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2030年にありたい姿

「Restart NRT（リスタート・ナリタ）」を策定
2022-2024年度 NAAグループ中期経営計画

　我が国の航空・空港業界は、新型コロナウイルス感染症の世

界的な蔓延により甚大な被害を受けることとなったが、今後も

「日本国内の人口減少やアジア各国の経済成長を背景とした、

アジア経済圏の地殻変動」「国際情勢の不安定化や自然災害な

どのグローバルリスク」「デジタル化の進展」「サステナビリティ

への対応」など、多方面において劇的な変化が見込まれる。これ

らの変化に対して柔軟に対応し、社会の新たなニーズに応える

べく、経営の抜本的改革が急務だと言える。

▶ NAAを取り巻く経営環境について

▶ 中期経営計画「Restart NRT」の全体像と位置付け
　「Restart NRT」は、3つの「基盤強化テーマ」と9つの「創造・
変革テーマ」からなる、計12のテーマで構成される。前者の「基
盤強化テーマ」は、本計画の最終年度にあたる2024年度までに

成果を実現することで、財務KPI（P.2）を達成。後者の「創造・変

革テーマ」は、より中長期的な視点で取り組み、2030年度まで

の成果の実現を目指していく。

▶ 計画の実現に向けた経営目標
　「航空取扱量」「財務KPI」「設備投資計画」の観点から、

2024年度の具体的な戦略目標を設定。あわせて、ステークホ

ルダーへの貢献に向けた取り組み目標である「非財務KPI」

を設定した。

▶ ステークホルダーの皆さまに対し、
　新たな提供価値を創造
　本計画で掲げた12のテーマへの取り組みを通じて、「2030

年の将来像」を実現し、ひいては、NAAのステークホルダー

の皆さまに対して、新たな時代のニーズに応える新たな価値

を創造し、提供し続けていく。

収益性

黒字化
ライン

2022 2023 2024 2030 年度

「Restart NRT」
コロナ禍からの回復、コスト構造改革・業務改革
による基盤強化を進めることで、2023年度の黒
字化を達成し、「稼ぐ力」を回復・強化する。
さらに、創造・変革への種まきを推進する。

新中計期間

新時代の成田空港へ
新中計期間に強化した「稼ぐ力」を梃子に、新
時代の成田空港への変革を実現し、ステーク
ホルダーへの新たな提供価値を創造する。

　NAAは航空・空港業界を取り巻く経営環境の急激な変化
に対応しながら、今後の空港経営の在り方を大きく見直して
ステークホルダーの皆さまに創造・提供すべき価値を最大化
するために、新たな中期経営計画「Restart NRT（リスタート・
ナリタ）」を策定し、5月27日に発表した。

　今後の経営環境の変化が示唆する変革の必要性と、変化の

振れ幅による将来的な予見不可能性を踏まえ、NAAでは目指

すべき到達地点としての「2030年の将来像」を、「クリエイショ
ン」「サステナビリティ」「レジリエンス」の３つのカテゴリーに
てとりまとめた（右記）。

▶ 目指すべき「2030年の将来像」

中期経営計画の全体像

「需要対応空港」から
「価値創造空港」への

進化

クリエイション
Creation Sustainability

サステナビリティ

次世代に向けた
持続可能な
空港づくり

レジリエンス
Resilience

柔軟で強靭な
企業グループへの

変革

基盤強化
テーマ

創造・変革
テーマ

クリエイション
Creation

レジリエンス
Resilience

サステナビリティ
Sustainability

2024年度までに
成果を実現することで、
財務KPIを達成

コロナ禍からの需要回
復への即応1 無駄なく柔軟な

コスト構造への改革

価値創造の最大化に
向けた業務改革
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世界最高水準の
安全・安心・安定の追求

パートナーとの共創に
よるネットワーク強化
(旅客・貨物)

需要拡大に対応する
空港機能の強化

「成田ならでは」の
次世代型旅客体験の
創出

収益多角化に向けた
海外・グループ事業の
開拓

顧客志向・
脱自前主義での
イノベーションの推進

中長期的な視点で
取り組み、2030年度
までに成果を実現

３つの基盤強化テーマと、９つの創造・変革テーマを設定
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積極的貢献による
地域の持続的発展

職場環境及び
生活環境でのES※向上 

アジアトップ水準での
気候変動対応
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※ ES：Employee Satisfaction (従業員満足)
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中期経営計画の位置付け 新中計期間で基盤強化を進め、2023年度の黒字化を達成、
さらに中長期的な飛躍に向けた創造・変革のための種まきを推進

航空機発着回数(万回) 25.8 13.8 27

国際線

(うち通過を含む外国人)

国内線

国際航空貨物量(万トン)

LCCシェア (旅客便発着回
数に占めるLCC割合)(%)

国際線

国内線

20.3 10.4 21

5.6 3.4 6

4,148 647 3,900

3,402 235 3,000

2,036 181 1,800

746 413 900

205 261 240

33 43 40

コロナ禍前水準
(2019年度実績)

現状
(2021年度実績)

戦略目標
(2024年度)

目標項目

【 航空取扱量 】

連結営業利益(億円)

連結ROA(%)
407 ▲495 200億円以上

4.9 ー 1.1%以上
連結長期債務残高※(億円) 3,610 8,076 9,000億円台
連結長期債務残高※/
営業CF(倍) 5.9 ー 18倍以内

空港内免税店・ 物販店・
飲食店 売上高(億円) 1,279 125 1,300億円以上

コロナ禍前水準
(2019年度実績)

現状
(2021年度実績)

戦略目標
(2024年度)

目標項目

【 財務KPI 】

【 設備投資計画(2022～2024年度) 】

航空総旅客数(万人)

総額  4,260億円

更なる機能強化  2,700億円
● B滑走路延伸、C滑走路新設のための投資

維持管理・更新  910億円
● 既存施設の安全、安定運用のための維持管理・ 更新投資
　 (通信ネットワーク更新、電気設備更新 等)

新規整備 等  650億円
● 貨物需要への投資 (第8貨物ビル新築 等)
● 気候変動への投資 (航空灯火LED化 等)
● 業務プロセス改革のための投資 (業務システム刷新 等)

※ 財政融資資金込み

社会全体 地域

航空旅客

NAA
グループ

国・投資家 NAA
グループ社員

空港従業員・
空港関係
事業者

航空会社
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コロナ禍において旅客便は大幅に減少した。一方で成田空港
における国際航空貨物の取扱量は激増し、航空貨物輸送の
重要性が改めて見直されることとなった。

　2020年4月、コロナ禍の当初はマスクなどの医療物資の需要が
急激に高まり、成田空港の貨物取扱量も一気に増加した。貨物専
用機だけでなく、旅客機の客席に荷物を固定したりと、通常時とは
異なる対応を行った。
　医療物資の不足が落ち着くと、次に需要が高まったのはノート
パソコンである。テレワークが急速に進んだことと、文部科学省に
よるICT教育推進施策「GIGAスクール構想」が前倒しで発表され
たことが影響したと考えられる。また、外出自粛で通信販売を利用
する人が増えたこと、運動不足解消のための「宅トレ（自宅で行う
筋トレ）」が流行したことで、粉末状プロテインの輸入量も大幅に
増加した。
　2021年2月になると、新型コロナウイルスワクチンの供給が始ま
る。成田空港にファイザー製ワクチンの初便が到着したのが2月
12日。これに先んじて成田空港では、貨物輸送に関わる各事業者
とともに成田空港コミュニティを結成し、CEIV Pharma※の取得
に向けて取り組んだ結果、同年3月には国際航空運送協会
（IATA）から「CEIV Pharma パートナーエアポート」として認定
された。同年7月には新たな事業者6社を成田空港コミュニティに
加え、医薬品の更なる輸送品質向上を目指し、第2弾となる認証

取得アプローチを開始している。
　2022年に入ってからも貨物取扱量は増加を続けていたが、3月
に上海がロックダウンしたことで、上海浦東国際空港で貨物便の運
休や間引き運航が発生。その後、上海以外の都市でも一部工場が
操業を停止したこともあり、中国との貨物の動きが鈍化。その影響
で3月～5月の貨物取扱量は前年比90％台で推移しているものの、
コロナ禍前に比べると引き続き堅調を維持している。
※国際航空運送協会（IATA）が策定した、医薬品の航空輸送に関する品質認証制度。
　世界各国で異なる医薬品の保管・輸送基準（GDP）を包括した高い基準を定めている。

コロナ禍における航空貨物の動向

国際航空貨物における成田空港の強み

①世界各地へつながる航空ネットワーク
　成田空港は海外79都市79路線（29カ国2地域）※と結ばれており、世界各
国に分散する生産拠点への輸送に対応できる。直行便での輸送が可能なこ
とから、経由地での積み替え作業によるダメージを避けることができる。

③貨物専用機（フレーター）を含む輸送キャパシティ
　国内の空港では最大の上屋面積を誇っていることに加え、成田空港には
世界で最も物流量の多いアジア＝北米（世界の輸送割合：26.9%）、アジア＝
欧州（世界の輸送割合：20.8%）を中心に多くのフレーター（大型機で100～
130トン程度搭載可能）が運航し、旅客便（ベリー貨物）閑散期でも、安定し
た貨物の輸送キャパシティが提供できる。

④空港周辺に集積するフォワーダー施設
　航空貨物を輸送するうえで、必要不可欠なフォワーダー施設を含めて、
成田空港の周辺には39社44カ所※の物流施設（約40万㎡）が集積してお
り、「一大国際物流拠点」として機能している。
※2022年1月時点

※定期便のみ、2022年4月9日時点

②首都圏の航空需要に裏打ちされた多頻度運航の
　フライト（リカバリー便の存在）
　空港への陸送途中の渋滞や、機材不良による欠航などが生じた場合で
も、成田空港なら同じ航空会社が同じ路線で1日複数回フライトしている
ため、数時間の遅延でリカバリーできる。

　コロナ禍において全ての空港で航空貨物取扱量が増加したわけ
ではない。例えば羽田空港では、ベリー（旅客便の貨物スペース）に
よる貨物輸送がメインだったため、旅客便の減少に伴って輸送で
きる貨物量も減少した。中部空港も同様である。国際航空貨物の
需要増に加えて、他空港で取り扱っていた貨物が成田空港に一極
集中したことから取扱量が大幅に増加した。
　またコロナ禍は、海上輸送にも大きな影響を与えた。コンテナ不
足、港湾混雑、水際対策に伴う船員不足などによる「船落ち（海上
輸送から航空輸送へのシフト）」も取扱量が増加した一因である。
　成田空港には従来、右記のような航空貨物輸送における強みが
ある。そのため需要増にも対応することができ、今年4月には国際
航空貨物取扱量が、開港時から累計7,000万トンを達成した。

みんなで取り組むSDGs  成田空港の持続可能な発展を目指して

国際物流拠点であり続けるために

成田空港の
国際航空貨物の現状と課題

　大変皮肉なことですが、コロナ禍で国際航空旅客が激減する中、国際航
空貨物の重要性が広く認識されることとなりました。
　緊急事態宣言下においても、新型コロナウイルス感染リスクの中、成田
空港の貨物の現場スタッフは、マスクやワクチンを国民に届けるために、世
界中で不足している半導体不足解決のために半導体製造装置を各国に届
けるべく日々努力を重ねています。
　この2年間終わりが見えない中、ひたすら増え続ける貨物をさばき続け
る現場力は成田空港の強みであり、成田空港の誇りでもあります。
　一方で私たち空港会社は、この現場力に少し頼りすぎていたことをあら
ためて反省しなくてはなりません。
　成田空港の国際航空貨物取扱量は2021年世界第5位※を記録すること
ができました。しかし1978年の開港から40年以上が経ち、施設の老朽化
だけでなく、狭隘、分散といった問題は限界に達しつつあります。
　我々はこの問題を解決し、今後も成長が見込まれるアジアと北米間の
貿易を取り込み、東アジアの空港間競争に勝ち抜いていかなくてはなり
ません。
　そのために短中期的にやるべきこと、中長期的にやるべきことをしっか
り整理し、前に進めていく必要があります。
　短中期的には2024年完成予定の第8貨物ビルを足掛かりに、効率性の
追求、環境対策の追求、働きやすさの追求を図っていく必要があります。
　これら３つは喫緊の課題であると同時に、それぞれが関係しあっている
ものでもあります。コロナ禍が明け、空港に活気が戻ってくれば、貨物の現
場における人手不足はさらに深刻化することは間違いありません。環境対
策も待ったなしです。できることからどんどん前に進めていきます。
　一方中長期的には3つの課題を根本から解決し、これからの20年、30年

に耐えうるレベルの新しい貨物地区を作っていく必要があります。小手先
ではなく、あらゆる物流機能を集約し、効率的で、環境に配慮した、全ての
関係者にとって働きやすい貨物地区を目指していきます。
　かつて世界有数の取扱量を誇った日本の港湾は、他のアジアの港に比
べ施設整備が遅れ、今では世界のトップ10から大きく後れを取り、このコ
ロナ禍では寄港地から外されるという事態も起きています。成田空港の航
空貨物が同じ轍を踏まないために、今、将来に向けて、しっかりと取り組ん
でいきたいと考えています。

※ ACI「Annual World Airport Traff ic Report, 2021」より

成田空港貨物取扱量推移（2020年～）
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コロナ禍前を上回る
貨物取扱量

NAA 貨物営業部 宇野茂部長より

3 4



　2021年度は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けつつ
も、国際航空貨物の取り扱いが好調に推移していることに加
え、日本国内におけるワクチン接種が一定程度進捗しているこ
とに伴い、国内線の需要が回復していることなどから、航空取
扱量が増加した結果、営業収益は829億円となり、3期ぶりの
増収となった。
　なお、依然として厳しい経営環境の中で、最大限のコスト削
減を図ったものの、営業損失は前期の575億円から79億円改
善の495億円、経常損失は前期の573億円から69億円改善の
504億円、親会社株主に帰属する当期純損失は前期の714億
円から189億円改善の524億円となり、通期として2期連続の
損失を計上している。

　2022年度の航空取扱量見通しは、国際線は世界各国や日本の
渡航制限緩和などにより、年度末に向かって徐々に回復し、国内線
は、足元で回復の兆しが見え始めていることから、LCCを中心に堅
調に推移すると想定している。また、国際航空貨物の取り扱いにつ
いても、引き続き海上輸送の混乱に伴う航空貨物へのシフトなど
があり、好調な状況が継続すると想定している。
　その結果、営業収益は2期連続の増収、営業損失、経常損失、親会
社株主に帰属する当期純損失は前期より改善すると予想している。

コロナ禍の低迷から徐々に回復の兆し

2021年度NAAグループ連結決算概要

NARITA
HOT NEWS

2022年度連結業績予想

セグメント別損益の状況

空港運営事業

　航空機発着回数および航空旅客数が増加したことな

どから、空港使用料収入は前期比5.9%増の216億円、旅

客施設使用料収入は前期比93.4%増の39億円。営業収

益は前期比18.7%増の413億円、営業損失は551億円。

※単位未満は四捨五入で表示

2021年度 増減

実績 実績 数量 ％

13.8 3.1

10.4 1.8

3.4 1.3

647 322

235 108

413 214

261 52

2020年度

10.6

8.6

2.1

325

127

198

209

見通し

2022年度

20.1

15.6

4.4

1,625

993

633

262

129.5

120.8

165.6

199.2

185.3

208.0

125.0

区分

航空機発着回数（万回）

国際線

国内線

航空旅客数（万人）

国際線

国内線

国際航空貨物量（万トン）

● 航空取扱量

3期ぶりに営業収益が増収、損失は改善

リテール事業

　東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開

催期間中に売り上げが増加したことなどから、子会社が

運営する直営店舗の物販・飲食収入は前期比1.8%増の

46億円、構内営業料収入は前期比19.0%増の18億円。営

業収益は前期比7.5%増の90億円、営業損失は92億円。

施設貸付事業

　新型コロナウイルス感染症の水際対策に係る新規貸

付などにより、営業収益は前期比15.5％増の295億円、

営業利益は前期比25.4％増の140 億円。

鉄道事業

　線路使用料収入などに変化がないことから、前期並み。

2021年度 増減
実績 金額 ％
829 111 115.5
413 65 118.7
90 6 107.5
295 39 115.5
29 0 100.1

△495 79 -
△551 43 -
△92 7 -
140 28 125.4
7 △0 99.1

△504 69 -
△524 189 -

2020年度
実績
718
348
83
255
29

△575
△594
△99
112
7

△573
△714

2022年度
予想
1,285
682
285
287
29

△272
△398

0
119
6

△302
△330

科目

営業収益 ※1
空港運営事業
リテール事業
施設貸付事業
鉄道事業
営業利益
空港運営事業
リテール事業
施設貸付事業
鉄道事業
経常利益
当期純利益 ※2

※1 外部顧客に対する売上高  ※2 親会社株主に帰属する当期純利益
※単位未満は切り捨てて表示

セグメント別連結決算および業績予想● （単位：億円）

CA
RG

O

▶長谷川芳幸 常務取締役 財務部門長より
　2021年度連結決算は、新型コロナウイルスの影響を受けつつも、国際
航空貨物が好調であったことや国内でのワクチン接種が一定程度進捗し
たことなどから3期ぶりの増収となりました。一方で、営業利益以下は2期

連続の損失計上となりました。今期は、入国者数の上限引き上げや訪日観
光客の受け入れ再開などの明るい兆しも窺えます。引き続き、空港の安全
と安定運用を大前提に最大限のコスト削減を推進してまいります。

成田空港への手紙
航空貨物の今後と、成田空港への期待について、
三菱食品株式会社の田村幸士取締役常務執行役員に伺った。

　四方を海に囲まれている日本にとって、貿易を支える手段は海運と空運しかない。空運は日本の貿易「額」の

３割を占めており、さらにその大半は成田空港を経由している。成田空港が「日本最大の貿易港」と称される所

以である。一方、空運が貿易「量」に占める割合は驚くほど小さく、１％にも満たない。教科書的にいえば、航空

貨物は、小口だが付加価値が高く、スピードや鮮度を求められるものが中心になっているから、ということにな

る。荷主企業は貨物の性質やニーズを見定めて、海運と空運を使い分けるのだが、当然スピードの速い空運は

運賃面では海運に劣後するので、常に廉価な海運へのシフトが模索される。例えば、最新鋭のデジカメも、流

行遅れになれば船で運ばれるようになるし、海上コンテナでも生鮮品の鮮度を維持する技術が研究される。そ

ういう意味では空運が国際物流の主役を務めることは考えにくかった。これは当の航空業界でも同じで、貨物

は長い間、旅客の「おまけ」扱いだった。事業としての収益性や市場の成長性などから考えれば、航空会社の経

営上も、空港整備や航空政策の観点においても、旅客に軸足がおかれてきたことはやむを得ないだろう。いわ

ば、航空貨物は、物流の世界では海運の、航空業界においては旅客の、それぞれ補完的、付随的な役割に位置

づけられていたと言っても良い。

　これが今、大きく見直されようとしている。コロナ禍を契機として、コンテナ不足や港湾の混雑が世界的に常

態化し、運賃が高騰しただけではなく、海運がまともに機能しなくなってきた。また、それに代わって貿易を担

うべき空運も、旅客便の大幅減便の影響でベリー輸送のキャパシティが制限され、フレーターへの依存が高

まってきた。航空貨物が、一躍、国際物流の重要な担い手として脚光を浴びることになったのである。勿論これ

には一過性の要素が大きいし、この文章が活字になる頃には、すっかり平時に戻っているかもしれないが、こ

れまで脇役扱いだった航空貨物が、世界経済の中で果たすべき役割が再認識されたことの意義は小さくな

い。荷主企業にとっても、空運を海運の緊急避難先というだけではなく、より積極的に物流ポートフォリオの中

に組み込んでいく必要性を痛感しただろう。そのためにも空港をはじめ、空運サービスを提供する側も、より

効率的で利便性の高いサービスを構築していくことに取り組むべきである。国内物流においては、2024年問

題に示されるように、物流を支える労働力の不足が深刻化する中で、ロボットやAIの活用、シェアリングの普

及など、従来のやり方を抜本的に見直す動きが出てきている。成田空港においては第三滑走路構想が進んで

いるが、この機会をとらえて、より競争力のある、革新的な航空貨物オペレーションの構築に力を注いでいか

れることを期待したい。

コロナ禍を契機に、効率的で利便性の高い
航空貨物サービスの構築を

田村 幸士さん

三菱食品株式会社取締役常務執
行役員。三菱商事で長年物流ビジ
ネスに携わり、物流本部長などを
経て2021年より現職。この間、国
交省航空物流室長も務めた。国士
館大学客員教授。
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巻末企画 対談インタビュー

林：ランプコントローラーは、成田空港を
出発する航空機を誘導路へ、到着した航

空機をスポットへ無線で誘導することが

主な業務です。航空管制官とは、航空機を

引き継ぐゲートウェイ（互いの担当エリア

の境界線）をあらかじめ取り決めていま

す。しかし、出発機に遅延が生じてスポッ

トアウトが遅れる際には、同スポットへの

到着機の迂回や待機が必要となり、取り

決めと異なる経路で誘導することもあり

ます。その場合、航空管制官との密な連携

が不可欠です。

稲見：すべての航空機が常に事前調整通
りに動くわけではありませんし、ゲート

ウェイ付近で航空機が混雑した際の対処

マニュアルもありません。どのように航空

機に指示をするかは人によって異なりま

すが、皆がその都度状況を正しく把握する

よう努め、ランプコントローラーとやりとり

をしながら、最適なルートを考えています。

林：航空管制官とランプコントローラーと
では業務に違いはありますが、パイロット

にとっては成田空港という「ひとつの空

港」です。秒単位で変わる状況を追いか

け、すぐに連携をとるよう心がけていま

す。航空管制官の方々には、いつも柔軟に

対応いただいて感謝しています。

稲見：ランプコントローラーがランプエリ
アを管理してくれるおかげで、私たちは誘

導路・滑走路の航空機などへの指示に専

念することができ、非常に有益なことだと

思います。とはいえ、航空管制官がランプ

エリアを見なくてよいということではあり

ません。お互いの状況に気を配り、こまめ

にやりとりをすることが、より円滑な運航

につながると思います。

稲見：音声だけでやりとりをする私たちの
仕事において、的確に、簡潔に情報を伝え

ることがとても重要です。日本人同士なら

日本語でもいいのですが、やりとりは英

語が基本。成田空港には世界各国の航空

会社が就航しており、英語がノンネイティ

ブのパイロットも多いので、誤解のない

表現で確実にこちらの意図を伝えること

を意識しています。

林：今はコロナ禍で運航便数の少ない状
況が続いていますが、渡航制限が解除さ

れて国際線が以前の数に戻れば、航空管

制官とのより複雑な調整事項も増えるで

しょう。それに対応できるランプコント

ローラーをどのように育てていくかが、当

面の課題です。現在、訓練用のシミュレー

ターを導入し、OJTを始めとしたランプコ

ントロールの訓練ができる体制を整備し

ております。

稲見：B滑走路の延伸とC滑走路の新設
も、対応すべき課題ですね。航空機の発着

回数が増えるだけでなく、誘導路が増設

されるので航空機への指示がさらに複雑

になるでしょう。お互いに意見交換をし

て、安全かつ円滑な運用を考えていきた

いと思います。

互いのエリアにも気を配り
最適なルートを考える

コロナ禍の収束と機能強化に備え
体制の整備と人材の育成を

「ひとつの空港」として、
綿密な連携で運航を支える

「協働」の現場
　成田空港はスポット（駐機場）の数が多く、誘導路も複
雑に入り組んでいる。そのため誘導路・滑走路は航空管
制官が、スポットがあるランプエリアはNAAのランプコ
ントローラーが受け持つという、国内空港では唯一の分
業制を行っている。
　ランプコントローラーはランプコントロールタワー、航
空管制官は管制塔で業務にあたるため、顔を合わせる機
会はない。音声だけのやりとりで、どのように協働し、航
空機の円滑な運航を支えているのか。航空管制官の稲
見氏と、ランプコントローラーの林氏に話を伺った。

空港を支える

林 太地さん
運用管理部 運用グループ

成田国際空港株式会社
空港運用部門

稲見 直哉さん

国土交通省 東京航空局
成田空港事務所
管制保安部 航空管制官

https://www.naa.jp/
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