とした

退職者に加えて取引先の役職員も利用可能で、相談者およ

eラーニングを実施し、グループ全体でハラスメントを許さ

びその関係者のプライバシーが保護され、相談または事実

ない、より働きやすい職場環境になるよう努めています。

関係の確認に協力したことを理由に不利益な取り扱いが行

者としてESGプロモーションオフィサーを、職場におけるコンプライアンス推進の牽引役としてESGプロモーションリーダー

われないことが約束されています。これにより、社内のリス

を配置し、グループ全体のコンプライアンスに対する意識の強化を図 っています。

ク情報を可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。2020年度は、グループ全体で192件の通報が
あり、信頼性・実効性のある内部通報制度としてグループ内

主な取り組み
法令遵守に関する教育の実施

に浸透しています。また、航空業界としては初めて
（2021年

情報発信

4月9日登録時）、消費者庁の定める「公益通報者保護法を

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

コンプライアンスに対する意識をグループ全体に浸透さ

踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向

識を身に付け、適切な判断に基づき行動することができる

せるため、法令改正情報、労務や契約の実務における留意

けガイドライン」に基づく、内部通報制度認証基準に適合し

よう各種教育を実施しています。契約実務、労務、航空運送

点などをテーマに、メールマガジンやニュースレターを配信

ている事業者として、
「内部通報制度認証（自己適合宣言登

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

しています。また、イントラネット上にコンプライアンス関

録制度）※」に登録されました。今後も企業価値の低下につ

務に必要な知識の向上を図っています。また、海外で働くグ

連ウェブサイトを設け、各種法令・規則等のマニュアルやガ

ながる事態の発生を予防するため、信頼性・実効性のある

ループ役職員に対しても、競争法や贈賄禁止法、航空運送

イドラインを掲載し、グループ役職員がいつでも確認できる

内部通報制度を維持していきます。

に関するセミナーを開催し、グローバルレベルでの法的 リ

環境を整えています。同 ウェブサイトでは社員からの法令

スクの極小化にも注力しています。併せて、グループ各社や

にかかわる質問も受け付けており、グループ役職員が法令

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

を遵守した適切な判断ができるようサポートしています。

イド型のセミナーも随時行い、リーガルマインドの醸成を

eラーニングの教材

※ 内部通報制度認証（自己適合宣言登録制度）
：消費者庁が2019年2月に導入した制度
で、事業者が自らの内部通報制度を消費者庁が示す認証基準に照らし合わせて評価し、
その結果を指定登録機関へ申請して登録する制度です。登録された事業者には、WCMS
（Whistleblowing Compliance Management System）
マークの使用を許諾されます。

グループ各社および海外支店との連携強化

図っています。2020年度は新型コロナウイルス感染拡大の

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

影響により、従来の集合形式のセミナーではなく、オンラ

て、当社法務部門と各 グループ会社、ANA 海外支店との連

インでのセミナーに変更したことにより海外からも参加し

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

やすくなりました。

い体制を構築・運用しています。

グループ各社における
コンプライアンスに関する調査の実施
コンプライアンス関連 ウェブサイト
（各種規程）

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
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
ルフチェックを行い、グループ各社およびグループ全体とし
ての課題を点検しています。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。

WCMS 登録証

内部通報制度の案内 ポスター

オンラインセミナーの様子
コンプライアンス関連ウェブサイト
（グループ法務部への相談）
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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、信頼していただけるよう対話を重ねながら、
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。

社外からの評価
ESG インデックスへの組み入れ等

2020年度の主な対話実績

• Dow Jones Sustainability World Index
決算説明会

第76回定時株主総会
ご来場株主数

株主・投資家
との対話

（機関投資家・アナリスト向け）

447名

62.9%

議決権行使率

4 回（電話会議形式）

• Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index
• S&P Global Sustainability Awards 2021 - Gold Class
• FTSE4Good Index
• FTSEBlossom Japan Index

※

• MSCI 日本株女性活躍指数（WIN）
機関投資家、アナリストとの対話

品質

266回（国内122回 ／海外144回）

• SKYTRAX 社 COVID-19 Airline Safety Rating（ ANA）
−アジア初の「5スター」獲得

（電話会議・ウェブ会議形式262回 ／対面4回）

• FlightGlobal 社 Decade of Airline Excellence Award 2020（ ANA）
−アジア太平洋部門 最優秀賞
ANA グループ役員によるタウンミーティングの実施
実施回数

従業員との
対話

参加人数

ANA グループ役員による従業員に向けたメッセージ動画の配信

1,667回
約

44 回

内容：活動方針、新型 コロナウイルス感染症対応、

32,000 名

サステナビリティの取り組み、財務報告 など

• 厚生労働省

SDGs セミナー（オンライン）

40回

• 公益社団法人企業情報化協会 第38回 IT 賞
IT 最優秀賞（顧客・事業機能領域）

※回数、人数はオンライン実施分も含む

実施回数

経営戦略

子育てサポート企業「プラチナくるみん認定」

参加人数

（ANA、ANA エアポートサービス）

2,083 名

• 経済産業省 日本健康会議
健康経営優良法人 2021 〜ホワイト500〜

有識者との
対話

ビジネスパートナー
との対話

環境

人権

ESG 投資家

2回

1回

2 回（うち1回はアンケート形式）

ANA 大阪空港、ANA 中部空港、ANA 関西空港、ANA 沖縄空港、

健康経営優良法人 2021
（ANA 新千歳空港、ANA 成田 エアポートサービス、全日空商事、
ANAシステムズ）
• 経済産業省
DX 認定
DX 注目企業2021
• work with Pride「PRIDE 指標2020」
ゴールド受賞（ANA）

シンボルマーク ＋ DX 認定

ANA テレマート、ANA ウィングフェローズ・ヴイ王子）

調達方針説明会の実施

7回

その他

地域 ボランティア活動への参加（ANA 成田 エアポートサービス（株））

地域社会
との対話

（ANA ホールディングス、ANA エアポートサービス、

• 経済産業省 日本健康会議

実施回数

36回

グループ社員参加人数

約

310 名

清掃 ボランティア、航空教室、防犯活動 など

• スポーツ庁
スポーツエールカンパニー2021（ ANA、ANA テレマート）
• 東京都
東京都 スポーツ推進企業（ANA、ANA テレマート）

※ 当社の MSCI 指数への組み入れ、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当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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コーポレート・ガバナンス

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

厳しい経営環境のもとでも競争力を十

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

報告

総括

上程／報告

グループ監査部

任期

開催回数※

開催回数※

1年

12回

79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

経営課題をより迅速かつ詳細に審議するため、代表取締

方針と目標を定めるとともに、グループ各社における業務

役社長が議長を務め、常勤取締役、常勤監査役ほかをメン

執行を監督する役割を担っています。取締役会長が議長を

バーに、取締役会を補完する組織として機能しています。

務め、社外取締役を含む取締役全員に加え、社外監査役を
含む監査役全員が参加しています。

グループ ESG 経営推進会議

監査

報告

上程／報告

グループ経営戦略会議

社長

報告

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

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担当役員

監査役室

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

4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

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

報酬決定プロセスの公平性、透明性を確保するため、社外

で審議し、取締役会に答申しています。選任 プロセスの公

取締役、社外監査役、社外有識者が過半数を占めています。

平性、透明性を確保するため、議長は社外取締役が務め、

外部専門機関に依頼・調査した他社水準を参考に、取締役の

社外取締役3名と社内取締役1名で構成されています。

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

人数

（各社・各部署の ESG 経営推進者）

監査役
（2021年7月末現在）

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2020年度の実績
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役員紹介：取締役

6

7
3

（2021 年 7月末現在）

5
1

8

10

9
2

4

特に期待する知識・経験・能力
氏名

略歴

当社における地位および担当

1

伊東 信一郎

2004年 常務取締役

2

片野坂 真哉

2011年 常務取締役

3

芝田 浩二

2020年 取締役

4

平子 裕志

2015年 取締役（現職）

5

高田 直人

2017年 取締役（現職）

取締役 専務執行役員
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・
サステナビリティ推進・グループ渉外･調査・秘書担当

6

福澤 一郎

2019年 取締役（現職）

取締役 専務執行役員
グループ財務統括責任者、グループ調達担当

7

満倉 達彦

2021年 取締役（現職）

取締役 専務執行役員
グループ IT・グループ人財戦略・グループ D&I 推進担当

8

山本 亜土

2013年 取締役（現職）

社外取締役

9

小林 いずみ

2013年 取締役（現職）

社外取締役

勝 栄二郎

2020年 取締役（現職）

社外取締役

10
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独立役員

2017年 取締役会長（現職）

2015年 代表取締役社長（現職）

2021年 代表取締役（現職）

企業経営・
トップ経験

航空事業・安全

人事・人財開発

財務・会計

法務・ESG・
リスク管理

技術・
イノベーション

グローバル・
長期戦略

取締役会長
取締役会議長
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
代表取締役 専務執行役員
グループ経営戦略・広報･コーポレートブランド推進・施設企画・
デジタル･デザイン･ラボ・沖縄地区担当
取締役
（全日本空輸株式会社 代表取締役社長）
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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

重要な兼職の状況

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

高田 直人

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、

TAKADA Naoto

2019年4月からは取締役常務執行役員として人事部門を担当し、グループの人財
育成等に取り組んだほか、2021年4月からは取締役専務執行役員として、秘書、

取締役
専務執行役員

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。

選任理由

総務、法務、企業の社会的責任（CSR）、リスクマネジメント等を担当しています。
これまでの豊富な経験を活かし、常に内外の情報収集に努め、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。

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。

社内取締役

社外
取締役

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

福澤 一郎

福澤一郎氏は、2019年6月からは取締役・最高財務責任者として、2021年4月か

FUKUZAWA Ichiro

らは取締役専務執行役員・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、当社

取締役
専務執行役員

グループの各事業について、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ほか、新型コロナウイルスの影響を大きく受ける中、
最高財務責任者として、十分な手元流動性の確保に努めました。
満倉達彦氏は、2015年4月からは当社 グループの中核子会社である全日本空輸

満倉 達彦

取締役の選任理由

（株）の取締役整備 センター長として、同社における安全運航の確保に取り組ん

MITSUKURA Tatsuhiko

できました。2019年4月からは当社上席執行役員・グループ技術部門総括として、

取締役
専務執行役員

• 現下の新型コロナウイルス感染症の影響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。

また2021年4月からは全日本空輸（株）
の安全統括管理者として、安全・保安活動
を推進してきたほか、当社の IT、人財戦略、D&I 推進に取り組んでいます。

• 第76回定時株主総会にて選任され、それぞれ就任しました。
重要な兼職の状況
重要な兼職の状況

伊東 信一郎

三井不動産（株）取締役（社外）

選任理由

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、2009年4月から

かし、取締役会において、新型コロナウイルスへの対応、グループ経営戦略、事業

名古屋商工会議所 会頭

また、同氏には、2016年6月より報酬諮問委員および人事諮問委員に、2020年

小林 いずみ

日本経済団体連合会 副会長
取締役（社外）

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月からは代表取締役社長として、常に安全を最優先とする経営姿勢で
4年連続で増益を達成するなど、成長戦略を実現してきています。常にグローバ

社外取締役

一般社団法人

KOBAYASHI Izumi

独立社外取締役

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）

社内取締役

芝田 浩二
SHIBATA Koji

日本空港 ビルデング（株）
取締役（社外）
空港施設（株）取締役（社外）

代表取締役
専務執行役員

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、2020年6月か
らは取締役常務執行役員として、また2021年4月からは代表取締役専務執行役
員として、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
に取り組むとともに、事業構造改革の推進にあたり、社長の適切なサポートに努

いて、新型コロナウイルスへの対応、グローバルな視点からのグループ経営戦略、
事業構造改革、リスクマネジメント、投資管理、サステナビリティ戦略、組織運営
また、同氏には、2013年7月より報酬諮問委員に、2016年6月より人事諮問委

新型 コロナウイルス発生時より、直ちに手元流動性の確保に動き、すべてのス
ループを成長軌道に戻すべく、陣頭指揮を執 っています。

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

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。

ルな視点を保ちつつ、取締役会の意思決定機能・監督機能の強化に努めるほか、
テークホルダーとの調整を踏まえた事業構造改革 プランをまとめ上げ、再びグ

構造改革、リスクマネジメント、投資管理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。
6月より報酬諮問委員長および人事諮問委員長に就任していただいています。

を務め、自由闊達かつ建設的な議論や意見交換を促進する議事運営を行うなど、

東京海上 ホールディングス
（株）

代表取締役社長

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

中部日本放送（株）取締役（社外）

回復を果たしました。2015年4月からは代表取締役会長として、取締役会の議長
取締役会の機能強化を進めています。

KATANOZAKA Shinya

名古屋鉄道（株）相談役

YAMAMOTO Ado

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

取締役会長
取締役会議長

片野坂 真哉

山本 亜土

独立社外取締役

は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厳しい中、当社グルー

ITO Shinichiro

選任理由

員に就任していただいています。
勝 栄二郎
KATSU Eijiro

（株）
インターネットイニシアティブ
代表取締役社長 兼
Co-CEO & COO

独立社外取締役

勝栄二郎氏は、財務次官等、行政官としての高い見識や ICT 企業における経営者
としての豊富な経験を活かし、新型 コロナウイルスへの対応、事業構造改革、リ
スクマネジメント、サステナビリティ戦略、サイバーセキュリティ等について積極
的な意見・提言を行 っていただいています。
また、同氏には、2020年6月より報酬諮問委員および人事諮問委員に就任して
いただいています。

めています。これまでの豊富な経験と実績を活かし、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。

平子 裕志
HIRAKO Yuji

取締役

全日本空輸（株）代表取締役社長

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、2017年4月からは

一般社団法人

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

全日本航空事業連合会 会長

全を最優先とし、国際線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
てきました。これまでの豊富な経験と実績を活かし、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。

88

89

企業価値を支える経営基盤

役員紹介：監査役

2020年度の活動報告

（2021 年 7月末現在）

候補者の選任に関する考え方

取締役会の主な議案・報告事項（2020年度）

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

1. 株主総会に関する事項

ととします。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。

監査役

8. 重要な財産の処分および譲受け

• 株主総会付議議案の決定

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

• 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
• 取締役候補者および執行役員等の選任

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。

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

• 劣後特約付 シンジケートローン契約

3. 決算に関する事項

• 社債発行に関する事項

• 決算 ／業績予想

11. コーポレート・ガバナンスに関する事項

• 事業会社報告

• 内部監査計画・結果報告

• 資本市場における評価

• グループ ESG 経営推進会議の概要 ／活動計画

4. 株式・資本金等に関する事項

加納 望※

長峯 豊之

三浦 明彦

松尾 新吾※

小川 英治※

常勤監査役（社外）

常勤監査役

常勤監査役

監査役（社外）

監査役（社外）

• 政策保有株式の評価

• 公募および第三者割当による新株式発行
• 資本金等の状況

監査役の選任理由

12. その他の事項
• ANA におけるサイバーセキュリティ対策

5. 組織再編に関する事項

• 顧客満足度調査の結果

• ANA X（株）および ANA あきんど（株）の再編

※ 独立役員

9. 出資に関する事項

• 従業員意識調査（ANAʼs Way Survey）の結果

6. 人事・組織に関する事項

• 人事諮問委員会報告

7. 当社および重要な子会社に関する重要な事項

• 報酬諮問委員会報告

• コロナ禍におけるANA グループの状況について

第76回定時株主総会にて三浦明彦氏が選任され、就任しました。

• ANA グループ事業構造改革
• 事業等のリスク
• ESG 経営の推進に向けた中長期環境目標の設定

選任理由
監査役

三浦 明彦

• ANAブランド事業計画

三浦明彦氏は、長年にわたり整備部門、調達部門、経営企画部門等に携わってきており、航空事業ならびに、安

MIURA Akihiko

全確保等の技術面における豊富な知識・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

常勤監査役

にあたり、同氏の航空産業に関する幅広い経験と技術者としての視点・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、同氏を新たに監査役候補者としました。

取締役会の所要時間の推移（年度 ベース）

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
長峯豊之氏、松尾新吾氏は、第75回定時株主総会で選任され、就任

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。

特に期待する知識・経験・能力
氏名

独立役員
航空事業・安全

財務・会計

法務・ESG・

グローバル・

リスク管理

長期戦略

議案別の議論状況（2020年度）

26.4

加納 望
21.4

27.7

28.9時間

株主総会・取締役会等に
関する事項

その他

5.5%

7.2%

22.8

機材計画・出資・
資産売却等
に関する事項 13.3%

長峯 豊之
三浦 明彦

17.4%

56.5%

経営戦略・
事業計画等
の重要事項

松尾 新吾
小川 英治
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決算に関する事項
2016

2017

2018

2019

2020 （年度）
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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、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。

2019年度

2020年度

Action / Plan

Do

課題設定

2021年度

Check

改善の取り組み

評価

情報共有
議論内容
時間外活動

社内の会議体で行われた議論状況
について、以前よりは多数の報告が
されるようになっているが、まだ工
夫の余地がある。

取締役会の資料に、グループ経
営戦略会議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。

社内会議体での議論や反対意見についての説
明は充実してきている。付議の背景や議論の
熱量など、さらに掘り下げて報告すると良い。

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。

中長期的な経営課題について、
取締役会で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
機会を設ける。

様 々な経営課題についての理解を
深めるため、取締役会とは別に議論
する機会を確保した方が良い。

前 回 実 施 し たフライト オペレ ー
ションセンター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。

Action / Plan

Do

課題設定

改善の取り組み

社内の会議体で行われた議論の内容（賛成意見・反対意見）
について、従来よりは多く説明されていて工夫も見られるが、
付議の背景・熱量等の共有にはまだ不足があるとの認識が
示されている。

取締役会資料に、
「社内会議体での議論の要旨」を記載した上、
内容についても一層の充実を図る。

事業構造改革の全体像の議論が進んだ。今後
は、LCC や第3ブランド、ANA X（株）や ANA あ
きんど
（株）
など、グループ各社の中長期的な課
題について、議論する機会を増やすと良い。

中長期的な経営課題やグループ各社の状況について、より
充実した説明と議論が求められる。

事業リスクへの対応やESGを含む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・質疑を行う機会を設定する。
また、ANAグループにおける経営課題について、主要なグルー
プ会社からの事業説明も定期的に実施する。

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。

監査法人とのミーティングは実施したものの、
やや形式的に終わってしまった感があり、運営
に工夫が必要。

監査法人とのミーティングのほか、取締役会とは別の会議体
で社外役員が議論する場があることが望ましい。

監査法人とのミーティングに加え、取締役会とは別に、社外
役員が議論できる機会を設定する。

社外役員の関心や要望について
ヒアリングを行い、タウンミー
ティングや現地部門の視察等を
継続する。

CE マネジメント室とのタウンミーティングも
有意義だった。現場の社員が抱えている問題
を共有して経営計画に反映できるため、今後
も継続してほしい。

現業ライン部門の視察やタウンミーティングは高く評価され
ており、継続したいとの意向が示されている。

現業部門への視察やタウンミーティングについて、事前に社
外役員の関心や希望に関するヒアリングを行い、毎年対象と
なる部門を変えながら、実効性のある取り組みを実施する。

※ 役員による従業員との対話

政策保有株式について
外国航空会社との資本提携

当社は、グループの事業を拡大・発展させていく上で、関

的に検証を行っています。その評価結果が一定期間継続し

係取引先との協力関係の維持・強化が必要であると考えて

て低迷し、当社 グループの持続的な成長と中長期的な企業

当社が保有している外国航空会社株式の貸

います。航空事業を中核とする当社 グループは、円滑な事

価値の向上に資すると判断できない場合は、縮減を図 って

借対照表上の合計額は35,764百万円であり、

業の継続、業務提携や営業上の関係強化による収益拡大等

いく方針です。

政策保有株式の35.3% を占めています。その

の視点から、中長期的な企業価値の向上に資すると判断し
た場合に、政策的に株式を保有することとしています。
当社は、毎年、取締役会で個別の政策保有株式について、
政策保有の意義や保有に伴う便益やリスク等に関して総合

なお、純投資以外の目的である投資株式（政策保有株式）

保有目的は右の通りです。

で、非上場株式以外の株式は36銘柄保有しており、2020年

その他

度末における貸借対照表上の合計額は101,388百万円です。

0.6%
外国航空会社

35.3%

• コードシェアやマイレージプログラムの提携、取締役の派遣、空港業務の受委託等、広範な業務
提携を通じ、同社との戦略的 パートナー関係を強化する。
• 旅客往来が東南 アジア内で相対的に多い日比両国間の人貨交流をより一層促進する。
• 東南アジア市場における当社グループのプレゼンスを高める。

② ベトナム航空
• コードシェアやマイレージプログラムの提携、取締役の派遣、空港業務の受委託等、広範な業務
提携を通じ、同社との戦略的 パートナー関係を強化する。

事業継続に
必要な銘柄

政策
保有株式の
内訳

32.6%
増収等の
相乗効果が
期待できる銘柄

31.5%
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① PAL HOLDINGS, INC.（フィリピン航空の親会社）

• アジアの中でもとりわけ成長ポテンシャルの高いベトナムと日本との人貨交流をより一層促進する。
• 東南アジア市場における当社グループのプレゼンスを高める。

③アシアナ航空
• コードシェアやマイレージプログラムの提携、空港業務の受委託等、スターアライアンスパートナー
である同社との広範な業務提携をより強固なものとする。
• 旅客往来の多い日韓両国間の人貨交流をより一層促進する。
• 当社グループの北東アジア市場におけるプレゼンスを高める。

93

企業価値を支える経営基盤

取締役会の実効性について

社外役員によるタウンミーティングの取り組み

2

これまでの取り組みと2020年度の対応
当社 グループでは、グループの行動指針「ANAʼs Way」が浸透して遵守されているかどうかを調査するため、社員を対象に
年2回の意識調査「ANAʼs Way Survey」を行っていますが、その調査結果から、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ました。一方で、社外役員からは、当社グループ事業や企業文化等への理解をより
深めるため、様 々な部門の社員との意見交換を実施したいという要望も挙げられていました。
これらの状況を踏まえて、社外役員が各部署の管理職と直接対話する「タウンミーティング」の機会を設けており、2018年度

スピード感のある経営判断を実現するための企業・組織文化について

Q

新たなサービスモデルを推進していく上で、スピード感のある判断を実行するための
企業・組織はどうあるべきか。コロナ禍でも着実に変革を進めている事例はあるか。

リーダーシップを発揮することが重要
• 企業文化は一朝一夕で醸成できるものではない。経営陣が
強力なメッセージを出し、これを受けて全社が推進する以外

は整備 センターおよび各 グループ整備会社、2019年度はフライトオペレーションセンターが参加しました。

に方法はないが、定着させるには相当の時間が必要。

2020年度は、ANAブランドの価値向上と中長期 ブランド戦略の構築を担う「CEマネジメント室※1」と社外役員との対話を実

• 社長は細かい部分まで立ち入って物事を決定する立場では

施しました。当社 グループがアフターコロナの世界で再び成長を遂げていくために、当社 グループの「強み」と「弱み」を再認識

ないし、その時間もない。実質的には、各部署での議論とそ

して、目指すべき方向性を共有しました。

こから創出された提案内容が最も大事であり、最終決定に
※1 2021年度より「CX 推進室」に組織改編

• 機内食の外販について、社長の大号令のもと、機内食は機内
で提供するものという固定観念を払拭したことで推進する
ことができた。リーダーシップの重要性が感じられた事例で
ある。
• 機内サービスを計画する組織と実行する組織で協力関係が
構築された。コロナ禍で大変な状況だが、同時にチャンスで
もあると思う。

も大きな影響を与える。
• 新たなサービスモデルを決定する場合、複数の役職者層が
総意で決める仕組みは見た目は良いが、実際には物事がな

1

アフターコロナに求められる新たなサービスモデルについて

Q

かなか決まらない。特定のリーダーが部署単位の組織を引っ
張 っていかなければ物事は進まないだろう。

アフターコロナの時代に「おもてなし」はどうあるべきか。
サービスモデルをどのように変革するべきか。
人的 サービスとデジタルサービスを共存させていくために必要なことは何か。

新たなサービスモデルの在り方

デジタル化を進めていく必要性

• アフターコロナの時代にお客様の志向が変わる中、これまで

• デジタルの活用により、お客様の特性を細かく把握してサー

のサービス手順を変革して新しいニーズにお応えする工夫

ビスに反映することは重要。ただし、お客様によっては個別

も必要。機内で除菌用クロスを配布したり、手を使わずにド

の志向が何でも把握されることに対して抵抗を覚える方も

アの開閉ができるトイレを導入するなど、細かいことを積み
重ねて安心できる空間を提供することが大事。

いらっしゃるはず。
• 日本のエアラインは人的サービスを重要視してきたが、欧米

• 機内エンターテインメントについて、コロナ前は多種多様な

ではサービス品質の向上よりもデジタルの活用に対して投

プログラムを提供することに主眼を置いていたが、これから

資を優先してきた。コロナ禍に直面した今、結果的にデジタ

は Wi-Fi の時代である。チャンネル数の充実に費用をかける

ル化を進めていた欧米 エアラインの方が、新たな顧客 ニー

よりも、5G 世代になれば、Wi-Fi を開放する方が顧客 ニーズ

ズに適合している感がある。

Q

新常態に適合したサービスモデルを創造していくために、
広い視野を兼ね備え、自律した人財をどのように育成していくか。

人財育成をどのように進めるか
• 過去から培ってきた企業文化を、世代を超えて伝承していく
場合、チームや部署単位で受け継いでいく以外に方法はな
い。デジタル化を推進する上では、これまで人対人のコミュ
ら対応していくことも重要。

• 新たな機内プロダクトを導入する際、重量に関しても留意す
を図ることが重要。

人財育成について

ニケーションを通して自然と伝わっていたことを意識しなが

に適合するかもしれない。
る必要がある。CO2排出量にも関係するため、全体の軽量化

3

• 人の仕事がデジタル化で代替できるものは、機械に置き換

• これからも、日本のエアラインとして「おもてなし」に力を入
れていくことは不可欠であり、そのためにデジタル化を進め
るという位置付けが重要。人財育成のための教育などは、人
から人へ伝承していく以外に方法はない。
• テレワークが浸透しても、すべてがデジタル化できるわけで
はない。人間社会を維持していくための最後の決め手は、
対面で目を見て膝を交えて直接話すことである。

えていけば良い。大切なのは、その後に人として何を対応す

お客様視点で考える
• 自分の仕事をする際、お客様の立場になって物事を考えるこ

るのかということである。

とが重要。例えば ANA のスマホアプリは複数の種類が存在
するが、全部が十分に活用されている状況ではない。各々の
担当部署が一生懸命対応しているのは理解するが、お客様
から見るとどうなのか、複数の選択肢を提供する必要がある
のかどうか、冷静に検証することが大切。
• アフターコロナに向けた本格的な投資を再開していくステー
ジで、どの分野に投資していくのか、どこから取り組んでいくの
か、第三者の視点も採り入れながら、お客様視点に基づいた判
断を、CE 戦略部※2として主導していくと良いのではないか。
※2 2021年度より「CX 戦略部」に改称

CX 推進室の設立について
社外役員との対話を踏まえ、アフターコロナを見据えたサービスモデル
を早期に確立するため、
「CEマネジメント室」と「マーケティング室」を統
合して、2021年度から「CX 推進室」を新設しました。

2020年度まで

CEマネジメント室

ANAブランドの価値向上に向けた
中長期 ブランド戦略の構築

マーケティング室

お客様への効果的 アプローチと
お客様 ニーズの的確な把握・分析

ANAブランドの競争優位の確立に向けて、お客様視点に立ち、お客様体
験（CX）の価値向上のためのマーケティング全般を総括し、サービスデザ
イン全体にお客様の声を反映するなど、部門横断的な視点からCXの価値
向上に取り組んでいく方針です。

2021年度より

CX 推進室

お客様体験（CX）の価値向上

タウンミーティングの様子（2020年12月）
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企業価値を支える経営基盤

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。

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

社内取締役の業績連動報酬は、以下の考え方に基づいて算出しています。

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。

• 役職ごとにその役割と責任に値する報酬水準で設定され

① 賞与

た定額の「基本報酬」と、業績に対する責任を明確にし、

単 年 度 の 業 績と基 本 品 質 を 反 映 する指 標として、

会社の持続的成長に向けたインセンティブとなる「業績連

「当期純利益」
「安全性」
「顧客満足度」
「従業員満足度」を

動報酬」で構成されます。

評価指標とし、各指標の実績によって、支給額を決定して

• 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、株主の皆様と利益を共有できる報酬

います。

体系を構築します。

② 株式報酬
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

指標として、
「自己資本利益率（ROE）」
・
「営業利益率」
・
・
「ESG 外部評価指標」
・
「生産性向上指標」
「CO2排出量」

取締役に対する報酬は、株主総会で承認された金額の範
囲内で、報酬諮問委員会の答申を受け、取締役会にて決定

を評価指標とし、各指標の実績によって、支給額を決定し

しています。

ています。

め、業績連動部分はなく、固定報酬（月額報酬）のみで構成

4. 報酬体系について

されています。

固定報酬の「基本報酬」に加え、変動報酬として、会社の

監査役は社内・社外とも、独立した立場からの監督機能

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

を発揮するため、業績連動部分はなく、固定報酬（月額報

るよう、年度の業績などに連動する「賞与」と、長期インセン

酬）のみで構成されています。
における監査役の報酬水準を考慮して決定しています。

固定報酬の「基本報酬」と、変動報酬の「賞与」
「 株式報

■顧客満足度

■従業員満足度

最小
（0%）
目標達成時
（100%）

82

8

最大
（150%）

10

125

12.5

■ 当期純利益

：年度事業計画における親会社株主に帰属する当期純利益の目標値

■ 顧客満足度

：年度事業計画におけるNPS 調査（Net Promoter Score）の目標値

株式
報酬

12.5

：社会に大きな影響を及ぼす保安・安全事象等が発生した場合の支給減算指標（報酬諮問委員会にて確認）

支給係数は、以下5指標の合算で決定します。グラフ内の数値は、目標達成時の全株式報酬に占める各指標項目の
割合を表しています
（最小0%、最大150%）。
■ ROE

酬」の合計額の支給比率は、会社の年度業績目標を達成し

■営業利益率

■ CO 2

■ ESG

■生産性

最小
（0%）
目標達成時
（100%）

監査役報酬の水準は、外部の専門機関が調査した、他社

ティブとしての「株式報酬」により構成されています。

■当期純利益

支給 イメージ：株式報酬

（3）監査役

（1）社内取締役

を表しています
（最小0%、最大150%）。

支給 イメージ：賞与

安全性

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

P.85 参照

支給係数は、以下4指標の合算で決定します。グラフ内の数値は、目標達成時の全賞与に占める各指標項目の割合

賞与

■ 従業員満足度 ：グループ内調査「ANAʼs Way Survey」ポイントの達成値

（2）社外取締役

3. 報酬諮問委員会

算定方法

12.5

最大
（150%）
■ ROE

12.5

15

10

37.5

50
37.5

15

10

50

：中期事業計画における2022年度末の ROE の目標値

■営業利益率 ：中期事業計画における2022年度末の営業利益率の目標値

役員報酬制度の概念図
固定
比率

1

報酬

①基本報酬

社内取締役

役位等に応じて支給

支給
基準

社外取締役
監査役
支給方法

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

：中期事業計画における2022年度末での輸送トンキロ当たりの CO 2排出量目標値

■ ESG

：2022年度末における以下4つの ESG 外部評価指標の獲得数による
① DJSI World/Asia Ind 選定 ② FTSE 4Good 選定 ③ CDP A- 評価 ④ MSCI 選定

※1

※これら4つの外部評価は、グローバルな最新動向、各ステークホルダーからの要請が常に反映されていることに加え、他企業との比較で当社グループのESG 経営推進レベル

報酬限度額

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

営業利益率

顧客満足度

CO 2排出量

従業員満足度

ESG 外部評価指標

③年額100百万円以内※2

生産性向上指標

2015年6月29日開催の
第70回定時株主総会で決議

ー

ー

ー

ー

年1回（現金）

年1回※3

を測ることが可能

■生産性

②賞与（短期業績連動）

①＋②の合計が
年額960百万円以内
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

※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 2015年6月29日開催の当社第70回定時株主総会において、株式報酬として、1事業年度当たり総額100百万円を上限（5事業年度ごとに500百万円を上限）
として金銭を信託に拠出する
ことについて決議
※3 在任中に付与された株式報酬は、退任時に株式交付信託を通じて株式（一部は時価で換算した金額相当の現金）にて交付
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■ CO 2

：2022年度末の生産性向上指標の達成値

2020年度 取締役および監査役への報酬
区分

取締役
（うち社外取締役）
監査役
（うち社外監査役）
合計

支給人員
（名）

11
（4）
6
（3）
17

報酬等の総額
（百万円）

317
（41）
117
（58）
434

報酬などの種類別の総額（百万円）
基本報酬

233
（41）
117
（58）
350

賞与

̶
（̶）
̶
̶
̶

株式報酬

84
（̶）
̶
（̶）
84

注：1. 上表には、2020年6月29日開催の第75回定時株主総会終結の時をもって退任した社外取締役1名、社内監査役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。

2020年度の取締役および監査役報酬については、業績の悪化を受けて、基本報酬は全役員、役職に応じた減額を行 ってい
ます。業績に連動した賞与については支給していません。また、株式報酬の額は、
「2020〜2022年度」の3年間を評価期間とし
ているため、2020年度については見積計上としています。
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