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We will rise above our challenges

Our Profile
　1952年に創業したANAグループは、おかげ
さまで、さまざまな困難に直面しながらも、今や
アジアを代表するエアライングループの一つに
まで成長することができました。そして、2013年
4月には持株会社制に移行し、グループ各社が
相互に連携し、成長を目指す企業集団へと生ま
れ変わりました。
　お客様に選ばれ、世界をリードし続けるエア
ライングループとなるべく、ANAグループは挑
戦を続けていきます。
　今回のアニュアルレポートでは、航空機の
機体になぞらえた章立てで、新たな経営体制の
下、さらなる成長を目指すANAグループの
取り組みをご紹介しています。
　ぜひ、ご一読ください。

ANAホールディングス株式会社



with a new structure.

ANAグループの目指すもの

グループ経営ビジョン

ANAグループは、
お客様満足と価値創造で

世界のリーディングエアライングループを目指します

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

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

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

グループ経営理念

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

編集方針
　ANAグループ（ANAホールディングス株式会社および連結子会社）は、ステークホルダーの皆様とのコミュニケー
ションを通じ、安心と信頼の確立を目指しています。本冊子は、経営戦略や事業概況、経営体制やCSRへの取り組み
などをお伝えし、ANAグループの企業価値について統合的に理解を深めていただくことを目的としています。
　なお、CSR活動については、社会とANAグループにとって特に重要と考えるテーマを選定し、本冊子に掲載して
います。ホームページではより詳細な内容を掲載しておりますので、ぜひご覧ください。
　（本文中の「ANA」および「事業会社ANA」は、全日本空輸株式会社を指します。）

CSRサイト：  
http://www.anahd.co.jp/csr

将来予測に関する特記
　このアニュアルレポートには、当社の現在の計画、見積り、戦略、確信に基づく見通しについての記述がありますが、歴史的な事実でないものは、すべて
将来の業績にかかわる見通しです。これらは、このアニュアルレポートの発行時点で入手可能な情報から得られた当社の経営陣の判断および仮説に基づい
ています。
　当社の主要事業である航空運送事業には、空港使用料、燃料税など、当社の経営努力では管理不可能な公租公課がコストとして発生します。また、実際
の業績に影響を与えうる重要な要素としては、経済の動向、急激な為替相場、原油価格の変動ならびに災害のリスクなどがあります。これらのリスクと不確
実性のために、将来の当社の業績は、このアニュアルレポートに記述された内容と大きく異なる可能性があります。
　したがって、このアニュアルレポートで当社が設定した目標は、すべて実現することを保証しているものではありません。

1アニュアルレポート  2013



2 ANAホールディングス株式会社

社長メッセージ



　2013年4月1日、ANAグループは、グループ各社
が相互に連携し、成長を目指す企業集団となることを
目的に、ANAホールディングスを持株会社とする体制
へと移行しました。

「ANAグループは、お客様満足と価値創造で
世界のリーディングエアライングループを目指します」

　これが、新たなグループ経営ビジョンです。日本を
ベースとするANAグループは、今やアジアを代表する
エアライングループの一つとなりました。次に目指して
いくのは、数あるエアライングループの中からお客様
に選ばれ、世界の航空業界をリードし続けられるよう確
固たる地位を築くことです。お客様の満足度を高め、
一つでも多くの笑顔を生み出し、価値創造を通じ自立
した強い企業として発展していきます。
　この数年、ANA グループは世界同時不況や新型
インフルエンザ、東日本大震災など、大きな需要変動
をもたらすイベントリスクに直面しながらも、「強く生ま
れ変わる」を合言葉に、生産性向上や品質向上などあ
らゆる分野での改革に邁進し、強靭な収益基盤を構築
することで難局を乗り越えてきました。当期（2013年
3月期）においても、尖閣・竹島問題やボーイング 787
型機の運航停止などにより、厳しい状況に直面したも
のの、国際線を中心とした成長戦略やコスト構造改革
が奏功し、営業利益は2期連続となる過去最高益の更
新を果たすことができました。

　しかし、今後を展望すれば、航空業界は大転換期に
あり、ANAグループを取り巻く事業環境はさらに大き
く変わっていきます。首都圏空港発着容量の拡大や航
空自由化の進展、国内外の LCC 参入など、競争は一
層熾烈なものになっていくことでしょう。こうした競争
を勝ち抜き、さらなる成長を具現化するフェーズとし
て、今般、「ANAグループ2013–15中期経営戦略」を
策定しました。ここでは、前経営戦略で掲げた「グルー
プ経営体制改革」「マルチブランド戦略の確立」「構造
改革によるコスト競争力強化」という3つの戦略機軸に
加え、新たな機軸として「事業領域の拡大と多角化の
推進」を定めました。従来の経営テーマに引き続き 
取り組んでいくことに加え、アジアにおける戦略投資
などを通じて、収益ドメインの多様化と利益の拡大を
実現していく考えです。
　企業価値の向上に向け、私たちの変革と挑戦に終わ
りはありません。
　ステークホルダーの皆様におかれましては、新たな
経営体制下で、さらなる飛躍を目指す私たちに、引き
続きご支援、ご期待くださいますようお願い申し上げ
ます。

2013年7月

代表取締役社長
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新たな経営体制の下、さらなる成長を具現化していきます。
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目 次

 1 Our Cockpit
  . . .  経営の舵取りを担う社長の伊東から、

　　私たちの戦略をご説明します。

 2 Our Engines
  . . .  私たちの成長エンジンとして、ANAグループの

　　国際線提携戦略をご紹介します。

 3 Our Wings
  . . .  私たちが飛躍するための翼である各事業について、

　　その取り組みをご説明します。

 4 Our Body
  . . .  CSRは持続的成長に向けた私たちの基盤です。

　　ここではCSRの取り組みをご紹介します。

 5 Our Cabin
  . . .  各種データをわかりやすくまとめて、

　　読者の皆様へご提供します。



5アニュアルレポート  2013

STRATEGY

Our Cockpit ............................ 16

 18 ANAグループ2013‒15中期経営戦略

 20 伊東社長による「ANAグループ2013‒15
  中期経営戦略」の解説

OVERVIEW

 6 Our Value
 10 当期のハイライト
 14 役員紹介

SUSTAINABILITY

Our Body ...................................  52

 54 ANAグループのCSR
 58 活動一覧
 62 安全への取り組み
 68 お客様とのかかわり
 76 従業員とのかかわり
 82 ビジネスパートナーとのかかわり
 84 社会とのかかわり
 86 環境への取り組み
 102 コーポレート・ガバナンス

BUSINESS

Our Wings ................................  36

 38 事業概要と市場ポジション

 40 事業別概況（航空運送事業）

 51 事業別概況（旅行事業）

DATA SECTION

Our Cabin ............................... 108

 110 11年間の財務サマリー
 112 市場動向データ
 114 社会性データ
 115 株式関連データ

FEATURE

Our Engines ...........................  28

 30 特集： 
  「アライアンスが生み出す価値」
  ～ANAグループの国際線提携戦略～

FINANCIAL SECTION ....................  116

 117 財務分析
 127 事業等のリスク
 132 連結財務諸表
 137 用語集
 138 路線図
 140 ANAグループ
 141 会社情報

Our People ...............................  142

1 4

3

52



6

Our Value

ANAホールディングス株式会社

On-Time Performance

Network-Global Airlines部門

第1位
Lowest Global Cancellations部門

第1位
※FlightStats社「On-time Performance Service Awards」

お客様の「到着のその先」を考え、
1分1秒の時間価値にこだわった
活動を推進していきます。

“                            

                         ”

AchievementsAAAcAchchhiehieevevevememmmeenentntstss

SKYTRAX Air Transport World FlightStats

確かな信頼と安心を創り上げる
ANAグループの価値“Our Value”をご紹介します。

世界最高評価

5 STAR 獲得
Airline of the Year

受賞

On-time Performance 
Service Awards

2部門受賞

一つひとつ積み重ねてきた私たちの価値が評価され、
航空業界の名誉ある賞を受賞いたしました。

“                            

                                          ”



World’s Best Airport Services

2度目の受賞
（2011年、2013年）

Best Aircraft Cabin Cleanliness

初受賞
（2013年）

※SKYTRAX社「World Airline Awards」
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Safety

ANAグループすべての事業にお
いて守るべき絶対的な使命とし
て、安全への取り組みを一層強化
していきます。

“                            

                                
               ”

中期安全目標

「世界最高水準の安全性」
の確保

WoWorlrld’d ss BeBestst AAirirpoportrt SSerervivicecess

Customer Satisfaction

フルサービスキャリアとして高品
質なサービスを追求し、ANAブ
ランドならではの価値を提供して
いきます。

“                            

                                
           ”



貨物フレーターネットワーク

国内線 7路線
11便／日

国際線 18路線
162便／週
※2013年7月1日現在

8 ANAホールディングス株式会社

Passenger Service Network

あらゆる空の旅の機会にお応え
していくため、多くの便・路線で多
様なネットワークと利便性を提供
し続けます。

“                            

       　   ”

旅客ネットワーク

国内線 １３２路線
1,068便／日
国際線 49路線
828便／週
※2013年7月1日現在

貨物貨物フレフレ タータ ネーネ トットワワークク

Cargo Freighter Network

高品質な航空貨物サービスを提
供し、アジア域内の貨物流動を活
性化していきます。

“                            

                    ”



FTSE4Good Index対象銘柄

2006年より連続採用
Dow Jones Sustainability Index対象銘柄

2008年より連続採用
※2013年3月31日現在

Inspiration of JAPAN
を感じるプロダクト&サービスの開発
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Product & Service

旅の始まりから終わりまで、時間
と空間に日本の素晴らしさと私た
ちのまごころをこめて、お客様を
お迎えします。

“                            

                ”

FTFTSESE4G4Goodd IIndde 対x対象銘象銘柄柄

Social Responsibility

社会から「安心と信頼」を得て、
自らも持続的に成長し、未来社会
の創造に貢献していきます。

“                            

       　　　           ”



単位：百万円

2013 2012 2011 2010 2009
会計年度
 営業収入 ¥1,483,581 ¥1,411,504 ¥1,357,653 ¥1,228,353 ¥1,392,581

 営業費用 1,379,754 1,314,482 1,289,845 1,282,600 1,384,992

 営業利益 103,827 97,022 67,808 (54,247) 7,589

 EBITDA（注2） 227,743 216,290 186,248 59,559 120,470

 当期純利益 43,140 28,178 23,305 (57,387) (4,260)

 営業キャッシュ・フロー 173,196 214,406 203,889 82,991 (39,783)

 投資キャッシュ・フロー (333,744) (166,323) (139,619) (251,893) (111,139)

 投資キャッシュ・フロー
　　（有価証券の取得・売却を除く）（注3） (118,940) (162,363) (176,019) (206,893) (111,139)

 財務キャッシュ・フロー 84,549 16,171 (10,596) 173,791 114,504

 フリー・キャッシュ・フロー (160,548) 48,083 64,270 (168,902) (150,922)

 フリー・キャッシュ・フロー
　　（有価証券の取得・売却を除く）（注3） 54,256 52,043 27,870 (123,902) (150,922)

 減価償却費 123,916 119,268 118,440 113,806 112,881

 設備投資額 162,752 196,881 211,698 209,937 145,709

会計年度末
 総資産 2,137,242 2,002,570 1,928,021 1,859,085 1,761,065

 有利子負債 897,134 963,657 938,819 941,691 897,236

 自己資本（注4） 766,737 549,014 520,254 473,552 321,883

単位：円

1株当たり情報
 当期純利益 ¥  13.51 ¥  11.22 ¥    9.29 ¥ (24.67) ¥   (2.19)

 純資産 218.41 218.24 207.35 188.93 166.50

 配当金 4.00 4.00 2.00 — 1.00

経営指標
 営業利益率（%） 7.0 6.9 5.0 (4.4) 0.5

 総資本事業利益率（ROA）（%）（注5） 5.1 5.1 3.7 (2.8) 0.6

 自己資本利益率（ROE）（%）（注6） 6.6 5.3 4.7 (14.4) (1.1)

 自己資本比率（%） 35.9 27.4 27.0 25.5 18.3

 デット・エクイティ・レシオ（倍）（注7） 1.2 1.8 1.8 2.0 2.8

注 1：2013年3月期末現在の連結子会社は57社、持分法適用会社は19社です
 2：EBITDA（償却前営業利益）＝営業利益＋減価償却費
 3：投資目的ではない有価証券取得支出、売却収入（主として3ヶ月超の譲渡性預金）を除いた実質的な投資キャッシュ・フロー、フリー・キャッシュ・フロー
 4：自己資本＝株主資本＋評価・換算差額等
 5：総資本事業利益率（ROA）＝（営業利益＋受取利息＋受取配当金）÷［（期首総資産＋期末総資産）÷2］
 6：自己資本利益率（ROE）＝当期純利益÷［（期首自己資本＋期末自己資本）÷2］
 7：デット・エクイティ・レシオ＝有利子負債÷自己資本　有利子負債に計上したリース負債を含みます（オフバランスリース債務を含まず）
 ※ 百万円以下の金額については切り捨てて表示しています。パーセント表示については四捨五入して算出しています

10 ANAホールディングス株式会社

当期のハイライト
ANAホールディングス株式会社および連結子会社（注1）
3月31日に終了した1年間

営業収入は、ネットワークの充実を図るとともに需要喚
起に努めた結果、堅調に推移する需要を確実に取り込
み、前期比5.1%増加の1兆4,835億円となりました。

+5.1%

営業利益は、増収に加えグループを挙げた徹底的な
コスト削減策の推進が奏功した結果、前期比で7.0%
増加し、過去最高の1,038億円となりました。

+7.0%

営業収入 営業利益
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自己資本が充実し、自己資本比率は前期差8.5ポイン
ト増加の35.9％となり、デット・エクイティ・レシオにつ
いても1.2倍と大きく改善しました。

+8.5ポイント

当期純利益が前期比53.1%増加の431億円と大幅に
増加した結果、ROE（自己資本利益率）は、前期差1.3
ポイント増加の6.6%となりました。

+1.3ポイント

航空運送事業（営業利益増減要因）
（億円）

2012年3月期
営業利益

2013年3月期
営業利益

国内線
旅客事業
収入

国際線
旅客事業
収入

貨物
郵便事業
収入

その他
収入

その他
費用

収入連動
費用

生産連動
費用

燃油費・
燃料税

884

+144

+282

+144

+367

-18

-17

+200
+59

940

収入増
+609

費用増
+553

機材以外の
減価償却費、整備費 など

販売手数料、広告宣伝費
機内サービス費、地上サービス費 など

増益
+55

受託整備・ハンドリング、
マイル・カード収入、
LCC事業収入 など

空港使用料、機材費、人件費、
外部委託費 など

　当期は、主要な事業である航空運送事業が堅調に推移し、
営業収入は前期比5.1%増加の1兆4,835億円、営業利益は
前期比7.0%増加の1,038億円、当期純利益は前期比
53.1%増加の431億円となり、増収増益を果たしました。営業
利益については、2期連続で過去最高益を更新しています。
　航空運送事業の売上高は、2012年9月に発生した尖閣・
竹島問題や2013年1月からのボーイング787型機の運航
停止といった減収要因があったものの、堅調に推移する需
要を確実に取り込み、前期比4.8%増加の1兆3,235億円
となりました。国内線旅客事業では、ネットワークの充実を
進めるとともに、需給適合に努めた結果、前期より2.2%増
加の144億円の増収となりました。国際線旅客事業につい
ては、新規路線の開設やアジア－北米間の接続強化など
ネットワークの充実に努めるとともに、各種の需要喚起策が
奏功し、前期より8.8%増加の282億円の増収となりました。
貨物郵便事業では、沖縄貨物ハブネットワークを活用して三
国間輸送を積極的に取り込んだものの、単価の下落により、
収入は前期から1.4%減少の18億円の減収となりました。

　一方、ユニットコスト1円に相当する1,000億円規模の
コスト削減策の推進が奏功した結果（当期のコスト削減額
は210億円）、航空運送事業の営業費用は前期より553億
円の増加にとどめ、営業利益は前期比6.3%増加の940億
円となりました。
　財政状態については、2012年7月に実施した公募増資
により、純資産および手元流動資金がそれぞれ増加し、
総資産は前期末から1,346億円増加の2兆1,372億円と
なりました。一方、当期利益の大幅増や公募増資により、自
己資本比率は前期差8.5ポイント増加の35.9％となり、
デット・エクイティ・レシオについても前期末の1.8倍から大
幅に改善し1.2倍となりました。

コスト構造改革の当期進捗状況 （億円）
計画 実績

生産性向上 80 90

投資適正化 10 10

営業改革 30 30

業務改革など 70 80

合計 190 210

当期のレビュー

自己資本比率 ROE



財務指標

2009 2010 2011 2012

12,283
13,57613,925 14,115

2013

14,835

3,218

4,735
5,202 5,490

営業利益（損失） 　　営業利益率
EBITDA

2009 2010 2011 2012 2013

(542)

678

75 0.5

5.0
6.9

2,162

2009 2010 2011 2012

18.3

25.5 27.0 27.4

7,667

2013

35.9

2009 2010 2011 2012 2013

(573)

233 281
431

1.7(42)

(0.3)

2.0 2.9

2009 2010 2011 2012

8,972 9,416 9,388 9,636

2.8

2.0
1.8 1.8

2013

8,971

1.2

当期純利益（純損失） 　　当期純利益率

1,204

(4.4)

595

1,862
7.0

2,277

(4.7)

•営業収入（億円） •営業利益（億円）
•営業利益率（%）
•EBITDA（億円）

•自己資本（億円）
•自己資本比率（%）

•当期純利益（億円）
•当期純利益率（%）

•有利子負債※2（億円）
•デット・エクイティ・
 レシオ※2（DER）（倍）

•営業キャッシュ・フロー（億円）
•投資キャッシュ・フロー※1（億円）
•フリー・キャッシュ・フロー※1（億円）

2009 2010 2011 2012 2013

(397)

542

(1,189)

829

(1,623)

520

(1,760)

2,038

278

2,144

(2,068)

(1,239)

(1,111)

1,731

(1,509)(1,509)

　26.7%

5.1%

　4.3%

　19.2%

0.9ポイント
53.1%

8.5ポイント
39.7%

0.6ポイント

6.9%

自己資本 　　自己資本比率 有利子負債 　　DER営業キャッシュ・フロー 　　フリー・キャッシュ・フロー
投資キャッシュ・フロー

2009 2010 2011 2012 2013

4.7

3.7

2009 2010 2011 2012

166.50

(2.19)

188.93

(24.67)

207.35

9.29 11.22

218.24

2013

13.51

218.41

2009 2010 2011 2012 2013

1.00 21.5

35.7

4.00

2.00 29.6

4.00

0.6

(1.1)

5.3

5.1

6.6

5.1

(2.8)

(14.4)

•ROA（%）
•ROE（%）

•1株当たり当期純利益（円）
•1株当たり純資産（円）

•配当金（円）
•配当性向（%）1.3ポイント

0.1ポイント
0.1%
20.4%

6.0ポイント
0.0%

ROA 　　ROE 配当金 　　配当性向1株当たり当期純利益（純損失） 
1株当たり純資産

970 1,038

　5.3%
　0.1ポイント
　7.0%

主要指標の推移
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※1. 有価証券の取得・売却を除く
※2. オフバランスリース債務含まず
※3. エアアジア・ジャパンは含まず



国内線 　 　　国際線

座席キロ　  　　旅客キロ座席キロ 　 　　旅客キロ

27,905

19,360

26,723

20,220

29,768

22,430

34,406

25,351

59,222

37,596

57,104

35,397

56,796

35,983

56,756

34,589

58,508

36,333

2009 2010 2011 2012 2013

2009 2010 2011 2012 2013

18.1

11.5

2009 2010 2011 2012

37,947

28,545

2013

2009 2010 2011 2012

2009 2010 2011 2012 2013

18.6

11.8

18.8

11.5

18.3

11.4
354

475
422

458

557

453

570

467

2013

621

463

17.8

11.0

国内線旅客
 •座席キロ※3（百万キロ）
 •旅客キロ※3（百万キロ）

国内線旅客
 •ユニットレベニュー※3（円）
 •イールド※3（円）

国際線旅客
 •座席キロ※3（百万キロ）
 •旅客キロ※3（百万キロ）

•国内線
 貨物輸送重量（千トン）
•国際線
 貨物輸送重量（千トン）

•障がい者雇用率（%）

5.0%
3.1%

12.6%
10.3%

8.9%

0.8%
2.7%
0.8%

0.4ポイント

ユニットレベニュー 　　イールド

2009 2010 2011 2012 2013

75.3

63.4

69.4

63.5

73.7

60.9

75.2

62.1

75.7

62.0

•国内線旅客
 座席利用率※3（%）
•国際線旅客
 座席利用率※3（%） 1.5ポイント

1.2ポイント

国内線 　　国際線

2009 2010 2011 2012 2013

12.5

9.4

15.0

10.4

12.6

9.3 9.2

12.2
10.6

8.0

国際線旅客
 •ユニットレベニュー※3（円）
 •イールド※3（円） 3.3%

1.3%

0.18ポイント

ユニットレベニュー 　　イールド

2009 2010 2011 2012 2013

•女性管理職比率（%）

2009 2010 2011 2012 2013

815
771

850
920

810

1.22 1.16 1.13 1.081.12

•CO2排出量※3（万トン）
•有償輸送トンキロ当たり
 航空機CO2排出量※3（kg-CO2／RTK）

4.0%

8.2%

CO2排出量
有償輸送トンキロ当たり航空機CO2排出量

7.0
8.0

9.4 9.8

8.2 1.8
2.01.80

1.91 1.89 2.07
1.90

法定雇用率

運航指標

社会性・環境性指標

当期のハイライト

ANAおよびグループ適用認定会社の合算値
2009-10年：計2社（うち、特例子会社1社）
2011-12年：計6社（うち、同2社）、2013年：計7社（うち、同2社）
（各年6月1日現在）

ANAのみの数値
（各年4月1日現在）

13アニュアルレポート  2013
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（2013年7月1日現在）

役員紹介

前列左から、①大橋 洋治、②伊東 信一郎、⑦篠辺 修
後列左から、⑤丸山 芳範、③片野坂 真哉、④竹村 滋幸、⑥殿元 清司

ANAホールディングス株式会社
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監査役

取締役

アニュアルレポート  2013

井上 伸一
常勤監査役

金澤 栄次
常勤監査役

大川 澄人
常勤監査役（社外）

松尾 新吾
監査役（社外）
九州電力（株） 相談役

近藤 龍夫
監査役（社外）
北海道電力（株） 相談役

① 大橋  洋治
 取締役会長
 取締役会 議長
 1993: 取締役
 1997: 常務取締役
 1999: 代表取締役副社長
 2001: 代表取締役社長
 2005: 代表取締役会長
 2007: 取締役会長
 2013: 現職

② 伊東  信一郎
 代表取締役社長
 グループ経営戦略会議 議長
 CSR推進会議 総括
 全日本空輸（株） 取締役会長
 2003: 執行役員
 2003: 取締役
 2004: 常務取締役
 2006: 専務取締役
 2007: 代表取締役副社長
 2009: 代表取締役社長
 2013: 現職

③ 片野坂  真哉
 代表取締役副社長執行役員
 グループ人財戦略部・グループ経営戦略部・
 グループ事業推進部 担当
 2007: 執行役員
 2009: 上席執行役員
 2009: 取締役
 2011: 常務取締役
 2012: 専務取締役
 2013: 現職

④ 竹村  滋幸
 専務取締役執行役員
 調査部・アジア戦略部・
 空港・施設企画部 担当
 2005: 執行役員
 2007: 上席執行役員
 2008: 取締役
 2010: 常務取締役
 2011: 専務取締役
 2013: 現職

⑤ 丸山  芳範
 専務取締役執行役員
 CSR推進会議 議長、グループ広報部・秘書部・
 グループ法務部・グループ総務・CSR部 担当
 2006: 執行役員
 2008: 上席執行役員
 2009: 取締役
 2011: 常務取締役
 2013: 現職

⑥ 殿元 清司
 専務取締役執行役員
 財務企画・IR部 担当
 2006: 執行役員
 2008: 上席執行役員
 2009: 取締役
 2011: 常務取締役
 2013: 現職

⑦ 篠辺  修
 取締役
 全日本空輸（株）代表取締役社長
 2004: 執行役員
 2007: 上席執行役員
 2007: 取締役
 2009: 常務取締役
 2011: 専務取締役
 2012: 代表取締役副社長
 2013: 現職

 森  詳介
 取締役（社外）
 関西電力（株） 代表取締役会長
 2006: 現職

 山本  亜土
 取締役（社外）
 名古屋鉄道（株） 代表取締役社長
 2013: 現職

 小林  いずみ
 取締役（社外）
 世界銀行グループ
 前多数国間投資保証機関長官
 2013: 現職
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1 Our Cockpit
STRATEGY

ANAホールディングス株式会社
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 18 ANAグループ2013‒15中期経営戦略

 20 伊東社長による「ANAグループ2013‒15中期経営戦略」の解説

経営の舵取りを担う社長の伊東から、
私たちの戦略をご説明します。

アニュアルレポート  2013



ANAグループ2013‒15中期経営戦略

「ANAグループ2013‒15中期経営戦略」の組み立て

• 公募増資の実施
• 成長戦略基盤づくり
• 財務体質の強化

• ANAグループ2012‒13経営戦略で掲げた機軸を継続して推進
 → 中期的な価値創造目標の計画期間内での達成が射程内に

• 新たな収益基盤の構築を目指した事業領域の拡大

グループ経営体制の変革（持株会社制移行 2013年4月）

マルチブランド戦略（ピーチ 2012年3月就航／エアアジア･ジャパン※ 2012年8月就航）

コスト構造改革／ユニットコスト1円削減（2012年3月期‒2015年3月期）

2013年3月期 2014年3月期 2016年3月期2015年3月期

ANAグループ
2012-13経営戦略

ANAグループ2013‒15中期経営戦略

さらなる
成長領域へ

→ 航空事業への出資
→ 成長の見込める航空関連事業への出資
→   人材リソース・ノウハウを活かした航空附帯ビジネス
への参入

18 ANAホールディングス株式会社

「ANAグループ2013-15中期経営戦略」（2014年3月期～2016年3月期）では、「グループ経営
体制改革」「マルチブランド戦略の確立」「構造改革によるコスト競争力強化」という3つの戦略機軸
に引き続き取り組むとともに、新たな戦略機軸として「事業領域の拡大と多角化の推進」に着手しま
す。経営のスピードをあげ、中長期的かつ持続的な成長に向けた戦略を推進することにより、企業
価値の向上を目指していきます。

※エアアジア・ジャパンとの共同事業解消（100%子会社化、エアアジアブランドの使用は2013年10月末まで）



（億円）
2011年3月期
（実績）

2012年3月期
（実績）

2013年3月期※2

（実績）
2014年3月期※2

（計画）
2014年3月期／
2013年3月期

連結営業収入 13,576 14,115 14,835 16,100 +8.5%
航空運送事業 12,182 12,625 13,235 14,400 +8.8%
国内線旅客事業 6,526 6,515 6,659 6,885 +3.4%
国際線旅客事業 2,806 3,200 3,483 3,975 +14.1%
貨物郵便事業 1,250 1,280 1,262 1,495 +18.4%
その他 1,599 1,628 1,829 2,045 +11.8%

営業利益 678 970 1,038 1,100 +5.9%
航空運送事業 605 884 940 990 +5.2%

営業利益率 5.0% 6.9% 7.0% 6.8% －0.2ポイント
当期純利益 233 281 431 450 +4.3%
1株当たり利益 9.29円 11.22円 13.51円 12.82円 －0.69円
※2. エアアジア・ジャパンは、その他に含みます

「ANAグループ2013‒15中期経営戦略」と中期的な価値創造目標

19アニュアルレポート  2013

2011
（実績）

2012
（実績）

2013
（実績）

2014
（計画）

2015 2016
（目標）

(3月期）

（%）

連結営業利益（左軸）　　　ROE（右軸）　　　ROA（右軸）

10.0

8.0

00

6.0

4.0

2.0

1,000

500

2,000

1,500

(億円)

4.7

3.7

5.3

6.6

5.1

5.8

5.1

ANAグループ
2013-15
中期経営戦略

〈中期的な価値創造目標〉
▶連結営業利益：
▶連結営業利益率：
▶ROA（総資産事業利益率）：
▶ROE（自己資本利益率）： 

1,500億円以上
10.0％以上
8％以上
10％以上

〈モニタリング指標〉
・ 1株当たり純利益
・ 有利子負債／EBITDA倍率

678億円
（5.0％※1）

970億円
（6.9％※1）

1,038億円
（7.0％※1）

営業利益目標
1,500億円

ROE：9～10％

ROA：7～8％

5.3

1,100億円
（6.8％※1）

※1. 連結営業利益率



「ANAグループ2013-15中期経営戦略」の策定背景

　初めに、ANAグループの現状をご理解いただくため、これまでの戦略の進捗についてご説
明いたします。
　2012年2月に策定した「ANAグループ2012‒13経営戦略」（2013年3月期～2014年
3月期）では、激化するグローバル競争環境を勝ち抜くべく、「強く生まれ変わる」ことをテー
マに、「グループ経営体制改革」「マルチブランド戦略の確立」「構造改革によるコスト競争力強
化」の3つの戦略機軸を設定しました。また、財務体質の強化を進めながら、同時にこれらの
成長戦略を実行していくため、2012年7月には公募増資を行いました。
　当期（2013年3月期）は、ボーイング787型機の運航停止や尖閣・竹島問題などに直面し
たものの、これまでの戦略を着実に推進することで増収増益を果たし、営業利益は初めて
1,000億円台に達しました。
　2期連続で営業利益の過去最高益を更新することができましたので、利益創出力は順調
に高まっているということができますが、中期的な価値創造目標としている水準（営業利益
1,500億円以上、営業利益率10%以上）にはまだ達していません。また、今後イベントリスク
が発生するような状況においても、十分な利益を生み出せるだけの事業構造が構築されてい
るのか、という点も引き続きの課題であると認識しています。
　財務体質に関していえば、公募増資の結果、期間利益を自己資本の蓄積に充てながら、機
材投資や戦略的投資を同時並行的に実行していくことのできるバランスシートを手に入れまし
た。2014年3月期からは、増資を通じて得た成長資金を適切な戦略投資に充てて、リターン

次なる成長に向けたANAグループの取り組みは着実に前進

伊東社長による「ANAグループ2013‒15中期経営戦略」の解説

20 ANAホールディングス株式会社

「世界のリーディングエアライングループ」の
実現に向け、経営基盤のさらなる強化に
取り組むとともに、アジアの経済成長を
取り込むための戦略投資の実行により、
利益成長と企業価値向上を果たしていきます。
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　足元の事業環境に目を転じれば、日本においては東日本大震災からの需要回復に一定のめ
どが立ち、世界的な航空需要もアジアをはじめとする新興国を中心に堅調に推移しています。
一方、欧州を中心とした世界経済の不透明感の継続、尖閣諸島問題による中国線需要の停滞
への懸念なども想定され、需要動向に関しては楽観視できない状況です。国内では、LCCに
よるさらなる新規需要の掘り起こしが期待できると同時に、競争環境は激化しています。さら
に、2015年3月期には羽田空港、2016年3月期には成田空港で、国際線発着枠が拡大さ
れ、航空自由化はますます進展していきます。
　同時に、これまでの経験を踏まえれば、事業運営の過程においてさまざまなイベントリスク
にさらされることは不可避であり、これらを克服するための強固な事業基盤を確立しておくこ
とが重要です。
　そのうえで、ANAグループとしては、アジアの経済成長や首都圏空港発着枠の再拡張と
いった事業拡大の好機を自社の成長に結びつけて、来るべき大競争時代を勝ち抜いていかな
ければならないと考えています。

イベントリスクへの耐性を備え、グローバルな大競争時代を勝ち抜く

「ANAグループ2013-15中期経営戦略」の概要

　当初から取り組んでいる戦略の進捗や事業環境見通しを背景に、経営のスピードをあげ、
中長期的かつ持続的な成長を具現化していくフェーズとして、「ANAグループ2013‒15中期
経営戦略」（2014年3月期～2016年3月期）を発表しました。
　本戦略では、「ANAグループ2012‒13経営戦略」での3つの戦略機軸に継続性・一貫性を
持って引き続き取り組むとともに、さらなる成長機会を確保すべく、新たな戦略機軸として「事業

領域の拡大と多角化の推進」を掲げました。
　まずは、既存の戦略機軸における取り組みに
ついて、ご説明します。
　「グループ経営体制改革」については、機動
的・効率的な経営の推進と経営資源の最適配分
を目的に、2012年6月の株主総会決議を経て、
2013年4月から持株会社制に移行しました。経
営環境が目まぐるしく変化する中、各事業会社
がグループ外とのビジネスも視野に入れた自立
的な事業展開を推し進め、よりマーケットに近い
位置で迅速な意思決定が行えるよう、グループ
経営力の強化を本格的に進めていきます。

一貫した経営戦略を推進しながら、さらなる成長を具現化するフェーズ

2012
（計画当初）

2012
（実績）

2013
（実績）

2014
（計画）

2015 2016

ユニットコストの推移（航空運送事業）
（円）

（3月期）

ユニットコスト（左軸） 
（航空運送事業営業費用－〈貨物郵便収入＋その他収入〉）／（国内線座席キロ+国際線座席キロ）
国内線座席キロ+国際線座席キロ（エアアジア・ジャパン含まない）（右軸）

12

10

0

140

120

100

80

(指数：2012=100)

9.69
9.50 9.53

-110億円 -210億円 -250億円 -430億円
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を獲得していくステージに向かいます。航空運送を中心とした既存事業をさらに強化する一
方で、最適な事業ポートフォリオの下で新たな収益基盤の構築を目指すべく、事業領域を拡大
していきます。



　ANAブランドとLCCブランドの戦略的なポジション構築を図る「マルチブランド戦略の確立」で
は、それぞれの事業特性に応じたネットワーク展開や商品・サービスの進化により、グループ価値
の向上を図ります。ANAブランドでは、フルサービスキャリアとして国際線でのネットワークを拡
大し、国内線での事業基盤の優位性を確保していきます。LCCブランドでは、エアアジア（AirAsia 
Berhad）との共同事業の見直しを踏まえて、ブランドの再構築とともに事業計画の修正に取り組み
ます。あらためて、日本マーケットに適応した低コスト構造の事業モデルを追求し、早期に収益貢献
できる事業として確立していきます。
　「構造改革によるコスト競争力強化」については、「直接部門のあくなき生産性向上」と「間接部
門のスリム化」をポイントに、2015年3月期までにユニットコスト1円の引き下げに相当する累計
1,000億円のコスト削減に取り組んでいます。これは国内線市場の競争激化や、現状では生産性に
優れる国内外航空会社との競争が熾烈化することを踏まえたグローバルレベルの競争力を確立し、
加えて過去に発生した世界同時不況や東日本大震災のようなイベントリスクに対する耐性をより強
固にすることが目的です。これまで、2012年3月期に110億円、2013年3月期には210億円と、
当初の計画以上のペースでコスト削減を実現してきています（基準となる2012年3月期の当初計
画との対比では、2013年３月期時点でユニットコスト‒0.59円）。国際線を中心とした生産量拡大
によりユニットレベニューは低減傾向にある中、それ以上にユニットコストを低減できており、着実
な手応えを感じているところですが、手を緩めることなく引き続き収益構造の強化に注力していき
ます。なお、構造改革の一環として、年金制度改革に着手することを経営として判断し、先般、労
働組合に提案し、協議を行っています。将来のバランスシートリスクを軽減し、業績の安定化にも
つながるものと確信しており、改革実現に向けて真摯な協議を進めていく所存です。
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　これまで、ANAグループではグループ経営改革に取り組
み、2010年4月に7社あったグループエアラインを2012年
4月には3社体制へと再編しました（2013年4月現在ではエ
アアジア・ジャパンを含め4社）。そして今回、この再編・統合
効果を最大限に享受しながら、さらなるグループ経営体制の
強化と機動的かつ効率的な経営を目指すため、2013年4月
から持株会社制に移行しました。これは、経営環境が目まぐる
しく変化する中、経営方針の決定と業務執行を分離するとと
もに、経営資源の配分を最適化することで、より強力なANA
グループを作り出していくことを目的としています。
　持株会社のANAホールディングス株式会社は、グループ
経営を担う機能に特化し、コンパクトな体制の下で運営を行
います。一方、従来のANAから航空運送事業などを分離し
て発足した全日本空輸株式会社（以下「ANA」）は、フルサー
ビスキャリアの事業に特化することで、お客様ニーズを的確
に把握し、スピーディに品質・コスト両面にわたる最適な業務

の執行を目指します。また、両社間で重複する業務、機能は
「ANAホールディングス」もしくは「ANA」への一元化、兼務
配置の活用により、業務の重複を回避し、スリムな体制を実
現していきます。

コラム：持株会社制への移行について

その他事業会社その他事業会社

現状の体制 （2013年4月現在）

子会社   　　関連会社

ANAホールディングス（株）

全日本空輸（株）

ANAウィングス（株）

（株）エアージャパン

エアアジア・ジャパン（株）※

その他事業会社

Peach Aviation（株）

※エアアジアとの共同事業解消
　（100%子会社化、エアアジアブランドの使用は2013年10月末まで）



新たな戦略機軸の方向性

　日本を含む先進国経済は低い成長率で安定し、成熟化していく傾向にある一方、アジアに
おいては引き続き力強い経済成長の継続が見込まれています。したがって、ANAグループの
さらなる成長に向けて、事業領域拡大の機会をアジアに求めていくことが必要になります。
　また、2期連続での営業利益最高益更新という形で安定したキャッシュ・フローが創出できて
いることに加えて、公募増資によって、健全な財務体質の維持・強化と、アジアにおける戦略投
資の両立が可能な経営基盤が整ったと認識しています。以上から、本経営戦略では、従来の施
策の推進と並行して、収益ドメインの多様化と利益拡大に向け、戦略投資を実行段階に移して
いきます。
　戦略投資の対象として、まず一つは航空事業への出資があります。アジアの経済成長をグ
ループの成長にダイレクトに結びつけるとともに、現在の航空運送事業とのシナジー効果を創
出しながら、マルチブランド戦略の推進に資することができるフルサービスキャリア、LCCを出
資の対象と考えています。現状は各国に外資規制が存在している状況ですので、マイノリティ
出資からスタートすることも選択肢になりますが、近い将来の規制緩和、航空自由化の進展に
応じてマジョリティ出資も志向していきます。
　もう一つは、アジアの旺盛な航空需要の伸びに支えられて、今後の成長を見込むことのでき
る航空関連事業への出資です。航空事業との関連性の中で、ANAグループのナレッジ、人材
リソースを有効活用し、グループ外へのサービスの提供、外部取引による収益の拡大を目指し
ていきます。すでに日本国内で展開している運航乗務員訓練事業のほか、那覇空港での展開
を計画している航空機整備事業などが、これにあたります。
　さらには、航空事業との直接的な関連性は少ないものの、ANAグループの有するノウハウ
を活かすことのできる航空附帯ビジネスへの参入の可能性を検討し、事業領域の拡大と多角

アジアの成長を取り込むための戦略投資を実行段階へ

アジアの戦略投資

公募増資資金
(2012年7月実施）

安定したキャッシュフロー
（2期連続営業利益過去最高）

財務体質強化と戦略的投資の両立が可能に

アジアを中心とした航空会社および
航空関連事業への投資

 • 投資管理会社設立
会　社　名： Strategic Partner Investment Pte. Ltd.
設立登録日： 2013年6月3日
設 立 場 所： シンガポール
設 立 目 的： 投資案件の実行加速化、管理の安定化

日本国内ならびにアジアにおける
航空附帯ビジネスへの参画

 • 具体的な展開計画を策定
 • 段階的な事業展開
→ANAグループのナレッジ・人材の活用を目指す

• 戦略的投資による収益ドメインの多様化
• さらなる利益拡大に向けた成長領域の拡大
• 事業ポートフォリオマネジメントの下でANAグループの収益最大化を実現

伊東社長による「ANAグループ2013‒15中期経営戦略」の解説
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事業ポートフォリオの方向性

　これらの戦略を推進し、さらなる利益成長と企業価値向上を実現していくためには、持
株会社制の下、最適な事業ポートフォリオマネジメントを推進していくことが肝要である
と認識しています。今後の事業ポートフォリオについては、以下のとおり考えています。
　国内線旅客事業は、グループ全体の基盤事業として位置づけ、収益性を堅持してい
きます。ここで重要になるのは、旅客数シェア47.8％※という圧倒的な競争優位性を追
求していくことです。効率性・収益性の向上に向けた路線計画および機材計画の最適化
を図るとともに、きめ細かな運賃設定を行っていきます。
　成長の牽引役である国際線旅客事業では、首都圏空港発着枠を最大限に取り込みな
がら、ネットワークを戦略的に拡大し、積極的にグローバル需要を獲得していきます。
長距離国際線と接続需要に重点を置いたネットワークを構築し、ハイエンドの日系需要

のみならず、非日系の訪日需要や三国間需要を取り込んでいきます。引き続き、太平洋路線
についてはユナイテッド航空との「Transpacifi c Joint Venture」、日欧路線においてはルフト
ハンザ ドイツ航空グループとの「LH／NH Joint Venture」を積極的に活用し、キャッチメント
エリアをグローバルに拡大します。

※ 2013年3月期現在、提携航空会社とのコードシェア便を含みます

利益成長と企業価値向上に資するマルチブランド・事業領域の拡大を志向

事業ポートフォリオの方向性

• 路線ネットワークの充実
• 差別化推進・付加価値向上 • ANAブランドとは異なる領域

 での新規需要創出
• 新たな収益事業モデルの構築

• 持株会社制移行を契機とした
 外部取引による収益の拡大
• 効率的経営の実現と収益拡大

ANAグループの
利益成長と
企業価値向上に向けた
事業ポートフォリオ

（利益貢献イメージ）

国際線旅客事業

貨物郵便
事業

LCC事業 多角化

国内線旅客事業
• 圧倒的な競争優位の追求
• グループ全体の基盤事業
 としての収益性堅持

• 戦略的なネットワーク
 の拡大
• 積極的なグローバル
 需要の獲得

【アジア戦略投資】
アジア市場の取り込み／成長領域の獲得／ 多角化事業向けの投資展開

化の推進を図ります。多角化の対象としては、ANAグループの価値創造において航空事業と
のシナジーを求める一方で、航空事業、航空関連事業がさらされているイベントリスクからの
影響や事業ボラティリティを抑制・補完する役割も期待しています。
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　貨物郵便事業は、旺盛なアジア域内の貨物流動を着実に取り込み、事業収支の改善を図り
ます。沖縄貨物ハブネットワークを最大限に活かし、商品の差別化の推進と付加価値向上を目
指すとともに、フレイターの増機、旅客便や日本貨物航空（株）機材のチャーター運航の活用な
どにより、路線ネットワークを拡充していきます。
　LCC事業ではANAブランドとは異なる領域での新規需要創出により、新たな収益モデルを
構築していくことがミッションとなります。そのためには、徹底的な低コスト運航体制を追求す
るとともに、鉄道や高速バスなど、ほかの輸送機関から需要を獲得していくことが重要です。
エアアジア（AirAsia Berhad）との共同事業については解消しましたが、日本におけるLCC事
業には大いなる潜在成長力があるという考えに変わりはありません。私たちの手によって、あ
らためて日本のマーケットに適応したLCCブランドを確立し、成長事業としてしっかりと根づか
せていきたいと考えています。
　これらの事業に加え、先に述べたアジアにおける戦略投資や、事業領域の拡大・多角化によ
り、さらなる成長を実現していきます。
　以上のように、グループ内に新たな収益ドメインを加えていくことにより、中期的な価値創造
目標の達成をより確実なものとしていくことが、本戦略のポイントとなります。

2014年３月期の数値目標と中期的な価値創造目標

戦略の着実な推進を通じトップラインと収益の成長を目指す

伊東社長による「ANAグループ2013‒15中期経営戦略」の解説
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　「ANAグループ2013‒15中期経営戦略」においては、ボーイング787型機の運航とデリ
バリーの再開が当初の想定よりも遅れたことから、段階的に事業計画を策定せざるを得ないと
判断し、具体的な収支計画の提示を2014年3月期のみとさせていただきました。
　ボーイング787型機は2013年6月より定期便運航を再開しましたが、2014年3月期の収
支計画については、運航再開時期を2013年7月と仮定して策定しました。中国線の需要低迷
や為替の円安基調などを織り込み、営業収入は2013年3月期比8.5％増の1兆6,100億円、
営業利益は同5.9％増の1,100億円、当期純利益は同4.3％増の450億円を見込んでいます。
国内線・国際線ともに生産量を拡大し、国内線座席キロで同4.5％増※、国際線座席キロで同
13.8％増※、国際線有効貨物トンキロで同14.6％増を計画しています。
　2015年3月期以降の事業計画、収支計画の詳細につきましては、ボーイング787型機の
受領スケジュールが確定し、あわせて2014年に予定されている羽田国際線発着枠の配分が
決定次第、あらためてお示しする予定です。
　また、この数年の厳しい事業環境下、不断の経営改革によって財務体質は強化されてきて
おり、今後、株主の皆様への利益還元は一層重視すべき経営課題だととらえています。将来
的な成長性と収益性を確保するための設備投資や、安定経営のための内部留保の強化を図
りつつ、中長期にわたる利益の拡大を実現し、株主還元を充実させてまいります。1株当たり
配当金については、当期は連結配当性向29.6％となる1株当たり4円とし、2014年3月期も
1株当たり4円を計画しています。



目標達成を確かなものとする基盤づくり

　ANAグループでは、2013年4月、事業環境の変化や持株会社制への移行を機に、「グルー
プ経営理念」と「グループ経営ビジョン」を刷新しました。
　ANAグループにとってのCSRとは、これら理念・ビジョンの実現であり、「社会から『安心と
信頼』を得ながら持続的に成長し、未来社会の創造に貢献し続ける」ために、日々の企業活動で
実践すべきことと、とらえています。とりわけグローバルに事業拡大を進めていく今後において
は、国内外のあらゆるリスクに備えながら、新たな企業価値の創造に貢献できるグローバルレ
ベルのCSR推進が必要不可欠であると考え、優先して取り組むべき重点課題を8つの中期CSR
方針として掲げました。社会的責任に関する国際的ガイダンスのISO26000を基に、あらため
てステークホルダーの皆様から何を求められているのかを考え、具体的指針や課題を明確に
することで、ANAグループ各社が目指すベクトルを合わせました。今後は本方針を軸に、ANA
グループ全体でCSR経営の深化を果たし、経営基盤の強化・ブランド価値向上を目指します。

理念・ビジョンの実現に向け、よりグローバルレベルでCSRを推進

キャッシュ・フロー・マネジメントと設備投資計画

　営業キャッシュ・フローを安定的に確保することにより、中長期的に利益成長を果たしていく
ための設備投資を継続しながら、フリー・キャッシュ・フローを確実に創出していくという考え方
は変わりません。
　設備投資計画としては、ボーイング787型機の受領時期の再調整によって、従来計画から一
部見直しが必要となってきますが、引き続き、経済性の高い航空機を計画的に導入・更新し、機
材競争力の確保に注力していきます。
　2014年3月期は合計17機の航空機導入を予定しており、この内訳は、ボーイング787型機
10機のほか、ボーイング777-200ER型機3機、ボーイング737-800型機3機、ボンバルディ
アDHC-8-400型機1機となります。一方、現在5機保有しているボーイング747-400型機を
全機退役させるなど、合計16機の退役を予定しています。

　中期的な価値創造目標としては、「ANAグループ2012-13経営戦略」の発表時に掲げた「営
業利益1,500億円以上、営業利益率10.0％以上」、またROA（総資産事業利益率）は8％以
上、ROE（自己資本利益率）は10％以上を目指すこととしています。
　前述のとおり、今回、2015年3月期以降の業績目標の提示は見送ることとさせていただき
ましたが、これらの中期的な価値創造目標については、本戦略期間中に、概ね射程内に収める
ことができているものと見込んでいます。
　外部環境の動向とともに、燃油や為替といった市況変動のリスクを見定める必要があるとは
思いますが、これまでにご説明させていただいた経営戦略を着実に実践し、目の前にある諸課
題を解決していくことで、2016年3月期までに目標を達成していく考えです。
※ エアアジア･ジャパンを含みます

継続的な航空機投資を進めながらフリー・キャッシュ・フローを確実に創出
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　ボーイング787型機の運航停止問題については、ス
テークホルダーの皆様にご心配とご迷惑をおかけしまし
た。2013年6月から運航を再開していますが、引き続き
整備部門を中心に万全の体制で安全運航を果たしていく
ことはもちろんのこと、お客様に安心してご搭乗いただく
という観点から、安全性に関する広報活動や関係各所へ
の適時適切な説明などを尽くし、ローンチカスタマーとし
ての責務を十分に果たしていく所存です。
　また、顧客満足度や定時性に関する外部機関の評価を
具体的な目標として定めてきましたが、2013年3月期は、これまで注力してきた継続的な努
力が結実し、日本初となる「SKYTRAX社による最高評価“5 STAR”の獲得」をはじめ、「Flight 
Stats社によるANAネットワークの定時到着率とANA運航便の就航率で世界第1位」「Air 
Transport World誌における“Airline of the Year”受賞」など、名誉ある賞を受賞すること
ができました。ステークホルダーの皆様のご支援に感謝するとともに、不断の取り組みに従事
した社員一人ひとりの努力を誇らしく感じています。引き続き、企業価値を生み出す源泉であ
る人材を要としながら、よりグローバルなフィールドにて全力で挑戦を続けていきます。

最後に

　ANAグループは、2013年4月、新たな経営体制の下、さらなる飛躍に向けて前進を始めま
した。これまでの取り組みを通じ、次なる成長を具現化する段階に進められる基盤を確立でき
たと考えています。これは、私たちが過去幾多のイベントリスクに直面しながらも、需要の変動
に迅速に対応するとともに、自己変革に邁進し、多岐にわたる改革をすべて計画どおりに完遂
してきた成果だととらえています。
　そして今、世界規模で拡がる旅客・貨物の流動や経済のグローバル化、成長著しいアジア、
そして首都圏発着容量の拡大や航空自由化の流れの中で、航空業界はいよいよ大競争時代
を迎えようとしています。世界の人々の安心と信頼を基盤に、世界をつなぎ未来に貢献する、
世界のリーディングエアライングループとなることができるのか、まさに真価が問われる時が
来ています。
　60年前、ヘリコプター2機で事業を始めたこと、規制を打ち破り国際線に進出したこと、日本
の航空会社で初めてアライアンスに加盟したこと、世界に先駆けてボーイング787型機を導入し
たこと、日本で初めてLCC事業に進出したこと――これらはすべて、私たちの挑戦の歴史です。
　「ANAグループ2013‒15中期経営戦略」で掲げる取り組みを全力で成し遂げ、グループ一丸
となって挑戦を続けることで、持続的な成長と企業価値の向上を実現できると考えています。
　挑戦を続ける私たちに、ぜひご期待ください。

2013年7月
代表取締役社長   伊東  信一郎

挑戦する風土と着実な実行力の下、企業価値の向上を実現

伊東社長による「ANAグループ2013‒15中期経営戦略」の解説
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私たちの成長エンジンとして、
ANAグループの国際線提携戦略をご紹介します。

特集 ： 「 アライアンスが生み出す価値」 
        ～ANAグループの国際線提携戦略～



国内線事業において確固たる事業基盤を有してきた ANA グループですが、国際線事業においては
1986年の初就航以来、後発企業としての脆弱な立場が長く続きました。そのため、自社ネットワーク
の構築に加えて、外国航空会社との提携を軸に、事業拡大と収益性向上を図ってきました。
　ANAグループの国際線提携戦略は、世界最大のグローバルアライアンスである「スターアライアンス

（Star Alliance）」への加盟を契機として進化を続けています。特集では、スターアライアンス本社
（Star Alliance GmbH）への出向経験もある、ANA国際提携部の山室へのインタビューを通じて、航空
業界の提携の歴史から、ANAグループの国際線提携戦略の軌跡、そして未来についてご紹介します。

　1978年の米国規制緩和法の施行から自由化が始まった
航空業界ですが、現在のようなグローバルネットワークが
構築される契機となったのは、1995年に公表されたオー
プンスカイ協定※1ということができると思います。これに
より、輸送力や運賃、参入地点に関する規制が緩和され、
コードシェアなどの新たな運航形態が認められるようにな
りました。コードシェアとは、提携パートナーキャリア間で、
お互いの運航便に提携先の航空会社の便名表示を認め、
それぞれが自社便としてネットワークを広げ、マイレージ 
の付与などフリークエントフライヤープログラム（FFP：
Frequent Flyer Program）の付加価値なども活用しなが
ら、販売力を強化しようとするものです。
　こうしたコードシェアなどの提携が発展し、航空会社間 
で多面的・戦略的に進めた提携として、現在3つあるグロー

バルアライアンスが形成されることとなります。ANAが加
盟する「スターアライアンス」は、1997年、ルフトハンザ ド
イツ航空とユナイテッド航空の提携を核として、5つの航空
会社によって発足しました。英国航空とアメリカン航空を軸
とした「ワンワールド（oneworld）」は1998年に設立。現
在、エールフランス－KLMオランダ航空、デルタ航空など
が所属する「スカイチーム（Sky Team）」は2000年に発足
しています（2002年には1993年に結成された「ウィングス

（Wings）」と合併）。
　そして近年は、グローバルアライアンスからさらに深化
したジョイントベンチャー（JV：Joint Venture）と呼ばれる
提携形態があり、現在グローバルレベルでいくつかの事例
を見ることができます。
※1. 1992年に米国－オランダ間で先取りして2国間協定を締結

航空業界における提携の歴史
 国際線のネットワークを語るうえで、パートナーキャリアとの提携は不可欠な要素です。まずは、 
 航空業界において、提携戦略がどのように変遷してきたか、大まかな流れをご説明ください。

「アライアンスが生み出す 価値」
～ANAグループの国際線提携戦略～
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企業間の競争からアライアンス間の競争へ

航空業界の変遷とグローバルアライアンスの背景
1978年 米国規制緩和法施行⇒自由化
1980年代 ハブ＆スポーク戦略とCRS※戦略の発達
 FFPの登場
 ※CRS: Computer Reservation System

1992年 オープンスカイ協定の締結（米国－オランダ）
 ・・・スカイチームの原点
1996年 オープンスカイ協定の締結（米国－ドイツ）
 ・・・スターアライアンスの原点
1997年 スターアライアンスの誕生
1998年 ワンワールドの誕生
2000年 スカイチームの誕生

アライアンス別  日本発着国際線座席キロシェア
（%）

スター
アライアンス

37

スカイチーム
25

ワンワールド
25

その他
13

出典：OAG（2013年5月時点）データを基に作成（各アライアンスホームページなどを参考に作成）

特集 



　グローバルアライアンスの基本的なメリットとしては、先
ほどお話ししたコードシェア運航の活用などを含めたネット
ワーク拡充に加え、①共通ターミナルの使用による利便性
向上、②FFP提携による競争力向上、③空港ラウンジなど
の共同施設確保、④機内サービス用品、航空燃料などの共
同購入によるコスト削減などが挙げられます。また、相互
に安全監査を定期的に実施したり、事故などの緊急事態 
発生を想定して、情報収集や言語サポートも含めた顧客対
応の初動体制を構築する訓練を重ねるなど、イレギュラー
対応にも備えています。
　こうした取り組みを通じ、各グローバルアライアンスは

競争力向上に注力してきたわけですが、LCCの台頭などを
背景に、航空業界の勢力図は大きく変わりつつあります。
グローバルアライアンス間の競争だけでなく、いずれの 
グローバルアライアンスにも加盟しないLCCや中東キャリ
アとの競争にも対応していかなくてはなりません。また近
年では、加盟アライアンスの移籍（2009年10月のコンチ
ネンタル航空の「スカイチーム」から「スターアライアンス」
への移籍など）や、異なるグローバルアライアンスに加盟
する航空会社間の提携という事例もあります。ネットワーク
が複雑に入り組み、さまざまな競争環境が生まれてくる中、
今後もこうした事象は発生してくるものと思います。

グローバルアライアンスの動向
 グローバルアライアンスでは、どのような取り組みを進めているのでしょうか？　また、現在の 
 趨勢について教えてください。

ANA国際提携部  山室  美緒子・略歴

1987年  6月 成田客室部客室乗務員・国際線乗務
2000年12月 客室本部品質企画部
2004年  7月 営業推進本部顧客マーケティング部 
                    （スターアライアンス担当、提携業務担当）
2008年  9月 Star Alliance GmbH出向 
                    （在フランクフルト、Loyalty Manager)
2012年  7月 国際提携室 （現：ANA国際提携部）

「アライアンスが生み出す 価値」
～ANAグループの国際線提携戦略～
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　JVとは、運航ダイヤ改善などの利便性向上や、運賃低減
も含めた選択肢の多様化といった、利用者にとってのさまざ
まなメリットを実現させることを前提条件として、例外的に
各国の独占禁止法適用除外（ATI：Anti Trust Immunity）
が認められ、より戦略的な提携に取り組むことができる 
スキームです（P34の用語説明をご参照ください）。
　JV提携開始以前のコードシェア運航では、ネットワーク
構築やマーケティングなどに関する会社間の個別協議は、
独占禁止法の観点から認められていなかったのですが、JV

ではこうした内容の提携にまで踏み込むことが可能です。
JVパートナーキャリア総体としての競争力を最大限発揮で
きるように、路線・便数、運航時間帯の調整、共同運賃を設
定することができるようになります。
　また、こうした取り組みによってJV全体の収入を最大化す
ることを目指すとともに、各社の収入をいったんプールして、
所定のルールによって各社に再配分するというしくみを導入
することも可能になってきますので、これは提携の域を超え
た共同事業と言い換えることもできます。JVは、1992年に

JVの動向
 より深化した提携の形態であるJVとは、どういった内容なのか教えてください。

Q

Q



ATIを承認されたKLMオランダ航空とノースウェスト航空
（いずれも当時）の提携に始まり、「スターアライアンス」では
ユナイテッド航空、エア・カナダ、ルフトハンザ ドイツ航空が

大西洋マーケットにおいて実施したJVが最初のケースで
す。これ以降、旅客利便性の向上と競争力強化を同時に可
能とする、より深化した戦略的な提携が進められています。

　今日のANAグループのグローバルネットワークの形成
は、やはり1999年の「スターアライアンス」加盟が大きな
契機だったと思います。1998年に締結された日米航空協
定の暫定合意を受け、「スターアライアンス」9番目のメン
バーとして加盟したわけですが、比較的初期のメンバーと
して加盟した意義は大きいものでした。加盟当時のANA
の国際線事業の規模は現在よりも小さく、空港発着枠の制
限もあり、自力で必要かつ十分なネットワークを構築するこ
とは困難な状況でした。「スターアライアンス」への加盟は、
ネットワークの拡充に向けた有効な手段だったとはいえ、こ
こまでグローバルアライアンスのプレゼンスが拡大するこ
とも想定できなかった当時の状況の中、社内では加盟に反
対する意見も少なくありませんでした。
　しかし実際は、「スターアライアンス」加盟メンバーとコード
シェアを次々と設定する中で、ANAグループのネットワーク
がグローバルに拡大し、2002年の成田空港の発着枠増加
と相まって、国際線収入は飛躍的に伸びていきました。

　航空業界はグローバルな政治経済情勢や社会現象に起
因するさまざまなイベントリスクに常にさらされており、と
りわけ国際線事業ではその傾向が顕著です。2000年代に
入ってからも、2001年の米国同時多発テロ、2003年のイ
ラク戦争、鳥インフルエンザ（SARS）、2008年から2009
年にかけての世界同時不況と新型インフルエンザの流行な
ど、国際線マーケットの需要を大きく減退させるような出来
事が断続的に発生したのですが、ANAグループは、こうし
た困難な事業環境を何とか乗り越えてきました。
　それを可能としたのは、国際線の事業規模を拡大する過
程で、自社運航便のネットワークのみに頼らず、「スターア
ライアンス」メンバーキャリアのネットワークを効果的に活
用したことが大きいと思います。また、自社運航の直行便
で2地点間を行き来する旅客需要のみをターゲットとする
のではなく、前後区間の接続便を含めた旅客流動を取り込
んできました。こうして、パートナーキャリアとの提携に
よって効率的にグローバルネットワークを構築し、需要の裾

ANAの提携戦略の推移
 ここからは、ANAグループの戦略についてお伺いします。ANAグループの提携戦略も時代と
 ともに変わってきたものと思いますが、その変遷について解説してください。
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1999年
「スターアライアンス」加盟（9番目）

2011年
ユナイテッド航空およびコンチネンタル航空※2との
太平洋ネットワークに関する「Transpacific JV」の開始

2011年
ユナイテッド航空およびコンチネンタル航空※2との
太平洋ネットワークに関する「Transpacific JV」の開始

2012年
ルフトハンザ ドイツ航空との
日本－欧州間ネットワークにおける「LH/NH JV」の開始

1986年
国際線定期  初就航

［航空業界関連イベント］

［ANAグループの展開］

2008～9年
世界同時不況、
新型インフルエンザ流行

2001年
米国同時多発テロ 2012年

成田空港増枠（25万回）

2002 2004 2006 2008 2010 2012 （年）２０００１９９８１９８６・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・

2011年
東日本大震災

2003年
イラク戦争、
鳥インフルエンザ（SARS）

1998年
日米航空協定暫定合意

2010年
成田空港拡張（22万回）
羽田空港国際化（6万回）
（昼間時間帯3万回
 深夜・早朝時間帯3万回）

首都圏国際線発着枠
2013年 成田空港増枠（27万回）
2014年 羽田空港増枠予定（昼間時間帯6万回）
2015年 成田空港増枠予定（30万回）

ANAグループの国際線提携戦略推移



特集 ：「アライアンスが生み出す価値」

野を拡げるという戦略が、国際線事業の急速な拡大を支え
てきた一方で、事業のボラティリティリスクも最小限に食い
止めることにも貢献したと考えています。
　そして、2011年、ANAグループの提携戦略は新たな
ステップに踏み出しました。ATI認可を受けて、同年4月
からはユナイテッド航空およびコンチネンタル航空※2との
太平洋ネットワークに関する「Transpacifi c JV」を開始し、
2012年4月からはルフトハンザ ドイツ航空※3との日本
－欧州間ネットワークにおける「LH/NH JV」をスタートさせ
ました。

　こうして、ANAグループの提携戦略としては、「グローバ
ルアライアンス」「JV」、そして「バイラテラル」と呼ばれるア
ライアンス加盟メンバー以外の航空会社との個別提携とい
う枠組みが確立されました。この3つの提携パターンをそ
れぞれ進化させながら的確に組み合わせて、ネットワーク
の拡充と収益性の強化を図っていくというのが基本的な考
え方です。
※2. ユナイテッド航空とコンチネンタル航空は、2011年10月に合併し、2012年

3月に運航便名をユナイテッド航空に統一
※3. 2013年4月より、ルフトハンザグループにスイス インターナショナルエアラ

インズとオーストリア航空が加盟

　グローバルアライアンスについては、従来どおり「スター
アライアンス」加盟メンバーとの提携を進めていきながら、
そのブランド力を活用して収入拡大に取り組んでいきま
す。また、ANAグループとして「スターアライアンス」が目
指す方向性に影響力を与えながら、競争力向上に寄与して
いくことが重要だととらえています。
　私自身、「スターアライアンス」の本社機能ともいえる
Star Alliance GmbHに4年間出向していたのですが、
ANAグループが果たすべき機能・役割は非常に大きい
と感じました。例えば、アライアンスマネジメントボード
の議長をANA取締役副社長の岡田が務めるほか、ANA
からの出向者が継続的に配置されており、アライアンス
内でのANAグループのプレゼンスは極めて高いといえる
でしょう。
　また「スターアライアンス」加盟に際して、各エアライン
は70項目近いルール、サービス基準、システム要件を満
たすことが要求されています。ところが、現在28社と加
盟メンバーが増加してきている中、サービス面で各社の足
並みが揃わないケースも見られ、品質の標準化は重要な
課題となっています。アライアンス内ではここ数年、基本
品質の向上に取り組んでいますが、きめ細やかなサービ
スに定評があるANAグループに寄せられる期待は大きく、
「スターアライアンス」全体の品質向上を牽引する役割を
担っています。

　「スターアライアンス」
メンバー間での、乗り
継ぎの利便性を高め、
シームレスな空の旅を
提供することを目指し
て、使用ターミナルの
共通化にも取り組んで
います。「Move Under 
One Roof」プロジェク
トと呼ばれており、「ス
ターアライアンス」最重要のプロダクトといえるかもしれま
せん。2006年6月の「スターアライアンス」メンバーによ
る成田空港第1ターミナル南ウィングへの集結は、世界で
初めてグローバルアライアンスによるターミナルの共通
使用が始まった事例でした。現在、「スターアライアンス」
が一番力を入れているのはロンドンのヒースロー空港で、
2012年12月に申請が受理され、ターミナルの改修に合
わせて運用準備を進めています。
　こうした「スターアライアンス」の品質向上がANAグ
ループの競争力につながることは間違いありませんので、
今後も、「スターアライアンス」のブランド価値向上に向け
て、積極的に取り組んでいく方針です。

「スターアライアンス」における取り組み
 では、提携戦略の発展の契機となったグローバルアライアンスの活用についてお伺いします。
 これまでに説明のありましたネットワーク構築などのほかに、「スターアライアンス」への参加を
 通じてどのような取り組みを行っているのかお聞かせください。
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　JVの活用は、想定
以上の成果をもたらし
ています。大きな旅客
流動のある欧米長距
離路線で、パートナー
キャリアの路線ネット
ワークや販売体制を
効率的に活用して、競
争力のある供給体制
を整えることができた

ことが要因だと見ています。
　JVを開始するにあたり、日米間と米州域内、日欧間と
欧州域内をくまなく網羅するパートナーキャリアのネット
ワークを「ANAが運航する自社便ネットワーク」と同等と見
なし、自社運航便とパートナーキャリア運航便を自由に組
み合わせてご利用いただけるJVとしての共通の運賃体系
へと再構築しました。その結果、日本発エコノミークラス
の割引運賃を例に取ると、北米向けの運賃設定都市数は
2013年6月現在で約250都市（JV開始直前の2011年3
月期末は約120都市）、欧州向けでは2013年6月現在で
約190都市（JV開始直前の2012年3月期末は約120都
市）と、大幅に増加させることができています。またJV開
始前までは、米州・欧州の乗り継ぎ都市向けの運賃は、ゲー
トウェイ空港から乗り継ぎキャリアが運航する区間に対し
て追加額を加算する設定をしていましたが、JV開始後は
米州・欧州域内都市を各ゾーン別に区分し、同一ゾーン内
では直行・乗り継ぎの区別なく各都市向けの運賃を同一と
することにより、シンプルかつ競争力のある運賃体系へと
変更しました。こうしたことによって、JVトータルとしての
マーケット競争力を高め、旅客需要喚起とシェア獲得に成
功しています。
　一例を挙げると、ユナイテッド航空とコードシェアをして
いるANAの運航便（北米・アジア路線）で見た場合、2013

年3月期にはユナイテッド航空による販売席数が、JV開始
前と比べて大幅に増加しており、高い座席利用率を生み出
す要因となっています。また、ANAの成田－マニラ線や成
田－ホーチミンシティ線の好調な輸送実績は、高い成長を
続けている北米－アジア間の接続旅客需要を取り込んでい
る成果ということができます。JVならではの路線・便数設
定や接続ダイヤの調整、さらには魅力的な運賃設定を通じ
て、ネットワークをグローバルに拡大し、まさに私たちの狙
いとする戦略が達成できたものととらえています。
　こうしたネットワークや生産調整、運賃政策はもちろん
のこと、営業面でもJVのメリットは小さくありません。コー
ドシェア提携においても、パートナーキャリア同士相互に
販売協力は行いますが、運賃収入は運航便キャリアに帰
属し、販売協力したキャリアは販売手数料を得るのみです
ので、おのずと自社運航便の販売に力を入れがちとなりま
す。ところがJVでは、パートナーキャリアの収入は全体で
プールをした後、パートナー間で再配分を行うため、自社
運航便とパートナーキャリア運航便のどちらを優先して販
売すべきか、という考えは意味を持たなくなります。今で
は、JV収入を最大化するという共通目標の下で、パート
ナー同士が一丸となって販売に取り組んでいます（詳細に
ついては、P35の「コラム：JVのレベニューマネジメントの
しくみ」をご参照ください）。
　また、これまでは訴求が困難であった非日系のお客様に
対し、米州・欧州それぞれをベースとするパートナーキャリ
アの販売網を利用してセールスすることで、ANAグルー
プにとっての新たな需要獲得の可能性は格段に高まりま
す。一般のお客様向けのジョイントセールスはまだまだ強
化する余地がありますが、企業契約はすでにJVの中で共
通化されているため、非日系の法人顧客を大きく取り込む
ことが可能になってきています。こうした効果もあり2013
年3月期における外国籍のお客様の構成比は、国際線全体
で約34％と前期比で約3ポイント上昇しています。

ANAが参画しているJVの成果
 JVについては、大きな成果があがっているとお聞きしています。実際、従来のコードシェアに
 よる提携と比べて、どのような面で効果が大きくなっているのでしょうか。
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ジョイントベンチャー（JV：Joint Venture）
国際航空業界においてATI認可を得て実施される2社以上の航空事
業者間の共同事業をジョイントベンチャーという。収入シェアジョイン
トベンチャー、利益シェアジョイントベンチャーなどがある。同じグロー
バルアライアンスに所属する航空事業者同士がジョイントベンチャー
で提携深化することにより、利用者に対しそれまで以上に多様な路便
銘柄や低廉な運賃商品を提供することが可能となり、他アライアンス

に対する競争力を強化することができる。
　国際航空業界では、2国間航空協定や外資規制などの制限が残存し
ているため、他産業では一般的となっているグローバルな資本提携
（合併、買収、合弁会社設立）に代わるものとしてATIを前提としたジョ
イントベンチャーが活用されている。



特集 ：「アライアンスが生み出す価値」

　JVはまだ歴史も浅く、課題も少なくありません。現状
は、ようやく枠組みができあがったところといってもいいか
もしれません。
　例えば、先ほども触れたジョイントセールスでは、膨大か
つ詳細なデータをパートナーキャリア同士で交換し、共有
するためのシステム構築と運用が不可欠であり、より精緻
なデータ分析を行っていく必要があります。こうした分析
を通じて、ANAグループ1社だけでは提供できなかった利
便性やサービス、さらには従来のコードシェア運航とは異
なるJVならではの付加価値を提供することで、アライアン
ス同士の競争を勝ち抜き、これまで以上の価値をお客様に
提供していくことを目指しています。
　今後のANAグループにおいて、国際線事業は成長の牽
引役です。そして、空港発着枠や機材といった経営資源に
限りがある以上、国際線事業の発展に提携戦略は欠かせま
せん。
　グローバルな競争に勝ち抜くための提携戦略としては、
「効率的な生産量拡大」を通じて、「旅客利便性に優れた質
の高いサービスの提供」「売上と収益の最大化」という航空

運送事業の根幹の目的に資する提携を行っていくことが基
本方針となります。グローバル経済の動向が目まぐるしく
変化し、お客様の流動が多様化し、航空業界の動向も刻一
刻と移り変わっていく中、JVをはじめとするさまざまな提
携パターンからベストな選択肢を引き出していくことが重
要です。常に先を読み、スピーディーで革新的な提携戦略
を実践していくことが、今後のANAグループの成長にとっ
て肝要です。
　同時に、将来の成長を実現していくには、効果的な提携
戦略を構築できる人材の育成が重要です。世界中のパート
ナーと提携に向けた交渉を的確に進められる、すなわち高
い専門性やスキルに裏づけられた真のグローバル人材を、
ANAグループも数多く育成し、輩出していくことが大切で
す。これも、スターアライアンス本社への出向や提携業務へ
の従事を通じて、多くの経験を積む機会を与えていただい
た私にとっての今後の大きなミッションだととらえています。
　ANAグループはアジアを代表する航空会社の一つとな
りました。提携戦略においても、航空業界を牽引し、高い
価値を発揮し続けていくべく、挑戦を続けていきます。

今後の提携戦略の方向性
 最後に、これからの中長期的な成長に向けた提携戦略全般について、どのような取り組みを
 行っていくのか、今後の課題やご自身の抱負とあわせてお聞かせください。

　「個社間競争」から「アライアンス間競争」へと時代が移り変
わる中、パートナーキャリアと一体化したメリットをお客様に
ご提供することが、他アライアンスに対する競争力確保の観
点において最も大事なポイントとなります。
　これを実現するために、シカゴのユナイテッド航空本社と
フランクフルトのルフトハンザ ドイツ航空本社にANAから

一人ずつ社員を派遣し、ANAの本社にはそれぞれから一人
ずつ常駐社員を受け入れ、3拠点に「ジョイントプライシング
チーム」を設置して、JVとしての収入最大化実現に向けて目を
光らせています。
　これによって、個社では実現し得なかったバラエティ豊かな
運賃ラインアップを共同で設定・販売しており、またこれらの
「共通運賃」の適用条件においてパートナーキャリアの運航便
も自社便と同等に扱うことにより、お客様にご利用いただける
ネットワーク・運賃バリエーションを飛躍的に拡大させています。
　また、需要予測ほかマーケティング情報についても日々綿
密にやり取りすることによって、運航便キャリアそれぞれの強
みを活かす適切な商品（運賃）が適切なタイミングで販売され
ていることを確認しています。「メタルニュートラル（＝どちらの
運航便であるかにかかわらず等しく販売する）」のコンセプトを
基に、JVのレベニューマネジメント効果を最大限に発揮する
ことを目指しています。

ANAマーケティング室
ジョイントベンチャーチーム

宮川 弘之

コラム：JVのレベニューマネジメントのしくみ
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「LH/NH JV」のルフトハンザ ドイツ航空とのレベニューマネジメント代表
者会議にて。左から2番目がANAの宮川。
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私たちが飛躍するための翼である各事業について、
その取り組みをご説明します。
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売上高構成比

2009 2010 2011 2012

2,141

2,8062,910
3,200

2013

3,483

営業収入
（億円）

2009 2010 2011 2012

6,309 6,526
6,993

6,515

2013

6,659

営業収入
（億円）

81.0%

事業概要と市場ポジション

国内線旅客事業 国際線旅客事業

　羽田空港を中心とした充実した国内線
ネットワークを有し、1日当たり132路
線、1,068便を運航し（2013年7月1日
現在）、年間約4,108万人のお客様にご
利用いただいています。旅客輸送シェア
は約47.8%で、国内線のリーディング
カンパニーです。

　日本から世界各地へ、49路線、週828
便を運航し（2013年7月1日現在）、年間
約627万人のお客様にご利用いただい
ています。「スターアライアンス」の主要
メンバーとしてグローバルなネットワーク
を構築しており、太平洋ネットワークでは
ユナイテッド航空と、日本－欧州間ネット
ワークではルフトハンザ ドイツ航空グ
ループとジョイントベンチャー（JV）を展
開しています。

2009 2010 2011 2012 2013

売上高／営業利益（損失）
（億円）

10,878

(575)

12,182

605

12,295

47

12,625

884

13,235

940

売上高 　　　営業利益

出典： IATA World Air Transport Statistics, 2012

航空会社 航空会社順位 順位旅客数 旅客数

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

116,726
112,234

92,619
86,335
86,277
79,649
79,611
64,393
54,238
50,636

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

50,522
49,278
47,533
44,668
38,154
37,733
36,895
36,710
33,897
32,376

Delta Air Lines
Southwest Airlines
United Airlines
American Airlines
China Southern Airlines
Ryanair
China Eastern Airlines
Lufthansa
US Airways
Air France

easyJet
Air China
Qantas Airways
All Nippon Airways
Turkish Airlines
Emirates
TAM Airlines
British Airways
Gol Airlines
ExpressJet Airlines

（千人）

市場ポジション

航空会社別旅客数トップ20

航空運送事業
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3月31日に終了した1年間
※ 各事業の売上高には、セグメント間の内部売上高を含めています



売上高構成比

2009 2010 2011 2012

1,491
1,599

1,293

1,628

2013

1,829

営業収入
（億円）

2009 2010 2011 2012

943

1,250

1,097

1,280

2013

1,262

営業収入
（億円）

9.9%

2009 2010 2011 2012 2013

売上高／営業利益（損失）
（億円）

1,669

0

1,593

1,887

1,589 1,610

売上高 　　　営業利益

26

(6)

39
44

貨物郵便事業 その他事業

　9機のフレイター（貨物専用機）と、ベリー
（旅客機の貨物スペース）を活用して事業
を行っています。フレイター便は国内線で
は7路線に1日11便、国際線では18路線
に週162便を運航しています（2013年7
月1日現在）。
　沖縄貨物ハブネットワークを展開し、ア
ジア域内の航空貨物エクスプレス需要を
取り込むべく、事業基盤・収益基盤の強化
を進めています。

　ANAエアポートハンドリング（株）、
ANAテレマート（株）、全日空整備（株）な
どのグループ各社で、空港での地上支援
業務、航空券の予約案内、整備などを行っ
ています。これらの業務は、ANAグルー
プ以外の航空会社に対しても提供してい
ます。また、貨物事業の関連業務を支援
するANAロジスティクサービス（株）に加
えて、（株）OCSがエクスプレス事業推進
のための地上サービスを提供しています。

旅行事業

0

60,000

40,000

20,000

80,000

100,000

（千人） ANA旅客数　　　その他旅客数

出典：国土交通省「航空輸送統計年報」※ 2013年3月期は速報値
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

［市場データ］ 航空会社別 国内線旅客数の推移

39アニュアルレポート  2013



航空運送事業

　ANAグループは、国内線輸送旅客数で世界第9位、総輸送旅客数でも世界第
14位のエアライングループです。お客様の幅広いご要望にお応えするとともに、
利便性の高い航空運送サービスをご提供するため、グループ航空会社4社
（2013年3月末現在）による旅客便・貨物便の運航をはじめ、グループ各社が航
空運送事業に付随したサービスの提供や、航空機の整備作業、空港ハンドリング
などについての役務の提供を行っています。
　当期の航空需要については、欧州や中国など対外経済環境をめぐる不確実性
があったものの、震災からの需要回復などを背景とした成長が続きました。ボー
イング787型機の運航停止による減収影響額が約70億円、尖閣・竹島問題に起
因する減収影響額が約100億円となる中でも、ANAグループは、堅調に推移し
たビジネス需要の取り込みとプレジャー需要喚起に注力した結果、航空運送事業
の売上高は前期比4.8％増の1兆3,235億円となりました。
　営業費用は、事業規模を拡大したことにより燃油費・生産連動費用が増加した
一方、コスト構造改革を当初の計画以上に進めた結果、前期比4.7％増の1兆
2,294億円にとどめることができました。以上の結果、当期の営業利益は、前期
比6.3％増の940億円となりました。
　2014年3月期は、ボーイング787型機の運航停止※、中国線の旅行を中心と
する需要停滞などを織り込む一方、景況感の回復を踏まえた下半期における航
空需要の増加を想定しています。生産量については、国内線旅客事業、国際線
旅客事業ともに拡大を図ることにより、航空運送事業の売上高は2013年3月期
比8.8％増となる1兆4,400億円、営業利益は同5.2％増の990億円を見込んで
います。

※2014年3月期の計画策定時は運航再開時期を2013年7月と仮定し策定しましたが、実際には
　 2013年6月より定期便運航を再開しました

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
篠辺  修
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新たなビジネスチャンスを確実にとらえつつ、コスト構造改革を推進すること
によって2014年3月期についても増収増益を見込む

事業別概況



　国内線の需要は、東日本大震災による需要減退から大
きく回復し、ビジネス需要、プレジャー需要ともに堅調に
推移しました。
　路線ネットワークについては、岩国錦帯橋空港の民間
利用再開を受けて2012年12月に羽田－岩国線を開設
したほか、成田－新潟線、伊丹－福島線を新規開設しまし
た。加えて、福岡－宮崎線・仙台線、千歳・広島－那覇線、
関西・中部・宮古－石垣線を再開するとともに、2013年3
月には新石垣空港の開港を機に羽田－石垣線の直行便を
再開するなど、ネットワークの充実を図りました。また、

旧盆期間、年末年始期間に臨時便の設定を行うなど、需
要に応じた増便や最適な機材配置を実施し、需給適合を
進めました。
　ボーイング787型機については、2013年1月にインシ
デントが発生し、その後運航停止となったことにより一部
の路線では減便となりましたが、他機材の稼働向上、多便
数路線を中心としたダイヤ調整を行い、お客様の利便性
の確保と運航便数の維持に努めました。
　こうした結果、当期の生産量は座席キロで3.1％増加し、
座席利用率についても前期から1.2ポイント改善しました。

国内線旅客事業
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［市場データ］ 主要路線別旅客数 前期比推移

（%）

出典：国土交通省「航空輸送統計年報」
羽田－千歳線    　羽田－伊丹線    　羽田－福岡線    　羽田－那覇線
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出典：国土交通省「航空輸送統計年報」

第1四半期
2012年3月期

第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期
2013年3月期

第3四半期 第4四半期第2四半期

［市場データ］ 四半期別航空需要  前年同期比推移
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0

ハイライト
 2013 2012 2011 2010 2009

売上高（億円） 6,659  6,515  6,526  6,309  6,993

旅客数（万人） 4,108 3,902 4,057 3,989 4,275

座席キロ（億座席キロ） 585 567 567 571 592

旅客キロ（億旅客キロ） 363 345 359 353 375

座席利用率（%） 62.1 60.9 63.4 62.0 63.5

ユニットレベニュー（円） 11.4 11.5 11.5 11.0 11.8

イールド（円） 18.3 18.8 18.1 17.8 18.6

旅客単価（円） 16,208 16,698 16,084 15,816 16,359

2013年3月期における国内線旅客事業の売上高は、総売上高（内部取引消去前）の40.8%を占めています。

市場環境と路線ネットワーク

需要は堅調に推移し需給適合施策も奏功

（3月期）



業績の概況

プロモーション運賃拡大や震災からの回復需要の取り込みにより増収を図る
　営業面では、新たなプロモーション運賃「旅割55」およ
び「プレミアム旅割28」や、海外居住者向け国内線運賃
「Experience JAPAN Fare」を新設するなど、さらなる
需要喚起を推進しました。特に、閑散期対策として、第3・
第4四半期を中心に戦略的にプロモーション運賃需要を

取り込みました。
　サービス面では、新プレミアムシートを導入し、機内
食や飲み物を充実したことに加え、岡山空港でANAラ
ウンジを新規にオープンしました。また、ANAラウンジ
では、タブレット端末などでご利用いただける無料デジ
タルコンテンツの提供など新たなサービスを開始し、競
争力向上に努めました。
　以上の結果、当期の国内線旅客数は前期比5.3％増の
4,108万人となりました。
　旅客単価については、プロモーション運賃の拡大に加
え、旅行需要回復による客体構成の変化や株主優待利
用者の拡大により、前期から2.9％下落しましたが、各種
需要喚起施策や商品・サービスの向上に取り組み、回復
需要を確実に獲得した結果、当期の国内線旅客事業の
収入は前期比2.2％増の6,659億円となりました。

（%） （ポイント）

四半期別座席キロ・旅客キロ・座席利用率  
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2014年3月期の取り組み

路線網の拡大と競争力の強化を通じ、さらなる増収を見込む

（円）
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　2014年3月期は、景気が回復基調にある中、LCCの積
極的な路線展開もあり、プレジャー需要を中心として航空
総需要は拡大するととらえています。ビジネス需要につい
ても、業種による差はあるものの、日本経済の回復に合わ
せ、総じて堅調に推移するものと見込んでいます。
　このように需要動向を見通す中、ANAグループでは便
数・ネットワークの拡大やフルサービスキャリアとしての
サービス充実により差別化を進めることで収益性向上を図
ります。路線ネットワークでは、羽田発着枠増枠や伊丹空
港の低騒音機枠の活用などにより、需要に応じ路線網を拡
大します。営業面では、Webサイトからの予約数の一層
の増加を踏まえ、ANA SKY WEBのリニューアルを行うと
ともに、Web商品の訴求強化に努めます。ご好評をいた
だいた年末年始期間での旅割設定については、旧盆期間
においても、その設定日数を増加させるなど、需要喚起策

を継続するほか、ラウンジ改修を順次実施し、競争力のさ
らなる維持・強化を図ります。
　ボーイング787型機の運航停止に伴い、第1四半期は
やむなく一部定期便の運航を見合わせましたが、2013年
6月より運航を再開し、全機が就航しています。万全の体
制にて安全運航に努めることはもとより、引き続きお客様
の信頼回復を図っていきます。
　これらの取り組みを通じ、2014年3月期の国内線旅客
事業の収入は、当期から3.4％増加の6,885億円を見込ん
でいます。なお、この前提となる座席キロは当期比2.7％
増加、座席利用率は同0.9ポイント改善、ユニットレベ
ニューでは同0.6％改善を予想しています※。

※  計画策定時は、ボーイング787型機の運航再開時期を7月と仮定しま
した。また、計画値はエアアジア・ジャパンを含みません
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市場環境と路線ネットワーク

堅調な需要を背景にネットワークの充実に注力
　国際線旅客は、ビジネス需要が順調に推移したほか、
プレジャー需要についても旧盆期間や年末年始期間を
中心に、総じて堅調に推移しました。なお、中国路線につ
いては、2012年9月に発生した尖閣諸島問題の影響に
より需要が急速に減退しました。プレジャー需要は期末
まで当該影響を受けた一方、ビジネス需要については同
年12月には前年同期並みまで回復しました。なお、ボー
イング787型機の運航停止に伴い、一部の路線を欠航
することとなりました。
　路線ネットワークでは、2012年7月より成田－シアト

ル線（ボーイング787型機の運航停止により2013年3
月31日より同5月31日まで欠航）、2012年10月より
成田－ヤンゴン線・デリー線、2013年 1月より成田－
サンノゼ線（2013年１月18日より同5月31日まで欠
航）を新規開設したほか、成田－ニューヨーク線を増便す
るなど、ネットワークの充実に努めるとともに、アジア－
北米間の接続旅客の利便性も強化しました。
　以上のように、当期は座席キロが前期比10.3％増と大
幅に生産量を増加させる中、利便性向上施策などが奏功
し、座席利用率も前期比1.5ポイント改善しました。

国際線旅客事業

ハイライト
 2013 2012 2011 2010 2009

売上高（億円） 3,483  3,200  2,806 2,141 2,910

旅客数（万人） 627 588 516 466 443

座席キロ（億座席キロ） 379 344 297 267 279

旅客キロ（億旅客キロ） 285 253 224 202 193

座席利用率（%） 75.2 73.7 75.3 75.7 69.4

ユニットレベニュー（円） 9.2 9.3 9.4 8.0 10.4

イールド（円） 12.2 12.6 12.5 10.6 15.0

旅客単価（円） 55,495 54,403 54,296 45,883 65,674

2013年3月期における国際線旅客事業の売上高は、総売上高（内部取引消去前）の21.3%を占めています。
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業績の概況

生産量拡大に対応した需要喚起策が奏功し大幅増収
　営業面では、新運賃である「ANA創立60周年記念エ
コ割ユース」や「エコ割探親3」の設定を行ったほか、訪日
キャンペーン「IS JAPAN COOL？」の展開を行い、需要
喚起を図りました。また、当社ホームページの中国サイ
トにおいて、中国最大のオンライン決済サービス会社に
よる航空券決済を開始し、利便性の向上に努めました。
加えて、2012年8月からは欧米路線に順次プレミアム
エコノミーの新シートを投入するなど、快適性の向上と
競争力の強化にも注力しました。 
　当期からスタートした日欧間の「LH／NH J o i n t 
Venture」では、ルフトハンザ ドイツ航空との共同事業に
よるダイヤ・運賃を設定し、接続旅客の利便性向上を図り
ました。また、2013年4月からルフトハンザグループの
スイス インターナショナルエアラインズとオーストリア航

空が加わるのに対応して、日本－欧州間運賃における4社
共通運賃の販売を開始しました。 
　このような需要喚起に向けた取り組みと、生産量拡大
の中でのマーケティング施策が奏功した結果、当期の国
際線旅客数は前期比6.7％増加の627万人となりました。
方面別では、特にANAとユナイテッド航空による、太平
洋ネットワークに関する「Transpacific Joint Venture」
によりアジアからの北米への旅客流動も取り込み、北米
線旅客数が前期比約2割増と好調を維持しました。
　旅客単価については、ビジネス需要が堅調に推移した
ことや燃油特別付加運賃の増加により、前期から2.0％
の改善となりました。
　以上の結果、当期の国際線旅客事業の収入は、前期か
ら8.8％増加の3,483億円と大幅に伸長しました。
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第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期
2013年3月期

第3四半期 第4四半期第2四半期

［市場データ］ 四半期別国際線訪日旅客・方面別旅客数
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2014年3月期の取り組み

事業規模拡大と収益性向上の両立を図り、さらなる増収を見込む
　2014年3月期については、景気回復基調により日本
市場におけるビジネス需要の拡大と、世界経済を牽引す
るアジア市場の成長が期待できること、また、観光需要
が回復の兆しを見せていることなどからも、需要は拡大
するものと想定されます。
　路線ネットワークでは、成田－シカゴ線の増便を計画
するなど、引き続き北米線の強化を図ります。日本発着
のお客様のみならず、今後も増加が見込まれるアジア－
北米間の接続需要をターゲットに、引き続き路線展開を
推し進めます。
　営業面では、お客様から見て魅力のある、競争力と機

動性を兼ね備えた運賃を設定していきます。また、海外
市場での各種媒体を通じた積極的なプロモーション活動
を展開し、海外でのさらなる認知度の向上や販売力の強
化に努めます。
　以上により、2014年3月期の国際線旅客事業の収入
は当期から14.1％増加の3,975億円を見込んでいま
す。なお、この前提となる座席キロは当期比10.6％増
加、座席利用率は当期並み、ユニットレベニューは当期
比3.2％改善を予想しています※。

※  計画策定時は、ボーイング787型機の運航再開時期を7月と仮定しま
した。また、計画値はエアアジア・ジャパンを含みません
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貨物郵便事業

市場環境と業績の概況（国内線貨物）

国内線貨物需要は前年並で推移
　国内線貨物は、震災後の需要増の反動に加えて、天候
不順や大型台風の影響などにより、上半期において需要
が伸び悩みました。2012年10月以降は、東京発の宅
配貨物や北海道発の生鮮貨物が堅調に推移しましたが、
2013年1月以降は、陸上輸送との競争激化により宅配
需要が落ち込みました。
　以上の結果、当期の国内線貨物輸送重量は前期比
0.8％減の46万3千トンとなり、収入は前期比3.1％減
の322億円となりました。
　また、国内郵便輸送重量は前期比0.1％増の3万1千
トンとなり、収入は前期比2.9％増の36億円となりました。
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航空運送事業

ハイライト
 2013 2012 2011 2010 2009

売上高（億円）  1,262 1,280  1,250 943 1,097

貨物輸送重量（千トン） 1,084 1,038 1,011 881 829

貨物収入（億円） 1,188 1,212 1,184 875 1,021

郵便輸送重量（千トン） 62 57 53 53 56

郵便収入（億円） 74 68 65 68 75

2013年3月期における貨物郵便事業の売上高は、総売上高（内部取引消去前）の7.7%を占めています。
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国際フレイターの収入・貨物輸送重量の推移
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市場環境と業績の概況（国際線貨物）

国際線貨物は三国間輸送を取り込み輸送重量を確保
　国際線貨物は、長引く欧州経済危機や円高による日本
の輸出産業の海外シフトなどにより、当期を通じて日本発
着の航空貨物需要が大きく減少する傾向が続きました。
　こうした環境下、ANAグループでは、国際線ネット
ワークの拡充に合わせ、欧米発アジア・中国向け、アジ
ア・中国発欧米向け、さらには、沖縄貨物ハブネットワー
クを活用したアジア域内貨物などの三国間輸送を積極的
に取り込みました。その結果、当期の国際線貨物輸送重
量は前期比8.9％増の62万 1千トンとなりました。一
方、単価は下半期にかけて復調傾向にあるものの、三国
間輸送の取り込みを背景に下落し、収入は前期比1.6％
減の865億円となりました。
　また、国際郵便輸送重量は前期比19.1％増の3万1千
トンとなり、収入は同15.0％増の38億円となりました。

貨物郵便収入推移
 （億円）

（3月期） 2013 2012 2011 2010 2009

実績 前期比 実績 前期比 実績 前期比 実績 前期比 実績 前期比

貨
物

国内線 322 -3.1% 332 +2.6% 324 +1.8% 318 -3.8% 330 +8.3%

国際線 865 -1.6% 879 +2.2% 860 +54.4% 557 -19.3% 690 -4.3%

合計 1,188 -2.0% 1,212 +2.3% 1,184 +35.3% 875 -14.3% 1,021 -0.6%

郵
便

国内線 36 +2.9% 35 +3.6% 34 -3.9% 35 -9.4% 39 -50.9%

国際線 38 +15.0% 33 +5.0% 31 -2.5% 32 -11.2% 36 +2.7%

合計 74 +8.8% 68 +4.3% 65 -3.2% 68 -10.3% 75 -34.3%
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2014年3月期の取り組み

沖縄貨物ハブネットワークを活用した差別化戦略を推進し、増収を目指す
　2014年3月期の日本発航空貨物需要は下半期に向け
緩やかな回復を見込むとともに、アジア・中国発の需要は
今後も比較的堅調に推移していくものと見ています。
　こうした中、ANAグループでは、増加する需要を確
実に取り込むべく、マーケティング戦略の推進やサービ
ス品質の向上に努めます。特に、沖縄貨物ハブネット
ワークを最大限に活用し、アジア市場に向けた輸送時間
の短縮や集荷力の強化を図ることで、エクスプレス貨
物、高付加価値貨物の拡大をはじめとした差別化戦略を
推し進め、収入の最大化を図ります。また、旅客便のベ
リースペース、日本貨物航空（株）機材のチャーター運航

の活用、フレイター（貨物専用機）の稼働向上による路
線の開設・再開などにより貨物便ネットワークを拡充しま
す。その一方、機材稼働向上による単位当たり運航コス
トの低減を図り、フレイター事業の収益性改善を目指し
ます。
　こうした取り組みを通じ、2014年3月期の貨物郵便
事業の収入は当期から18.４％増加の1,495億円を予想
しています。

航空運送事業

貨物郵便輸送重量推移
 （千トン）

（3月期） 2013 2012 2011 2010 2009

実績 前期比 実績 前期比 実績 前期比 実績 前期比 実績 前期比

貨
物

国内線 463 -0.8% 467 +3.0% 453 -1.1% 458 -3.4% 475 +2.7%

国際線 621 +8.9% 570 +2.4% 557 +32.0% 422 +19.3% 354 +6.5%

合計 1,084 +4.5% 1,038 +2.7% 1,011 +14.7% 881 +6.3% 829 +4.3%

郵
便

国内線 31 +0.1% 31 +1.0% 30 -5.8% 32 -13.5% 37 -57.1%

国際線 31 +19.1% 26 +18.1% 22 +8.6% 20 +9.6% 18 +22.5%

合計 62 +8.8% 57 +8.2% 53 -0.2% 53 -5.9% 56 -45.4%
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業績の概況と2014年3月期の見通し
　航空運送事業におけるその他事業は、羽田空港や成
田空港などにおける受託航空会社数が増加し、受託ハン
ドリング収入が増えたことなどにより、当期の収入は前
期比12.3％増の1,829億円となりました。
　2014年3月期の収入は、当期比11.8%増の2,045
億円を見込んでいます。

その他事業

航空運送事業

当期実績の概況

　エアアジア・ジャパンは、成田空港を拠点とし、2012年8
月から国内線、10月から国際線にそれぞれ就航しました。
2013年3月には、中部空港を第2の拠点として福岡線に就
航しました。当期末現在、エアバスA320型機を4機保有し、
成田－千歳線・福岡線・那覇線、中部－福岡線の国内線4路線
と、成田－ソウル（仁川）線・釜山線の国際線2路線で、1日当
たり計20便を運航しています
　当期の概況としては、LCCの新規需要を十分に創出できな
かったことに加え、導入機材数も当初計画と比べて減少しま

した。また、成田空港の運用時間制限は、当初の見込み以上
に、就航率に少なからず影響を及ぼす結果となりました。
　以上により、当期における国内線の輸送実績（2012年8月
1日～2013年3月31日）は、旅客数34万人、座席キロ599
百万座席キロ、旅客キロ382百万旅客キロ、利用率63.9％
となりました。また、同じく国際線の輸送実績は、旅客数6万
人、座席キロ113百万座席キロ、旅客キロ70百万旅客キロ、
利用率61.9％となりました。

コラム：  エアアジア・ジャパンの当期実績と
 エアアジア（AirAsia Berhad）との共同事業の解消について

　当期のエアアジア・ジャパンの実績についての要因分析を
踏まえて、業績立て直しに向けた具体的な改善策に取り組み
ます。営業面では、引き続きプロモーション運賃の設定や、
パッケージツアーへの座席販売といった需要喚起に努めるな
ど、LCC需要の創出に向けた諸施策を進めていきます。加え
て、Webサイトやモバイル販売ツールの改善などをさらに進
めることで旅客利便性の向上に努め、新規の航空需要開拓に
よる収入拡大を目指します。
　これらの改善策は、日本のマーケットを熟知したANAグ
ループが主体的に進めていくことで、より多くの改善効果が
期待できるものと見ています。このような観点から、エアアジ

ア・ジャパンの業績改善と将来に向けた事業モデルの構築を、
より効果的かつスピード感をもって進めていくために、最適な
経営体制について、ANAグループとエアアジアとの間で鋭
意協議を行った結果、両社による共同事業を解消し、ANA
グループ主導で日本型LCC事業を再構築していくことを決定
しました（2013年6月25日適時開示）。日本におけるLCC
需要については、将来の潜在的な成長性を十分に有している
と考えています。エアアジアの低コスト構造を引き継ぎなが
ら、日本的なマーケティグやサービスに工夫を凝らし、あらた
めてLCCブランドを再構築して、ANAグループの企業価値
向上に貢献できる事業としていきます。

2014年3月期の取り組みとエアアジアとの共同事業の解消について
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　ANAグループは、ANAブランドの航空券と宿泊などによる「ANAスカイホ
リデー」「ANAハローツアー」の旅行パッケージ商品などの企画・販売を行って
います。海外では、旅行パッケージ商品の利用者に対して、現地での各種サー
ビスの提供や、海外発着の航空券、旅行商品の販売を行っています。
　当期の国内旅行は、東京スカイツリーの開業など話題が多かった関東方面や、
前期に震災の影響を受けた東北方面の旅行需要が拡大したことに加え、ダイナ
ミックパッケージ「旅作」の販売チャネルをスマートフォン向けに対応したことなど
から増収となりました。 
　当期の海外旅行は、国際線ネットワークの拡充に合わせて旅行商品開発を積
極的に行ったほか、新商品「ANAワンダーアース」を発表するなど、新規顧客
層の開拓を図りましたが、尖閣諸島問題の影響を受け、2012年9月以降に中
国方面への旅行需要が大きく低迷したことなどから減収となりました。
　以上により、当期の旅行事業における売上高は前期比1.3％増の1,610億円
となりました。営業利益は、販売費の抑制や販売体制の効率化によるコスト抑
制を図ったことから、過去最高となる前期比14.7％増の44億円となりました。
　2014年3月期については、国内旅行において東京ディズニーリゾート30周
年や新石垣空港開港などを契機とした需要喚起を図るとともに、海外旅行にお
いてはお客様ニーズに合わせたサービスの拡充や国内各地発の商品設定の拡
大を進めます。以上により、2014年3月期の旅行事業における売上高は当期
比5.6％増の1,700億円、営業利益は当期比11.6％増の50億円を見込んで
います。

旅行事業

路線ネットワークの拡充に合わせた商品開発と新規顧客層の需要喚起を図り
2期連続の増収増益を見込む
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CSRは持続的成長に向けた私たちの基盤です。
ここではCSRの取り組みをご紹介します。

　「アニュアルレポート2013」のCSR関連ページでは、
特に「社会からの期待」や「ANAグループの責任」が大
きい取り組みを中心に報告しています。Webサイトの
CSR関連ページには、アニュアルレポートに記載して
いない項目を含め、より詳しい情報を掲載しています。
　今後もWebサイトを随時更新し、タイムリーな情報
発信に努めていきます。

http://www.anahd.co.jp/csr

Webサイトでの開示項目

ANAグループの責任 大きい

社
会
か
ら
の
期
待

大
き
い 冊子で報告

Webサイトで報告
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ANAグループのCSR

私たちが目指すCSR

グループ経営理念
　「安心と信頼」はANAグループのお客様との約束であ
り、経営の根幹である私たちの責務です。「心の翼」として、
「挑戦し続ける」「強く生まれ変わる」「いつもお客様に寄り
添う」気持ちをもって社会の発展に貢献し、「夢にあふれる
未来」づくりの一翼を担っていきます。

グループ経営ビジョン
　私たちが次のステージで目指すのは、数あるエアライン
グループの中からお客様に選ばれ、世界をリードし続ける
確固たる地位を築くことです。「お客様満足」を高め、多く
の笑顔を生み出し、「価値創造」を通じて発展していきます。

グループ行動指針(ANA’s Way)
　グループ社員の持つ力を引き出し、強いANAグループ
をつくろうと、2012年4月新設の「グループカルチャー
推進室」が事務局となり、グループ横断的プロジェクトでの
議論を経て策定されました。これは、社内アンケートや対
話を通して、行動の担い手である社員の声も広く取り
入れ、約1年をかけて文言化したものです。
　「あんしん、あったか、あかるく元気！」は、「ANAらしさと
は何か」を探していた私たちがたどり着いた言葉であり、い
つも変わらぬ心構えです。今後、トップダウンとボトムアッ
プ双方からの取り組みによってこの価値観を浸透させ、私
たちの強みをさらに強化することで、ANAグループにしか
生み出せない価値を創造していきます。

グループ行動基準
　ANAグループの全役職員が厳守すべき社会への約束と
して定め、日常を通して実践しています。

　多様なステークホルダーとのコミュニケーションを通じ、「社会から『安心と信頼』を得て、自らも持続的に成長し、未来社
会の創造に貢献し続けること」が私たちが目指すべきCSRであると考えています。日々の企業活動の中で、ANAグルー
プだから提供できる価値を追求し、ステークホルダーの皆様の期待に応えていくことで、経営理念を実現していきます。

新グループ経営理念体系
　ANAの創立60周年と持株会社制への移行を契機に、ANAグループ全体として目指すものを明確に示すべく、新たな
グループ経営理念、経営ビジョン、行動指針（ANA’s Way）を策定しました。新グループ経営理念体系を拠りどころに、
強い意志とチームワークで目標に向かって邁進します。

グループ経営理念
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

グループ行動指針(ANA’s Way)
私たちは「あんしん、あったか、あかるく元気！」に、

次のように行動します。

❶ 安全（Safety）： 安全こそ経営の基盤、守り続けます。

❷ お客様視点（Customer Orientation）： 常にお客様
 の視点に立って、最高の価値を生み出します。

❸ 社会への責任（Social Responsibility）： 誠実かつ
 公正に、より良い社会に貢献します。

❹ チームスピリット（Team Spirit）： 多様性を活かし、
 真摯に議論し一致して行動します。

❺ 努力と挑戦（Endeavor）： グローバルな視野を持って、
 ひたむきに努力し枠を超えて挑戦します。

グループ経営ビジョン
ANAグループは、お客様満足と価値創造で

世界のリーディングエアライングループを目指します

グループ行動基準

http://www.anahd.co.jp/csr/group
ステークホルダーごとに私たちが果たす責任を明示しています。

ANAホールディングス株式会社
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基本的な考え方

▶「ANAらしさを活かし、企業価値を高める」活動
環境および社会的課題の解決に向けた取り組みを積極的
に行い、未来に継承していくことのできる社会の創造を目
指します。

▶お客様満足（CS）と社員満足（ES）の向上
「企業価値を守る」「企業価値を高める」活動を推進する柱
として、お客様満足と社員満足の向上を図ります。

▶「安心と信頼のために、企業価値を守る」活動
すべての事業活動において安全を最優先とし、コンプライ
アンスを遵守します。リスクマネジメントを徹底した事業
運営を行い、経済的責任を果たします。

お客様 株主・
投資家

環境および社会的課題
への取り組み

経済的責任

 社員満足
（モチベーション
  向上）

お客様満足
（品質向上）

コンプライアンス責任

安全責任

地球環境

社員

行政

ビジネス
パートナー

地域
社会

　ステークホルダーの皆様のニーズやご意見を企業活動に取り入れながら、企業価値を守り、高める活動をグループ
全体で強化していきます。

ン ▶▶

▶▶

▶▶

ANAグループの責任 主な対話方法

お客様

株主・投資家

ビジネス
パートナー

社員

行政

地域社会

地球環境

◆ すべての事業において安全を絶対的な使命とし、安心と信頼を高めます。
◆  常にお客様視点に立ちながら新しい価値を創造することで、お客様満足で

世界のリーディングエアライングループとなることを目指します。

◆  株主価値の向上に向け、安定的に利益を生み出し、継続的に利益還元がで
きる企業体質の構築を進めます。

◆ 適時・適切な会社情報の開示を徹底します。

◆「ANAグループ購買方針」に基づいて関係法規を遵守した誠実・公正な取引
 を行い、自らCSR調達を実践します。
◆  取引先、協力・提携会社、各種団体とのパートナーシップを重視し、持続可

能な社会の実現に向けて協働しながら、ともに発展することを目指します。

◆  社員の人権を尊重し、自立的な成長と多様な働き方を支援することで、社員
一人ひとりが年齢・性別・国籍などにかかわらず、働きがいを感じて能力が発
揮できる企業グループを目指します。

◆ 法令遵守や納税などの義務を果たします。
◆  国内外における人流・物流の維持拡大、地域経済の活性化など、日本および

国際社会の持続的発展に向けて協働、支援を行います。

◆  事業活動とボランティア活動の双方を通して、社会的課題の解決に取り組み、
地域社会の発展に貢献します。

◆ NGO・NPOや地域社会と連携し、復興支援活動に継続して取り組みます。

◆  自らの事業活動による環境負荷を謙虚に認識し、持続可能な社会の実現に
向けて人と地球のためにできることを常に考え、取り組みます。

◆  中長期環境計画「ANA FLY ECO 2020」の着実な遂行により、「環境リー
ディング・エアライン」を目指します。

• カスタマーサービス窓口
• お手伝いの必要なお客様の相談窓口
• 顧客満足度調査
• 機内コメントレター
• グループインタビュー

• 株主総会・投資家説明会
• IR活動
• 社会的責任投資に関するアンケート
• 株主向け小冊子『ANA VISION』の発行

• 取引先説明会・研修・意見交換会
• 取引先向けアンケート
• 取引先工場視察
• アライアンス航空会社とのプロジェクト

• 社内イントラネット・Web社内報
• 社員満足度調査
• 教育・研修
• 内部通報窓口（ヘルプライン）
• 労使協議

• 業界団体・国際航空運送協会を通じた活動
• 政府審議会などにおける意見具申
• 官民共同プロジェクト

• ボランティア活動
• CSR講演、次世代教育支援
• NGO・NPOとの意見交換会

• 環境課題への各種取り組み
• 環境コミュニケーション活動
• アニュアルレポート、Webサイトなどを
 通じた情報公開

アニュアルレポート  2013

▶ステークホルダーの皆様とのかかわり
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　私たちはこれまでも「安全」を中核としたCSRに取り
組んできましたが、持株会社制移行に伴い、グループ各
社および世界中で働く役職員一人ひとりが目指すベクト
ルを合わせ、ステークホルダーの皆様の信頼や期待に応
えていくための具体的指針として「中期CSR方針」を策定
しました。
　本方針では、社会的責任に関する国際ガイダンス
（ISO26000）を用いた現状分析の結果や、社内や有識
者との意見交換によって明らかになった課題などを踏ま
え、グループ経営理念の実現のためにANAグループが

優先して取り組むべき8つの重点課題をまとめています。
「ANAグループ2013‒15中期経営戦略」ではこの中期
CSR方針を軸とし、ANAグループ全体でCSR経営を深
化させ、グループの企業価値を高めていきます。
　また、本方針の実現に向けた活動を計画的に進めるた
め、「CSR 3カ年ロードマップ」を策定しています。2013
年は「基礎固めの年」として、これまでのCSR推進体制や
取り組み内容をあらためて見直すとともに、グループ各
社・各組織における課題解決が確実に行われるよう、しく
みづくりを進めていきます。

経営戦略と中期CSR方針（重点課題）

国連グローバル・コンパクトへの参加
　ANAグループは2008年より国連グローバル・コンパクトに参加し、人権・労働・環境・腐敗防止から構
成される10原則を企業活動に取り入れています。グローバルレベルでCSRを推進するにあたっては、
全世界のANAグループの役職員がこの国際的規範を遵守し、同じ価値観の下、公正かつ誠実に社会
的責任を果たしていくことが重要であると考え、浸透を図っています。

中期CSR方針 目指していること

1 安全・安心の追求 安全運航はもとより、すべての事業プロセスで安全を最優先し、適切な情報提供など、お客様の
安心を高める取り組みを強化します。

2 お客様・社会を重視したサービス・商品の提供 お客様・社会の変化をとらえたサービス・商品を積極的に提供し、事業を通して、お客様満足と
社会の抱える課題解決に貢献します。

3 多様な社員がいきいきと働ける環境づくり 社員自らと社会における「人権」「個性（ダイバーシティ）」を尊重し合うことができ、心身ともに
健康的で働きがいのある労働環境を実現します。

4 ビジネスパートナーと協働したCSR推進 サプライチェーン全体で法令遵守・人権・環境などに考慮した活動のしくみを強化します。

5 環境負荷低減 事業活動全体で環境への影響の把握・開示を進め、CO2削減をはじめとした負荷軽減に
取り組みます。

6 地域活性につながる社会貢献 ANAグループの強みを活かして、国内外の地域コミュニティの発展に寄与し、良好な関係を
構築します。

7 グローバルレベルのCSRマネジメント確立 グローバル・グループ経営視点からCSR推進体制を強化します。リスクマネジメントのしくみを
強化するとともに、グループ全社員のコンプライアンス意識を確実に向上させます。

8 ステークホルダーとのコミュニケーション強化 適時適切で積極的な開示により、企業の健全性を高めます。また、多岐にわたるステーク
ホルダーとの対話・協働を実践していきます。

ANAホールディングス株式会社

▶ANAグループ中期CSR方針
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　ANAホールディングスの社長をトップに、CSR推進担
当役員を議長とする「CSR推進会議」を設置し、経営トッ
プがリーダーシップを発揮しながらCSRを推進していま
す。中期CSR方針の実現には、グループ各社にて本方
針に基づいたPDCAサイクルがそれぞれの組織に合っ

た形で実行されていくことが不可欠です。ANAホール
ディングスのCSR推進事務局と各組織が有機的に連携
しながら、グループ全体のCSR経営品質のレベルアップ
を目指して取り組んでいきます。

CSR推進体制とPDCAサイクル

ANAグループのCSR

　ANAは、FTSE4Good Indexの対象銘柄に2006年より連
続採用、モーニングスター社会的責任投資株価指数（MS-SRI）、
Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index といった
主要な指標にも2008年より連続採用されています。こうした
外部評価項目やその評価結果を基に、自らのCSRへの取り組み
を点検することで、さらなる改善へとつなげています。

（2013年3月現在）CHECK項目の詳細：
社会的責任投資への組み入れ状況

アニュアルレポート  2013

PLAN DO

ACT

〈ANAホールディングス〉
・ グループ横断的施策の推進
・ 各組織の状況把握と支援、ベストプラクティスのグループ
 内水平展開

〈各社・各組織〉
・  CPLが中心となり、教育･啓発、課題の抽出およびその
解決に向けた取り組みを年間を通じて実施

〈ANAホールディングス〉
・  社内外点検結果やCSRに係る国際的動向などを参考に、
ANAグループの優先課題を明確にして、次期戦略へ反映

〈各社・各組織〉
・ 自組織の点検結果の分析・対応、次期計画へ反映

〈ANAホールディングス〉
・ CSR社員意識調査やリスク管理活動などを通した課題
 把握
・  ステークホルダーダイアログ、社会的責任投資指標の評価
結果などによる進捗確認

〈各社・各組織〉
・  組織内の自己点検、およびANAホールディングスとの
定期的な進捗確認と社内外の監査

〈ANAホールディングス〉
・  ANAホールディングス社長直轄のCSR推進会議にて
方針・計画の審議・決定と進捗確認

〈各社・各組織〉
・ CSR方針に基づいた目標・実施内容を決定
・  各社ごとに選任されたCSRプロモーションオフィサーの
下、各組織の牽引役であるCSRプロモーションリーダー
（CPL）を中心に計画を立案
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活動一覧

ANAホールディングス株式会社

2013年3月期の重点課題と活動実績ならびに2014年3月期の目標を中期CSR方針に基づいて報告します。

CSR活動の実績報告

中期CSR方針
〈ISO26000中核主題/GC〉 重点取り組み 2013年3月期の主な実績

① 安全・安心の追求
〈消費者課題〉

安全運航の堅持、
事故・インシデント防止

・ 安全推進体制の見直し（組織改編）、フロントラインと一体となった再発防止・未然防止
活動を強化

事業継続マネジメント ・ 東日本大震災における対応の総括および課題を整理、MCA無線配置拡充、新社員安否
確認システム導入

大規模システム障害の未然防止 ・ 開発工程および稼働後運用プロセスのチェック体制強化、障害発生時対応訓練を実施

機内食の安全品質向上 ・国内外における品質管理体制を確立、イレギュラー発生時の対応のしくみを強化

顧客情報の漏えい防止 ・ グループ社員対象のネット講座「情報セキュリティベーシックルール」を定期発行、
eラーニングを実施

② お客様・社会を重視した
サービス・商品の提供
〈消費者課題〉

顧客満足度の向上 ・ （ANAブランド）日本のエアラインとして史上初のSKYTRAX社「5 STAR」を獲得
  加えて「World's Best Airport Services」「Best Aircraft Cabin Cleanliness」を獲得

定時性の向上 ・ （ANAブランド）FlightStats社On-time Performance Service Awardsで「Network-
  Global Airlines部門」「Lowest Global Cancellations部門」にて世界第1位を獲得

社会的課題の解決につながる商品・
サービスの提供

・ お手伝いの必要なお客様への対応力強化に向けた各種社内セミナーを拡充、組織横断
的なユニバーサル課題解決会議の実施

③ 多様な社員がいきいきと
働ける環境づくり
〈人権・労働慣行〉
〈GC:原則1-6〉

人財育成・活用 ・ グローバル人財育成に向けて「Global Talent Program」を拡充・実行
・ 社員主導型プロジェクトにて「ANAグループ行動指針（ANA’s Way）」を新規策定

ダイバーシティの推進 ・ 配偶者転勤休職制度など、ライフスタイルに合わせて選択できる制度を新規導入
・ 障がい者雇用推進室の設置、グループ合同の活動展開で障がい者雇用率2.07％達成

人権への対応 ・ よりグローバルな観点から新入社員向け人権研修を全面的に見直して実施

労働安全衛生 ・ （ANA）Webを通したストレスチェックの定期的実施とフォロー実施

④ ビジネスパートナーと
協働したCSR推進
〈 公正な事業慣行・人権・
労働慣行・環境〉
〈GC:原則1-10〉

サプライチェーンにおけるCSRの
考え方共有、実践 ・ サプライヤマネジメント方針およびCSRガイドラインを整備

公正な購買取引の実施 ・ グループ調達の一元化により、購買取引のチェック体制を強化
・ 契約書などの「暴力団排除条項」の導入推進、安全保障輸出管理のしくみを強化

⑤ 環境負荷低減
〈環境〉
〈GC:原則7-9〉

地球温暖化対策の取り組み ・ 中長期環境計画「ANA FLY ECO 2020」の数値目標達成に向け、燃料効率のよい新型
機材導入やバイオ燃料搭載機によるデモ・フライト実施など、積極的にCO2削減策を推進

法規制・制度への対応 ・ ICAO・IATAの国際的枠組み策定へ貢献、EU域内排出権取引制度などへ適切に対応

資源循環型社会形成への貢献 ・ 運航乗務員制服のリサイクルを開始、国内・国際線の機内搭載給水量を適正化、機体
工場での中水としての再利用を本格運用

「環境の見える化」戦略の促進 ・ e-fl ight 2013にて、環境マイルやカーボン・オフセット付き商品販売など、お客様参加型
の環境活動を実施、各種環境イベントに参加 

⑥ 地域活性につながる
社会貢献
〈コミュニティへの参画
  および発展・消費者課題〉

復興支援活動の継続実施 ・ 事業活動とボランティアを通して、仙台空港周辺、福島空港周辺、宮城県・南三陸町を中
心とした支援活動を継続

社員のボランティア参加促進 ・ ボランティア参加社員の費用補助制度を新規導入、イントラネットを通じた情報発信

地域の環境貢献活動の推進
・ 宮城県・南三陸町「ANAこころの森」での森づくり活動開始、間伐材の利用促進
・ 事務局を務めるサンゴ再生プロジェクトが、長年の活動の功績を認められ、「農林水産
大臣賞」を受賞

⑦ グローバルレベルの
CSRマネジメント確立
〈 組織統治〉

CSRマネジメント体制の構築 ・ グローバル・グループ経営視点から中期CSR方針を新規策定、ホールディングス体制
下の規程を整備

リスクマネジメント ・ 危機管理の体制を見直し、機能強化を実現

コンプライアンス ・ 法令などに関するグループ内の問い合わせ窓口を明確化
・ 航空運送にかかわる法令・独占禁止法・労働法をはじめとした知識付与を実施

⑧ ステークホルダーとの
コミュニケーション強化
〈組織統治〉

情報発信の拡充、
双方向コミュ二ケーションの推進

・ ANAホールディングスのWebサイトを立ち上げ、わかりやすい情報提供を追求
・ 機関投資家・アナリストとのミーティング件数：年間340件（国内177件、海外163件）、
株主向け冊子年4回発行、個人投資家向け説明会開催、機関投資家向け説明会年7回開催

（ANAブラ ド）日本の ライ とし 史上初のSKYTRAX社「5 STAR」を獲得

グ バル人財育成に向け 「Gl b l T l P 」を拡充 実行

中長期環境計画「ANA FLY ECO 2020」の数値目標達成に向け 燃料効率のよ 新型

事業活動とボ テ を通し 仙台空港周辺 福島空港周辺 宮城県 南 陸町を中

グ バル グル プ経営視点から中期CSR方針を新規策定 ホ ルデ グス体制

⑧ テ ホルダ との
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2014年3月期の目標 アニュアルレポート掲載ページ／Webサイト掲載項目

・ 安全教育の充実ならびに運航リスクマネジメント・内部安全監査機能の強化による安全
品質のさらなる向上

➡P62～67
安全運航への取り組み
（グループ安全理念・行動指針、中期目標と具体的取り組み）／
事業継続計画／食の安全・安心

➡Web
安全報告書（2012年度）／顧客情報管理

・ 災害対策新施設の設置準備、事業継続計画の見直し、一般社員への啓発

・ 大規模システム障害ゼロを目指した取り組みの継続

・ 機内食をはじめ、グループ社で取り扱う食品の安全衛生の強化

・ 海外事業所も含めた啓発活動の強化、教育受講者の拡大

・ （ANAブランド）「5 STAR」の継続獲得、独自の総合顧客満足度調査目標の達成
・（その他）お客様視点を追求した対応力強化 ➡P68～75

ブランド戦略／経営目標と成果／品質改善活動／
商品・サービス戦略／定時性向上プロジェクト／
お客様の声概要報告・改善例／お手伝いが必要なお客様への対応／
ユニバーサルデザイン／顧客情報管理

・ （ANAブランド）定時到着率世界No.1の達成

・ 持続可能な社会に貢献できる商品・サービスの開発推進

・ グループ行動指針（ANA’s Way）の浸透・実践、グローバル人財育成の継続強化

➡P76～81
人財戦略／人財育成・活用／ダイバーシティの推進／
ワーク・ライフ・バランスの推進／人権への取り組み／
障がい者雇用の推進／従業員の安全と健康／労使関係

・ 女性活躍推進をはじめとした、ダイバーシティのさらなる推進

・ 海外事業所も含めた、さらなる人権啓発の検討

・ ANAグループ労働安全衛生方針に基づいた活動の強化

・ 左記方針・ガイドラインの社内外理解促進、モニタリングアンケート対象会社の拡大 ➡P82～83
基本的な考え方／購買取引におけるCSR推進／
ビジネスパートナーとの協働／スターアライアンスにおける取り組み

➡Web
ANAグループ購買方針

・ グループ調達の一元化のさらなる推進、コンプライアンス啓発を継続実施　

・ 2015年度中期目標達成を目指した燃料節減推進組織体制の再構築、取り組み強化

➡P86～101
基本的な考え方／中期目標と実績／環境貢献活動（生物多様性）／
環境負荷低減／環境コミュニケーション／環境コンプライアンス／
大気汚染・化学物質・騒音対策／省資源化／
カーボン・オフセット・プログラム／環境データ

・ 国内法規制への的確な対応、グローバルな法・制度設計への参画・貢献

・ 3R活動のさらなる徹底と産業廃棄物の再資源化率向上に向けた取り組み強化

・ e-fl ightの継続実施、カーボン・オフセット・プログラムの普及推進

・ ANAグループの強みを活かした復興支援活動の継続実施 ➡P84～85, 90～91
基本的な考え方／事業を通じた地域活性化への取り組み／
東日本大震災による被災地の支援／地域の環境貢献活動

➡Web
その他社会貢献活動に関する詳細のご報告

・ グループ社員の参加機会の拡大、情報発信の強化

・ お客様をはじめ、より多くのステークホルダーの活動参加機会の拡大

・ 各組織のCSRプロモーションリーダーと連携したPDCA体制の強化

➡P54～57
CSRマネジメント／ステークホルダーコミュニケーション

➡P102～107
コーポレートガバナンス
（内部統制システム／リスクマネジメント／コンプライアンス／
公正な競争・取引の徹底／知的財産の保護）

・ リスク管理活動の課題の見直しを行い、グループ全体に展開

・ グループ全社員のコンプライアンス意識の確実な向上

・ 適時適切で積極的な情報開示、偏りがなくわかりやすい情報提供の徹底
・ステークホルダーダイアログの積極展開

（ANAブラ ド）「5 STAR」の継続獲得 独自の総合顧客満足度調査目標の達成
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　当社グループのCSRへの取り組みに対する評価と貴重
なご意見をいただき、誠にありがとうございます。
　「強く生まれ変わる」を合言葉にさらなる成長を具現化
するフェーズとして策定した「ANAグループ2013-15中
期経営戦略」の中で、「中期CSR方針」を新たに掲げたこと
は、まさに社会とともに企業が持続的成長を果たすこと
の重要性を強く認識したからにほかなりません。
　安井様にもご指摘をいただきましたように、本方針の
浸透・実践にあたっては、（1）質・広がり両面でのCSR活動
のグローバル展開、（2）グループ各社、ビジネスパート
ナーとの連携強化、（3）役職員一人ひとりの誠実かつ公正
な行動、を重視していきたいと考えます。その過程では

　世界の翼を目指すANAグ
ループ。創立60周年を機に、
新たなグループ経営理念「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」を掲げ、これを実
現するために中期CSR方針を策
定した。これらは「ISO26000」
に則しているだけでなく、
2013年４月に公表された国際

ステークホルダーの皆様の声に積極的に耳を傾け、さま
ざまな気づきや学びを得る中で、自らの活動を常に見直
しながら、着実に前進させてい
きます。
　皆様からの「安心と信頼」を
積み重ね、名実ともに「世界の
リーディングエアライングルー
プ」としての責任を果たしてい
けるよう、これからもたゆまぬ
努力を続けていきます。

統合報告協議案の考え方にも則している。すなわち、現在
だけでなく未来社会を展望し、顧客・株主をはじめ多くのス
テークホールダーを意識しているうえ、グループとしての
持続的成長と社会貢献の同時達成を目指した重点課題に
取り組もうとしているからである。
　今期は、その基盤づくりとして、傘下各社の全社員に中
期CSR方針が浸透し、グローバルな現場から改善提案が
数多く寄せられ、グループ内のベクトルが揃ったCSR活
動が展開されるよう期待したい。

第三者コメントを受けて

第三者コメント

ANAホールディングス
専務取締役 執行役員
CSR担当
丸山  芳範 

あらた監査法人
あらた基礎研究所 所長
安井  肇 氏

ANAホールディングス株式会社
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活動一覧

ISO26000対照表

 ISO26000の中核主題 課題 本誌における掲載ページ
 組織統治

 人権

 労働慣行

 環境

 公正な事業慣行

 消費者課題

 コミュニティ参画
 および発展

※は、「Webサイトのみに掲載している」または「Webサイトでさらに詳しく紹介している」項目。Webサイトの構成は予告なく変更することがあります

課題1 組織統治

課題1 デューディリジェンス
課題2 人権に関する危機的状況
課題3 加担の回避
課題4 苦情解決
課題5 差別及び社会的弱者
課題6 市民的及び政治的権利
課題7 経済的、社会的及び文化的権利
課題8 労働における基本的原則及び権利
課題1 雇用及び雇用関係
課題2 労働条件及び社会的保護
課題3 社会対話
課題4 労働における安全衛生
課題5 職場における人材育成及び訓練
課題1 汚染の予防
課題2 持続可能な資源の利用
課題3 気候変動の緩和及び気候変動へ 
 の適応
課題4 環境保護、生物多様性、及び自然 
 生息地の回復

課題1 汚職防止
課題2 責任ある政治的関与
課題3 公正な競争
課題4 バリューチェーンにおける社会的
 責任の推進
課題5 財産権の尊重
課題1 公正なマーケティング、事実に即し
 た偏りない情報、及び公正な契約
 慣行
課題2 消費者の安全衛生の保護
課題3 持続可能な消費
課題4 消費者に対するサービス、支援、
 並びに苦情及び紛争の解決
課題5 消費者データ保護及び
 プライバシー
課題6 必要不可欠なサービスへの
 アクセス
課題7 教育及び意識向上

課題1 コミュニティへの参画
課題2 教育及び文化
課題3 雇用創出及び技術開発
課題4 技術の開発及び技術へのアクセス
課題5 富及び所得の創出
課題6 健康
課題7 社会的投資

ANAグループのCSR
・ 私たちが目指すCSR
・ 新グループ経営理念体系
・ 基本的な考え方
・ 経営戦略と中期CSR方針（重点課題）
・ CSR活動の実績報告
従業員とのかかわり
・ ANAグループ人財戦略
・ グループ行動指針（ANA's Way）の
  浸透と実践
・ グローバル人財の育成
・ ダイバーシティ&インクルージョンの推進
  とワーク・ライフ・バランスの推進
・ グループ力強化に向けた人財育成
・ 人権への取り組み
・ 障がい者雇用の推進
・ 従業員の安全・健康
・ 労使関係

環境への取り組み
・ 基本的な考え方
・ 中期目標と実績
・ 環境負荷低減に向けた取り組み
・ バイオ燃料への取り組み※

・ 環境コンプライアンス
・ 大気汚染・化学物質・騒音対策
・ 省資源化への取り組み
・ 生物多様性への取り組み※

・ 環境コミュニケーション
・ カーボン・オフセット・プログラム
・ 各職場での取り組み※

・ 環境データ
ビジネスパートナーとのかかわり
・ 基本的な考え方
・ 購買取引におけるCSR推進
・ ビジネスパートナーとの協働の事例
・ スターアライアンスにおける取り組み

安全への取り組み
・ ANAグループ安全理念
・ 中期目標・具体的な活動状況
・ 安全報告※

・ 安全教育※

・ BCP（事業継続計画）
・ 食の安全・安心

お客様とのかかわり
・ グループブランド戦略
・ 経営目標と成果
・ 目標達成に向けた改善活動
・ 「お客様の声」に基づく改善活動
・ お手伝いが必要なお客様への対応
・ ユニバーサルデザイン
・ 顧客情報管理
社会とのかかわり
・ 基本的な考え方
・ 訪日需要喚起に向けた取り組み
・ 貨物事業を通じた地域産業への貢献
・ 東日本大震災による被災地の支援
・ 環境社会貢献活動
・ その他社会貢献活動※

・ CSR推進体制とPDCAサイクル
・ ステークホルダーの皆様とのかかわり

コーポレート・ガバナンス
・｠コーポレート・ガバナンス
・｠リスクマネジメント・コンプライアンス
お客様とのかかわり
・ お手伝いが必要なお客様への対応
・ ユニバーサルデザイン

ビジネスパートナーとのかかわり
・ 購買取引におけるCSR推進

ビジネスパートナーとのかかわり
・ 基本的な考え方
・ 購買取引におけるCSR推進

社会とのかかわり
・ 環境社会貢献活動

コーポレート・ガバナンス
（コンプライアンス）
・ 公正な競争・取引の徹底
・ 知的財産の保護

ビジネスパートナーとのかかわり
・ ビジネスパートナーとの協働の事例
・ スターアライアンスにおける取り組み

ANAグループのCSRの取り組みにかかわる掲載内容をISO26000の中核主題ごとに整理すると、以下のとおりとなります。

アニュアルレポート  2013
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安全への取り組み

　ANAグループにとって安全は、業種・ブランドにかか
わらず、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。中でも安全運航は、さまざまな職種の社員
が連携して支えており、相互理解と信頼が特に重要で
す。そのため、ANAグループ社員共通の誓いである
「ANAグループ安全理念」は、運航にかかわるANAグ
ループすべての職場で掲げられ、日々の業務の中で強く
意識づけがされ、行動の拠りどころとなっています。

　ANA グループの安全文化は、社員一人ひとりが
「ANAグループ安全理念」にある価値観と信念を共有
し、安全品質をさらに高めるために、「自ら積極的に貢献
しようとする姿勢・行動の積み重ね」から生まれるもので
あると考えます。ANAグループの安全を支える社員の
あるべき姿をわかりやすく示した「ANAグループ安全行
動指針」の浸透・定着を通じて、安全を最優先する企業文
化をより一層醸成し、ANAグループ全体の取り組みを
強化していきます。

　ANAグループでは、これまで本邦航空会社としては
初となるIOSA（IATA Operational Safety Audit）の
受審・登録をはじめ、安全マネジメントシステムの導入、
ANAグループ安全教育センターの設立および全グルー
プ社員を対象とした安全教育の受講計画の完遂など、さ
まざまな安全推進活動に取り組んできました。

　これらの取り組みをさらに高めるべく、引き続き｢世界
最高水準の安全性の確保｣を中期安全目標に掲げて推進
していきます。特に、安全を支える｢人づくり｣や｢しくみ
づくり｣を通じて、社員一人ひとりの安全への意識を高め
続けるとともに、世界のエアラインなどを例とした世界
最高水準の取り組みを積極的に取り入れることで、目標
達成を目指していきます。

ANAグループの安全理念

ANAグループ安全行動指針

中期安全目標

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

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

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

ANAグループ安全行動指針
❶ 規定・ルールを遵守し、基本に忠実に業務を行います。

❷ 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。

❸ 疑問や気づきを声に出し、
 他者の意見を真摯に受け止めます。

❹ 情報はすみやかに伝え、共有します。

❺ 未然・再発防止のために自ら改善に取り組み続けます。

❻ 社内外の教訓から学び、気づきの能力を磨きます。

中期安全目標： 世界最高水準の安全性の確保
《4つのポイント》
① 安全を支える“行動指針”の策定・浸透

② 安全を支える人づくり

③ 安全を支えるしくみづくり

④ ANAグループ安全推進体制の充実
安全を支える
しくみづくり

安全を支える
人づくり

安全を高める
確かなしくみ

一人ひとりの
責任ある
誠実な行動

ANAグループの安全 【経営の基盤・社会への責務】

中期安全目標： 世界最高水準の安全性の確保

安全優先の企業文化

安全を支える
“行動指針”の
策定・浸透
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　中期安全目標「世界最高水準の安全性の確保」の達成に
向け、中期安全推進計画を策定しています。中期安全推
進計画では、安全の尊さとそれを守るプロフェッショナル
としての責任の重さを、社員一人ひとりが再認識し行動で
きる｢人づくり｣と、不安全事象の個別対策にとどまらず、
根本的な要因を追求することでリスクを把握して対策を
打ち、再発防止と未然防止につなげていく｢しくみづくり｣
をANAグループ全体で進めています。

「人づくり」への取り組み
　当期においてはあらためてANAグループ安全理念・安
全行動指針に立ち戻るための活動を強化しました。特に
「報告文化の醸成」については、再発防止や未然防止に向
けて潜在的な不安全要素も積極的に報告することの重要
性を浸透させるため、安全推進強化月間での呼びかけや
各空港における安全キャラバンなどを通じた啓発活動に注
力しました。また、2012年12月からは、ANAグループ
全社員を対象に航空機のモックアップを使用した緊急脱出
研修を開始しています。これはエアライングループで働く
社員として、日常は直接的に運航にかかわらない職種で

あっても安全に対する意識を高め、フライト時の緊急対応
を理解しておく必要があるとの認識から始めたものです。
さらには、ANAグループ安全教育センターを活用した新
たな教育プログラムも展開していきます。

「しくみづくり」への取り組み
　運航リスクマネジメントの機能強化に向け、安全に関
する情報を幅広く収集し、社員を対象にした安全文化
評価アンケート結果や運航データ実績なども参考に、さま
ざまな観点からの分析を深めています。当期について
は、発生が想定される不安全事象とその原因の相関図を
作成し、双方の関係を体系的に把握できるしくみを構築す
ることで、より迅速かつ適切な対策を講じられるよう注力
しました。
　監査制度については、内部監査員のスキル向上に向け
て継続的な育成に取り組むとともに、監査を通して把握し
た社内の好事例については積極的に全社共有し、グルー
プ全体の底上げに努めてきました。
　引き続き、国内外各社の先進的な取り組みを調査・研究し、
ANAグループの新たなしくみづくりに活かしていきます。

グループ中期安全推進計画と2013年3月期の主な成果

ANAグループ安全教育センターでの社員教育緊急脱出訓練の様子安全キャラバンにおけるグループディスカッション
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　ANAグループでは2012年11月にこれまでの運航・
客室・整備といった部門ごとの体制を解消し、各部門を
一つの「オペレーション部門」と見立て、安全・品質推進・
訓練・監査の各共通機能を集約しました。これは、ANA
ブランドの競争力をトータルで強化するとともに、イレギュ
ラー時も含め、フロントラインが一体かつスピーディーに
対応できる機能体制を目指すためです。
　このオペレーション部門全体の品質を高めるため、新
たに｢安全推進センター｣を全体統括組織として設立し、
オペレーション部門の安全推進活動全般にかかわる方
針・計画の立案と実行、評価・改善を行っています。また、
フロントラインで発生した運航リスクの課題を横断的に
取りまとめ、再発防止・未然防止に向けたリスクマネジ
メント活動を推進すべく、フロントラインと相互連携して
PDCAサイクルを機能的に回しています。あわせて、監
査組織として「安全品質監査部」を新設し、これまで各部
門に分散配置されていた機能（安全監査・整備監査・空港
オペレーション監査）を集約し、効果的な監査体制を構築
しました。

　部門や職種にとらわれずにフロントラインを横断的に
サポートできる新体制の下、世界最高水準の安全品質を
目指していきます。

運航オペレーション分野

　ANAグループでは、オペレーションマネジメントセン
ターにおいて、国内外のすべての運航便に対する運航マ
ネジメントを行っています。日々発生するさまざまな運航
イレギュラーに対し、オペレーションの総括責任者である

オペレーションディレクターと、その参謀であるデュプ
ティーオペレーションディレクターの指揮・統制の下、24
時間体制で安全運航の堅持に努めています。
　地震、火山の噴火、突発的な空港閉鎖などの重要情報
については、飛行中の航空機や関連部署にタイムリーに
情報提供し、安全性を最優先とした最適な判断につなげ
ています。また、各国の気象機関から最新気象情報を入
手し、過去実績を基にANA独自のシミュレーションで解
析したうえで、就航可否の判断をはじめ、飛行経路や高度
の選定、飛行中の航空機に対する乱気流情報といった、
運航乗務員が安全に飛行するために必要な情報提供に役
立てています。
　年々進化する気象解析の最新技術を積極的に吸収し、
ANAグループとしてノウハウを蓄積するとともに、システ
ムの改良、スタッフの教育、業務手順の改善などを通じて
安全性の向上を追求しています。

安全推進体制の再構築

現場での取り組み

オペレーションマネジメントセンター

▶安全推進活動のPDCAサイクル

方針・計画策定 実施・運営

運航リスクマネジメント・
内部監査

継続的改善・向上
より深いレベルでの
対策の実現

PLAN DO

ジメンネジスクマネジ
CHECK

運運運航リ
C強化ポイント

見直し・
継続的な改善
見直しし・
ACT
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運航分野
　ANAグループでは新たな運航乗務員の養成訓練とな
るAdvanced Qualification Program（AQP）の導入に
向け、2012年に導入準備プロジェクトを設置し、訓練開
発の体制を構築しています。AQPとは、日々変化するフ
ライト環境や実運航データなどを訓練内容に絶えず反映
し、実際の操縦環境により近い環境とする最先端の訓練
プログラムで、世界からも高い注目を集めています。
ANAグループとして世界最高水準の訓練を目指すととも
に、日本の航空業界におけるAQP導入に向けた官民合同
の研究にも積極的に取り組んでいます。

客室分野
　2012年4月より客室乗務員のマニュアルを電子化し、
タブレット端末を幅広く活用しています。国内外各地にい
る客室乗務員がいつでも最新情報を共有でき、機材ごと
の特性や操作上の注意点などをフライト前に動画などの
ビジュアルで確認することで、機内保安業務の強化につな
げています。また、客室分野では長年にわたり、グループ
ごとにセーフティリーダーと称する推進者を選任し、客室
乗務員一人ひとりが安全意識を高めて保安業務が徹底で
きるよう組織内の推進活動に注力しています。リーダーに
任命された客室乗務員
は、一定期間ごとに設定
する安全テーマの意義
を正確に理解し、フライ
トや会議体で保安業務
の取り組み状況を点検
したり、不安全事象の未
然防止に向けて働きか
けを行うなど、安全品質
のさらなる向上に貢献し
ています。

空港分野
　重大事故の陰には300倍のヒヤリ・ハット事象（ヒヤリと
した、またはハッとしたが、何も起こらずに済んだ事象）が
存在するといわれており、これら一つひとつを注視すること
が事故の未然防止につながると考えています。そのため、
空港内で起こったヒヤリ・ハット事象を積極的に報告・収集
し、改善例についてはすべての空港で情報共有をしていま
す。具体例としては、ヒヤリ･ハット事象などを題材とした
問題集を作成し、手順の再確認を実施したり、航空機ドア
を操作するグランドハンドリングスタッフに対しては、誤操
作防止に向けて操作要領の注意点を視覚的に理解できるよ
う訓練教材を見直すなど、さまざまな改善を行っています。

整備分野
　2013年4月より国内外すべての就航拠点におけるラ
イン整備部門において、タブレット端末を導入しています。
フライト間で整備作業を行う現場では、整備士がバックオ
フィスの支援を仰ぐ場面があります。従来は無線や携帯電
話による音声を中心とした連絡・情報伝達を行っていまし
たが、タブレット端末導入によって、音声に加えて画像や
整備作業に必要な文書などの情報の送受信が容易に行え
るようになり、整備作業の効率化や、整備品質の向上が図
れています。
　また、整備分野でもヒヤリ・ハット事象に関する報告を推
奨しており、現場の整備士の気づきにより発信された年間
1,000～1,500件も
のレポートをデータ
集約・管理するシス
テムを新たに再構築
し、事象分析を強化
することでさらなる
未然防止・再発防止
につなげています。

タブレット端末を使用した
乗務前のブリーフィングの様子

タブレット端末を活用した整備現場の様子

安全への取り組み

シミュレーター訓練の模様 ヒヤリ・ハット事例などを題材とした教材
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　機内やラウンジで提供する飲み物、食事、茶菓などは、
お客様がANAを体感し、ANAがお客様から評価される
重要な要素の一つです。
　機内食は、かつての空腹を満たすための食事や、単にお
いしい食事を提供することから、確かなプロセスで調達・製
造された食事を寛ぎとホスピタリティに満たされた空間で
提供し、お客様に歓びを感じていただくことのできるエン
ターテインメント性の高いものへと進化しています。

ANAの品質管理システム「ACQP」
　世界の多くの航空会社は、
ケータリング会社と機内食製
造および搭載などに関する契
約をするだけで、機内食の調
達・製造などのプロセス管
理を各ケータリング会社
や外部の調査会社に任せ
ています。
　しかしANAでは、機内で
お客様に提供するすべて
のものは自社のものとし
て管理をする必要がある
と考えています。そのため
独自の基準により、就航す
る日本および世界各地で
委託するケータリング会
社に専任の監査員やシェ
フが年1回以上、また空港所の職員が毎月立ち入り、定期的
に機内食の抜き取り検査を実施するなど、食の安全や味品
質などを担保するために必要なしくみづくりと、実行性確保
のための管理方法に関してケータリング会社とともに改善
に取り組んでいます。

　これらの結果は社内にフィードバックされ、月2回の品質
管理会議で具体的対策が検討されるとともに、定期的に役
員会で役員に対して報告がなされ方針が確認されます。

ANAでは、
 1. 「衛生的な機内食を提供するための食の安全」
 2. 「おいしさを追求する味品質」
 3. 「安全で迅速・正確なサービス物品の航空機への搭
    降載および管理業務」

の3つの視点からPDCAサイクルによる品質管理システム
であるANAケータリング品質プログラム「ACQP（ANA 
CA T E R I NG 
Q U A L I T Y 
PROGRAM）」
により管理を実
施しています。

食の安全・味品質へのこだわり
　委託先ケータリング会社に対してANAが求める食の安
全に関する基準は、ケータリング業界で求められている標
準的基準よりもはるかに厳しいものです。食中毒菌検査や
食品の取り扱いはもちろんのこと、食品のトレーサビリ
ティ、工場の保守管理、清掃、防虫防鼠など食品を取り扱う
うえでの前提条件についても細かな基準を持っています。
　例えば、食品を保管する際の汚染防止のための床からの
高さ、工場内の空気中の細菌数、ホコリや虫やバクテリアな
どを運ぶ工場内の空気の流れ、工場内の照明の照度、害虫
の生態系や習性を考慮した清掃方法や施設の保守管理な
ど数百に及ぶ管理項目があります。
　さらに、ANAでは食の安全に対する担保のために、ANA
が委託するケータリング会社との間の契約条件についても
厳しい内容を要求しています。
　また、機内食の味品質についても妥協することはありま
せん。機内における気圧や湿度などの環境下では、人間の
感じる味や食感は地上と異なります。また、機内で初めから
調理するのではなく、ほぼ完成した機内食を客室乗務員が
機内の限られた設備を使用して再過熱し、盛り付けを行いま
す。加えて、国際線など長時間のフライトでは、ほとんど保存
料を使用しない機内食にとって、温度管理が衛生上で非常
に重要となります。

食の安全・安心の取り組み

安全と品質の方針
規定、マニュアル

マネジメントレビュー
役員会

オペレーション
業務委託会社

モニター・改善
品質管理会議

監査
監査・現地指導
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安全への取り組み

　ANAのシェフは、これらの条件を考慮してメニューを作成
し、「おいしさ」を数十項目に分けて可視化、委託するケータ
リング会社のシェフに対して作成方法を指導します。
　特に、海外のケータリング会社において、甘さや辛さだけ

ではない「旨み」が大切な
和食の味付けを、本格的な
和食を食べたことのない
多くの現地シェフにアドバ
イスすることは困難を極め
ます。また、有名店とのコ
ラボレーションによるメ
ニューについても、各店舗
のこだわりをいかに機内食

　BCP（Business Continuity Plan : 事業継続計画）と
は、大規模災害発生を想定してあらかじめ対応方法を定め
ておくことで、災害発生後の混乱した状況下においても速
やかな意思決定を行い、整然と業務を行えるようにする計
画のことです。ANAグループでは、首都圏直下型地震に
よって多大な被害が生じた場合においても、早急に対応体
制を構築して運航機能を復旧させ、公共交通機関としての
使命を果たすことができるように、包括的なマニュアルを
整備し、定期的な見直しを行っています。

災害用バックアップ施設
　BCP策定に合わせて災害対策用バックアップ施設を構築
し、2006年4月に供用を開始しました。同施設には、国内
外のすべての運航便に対する運航マネジメントを担うオペ
レーションマネジメントセンターが使用不可になった場合に
備え、運航継続に必要なシステムや無線通信機器などを設
置しています。また、本社が被災した場合にも各部署の業
務継続を可能とする設備も整えています。このほかにも、

当施設を含め、本社や
羽田空港地区、成田空
港地区、中部空港地区、
関西・伊丹空港地区に
おいて、役職員のため
の3日分の非常用物資
を備蓄しています。 

今後に向けて
　東日本大震災においては、危機対応マニュアルに則り速
やかに危機対応本部を設置し、意思決定を迅速に行うこと
で、ほぼすべての定期運航を早期に再開することができま
した。また、地上交通機関が十分に復旧していない中、臨
時便を東北地方に運航し、旅客運送や救援物資の被災地
への輸送を継続することができました。
　東海から南海に至る連動地震などの発生が強く懸念され
ている中、あらゆる状況下でも安全運航を確保し、事業継
続を可能とするために、2013年3月期も引き続き東日本
大震災で得た経験を基に対応体制の抜本的な見直しを行
いました。全役職員とその家族の安否を短時間で把握する
「安否確認システム」を刷新し、防災無線や衛星電話の配
備、備蓄品を拡充するなど、設備強化を図っています。ま
た、定期的に社内情報紙を発行し、全役職員の災害に対す
る意識を日常から高めるための啓発にも取り組んでいま
す。今後も定期的な
演習訓練を実施する
など、対応力強化に
向けたたゆまぬ努力
を続けていきます。

の作成方法に適合させるか試行錯誤の連続です。
　また、安全かつ安心で高品質な機内食を提供するため
には、すべての前提条件を考慮したうえでケータリング会
社にて製造し、航空機到着後から出発前までの限られた時
間内に、限られた航空機内のスペースに搭載しなければな
りません。
　こうした世界最高品質を支えるケータリング会社との
パートナーシップの強化は極めて重要です。ANAでは独
自の評価制度とお客様からの声に基づいた表彰制度を実
施するなど（P82参照）、今後も相互の信頼関係を大切にし
ながら、より一層の品質向上を目指した取り組みを進めて
いきます。

BCP（事業継続計画）

空港内の備蓄品

社内情報紙「BCP通信」
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　ANAグループは、グループ行動指針「お客様視点」に
徹底的にこだわり、グループ全体でお客様にとって最高
の価値を生み出していきたいと考えています。この実現
に向け、ANAブランドとLCCブランドによるマルチブ
ランド戦略を推し進め、多様化するお客様のニーズに応
えていきます。グループの中核を担い続けるANAブ
ランドでは、フルサービスキャリアとして、高品質なサー
ビスや利便性の高いネットワークをはじめとした、ANA
ブランドならではの価値を提供していきます。今後は「日
本らしい心のこもったおもてなし」に一層磨きをかけ、海
外マーケットにおいても日本を代表するエアラインとし
てのブランド力を高めていきます。

　ANAグループでは、クオリティおよび顧客満足度のグ
ローバル評価指標の一つとして、英国を本拠地とする航空
業界調査・格付会社SKYTRAX社における“エアライン・ス
ター・ランキング”にて最高評価である「5 STAR」の獲得を
目標としており、2013年3月にその目標を達成することが
できました。現在、世界で6社が同社の調査で「5 STAR」
を獲得しており、日本のエアラインとしては史上初の快挙
となりました。
　エアライン・スター・ランキングは空港から機内サービス
までの800を超えるカテゴリーについての調査を基に、お
客様が常に5スターレベルのサービスを体感できる航空
会社を「5 STAR」に認定しています。調査は最新のプロダ
クト導入のみならず、フロントラインスタッフの品質が最重
要項目となっており、空港から機内客室までANAグルー
プのフロントラインスタッフのサービス品質が一貫して
高いこと、また非日系顧客のニーズも踏まえた品質水準の
検討・改善に努めたことが評価されました。

　さらに、ANAは米国のエア・トランスポート・ワールド
誌から「2013年エアライン・オブ・ザ・イヤー」に選ばれ、競
争環境が激化するマーケットの中での財務実績や経営手腕
などの総合的な評価も得ました。また、米国FlightStats社
が主催するOn-time Performance Service Awardsでは
「Network-Global Airlines部門」ならびに「Lowest 
Global Cancellations部門」で世界第1位を獲得し、高い
就航率と定時性到着率についてもグローバルな指標におい
て高く評価されました。今後も引き続き、同水準を維持す
るだけではなくさらなる基本品質の向上に努めていきます。

グループブランド戦略

経営目標と成果

FlightStats On-time Performance Service Awards授賞式

FlightStats 受賞トロフィー
SKYTRAX World Airline Awards授賞式

エアライン・オブ・ザ・イヤー授賞式

ANAホールディングス株式会社

お客様とのかかわり
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　お客様から直接お寄せいただく年間2万件を超える貴
重なご意見・ご要望とともに、空港・機内客室・コールセン
ター・営業セールスにおける社員からの年間5万件以上の
レポートを収集し、「クローズド・ループ」と称した改善活動
に活かしています。お客様からの直接の声、ならびにお客
様と接することで気づきを得た社員のレポートに基づいた
改善サイクルを確実に機能させていくことで、常に変化す
るお客様の期待や要望に柔軟に応え、新たなサービス設
計や商品開発につなげています。
　また、ANAグループではワンランク上のお客様満足の
提供に向けて、お客様一人ひとりの状況を的確に察し、ス
ピードと柔軟性を持ってサービスを提供できる人づくりを
目指しています。そのためにも、個々人の自発性や個性を
活かした「よいばらつき」を尊重し、フロントラインで働く
社員への権限委譲を進めるとともに、管理職・監督層によ
るコミュニケーションの在り方、フロントラインを支援する
社員のマインドについても、お客様志向が徹底されるよう
グループ全体での取り組みを進めています。

▶クローズド・ループ

The Closed Loop

お客様の声に
徹底的にこだわる

各部署、または専門部
会を通じて解決策を
立案し実施する。重要
事項はCS推進会議で
審議する。

お客様の声や社員の気づきの
中から、構造的な課題を抽出し
分析する。

お客様から直接いただいた声や、社員が
気づいたことを組織的にレポートする。

Report
声の収集

Action
改善策の
立案・実施

Analysis
課題の
抽出・分析

「お客様の声」および「社員の
気づき」を組織を通じて集約・
分析し、商品・サービスの企画・
改善に活用するしくみ。

常に変化するお客様の声にダ
イナミックに対応し、継続的に
革新し続けるグループ企業を
目指す。

　ANAグループでは、「お客様満足と価値創造で世界の
リーディングエアライングループ」となることを目指し、常に
お客様の視点に立った行動を全社的に推進しています。また、

現状のクオリティを正しく評価し、具体的な改善策へ結び
つけるサイクルを確立しており、社長総括の下、各部門役員
からなる「CS推進会議」で定期的に進捗確認をしています。

目標達成に向けた改善活動

商品戦略の立案 商品・サービスの
提供

顧客満足度調査
• インターネット調査

クオリティチェック
• 各種品質チェック
• モニタリング調査

クローズド・ループ
• 「お客様の声」の分析
• サービスフロントのレポート

CS推進会議

クオリティの明確化 部門別品質管理

職場の改善活動

▶サービス・クオリティ・マネジメント全体図

Plan Do Check Action

アニュアルレポート  2013
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機内・地上サービスの拡充
　ANAでは、“Inspiration 
of JAPAN”のコンセプトに
基づき、斬新さと日本らし
いおもてなしを感じていた
だける商品・サービスの開
発、提供を行っています。
国内線プレミアムクラスで
は、大型テーブルやディバ
イダー（間仕切り板）を装備
した革張りシートを導入し、お食事サービスには気鋭の
料理人が監修したメニューをご用意しました。普通席に
おいても、従来より足元のスペースが広いシートを導入
し、無料でお楽しみいただけるお飲み物を拡充するなど、
お客様ニーズをとらえた改善を進めています。
　国際線長距離ビジネスクラスでは、有名ホテルや料亭と
のコラボレーションメニューの機内食を導入するなど、ANA
の機内だけでお楽しみいただける、こだわりのあるサービス
の強化を図っています。
　また、ご出発前のひとときも快適にお過ごしいただける
よう、国内の全14空港のラウンジを「ANA LOUNGE」と
して改修・統一、各地元企業と提携してご当地ならではの
銘品を提供したほか、お客様がお持ちの端末で雑誌や
ニュースなどのコンテンツをお楽しみいただけるサービス
などを開始しました。

海外からのお客様への対応
　世界中のより多くのお客様にANAを選んでいただける
よう、外国人のお客様にも喜んでいただけるサービスを
追求しています。多様な言語・文化への対応については、
これまでのロンドン、上海をベースとした外国人客室乗務

員に加え、韓国、台湾の客室乗務員によるサービスを開始
しています。機内エンターテイメントにおいても、多言語
対応のビデオ・オーディオなどに加え、ご要望の多かった
ハリウッド映画のコンテンツを拡充しました。また、機内食
では欧米キャリアのサービススタイルを一部取り入れた改
善を進め、世界的に著名なピエール・エルメ氏監修による
オリジナルのデザートメニューを実現するなど、海外から
のお客様のニーズをと
らえたサービスを積極
的に導入しています。
今後も引き続きサービ
ス向上に努めながら、
海外におけるANAブ
ランドの認知を高めて
いきます。

一人ひとりのお客様を大切にしたコミュニケーション
　ANAグループでは、お客様へさまざまな情報をお伝
えする有効なツールとしてソーシャル・ネットワーク・サー
ビス（SNS）を積極的に活用し、お客様とのコミュニケー
ションを強化しています。2011年よりTwitterを通じて
タイムリーな運航情報の提供を行ってきましたが、
2012年 10月からは本邦の航空会社では初となる
Twitterを活用した“アクティブサポート”を開始しまし
た。従来の発信のみのサービスから、個々のお客様から
のお問い合わせやツイートに対して直接回答を行うこと
で、運航に関するお客様の不安や疑問の解消に努めてい
ます。また、スマートフォンをご利用のお客様向けの
サービスを強化し、予約情報に合わせて運航情報のお知
らせが届くといった、お客様ニーズに対応したきめ細か
なサービスを充実させて
います。

ブランド価値向上に向けた具体的な取り組み

2012年にリニューアルオープンした
伊丹空港ラウンジ

ミシュランの星に輝く
湯河原「石葉」監修の和食メニュー

ピエール・エルメ氏監修による
国際線ファーストクラスのデザート

2012年より導入した
国内線プレミアムクラス座席

Twitterを通じた運航情報の提供

スマートフォンでの
運航情報お知らせ
イメージ画面

ANAホールディングス株式会社
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お客様とのかかわり

定時性向上プロジェクトの成果
～時間価値にこだわった全社的な改善活動～

定時性向上への取り組み
　ANAグループは、2002年に「On-Time Airline ANA」を
宣言することによって、お客様の時間を大切にする航空会社
であることを表明しました。以来、安全運航の堅持を前提に、
「到着のその先へ」を合言葉にグループ一丸となって「定時出
発」「定時到着」の実現に向け、取り組んでいます。

保安検査場の締切時間をお知らせする腕章を着用した
旅客スタッフ

On-Time合言葉 「到着のその先へ」イメージロゴ

理解
共感

ANA お客様

お客様とともに創り上げる定時運航

わかりやすい情報発信

定時運航できるしくみづくり（施設、環境の整備など）

「到着のその先へ」
　お客様の到着のその先にあるさまざまな目的を想い、「定
時到着」を軸とした方針を掲げて取り組んでいます。定時運
航は、ANAグループの努力もさることながら、お客様のご協
力があってこそ成し遂げられます。そのため、2013年3月期
はお客様へのわかりやすい情報発信や、スムーズにご搭乗い
ただくための手順やルールの見直しに加え、施設面での改善
にも注力しました。例えば、羽田空港の保安検査場での混雑
を解消するため、お客様が混雑状況を事前に把握できるよう
各検査場前にモニターを設置し、保安検査場の壁を透明のガ
ラスにするなど環境を整備しました。

「各空港における取り組み」
　各空港ではフロントラインのスタッフの声を活かした取り組
みを進めています。
　2013年3月期には、定時運航についてディスカッションを
行う「オンタイムフォーラム」を15空港にて実施しました。「協
力し合うことにより生み出される1分の重みと価値」という
テーマの下、一人ひとりの社員が真剣に品質向上を検討して
います。こうした機会は互いの業務の相互理解と連携の強化
にもつながっています。
　また、広大な羽田空港では、お客様に余裕を持って出発搭
乗口へお越しいただくことを目的に、保安検査場の締切時間
をお知らせする腕章を旅客係員が着用して業務を行っていま
す。さらに搭乗口では、旅客係員が搭乗ゲートの通過方法を
デモンストレーションするなど、スムーズなご搭乗への工夫も
行っています。
　これからも、各
空港のスタッフ・乗
務員が一体となっ
て定時出発・到着
率の向上を目指し
ていきます。

中部空港の「オンタイムフォーラム」の様子羽田空港 保安検査場

アニュアルレポート  2013
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　ANAご意見・ご要望デスクに届いたお客様の声やサー
ビスフロントの社員の気づきは、レポートにまとめられ社
内で共有、活用されています。ここでは、2013年3月期
のレポート概要をご報告します。

「お客様の声」に基づく改善活動

●  2013年3月期の「お客様の声」レポート件数は、
昨年に比べ3%増となり、引き続き70,000件を
超える水準となりました。

●  レポート内訳の比率は、ほぼ昨年同様となってい
ます。

●  声の種類別構成比では、「お褒め」の比率が過去
5年間で最高の前期比2ポイント増となり、「お叱
り」については同5ポイント減となりました。

●  内際別では、国際線の利用者増加に合わせて「国
際」に関するお声が3ポイント増えています。

●  項目別では、「客室乗務員」に関するお声が過去5
年間で最高となり、5,000件を超えました。上位
4項目まで、昨年の順位と変わらず多くのお声を
いただいています。

「お客様の声」レポート件数概要

「お客様の声」種類別構成
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80

（%）

2011 2012 2013 （3月期）

41.9

16.3

29.2

11.6

41.1

18.9

27.1

12.9

36.0

21.1

31.2

11.9

お叱り

お褒め

要望・意見

その他

項目別レポート件数推移（上位6項目）
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客室乗務員 発券・チェックイン フライトイレギュラー
機内食・飲物 予約センター 座席・客室設備関連

（3月期）

(2013年3月期)

 合計（件）
 1 客室乗務員 5,149 
 2 発券・チェックイン 2,952 
 3 フライトイレギュラー 1,644 
 4 機内食・飲物 1,077 
 5 予約センター 979 
 6 座席・客室設備関連 967 
 7 手荷物事故・遺失物 920 
 8 チェックイン後～搭乗 862 
 9 エンターテインメント・機用品・機内販売 825 
 10 ANAマイレージクラブ関連 739 
 11 ラウンジ 699 

項目別レポート件数（上位11項目） 

ANAホールディングス株式会社
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お客様とのかかわり

  改善しました

　スムーズにアクセスしていただけるように、ANA SKY WEBのTOPページ上部に「おからだの不自由なお客様
へ」ボタンを設置しました。また、身体障がい者運賃ページにも案内バナーを新設し、「おからだの不自由なかたへ
の空の旅へのお手伝い」ページへわかりやすい誘導に変更しました。

　その他の改善例につきましては、下記Webサイトや機内誌『翼の王国』でもご紹介しています。
http://www.ana.co.jp/ana-info/blettine/index.html

  改善しました

　2012年10月31日より、ANAグループ運航の国内・国際線全路線にお
いて、従来は空港カウンターで発行していた「欠航／遅延／臨時着陸証明
書」をANA SKY WEBよりダウンロードしていただけるようになりました。

　詳しくは下記Webサイトをご覧ください。
http://www.ana.co.jp/ana-info/blettine/12-12/index.html

「お客様の声」改善例のご紹介②

お客様の声
ANA SKY WEBにおいて、障がい者向けのページが見つけにくい
　ANA SKY WEBで、障がい者向けのページがどこにあるかわかりにくく、ユーザーフレンドリーではない。また、
身体障がい者運賃のページからも当該ページへのリンクを貼ってほしい。 （聴覚障がいのお客様より）

「お客様の声」改善例のご紹介①

お客様の声
「遅延証明書」をホームページからダウンロードできるようにしてほしい
　便が遅れたり欠航したりしたときに「遅延証明書」がホームページからダウンロードできると、空港での発行手続き
に時間をかけなくて済み、便利だと思います。

「おからだの不自由なかたへの空の旅へのお手伝い」ページへの案内バナー

アニュアルレポート  2013
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第4回国際ユニヴァーサルデザイン会議2012に
「ANAおからだの不自由な方の相談デスク」から出展
　2012年10月、国際ユニヴァーサルデザイン会議にて、病気や障がいがあ
る方のご搭乗にあたり、ANAがお手伝いできることを紹介しました。空港や機
内で使用している車いすや座位保持が困難なお客様に無料貸し出ししている上
体固定用補助具（アシストシートやサポートベルト）などを展示したほか、全国の
小型機就航空港用に昨年設置したタラップ昇降用車いすなどもパネルで説明し
ました。来場者からは「これまで障がいが理由で飛行機の利用を躊躇していた。
このようなサービスがあるのであれば、ぜひ家族旅行をしてみたい」などといっ
たお声を多数いただきました。一人でも多くのお客様に安心で快適なバリアフ
リーの空の旅をお楽しみいただけるよう、今後もANAのサービスを広く知って
いただくための活動にも取り組んでいきます。 会場でパネルの説明をするスタッフ

補助犬について理解を深めるためのセミナー

ANAらくのりサービス
　ANAグループでは、すべてのお客
様に、安全かつ安心して空の旅を楽
しんでいただきたいと考えています。
ご高齢の方、小さなお子様連れの方、
一人旅のお子様、ペット連れの方な

ど、お手伝いを必要とされる国内線ご利用のお客様向けに
「ANAらくのりサービス」を提供し、ご予約から空港・機内
まで、すべての旅のシーンで気持ちよくお過ごしいただけ
るようお手伝いをしています。

おからだの不自由なお客様への対応
　「ANAおからだの不自由な方の相
談デスク」では、事前にお客様のお話
を伺い、個々に合ったお手伝いを行っ
ています。また、耳や言葉の不自由な
お客様も「ANA専用代理電話サービ

ス」でスムーズにご相談いただけるようにしています。旅行
事業を担うANAセールス（株）でも、相談窓口の設置や歩
く時間と路面状況を日程表に明記するなど「ユニバーサル・
ツーリズム※」を推進しています。
※  ユニバーサル・ツーリズム：障がいの有無、年齢、性別などにかかわらず誰も

が安心して楽しめる観光を目指すこと

社内教育の充実
　お手伝いの必要なお客様のさまざまなご要望に応えら
れるよう、社員教育を拡充しています。客室乗務員全員が
受講するバリアフリー教育に加え、2013年3月期はお客
様のお声を受けて、新たに医療機器（CPAP※）や補助犬に
ついて学ぶ社内セミナーも開催しました。また、ご高齢の
お客様の気持ちと必要なお手伝いを学ぶため、社員自ら
が特殊ゴーグル・重りなどを装着して空港内の移動などを
行う「高齢者疑似体験」も積極的に実施しています。今後
もお客様一人ひとりの心に寄り添った、きめ細かな対応が
できる人づくりを強化していきます。
※  CPAP（Continuous Positive Airway Pressure）： 睡眠時無呼吸症候群
（Sleep Apnea Syndrome）の方の症状緩和に用いる機器

お手伝いが必要なお客様への対応

おからだの不自由な方の
移乗方法を学ぶ

ANAホールディングス株式会社

空港での高齢者疑似体験
セミナーの様子
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お客様とのかかわり

　急速に進む高齢化社会とお客様の多様化に伴い、ANA
グループのサービスも複雑化しています。
　これにより、お客様に提供する文字媒体も種類・量とも
に増加しており、文字媒体に対する「わかりやすさ」「見やす
さ」「使いやすさ」を望むお客様のご意見もまた増加傾向に
あります。
　ANAグループでは、こうした状況を踏まえ、年齢や性
別、知識や経験、環境などが異なるすべてのお客様にとっ
て信頼いただける質の高い情報が提供できるよう、文字
媒体の作成に関する行動指針およびガイドラインを策定
し、ANAグループ全従業員で共有しています。
　また、ユニバーサルデザインの必要性を理解するため
に、各部署の担当者への集合教育や、全社員向けｅラー
ニングを実施しています。

　ANAグループの事業において、お客様の個人情報は
サービスを提供するために欠くことのできないものであ
り、お客様からお預かりした大切な財産であるとの考えの
下、その取り扱いについては細心の注意を払っています。
役職員には個人情報に関する法令および社内規程に基づ
き十分な教育を行うとともに、保全のための社内体制を整
えています。個人情報を適正に管理し、適切に使用させて
いただくため、最大限の努力をしていきます。

　なお、旅行事業を担うANAセールス（株）、人材派遣・教
育研修事業を担うANAビジネスソリュ－ション（株）におい
ては、（財）日本情報経済社会推進協会による「プライバ
シーマーク」を取得しています。
　今後も個人情報保護体制をより一層強化するため、グ
ループ全体で取り組みを進めていきます。

ユニバーサルデザイン

顧客情報管理

文字媒体作成の
ユニバーサルデザイン行動指針

❶ 正確な情報を提供します。

❷ 大きく読みやすい文字、わかりやすい構成にします。

❸ わかりやすい表現を使います。

❹ 見やすい色調、コントラストにします。

❺ 対象・目的・利用シーンを明確にします。

　顧客情報管理に関する考え方の
詳細については、下記Webサイト
をご覧ください。

http://www.ana.co.jp/share/
privacy/ana-privacy-policy.pdf

◆具体的な対策

●  情報セキュリティルールの遵守状況に関する自己
点検制度を導入し、グループ会社全体を対象に
毎年実施しています。

●  情報セキュリティに関する知識の付与とその確実
な実行のために、eラーニングを利用したわかり
やすい教育を定期的に実施しています。

　文字媒体作成にあたっては、チェックシートを活用して確
認を行うこととし、専門事業者によるサンプリング診断を
定期的に実施することで取り組み状況を点検しています。

アニュアルレポート  2013
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①新しいグループ行動指針（ANA’ｓ Way）の
　従業員への理解浸透と実践
　2012年4月より「グループカルチャー推進室」を立ち
上げ、グループ社員の声を広く取り入れながら、新しいグ
ループ行動指針（ANA’ｓ Way）を作りあげました（詳細
はP54の「新グループ経営理念体系」をご参照ください）。
　ANA’ｓ Wayを行動の拠りどころとしながら、世界を
リードするエアライングループを目指し、世界の市場に
おいてANAグループにしか生み出せない価値を創造し
ていきます。

②世界を舞台に活躍できるグローバル人財の育成
　「アジア」から「世界」に視点を広げ、世界のリーディン
グエアライングループを目指すために、さまざまな文化・
習慣・価値観を理解し、よりグローバルなフィールドで能
力を発揮できる人財の育成を推進しています。
　2012年3月期にスタートした「ANA Global Talent 
P rog ram」をさらに深化させ、今期は、（1）フロントラ
インを中心とした各事業所のグローバル対応力向上、
（2）グローバル人財の計画的育成、（3）海外事業所の現
地化の推進、を柱に取り組んでいます。

　ANAグループの新しい経営理念と経営ビジョンの下、
持株会社制においてANAグループ各社が機動的に強
みを発揮するため、その担い手である「挑戦する人づく
り」にANAグループ全体で徹底的にこだわっています。
社員ロイヤリティーと人的価値を向上させ、企業価値向
上へつなげる好循環サイクルを強力に牽引すべく、右記
の4点を人財戦略の重点課題として掲げています。

　具体的には、海外派遣機会の拡充、異文化セミナーな
どの開催、指名制によるグローバル人財の重点育成、公
募制トレーニング、スターアライアンス研修、ネイティブ
社員による社内セミナー、海外事業所人事制度の再整
備、全社員対象の異動公募「Global Job Posting」、海
外雇用社員を本邦事業所に受け入れ交流を図るエクス
チェンジプログラム、国を超えて仲間と語り合う「One 
Team・One ANA」体感オープンセミナーなどを実施し
ています。本邦事業所社員のグローバル対応力の向上と
あわせて、海外雇用社員も今まで以上に能力を発揮し、
世界中のお客様をはじめとしたステークホルダーの期待
に応えられるよう環境整備を充実させていきます。

③ 多様性を強みに変える
   「ダイバーシティ＆インクルージョン」の推進
　多様な個性こそがANAグループの強さです。人種・
年齢・性別・価値観などの違いを超えてオープンに議論す
ることで、新しい価値を生み出し、個人や企業の成長に
つなげていきたいと考えています。そのため、それぞれ
の能力や個性を発揮しながら、いきいきと働くための環
境整備やキャリア支援を推進しています。特にANAグ
ループでは、フロントラインを中心に女性社員が多く活

ANAグループの人財戦略

従業員とのかかわり
▶人事関連データについてはP114をご参照ください。

ANAグループ人財戦略

❶  新しいグループ行動指針（ANA’ｓ Way）の従業員へ
の理解浸透と実践

❷ 世界を舞台に活躍できるグローバル人財の育成

❸  多様性を強みに変える「ダイバーシティ＆インクルー
ジョン」の推進

❹  「グループ」力強化に向けた人財育成

ANA’s Wayを共有するリーフレットをグループ全社員へ配布

具体的な取り組み

育児休職者セミナーの様子
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山口宇部空港における取り組みの様子

60周年を機にあらためてお客様を想う取り組み
　「おかげさまで60周年」。2012年12月1日、ANAが就航する国内
50、海外35のすべての空港に社員が集まり、出発する飛行機に向けて大
きな横断幕が掲げられました。横断幕には、世界中の社員によるお客様
への感謝の寄せ書きが書き込まれていました。
　この取り組みは、ANA創立60周年を機にグループ全社員が一体とな
り、創立以来支えていただいたお客様にあらためて感謝の気持ちを伝え
たいと考え、プロジェクトメンバーが意見を出し合って企画、運営したもの
です。このほかにも、仲間に対して日頃の感謝の気持ちを伝える「60周年 
Good Jobリレー」を実施するなど、ANAらしさを大切にした取り組みを
行いました。

躍していることから、ライフステージの変化があっても
自律的にライフキャリアを描けるよう、キャリアデザイン
や懐妊・育児休職者向けのセミナーを開催するなど、社
員同士やロールモデルとの交流を通じた企業風土づくり
を行っています。また、2012年より配偶者の海外転勤
に同行する社員について一定の条件で休職を認める「配
偶者海外転勤休職制度」や「エリア型（東京地域限定）総
合職制度」の導入など、キャリア継続支援および多様な
価値観やニーズに応じた就労形態の選択ができるよう制
度面の充実も進めています。

④「グループ」力強化に向けた人財育成
　グループ社員一人ひとりの貴重な戦力をさらに活かす
ため、事業特性や専門性に応じて個社ごとに人財施策を
立てることはもとより、ANAグループ各社が連携して、
採用・配置・教育・研修・処遇を戦略的に推し進めて「人づく
り」を行っています。2007年には「ANA人財大学」を設
置し、ANAグループ行動指針（ANA’s Way）を軸としな
がら、グループ横断的に教育機会を提供しています。
　集合研修では階層別研修に加え、組織をリードする人財
を重点的に育成する選抜型研修「ANAグループビジネス

スクール」も開催しています。ビジネススキルを学ぶだけ
でなく、文化体験学習や社外でのフィールドワークを通し
て自身の感性を見つめ直し、得た気づきや学びを基に
描くリーダー像を目指した自律的取り組みを促してい
ます。また、専門性・社歴・役割などが違う仲間と切磋琢磨
し、チームで成果をあげる過程において、新たな価値観と
強固なチーム力が形成されています。
　そのほか、個性や役割に応じて自由に選択できるオー
プンセミナー・通信教育の充実、グループ会社間での相
互出向や公募制度など、さまざまな形で横断的な人財育
成を進めています。

グループ横断階層別研修の様子
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　ダイバーシティの推進にあたっては、社員一人ひとりの
能力が発揮され、いきいきと働き続けられる環境づくりが
不可欠だと考えています。ANAの「いきいき推進室」で
は、個々のライフスタイルや価値観を大切にしながら、
ワークとライフの相乗効果を生み出せる「ワーク・ライフ・
バランス」をANAグループ全体で推進しています。さま
ざまな制度整備とともに、業務を見直して労働時間を削減
する工夫の紹介、外部有識者によるセミナーを全国で開
催するなど、多様な働き方を認め合える風土づくりにも積
極的に取り組んでいます。

ワーク・ライフ・バランスの推進

◆多様な働き方や自己啓発を支援する環境づくり

●  留学やボランティアのための休職制度（わくわく
休職制度）

●  テレワーク（在宅勤務制度）の導入

●  配偶者海外転勤休職制度

●  エリア型（東京地域限定）総合職制度　など

◆育児

●  育児休職者対象セミナーの開催（2013年3月
期：年6回）

●  こども職場参観日（ANAきっずでい）の実施
（2013年3月期本社、羽田、乗員訓練センター・
大阪）

●  懐妊・育児休職制度は懐妊直後より取得可能、短
時間勤務や育児日（育児のための特別休暇）制度、
短日数勤務・部分就労型客室乗務員制度の導入
など

●  在宅保育サービス支援制度の充実

●  2013年3月期の懐妊休職者数は447名となっ
ています。

◆介護

●  介護休職などのほか、特別繰越休暇を介護事由
に使用可能（最大120日間）

●  介護セミナーの開催（羽田・成田）

● 「仕事と介護の両立に向けたサポート」についての
  NPO法人と契約、社員への紹介

●  2013年3月期の介護休暇取得者数は29名と
なっています。

ANAホールディングス株式会社

法政大学教授
宮城まり子氏の講演会の様子

ANAグループで働く女性のための
「キャリアデザイン講演会」開催
　2013年1月、ANAグループの女性社員がこれからの働き方、生き方を考え
るための社内講演会を開催しました。
　講演会では、ライフイベントを乗り越えて働き続けることの重要性や女性特有
のキャリア形成の問題点、育児を一人で抱え込まず、パートナーと協力して行う
ことなど、キャリアデザインのとらえ方を変えるヒン
トがたくさんありました。
　続いて、国際線に乗務しながら3人の子どもを育
てている客室乗務員や女性管理職も交え、仕事と子
育ての両立方法や周囲との協力体制についての質
疑に答えるトークセッションを行いました。終了後の
懇親会はグループ横断的に女性のネットワークを広
げる機会となりました。 講演後の懇親会の様子
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従業員とのかかわり

ES（Employee Satisfaction）向上に向けて
　ANAグループでは、社員があかるく元気にいきいきと
活躍することが、企業の成長と顧客満足につながると考
え、毎年、社員の仕事へ臨む想いや姿勢などを定点観測
する「社員満足度調査」を実施しています。10回目となる
2013年3月期は、海外雇用社員を含め、ANAグループ
49社の社員を対象に30,000人を超える回答を得ました
（回答率94.4%）。実施後は会社・部署ごとの調査結果表
を配布し、専門家による説明会とグループディスカッション
を実施、各職場でのコミュニケーションに活かしています。

ANAバーチャルハリウッド
　ANAバーチャルハリウッドプログラムは、大観衆を感動
させるハリウッド映画のように、お客様に感動を与える企
画の実現を目指したANAグループ社員による自発的提案
活動です。所属する会社や業務の枠を超えてアイデアに
共感する参加メンバーを募り、アイデアを練りあげて、担
当役員へ直接プレゼンテーションします。2004年にス
タートし、2013年3月期までに約580名のANAグルー
プ社員が本活動に参加しました。この活動を通して、「顧客
視点に立った新たな価値の創造」とともに、グループの一
体感や風通しのよさなどの「働きがいのある職場づくり」を
後押しし、グループ経営ビジョン実現を目指します。

「褒める文化」の定着に向けて
　ANAグループでは、お客様からの「お褒めの言葉」を広
く共有したり、互いの仕事や行動を認め合うことが、社員
一人ひとりの「ANAらしさ」をより一層引き出すことにつな
がると考え、右記の取り組みを行っています。

◆お客様からの声を届ける
給与明細書
　ANAでは2004年10月より、社員の
「給与明細書」の表紙に、お客様からいた
だいたお褒めやお礼の言葉を毎月掲載し
ています。受給時にあらためてお客様の
声を感じとるものとして、社員の発案によ
り始めました。

◆仲間の仕事を褒める
Good Job Card
　互いのよいところを見つけたら、それをカードに記入し
て手渡す「Good Job Card」を推進しています。想いを
形にして褒めるこ
とで、仲間を尊重
しあい、自信と誇り
を感じられる風土
づくりにつなげて
います。

表彰制度
　ANAグループにはさまざまな表彰制度があります。中
でも「ANAグループ社長賞」は、「ANAらしさ」の具現化
と、独自性と創造性あふれる企業文化の醸成を目的として
設けています。また、「WOW！賞」では、既存のしくみや価
値観にとらわれない自由な発想を通じて仲間に活力を与え
る社員や職場を表彰しています。2013年3月期は、成田
空港で国際線の出発時刻が大幅に遅れてお客様にご迷惑
をお掛けした際、搭乗ゲート前で軽食を提供する「ゲート前
バイキング」を実現させた事例が選ばれました。

ANA’s Wayの浸透・実践に向けたその他取り組み

お客様とANAグループ社員が制作した竹あかりで、阿蘇くま
もと空港を彩る「そらあかり」イベントを開催

社長賞を受賞した（株）ANAエアサービス東京、 （株）ANAケータ
リングサービス成田工場

給与明細書

Good Job Card

アニュアルレポート  2013
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基本的な考え方
　ANAグループでは「ANAグループ行動基準」において、
さまざまな人権問題の解決に向けてとるべき行動を全グ
ループ役職員に対して示しています。

推進体制
　「ANA人事部人権啓発室」に専任の担当者を配置し、人
権啓発活動について企画立案・実行しています。また、
ANA人事担当役員をトップとする「人権啓発推進委員会」
にて進捗状況を報告しています。

ヘルプライン
　セクハラ・パワハラなどの相談窓口として、社内「ヘルプ
ライン」を設置しています。派遣社員などを含むANAグ
ループの全役職員が相談可能で、相談者およびその関係
者のプライバシーは保護されるとともに、相談や事実関
係の確認に協力をしたことを理由に不利益な取り扱いを
行わないことが約束されています。また、外部委託機関
への相談窓口も設置しています。これら窓口の情報はポ
スターの社内掲示やシールの配布などを通して、従業員
に周知しています。

人権への取り組み

　2012年4月よりANA人事部に「グループ障がい者雇用
推進室」を立ちあげ、障がいのある方がやりがいを持って
働くことのできる場をより多くの職場の中に創出していく
支援をしています。2013年6月にはANAおよびグループ
適用認定会社の7社（うち、特例子会社2社）合算で、障が
い者雇用率2.07％となっています。

具体的な取り組み内容、目指すところ
　2013年3月期はグループ各社の障がい者雇用担当者
による横断的な会議を全4回実施、ANAグループの障が
い者雇用活動方針、関連する法律・制度などの基本的知識
を確認するとともに、各社の好事例を全体共有し、課題や
解決策についてディスカッションを行いました。また、雇用
促進に加えて、障がいへの正しい知識を持ち、社員同士の
交流と相互理解を深めることを目的とした「障がい者雇用
研修」も継続的に実施しています。

　今後もグループ全社が法定雇用率を達成・維持し、法令
改正などの環境変化に対応するためのスキーム整備を
行っていきます。また、施設設備およびサポート体制の充
実によって、就労環境のバリアフリー化を進めるとともに、
具体的にどのような配慮が必要なのかをグループ内で共
有し、対応強化を図っていきます。
http://ana-recruit.com/diversity/

障がい者雇用の推進

ANAグループ障がい者合同面接会を初開催
　グループ会社18社が参加する障がい者合同面接会を2013年3月に羽田空
港にて開催しました。当日は延べ224名の方々にご参加いただきました。ま
た、ANAグループに関する企業説明ブースを設け、障がいのある社員の就労
状況やANAグループの多種多様な職域を、障がい者の方だけでなく支援機関
などのご担当者へもご案内しました。
　今後も定期的に合同面接会を開催するとともに、障がい者就労環境の整備
をより一層進めるため、障がい者雇用推進室の主導の下、グループが一丸と
なって取り組んでいきます。 ANAグループの多種多様な職域を説明

ANAホールディングス株式会社

担当者間のディスカッションの様子

ANAグループの障がい者雇用
活動方針の説明
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従業員とのかかわり

安全衛生への取り組み
　「社員の安全と健康の確保、快適な職場環境づくりは、
企業活動の基盤である」との認識の下、全国の事業所に設
置した「安全衛生委員会」を中心とした自主的な活動を展開
しています。生活習慣病予防などは社員自身が前向きに取
り組み、行動を変えていくことが重要であると考え、セミ
ナーやウォークラリー、健康講話を各地で開催するなど、
社員の健康増進のためのきっかけづくりと、継続可能な環
境整備に精力的に取り組んでいます。

メンタルヘルスケア
　ANAでは、2006年より「ANA健康フロンティア宣言」
として健康増進策を推進し、メンタルヘルスのためのサ
ポートを拡充しています。2013年3月期にはインターネット
を活用した「メンタルヘルス向上プログラム」を全社員向
けに実施、月に一度ストレスチェックの結果に応じた学習
プログラムにて自らのストレス状況を把握し、ストレス耐性

　ANAおよび多くのグループ会社には、労働組合および
乗員組合が組織されています。
　「社員の働きがいの向上」や「社員の処遇、福利厚生、働
き方」などをテーマに労使協議を行い、経営上の課題や競
争環境に対する認識の共有化に向けて、日常的な情報・意
見交換も行いながら事業運営につなげています。また、身
近な職場環境や各事業所における課題についても協議を
行っています。これからも、社員、職場、労使間のコミュニ
ケーションをより強化し、相互信頼と相互協力の関係を築
きながら基本品質の向上を目指していきます。

を上げることでメンタル不調の予防に努めました。また、
新任管理職を対象に専門カウンセラーによるメンタルヘル
ス研修を継続実施したほか、産業医･保健師による面談、
社外専門機関によるカウンセリング機会を提供するなど、
社員および社員の家族が心の健康を守り保つための支援
をしています。

ゆとりと充実をもたらす福利厚生制度
　充実した人生を送るためには自分のライフステージを視
野に入れ、ライフプランをしっかりと立てることが必要との
考えの下、入社からセカンドライフに至るまで、社員一人
ひとりのライフシーンにゆとりと充実感をもたらすために
活用できる福利厚生制度「ANA WELFARE PLAN」を設
けています。「健康づくり」「資金づくり」「安心づくり」「暮ら
しの後押し」「余暇の充実」「セカンドライフ」というカテゴ
リーで、社員それぞれのライフスタイルに合わせて活用で
きるしくみとなっています。

従業員の安全・健康

労使関係

ANAグループ労働安全衛生方針

ANAグループは、労働安全衛生の維持向上で社員価値
の増大を実現します。

❶  労働災害の発生防止と社員の心とからだの健康の保
持増進を促進します。

❷  施策の展開とマネジメントシステム（PDCAサイクル）
の運用で改善を図ります。

❸  法令や規定を遵守し、労働安全衛生活動の周知を通
じて社員の意識を喚起します。

ANAの業務上災害発生状況
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労使合同復興支援活動（海岸林再生プロジェクト）
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ビジネスパートナーとのかかわり

　私たちは、ANAグループの品質を支えてくださる取
引先や協力会社をはじめ、提携航空会社、業界団体や各
種関係機関など、さまざまなビジネスパートナーとの信
頼関係を大切にしながら、相互の価値向上を目指してい
きたいと考えています。購買取引にあたっては、「ANAグ
ループ購買方針」に基づき、関連法規を遵守した公正公
平な取引の実施に向け、複数社参加の入札による合理的

　ANAグループでは、購買取引上のコンプライアンス強
化とコスト競争力の向上を目指し、グループ内における
購買手続きの統一化・標準化を進めています。新たな電
子購買システムを活用し、調達体制・手法・対象範囲を全
体把握したうえで抜本的な調達改革を行うとともに、その
重要性についてあらためて社内啓発しています。
　また、ANAグループの社会的責任として、自らの事業
活動のみならず、サプライチェーン全体（購入先、製造
元、委託先など）でCSR推進に取り組むことが求められて
いると認識しています。2013年4月より、ANAグルー

航空機や航空機部品の安全性追求
　ANAグループでは、お客様に信頼性の高い航空機に
安心してご搭乗いただくために、航空機や航空機を構成す
る部品の製造会社と連携して安全品質の向上を追求して
います。ANAグループによる、きめ細かな整備作業の過
程の中で発見されるさまざまな兆候について、部品製造
会社といち早く共有することで速やかな改善が図れ、部品
のさらなる信頼性向上を実現することが可能となります。
信頼性に徹底的に
こだわることは、
結果として整備コ
ストの削減にもつ
ながっています。

な調達を行っています。また、ANAグループではビジネ
スパートナーと協働して、高品質なサービス・商品の開発
を進めるほか、リサイクルを視野に入れた商品の採用な
ど、環境に配慮したさまざまな取り組みを行っています。
今後もパートナーシップを一層強化しながら、CSRの実
践を進めていきます。

プ購買方針における「サプライヤマネジメント方針」および
「CSRガイドライン」を整備し、ビジネスパートナー各社と
共有しました。このCSRガイドラインは社会的責任に関
する国際ガイダンス（ISO26000）を参考にしており、法
令遵守をはじめ、人権や労働管理、環境への配慮など、さ
まざまな項目から成り立っています。今後も本方針を重
視して購買取引先の採用を決定するとともに、採用後も
モニタリングアンケートを定期的に行い、取り組み状況を
確認するなど、関係各社の理解と協力が得られるよう積
極的に働きかけていきます。

ケータリング品質の向上
　ANAの機内食は、「食の安全」「味品質」「正確な搭載」の
3つの視点から、社内監査員やシェフなどのプロフェッショ
ナルが厳しくチェックをしています。海外各空港のケータ
リング会社については、この3つの視点に基づくANA独
自のポイント制度とお客様の声を合わせて毎年ランクづ
けを行い、1位・2位の会社を表彰しています。現在、この
表彰制度はANAの世界最高品質を支えるパートナーと
しての栄誉ある賞
としてケータリン
グ各社に定着し、
より一層の品質向
上へとつながって
います。

基本的な考え方

購買取引におけるCSR推進

ビジネスパートナーとの協働の取り組み事例

部品の信頼性向上に向けた整備点検の様子 中国・杭州LSG SKY CHEFS社の表彰式
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スターアライアンスにおける取り組み
　ANAが加盟するスターアライアンスは現在28社が加盟しており、
ネットワーク、空港でのシームレスサービス、マイレージプログラムを
三本柱にお客様満足の向上を目指しています。
　ANAもスターアライアンスに常駐スタッフを配置するとともに、
2010年より各社の役員クラスが集まる「アライアンスマネジメント
ボード（AMB）」の議長をANA取締役副社長が務め、全体品質の向上
をリードする役割を担っています。
　スターアライアンスが誕生して16年、ネットワーク規模を拡大し
続けてきましたが、航空業界の激しい競争環境の中でさらなる成長を
目指して変革を遂げ、アライアンスとしての付加価値をより一層高めるために、次の3点に重点を置いた活動を行っています。

スターアライアンス全体の品質向上に向けて
　AMB議長を務めるのは2期目ですが、文化も会社規模も異なるアライアンスメンバー28社と
ともに、いかに成果を生み出していくか難しさを感じる場面もあります。しかし、「顧客ニーズを
とらえる」という考え方は、言葉や文化を超えて普遍的なものであり、私たちが目指すべきことは
基本品質の向上であると各社メンバーに繰り返し語り、スターアライアンス全体で改善策を進め
てきました。
　「顧客ニーズに応えるための地道で継続的な活動」は、これまでANAグループが生き残りをか
けて取り組んできたことです。日本人ならではの顧客への心配りは世界共通の感動につながり、
この重要性について説くことは日本人議長だからできることだと考えています。
　今後もANAは日本マーケットでホームキャリアとしての責任を果たしながら、スターアライアンス全体の競争力向上に貢献して
いきたいと思います。また、アライアンスのメリットをしっかり認識しつつも、一方でジョイントベンチャーをはじめとした新たな
戦略にも積極的に取り組み、グローバルマーケットにおける存在感を高め、成長を果たしていきます。

全日本空輸株式会社
取締役副社長
岡田 圭介

① 基本品質の向上
　スルーチェックイン成功率の向上など、スターアライアンス
としてお客様に約束していることを確実に実行するため、メン
バー各社がスタンダードを遵守したサービスを提供するべく原
点に立ち返り、基本品質のKPI達成に向けたサーベイの実施
や改善活動に取り組んでいます。

② ロンドン・ヒースロー空港における利便性向上
　スターアライアンスの空港プロダクトの考え方に、「Move 
Under One Roof (同じターミナルへの集結)」があります。

2014年6月、ロンドン・ヒースロー空港の新ターミナルの共用
開始に向け、お客様の利便性を追求したシームレストラベルの
環境を整備するとともに、カウンターの共同使用など運航コス
トの抑制に向けた調整を進めています。

③ 新ガバナンスの定着
　2013年1月からガバナンスルールを改定し、意思決定プ
ロセスをシンプル化することで、アライアンスとして取り組む
べき課題に集中できる体制に変更しています。

ロンドン・ヒースロー空港の新ターミナルをPRする各社CEO
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　東日本大震災以降、訪日旅客数が激減し、日本全体のビ
ジネスや観光をいかに振興するかが大きな課題となってい
ました。ANAグループでも、航空会社にできる取り組みと
してあらためて日本の魅力を海外に広く発信するととも
に、訪日旅行がしやすい環境づくりを進めてきました。
2012年6月には、海外居住のお客様を対象として、どの
航空会社で訪日しても、全国内線区間1区間10,500円
（税込）でご利用いただくことができる新運賃の設定などを
行っています。
　また、日本の文化や目的地としての魅力を海外目線・リ
アル・イマドキという視点で掘り下げ、世界へ発信していく
需要喚起プロジェクト「IS JAPAN COOL?」にも注力して
きました。このプロジェクトでは、伝統から最先端、自然か
らテクノロジーまで、多種多様な日本の魅力を専用Web
サイトで紹介、「KAWAII」「COSPLAY」といった海外から
の注目が高いテーマに基づいた情報発信が人気を呼び、
現在、世界中の多くのユーザーとの双方向コミュニケー
ションツールとなっています。

　ANAグループは東京2020オリンピック・パラリンピッ
ク招致オフィシャルエアラインとなりました。「IS JAPAN 
COOL?」の掲載動画は招致委員会による国際誘致ＰＲ
フィルムとしても活用されています。これからも招致委員
会の活動を全力でサポートして、2020年東京招致を実現
させるなど、日本に元気と希望を与える活動に積極的に
取り組んでいきます。

訪日需要喚起に向けた取り組み

社会とのかかわり

　ANAグループでは、グループ行動指針（ＡＮＡ'sＷａｙ）
「誠実かつ公正に、よりよい社会に貢献します」の下、事
業を通して、グループの強みを活かせる地域社会への貢
献に積極的に取り組んでいます。

　また、事業のみならず、ボランティアの社員による社会
貢献活動も推進しており、NGO・NPOや行政などとも連
携しながら、地域の方々との交流を大切にしたさまざま
な取り組みをグループ全体で行っています。

基本的な考え方

貨物事業を通じた地域産業への貢献
　沖縄貨物ハブ事業は、ANAグループの貨物事業戦略と沖縄県が推進する「国際物流拠点形成」構想が一致し実現したもので、
2012年10月で設立3周年を迎えました。
　アジアの中心に位置する沖縄の地理的優位性を活かし、那覇空港をベースに日本（羽田・成田・関空）とアジアの主要都市（ソウ
ル・上海・台北・香港・バンコク）を深夜・早朝の時間帯で運航する、ハブ＆スポーク方式のネットワークで事業を展開しています。
　ハブ稼働開始前と比較し、沖縄県産品の輸出量が約50倍に増加
するなど、日本各地の果物・野菜・生鮮品・農産品の販路拡大やその他
ハイテク製品を含めたジャパンブランドの発信拠点としての機能・役
割を果たしています。さらには、那覇空港周辺に企業誘致を進め、航
空物流産業が形成されたことにより、雇用の創出をはじめとした地元
経済の発展に貢献しています。
　今後も成長を続けるアジア地域の主要マーケットをダイレクトで結
ぶハブネットワークを最大限活用し、航空貨物事業を通じてアジアと
日本の産業の発展に取り組んでいきます。 沖縄貨物ハブを利用した深夜便

「IS JAPAN COOL?」Webサイト
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福島における具体的な取り組み
　東日本大震災以降、ANAグループでは事業を通じた
被災地の復興支援、東北の地域活性に継続的に取り組ん
できました。福島では、2012年6月1日より、福島 -伊
丹線の定期便を新規就航し、福島を中心とした観光やビ
ジネスの振興を応援しています。また、福島県が舞台と
なる「八重の桜」を復興のシンボルとした「八重の桜ラッ
ピングジェット」を就航したり、機内誌や機内エンターテイ
メント番組にて福島県の美しい自然・伝統文化・特産品を
紹介することで、日本全国の就航地の方々やお客様の福
島への関心を高める働きかけを行っています。全日空商
事（株）では、通信販売サイト「ANAショッピングastyle」
において、福島をはじめとした東北地方の食材や特産品
を積極的にアピールするとともに、その売り上げの一部
で福島県の小中学校にプレゼントを贈っています。

　ボランティア活動としても、ANAグループの社員が中
心となってさまざまな活動を福島で展開しています。震
災以降毎年実施している「ひまわりを咲かそうプロジェク
ト」では、福島空港を訪れる方々を大輪の花と笑顔でお出
迎えしようと、地元福島の方々と協働して、空から見える
ハート型のひまわり畑を作っています。また、2013年3
月には前述のラッピングジェットでチャーターフライトを
行い、他県より多くの方に福島に来ていただくとともに、
福島県内の子供たちとそのご家族をご招待し、空の旅の
ひとときをお楽しみいただきました。
　今後もANAグループでは、事業活動とボランティア活
動の双方を通して、福島県の魅力や東北復興の歩みを発
信し、風評被害の払拭と地域の皆様の元気につながる活
動を続けていきます。

東日本大震災による被災地の支援

「八重の桜ラッピングジェット」

福島の特産品をPRする
通信販売サイト
「ANAショッピングastyle」

福島空港での「ひまわりを咲かそうプロジェクト」
「八重の桜ラッピングジェット」初便セレモニーでの
福島県副知事への寄贈
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　航空運送事業を中核とするANAグループは、公共交
通機関としての事業活動に伴うCO2排出などにより、地
球環境に大きな負荷をかけています。これを謙虚に自覚
することを原点とし、持続可能な社会の創造に貢献する
ために資源とエネルギーを大切に使うなど、率先して環
境保全を進めています。また、多くのお客様をはじめ、
ステークホルダーの方々と「地球を想う心」を分かち合う
ために、環境コミュニケーション活動にも積極的に取り
組んでいます。
　1974年、社長の諮問機関として「環境対策委員会」を
設置、1992年から環境報告書を発行開始するなど、長年

の環境課題への積極的取り組みが認められ、2008年に
は環境省より航空業界、運輸業界として第1号の「エコ・
ファースト企業」に認定さ
れました。
　今後もステークホルダー
の皆様のご協力の下、地球
環境と共生し続ける企業
グループとして、先進的か
つ着実な活動に取り組んで
いきます。

基本的な考え方

　ANAグループでは「環境
リーディング・エアライン」を
目指して、1999年環境行
動計画「21世紀アクション
プラン」を皮切りに、中期期
間ごとに具体的な目標値を
掲げながらCO2削減を中心
とした包括的な環境保全活
動を進めてきました。2013
年3月期からは、よりグロー
バルな観点から環境課題に

取り組むために、新たな地球温暖化対策の国際的枠組み
が策定される年とされる2020年を次のターゲットに見据

えた、ANAグループ2012-20中長期環境計画「ANA 
FLY ECO 2020」をスタートさせました。目標値の設定に
あたっては、IATA（国際航空運送協会）が航空業界世界目
標として定めたグローバル水準を考慮し、ANAグループ
が特に注力すべき課題であるCO2削減などの地球温暖化
対策をより強化していきます。また、バイオ燃料の期間内
本格使用開始に向けた検討や、省資源化の促進、地域の
環境貢献活動の推進など、多岐にわたる目標を掲げてい
ます。目標達成には、日々の地道な取り組みが必要不可
欠であるため、社員一人ひとりが日常業務の中で環境保
全を意識し、一丸となって取り組める企業風土づくりも進
めていきます。

ANAグループ中長期環境計画
「ANA FLY ECO 2020」

環境リーディング・エアラインを目指して
　IATAでは新環境ビジョン「Vision for the Future」において、2020年までの間に毎年、
燃料効率を平均1.5％、累計で17％向上するなどの目標を掲げています。また、目標達成の
ための具体策としては、「代替燃料の開発を含む技術の革新」「燃料効率を高めるオペレー
ション」「航空路や管制、空港インフラの整備と改善」「国際的枠組みによる経済的手法」を4本
柱とする航空業界の自主行動計画「4-Pillar Strategy（4本柱戦略）」を策定しています。
　ANAグループはこのIATAの目標と4本柱戦略を自らの目標と環境計画に連動させるこ
とで、地球規模での温暖化対策の枠組みにおいて一翼を担っています。今後も政府やICAO
（国際民間航空機関）、IATAなどの国際機関・団体をはじめとするさまざまなステークホル
ダーと密接に協力し、持続可能で豊かな地球環境を目指した取り組みを続けていきます。

ANA FLY ECO 2020ポスター

IATA事務総長 トニー・タイラー氏と
全日本空輸株式会社 代表取締役社長 
篠辺 修

ANAホールディングス株式会社

環境への取り組み
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項　目 目　標 2013年3月期の実績
地球温暖化対策 航空機燃料に

よるCO2排出量
の低減

【単位当たり目標】
2021年3月期の有償輸送トンキロ当たりCO2排
出量（国内線・国際線合計）を、2006年3月期比で
20%削減

2006年3月期比12.2%削減まで進捗しました。国内線・国際線ネット
ワークの拡充、便数の増加により、国内線・国際線合計で排出量は
909万トン（前期比+8.3%）となりましたが、有償輸送トンキロ当たり
では1.08kg-CO2（前期比0.05kg-CO2低減）となっています。

【総量目標】
国内線2013年3月期～2021年3月期のCO2排
出量を年平均440万トン以内に抑制

年平均目標440万トンを下回る436万トンとなりました。国内線ネット
ワークの拡充、便数の増加などに伴い、前期比では増加しています。

事業所使用
エネルギーの
削減

全事業所計年1%削減（改正省エネルギー法への
対応）

ANAグループ全事業所の総エネルギー（原油換算）消費量は、原単位
当たり1%削減の目標を達成し、改正省エネルギー法の要件をクリアし
ました。システムによる事業所エネルギーの一元管理を継続しながら、
今後もさまざまな省エネルギー活動を進めていきます。

バイオ航空燃料
の導入

バイオ航空燃料の計画期間内本格使用開始に向
けた検討

2012年4月、15%バイオ燃料混合燃料を搭載したボーイング787
型機にて、米国シアトルから羽田空港へのデリバリーフライトを実施。
ANAグループとして初のバイオ燃料フライトであり、バイオ燃料搭載
機による世界初の太平洋横断フライトとなりました。

大気汚染対策 航空機の排出
ガス基準適合

リース機を含め全機ICAO排出ガス基準に適合 全機基準に適合。

低公害車の導入 ハイブリッド車・電気自動車など、低公害車の積極
導入と、バイオ燃料使用の検討

従来の整備工場などにおける構内作業車への電気自動車の導入に加
え、空港内の地上ハンドリング・サービス用業務車両にも電気自動車の
導入を開始しました（2013年3月期では羽田空港4台、成田空港2台）。

騒音対策 リース機を含め全機ICAO騒音基準チャプター4に
適合

全機基準に適合。

省資源化の促進 廃棄物削減、営業用紙含めペーパーレスの推進
機内誌などのクローズド・リサイクルをはじめとす
る3R活動の促進

廃棄物量は全体で前期比2.5%減少しました。
紙類の総使用量は前期並みとなりましたが、OAコピー用紙については
ペーパーレス化を進め、前期比13.7%の削減となりました。

地域の環境貢献活動の推進 地域・社会に新たな価値を提供し、貢献できる持続
可能な森づくり

宮城県・南三陸町にて「ANAこころの森」と名づけた森づくり活動を開
始。地元森林組合の協力を得て、ANAグループの社員ボランティアも
参加させていただきながら間伐作業を行いました。また、間伐材を利用
したノベルティグッズなどを地元工場で製作いただくことで、地域活性
化を応援しています。

「チーム美らサンゴ」によるサンゴ再生プロジェクト
を通した環境啓発活動の強化

長年の功績が認められ、「農林水産大臣賞」を受賞、天皇皇后両陛下から
お手渡しいただいたサンゴの記念植えつけを行いました。また、春2回・
秋2回サンゴ植えつけを行い、ダイバー・ノンダイバーのボランティア
など計181名が参加、地元の方々や旅行者が参加する啓発イベントなど
も開催しました。

「ANA FLY ECO 2020」の目標と実績
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ANAグループの航空機燃料によるCO2排出量目標と実績
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　ANAグループが排出するCO2の約98%は航空機の
飛行および動力・電力を得るために燃料を燃焼させるこ
とで発生しています。運航面や地上など各分野において
さまざまな工夫を重ねることにより、CO2削減および燃
料節減を着実に進めています。

機材分野
◆環境性能の高い新型機材の積極的導入
　燃料消費を削減し、CO2の発生を抑制する最も有効な
方法は、燃料効率のよい新型航空機を導入することで
す。最新テクノロジ－を駆使したエンジンを採用し、翼型
などの改善により空気抵抗を減少させ、複合材料などで
重量軽減されたボーイング787型機に続き、三菱航空機
製MRJについても、世界のエアラインの中で初めての発
注会社となり25機導入予定です。今後も環境負荷の低い
最新鋭機を積極的に活用していきます。

◆代替航空燃料の開発支援
　植物や廃食用油から精製されるバイオ燃料は、石油代替
燃料として開発・実用化に期待が寄せられています。ANA
グループは、2012年4月17日ボーイング787型機7号
機納入の際、米国シアトルから羽田空港へのデリバリーフ
ライトで、廃食用油由来バイオ燃料を15％混合した燃料を
使用し、世界で初めてバイオ燃料による太平洋横断飛行を
実現しました。2020年までの本格的な使用開始を目指し、
バイオ燃料開発企業への投資や研究グループへの参画を
通して、開発支援に積極的に取り組んでいきます。

環境負荷低減に向けた取り組み

 東京～札幌間の1座席当たりのCO2排出量比較

ボーイング787-8型機
（2011年11月より就航）

ボーイング777-300型機

ボーイング777-200型機

エアバスA320-200型機

ボーイング747-400型機

ボーイング767-300型機

（kg-CO2）
ボーイング
767-300型機
の約20%減
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※  国際線（飛行距離9,260km、満席）で計算した場合
（ただし、B737-700INT、A320INTは5,556km）
※ ■は退役済みの航空機

※ 国内線（飛行距離926km、満席）で計算した場合
※ ■は退役済みの航空機

ANAホールディングス株式会社
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運航分野
◆省エネ降下方式の促進
　降下開始点から水平飛行することなく、最終進入開始
点まで最少のエンジン推力で連続的に降下していく連続
降下到着方式と呼ばれる運航方式は、CO2削減、騒音低
減に効果があります。関西国際空港で深夜早朝時間帯に
運用を開始し、関係機関と協力しつつ順次対象空港を拡
大中です。

◆着陸後の逆噴射抑制と片側エンジン停止での地上走行
　着陸の際、安全が確保できることを前提に逆噴射を抑
制し、エンジン出力を増加させずCO2排出を削減すると
ともに、騒音低減も図っています。また、着陸後の地上走
行時、片側のエンジンを停止する運用を行うことでCO2

を削減しています。これらは、空港、気象条件、路面状況、
航空機の状態、管制塔からの指示などの要件を機長が総
合的に判断して実施しています。

地上での取り組み
◆エンジンの洗浄
　エンジンは使用につれて、そのコンプレッサー（空気圧
縮器）部分に微小な塵が付着し、エンジンの燃費を悪くし
ます。エンジン内部の圧縮器部分の塵を定期的に水洗除
去することによりエンジン性能を回復させ、燃費改善・
CO2削減に努めています。

◆地上ハンドリング用電気自動車の導入促進
　ANAグループでは全国の空港で低公害車の積極的導
入を進めており、2013年3月期末までに地上ハンドリン
グ・サービス用業務車両として、羽田空港に4台、成田空港
に2台の電気自動車を導入しました。これは年間で合計約
10トンのCO2削減効果となります。

◆航空機給水量の削減
　機内に搭載する湯沸し用の上水は、国際線・国内線とも
路線に応じて給水量を見直し、フライトの軽量化を促進し
ています。また、羽田空港においては到着後、搭載水の
残りを機体整備工場の清掃やトイレ用の中水として再利
用しています。

◆機内搭載品の軽量化
　運航機材そのものの軽量化に加え、機内搭載する各ア
イテムの小型化・軽量化、搭載数の削減に取り組むことも
燃費向上に貢献します。「Sky Shop」（機内ショッピングカ
タログ）の紙質変更・ページ数削減などにより1冊当たり
15gの軽量化を進めた
ほか、食器・グラスなど
の軽量化や予備搭載物
品の見直しといった細
やかな改善の積み重ね
により、1機当たり合計
約62kgの軽量化を実
現しています。

環境への取り組み

国際線ファーストクラスの軽量化食器

地上ハンドリング用電気自動車

▶省エネ降下方式のイメージ図

省エネ降下方式：
エンジン推力を下げたまま
継続的に降下する

一般的な降下方式：
エンジン推力を
水平飛行時に上げる

着陸滑走路

アニュアルレポート  2013
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森づくり
　ANAグループでは、国内空港周辺の森づくり活動に取り
組んでいます。
　2013年3月期は宮城県・南三陸町「ANAこころの森」、
広島空港「アサヒの森」、新千歳空港「らんこしの森」で、森づ
くり活動を行いました。また、公益財団法人オイスカの「海
岸林再生プロジェクト10カ年計画」に参画し、クロマツの苗
を育てる活動にも取り組んでいます。
　また、森づくりや環境生態系の保全について学ぶ「青空
塾」も開催しました。

◆宮城県・南三陸町「ANAこころの森」での森づくり活動
　2012年7月には、「ANAこころの森」と称し、宮城県・南
三陸町にて森づくり活動をスタートさせました。
　ボランティア社員が地元の皆様とともに枝打ち作業な
ど森林整備を行っています。また、森づくり活動の過程で
産出される間伐材を活用し、フロンティアジャパン（株）南三
陸町工場でANA機内販売商品やノベルティグッズを製作
しています。2013年3月実施の「e-f l ight2013」では、
「ANAこころの森」の間伐材を使用したグッズをカーボン・
オフセット付き商品として、国際線・国内線の機内で販売し
ました。
　南三陸町で間伐材グッズを作り、活用するというサイク
ルを構築することで、地域産業の活性化や雇用促進の一助
になればと考えています。

◆ 公益財団法人オイスカ「海岸林再生プロジェクト
10カ年計画」への支援

　東日本大震災による津波の影響を受け、東北沿岸の海岸
林は壊滅状態となりました。海岸林は、飛砂防備や防風な
ど海岸地域の「防災林」として地域の生活環境の保全に重要
な役割を果たしていました。その喪失によって東北沿岸部
における塩害は日々深刻化しています。
　ANAグループは長期的な復興支援活動の一環として、
公益財団法人オイスカが発表した「海岸林再生プロジェクト 
10カ年計画」の活動趣旨に賛同し、この活動を支援・参画し
ています。

環境貢献活動

広島空港「アサヒの森」での森づくり活動

ANAホールディングス株式会社

ボランティア社員に
よる「ANAこころの
森」での森づくり活動

育苗場で育つクロマツの苗
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　2011年の本プロジェクト開始時より、寄付や募金活動、
広報活動に加えて、ANAグループのボランティア社員を
中心としたさまざまな活動を行ってきました。2013年4月
19日、20日には、宮城県名取市にあるオイスカ第一育苗
場にて、オイスカのスタッフや地元農家の方々の指導の下、
ほかのボランティアの方とともに約70,000本のクロマツ
の植え替え作業を行いました。
　今後も海岸林のある美しい風景を次世代に残すべく、
長期的な支援を続けていきます。

サンゴの海の再生
◆サンゴ再生プロジェクト「チーム美らサンゴ」
　沖縄県・恩納村海域には、かつて美しいサンゴが広がって
いました。しかしながら、オニヒトデの食害や赤土の流入、
海水温の上昇に伴う白化現象により、サンゴが激減してい
ます。美しいサンゴの海を復活させるため、ANAが発起人
となり、2004年に沖縄県内外の企業が集まってサンゴ
再生プロジェクト「チーム美らサンゴ」を結成しました。
　チーム美らサンゴでは、年4回程度、春と秋に広く一般
から参加者を募り、陸上施設で養殖したサンゴの苗の植え
つけを行っています。ボランティアダイバーの手による植
えつけ作業のほか、ダイビングライセンスを持っていない
方には苗づくりをしていただくなど、幅広く多くの方に参加
していただけるようなプログラムも設定しています。これ
までに、延べ2,000名以上のボランティアが参加し、植え
つけたサンゴの産卵も確認できました。

　また2012年10月には、地元恩納村の子どもたちに自
分たちの海で起こっていることに関心を持ち、環境保全に
ついて親子で語り合う機会を持っていただきたいとの趣旨
から、ANAインターコンチネンタルホテル万座ビーチリ
ゾートにて、「美らサンゴまつり」を開催。サンゴや美ら海に
ついて楽しく学んでいただけるプログラムを提供しました。
約200名の来場者が集まる中、タレントのさかなクンを招
き、トークショーや魚クイズなどを通して、沖縄の海の現状
を楽しみながら学んでいただきました。
　2012年11月17日、18日に開催された「第32回全国
豊かな海づくり大会」では、その長年にわたる環境保全活
動の功績が認められ、農林水産大臣賞（漁場・環境保全部
門）を受賞しました。ANAグループは、今年で結成10年
目を迎えたこの活動を通じ、「美ら海を大切にする心」をより
多くの方と共有していきたいと考えています。

環境への取り組み

アニュアルレポート  2013

サンゴを植えつけるボランティアダイバー
「美らサンゴまつり」の様子

「第32回全国豊かな海づくり大会」
天皇陛下よりサンゴのお手渡し

クロマツ植え替え作業の様子

チーム美らサンゴ ホームページ：
http://www.tyurasango.com/

※ これまでの取り組み内容につきましては、Webサイトをご参照ください
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ANAカーボン・オフセット・プログラム
　ANAグループは、お客様とともに
取り組む環境貢献活動の一環として
「ANAカーボン・オフセット・プログラ
ム」を2009年10月1日から国内線
全便でスタートしています。このプ
ログラムは、国内線ご利用の際に排

出されるCO2（二酸化炭素）を吸収するために必要な森づ
くりの資金を、お客様から任意にご提供いただき、CO2

排出量をオフセット（相殺）しようという取り組みです。オ
フセットしていただいた料金は、一般社団法人more 
treesを通して、日本の森を育て、地球の温暖化防止に
貢献するために、役立てています。
　お客様ご自身の排出量を路線ごとに算出し、クレジット
カード決済で、過去にさかのぼってのオフセットや、今後
の予定に合わせて事前にオフセットを行うなど、気づいた
時にいつでも気軽にご参加いただけます。

空の上から地球を考える「e-flight2013」
　2013年3月、地球環境についてお
客様とともに考える環境コミュニケー
ション活動「e-fl ight（イーフライト）｣
を実施しました。
　「ANAこころの森」の間伐材を使
い、地元の方々によって製作された

ANAオリジナルグッズを「カーボンオフセット付き商品」
として国内線・国際線全路線で販売し、お客様が買い物を
通して、航空機利用により排出されるCO2を手軽にオフ
セットしていただく機会を提供しました。
　また、仙台の海岸林再生や沖縄のサンゴ再生といった
ANAグループが支援する環境保全活動に、マイルの寄
付を通じてご参加いただきました。

◆ANAオリジナルピンバッジ
　（国内線2013年3月1日～31日）
オフセット実績 総額 2,776,576円 
⇒ 約348トンのCO2削減
　オフセット代金は、一般社団法人more treesを通じ
て、岩手県住田町の森づくりに役立てました。

◆ANAオリジナルパズル
　（ 国際線2013年3月1日～4月30日）
オフセット実績 総額 266,700円 
⇒ 約165トンのCO2削減
　オフセット代金は、一般社団法人more treesを通じ
て、フィリピン・キリノ州の植林活動に役立てました。

◆環境サポートマイル（2013年3月1日～30日）
　東北海岸林再生マイル
　参加実績 154口（462,000マイル＝462,000円）
　公益財団法人オイスカによる「海岸林再生10カ年計画」
にて、津波被害にあった海岸林の並ぶ美しい風景を被災
地の方々自らが苗木を育てて再生する活動に寄付させて
いただきました。

　サンゴ再生プロジェクトマイル
　参加実績 105口（315,000マイル＝315,000円）
　オニヒトデの食害や赤土の流出、海水温の上昇に伴う
白化現象により、壊滅的な状況にある沖縄県・恩納村の
サンゴを甦らせる「サンゴ再生プロジェクト」の活動へ寄付
させていただきました。

環境コミュニケーション

間伐材を活用したANAオリジナルピンバッジとパズル
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環境への取り組み

アニュアルレポート  2013

使用済み自動車などの適正処分の全国ネットワーク
　ANAグループでは全国で約4,000台の車両を使用し
ています。その多くは特殊な車両であるため、処分には運
搬手段や処分能力などの点で種々の困難が伴います。
　これらの使用済み自動車などの処分をもれなく適正か
つ効率的に行い、廃棄物処理法および2005年4月より施
行された自動車リサイクル法のいずれにも対応できるよう
に、全国ネットワークを作りました。
　これは、北海道、東北・関東、北陸、関西・中部、中国、四
国、九州および沖縄の各地域で十分な能力と信用ある運

搬業者と処分工場を選定し、これを拠点としてその地域内
の空港からの使用済み自動車などを適正かつ効率的に処
分するしくみです。
　2013年3月期は、このネットワークを通じて、全国の空
港で使用した203台の車両を「廃棄物処理法」に沿って、
適切に処分しました。また、これにより金属屑約187トン
を再資源化しています。

 適用される法律名
 1 特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）
 2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）
 3 自動車リサイクル法
 4 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律（オゾン層保護法）
 5 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律（フロン回収・破壊法）
 6 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
 7 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（PRTR法）
 8 エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）
 9 大気汚染防止法
 10 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法（自動車NOx・PM法）
 11 水質汚濁防止法
 12 下水道法
 13 浄化槽法
 14 騒音規制法
 15 振動規制法
 16 悪臭防止法
 17 工場立地法
 18 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律（公害防止組織整備法）
 19 毒物及び劇物取締法
 20 容器包装等リサイクル法
 21 建設リサイクル法
 22 建築物における衛生的環境の確保に関する法律
 23 食品リサイクル法　　など

▶適用される主な環境関連の法律

環境関係の法令の適用を受ける事業所
　ANAグループでは、航空機はもとより自動車整備工
場、機内清掃サービスなど多岐にわたった業種に携わっ
ており、廃棄物処理法をはじめとして、1事業所当たり平
均7件程度の適用を受けています。
　環境法令変更などにも適切に対応し、2013年3月期
においても環境に関する事故や法令による罰則の適用は
ありませんでした。

環境コンプライアンス

成田整備地区
2002年取得

ISO 14001認証

（株）ANAケータリングサービス
2007年取得

スカイビルサービス（株）
2009年取得

成田整備地区

ISOISO 1414001001認証認証

（株）ANAケ リ グサ ビ カイビルサ ビ （株）
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▶ICAO離着陸サイクル

大気汚染と航空のかかわり
　ANAグループの事業と大気汚染とのかかわりは、（1）
航空機からの排出ガス、（2）地上用車両からの排出ガスな
どが主たるものです。航空機からの排出ガスについては、
国際民間航空機関（ICAO）の排出基準として、ICAO条
約第16付属書に、航空機の離着陸を模擬したLTOサイ
クルでエンジンを運転した際に排出されるNOx（窒素酸
化物）、HC（炭化水素）、CO（一酸化炭素）、SN（煙濃度）
の単位推力当たりの排出ガス量を規制しています。
　国内の航空法にも、｢航空機の発動機の排出物基準｣と
して航空法施行規則の附属書第3に定められています。

　着陸時の高度3,000フィートから、離陸上昇時の高度3,000フィートまでを離
着陸サイクルとして、エンジンをこの条件で運転し、各排出量を計測するもので
す。
　エンジンテスト条件は下表の出力状態および作動時間が条件となっています。

 出力状態 定格出力（%） 作動時間（分）
 離陸 100 0.7
 上昇 85 2.2
 降下 30 4.0
 地上滑走 7 26.0

排気ガスの少ない航空機の導入
　ANAは航空機から有害排気ガスを減らす最も効果的
な方法として、改良型の新型エンジンを装備した最新鋭
機を積極的に導入してきました。ANAグループが保有す
る航空機のエンジンは、すべてICAO条約第16付属書の
排出基準をクリアしています。

   ANAグループ ANAグループ
   （千トン） 前期比（％）
 NOx（窒素酸化物） 0.67 5.2
 HC（炭化水素） 0.07 ‐1.5
 CO（一酸化炭素） 0.48 ‐1.4

燃料投棄について
　航空機の不具合や急病人の発生により予定外の着陸を
する場合、もし航空機重量が着陸限界を超えていれば安
全のために重量を減らす必要があります。このため、やむ
をえず燃料を投棄しなければなりません。空港などにより
投棄場所や高度が指定されており、市街地域を避けて洋
上などで行われます。高々度で投棄された燃料は霧状と
なって拡散されるため、地上への直接的な影響はありま
せん。2013年3月期は、計3回、約244キロリットルの
燃料投棄が、日本列島東海岸沖太平洋上で発生しました。

大気汚染対策
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3,000フィート

上昇

降下

離陸

地上走行

▶エンジンからの排出ガス量（2013年3月期）
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航空機の水洗と排水処理
　羽田空港および成田空港では、夜間に航空機の水洗を
実施しています。2013年3月期のANAグループの水洗
実施回数・使用水量ともに前期並みとなりました。作業後
の水は、空港内の排水処理施設にて適正に処理した後、
排水しています。

防雪・防氷剤の環境対策
　航空機は安全のために、翼や動翼、胴体など雪氷が付
着したままでは離陸できません。出発前には、お湯や圧
縮空気（乾雪の場合）で雪を吹き飛ばし、続いて防雪・防氷
剤を塗布しています。ANAグループでは1996年以降、
この防雪・防氷剤をプロピレングリコール（PRTR法適用外
の材料）に全面転換していますが、さらなる環境対策とし
て、2007年秋から非食物系の植物由来バイオグリセリン
を原料とする「フィーバースノーAG」の開発をメーカーと
ともに進めています。
　「フィーバースノーAG」は、使用しきれず空港外へ流出
した場合でも、バクテリアによって分解される際に発生す
るCO2の排出量は、原料である植物が吸収していたCO2

を再び放出したものととらえられ、ゼロとカウントされま
す。また、地球温暖化への影響が少なく、水棲生物への
毒性を示すBOD/COD値も、従来使用している石油由
来のものと比較して低減されています。

▶ＡＮＡグループで使用した主な第一種指定化学物質（2013年3月期）
  指定化学物質 用途  CAS No.※ 特記

 1 メチルエチルケトン（MEK） 洗浄剤 78-93-3 ̶

 2 トリブチルホスフェート 動翼・着陸装置などの作動油 126-73-8 SKYDROL500B4

 3 トルエン ペイントなどの希釈剤 108-88-3 揮発成分の少ない塗料を選定している

※ 化学物質特定に係る国際的標準番号
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■使用水量（左軸）　   実施回数（右軸）

PRTR（環境汚染化学物質排出・移動登録）法への対応
　ANAグループでは当該物質の正確な把握と確実な法
定届け出を行うよう、購入品目と数量、成分および出庫量
を関連づけてデータベース化し、一元的に管理していま
す。また、グループ会社での全体の情報も集約できるよ
うに、組織連携を強化してきました。2013年3月期の排
出・移動量は、19,932㎏となりました。前期より4,248㎏
減少していますが、大型機材（B777など）の全面塗装機
数の減少によるものです。

ペイント剥離剤のジクロロメタンについては、非メチレン
クロライド系剥離剤を導入したことで前期並みの実績とな
りました。引き続き、環境への負荷を考慮した適切な作業
の実施、指定有害物質を含まない代替材料や技術研究な
ど、改善を進めていきます。

化学物質使用の削減



96 ANAホールディングス株式会社

200720062005 20092008 2010 201320122011 （3月期）
0

2,000

1,600

1,200

800

400

0

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

■防・除雪氷液使用量（左軸）　   実施回数（右軸）

内際の防雪・防氷の実施回数と防・除雪氷液の使用量

（㎘） （回）

▶ICAO Annex 16/チャプター4 基準（ANAG Fleet）

チャプター3/3 測定点の余裕値合計（EPNdB）
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　近年、航空機騒音の軽減に対する要求は強くなってお
り、飛行方式・航空機材の改善に向けた継続的な努力によ
り、地上の皆様や機上のお客様への騒音低減が図られて
います。ANAグループが保有する全機についてICAO
騒音基準のうち、最も厳しいチャプター4基準に適合して
います。下のグラフは各機種の騒音基準値からの余裕度
を示しています（右上に行くほど、静かな航空機というこ

騒音対策

航空機の外装ペイント作業におけるPRTR物質や
揮発性ガスの排出削減
　ANAグループでは、水質・土壌汚染対応として2009
年3月から国内工場で実施する機体の塗装剥離作業に
（PRTR法適用外の環境にやさしい材料の）「非メチレンク
ロライド系中性剥離剤」を導入しています。さらに、海外
工場の一部でも導入しており、順次拡大する計画です。
　また、2005年3月期から塗料メーカーと進めてきた、
クロムを含まない低VOC（揮発性有機化合物）型中塗剤
の開発は、2010年3月期に最終試作品が完成し、実機の
一部に試験塗装を実施しました。現在、実運用評価は良
好で、塗装試験範囲を拡大・評価しつつ導入に向けて努力
を続けています。
　なお、上塗剤については2003年3月期から揮発性ガ
スの発生が少ない「低VOC外装塗料」を導入し、すでに
全機対応を完了しています。

とができます）。ANAが世界に先駆けて導入した最新鋭
ボーイング787型機は、エンジンのシェブロン（ギザギザ
形）ノズル、新素材などの最新技術を積極的に採用した結
果、格段の騒音低減を実現した航空機であることが、この
グラフからもわかります。

航空機材の改善
　航空機の騒音を低減する静穏化技術実証機試験プログ
ラムに参画し、ANAのボーイング777-300ER型機を使用
した試験飛行と効果を基に、騒音の発生源（機体およびエン
ジン）の改良、航空機性能の改善に協力しました。
　以下に、実施ならびに検討中の騒音軽減策の例を紹介
します。

吸音面積の拡大例

鋸歯状排気ノズルの例

　また、防雪・防氷剤の使用量そのものを減らすため作業
改善に努めていますが、2012-13冬季は前期と同様に北
海道・東北の降雪量が多かったことから前期並みになり
ました。
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 方式 概要
 離陸

 着陸

 離着陸

通常より高い高度(3,000フィート)まで離陸上
昇を継続し、高騒音を極力空港地域内に収める
とともに、住居地域での高度を確保し騒音を抑
制する。 

フラップと脚を下げるタイミングを遅くし、機体の空気抵抗を減らして、必要なエンジン推力を減らし、
騒音を抑制する。

最終着陸時使用するフラップ角を小さくセットし、機体の空気抵抗を減らして、必要なエンジン推力を減ら
し、騒音を抑制する。

滑走路の一方に居住地域がない場合、風向、
風速から可能な限り、その方向で離着陸を行う。 

空港周辺（低高度）で旋回などにより、居住地を
極力迂回したり、河川上の経路を選択する。 

非精密進入において、FMSのVNAV機能を使用
し降下する方法。極力空港近くまで高高度を維
持し、その後連続的に降下するため、エンジン推
力の変化を抑え、騒音軽減を図ることができる。
燃料節減効果もある。 

空港周辺でRNAV/LLZを利用し、経路短縮とともに居住地を避けて飛行する。深夜帯の羽田では木更津
（陸上）を通らず、海上でショートカットして着陸進入する。

※1.  FMS: Flight Management System。飛行条件に応じて最適な速度や航路を計算し、これに基づきエンジン出力調整や操縦などの飛行管理を自動的に行う装置
※2. VNAV: Vertical Navigation。あらかじめ登録された降下経路情報により、一定の降下角での進入を可能とする機能
※3. RNAV（広域航法）: Area Navigation。航空保安無線施設や衛星ならびに自蔵航法機器を利用して自機の位置を算出し、任意の経路を飛行する航法
※4. LLZ: Localizer。着陸時に、滑走路の中心から左右のずれを航空機に対して電波で示すシステム

▶ANAが実施している主な騒音軽減運航方式

飛行方式の改善
　地上に与える騒音影響を少なくするよう、種々の飛行方式を工夫しています。

滑走路

通常のコース

住居地域

滑走路
住居地域

海
住居地域

滑走路

河川

住居地域

着陸滑走路

通常のコース

住居地域

急上昇方式

ディレイドフラップ進入方式

低フラップ角着陸方式

優先滑走路方式

優先飛行経路方式

FMS※1のVNAV※2機能を
利用した連続降下方式

RNAV※3/LLZ※4飛行方式
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ANAグループの3R活動
　ANAグループでは、機内・空港内や事業所で発生した
廃棄物を再び活用していく、省資源・リサイクル活動を推
進しています。

◆機内・空港内およびグループ内での
　「クローズド・リサイクル」の促進
　機内・空港内やグループ内事務所で発生する廃棄物
を、再び機内・空港内や自社・グループ内で活用していく
クローズド・リサイクルに努めています。
　事業所で発生した使用済みOA紙を再生紙として活用
するほか、使用後不要になった機内誌などを回収し、再
び時刻表や事務用封筒、名刺などに再生させ、全国の事
業所で使用しています。

省資源化への取り組み

機内誌（左）と機内誌からリサイクルした時刻表（右）

 航空機整備  航空機の重心測定方法の変更（搭載済み燃料を廃棄せず
に測定）

   超高圧水でエンジン部品を洗浄して洗浄剤の使用量を
削減

   航空機エンジン部品、修理用アルミ端材などを希少金属
としてリサイクル

 航空機内 国際線機内から出るごみ（ビン、缶）を分別回収
 航空貨物部門  貨物防水・防塵用ビニールシートを固形燃料、ごみ袋とし

てリサイクル
 地上施設・設備 雨水と厨房排水処理水（中水）の利用
  空港内で使用した自動車などを金属素材としてリサイクル

◆その他の取り組み

◆制服のリサイクル
　客室乗務員・地上係員や運航乗務員の使用済み制服
を、元の繊維状態に戻して、自動車の吸音材として再利
用しています。
　なお、制服自体もペットボトルなどからのリサイクル素
材でできています。

◆お客様手荷物梱包用ポリ袋のリユース・リサイクル
　2010年9月より羽
田空港において、お
客様の手荷物やベ
ビー・カーなどを梱包
するために使用して
いたポリ袋のリユー
ス・リサイクルを行っ
ており、他空港にも拡
大中です。

羽田空港での梱包用ポリ袋回収
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主要環境データ

単位
ANAグループ
合計

オゾン層破壊 フロン（航空機） 全排出量 kg 0 
ハロン kg 45.2 

水資源 水資源の消費（建物での使用）合計 万トン 63.9
自然生態系破壊 水質汚染 廃水処理（建物での使用）量 万トン 17.3

航空機防除氷液の使用量 kℓ 1,761
有害物質 PCB（ポリ塩化ビフェニル）保管量 トン 14.7

地球温暖化 森林破壊 紙の使用量 紙の使用量 トン 5,409
エネルギー エネルギー消費（原油換算） 総計 原油万kℓ 355

航空機エネルギー（原油換算）消費 原油万kℓ 349
地上エネルギー（原油換算）消費 原油万kℓ 6.25
航空機 燃料消費 万kℓ 368.8
消費量（提供座席キロ当たり） L/100ASK 3.76

大気汚染 全保有数 航空機 機 226
自動車 台 4,154
低公害車保有割合 % 26.3

CO2（二酸化炭素）排出量 総計 万トン-CO2 920
航空機（総排出量） 万トン-CO2 909
航空機排出量（提供座席キロ当たり） kg-CO2/RTK 1.08
地上設備・自動車（総排出量） 万トン-CO2 10.8

NOx（窒素酸化物）  （航空機のLTOサイクル※での排出量） 万トン-NOx 0.67
HC（炭化水素）  （航空機のLTOサイクル※での排出量） 万トン-HC 0.07
CO（一酸化炭素）  （航空機のLTOサイクル※での排出量） 万トン-CO 0.48
上空投棄 燃料:航空機 総投棄量 kℓ 244

回数 回 3
廃棄物 廃棄物 排出量 総計 万トン 2.30

機内ごみ・し尿ごみ 合計 万トン 1.78
 （地上）全廃棄物合計 万トン 0.52

上記のデータは、2013年3月期におけるANAおよび連結子会社の一部（航空輸送、航空機整備、グランドハンドリング、ケータリング、車両整備、ビル管理など）の環境に
かかわるものを集計したものです。なお、連結子会社の一部データは集計に含まれていません。
※ ICAOの定める離発着標準モデル

▶2013年3月期環境データ一覧

　環境に関する2013年3月期のデータをまとめました。ANAグループが環境や社会に及ぼしている影響について、
数値やグラフでご報告します。

ANAグループ環境データ
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年間エネルギー消費の内訳
（機体への電力供給含む）
（２０１3年３月期）
（原油換算： %） 地上エネルギー 2

航空機エネルギー
98

地上エネルギー消費の内訳
（２０１3年３月期）
（%）

施設用燃料 6

熱 11

ガス 2

電力 81

4.5万
原油kℓ

地上エネルギー消費量
　震災後の電力不足のため、徹底した節電や省エネ対策
を継続してきましたが、旅客ターミナルのサービス時間延
長などで総量では101%に増加しましたが、原単位につ
いては前期比で1%の削減を達成することができました。

廃棄物の排出量
　ANAグループ全体での廃棄物排出量は、23,073トン
で、前期と比較し若干減少しています。全体比率としては
航空機系のごみが約80%を占め、その中でもし尿の割合
が非常に大きなウェイトを占めています。
　また、地上系のごみの中で占める割合では、廃棄プラ
スチックが30％を超えていますが、燃料（RPF）へのリサ
イクルや熱エネルギーとして可能な限りリサイクルに努
めています。その他のごみについても3R活動に積極的
に取り組むことで再資源化の推進を行っていきます。

訓練センター地区
エンジンメンテナンスビル

（テストセルを含む）
羽田ターミナル地区

成田ターミナル地区

機体メンテナンスビル（羽田）

ANAケータリングサービス（川崎）

コンポーネントメンテナンスビル

機体メンテナンスビル（成田）

10,310

4,809

3,326

4,586

3,254

3,077

1,556

1,356

主要事業所のエネルギー消費量
（原油換算： kℓ）

4,0000 8,000 12,000

主要事業所のエネルギー消費量の推移
（原油換算： kℓ）

2009 2010 2011 2012 2013

　訓練センター地区    　エンジンメンテナンスビル（テストセルを含む）
　羽田ターミナル地区 　　成田ターミナル地区
　機体メンテナンスビル（羽田）    　ANAケータリングサービス（川崎）   　
　コンポーネントメンテナンスビル    　機体メンテナンスビル（成田）

10,000

6,000

4,000

12,000

2,000

0

23.6 23.5
21.2

23.6

廃棄物の排出量の推移
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0

（千トン）
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一般廃棄物（航空機系）      一般廃棄物（地上系）
産業廃棄物

17.2

3.5
2.9 2.4

3.8

17.3 14.9

3.8
2.5 3.7

17.6

2.4
23.0

2013

2.7

17.8

2.5
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環境への取り組み
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廃棄物の内訳
（２０１3年３月期）
（%）

一般廃棄物（地上系）12

産業廃棄物（一般+特別）11

機内ごみ 14
航空機汚水 63

23,073
トン

産業廃棄物の内訳
（２０１3年３月期）
（%）

廃油 8

廃酸 1
廃アルカリ 6

動植物性残さ 10

木くず 6

汚泥 18金属くず 18

廃プラスチック 32

その他 1

2,418
トン

紙の消費量
　ANAグループ全体では、5,409トンの消費実績となり
ました。旅行パンフレット・機内誌発行数増加などにより、
前期比では約27トン増加しています。引き続きOA用紙
などを含めて削減に向けて努力していきます。

自動車保有台数
　ANAグループ全体で、4,154台（リース車両を含む）
の自動車を運行しています。低公害・低排出ガス車の保
有数は108台増加し、1,093台となりました。また、空
港内の航空機整備工場や貨物倉庫（上屋）などでの屋内
作業用車として、小型牽引車、フォークリフトなどに電気
自動車の採用を全国の空港で進めてきました。さらに、
空港地区全体が活動場所となる屋外での地上ハンドリン
グ業務用車両への電気自動車の導入を、2012年3月よ
り成田空港を皮切りに、続いて羽田空港においても進め、
2013年3月期までに成田空港で2台、羽田空港で4台
を導入しました。これら6台の車両を1年間運用すること
で、約10トンのCO2が削減できると算定しています。

自動車保有台数の推移

5,000

3,000

2,000

1,000

0

4,000

（台）

2009 2010 2011 2012 2013

車両総台数      低公害・低排出ガス車
（3月期）

3,429

669

3,520

794

3,693

883 985

3,978

1,093

4,154

低公害・低排出ガス車の内訳
（２０１3年３月期）
（%）

電気自動車※ 24

ガソリン／軽油 
低排出ガス車 74

ハイブリッド車 2 1,093台
8.9

7.3

5.8 5.4

紙の使用量の推移
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（千トン）

2009 2010 2011 2012

旅行パンフレット 時刻表 機内誌『翼の王国』
カレンダー 航空券 OAコピー用紙
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0.4

0.4
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0.4
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1.1 1.1
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1.7

1.1 1.1
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2013

2.5

0.3
0.2
0.41.2

0.8
※ 電気自動車24%には、電動フォークリフトなどを含む
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基本的な考え方
　ANAグループでは、企業価値の継続的な向上を実
現するために「経営の透明性」を維持し、「ステークホル
ダーへの説明責任」を確実に果たしていくコーポレー
ト・ガバナンス（企業統治）の構築が必要であると考えて
います。

会社の機関の内容
　ANAグループは、競争力を十分に発揮できる経営体
制が不可欠であるとの考えの下、2013年4月より持株
会社制へ移行しました。
　ANAホールディングス株式会社（以下、当社）は、取締
役10名、監査役5名という経営体制をとっています。
　当社の取締役会では、グループ全体の経営方針と目
標を定めるとともに、各事業会社における業務執行を監
督する役割を担っています。取締役会は、取締役会長が
議長を務め、社外取締役3名を含む取締役全員に加え、
社外監査役3名を含む監査役5名も参加して開催してい
ます。また、当社は監査役設置会社の形態を採用してお

り、取締役会と監査役により、取締役の職務執行の監督
および監査を行っています。さらに、社外取締役の選任
をはじめとする取締役会の監督機能の強化、常勤の社外
監査役の選任などによる監査役の監査機能の強化を
図っています。
　加えて、案件をより迅速かつ詳細に審議するため常勤
取締役、常勤監査役ほかをメンバーとする「グループ経
営戦略会議」を設置し、取締役会の補完的な役割を持た
せています。また、持株会社制の下、各事業会社には経
験豊かで高い専門性を有する人材を取締役などとして
配置し、事業会社運営についての権限委譲を行い、機能
的で効果的な業務執行を行っています。CSRの最高意
思決定機関としては、社長総括の下、常勤取締役および
常勤監査役で構成される「CSR推進会議」を設置してい
るほか、その下部組織として「CSR推進委員会」を設置し
ています。
　取締役の報酬について、その決定プロセスの透明性を
高め、公正かつ適切な報酬体系を構築することを目的に、
2011年2月、社外取締役を含む社外有識者が過半数を
占める「報酬諮問委員会」を設置しました。

監査役室

株主総会

各事業会社

選任／解任

報告 報告

選任／解任 選任／解任

選任／解任
監督

指示／監督

会計監査

監査

報告

報告 報告

グループ
監査部

内部監査

取締役会
取締役10名

（うち社外取締役3名）

代表取締役
社  長 CSR推進会議

CSR推進委員会

グループ経営戦略会議

会計監査人

監査役

監査役会
監査役5名

（うち社外監査役3名）

▶ANAホールディングス株式会社 コーポレート・ガバナンス体制

（2013年7月1日現在）

コーポレート・ガバナンス

ANAホールディングス株式会社
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　このほか、ANAグループの経営について意見やアド
バイスを率直かつ自由に述べていただくために、各界の
識者7名をメンバーとする「経営諮問委員会」を設置して
います。

内部統制システムおよび
リスク管理体制などの整備状況
　ANAグループにおける内部統制システムは、企業会
計審議会で定義づけられたものを採用しており、「業務の
有効性および効率性」「財務報告の信頼性」「事業活動に
かかわる法令などの遵守」「資産の保全」の4つを目的と
して、内部に構築しています。具体的には「リスクマネジ
メント」「コンプライアンス」「内部監査」の推進をその実
現手段としてとらえ、CSR推進委員会やグループ監査部
を柱とする内部統制システムを構築しています。
　また、「財務報告に係る内部統制報告制度」に対しては、
「ANAグループ財務報告に係る内部統制規程」に基づ
き、内部統制の整備・運用ならびに評価を継続して実施
しており、当期においてもグループ全体における内部統
制の有効性を確認しています。

リスクマネジメント
　ANAグループにおけるリスク管理に関する基本事項
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」の下、CSR推進委員会をはじめ、委員会の事務局
であるグループ総務・CSR部およびグループ法務部と、
グループ各社・各部署に配置されたCSRプロモーション
オフィサー、CSRプロモーションリーダーによって、リス
ク管理活動を推進する体制を構築しています。CSR プロ
モーションリーダーは、各社・各部署におけるリスク管理
の推進者として、リスク対策を計画的に実施するととも
に、危機発生時には委員会や事務局と連携しながら迅速
に危機対応にあたる役割を担っています。また、CSR推
進委員会には、リスクマネジメント部会のほか、情報セ
キュリティ部会、安全保障輸出管理部会など、専門性の
あるリスクに特化した部会が設置されており、新型イン
フルエンザ対応など個別リスクに対しては、委員会の付
託を受けて部会において対応を図る体制としています。

　また、ANAグループを取り巻くさまざまな事業リスク
に対しては、予防的な観点から、事前の準備や統制を図
ることを目的とした「リスク管理」と、実際にリスクが顕在
化した場合に迅速かつ適切に対応する「危機管理」との、
2つの側面から体制構築に取り組んでいます。
　予防的観点からの「リスク管理」については、リスクの
極小化を目的としたリスクマネジメントサイクル（リスク
の洗い出し→分析→評価→管理・対策の検討と実施→モ
ニタリング）を構築し、グループ全体を対象に取り組みを
行っています。当期においては、前期に引き続き、各部
門、グループ各社の国内・海外の各事業所において洗い
出した重要なリスクへの対応について、対策の進捗度や
効果、達成レベルなどの協議を行い、活動結果の最終評
価を実施しました。また同時に、今期も「リスクの洗い出
し」を再度行うとともに、CSR推進会議などの経営会議体
にて報告を行っています。情報セキュリティ分野において
は、CSA（Control Self Assessment：情報セキュリティ
に関する自己点検）を社内イントラネットを設置している
すべての部署に対して実施したほか、全役職員を対象に
情報セキュリティに関するルールの定着と維持を図るた
め、eラーニングによる啓発を計4回行いました。
　万一の事態に備える「危機管理」の側面では、損害の
極小化を図るとともに、原因を調査究明し、将来の安全
かつ安定的な事業運営の確保を目指し、具体的なマニュ
アルに基づき対応する体制を構築しています。ANAグ
ループの航空機の運航に直接影響する事象への対応に
ついては、「ERM（Emergency Response Manual）」
にて定め、その他の危機（システム障害、情報漏洩、不
祥事、外部要因によるリスクなど）への対応については
「CMM（Crisis Management Manual）」にて規定し
ています。事故・ハイジャックについては、毎年定期的に
実践的な演習・訓練を実施しており、危機発生時の「社員
安否確認」体制構築についても、グループ全体で推進し
ています。

コンプライアンス
　ANAグループにおける事業活動に係る法令、またそ
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

アニュアルレポート  2013
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を構築しています。CSR推進委員会の下、当社およびグ
ループ会社に配置されたCSRプロモーションリーダーを
牽引役として、ANAグループ全体におけるコンプライ
アンス体制の強化を行っています。
　当期の取り組みとしては、航空運送にかかわる法令・独
占禁止法・労働法をはじめとした各種法令にかかわる知
識付与のほか、「ANAグループ行動基準」について解説
したDVD教材やeラーニングによる教育・啓発を実施し
ました。
　内部通報制度の整備に関しては、「ANAグループ内部
通報取扱規則」を制定し、社内および社外（弁護士事務
所）に通報窓口を設置し、コンプライアンスにかかわる情
報の把握に努めています。

公正な競争・取引の徹底
　ANAグループが引き続きグローバルな業務展開を
進めていく中では、各国の競争法に抵触した場合のリ
スクの重大さを認識し、日々の業務を遂行する必要が
あります。

　現在、社内ルールとして「競争法コンプライアンス規
則」が制定されており、当該規則に具体的事例を交えて
解説した「ANAグループカルテル防止ハンドブック」を関
連部署に配布しています。ハンドブックの配布にとどまら
ず、関連部署における担当者への定期的な教育やeラー
ニングを実施することで、公正な競争・取引の徹底を図っ
ています。また、関連部署から情報提供を受ける窓口を
設けることで、個々の会合や情報交換などに潜むリスク
を最小化できる体制を整えています。
　競争法以外においても、営業・販売に関する各種法令
に則った公正な競争・取引を行うべく、景品表示法や下
請法のほか、契約実務に関するセミナーを開催し、担当
者の関連知識の習熟に努めています。

知的財産の保護
　ANAグループでは、知的財産権の創造・保護・活用を
図り、また他社の知的財産権を尊重し、侵害することの
ないよう、体制の整備に取り組んでいます。ANAホール
ディングスのグループ法務部を知的財産権に関する対応

グループ監査部

チーフCSRプロモーションオフィサー
（グループ総務・CSR部／グループ法務部担当役員）

グループ総務・CSR部／
グループ法務部（事務局）

CSRプロモーションオフィサー・リーダー
（各社・各部署のCSR推進者）

情報セキュリティ部会

安全保障輸出管理部会

リスクマネジメント部会
CSR推進委員会

内部統制システム

取締役会

社  長

CSR推進会議

▶ANAホールディングス株式会社 内部統制システム

ANAホールディングス株式会社
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の主管窓口としており、CSRプロモーションリーダーを
対象に、知的財産権の保護に関する教育を実施していま
す。そのほか、ニュースレターの配信などを通じて事例
紹介や情報発信を定期的に行い、グループ全役職員の
意識啓発に努めていきます。

内部監査および監査役監査、
会計監査の状況
　内部監査は、社長直属のグループ監査部が当社およ
びグループ会社に対する業務監査、会計監査および金
融商品取引法における「財務報告に係る内部統制の報告
制度」に対応した評価活動を実施しています。監査は年
度計画に基づき実施する定例監査と、経営層の意向など
に基づき実施する非定例監査があり、定例監査は当社の
各部署およびグループ会社に対するリスク分析に基づ
き、独立・客観的な立場から監査を行っています。当期に
おいてはグループ経営計画と部門活動計画の整合性と
部門運営管理を重点監査項目とし、本社部門、現業部
門、海外事業所などを中心に約20事業所の監査を実施
しました。なお、監査結果は毎月社長へ報告し、監査役
にも四半期ごとに報告しています。
　監査役監査は、5名の監査役（うち3名は社外監査役）
が実施しています。金融機関出身で常勤の社外監査役を
中心に、業務に精通した常勤監査役、独立性の高い社外
監査役の体制で行っています。各監査役は事業所の業務
監査、子会社調査を実施し、監査役会へ報告し、代表取
締役へは報告のうえ、意見交換を実施しています。また、
グループ監査部、監査法人と四半期に1回、情報・意見
交換を行い監査の充実を図っています。なお、監査役監
査を補佐するために、監査役直属の監査役室を設置し、
社長直属のグループ監査部や監査法人と連携を取り、
監査体制を強化しています。
　会計監査は、新日本有限責任監査法人が当社ならび
にグループ会社に対して、会社法と金融商品取引法に基
づく監査を実施しています。監査結果は経営層と監査役
会に報告しています。

▶監査に従事する会計士
 公認会計士の氏名等 所属する監査法人

   岡　　研三 

  業務執行社員 神尾　忠彦 新日本有限責任監査法人

  丸山　高雄 

※ 同監査法人はすでに自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に
 一定期間を超えて関与することのないように措置をとっています

　監査業務にかかわる補助者は、公認会計士21名、その
他20名です。

社外取締役および社外監査役
社外取締役
　当社ではコーポレート・ガバナンス強化の一環として、
当社社業から独立した立場より当社の経営に適切な助言
をいただくことで、経営体制がさらに強化できると判断
し、社外取締役の選任を行っています。社外取締役は森
詳介氏、山本亜土氏、小林いずみ氏の3名で、各氏の選
任理由は、森氏は公共性の高い事業における経営者とし
ての経験と幅広い識見を活かして、山本氏は運輸業界に
おける経営者としての経験と幅広い識見を活かして、小
林氏は民間金融機関および国際開発金融機関の代表と
しての経験と幅広い識見を活かして、それぞれ当社経営
に適切な助言をいただくことで、当社経営体制をさらに
強化できると判断したためです。
　森氏は関西電力（株）の代表取締役会長ですが、同社と
当社との間には、電力需要者としての通常の取引はあり
ますが特別の利害関係はありません。
　山本氏は名古屋鉄道（株）の代表取締役社長ですが、
同社と当社との間には、特別の利害関係はありません。
なお、同社は当社の実質筆頭株主ですが、主要株主では
なく、その保有比率は5％未満です。また、同社および
同社グループ企業数社と当社グループとの間には、航空
券販売の受委託に関する取引などがあります。
　小林氏と当社との間には、特別の利害関係はありま
せん。
　なお、各氏は取締役会に出席し、豊富な経験や識見を
活かして、適宜必要な発言を行っています。また、取締
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役会以外においても必要に応じて代表取締役との意見
交換を実施し、適宜必要な助言を行っています。

社外監査役
　社外監査役は大川澄人氏、松尾新吾氏、近藤龍夫氏
の3名です。
　大川氏は政策金融機関の代表であったことから、松尾
氏および近藤氏は公共性の高い事業における経営者で
あることから、豊富な経験と幅広い識見を活かして、当
社監査体制がさらに強化できると判断し、社外監査役と
して選任しています。
　また、大川氏は、常勤監査役として取締役会、監査役
会、グループ経営戦略会議などに出席するとともに、内
外の事業所・部門の往査を実施しています。松尾氏およ
び近藤氏は、取締役会、監査役会に出席するとともに、
代表取締役との意見交換を実施しています。
　大川氏、松尾氏、近藤氏と当社との間には、特別の利
害関係はありません。松尾氏が相談役を務める九州電力
（株）、および近藤氏が相談役を務める北海道電力（株）と
当社との間には、電力需要者としての通常の取引はあり
ますが、特別の利害関係はありません。
　社外監査役は、他の監査役とともに内部統制部門なら
びに監査法人と必要に応じて適宜情報および意見交換を
実施し、監査の充実を図っています。
　なお、2013年3月末時点において、大川氏が過去に
在籍した（株）日本政策投資銀行からの借入残高がありま
すが、これは過去に「緊急対応等支援制度」による緊急融
資を受けたことによるものであり、これまで滞りなく約定
どおりの弁済を行ってきています。

独立役員の状況
　当社では、社外取締役の森氏、山本氏、小林氏と、社
外監査役の大川氏、松尾氏、近藤氏の6名を独立役員と
して東京証券取引所に届出を行っています。

▶各会議体の開催状況
　当期に行った各会議体の開催状況は、以下のとおり
です。

 取締役会 12回

 監査役会 11回

 経営諮問委員会 4回

 グループ経営戦略会議 49回

 CSR推進会議 3回

 リスクマネジメント委員会 3回

 コンプライアンス委員会 2回

※  2013年4月より、リスクマネジメント委員会とコンプライアンス委員会を
統合し、CSR推進委員会として開催

役員報酬および監査報酬
　取締役の報酬の決定にあたっては、次の事項を基本方
針としています。

1. 報酬に対する透明性・公正性・客観性を確保するとと
 もに、その役割と責任に値する報酬水準を設定する。

2. 経営戦略に基づく業績連動報酬の導入により、経営
 目標達成に対するインセンティブを強化する。

3. 中長期的な企業価値の向上を図り、株主の皆様と利益
 を共有できる報酬体系を目指す。

　
　上記方針に基づき、社外取締役、社外有識者が過半数
を占める報酬諮問委員会において、外部専門機関に依
頼・調査した他社水準を考慮しつつ、当社の報酬体系お
よびその水準を設定しています。
　また、社外取締役の報酬は、固定報酬（月額報酬）のみ
としています。
　監査役の報酬は、その役割を考慮し、優秀な人材を登
用・確保するための固定報酬（月額報酬）で構成していま
す。報酬の水準は、外部専門機関に依頼・調査した他社
水準を考慮し決定しています。
　なお、退職慰労金制度は、2004年に廃止しています。
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▶取締役および監査役への報酬
 支給人員 2013年3月期
  支給額

 取締役 16名 624百万円
 （うち社外取締役） （2名） （21百万円）

 監査役 6名 104百万円
 （うち社外監査役） （3名） （46百万円）

 合計 22名 728百万円

※ 2013年3月31日現在の取締役は16名（うち社外取締役2名）、監査役は
 5名 （うち社外監査役3名）です

▶監査報酬の内容等
 監査公認会計士等に対する報酬の内容

 監査証明業務に基づく報酬 ............................  123百万円

 非監査業務に基づく報酬 ..................................  23百万円

株主総会と決議の状況
　当社では、電磁的方法により議決権の行使をできるよ
うにしており、インターネットや携帯電話からの行使に加
え、機関投資家の方は、（株）ＩＣＪが運営する議決権電子
行使プラットフォーム経由での行使もできるようにしてい
ます。
　また、招集通知などの書類に加え、株主総会の様子に
ついても、株主総会終了後に当社ホームページにて動画
配信を行っています。
http://www.anahd.co.jp/investors/

▶決議事項
　2013年6月27日開催の当社第68回定時株主総会
において、以下のとおり決議されました。

第1号議案  剰余金処分の件
　本件は原案どおり承認可決され、期末配当金は1株に
つき４円となりました。

第2号議案  取締役10名選任の件
　本件は原案どおり承認可決され、取締役に大橋 洋治、
伊東 信一郎、片野坂 真哉、竹村 滋幸、丸山 芳範、殿

元 清司、篠辺 修、森 詳介、山本 亜土、小林 いずみの
各氏が選任され、小林 いずみ氏を除く9名が本総会終
了後直ちに就任し、小林 いずみ氏は7月1日に就任いた
しました。

第3号議案  監査役1名選任の件
　本件は原案どおり承認可決され、監査役に近藤 龍夫
氏が選任され、本総会終了後直ちに就任いたしました。

情報開示についての考え方
　透明性の高い経営体制を確立し、ステークホルダーの
皆様に対する説明責任を果たすためには、重要な会社情
報や当社の事業活動を理解するうえで有用な情報を、常
にステークホルダーの皆様の視点に立って迅速、正確か
つ公平に開示することが重要です。当社では、有価証券
上場規程に則り、証券取引所を通じて適時開示を行うほ
か、報道機関や当社ホームページなどを活用し、より多
くの情報をステークホルダーの皆様に提供できるよう努
めています。なお、当社Webサイト上では、決算短信・
有価証券報告書・四半期報告書のほか、株式情報・財務
データ・月次輸送実績などを掲載しています。また、決算
説明会の動画や音声の配信も行っています。
http://www.anahd.co.jp/investors/

株主・投資家とのコミュニケーションの強化
　当社では、株主・投資家の皆様との積極的なコミュニ
ケーションを図るための活動に注力しています。
　具体的には、個人株主および個人投資家の皆様向け
に、全国各地にて説明会を年度を通じて開催していま
す。アナリスト・機関投資家の皆様との対話については、
四半期ごとの決算発表時に説明会もしくは電話会議を
実施するとともに、必要に応じて中期経営戦略の説明会
も行っています。加えて、個別ミーティングについても、
積極的に行っています。また、海外の機関投資家の皆様
との間では定期的に海外 IRを実施（主に北米、欧州、香
港、シンガポール）しています。

コーポレート・ガバナンス
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 百万円      千米ドル（注2）
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2013
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 13.3
 4.4
 0.8
 7.0
 0.8
 17.4
 29,098
 
 
 658,762
 60,648
 38,454
 44,486
 63.4
 10.9
 17.1
 
 210,735
 25,190
 19,191
 4,116
 76.2
 8.4
 11.0
 
 29,515
 422,397
 
 50,089
 234,417

 1,217,596
 1,183,242
 34,354
 98,590
 35,221
 24,756
 89,793
 (95,882)
 82,867
 (6,089)
 64,236
 147,644
 
 1,565,106
 1,031,713
 206,557
 825,156
 150,086
 
 16.14
 97.66
 3.00
 1,533,368
 
 2.8
 2.0
 2.7
 18.2
 9.6
 6.9
 0.8
 4.1
 1.0
 18.6
 28,870
 
 
 644,861
 63,148
 38,857
 44,784
 61.5
 10.2
 16.6
 
 176,956
 24,626
 16,950
 3,301
 68.8
 7.2
 10.4
 
 26,670
 414,406
 
 43,205
 220,476

 1,215,909
 1,218,506
 (2,597)
 59,255
 (54,821)
 (28,256)
 85,952
 (52,478)
 (63,364)
 33,474
 61,852
 129,863
 
 1,442,573
 945,395
 83,916
 861,479
 121,954
 
 (18.42)
 79.57
 —
 1,533,940
 
 (0.2)
 (2.3)
 0.3
 (21.7)
 8.5
 7.8
 0.8
 3.8
 1.1
 —
 28,907
 
 
 646,854
 62,565
 40,388
 47,133
 64.6
 10.3
 16.0
 
 185,481
 25,974
 18,719
 3,784
 72.1
 7.1
 9.9
 
 24,330
 383,583
 
 40,393
 195,669

 15,774,385 
 14,670,430 
 1,103,955 
 2,421,509 
 753,599 
 458,692 
 1,841,531 
 (3,548,580)
 898,979 
 (1,707,049)
 1,317,554 
 1,730,483 

 22,724,529 
 9,538,904 
 1,516,225 
 8,022,679 
 8,152,440 

 0.14 
 2.32 
 0.04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 7,080,999

 3,703,551

 342,700

 920,669 
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  2013 2012 2011
従業員数（人）*1  13,731 12,768 12,848
従業員平均年齢（歳）*1  38.0 38.3 38.6
平均勤続年数（年）*1  12.2 12.5 12.7
海外雇用社員（従業員数に含む）（人）*1  1,504 1,381 1,322
女性従業員比率（%）*2  51.3 50.3 50.9
女性管理職比率（%）*2  9.8 9.4 8.2
懐妊育児休職制度利用者（人）  447 409 349
介護休職制度利用者（人）  29 19 23
障がい者雇用率（%）*3  2.07 1.89 1.90
*1. 各期末現在
*2. 各年4月1日現在
*3.  各年6月1日現在
ANAおよびグループ適用認定会社の合算値
2011-12年：計6社（うち、特例子会社2社）、2013年：計7社（うち、同2社）

  2013 2012 2011
「お客様の声」レポート件数（件）  73,213 71,108 72,370
 内際別構成比     
  国内線比率（%）  51.2 55.5 55.1
  国際線比率（%）  35.9 33.3 33.3
  その他（%）  12.9 11.2 11.6
 レポート種別構成比     
  ご意見・ご要望デスク（%）  33.9 32.8 34.6
  客室（%）  27.8 27.6 30.3
  販売（%）  21.6 23.3 21.0
  空港（%）  16.7 16.3 14.1

人事関連データ（ANA）

お客様関連データ

3月31日に終了した1年間

内

レ

国
国
そ
ポ
ご
客
販
空

ANAホールディングス株式会社

「お客様の声」レポート内訳
（２０１3年３月期）
（%）

ご意見・
ご要望
デスク

33

空港
17

客室
28

販売
22

内際別構成比
（２０１3年３月期）
（%）

国内
51国際

36

その他
13

声の種類別構成比
（２０１3年３月期）
（%）

お叱り
36

その他
12

お褒め
21

要望・意見
31
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2013年3月31日現在

大株主

    発行済株式
   所有株式数 総数に対する
   （千株） 所有株式数の割合
名古屋鉄道株式会社 72,949 2.07%
日本トラスティ・サービス
   信託銀行株式会社(信託口) 71,127 2.02%
日本マスタートラスト
   信託銀行株式会社(信託口) 58,380 1.66%
SSBT OD05 OMNIBUS 
   ACCOUNT - TREATY CLIENTS 49,368 1.40%
東京海上日動火災保険株式会社 40,397 1.15%
日本トラスティ・サービス
   信託銀行株式会社(信託口１) 35,822 1.02%
日本トラスティ・サービス
   信託銀行株式会社(信託口６) 34,805 0.99%
全日空社員持株会 34,321 0.98%
日本トラスティ・サービス
   信託銀行株式会社(信託口３) 32,739 0.93%
三井住友海上火災保険株式会社 30,770 0.88%
（注） 千株未満の株数は切り捨てて表示しています

株価・出来高推移
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1,000,000
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(円) (千株)
株価（左軸）  　株式売買高（右軸）

21.50 44.43

20.57 46.65

16.38 47.73

16.38 49.84

16.36 54.15

株主分布
（%）

2009

2010

2011

2012

政府・地方公共団体 金融機関 証券会社
その他の国内法人 外国人 個人・その他 
自己名義株式

27.74 20.5720.57 4.48 46.6546.65

0.500.06

25.70 16.3816.38 8.54 47.7347.73

1.600.05

23.92 16.3816.38 7.22 49.8449.84

2.42 0.180.04

23.04 16.3616.36 5.82 54.1554.15

0.49 0.100.04

0 20 40 60 80 100

0.05

0.06

2013 18.91 13.2713.27 7.07 60.1160.11

0.46 0.130.03

21.50 44.43

20.57 46.65

16.38 47.73

16.38 49.84

16.36 54.15

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
株価（円、東証）
 高値 249 274 329 382 446 486 489 509 403 364
 安値 154 208 220 218 316 385 392 321 312 191
株価収益率（倍）
 高値 18.4 24.4  35.4  ̶  ̶  14.8  29.2  32.5  23.3  22.6 
 安値 11.4 18.5  23.7  ̶  ̶  11.7  23.4  20.5  18.1  11.8 
株価キャッシュ・フロー倍率（倍）          
 高値 4.8 4.7  5.8  15.8  8.0  5.2  7.9  8.4  6.5  6.3 
 安値 2.9 3.5  3.9  9.0  5.7  4.1  6.3  5.3  5.0  3.3 
株価純資産倍率（倍）
 高値 1.1 1.3  1.6  2.0  2.7  2.1  2.4  2.9  3.1  3.7 
 安値 0.7 1.0  1.1  1.2  1.9  1.7  1.9  1.8  2.4  2.0 
1株当たり当期純利益（円）  13.51 11.22 9.29  (24.67)  (2.19)  32.93  16.77  15.64 17.26 16.14 
1株当たり純資産（円）  218.41 218.24  207.35  188.93  166.50  232.58  204.42  177.89  128.31 97.66 
1株当たり配当金（円）  4.00 4.00  2.00  ̶  1.00  5.00  3.00  3.00  3.00 3.00 

株価データ（連結）

高
安

株価
高
安

株価
高
安

株価
高
安
株
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「ANAグループ2013-15中期経営戦略」の概要

アニュアルレポート  2013

概況

ANAグループの状況
　ANAグループは、ANAホールディングス（株）を持株会社と
し、全日本空輸（株）を含む子会社99社、関連会社42社（連結
対象範囲は連結子会社57社、持分法適用子会社・関連会社
19社）により構成されています。
　2013年3月期（当期）は、堅調に推移したビジネス需要の取
り込みとプレジャー需要喚起策に注力するとともに、2012年
3月期（前期）から実施している1,000億円規模のコスト構造
改革を着実に推進した結果、増収増益を果たし、営業利益は過
去最高益を更新することができました（営業利益の過去最高益
更新は２期連続）。

中長期的な会社の経営戦略
　航空業界は首都圏空港容量拡大に加えて、航空自由化・規制
緩和・市場開放など目まぐるしく変化していくことが予想されて
います。今後、既存のエアライン、本格参入を果たしたLCC、
新幹線の延伸などによる他交通機関との競争も激化するものと
見られます。

　ANAグループは、このような大競争時代を勝ち抜き、「強く
生まれ変わる」ため、2012 年 2 月に「ANA グループ
2012-13経営戦略」を策定し、「マルチブランド戦略の確立」
「グループ経営体制改革」「構造改革によるコスト競争力強化」
の3つを柱とする経営基盤の強化を通じて、成長戦略の土台
づくりや財務体質の強化に取り組んできました。そして、収益
基盤の構築を目指した事業領域の拡大に向けて、戦略的投資
を実行していくために、2012年7月には公募増資を実施しま
した。
　2013年4月には、「ANAグループ2013-15中期経営戦略」
を発表し、前経営戦略で推進している経営基盤の強化を継続し
つつ、首都圏空港発着容量の拡大を最大限活用し、ネットワー
クの総仕上げに取り組むこととしました。加えて、アジア諸国な
どへの戦略的投資によって収益ドメインを多様化させ、成長領
域の拡大に取り組むことで、新たに掲げたグループ経営ビジョン
「お客様満足と価値創造で世界のリーディングエアライング
ループ」を実現し、ROE10％以上、ROA8％以上、連結営業利
益1,500億円以上、連結営業利益率10％以上を目指していき
ます。

財務分析

経営基盤の強化
～さらに強く生まれ変わるために

「マルチブランド戦略」強化を通じた事業ポートフォリオの多様化
• 首都圏発着国際線ネットワークを拡大し、従来の日本発着需要に加えて日本を経由する三国間需要の取り込み
 を強化
• 「認知度向上」「アジアマーケット需要の取り込み」「低コスト運航体制の整備」を通じて、LCC事業の基盤を強化し、
 幅広い価格帯の航空需要を開拓

グループ経営体制改革の実行・推進
• 劇的に変化する環境に対してスピード感を持って対応するため、グループ各社に権限と責任を委譲することにより、
 お客様ニーズを的確に把握しつつ、品質・コスト両面にわたる最適な業務を執行する体制に移行
• 経営方針の策定と執行の分離によりグループ全体の経営に専念する持株会社は、グループ各社の業績目標に
 対して、公平かつ公正な視点に基づき業績評価を行うとともに、全体最適の視点で経営戦略の立案、経営資源の
 配分を実現

構造改革によるコスト競争力強化策の完遂
• 2015年 3月期までの1,000億円（≒1座席キロ当たりの営業費用1.0円）相当のコスト削減については、
 グループ全役職員の努力により、着実に成果をあげており、最終目標達成に向け、取り組みを継続
• 事業構造などのグループ横断的な課題についても検討・実施

成長領域の拡大

戦略的投資
海外への投資、特に高い経済成長が見込まれるアジア諸国などへの戦略的な投資を行い、新たな成長領域
へと進出
• 出資効果の最大化を図るため、シンガポールに投資管理会社を設立

航空附帯ビジネスを中心とした多角化戦略の推進
グループ各社が有する有形無形の資産（人材、設備、知識、経験、事業ノウハウなど）を活用して、積極的に
外部収入を拡大
• 沖縄にて整備受託事業への参画を検討するなど、航空附帯ビジネスに参画し、収益を拡大

117



ANAホールディングス株式会社

経営環境
経済一般情勢
　当期の日本経済は、欧州や中国など対外経済環境をめぐる
不確実性があったものの、復興需要などを背景として緩やかな
回復が続き、期末には持ち直しの動きが見られました。先行き
については、海外景気の下振れ懸念があるものの、輸出環境
の改善や経済対策、金融政策の効果などを背景に、次第に景
気回復へ向かうことが期待されています。

原油価格・為替動向
　当期の原油価格は、1年を通じて高止まりの状況が続きまし
た。当期末のドバイ原油価格は107.1ドル／バレル、当期平均
価格も107.1ドル／バレルとなりました。
　また、シンガポールケロシン製品市況も原油価格に連動する
形で推移し、当期末で122.2ドル／バレル、当期平均価格では
126.0ドル／バレルとなりました。
　円ドル為替相場は、期中は円高で推移しました。上半期に
おいては平均79.4円／ドルとなり、下半期においては平均
86.6円／ドルとなりました。結果、期中平均では82.9円／ド
ルとなりました。

航空需要動向
　2012年における国際航空運送協会（IATA）加盟の航空会
社の国際線定期航空輸送旅客数は11.5億人で前年比5.8％
の増加、国内線定期航空輸送旅客数は18.1億人で前年比
3.9％の増加となりました。また、世界の定期航空貨物の輸送
量は0.7%減となりました。（IATA World Air Transport 
Statistics, 201２）
　2013年3月期の本邦企業の国内線定期航空運送の旅客数
は、8,596万人で前年比8.7％の増加となりました。幹線は

3,682万人で前年比9.6％の増加、ローカル線は4,570万人
で前年比0.5％増加のほぼ前年並みとなりました。貨物重量は
90万トンとなり、前年比1.1％増加しました。本邦企業の国際
線航空輸送旅客数は、1,420万人となり前年比12.8％の増加
となりました。貨物重量は１１４万トンとなり、前年比6.8％増加し
ました。（国土交通省「航空輸送統計」速報）

2013年3月期（当期）の業績

営業収入・営業利益
　当期の営業収入は、2012年9月に発生した尖閣・竹島問題
や2013年1月からのボーイング787-8型機の運航停止と
いった減収要因があったものの、堅調に推移する需要を確実
に取り込み、前期比5.1％、720億円増加の1兆4,835億円と
なりました。
　営業費用は、事業規模が拡大する一方で、コスト構造改革を
着実に推進した結果、1兆3,797億円と、前期から5.0％、
652億円の増加にとどめることができました。以上により、営
業利益は前期比7.0％、68億円増加の1,038億円となり、2
期連続で過去最高益を更新しました。

セグメント別の状況
航空運送事業
　売上高は、前期比4.8％増加の1兆3,235億円となりま
した。事業別の業績は以下のとおりです（事業別の事業内容
や当期業績の詳細はP40～50の「航空運送事業」をご参照
ください）。
　国内線旅客事業は、ビジネス需要、プレジャー需要ともに
堅調に推移する中、ネットワークの充実を進めるとともに、需
要に応じた増便や最適な機材配置を実施し、需給適合に努め
ました。加えて、海外居住者向けの新運賃の設定や新プレミ
アムシートの導入なども奏功し、当期の旅客数は前期比
5.3％増加した一方、旅客単価は、新たなプロモーション運賃
「旅割55」や「プレミアム旅割28」の導入や客体構成の変化な
どを背景に、前期比2.9％の減少となりました。その結果、
ボーイング787-8型機の運航停止による減収影響はあった
ものの、国内線旅客収入は前期比2.2％増加、144億円の増
収となりました。
　国際線旅客事業については、尖閣諸島問題の影響を受け
た中国路線以外では、総じて需要が堅調に推移する中、新規
路線の開設やアジア－北米間の接続強化など、ネットワーク
の充実に努めるとともに、訪日需要をはじめとした各種の需
要喚起策を展開しました。その結果、国内線と同様に一部の
路線でボーイング787-8型機の欠航影響はあったものの、
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当期の旅客数は前期比6.7％の増加、旅客単価は前期比
2.0％の増加となり、国際線旅客収入は前期比8.8％増加、
282億円の増収となりました。
　貨物郵便事業では、国内線貨物収入が前期比3.1％減少の
322億円となりました。国際線貨物は、日本発着の航空貨物
需要が減少する中、ネットワークの拡充に合わせ、沖縄貨物
ハブネットワークを活用した三国間輸送を積極的に取り込ん
だ結果、単価は下落したものの、輸送重量は前期比8.9％増
加し、国際線貨物収入は前期比1.6％減少の865億円となり
ました。郵便に関しては、国内郵便、国際郵便ともに前期に
比べ増収となりました。
　航空運送事業におけるその他収入は、羽田空港、成田空港
などにおける受託航空会社数の増加により受託ハンドリング
収入が増えたことなどにより、当期の収入は前期比12.3％増
加の1,829億円となりました。なお、エアアジア・ジャパン
（株）は、成田空港を拠点とし、2012年8月から国内線、10
月から国際線にそれぞれ就航しました。
　航空運送事業の営業費用は、「ANAグループ2012-13経
営戦略」で掲げたユニットコスト1.0円に相当する1,000億円
規模のコスト構造改革の推進が奏功した結果（当期のコスト
削減額は210億円）、前期より553億円の増加にとどめ、前
期比4.7％増加の1兆2,294億円となりました。
　なお、前期から営業費用が増加した主な要因は、生産量の
増加により燃油費が増加したほか、空港使用料、機材費、外
部委託費といった生産連動費用や、販売手数料をはじめとす

る収入連動費用が増加したことによるものです。
　以上の結果、航空運送事業の営業利益は前期比6.3％増加
の940億円となりました。

航空運送事業 営業費用内訳
〈燃油費及び燃料税〉
　燃油費及び燃料税は、前期比14.0％増加の2,998億円と
なり、航空運送事業の営業費用に占める割合は、前期の
22.4％から24.4％となりました。
　燃料消費量に関しては、需給調整に加えて、エンジン洗浄
や最適飛行高度を選択して燃費の効率化を図るフューエル・
マネジメント（燃費効率化）に引き続き取り組んだ結果、一定
程度抑制されましたが、国際線の生産量拡大によって全体の
消費数量は増加しました。
　燃料税については、航空機燃料税の軽減が前期と同様に継
続されました。

〈空港使用料〉
　運航回数は、国内線が前期比2.0％の増加、国際線が前期
比7.9％の増加、貨物機が前期比2.4％増加しました。空港使
用料は、主に国際線運航回数が増加したことから、前期比
8.1％増の1,021億円となりました。

営業費用（連結）内訳
 単位：百万円

3月31日に終了した1年間 2013 2012 2011

「航空運送事業」費用：   
 燃油費及び燃料税 ...............................................................................  ¥   299,856 ¥   263,123 ¥   256,292

 空港使用料 ..........................................................................................  102,161 94,532 93,842

 航空機材賃借費 ...................................................................................  70,182 67,131 63,934

 減価償却費 ..........................................................................................  119,891 117,234 116,287

 整備部品・外注費 .................................................................................  45,460 45,760 46,296

 人件費 .................................................................................................  247,561 251,064 243,347

 販売費 .................................................................................................  69,987 63,532 67,098

 外部委託費 ..........................................................................................  87,854 86,371 83,804

 その他 .................................................................................................  186,466 185,335 186,888

    1,229,418 1,174,082 1,157,788

「旅行事業」費用.......................................................................................  156,521 155,045 156,744

「その他」費用 ..........................................................................................  143,406 134,328 134,150

 営業費用合計 ......................................................................................  1,529,345 1,463,455 1,448,682

セグメント間取引 .....................................................................................  (149,591) (148,973) (158,837)

営業費用（連結）.......................................................................................  ¥1,379,754 ¥1,314,482 ¥1,289,845

財務分析
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〈航空機材賃借費〉
　航空機材賃借費は、前期比4.5％増加し、701億円となり
ました。リース機数は、前期末から6機減少の54機となり
ましたが、国内提携航空会社との提携規模が増加したことに
より座席買取費用が増えました。

〈減価償却費〉
　減価償却費は、前期比2.3％増加し、1,198億円となりま
した。自社保有機全体では前期から10機増えて176機と
なり、ボーイング787-8型機などの航空機の償却費を中心
に増加しました。

〈整備部品・外注費〉
　整備部品・外注費は、前期比0.7％減少の454億円となり
ました。これは、整備部品費が整備工数の見直しなどにより
減少したことなどが主な要因です。

〈人件費〉
　人件費は、前期に比べて一時金の業績連動部分が減少した
ことと、コスト構造改革による生産性向上を推し進めたことな
どにより、前期比1.4%減少の2,475億円となりました。

〈販売費〉
　販売費は、前期比10.2％増加の699億円となりました。収
入増やマイル収入増加に連動し、販売企画費が増加したこと
が主な要因です。

〈外部委託費〉
　外部委託費は、生産量の増加や外航受託ハンドリングなど
が増加した一方で、需給適合を進めた結果、オペレーションコ
ストの削減につながり、前期比1.7％増加の878億円にとどめ
ました。

〈その他の費用〉
　その他の費用は、補修維持費や賃借費、その他管理可能費
の削減に努めたものの、広告宣伝費の増加、生産量増に伴う
地上サービス費用の増加などにより、前期比0.6％増加の
1,864億円となりました。

旅行事業
　国内旅行は、東京スカイツリーの開業など話題が多かった
関東方面や、前期に震災の影響を受けた東北方面の旅行需
要が拡大したことに加え、ダイナミックパッケージ「旅作」の販
売チャネルをスマートフォン対応などにも拡充したことなどか
ら増収となりました。

　海外旅行は、国際線ネットワークの拡充に合わせて旅行商
品開発を積極的に行ったほか、新商品「ANAワンダーアー
ス」を発表するなど、新規顧客層の開拓を図りましたが、尖閣
諸島問題の影響を受け、2012年9月以降に中国線の旅行需
要が大きく低迷したことなどから減収となりました。
　以上から、旅行事業の売上高は、前期比1.3％増加の
1,610億円となりました。営業費用は、販売費の抑制や販売
体制の効率化によるコスト抑制を図ったことから、前期比
1.0％増加の1,565億円にとどめ、営業利益は前期比14.7％
増加の44億円となりました。

旅行事業内訳
 単位：百万円

   2013 2012 2011

　国内パッケージ
　   商品収入 ¥129,785 ¥126,296 ¥127,627

　国際パッケージ
　   商品収入 22,297 23,509 21,558

　その他の収入 8,919 9,147 10,196

営業収入合計 161,001 158,952 159,381

営業費用合計 156,521 155,045 156,744

営業利益合計 4,480 3,907 2,637

その他
　その他は、情報通信、商事・物販、物流およびビル管理など
の事業からなっています。商事・物販事業を行っている全日空
商事（株）については、空港店舗や通信販売などのリテール分
野のほか、広告メディアや航空機事業などの収入についても
堅調に推移し、増収となりました。
　以上から、その他の売上高は、前期比7.5％増加の1,488
億円となりました。営業費用は前期比6.8％増加の1,434億
円となり、その結果、営業利益は前期比31.4％増加の54億
円となりました。

その他内訳
 単位：百万円

   2013 2012 2011

　商事・物販収入 ¥  95,548 ¥  90,231 ¥  93,799

　情報通信収入 29,078 26,042 24,950

　ビル管理収入 20,285 19,032 17,226

　その他の収入 3,915 3,147 2,988

営業収入合計 148,826 138,452 138,963

営業費用合計 143,406 134,328 134,150

営業利益合計 5,420 4,124 4,813

120



アニュアルレポート  2013

営業外損益・特別損益
　営業外損益・特別損益は前期の335億円の損失に対し、
329億円の損失となりました。航空機などの資産売却益が前
期から31億円減少した一方、航空機部品などの資産売却損、
資産除却損の計上額が前期から7億円減少しました。また、
当期は休止固定資産減価償却費20億円を計上したほか、売
却予定資産などの減損損失が前期より37億円増加しました。
なお、為替差損益については、前期が1億円の損失計上だっ
たのに対し、当期は19億円の収益計上となりました。

当期純利益
　以上の結果、税金等調整前当期純利益は、前期比11.7％
増加の708億円となりました。法人税等の合計は290億円と
なり、当期純利益は前期比53.1％増加の431億円となりまし
た。1株当たり当期純利益は、前期の11.22円から13.51円
となりました。
　なお、包括利益については、175億円増加し、506億円と
なりました。

キャッシュ・フロー

資金源泉についての基本的な考え方
　ANAグループは、設備投資を営業キャッシュ・フロー（リー
ス元本償還額含む）の範囲内で行い、フリー・キャッシュ・フ
ローのマネジメントによって、有利子負債残高を抑制しながら
自己資本を充実させていくことを資金マネジメントの基本方
針としています。また、中長期的な競争力強化のための投資
を継続的かつ戦略的に行いながら、同時に財務の健全性を高
めていくことを目標にしています。
　資金調達については、通常は主として借入や社債発行によ
り調達しています。また、有事においても事業運営に必要な
資金を確保するために、国内主要金融機関 13社と合計
1,100億円のコミットメントラインを締結しています。当期末
におけるコミットメントラインは、全額未実行となっています。
　ANAグループにおける主たる設備投資である航空機材な
どの投資に対しては、国際協力銀行による製品輸入保証制度
を活用した金融機関からの借入が可能です。

営業外損益・特別損益
 単位：百万円

3月31日に終了した1年間 2013 2012 2011

受取利息及び配当金 ......................................................................................  ¥   2,640 ¥   2,452 ¥   2,597

支払利息 ..........................................................................................................  (18,026) (19,578) (19,314)

為替差損益 ......................................................................................................  1,967 (192) 1,437

資産売却益 ......................................................................................................  1,024 4,166 414

資産の売却損及び除却損 ...............................................................................  (7,856) (8,618) (12,116)

休止固定資産減価償却費 ...............................................................................  (2,012) — —

減損損失 ..........................................................................................................  (5,496) (1,746) (315)

持分法による投資利益 ...................................................................................  478 526 684

投資有価証券売却益 ......................................................................................  71 158 —

投資有価証券売却損 ......................................................................................  — (282) —

投資有価証券評価損 ......................................................................................  (418) (10) (3,536)

補助金収入 ......................................................................................................  360 440 2

保険解約返戻金 ..............................................................................................  151 — —

退職給付会計基準変更時差異の処理額 .......................................................  (6,369) (6,396) (6,425)

特別退職金 ......................................................................................................  (146) (2,442) (192)

リース機返却時改修費用................................................................................  (1,422) (2,170) (2,846)

和解金 ..............................................................................................................  — — (6,835)

独禁法関連引当金戻入益 ...............................................................................  — — 16,729

独禁法手続関連費用 ......................................................................................  — — (693)

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 ................................................  — — (2,130)

厚生年金基金代行返上益 ...............................................................................  — — 38

受取損害賠償金 ..............................................................................................  — — 76

その他の収益 ..................................................................................................  2,103 101 (325)

合計 ..................................................................................................................  ¥(32,951) ¥(33,591) ¥(32,750)

財務分析
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当期の状況
　当期の営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動による
キャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュ・フローは1,605
億円の支出となり、財務キャッシュ・フローは845億円の収入
となりました。その結果、現金及び現金同等物は前期末に比べ
て745億円減少し（連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等
物の増減額含む）、期末残高は1,912億円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フロー
　営業活動によるキャッシュ・フローは、業績が好調に推移し
たことに伴い、税金等調整前当期純利益が前期の634億円
から74億円増加して708億円の利益となりましたが、減価
償却費等の非資金項目、営業活動に係る債権・債務および税
金等を加減算した結果、前期より412億円減少して1,731
億円の収入となりました。

 2013 2012 2011 2010 2009

  デット・
  エクイティ・
  レシオ（倍） 1.2 1.8 1.8  2.0  2.8

  インタレスト・
  カバレッジ・
  レシオ（倍） 9.5 10.8 10.7 4.6 —

※ インタレスト・カバレッジ・レシオ＝営業キャッシュ・フロー÷利息の支払額

投資活動によるキャッシュ・フロー
　投資活動によるキャッシュ・フローは、前期より1,674億円
支出が増加し、3,337億円の支出となりました。航空機受領
時の支払いや予備部品の購入、今後導入予定の航空機に対す
る前払いなどによる有形固定資産の取得1,497億円、無形固
定資産の取得130億円があった一方、航空機材の売却後リー
スバックなどの有形固定資産売却による収入444億円があり
ました。また、3カ月を超える譲渡性預金への預け入れなどに
より、有価証券の取得による支出と、売却による収入の純額は
2,148億円の支出となりました。

フリー・キャッシュ・フロー
　前述のとおり、営業キャッシュ・フローが1,731億円の収入
になり、投資活動によるキャッシュ・フローが3,337億円の支
出となったため、フリー・キャッシュ・フローは1,605億円の支
出となりました。ただし、3カ月超の譲渡性預金の預け入れを
投資活動によるキャッシュ・フローから除いた実質フリー・キャッ
シュ・フローは542億円の収入となっています。

財務活動によるキャッシュ・フロー
　財務活動によるキャッシュ・フローは、前期161億円の収入
から、収入が683億円増加し、845億円の収入となりました。
100億円の配当金支払いを行ったほか、借入金およびリース
債務の返済を進めた一方、新株式の発行により、1,737億円
の資金調達を行いました。

設備投資と機材調達

設備投資
　ANAグループの設備投資は、航空機、予備エンジン、航
空機部品の購入など航空機関連投資のほか、情報システム関
連投資が主な内容です。当期の設備投資額は、戦略機材
ボーイング787-8型機など航空機を中心に投資を行い、前
期比17.3％減少の1,627億円になりました。
　セグメント別では、航空運送事業においては前期比17.4％
減少の1,607億円、旅行事業では前期比18.2％増加の39百
万円、その他では前期比15.0%減少の43億円となりました。

機材調達の基本的な考え方
　航空機は10年以上使用する非常に高額な設備であり、ネッ
トワークに適合した機種選定と最適な機種構成を追求するこ
とが、航空会社の経営にとって極めて重要です。
　ANAグループのフリート戦略は、「低燃費機材の導入によ
るコスト競争力の強化」「中型機比率の向上による需給適合の
推進」「機種統合による生産性の向上」の3つの方針で進めて
います。
　中長期的な使用を前提とした戦略機材については、購入・
自社保有することを基本とし、短期的な使用、あるいは生産
調整的な機材についてのリースの活用を含めて、都度最適な
経済条件による調達手段を選択しています。
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当期の機材調達の実績
　前述のフリート戦略の下、当期末のANAグループ運航機数
は前期末から4機増加し230機となりました。

新規導入機材
　当期にANAグループが新たに購入した機材は20機です。
内訳は、ボーイング777-200型機3機、ボーイング787-8型
機11機、ボーイング737-800型機4機、ボンバルディア
DHC-8-400型機2機です。
　加えて、ボーイング 777-200 型機 1機、ボーイング
737-500型機5機、ボンバルディアDHC-8-300型機2機を
リース期間終了後、購入しています。

賃借機材
　当期にANAグループが賃借した機材は4機です。いずれ
もエアバスA320-200型機で、エアアジア・ジャパン（株）が
賃借し、使用しています。
　なお、ボーイング777-200型機2機およびボーイング
767-300型機1機は売却した後、リースバックしています。

退役機材
　当期にANAグループから退役した機材は19機で、返却が
4機、売却・除却が15機です。内訳は、ボーイング747-400
型機3機（売却）、ボーイング767-300型機6機（売却）、エア
バスA320-200型機7機（4機返却、3機売却）、ボーイング
737-500型機1機（売却）、ボンバルディアDHC-8-300型機
2機（売却）です。
　なお、ボーイング777-200型機2機およびボーイング
767-300型機1機は売却した後、リースバックしています。

賃貸機材
　当期にANAグループからグループ外に賃貸している機材
は、前期からボーイング737-700型機およびCRJ700型機が
それぞれ2機増え、ボーイング737-500型機が1機、ボーイ
ング737-400型機が2機減ったことから、13機となりました。
内訳は、ボーイング767-300型機1機、ボーイング737-700
型機 2機、ボーイング 737-500 型機 3機、ボーイング
737-400型機2機、CRJ700型機5機です。

運用航空機数一覧
2013年3月31日現在 合計 自社保有 リース

ボーイング747-400 5 (-3) 5 (-3) 0

ボーイング777-300 26  23  3

ボーイング777-200 26 (+3) 20 (+2) 6 (+1)

ボーイング787-8 17 (+11) 17 (+11) 0

ボーイング767-300 51 (-6) 31 (-7) 20 (+1)

ボーイング767-300F（貨物専用機） 9  7  2

ボーイング737-800 21 (+4) 20 (+4) 1

ボーイング737-700 16 (-2) 13 (-1) 3 (-1)

ボーイング737-500 16  14 (+5) 2 (-5)

エアバスA320-200 22 (-3) 18 (-3) 4

ボンバルディアDHC-8-400 20 (+2) 7 (+2) 13

ボンバルディアDHC-8-300 1 (-2) 1  0 (-2)

合計  230 (+4) 176 (+10) 54 (-6)

※1. （　）内の数値は、前期末からの増減を示しています
※2. 「エアバスA320-200」にエアアジア・ジャパン（株）が運航している4機（すべ

てリース機）を含みます
※3. ANAグループ会社の運航している機数のみを掲載し、ANAグループ外への
 賃貸機材（当期末13機、前期末12機）は含みません
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2014年3月期の機材調達計画
　2014年3月期の機材計画は、新たな需要を創出、喚起し、
国際線を中心にビジネスチャンスを確実にとらえるべく、17
機の航空機導入を予定しています。内訳は、ボーイング
787-8型機10機、ボーイング777-200ER型機3機、ボー
イング737-800型機3機、ボンバルディアDHC-8-400型機
1機です。一方、現在5機保有しているボーイング747-400
型全機をはじめとする航空機16機を2014年3月期末までに
退役させる予定としており、引き続き機種統合を推進するとと
もに、低燃費機材の積極導入によるコスト構造改革を着実に
進めます。

財政状態

資産
　当期末の総資産は、前期末から1,346億円増加の2兆
1,372億円となりました。
　流動資産は、新株式の発行により手元資金が増加した結
果、前期末比1,689億円増加して7,177億円となりました。
有価証券は前期末から960億円増加した一方、受取手形及
び営業未収入金は34億円減少しました。なお、現金及び預
金と有価証券を合わせた手元流動性は1,406億円の増加と
なりました。
　固定資産は、前期末から358億円減少の1兆4,178億円
となりました。これは、有形固定資産が235億円減少すると
ともに、黒字拡大による税務上の繰越欠損金が減少したこと

から繰延税金資産が減少したことなどによるものです。航空
機関連の内訳としては、新造機20機、リース機材4機を取
得、8機をリース期間完了後購入したほか、リース機材4機を
返却、15機を売却、3機を売却後リースバックしたことから、
前期末と比べて航空機が910億円増加し、リース資産が44
億円減少、建設仮勘定が963億円減少しました。

負債
　当期末の負債は、新規の借入や社債発行による資金調達を
行う一方で、借入金の返済などを進めたことから前期末に比べ
835億円減少し、1兆3,641億円となりました。
　流動負債は、前期末から26億円減少の4,583億円となりま
した。1年内償還予定の社債200億円が固定負債から振り替
えとなったほか、航空券発売
未決済の増加などによりそ
の他の流動負債が101億
円増加した一方、1年内返
済予定の長期借入金が53
億円、支払手形及び営業未
払金が225億円、それぞれ
減少しました。
　固定負債は、前期末から
809億円減少の9,057億
円となりました。これは主
に、社債が新規調達300億
円と、流動負債への振替
200 億円により差し引き

有利子負債内訳
 単位：百万円

2013年3月31日現在 2013 2012 2011

短期借入債務：
 銀行等からの短期借入金 .....................................................................  ¥       250 ¥         — ¥       166

 1年内返済予定の長期借入金 ..............................................................  110,589 115,962 115,036

 1年内償還予定の社債 .........................................................................  20,000 — 20,000

 1年内返済予定のリース債務 ...............................................................  11,762 11,443 11,193

     142,601 127,405 146,395

長期借入債務
    （1年内返済予定の長期借入金および償還予定の社債を除く）：
 銀行等からの長期借入金 .....................................................................  621,806 716,663 665,161

 社債 .....................................................................................................  105,000 95,000 95,000

 リース債務...........................................................................................  27,727 24,589 32,263

    754,533 836,252 792,424

有利子負債合計 ......................................................................................  ¥897,134 ¥963,657 ¥938,819
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有利子負債
（億円）
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100億円増加した一方、長期借入金は新規借入を抑制し、約
定弁済を進めた結果948億円減少したことによるものです。
　これらの結果、リース債務を含む有利子負債については、前
期末に比べて665億円減少の8,971億円となりました。
　デット・エクイティ・レシオは前期末の1.8倍から低下し1.2倍
となりました。

純資産
　純資産合計は、前期末から2,182億円増加の7,731億円
となりました。
　新株式の発行により、資本金は前期末から874億円増加し
て3,187億円となったほか、資本剰余金は前期末から862
億円増加して2,819億円となりました。利益剰余金は当期純
利益の計上と配当金の支払いにより前期末から330億円増
加して1,506億円となりました。
　また、その他の包括利益累計額は、燃油と為替のヘッジ取
引に関する繰延ヘッジ損益
が33億円の増加となったこ
となどから、前期末に比べ
て88億円増加の172億円
となりました。
　結果として、自己資本は
前期末から2,177億円増加
の7,667億円となり、自己
資本比率は、前期末の
27.4％から8.5ポイント上
昇し35.9％となりました。
　1株当たりの純資産額は
前期の218.24円から0.17
円増加して218.41円となり
ました。

格付けの状況
　当社の発行するそれぞれの長期債に対しては、日本格付研
究所（JCR）と格付投資情報センター（R&I）に格付けを依頼し
ています。
　2013年3月31日現在の格付けは以下のとおりです。

   JCR R&I
   （2007年10月変更） （2007年9月変更）
発行登録格付 A‒ BBB+
長期優先債務 A‒ 
コマーシャルペーパー格付 J-1 a-2

アウトルック 2010年12月 2011年1月
   ネガティブ → 安定的 ネガティブ → 安定的

退職給付債務

　ANAグループは、確定給付型の制度として、厚生年金基
金制度、確定給付企業年金および退職一時金制度を設けて
います。なお、ANAグループは、確定給付型の制度のほか、
確定拠出型の制度を設けています。また、早期退職制度を利
用した従業員の退職などに際して割増退職金を支払う場合が
あります。

退職給付債務・費用に関する事項
 単位：百万円

3月31日現在／3月31日に終了した1年間 2013 2012 2011

退職給付債務 ..........................................................................................  ¥(299,651) ¥(265,140) ¥(269,579)

年金資産 .................................................................................................  108,418 96,072 95,924

未積立退職給付債務 ...............................................................................   (191,233) (169,068) (173,655)

未認識額純額 ..........................................................................................  60,456 42,993 50,267

    (130,777) (126,075) (123,388)

前払年金費用 ..........................................................................................  13 — 12

退職給付引当金 ......................................................................................  ¥(130,790) ¥(126,075) ¥(123,400)

退職給付費用 ..........................................................................................  ¥  (23,295) ¥  (23,331) ¥  (22,705)

割引率 .....................................................................................................   1.1～2.5%  1.5～2.5% 1.6～2.5%
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財務分析

燃油および為替ヘッジについて

　ANAグループでは、営業費用に大きな影響を与える燃油
価格および為替レートの変動リスクを抑制することを目的とし
て、ヘッジ取引を活用した費用の平準化を図ってきました。加
えて、近年の国際線を中心とした事業拡大に伴い、従来以上
に収入変動リスクが高まっていることを踏まえ、費用の平準
化のみならず、営業収支の安定化を目的としたヘッジ方針へ
の転換を図ってきました。
　燃油ヘッジについては、燃油特別付加運賃を中心とした収
入の増減と燃油市況の騰落の関係を考慮し、営業収支を安定
化するための最適ヘッジ率を機動的に追求しています。対象
期間の2年半前からヘッジを進めており、2013年3月末現
在のヘッジ率は、2014年3月期が約35％、2015年3月期
が約15％、2016年3月期が約5％となっています。
　為替ヘッジについては、燃油費や整備部品費などのUSド
ル経常支出、航空機などを対象とした設備投資向けのUSド
ル支出に対するヘッジを対象期間の2年半前から行っていま
す。為替ヘッジの方法としては、外貨収入を外貨費用支払い
に充当したうえで不足する外貨について為替予約（ヘッジ）を
行う形で取り組んでいます。国際線事業拡大に伴い外貨建て
収入が増加傾向にあることも踏まえて、必要な為替予約の比
率を決めています。USドルの経常支出に対する2013年3
月末現在のヘッジ率は、2014年3月期が約40％、2015年
3月期が約15％、2016年3月期が約5％となっています。

＜燃油費感応度＞
　2014年3月期におけるヘッジを行わない場合の燃油費へ
の感応度は以下のとおりです（期初段階）。
　・原油1ドル／バレルの変動
　・燃油費：約23億円変動／年

＜為替感応度＞
　2014年3月期における業績計画に基づく収支感応度は、
以下のとおりです（期初段階）。
　・ 1円／USドルの円安変動
    （他外貨はUSドルと同等程度の円安変動）
　・ 営業利益 ：約8億円減少／年
※ 燃油費の変動は為替ヘッジ率40％に基づきヘッジ効果を含めて試算して
 います

利益配分

利益配分に関する基本方針
　ANAグループとしては、株主の皆様に対する還元を経営
の重要課題ととらえています。利益配分については、当該期
の業績動向に加え、厳しさを増す経営環境の下、中長期にわ
たって安定した経営基盤とさらなる収益性を確保していくた
めには、多額の設備投資が必要であることも考慮し、さらに
は将来の事業展開に備えた財務体質強化という課題との
バランスを考えつつ株主還元を充実させていきたいと考え
ています。

当期の配当と今期の予定
　当期の配当については、当期の業績や財務状況、今後の経
営環境などを総合的に勘案した結果、1株当たり配当金は
4.00円とさせていただきました。
　2014年3月期の利益配分につきましては、「ANAグルー
プ2013-15中期経営戦略」の課題を遂行したうえで、2014
年3月期の業績予想（2013年4月30日発表）に基づき、1
株当たり4.00円の配当を予定しています。
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事業等のリスク

　ANAグループでは、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可
能性のある事項に、以下のようなものを考えています。
　なお、文中の将来に関する事項は、2013年3月期末現在に
おいてANAグループが判断したものです。

（1） 景気が低迷するリスク
　航空産業は、景気動向の影響を受けやすい業界であり、国
内景気の低迷が続けば、個人消費の落ち込みや企業収益の
悪化による航空需要の低下を引き起こす可能性があります。
また、海外景気（特に今後ANAグループが経営戦略上注力す
るアジアにおける景気）が低迷することで、航空旅客需要の減
退や物流の停滞を引き起こし、ANAグループの経営に影響を
及ぼす可能性があります。さらに、国内人口構成の少子化・高
齢化および製造業の海外移転など、産業の空洞化により、中
長期的には日本における国内・国際航空需要が縮小することが
予想されます。

（2） 原子力発電所事故の影響に伴うリスク
　福島第一原子力発電所の事故は、政府発表によれば、当該原
子炉は冷温停止状態にあるものの、周辺エリアにおいては依然
として警戒区域などとしての設定が解除されていない状況にあ
ります。当該事故の影響がさらに拡大した場合、または今後同
様の事故が発生した場合は、その影響により、飛行禁止区域が
拡大または新規に設定されることが予測され、現在の飛行経路
が使えなくなり、国内各路線の運航に影響が生じる可能性があ
るとともに、海外から日本および国内各地から被災区域方面へ
の旅客・貨物の需要に重大な影響を及ぼす可能性もあります。
　加えて、電力供給の制約や大規模停電が発生した場合、国
内の経済活動の停滞により航空需要が減退するとともに、予
約・運航管理をはじめとしたANAグループの必要システムの
稼働維持ができなくなり、サービス提供や運航に影響を及ぼ
す可能性もあります。

（3） 経営戦略にかかわるリスク
① フリート戦略にかかわるリスク
　ANAグループは、航空運送事業において、中・小型機の活
用、機種の統合、経済性の高い機材の導入を軸としたフリー
ト戦略を進めており、係る施策に則ってボーイング社、ボンバ
ルディア社、ならびに三菱航空機（株）に対して航空機を発注し
ていますが、納期が財務上その他の理由により遅延した場合、
ANAグループの中長期的な事業に支障を及ぼす可能性があり
ます。
　さらに、係る戦略は以下の要因により奏功せず、また、その
所期する効果が減殺される可能性があります。

1） ボーイング社への依存
　ANAグループは、2013年3月期末現在、上記のフリート
戦略に従って導入を計画している73機中、57機をボーイン
グ社に対して発注しています。したがって、ボーイング社が財
政上その他の理由によりANAグループまたは同社製品の保
守管理などを行う会社との間の契約を履行できない場合には、
ANAグループのフリート戦略に沿った機材の調達または保守
管理などができず、ANAグループの経営に影響を及ぼす可能
性があります。
　ANAグループは今後、中型機でありながら長距離路線運航
が可能であり、かつ軽量化により燃費効率の高いボーイング
787-8型機を重点的に導入する予定です。同型機は納期の遅
延が重なっていましたが、日本時間の2011年９月26日の
ボーイング787‐８型機の初号機納入以降、2013年3月期末
時点で17号機まで納入されています。
　今後はさらにキャパシティの大きいボーイング787‐９型機の
導入も予定されていますが、今後納入予定の同型機またはそ
の関連機材について、納期が大幅に遅延した場合には、ANA
グループの中長期的な事業に支障をきたす可能性があります。
　なお、2013年１月16日に発生したＡＮＡ692便インシデン
トの後、運航を停止していたボーイング787-8型機に対する
お客様のイメージが大きく変化していた場合、ANAグループ
の経営に影響する可能性があります。

2） 三菱航空機（株）による機材開発計画の進行遅延など
　ANAグループは、上記のフリート戦略に従って三菱航空機
（株）が開発中の「ＭＲＪ（三菱リージョナルジェット）」の導入を決
定していますが、引き渡し時期について、当初の2014年3月
期から約２年の遅延が決定しました。今後さらなる遅延が発生
した場合には、ANAグループの中長期的な事業に支障をきた
す可能性があります。

② 羽田空港および成田空港の国際競争力に
  かかわるリスク
　ANAグループは、国際航空旅客事業においては、羽田空港
および成田空港をハブ空港とするハブ・アンド・スポーク戦略を
採用しています。しかしながら、羽田空港および成田空港の空
港使用料は外国の国際空港よりも高く、また、飛行可能空域・時
間帯、発着枠数にも一定の制約があり、成田空港については都
心部からのアクセスに時間を要することが指摘されています。
　羽田空港および成田空港の国際空港としての競争力が、相
対的にアジア諸国を中心とする外国の国際空港より低下する
場合、米国または欧州とアジア諸国間の航空における両空港
への需要が低下し、両空港をハブ空港とするANAグループの
経営に影響を及ぼす可能性があります。

③ 発着枠にかかわるリスク
　ANAグループは、羽田空港の新滑走路供用・成田空港の同
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時離着陸方式の導入などによる首都圏空港容量拡大を最大の
ビジネスチャンスととらえ、各種投資や事業運営体制の整備
を図っています。羽田空港の年間発着枠については、最短で
2014年3月期中に現在の39万回から44.7万回へ増枠が行
われる予定であり、そのうち2013年サマーダイヤからの国
内線増枠分については具体的な割当てが発表されましたが、
2014年サマーダイヤまでに配分される国際線増枠分の具体
的な割当てについては、すべてが決定している状況ではありま
せん。また、成田空港の発着枠についても、現在の27万回か
ら最終的には最短で2015年3月期中に30万回に増枠され
る予定であるものの、その割当てに関しては、決定されていな
い状況です。以上の状況を踏まえ、首都圏における両空港（羽
田・成田）の発着枠拡大の数、割当て、あるいは時期がANAグ
ループの想定と異なった場合においては、ANAグループの経
営計画の達成に影響を及ぼす可能性があります。

④ 貨物事業戦略にかかわるリスク
　航空貨物事業においては半導体・電子機器・自動車部品など
の輸送が一定程度の割合を占めるため、半導体・電子機器市況
や自動車生産の周期的な変動により影響を受ける可能性があ
ります。また、産業構造の変化、および製造業の海外移転など
に伴う産業の空洞化やサプライチェーンの変化により、航空貨
物需要が減少する可能性があります。
　国際貨物事業については、エクスプレス事業を含めて中国を
はじめとするアジア地域発着貨物への依存度が高いため、アジ
ア地域の経済状況により、輸送重量の減少および輸送単価の
低下の影響を受ける可能性があります。

⑤ LCC事業にかかわるリスク
　ANAグループはＬＣＣ事業への出資を行い、すでに当該事
業を開始していますが、空港使用料が高いこと、非混雑の二次
的空港の数が少ないこと、東京集中の人口分布などの日本固
有の事情があり、日本においてＬＣＣ事業が海外と同様に収益
を持続的に計上できる事業形態であるかどうかは不透明です。
当該事業進出の目的である新規航空需要の創出に至らない
ことや、国内外のほかのＬＣＣとの競争激化、ＡＮＡからの過度
の旅客転移の発生により、所期する効果が得られない可能性、
各出資会社の利益が一致せず、当社が適切と考える方法によ
る合弁会社の運営ができない可能性、および合弁会社の経営
が悪化した場合に当社が経済的負担を負う可能性があります。
また、当社以外の出資会社の経営悪化や同事業からの離脱の
可能性があります。

⑥ マルチブランド戦略、グループ経営体制改革、
  およびコスト構造改革に関するリスク
　ANAグループは、「マルチブランド戦略の確立」「グループ経
営体制改革」「構造改革によるコスト競争力強化」を柱とする経
営基盤の強化に取り組んでいます。

　しかしながら、「マルチブランド戦略の確立」に関しては、上記
「⑤ＬＣＣ事業にかかわるリスク」によりＬＣＣ事業が成功しない
可能性があることに加え、同一グループにおいてＬＣＣ事業を
行うことにより、ＡＮＡのブランド価値が毀損する可能性もあり
ます。
　また、「グループ経営体制改革」に関しては、持株会社制への
移行により経営効率が改善するとの保証はなく、持株会社制の
移行により所期した施策を想定どおり実行できない可能性もあ
ります。
　さらに、「構造改革によるコスト競争力強化」に関しては、各種
施策の中には第三者の同意取得が必要であるなど、達成が不
確実なものがあり、また、提供するサービスの品質の低下によ
りANAグループの競争力が損なわれる可能性もあります。
　なお、ANAグループは、経営戦略上、他企業への出資また
は企業買収を行うことがありますが、これらの出資などが所期
する効果を得られない可能性、およびANAグループが出資な
どの前に認識しなかった不利益を被る可能性があります。

⑦ 戦略的投資に関するリスク
　ANAグループは、さらなる成長領域の拡大のために、新た
な事業への進出あるいは他企業への出資または企業買収を行
うことがありますが、これら出資などの展開が所期する効果を
得られない可能性があります。また、アジアを中心とした海外
諸国での展開や、航空事業との関連性が低い事業への進出も
考えられるため、事前に認識することができなかった不利益な
どを被る可能性があります。

（4） 原油価格変動によるリスク
　航空機燃料は原油精製による製品のため、その価格は原油
価格に連動する傾向があります。産油国での政情不安、新興
国の急激な経済成長に伴う原油需要の増加、石油備蓄量また
は埋蔵量の低下、原油への投機的な投資行動、自然災害など
の要因により原油価格がANAグループの予測を超えて変動し
た場合には、ANAグループの経営に以下のような影響を及ぼ
す可能性があります。

① 原油価格が上昇した場合のリスク
　原油価格が上昇すると、基本的に航空機燃料の価格も上昇
するため、ANAグループにとって大きな負担となります。この
ため、航空機燃料の価格変動リスクを抑制し、営業利益の安定
化を図ることを目的として原油ならびにジェット燃料のコモディ
ティ・デリバティブを利用して一定期間のうちに計画的、継続的
にヘッジ取引を実施しています。ヘッジ取引量は、国内外全体
の調達数量に対し一定水準のヘッジ枠を設定し、四半期ごとに
計画数量を設定しています。実際のヘッジ取引は、１回当たり
の取引数量を現物市況に影響を及ぼさない範囲で行い、現物
の引き渡しを伴わない差金精算を毎月実施しています。
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　なお、2014年3月期は調達数量の３～４割程度のヘッジを
行っていますが、原油価格が上昇した場合、一般にヘッジ取引
価格も市況と同じ傾向で上昇し、また、ANAグループが実施し
ているコスト削減や運賃および料金などへの転嫁には限界が
あるため、中長期的にはANAグループの経営に影響を及ぼす
可能性があります。

② 原油価格が急落した場合のリスク
　ANAグループは原油価格の変動に対してヘッジを実施して
いるため、原油価格が期中で急落した場合、ヘッジポジション
の状況などによっては市況下落の効果を即座に業績に反映す
ることができず、直ちに利益に寄与しない可能性があります。

（5）  新型インフルエンザなどの 
感染症にかかわるリスク

　新型インフルエンザをはじめ重大な感染症が発生・蔓延した
場合の被害増大は、国際線のみならず全事業の需要減退リス
クになり得ます。風評による顧客の航空利用の意欲の低下を
含め、感染拡大や被害増大により、国内線および国際線の利用
客数が激減し、ANAグループの経営に影響を及ぼす可能性が
あります。
　また、感染力が強い新型インフルエンザなどが流行し、予想
を超える社員・委託先での罹患者の大量発生や毒性の変化が
生じ強毒化した場合などは、事業継続面で影響を及ぼす可能性
があります。
　なお、現在、中国で拡大しつつある鳥インフルエンザ（H7
N9型）について、大流行につながりかねない人から人への感
染が認められた場合、上記のリスクとなる可能性があります。

（6） 為替変動によるリスク
　ANAグループの費用項目で大きなウエイトを占める航空機
燃料の購入を外貨建てで行っていることなどから、円安になっ
た場合には収支に与える影響は少なくありません。一方で、国
際線収入増加に伴い、円高になった場合の収入への影響も拡大
しています。これらのことから、同種通貨間においては収入で
得た外貨を可能な限り外貨建て支出に充当し、為替相場の変動
によるリスクの抑制に努めているほか、航空機燃料および航空
機材の調達に必要な外貨の一部については、為替相場変動によ
る影響を緩和し支払額の平準化ならびに抑制を図るべく、先物
為替予約および通貨オプション取引を活用し、為替変動がANA
グループの営業損益に与えるリスクの軽減を図っています。

（7） 国際情勢などの影響によるリスク
　現在、ANAグループは北米・欧州・中国・アジア方面を中心
に国際線を展開しています。今後、ANAグループ就航地域で

政情不安、国際紛争、大規模なテロ事件などが発生した場合、
就航国との外交関係が悪化した場合など、当該地域路線の需
要の減少などによりANAグループの経営に影響を及ぼす可
能性があります。
　なお、現在、朝鮮半島情勢が緊迫しているとの報道がされ
ていますが、これが上記のリスクとなる可能性があります。

（8） 法的規制にかかわるリスク
　ANAグループは、航空運送事業者として航空事業関連法規
の定めに基づき事業運営を行っています。また、旅客・貨物を
含めた国際線事業においては、条約、二国間協定、ＩＡＴＡ（国際
航空運送協会）およびＩＣＡＯ（国際民間航空機関）の決定事項そ
の他の国際的取り決めに従った事業運営が求められています。
これらの規制により、ANAグループの事業における運賃、飛
行空域、運航スケジュール、安全管理などについてさまざまな
制約を受けます。さらに、ANAグループの事業は、運賃およ
び料金の設定につき独占禁止法その他諸外国の類似の法令の
制約を受けることがあります。

（9） 訴訟にかかわるリスク
　ANAグループは事業活動に関して各種の訴訟に巻き込ま
れる恐れがあり、これらがANAグループの経営に影響を及ぼ
す可能性があります。また、ANAグループは以下の事象につ
いて、今後訴訟の提起などを受ける可能性があり、あわせて
ほかの国および地域においても同様の調査が開始される可能
性があります。

米国における価格調整疑惑に関する件
　ANAグループは、米国司法省から提起されていた国際航
空貨物・旅客輸送にかかわる価格調整などの容疑について、諸
般の事情を総合的に勘案した結果、2010年10月に司法取引
に合意しました。これに関連して提起されていた貨物輸送に
関する集団民事訴訟についても、同年10月に和解に合意して
います。
　なお、旅客輸送に関する集団民事訴訟については、現時点で
は具体的な請求額の明示はなく、詳細の把握および分析は困
難な状況です。

（10） 公租公課などにかかわるリスク
　航空事業に関する公租公課などとして航空機燃料税や着陸
料、航行援助施設利用料などが挙げられますが、航空機燃料
税および着陸料については現在、国の時限的な軽減措置を受
けており、今後、軽減措置の縮小・廃止が行われた場合、ANA
グループの経営に影響を及ぼす可能性があります。

事業等のリスク
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（11） 環境規制にかかわるリスク
　近年、地球環境保全の一環として、航空機による騒音、温暖
化ガス（ＣＯ２など）の排出量、環境汚染物質の使用ならびに処
理、主な事業所におけるエネルギー使用などにかかわる数多
くの国内・海外法規制が導入、または強化されつつあります。
ANAグループは、これらの法規制を遵守するため多額のコス
トを負担していますが、現状の規制のさらなる強化、ＥＵ排出
量取引制度、各国政府による環境税などの新たな規制が導入
された際には、事業活動が制限され、または多額の追加的費用
を負担しなければならない可能性があります。

（12） 航空業界を取り巻く環境のリスク
　現在、航空業界を取り巻く環境は大きく変化しており、世界
の航空業界においてもオープンスカイ政策の進展やＬＣＣの台
頭、公的支援または企業再生手続きによる経営破綻航空会社
の競争力の回復、既存航空会社の合従連衡の進展など、大き
な競争環境の変化が生じています。
　日本国内においては、航空政策の方針転換や競合他社の状
況など、今後、現在の競争環境や事業環境が大幅に変化した場
合、ANAグループの経営に影響を及ぼす可能性があります。

（13） 競合リスク
　今後、燃油費、資金調達コスト、環境規制への対応その他の
要因により、ANAグループの航空運送事業に係るコストが上
昇する可能性は否定できません。係る場合、ANAグループが
利益を確保するためには、間接固定費の削減、機種統合による
効率化の推進などのコスト削減を実施するとともに、運賃・料
金などに係るコストを転嫁する必要があります。
　しかしながら、ANAは国内外の同業他社やＬＣＣのほか、一部
の路線については新幹線などの代替交通機関と競合関係にあ
るため、係るコストの転嫁により価格競争力が低下し、または競
合相手との価格競争上係るコスト転嫁が大きく制約を受ける結
果、ANAグループの経営に影響を及ぼす可能性があります。

（14） 提携戦略が奏功しないリスク
　ANAグループは、主にスターアライアンス加盟を通じて、日
本国外における知名度の向上、それに伴う旅客ミックス、ネット
ワークの拡大、市場の多様化だけではなく、アライアンスパー
トナーによる航空券の販売（コードシェア）や他社マイレージ会
員によるANA便利用などさまざまな利益を得ています。
　また、ＡＴＩ（独占禁止法適用除外）認可に基づき、日米間ネッ
トワークにおいては、ユナイテッド航空と、日欧間ネットワーク
においては、ルフトハンザ ドイツ航空との共同事業を実施して
います。また、2013年４月１日からはルフトハンザグループで
あるスイス インターナショナルエアラインズ、オーストリア航

空が当該共同事業に参加しました。
　しかしながら、各国の独占禁止法の制約によりアライアンスの
解体を余儀なくされた場合、ほかのアライアンスパートナーが、
スターアライアンスを脱退し、もしくは事業方針を変更した場合、
ほかのアライアンス・グループが競争力を強化した場合、または
２社間提携の解消や経営悪化・再編、提携先の信用力の低下な
どが発生した場合、もしくは外的要因で提携活動に対する規制
が強化されるようなことがあった場合などには、提携効果が低下
し、ANAグループの経営に影響を及ぼす可能性があります。

（15） 運航リスク
① 航空機事故など
　ANAグループ運航便およびコードシェア便で航空機事故が
発生した場合、ANAグループに対するお客様の信頼や社会的
評価が失墜し、事故直後から中長期的に需要が低下してANA
グループの経営に大きな影響を及ぼす可能性があります。な
お、2012年６月20日にＡＮＡ956便の機体が着陸時の衝撃に
より一部損傷した件、および2013年１月16日にＡＮＡ692便
が緊急着陸した件などについては、現在国土交通省運輸安全
委員会により原因の究明が続けられていますが、今後、最終的
な調査結果が発表される予定です。
　また、他社において大規模な航空機事故が発生した場合に
おいても、同様に航空需要が低下してANAグループの経営に
影響を及ぼす可能性があります。なお、航空機事故が発生した
場合、損害賠償や運航機材の修復・買換えなどに多額の費用が
発生しますが、これらの直接的費用のすべてが航空保険にて填
補されるわけではありません。

② 耐空性改善通報など
　航空機の安全性を著しく損なう問題が発生した場合、法令に
基づき国土交通大臣から耐空性改善通報などが発出され、機体
や装備品に対し指示された改善策を施すまで同型式機材の運
航が認められない場合があります。また、法令に基づく耐空性
改善通報などが発出されない場合であっても、技術的見地から
安全性が確認できない場合、自主的に同型式機材の運航を見
合わせ、修理または交換を行うことがあります。このような事態
が発生した場合、ANAグループの航空機の安全性に関する信
用および経営に影響を及ぼす可能性があります。特に、ANAグ
ループは、ボーイング787-8型機など、新型機種への集約を進
めていますが、ANAグループが依存する新型機種について設
計上の欠陥または技術的な問題が発生した場合には、ANAグ
ループの経営に、より深刻な影響を及ぼす可能性があります。

（16） 顧客情報漏洩リスク
　ANAグループは、ＡＮＡマイレージクラブの会員数約2,490
万人（2013年３月末日現在）にかかわる会員情報をはじめ、
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膨大な顧客に関する情報を保持しています。個人情報保護法
により、これらの個人情報を適切に管理することが求められて
います。ANAグループにおいては、プライバシーポリシーを定
め、個人情報の取り扱いに関するANAグループの姿勢・考え方
を広くお客様に告知するとともに、システム対策を含め情報セ
キュリティについては十分な対策を講じています。また、セキュ
リティーホールをなくすべく、業務手順の改定やシステム改修
を継続的に実施していますが、不正アクセスや業務上の過失な
ど、何らかの原因により大規模な個人情報漏洩事故が発生した
場合、多額の損害賠償費用が発生し、また、信用失墜により、
ANAグループの経営に影響を及ぼす可能性があります。

（17） 災害リスク
　将来、地震、津波、洪水、台風、積雪、火山噴火、感染症、ス
トライキ、暴動などにより空港が長期間閉鎖される場合や飛行
経路が制限を受ける場合には、その間当該空港または当該経
路を利用する運航便に影響が生じ、または航空需要が大幅に
減退することにより、ANAグループの経営に影響を及ぼす可
能性があります。
　特に、ANAグループがデータセンターを東京地区に設置し
ていること、国内線・国際線全便の運航管理を羽田空港にて実
施していること、およびANAグループの国内線旅客の60％以
上が羽田空港を、国際線旅客の80％以上が羽田空港および成
田空港をそれぞれ利用していることなどにより、首都圏におい
て、地震、台風などの大規模災害が発生した場合、当該施設に
おいて火災などの災害が発生した場合、またはストライキによ
り空港もしくはそのアクセスが閉鎖された場合、ANAグルー
プのシステムもしくは運航管理機能または運航そのものが長
期間停止し、ANAグループの経営に重大な影響を及ぼす可能
性があります。

（18） 損益構造にかかわるリスク
　ANAグループは、航空機材費および人件費などの固定費、
ならびに燃料費および空港使用料など、主として機種によって
定まり、搭乗率の影響を受けない費用が全体のコストに占める
割合が高く、経済状況に即応した事業規模調整の自由度が低
位なため、旅客数あるいは貨物輸送量が減少した場合、損益に
与える影響が大きくなる可能性があります。
　また、ANAグループの航空旅客事業は夏場に売上が増加す
る傾向があるため、係る時期において需要が大きく減少した場
合には、その事業年度におけるANAグループの業績に影響を
及ぼす可能性があります。

（19） IT（システム）リスク
　航空運送事業は、システムを通じて予約販売、搭乗手続、運
航管理、業務管理など、お客様へのサービスおよび運航に必

要な業務を実施しており、システム依存度が高い業種といえま
す。自然災害、事故、コンピュータ・ウイルス、不正アクセスな
どにより、係るシステムあるいは通信ネットワークに重大な障
害が発生した場合、お客様へのサービスおよび運航の維持が
困難になるとともに、信用失墜によりANAグループの経営に
影響を及ぼす可能性があります。また、ANAグループのシス
テムは他提携航空会社においても使用されており、その影響
範囲は自社グループ内にとどまりません。
　なお、大規模な停電または節電要請があった場合は、予約・
運航管理などのANAグループの必要システムへの電力供給
不足が生じることが懸念され、システムの稼働維持に影響を及
ぼす可能性があります。

（20） 人事・労務に関するリスク
① ストライキに関するリスク
　ANAグループの従業員の多くは労働組合に所属しており、
ANAグループの従業員が集団的にストライキ、業務停止また
はサボタージュなどを行った場合、ANAグループの航空機の
運航が影響を受ける可能性があります。

② 必要な運航乗務員などを確保できないリスク
　ＬＣＣの運航開始などにより運航乗務員などに対する需要が
高まっている一方、運航乗務員などの育成には一定期間の教
育訓練などが必要であり、ANAグループが適時に適切な数の
適正能力を有する運航乗務員などを確保できない場合には、
ANAグループの経営が影響を受ける可能性があります。

（21） 財務にかかわるリスク
① 資金調達コストの増加
　ANAグループは、機材調達などのため銀行借入・増資・社債
発行などにより資金調達を行っています。しかしながら、今後、
航空業界の事業環境が悪化した場合、金融市場が混乱した場
合、税制、政府の金利政策や政府系金融機関の保証制度など
が変更された場合、もしくはANAグループの信用格付けが格
下げされた場合などにおいては、ANAグループにとって有利
な条件による資金調達が困難または不可能となる結果、資金
調達コストが増加し、ANAグループの経営に影響を及ぼす可
能性があります。

② 資産減損などのリスク
　ANAグループは、その事業の性質上多くの固定資産を保有
していますが、今後、各種事業収支が悪化した場合、あるいは
資産売却を決定した場合などには、固定資産の減損または固
定資産の売却損の計上が必要となる可能性があります。

事業等のリスク
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連結財務諸表

  単位：百万円
 前連結会計年度 当連結会計年度 前年比  （2012年3月31日） （2013年3月31日） 
 金額 金額 増減

資産の部

流動資産

 現金及び預金 ..................................................................

 受取手形及び営業未収入金 ..............................................

 有価証券 ........................................................................

 商品 ...............................................................................  

 貯蔵品 ...........................................................................

 繰延税金資産 ..................................................................

 その他 ...........................................................................

 貸倒引当金 .....................................................................

  流動資産合計 ..............................................................

固定資産

 有形固定資産

  建物及び構築物（純額） ..................................................

  航空機（純額） ...............................................................

  機械装置及び運搬具（純額） ...........................................

  工具、器具及び備品（純額） ............................................

  土地 ...........................................................................

  リース資産（純額） .........................................................

  建設仮勘定 ..................................................................

   有形固定資産合計 .....................................................

 無形固定資産 ..................................................................

 投資その他の資産

  投資有価証券 ..............................................................

  長期貸付金 ..................................................................

  繰延税金資産 ..............................................................

  その他 ........................................................................

  貸倒引当金 ..................................................................

   投資その他の資産合計 .......................................................

 固定資産合計 ..............................................................................

繰延資産合計 .....................................................................

資産合計 ...........................................................................

連結貸借対照表

 ¥     41,867 

 124,028 

 237,104 

 4,924 

 44,935 

 30,269 

 66,752 

 (1,160)

 ¥   548,719 

 

 

 112,028 

 751,108 

 21,255 

 9,817 

 56,545 

 27,305 

 241,817 

 ¥1,219,875 

 71,846 

 

 58,586 

 4,488 

 68,887 

 31,068 

 (1,075)

 ¥   161,954 

 ¥1,453,675 

 176 

 ¥2,002,570 

 ¥     86,459 

 120,536 

 333,134 

 5,587 

 49,887 

 27,581 

 95,093 

 (577)

 ¥   717,700 

 

 

 105,125 

 842,109 

 19,860 

 8,120 

 52,826 

 22,822 

 145,500 

 ¥1,196,362 

 66,828 

 68,483 

 4,487 

 48,187 

 34,754 

 (1,227)

 ¥   154,684 

 ¥1,417,874 

 

 1,668 

 ¥2,137,242 

 ¥  44,592 

 (3,492)

 96,030 

 663 

 4,952 

 (2,688)

 28,341 

 583 

 ¥168,981 

 (6,903)

 91,001 

 (1,395)

 (1,697)

 (3,719)

 (4,483)

 (96,317)

 ¥ (23,513)

 (5,018)

  

 9,897 

 (1)

 (20,700)

 3,686 

 (152)

 ¥   (7,270)

 ¥ (35,801)

 1,492 

 ¥134,672 
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  単位：百万円
 前連結会計年度 当連結会計年度 前年比  （2012年3月31日） （2013年3月31日） 
 金額 金額 増減

負債の部
流動負債
 支払手形及び営業未払金 .................................................
 短期借入金 .....................................................................
 1年内返済予定の長期借入金 ...........................................
 1年内償還予定の社債 .....................................................
 リース債務 .....................................................................
 未払法人税等 ..................................................................
 繰延税金負債 ..................................................................
 賞与引当金 .....................................................................
 独禁法関連引当金 ...........................................................
 資産除去債務 ..................................................................
 その他 ...........................................................................
  流動負債合計 ..............................................................

固定負債
 社債 ...............................................................................
 長期借入金 .....................................................................
 リース債務 .....................................................................
 繰延税金負債 ..................................................................
 賞与引当金 .....................................................................
 退職給付引当金 ..............................................................
 役員退職慰労引当金 ........................................................
 資産除去債務 ..................................................................
 その他 ...........................................................................
  固定負債合計 ..............................................................
負債合計 ...........................................................................

 
純資産の部
株主資本
 資本金 ...........................................................................
 資本剰余金 .....................................................................
 利益剰余金 .....................................................................
 自己株式 ........................................................................
 株主資本合計 ..................................................................

その他の包括利益累計額
 その他有価証券評価差額金 ..............................................
 繰延ヘッジ損益 ...............................................................
 為替換算調整勘定 ...........................................................
  その他の包括利益累計額合計 .......................................

少数株主持分 .....................................................................
純資産合計 ........................................................................
負債純資産合計 ..................................................................

 ¥   180,804 

 —

 115,962 

 —

 11,443 

 3,912 

 — 

 30,841 

 116 

 1,146 

 116,821 

 ¥   461,045 

 

 95,000 

 716,663 

 24,589 

 1,787 

 2,382 

 126,075 

 591 

 1,027 

 18,552 

 ¥   986,666 

 ¥1,447,711 

 

 

 

 ¥   231,381 

 195,723 

 117,622 

 (4,089)

 ¥   540,637 

 

 (140)

 9,334 

 (817)

 ¥       8,377 

 5,845 

  ¥   554,859 

 ¥2,002,570 

 ¥   158,226 

 250 

 110,589 

 20,000 

 11,762 

 7,246 

 100 

 22,436 

 116 

 699 

 126,963 

 ¥   458,387 

 

 105,000 

 621,806 

 27,727 

 1,701 

 2,359 

 130,790 

 357 

 801 

 15,214 

 ¥   905,755 

 ¥1,364,142 

 

 

 

 ¥   318,789 

 281,969 

 150,663 

 (1,898)

 ¥   749,523 

 

 4,693 

 12,705 

 (184)

 ¥     17,214 

 6,363 

 ¥   773,100 

 ¥2,137,242 

 ¥ (22,578)

 250

 (5,373)

 20,000

 319 

 3,334 

 100 

 (8,405)

 0 

 (447)

 10,142 

 ¥   (2,658)

 

 10,000 

 (94,857)

 3,138 

 (86)

 (23)

 4,715 

 (234)

 (226)

 (3,338)

 ¥ (80,911)

 ¥ (83,569)

 
 

 

 ¥  87,408 

 86,246 

 33,041 

 2,191 

 ¥208,886 

 

 4,833 

 3,371 

 633 

 ¥    8,837 

 518 

 ¥218,241 

 ¥134,672 
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  単位：百万円
 前連結会計年度 当連結会計年度 
 （2011年4月1日～　 （2012年4月1日～　 前年比
 2012年3月31日） 2013年3月31日） 

　

 金額 金額 増減

 営業収入 .....................................................................................

 事業費 .........................................................................................
  営業総利益 ..............................................................................

 販売費及び一般管理費 ................................................................
  営業利益..................................................................................
 営業外収益
  受取利息..................................................................................
  受取配当金 ..............................................................................
  為替差益..................................................................................
  資産売却益 ..............................................................................
  持分法による投資利益 .............................................................
  その他 .....................................................................................
  営業外収益合計 .......................................................................
 営業外費用
  支払利息..................................................................................
  為替差損 .........................................................................................
  資産売却損 ..............................................................................
  資産除却損 ..............................................................................
  休止固定資産減価償却費 ........................................................
  退職給付会計基準変更時差異の処理額 ...................................
  その他 .....................................................................................
  営業外費用合計 .......................................................................
   経常利益 ..............................................................................
 特別利益
  固定資産売却益 .............................................................................
  補助金収入 .....................................................................................
  保険解約返戻金 .............................................................................
  その他 .....................................................................................
  特別利益合計 ..........................................................................
 特別損失
  固定資産売却損 .............................................................................
  減損損失..................................................................................
  投資有価証券売却損 .....................................................................
  投資有価証券評価損................................................................
  特別退職金 ..............................................................................
  その他 .....................................................................................
  特別損失合計 ..........................................................................
   税金等調整前当期純利益 .....................................................
   法人税、住民税及び事業税 ..................................................
   法人税等調整額 ...................................................................
   法人税等合計 ......................................................................
   少数株主損益調整前当期純利益 ..........................................
   少数株主利益又は少数株主損失 ..........................................
 当期純利益 ..................................................................................
 

（連結包括利益計算書）
 少数株主損益調整前当期純利益 .................................................
 その他の包括利益
  その他有価証券評価差額金 .....................................................
  繰延ヘッジ損益 ........................................................................
  為替換算調整勘定 ...................................................................
  持分法適用会社に対する持分相当額 .......................................
  その他の包括利益合計 ............................................................
 包括利益
     （内訳）
  親会社株主に係る包括利益 .....................................................
  少数株主に係る包括利益 .........................................................

連結損益計算書および連結包括利益計算書

 ¥1,411,504 

 1,086,670 
 324,834 

 227,812 
 ¥     97,022 

 857 
 1,595 
 —
 3,347 
 526 
 4,370 
 ¥     10,695 

 19,578 
 192 
 1,541 
 5,868 
 — 
 6,396 
 5,687 
 39,262 
 ¥     68,455 

 819 
 440 
 — 
 322 
 ¥       1,581 
 
 1,209 
 1,746 
 282 
 10 
 2,442 
 916 
 ¥       6,605
 63,431 
 4,967 
 30,283 
 ¥     35,250 
 28,181 
 3 
 ¥     28,178  
 

 ¥     28,181 
 
 658 
 4,324 
 (69)
 8 
 4,921 
 ¥     33,102 

 33,104 
 (2)

 ¥1,483,581 

 1,148,196 
 335,385 

 231,558 
 ¥   103,827 

 901 
 1,739 
 1,967 
 950 
 478 
 4,223 
 ¥     10,258 

 18,026 
 —
 1,438 
 6,089 
 2,012 
 6,369 
 3,186 
 37,120 
 ¥     76,965 

 74 
 360 
 151 
 115
 ¥          700 

 273 
 5,496 
 —
 418 
 146 
 456 
 ¥       6,789 
 70,876 
 9,294 
 19,776 
 ¥     29,070 
 41,806 
 (1,334)
 ¥     43,140 
  

 ¥     41,806
 
 4,814 
 3,329 
 633 
 77 
 8,853 
 ¥     50,659 
 
 51,977 
 (1,318)

 ¥ 72,077 

 61,526 
 10,551 

 3,746 
 ¥   6,805 

 44 
 144 
 1,967 
 (2,397)
 (48) 
 (147)
 ¥      (437)

 (1,552)
 (192)
 (103)
 221 
 2,012 
 (27)
 (2,501)
 (2,142)
 ¥   8,510 

 (745)
 (80)
 151
 (207)
 ¥     (881)

 (936)
 3,750 
 (282)
 408 
 (2,296)
 (460)
 ¥      184 
 7,445 
 4,327 
 (10,507)
 ¥  (6,180)
 13,625 
 (1,337)
 ¥ 14,962
 

 ¥ 13,625 

 4,156 
 (995)
 702 
 69 
 3,932 
 ¥ 17,557 

 18,873 
 (1,316)

（連結損益計算書）
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連結株主資本等変動計算書

  単位：百万円
 前連結会計年度  当連結会計年度
 （2011年4月1日～  （2012年4月1日～
 　2012年3月31日）  　 2013年3月31日）

 金額  金額

株主資本
 資本金
  当期首残高 .........................

  当期変動額
  　新株の発行 .....................

   当期変動額合計 ..............

  当期末残高 .........................

 資本剰余金
  当期首残高 .........................

  当期変動額
  　新株の発行 .....................

  　自己株式の処分 ..............

   当期変動額合計 ..............

  当期末残高 .........................

 利益剰余金
  当期首残高 .........................

  当期変動額
   剰余金の配当 .................

   当期純利益 .....................

   連結範囲の変動 ..............

   持分法の適用範囲の変動 ..

   当期変動額合計 ..............

  当期末残高 .........................

 自己株式
  当期首残高 .........................

  当期変動額
   自己株式の取得 ..............

   自己株式の処分 ..............

   持分法の適用範囲の変動 ..

   当期変動額合計 ..............

  当期末残高 .........................

 株主資本合計
  当期首残高 .........................

  当期変動額
   新株の発行 .....................

   剰余金の配当 .................

   当期純利益 .....................

   自己株式の取得 ..............

   自己株式の処分 ..............

   連結範囲の変動 ..............

   持分法の適用範囲の変動 ..

   当期変動額合計 ..............

  当期末残高 .........................

  単位：百万円
 前連結会計年度  当連結会計年度
 （2011年4月1日～  （2012年4月1日～
 　2012年3月31日）  　 2013年3月31日）

 金額  金額

その他の包括利益累計額
 その他有価証券評価差額金
  当期首残高 .........................
  当期変動額
   株主資本以外の項目の
    当期変動額（純額） .......
   当期変動額合計 ..............
  当期末残高 .........................
 繰延ヘッジ損益
  当期首残高 .........................
  当期変動額
   株主資本以外の項目の
    当期変動額（純額） .......
   当期変動額合計 ..............
  当期末残高 .........................
 為替換算調整勘定
  当期首残高 .........................
  当期変動額
   株主資本以外の項目の
    当期変動額（純額） .......
   当期変動額合計 ..............
  当期末残高 .........................
 その他の包括利益累計額合計
  当期首残高 .........................
  当期変動額
   株主資本以外の項目の
    当期変動額（純額） .......
   当期変動額合計 ..............
  当期末残高 .........................
少数株主持分
 当期首残高 .............................
 当期変動額
  株主資本以外の項目の
   当期変動額（純額） ...........
  当期変動額合計 ..................
 当期末残高 .............................
純資産合計
 当期首残高 .............................
 当期変動額
  新株の発行 .........................
  剰余金の配当 .....................
  当期純利益 ..........................
  自己株式の取得 ..................
  自己株式の処分 ..................
  連結範囲の変動 ..................
  持分法の適用範囲の変動 ...
  株主資本以外の項目の
   当期変動額（純額） ...........
  当期変動額合計 ..................

 当期末残高 .............................

 ¥231,381 

 87,408

 87,408

 ¥318,789 

 195,723 

 87,408

 (1,162)

 ¥  86,246 

 ¥281,969 

 117,622 

 (10,062)

 43,140 

 (37)

 —

 ¥  33,041 

 ¥150,663 

 (4,089)

 (389)

 2,639 

 (59)

 ¥    2,191 

 ¥   (1,898)

 540,637 

 174,816

 (10,062)

 43,140 

 (389)

 1,477 

 (37)

 (59)

 ¥208,886 

 ¥749,523 

 ¥231,381 

 —

 —

 ¥  231,381 

 196,330 

 —

 (607)

 ¥      (607)

 ¥195,723 

 94,892 

 (5,018)

 28,178 

 —

 (430) 

 ¥  22,730 

 ¥117,622 

 (5,800)

 (25)

 1,721 

 15

 ¥    1,711 

 ¥   (4,089)

 516,803 

 —

 (5,018)

 28,178 

 (25)

 1,114 

 —

 (415) 

   ¥  23,834 

 ¥540,637

 ¥      (810)
 

 670 
 ¥       670 
 ¥      (140)

 5,010 
 

 4,324 
 ¥    4,324 
 ¥    9,334 
 
 (749)
 

 (68)
 ¥        (68)
 ¥      (817)
 
 3,451 
 

 4,926 
 ¥    4,926 
 ¥    8,377 
 
 6,100 
 

 (255)
 ¥      (255)
 ¥    5,845 
 
 526,354 

 —
 (5,018)
 28,178 
 (25)
 1,114 
 —
 (415)

 4,671 
 ¥  28,505 
 ¥554,859 

 ¥      (140)

 4,833 
 ¥    4,833 
 ¥    4,693 

 9,334 

 3,371 
 ¥    3,371 
 ¥  12,705 

 (817)
 

 633 
 ¥       663
 ¥      (184)

 8,377 

 8,837 
 ¥    8,837 
 ¥  17,214 
 
 5,845 
 

 518
 ¥       518
 ¥    6,363 

 554,859 

 174,816
 (10,062)
 43,140 
 (389)
 1,477 
 (37)
 (59)

 9,355 
 ¥218,241 
 ¥773,100 
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ANAホールディングス株式会社

  単位：百万円

 前連結会計年度 当連結会計年度
 （2011年4月1日～ （2012年4月1日～
 　2012年3月31日） 　2013年3月31日）
 金額 金額
営業活動によるキャッシュ・フロー
 税金等調整前当期純利益 ........................................................................................
 減価償却費 ............................................................................................................
 減損損失 ...............................................................................................................
 固定資産売却損益及び除却損 ..................................................................................
 有価証券売却損益及び評価損益 ..............................................................................
 貸倒引当金の増減額 ...............................................................................................
 退職給付引当金の増減額 ........................................................................................
 受取利息及び受取配当金 ........................................................................................
 支払利息 ...............................................................................................................
 為替差損益 ............................................................................................................
 特別退職金 ............................................................................................................
 売上債権の増減額 ..................................................................................................
 その他債権の増減額 ...............................................................................................
 仕入債務の増減額 ..................................................................................................
 その他 ..................................................................................................................
 小計......................................................................................................................
 利息及び配当金の受取額 ........................................................................................
 利息の支払額 ........................................................................................................
 特別退職金の支払額 ...............................................................................................
 法人税等の支払額又は還付額 ..................................................................................
 営業活動によるキャッシュ・フロー .............................................................................
投資活動によるキャッシュ・フロー
 有価証券の取得による支出 ......................................................................................
 有価証券の売却による収入 ......................................................................................
 有形固定資産の取得による支出 ...............................................................................
 有形固定資産の売却による収入 ...............................................................................
 無形固定資産の取得による支出 ...............................................................................
 投資有価証券の取得による支出 ...............................................................................
 投資有価証券の売却による収入 ...............................................................................
 貸付けによる支出 ...................................................................................................
 貸付金の回収による収入 .........................................................................................
 その他 ..................................................................................................................
 投資活動によるキャッシュ・フロー .............................................................................
財務活動によるキャッシュ・フロー
 短期借入金の純増減額 ...........................................................................................
 長期借入れによる収入 ............................................................................................
 長期借入金の返済による支出 ..................................................................................
 社債の発行による収入 ............................................................................................
 社債の償還による支出 ............................................................................................
 リース債務の返済による支出 ...................................................................................
 株式の発行による収入 ............................................................................................
 自己株式の純増減額 ...............................................................................................
 配当金の支払額 .....................................................................................................
 その他 ..................................................................................................................
 財務活動によるキャッシュ・フロー .............................................................................
現金及び現金同等物に係る換算差額 ............................................................................
現金及び現金同等物の増減額 .....................................................................................
現金及び現金同等物の期首残高 ..................................................................................
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 ..................................................
現金及び現金同等物の期末残高 ..................................................................................

連結キャッシュ・フロー計算書

 ¥   63,431 
 119,268 
 1,746 
 4,789 
 134 
 210 
 2,212 
 (2,452)
 19,578 
 (333)
 2,442 
 (28,756)
 (6,197)
 20,049 
 42,209 
 ¥ 238,330 
 3,220 
 (19,866)
 (1,979)
 (5,299)
 ¥ 214,406 

 (231,730)
 227,770 
 (181,196)
 40,577 
 (15,685)
 (7,059)
 602 
 (108)
 956 
 (450)
 ¥(166,323)

 (166)
 180,481 
 (128,053)
 —
 (20,000)
 (11,950)
 —
 1,084 
 (5,018)
 (207)
 ¥   16,171 
 (26)
 64,228 
 201,606 
 —
 ¥ 265,834 

 ¥   70,876 
 123,916 
 5,496 
 7,125 
 384 
 (291)
 5,179 
 (2,640)
 18,026 
 (3,010)
 146 
 3,102 
 (8,152)
 (22,660)
 (2,212)
 ¥ 195,285 
 2,832 
 (18,310)
 (492)
 (6,119)
 ¥ 173,196 

 (761,670)
 546,866 
 (149,705)
 44,441 
 (13,047)
 (4,615)
 86 
 (105)
 524 
 3,481 
 ¥(333,744)

 250 
 17,499 
 (117,729)
 29,848 
 —
 (11,810)
 173,718
 1,088 
 (10,062)
 1,747 
 ¥   84,549 
 412 
 (75,587)
 265,834 
 1,050
 ¥ 191,297 
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用語集

旅客事業関連

座席キロ
（Available Seat-Kilometers）
旅客輸送容量の単位。総座席数×輸送距離
（キロ）。

旅客キロ
（Revenue Passenger-Kilometers）
各有償旅客が搭乗し、飛行した距離の合計。
有償旅客数×輸送距離（キロ）。

座席利用率（Load Factor）
総座席数に対し有償旅客の搭乗度合を示し
た数値で、座席の販売状況を計る指標。旅客
キロ÷座席キロ。無償旅客数を含めない点
で搭乗率とは異なる。

イールド （Yield）
旅客1人に対する1キロ（または1マイル）当
たりの収入単価。収入÷旅客キロによっても
算出される。

ユニットレベニュー
レベニューマネジメントのパフォーマンスを
定量的に測定する指標で、座席キロ当たりの
収入単価（収入÷座席キロ）。イールド（収入
÷旅客キロ）×座席利用率（旅客キロ÷座席
キロ）によっても算出される。

ユニットコスト
航空業界における単位当たりコストの指標。
1座席キロ当たりのコストとして算出される。

レベニューマネジメント
ネットワーク戦略と運賃戦略をベースとし、
最適な時期・価格で最適座席数を販売する
「イールドマネジメント」を行うことにより、
搭乗旅客構成のベストミックスを達成して
収入の最大化を実現するマネジメント手法の
こと。

需給適合
需要の動向に応じて、路線ごとの運航便数
の増減や機材の小型化などによる適正化な
ど、機動的に供給量（座席キロ）の調整を行う
こと。

客体ミックス
ビジネス、個人、旅行など、複数の客体によ
る構成比、もしくはこの構成比をコントロー
ルしていくこと。

貨物事業関連

有効貨物トンキロ
（Available Ton-Kilometers）
貨物輸送容量の単位。総輸送容量（トン）×
輸送距離（キロ）。

有償貨物トンキロ
（Revenue Ton-Kilometers）
有償貨物を輸送し飛行した距離の合計。有償
貨物輸送重量（トン）×輸送距離（キロ）。

フレイター
貨物専用機。キャビンスペース（旅客が搭乗
する場所）の座席を取り払い、空洞状につく
られた機内にコンテナおよびパレットが搭載
される。

ベリースペース
旅客機におけるキャビンスペースの床下部分
のことで、貨物搭載スペースを指す。

航空業界・航空会社関連

IATA
国際航空運送協会（Internat iona l  A i r 
Transport Association）の略称。1945年に
国際線運航にかかわる航空会社などにより設
立。空港発着枠の調整や、航空会社間の債
権・債務の精算などの機能を有し、2013年6
月現在、241の航空会社が加盟している。

ICAO
国際民間航空機関（International Civil 
Aviation Organization）の略称。国際民間
航空に関する安全とその健全な発展を目的と
して、1944年に設立された国際連合の専門
機関。2013年6月現在、日本を含む、191
カ国が加盟している。

スターアライアンス
1997年に設立された世界初、かつ世界最大
の航空連合。ANAは1999年10月に加盟。
2013年6月現在、世界中の28の航空会社
（リージョナル エアラインを含む）が加盟して
おり、2012年の日本発着の国際線座席キロ
シェアは37％を誇る。

コードシェア
提携航空会社間でお互いの定期運航便に相
手方の便名を付与して運航するもの。事実上
は同一便の複数社による販売形態となる場
合が多く、共同運航便とも呼ばれる。

独占禁止法適用除外
（ATI ：Anti Trust Immunity）
国際線事業を行う航空事業者同士が、路線
計画・運賃設定・販売活動などについて協調
するにあたり、所属国の競争法に違反しない
ようにあらかじめ競争法の適用免除に係る許
認可を得ること。日本、米国、韓国では、申
請に基づき運輸当局がATI認可する制度と
なっている（当該3カ国以外では競争当局（公
正取引委員会など）が主管する場合が多い）
が、欧州連合（EU）では事業者自身が法律に
基づきセルフアセスメントする制度となって
いる。ATI認可は、一般に、市場支配力のな
いこと、利用者利便向上の2点を基本要件と
している。

フルサービスキャリア
（FSC：Full Service Carrier）
乗継需要も含めた路線ネットワークを基に、
広範囲の市場を事業対象とする航空会社。
座席クラスを複数提供し、機内食・飲料など
をあらかじめ運賃に含めて提供するなどの
特徴がある。LCCとの対比でも使われ、ネッ
トワークキャリア、レガシーキャリアなどとも
呼ばれる。

LCC（Low Cost Carrier）
単一機材、機内サービスの有料化、販売の簡
素化などによる低コスト体制の下、低価格運
賃での航空運送サービスを提供する航空会
社。ポイント・トゥ・ポイント（2地点間運航）方
式による中短距離・多頻度運航が基本。

その他航空運送全般

ハブ＆スポーク方式
車輪の形になぞらえられるネットワーク形態
で、車軸に当たるハブ空港から周辺のスポー
ク空港へ放射線状の路線網を構築するもの。
小都市であるスポーク空港間の小さい需要
を、大都市のハブ空港に結びつけることで、
運航効率をあげることができる。

エクスプレス事業
配送元と配送先をドア・トゥ・ドアで結ぶ、一貫
配送サービス事業。2009年10月より沖縄
貨物ハブを稼働させ、企業間物流をターゲット
とした国際エクスプレス事業を展開している。

沖縄貨物ハブネットワーク
那覇空港を国際貨物の中継拠点（ハブ）とし
て、アジアの主要都市をハブ＆スポーク方式
で深夜時間帯に接続運航するANAグループ
独自の貨物輸送ネットワーク。
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ホノルル

ヨハネスブルク

カイロ

フランクフルト
パリ

アムステルダム

ミュンスター ベルゲン ブレーメン
ハンブルク
オスロ ストックホルム

ヘルシンキ

イエーテボリ

コペンハーゲン
グダニスク

プラハ
ウィーン
ブダペスト

ヴロツワフ

リンツ クラカウ
グラーツ

ニュルンベルク

インスブルック

ザルツブルク

バーミンガム

デュッセルドルフ

ヴェニス

チューリッヒ
バーゼル

ブリュッセル

シュトゥットガルト

ミラノ

ジュネーブ
リヨン

マルセイユ

トリノ
マドリッド

ニース

ボローニャ フィレンツェ

リスボン

ポルト

バルセロナ ローマ
トリエステ
ナポリ

ミュンヘン
フリードリヒスハーフェン

イスタンブール

アテネ

ドーハ ドバイ

アブダビ

コタキナバル

コルカタ

ヤンゴン

ジャカルタ

チェンマイ
マニラ

チェンライ
マカオハノイ

サイパン　
リフェ

コナ

カフルイ

クライスト
チャーチ

クイーンズタウン

ウェリントン

ヒロ

グアム　

オークランド

大連

ホーチミンシティ

バンコク

ソウル（仁川・金浦）

北京

青島アバディーン

マンチェスター
ハノーファー
ベルリン
ライプツィヒ
ドレスデン 重慶

クラビ
プーケット

バンガロール
チェンナイ

ハイデラバード

上海（浦東・虹橋）

広州

釜山　

済州　

西安

無錫ワルシャワ

 
東京（成田）
東京（羽田）

静岡
名古屋（中部）
大阪（関西）

札幌（新千歳）

岡山
高松
米子
松山
広島
宮崎
熊本
福岡

沖縄（那覇）

アーメダバード

デリー

ムンバイ

厦門
杭州

香港
 台北
（桃園・松山）

瀋陽　

昆明
深圳

武漢

天津

済南

南京
成都

富山
金沢（小松）

福島

仙台
新潟

シンガポール

ロンドン

クアラルンプール
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稚内
オホーツク紋別

旭川

函館

秋田

庄内

新潟

能登

神戸

鳥取
米子

萩・石見
山口宇部

北九州

大分

福岡

佐賀
熊本

長崎
五島福江

対馬
壱岐

宮崎

鹿児島

宮古
石垣

沖縄（那覇）

広島
岩国

岡山
高松

徳島

高知
松山

富山
金沢（小松）

福島

成田

三宅島
八丈島

大島
静岡

名古屋（中部）
大阪（伊丹）
大阪（関西）

東京（羽田）

仙台

大館能代

女満別

根室中標津

釧路
帯広
札幌（新千歳）

利尻

●   ANAグループ便就航都市
●   コードシェア便就航都市
　   貨物便のみ運航路線

国内線ネットワーク
［旅客］
 路線：132路線
 便数：1,068便／日

　
［貨物］
 路線：7路線
 便数：11便／日

国際線ネットワーク
［旅客］
 路線：49路線
 便数：828便／週
（グループ運航便のみ）

　
［貨物］
 路線：18路線
 便数：162便／週

●   ANAグループ便就航都市
IBX（IBEXエアラインズ）、ADO（エア・ドゥ）、
SNA（スカイネットアジア航空）、
SFJ（スターフライヤー）、
ORC（オリエンタルエアブリッジ）との
コードシェア便を含む
　   貨物便のみ運航路線

South
America

New Zealand

Saipan・
Guam

Africa

Europe

Hawaii

Asia・
Middle East

路線図
2013年7月1日現在
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オーランド●
シカゴ●

シャーロット●
フィラデルフィア●

ボストン●
コロンバス●

ローリーダーラム●
アトランタ●

オールバニー●
オタワ●

クリーブランド●
グリーンズビル●
グリーンズボロ●
コロンビア●

ジャクソンビル●
シラキュース●

タンパ●

●チャールストン(CHS)
●デトロイト
●トロント
●ニューヨーク(EWR)
●ニューヨーク(JFK)
●ニューヨーク(LGA)
●バーリントン
●バッファロー
●ハリスバーグ
●ピッツバーグ
●プロビデンス
●モントリオール
●リッチモンド
●ローノーク
●ロチェスター
●ノーフォーク
●マイアミ

ワシントン
DC

ロサンゼルス●
ラスベガス●
フェニックス●
フレズノ●

サンディエゴ●
シアトル●

ポートランド●
サクラメント●

サンタバーバラ●
デンバー●
モントレー●

アルバカーキ●
オースチン●

サンアントニオ●
サンタアナ●

●ソルトレイクシティ
●バンクーバー
●ヒューストン
●ボイジー
●ボルチモア
●メキシコシティ
●リノ
●オーランド
●ツーソン
●ニューヨーク（EWR）
●パームスプリングス
●フィラデルフィア
●ベーカーズフィールド
●ボストン

サン
フランシスコ

ブリュッセル●
ニュルンベルク●
ハノーファー●
ベルリン●

デュッセルドルフ●
ハンブルク●

シュトゥットガルト●
チューリッヒ●
ジュネーブ●
プラハ●
リヨン●
パリ●

マルセイユ●

●ニース
●ブダペスト
●ローマ
●ミラノ
●フィレンツェ
●ボローニャ
●ナポリ
●マドリッド
●バルセロナ
●ワルシャワ
●ヴロツワフ
●ウィーン
●グラーツ

ミュンヘン

フィラデルフィア●
ニューヨーク（LGA）●

ボストン●
インディアナポリス●

シャーロット●
シンシナティ●
セントルイス●
ナッシュビル●
ピッツバーグ●
ボルチモア●
ミネアポリス●

ワシントン（DCA）●
オマハ●

カンザスシティ●
グランドラピッズ●
クリーブランド●
グリーンズボロ●
コロンバス●
ダラス●
タンパ●
デイトン●
デトロイト●
デモイン●
トロント●

ハートフォード●
マディソン●

ミルウォーキー●
アトランタ●

オールバニー●
アレンタウン●
ウィニペグ●

ウエストチェスター●

●オーランド
●オタワ
●コロンビア
●サンアントニオ
●シラキュース
●チャールストン(CHS)
●ニューヨーク（EWR）
●ノックスビル
●バーミンガム
●バッファロー
●ハリスバーグ
●ヒューストン
●プロビデンス
●マイアミ
●モントリオール
●リッチモンド
●ルイビル
●レキシントン
●ローノーク
●ローリーダーラム
●ロチェスター
●ワシントン（IAD）
●オースチン
●グリーンズビル
●ジャクソンビル
●チャールストン（CRW)
●ニューオリンズ
●ノーフォーク
●バーリントン
●ポートランド
●マンチェスター
●メンフィス

シカゴ

アテネ●
アムステルダム●
イエーテボリ●

ウィーン●
ヴェニス●
オスロ●
グラーツ●

コペンハーゲン●
シュトゥットガルト●

ジュネーブ●
ストックホルム●
チューリッヒ●

デュッセルドルフ●
トリノ●

ドレスデン●
ニース●

ニュルンベルク●
ハノーファー●
ハンブルク●
フィレンツェ●

プラハ●
フリードリヒスハーフェン●

●ブリュッセル
●ブレーメン
●ベルゲン
●ヘルシンキ
●ベルリン
●ボローニャ
●マドリッド
●ミュンスター
●ミュンヘン
●ミラノ
●ライプツィヒ
●リスボン
●リンツ
●ローマ
●ワルシャワ
●バーセル
●パリ
●マンチェスター
●ナポリ
●グダニスク
●クラカウ
●ポルト

フランク
フルト

トロント

●

●

●
●

●
●

●

● ●

●
●●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●
●●

●

●●

●
●

●
●

●

● ●

●
● ●●

●
●
●●

●

●

●
●

●●

●
●

●
●
●

● ●

●
●

●
●

●●
●

●●
●●

●

●
●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

バンクーバー

シアトル

ポートランド リノ

ボイジー
デンバー

サクラメント

サンタアナ

サンタバーバラ

モントレー
サンノゼ

サンフランシスコ

ロサンゼルス

フレズノ
ベーカーズフィールド
パームスプリングス

サンディエゴ
ラスベガス
フェニックス

ソルトレークシティ
ツーソン

アルバカーキ
サンアントニオ
オースチン

メキシコシティ

カンザスシティ
セントルイス
レキシントン

ルイビル
インディアナポリス

シンシナティ
デトロイト
クリーブランド
デイトン

バッファロー
ロチェスター
オタワ
シラキュース
モントリオール
オールバニー
バーリントン ポートランド

マンチェスター
ボストン
プロビデンス
ハートフォード
ウエストチェスター
アレンタウン

ダラス
ヒューストン
メンフィス

ニューオリンズ
マイアミバーミンガム

タンパ
オーランド
ジャクソンビル
ナッシュビル

ハリスバーグ
ピッツバーグ
フィラデルフィア
ボルチモア
コロンバス

チャールストン（CRW）
シャーロット
ノックスビル
コロンビア
アトランタ

グランドラピッズ

ニューヨーク（JFK）EWR・LGA

ワシントンD.C.

シカゴ

ミルウォーキー
マディソン

ミネアポリス
デモイン
オマハ

ウィニペグ

リッチモンド
ローノーク
ノーフォーク
グリーンズボロ
ローリーダーラム

チャールストン（CHS）
グリーンズビル

カルガリー

Europe

North America

North America
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会社名 関係内容    資本金※1 議決権比率

航空運送事業
ANAウイングス（株） 運送の共同引受、当社航空機等の賃貸、整備作業の受託  50 百万円 100.0 %
（株）エアージャパン 運送の共同引受、当社航空機等の賃貸、整備作業の受託  50  100.0
（株）ANAケータリングサービス 機内食の購入  100  100.0
ANAエアポートハンドリング（株） 当社航空機地上ハンドリング・空港旅客サービス業務の委託、
 当社事務所・倉庫の賃貸  100  100.0
新東京空港事業（株） 当社航空機地上ハンドリング業務の委託、当社事務所の賃貸  60  100.0
ANAテレマート（株） 当社航空旅客への予約・案内業務の委託、当社事務所の賃貸  50  100.0
（株）OCS  航空貨物輸送等のサービス  120  73.4

旅行事業
ANAセールス（株） 航空券等の販売、当社事務所の賃貸  1,000  100.0

その他
（株）インフィニ トラベル インフォメーション 当社CRS（Computer Reservation System）の端末展開、設備の賃貸  4,000  60.0
全日空システム企画（株）※２ ソフトウェアの購入、当社情報システムの保守・管理委託、当社事務所の賃貸 52  100.0
全日空商事（株） 航空機関連資材の購入  1,000  100.0
スカイビルサービス（株） 当社施設管理業務の委託、当社事務所の賃貸  80  93.6
※1 資本金は、連結消去前の各社決算数値を表示しています
※2 2013年４月１日付で、（株）ANAコミュニケーションズと統合し、ANAシステムズ（株）と商号変更しています

 事業セグメント 子会社数 うち連結 うち持分法適用 関連会社数 うち持分法適用
 航空運送事業 45 29 － 8 5
 旅行事業 5 5 － 1 1
 その他 49 23 1 33 12
 グループ全体 99 57 1 42 18

グループ会社数（2013年3月31日現在）

主要な連結子会社（2013年3月31日現在）

ANAグループ

ANAホールディングス（株）組織図（2013年４月30日現在）

グループ広報部

秘書部

グループ経営戦略部

アジア戦略部

グループ事業推進部

財務企画・IR部

空港・施設企画部

調査部

グループ法務部

グループ人財戦略部

グループ総務・CSR部

株主総会

取締役会

グループ監査部

会長
社長

グループ経営戦略会議
CSR推進会議監査役室

監査役
監査役会
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会社情報
2013年3月31日現在

商　号
ANAホールディングス式会社
持株会社制への移行に伴い全日本空輸株式会社から
ANAホールディングス株式会社へ商号変更（２０１３年４月１日現在）

設　立
1952年12月27日

本社所在地
〒105-7133 東京都港区東新橋一丁目5番2号
汐留シティセンター
代表TEL: 03-6735-5555

従業員数 32,634人（連結）

資本金 318,789百万円

決算日 3月31日

株式の総数 発行可能株式総数: 5,100,000,000 株
   発行済株式総数: 3,516,425,257 株

株主数 539,007人

上場証券取引所 東京、大阪、ロンドン

証券コード 9202

株主名簿管理人 （2013年4月1日現在）
三井住友信託銀行株式会社
（事務取扱場所） 東京都千代田区丸の内一丁目４番1号
   三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
監査法人
新日本有限責任監査法人

米国預託証券
比率（ADR: 普通株）: 1:2
シンボル: ALNPY
CUSIP: 016630303
名義書換・預託代理人:
 The Bank of New York Mellon
 101 Barclay Street, 22 West, New York, NY 10286, U.S.A.
 TEL: 1-201-680-6825
 U.S. Toll Free: 1-888-269-2377 (888-BNY-ADRS)
 ホームページ: http://www.adrbnymellon.com

お問い合わせ ANAホールディングス株式会社
〒105-7133  東京都港区東新橋一丁目5番2号  汐留シティセンター
財務企画・IR部 IRチーム E-mail: ir@anahd.co.jp
グループ総務・CSR部 CSR推進チーム E-mail: csr@anahd.co.jp

会社概要

Webサイトのご紹介

IRサイト：
http://www.anahd.co.jp/investors 

CSRサイト：
http://www.anahd.co.jp/csr
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Our People
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We will enhance our  
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value and fly high.






