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デジタルレポーティングの潮流
～世界的な潮流とわが国企業の挑戦の方向性～

1 デジタルレポーティングとは何か

「デジタルレポーティング」とは、そもそも何でしょうか（図表
1）。
「レポーティング」というと、何かしら目的を持った関係者間で

「情報」を共有・報告・利用する仕組みと考えます。レポーティ
ングによって授受される「情報」とは、「ある目的のために役立
つデータ」または「データを基に特定の目的を持って検索・加
工されたメッセージ性を持った成果物」です。その「データ」と
は、「さまざまな現象の中からいくつかの目的を持って客観的
に収集された素材」、「客観的な事実を数値、文字、そして図
形や画像、音声などで表現されたインプット」です。
データは、近年、利便性・容易性から必然的に「デジタル」

化されています。
	

（1）「アナログデータ」と「デジタルデータ」

「デジタルデータ」の対比である「アナログデータ」は、紙面
の書類や写真をイメージしてみてください。アナログデータ
は、そのままではコンピュータ等に読み込むことができませ
ん。昨今では、OCR※1等のテクノロジーを利用して文字変換
することでデジタル化できますが、多くの場合手修正が必要
です。デジタルデータは、アナログデータと比較してコン
ピュータ等の情報処理システムへの投入や保管が容易である
ことから、データの利便性を高めます。

（2）「デジタルデータ」と「デジタルレポーティング」

「デジタルレポーティング」の一連の流れを、「業務報告」で
考えてみます。

Step 1：業務報告をするために、紙やPDFで存在している
業務データを、Excelなどのアプリケーションに手入力また

はじめに
　Internet of Things （IoT）、AI、ロボティクス等に代表さ
れる先進的なテクノロジーによる「デジタル革命」が、私たち
の生活や働き方を変化させています。この「デジタル革命」
は、ビジネス上、顧客との関係の変化、新規参入者の出現、
新しいチャネルの創出、さらには業界の壁の崩壊等をもたら
し、チャンスとチャレンジを生んでいます。
　この潮流の源泉となる「デジタルデータ」は、加工されてさ
まざまな「情報」に形を変え、伝達されて新たな知識となり、
私たちの何かしらの意思決定のための判断に使われます。
この一連の流れとなる「仕組み」は日々の生活および業務に
おいて不可欠であり、「デジタル革命」の渦中で注目度が高
まっています。例えば、わが国のフェア・ディスクロージャー
の導入や、会社法と金融商品取引法の法定開示における財
務情報の一元化への動き等もこの「仕組み」と密接な関係が
あります。
　本稿では、デジタル革命とさまざまな開示検討の渦中に
ある「デジタルレポーティング」の動向を俯瞰した上で、今後
の挑戦課題について考察します。なお、文中の意見に係る
部分は筆者の私見であり、PwCあらた有限責任監査法人ま
たは所属部門の正式見解ではないことをあらかじめお断り
いたします。

※1 Optical Character Recognition/Reader（光学的文字認識）の略称。手書きや印刷された
文字を、イメージスキャナやデジタルカメラ等で読み取り、コンピュータが利用できるデ
ジタルの文字コードに変換する技術。
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はOCR等の専用ツールを使って文字変換し、デジタル化する
（デジタルデータ）

Step 2：集計ツールまたはエクセル等のアプリケーションを
使って集計・加工し、分析・考察を加えて報告情報としてま
とめる（情報）
Step 3：報告書を電子メールアプリケーションに添付・送信
し、報告相手が受領する

簡単なデジタルレポーティングの流れを見てみましたが、
例えば、企業のホームページに掲載されている企業PRや経
営者のメッセージも、一つのデジタルレポーティングです。
一般消費者や投資家等に企業を知ってもらうために、企業
内に存在する素材（データ）を選択・利用・加工し、目的に
合ったメッセージ（情報）として公開します。メッセージを動
画にして公開した場合、閲覧者は動画を見ることで企業から
メッセージを受け取り、その企業について理解を深めること
ができます。また、金融機関でのトレーダーの取引時の電話
録音、コールセンターでの顧客との会話の録音等も、音声
認識技術を使って高い精度で文字変換が可能です。近年で
は、文字変換したデジタルデータを言語解析技術等のテク
ノロジーを使って分析し、その情報をモニタリング、不正検
知、そしてマーケティング等の目的に利活用しています。

「デジタルレポーティング」とは、「関係者間の何かしらの
目的のために、素材であるデジタルデータを加工した情報」

（狭義）を「コンピュータなどの情報処理システムに容易に取
り込むことができる形式で効率的に授受する仕組み」（広義）
と本稿では整理します。
　

2 デジタルレポーティングの動向 

本稿のキーワードである「デジタルレポーティング」は、米国
証券取引委員会（以降、SEC）の元議長であるChairman	
Christopher	Cox氏が2006年5月に行ったデジタルレポー
ティング導入に関するスピーチの一節である「Interactive	
data	is	a	marriage	made	in	heaven	for	investing	and	high	
tech.（インタラクティブ・データは「高度なテクノロジーと投資
活動の融合を実現した最良の手段」）」※2が火付け役となって
広まったといわれています。
何らかの目的達成のための材料となる情報を容易かつ効率

的に授受する仕組みの構築と実装への取り組みは、各国で
2000年前後から始まっています（図表2、図表4）。
では、なぜ今「デジタルレポーティング」が注目されているの

でしょう。
それは、「デジタル革命」と親和性の高い「デジタルレポー

ティング」の利活用の現状と可能性にあると考えます。

（1）「デジタルレポーティング」のメリット

「デジタルレポーティング」のメリットは何でしょうか。

① 情報発信側：目的に即した「データ」（発信側の素材）の収集
と加工を容易にし、出来上がった「情報」の効率的な共有

（報告）を可能にする
② 情報利用側：受領した「情報」を容易に閲覧し、特定の目的

インプット（データ） アウトプット（情報）

アナログデータ

デジタルデータ

関係者情報統合データ

デジタル化

データの加工

形式変換

情報の配布

③情報の利用②データの加工①データの蓄積

さまざまな現象の中からいくつかの目的を
持って客観的に収集された素材、客観的な
事実のインプットの集合体

ある目的のために役立つ選択されたデー
タ、またはデータを基に特定の目的を持っ
て検索・加工された、メッセージ性を持った
成果物、「情報」、「報告（レポート）」

何かしら目的を持った関係者間で「情報」を
共有、報告する流れ。配布された情報を理解
し知識とし、判断、意思決定して情報を利用
する。狭義の「デジタルレポーティング」

広
義
の「
デ
ジ
タ
ル
レ
ポ
ー
テ
ィ
ン
グ
」

図表1

※2 ｢The Interactive Data Revolution: Improved Disclosure for Investors, Less 
Expensive Reporting for Companies」　尚、Interactive DataはXBRLの別名。

 https://www.sec.gov/news/speech/2006/spch053006cc.htm
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（例えば、意思決定等）に有用な情報（利用側の素材）を選択
し、さらに比較・分析して、再利用することを可能にする

（2）デジタルレポーティングのメリットを実現するXBRL

上記のメリットは、各国で採用され実用化されている
eXtensible	Business	Reporting	Language	（以降、XBRL※3）
の活用に見ることができます。
XBRLの活用によって、各業務分野で開発され承認されてい

る共通の「階層型語彙辞書（タクソノミ）」を参照することによ
り、同じ定義およびルールの下で情報をデジタル化すること
ができ、比較・分析を可能にします。
XBRLの主要な特性として以下のポイントが挙げられます※4。

①	属性情報を有しているため、データの再利用が容易である
②	システム互換性が高く、テキスト形式が扱えるシステムで
あれば処理が容易である

③	自動処理に適している

④	データの属性情報に基づき、データ処理の方法等をシステ
ムが自動的に判断可能である

⑤	あらかじめデータ間の相互関係が定義されていることから
データの整合性チェック等、容易である。データ品質を向上
させることで分析精度も向上

⑥	グローバル連携への展開を容易にする標準仕様を採用し
ている一方、機能の追加実装が可能

（3）デジタルレポーティングの実用化

多くの国の中央銀行、監督当局、証券取引所等は、XBRL
の主要な特性に着目して財務報告等の情報徴収・利活用の
仕組みに採用しています（図表 2、図表 4）。それにより、企業

図表2：財務情報デジタルレポーティング 財務情報分野_日本国内

情報分類 情報分類詳細 活用事例 概要
監督当局・
規制関連

上場会社等開示 金融庁
EDINET 開示書類
デジタル化

・ 2001年：EDINET（Electronic Disclosure for Investors' NETwork）「金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する
電子開示システム」の稼働を開始し、開示書類の対象を拡大。

・ 2008年3月：開示書類の二次利用性の向上を目的として、有価証券報告書等の財務諸表部分にXBRLを導入。
・ 2013年9月：更に投資家等の利便性を向上するために「次世代EDINET」を稼働。
・ XBRLの導入により、EDINETでの、インターネットでの開示書類の閲覧のみから、開示書類の XBRL形式のデータでのダウンロード・

利用が可能となり、多くの投資家やデータ利用者にて財務情報等の高度かつ迅速な加工・分析を実現。

東京証券取引所
適時開示情報
デジタル化

・ 2003年：世界で初めてXBRLを実用化。
・ TDnet（Timely Disclosure Network）（適時開示情報伝達システム）を構築し、日本の証券市場に上場する全ての上場会社の適時開

示情報がTDnetを通じて配信。
・ 世界に先駆けて、「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」をXBRL化するなど、財務情報以外の情報のXBRL化に取り組み。
・ 2011年：決算短信におけるIFRS対応。
・ 2014年：Inline XBRLを導入。

金融監督報告 日本銀行
報告書デジタル化

・ 2003年：XBRLを用いたデータ伝送の実用化に向けた検討、実証実験・ツール等の開発を開始。
・ 2006年2月：金融機関約 500先との間で、XBRLを用いたデータの授受を開始。
・ XBRLを用いたデータの授受の対象：当初の日計表のみから、貸出金関係報告（2007年 4月）、預金関連計表（2008年 2月）、全銀分

の決算状況表（2012年5月）、外銀・信金分の決算状況表（2013年5月）に順次拡大。

税務申告 国税庁
─e-Tax導入

・ 2004年：国税電子申告・納税システム（e-Tax）の運用を開始、法人税申告の財務諸表部分のデータ形式としてXBRLを採用。国税電
子申告におけるXBRL採用は、世界でもオーストラリア、イギリスに次ぐ早さ。

・ 複数の金融機関が、e-Taxに提供されているXBRLデータを有効活用し、融資審査に利用するサービスを提供。
・ 2017年 4月、 財務省と国税庁が、企業の法人税と消費税の税務申告における電子申告（e-Tax）の義務化の方針を公表。2019年度の

開始を目指す。2015年度の法人税申告におけるe-Taxの利用率は、申告件数の約 75% （196万件）であり、資本金が 1億円以上の大
企業は52%（約1万件）にとどまっている現状を義務化が後押しすると考えられている。

地方税
電子化協議会
─eLTAX導入

・ 2005年 1月、インターネットを利用した地方税の申告や納税等手続きを可能とする『地方税ポータルシステム（eLTAX（エルタック
ス））』の運用を開始。電子申告の際、市販の税務・会計ソフトウェア等で作成された財務諸表（XBRL形式）の添付が可能。全国都道
府県ならびに政令指定都市において段階的に運用を開始。

・ 2011年12月、47都道府県、19政令指定都市および1023市区町村にて運用。
・ eLTAXにて、法人道府県民税、法人事業税、法人市町村民税、固定資産税（償却資産）、個人道府県民税・市区町村民税および事業

所税の電子申告が可能であり、法人関連の税目にXBRL形式の財務諸表を利用可能。

NTTデータ
Zaimon e-Taxデータ
受付サービスの提供

・ 納税者（企業や個人事業主）が「国税電子申告・納税システム（e-Tax）」に提出したXBRLデータを、納税者または代理である税理士の
Webサイト上での操作により、指定された金融機関に送信するための ASP型サービス。金融機関での信頼性の高い情報入手と、融
資審査業務等への利用を可能にしている。

・ 2008年、三井住友銀行をファーストユーザとしてサービスを開始し、その後、みずほ銀行、足利銀行、西日本シティ銀行、岡崎信用
金庫、商工組合中央金庫で採用（2015年9月末時点）。

非監督・
非規制関連

環境情報開示 環境省
環境情報開示
プラットフォームの
実証・実用化事業

・ 環境に配慮した経営を行う企業が正しく評価され、そのような企業に資金が流れる社会システムの構築が期待したデータのデジタ
ル化とプラットフォームの構築を目指す。

・ 2013年4月、環境配慮促進法（2005年施行）に基づき、投資家等の環境情報の活用に向けた3ヶ年情報基盤整備試行事業を開始。
・ 試行的に構築するプラットフォーム『環境情報開示システム』の閲覧機能・比較分析機能、及び対話を促進するためのコミュニケー

ションツール等の整備を進め、（1）企業による登録情報の投資判断への有用性、（2）情報流通経路における、XBRLの利用可能性（比
較可能性、品質劣化防止等）、（3）登録情報の比較ツールの有用性、（4）対話を促進するためのコミュニケーションツールの有効性
を検証。

・ 2016年4月～2019年3月、実用化のための技術実証期間。
・ 2020年、パリ協定発効のタイミングでの本格運用「非財務プラットフォーム」の公表を目指している。

出典： https://www.xbrl.or.jp/modules/pico5/index.php?content_id=27
 http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG19H94_Z10C17A4MM8000/
 https://www.env-report.env.go.jp/
 日本経済新聞2017年4月20日版

※3 各種事業報告用情報の作成・流通・分析・変換などに適したExtensible Markup 
Language（XML）による標準規約。

※4 出典：非財務情報開示の現状と展望～XBRLを用いたESG活用への実証実験（2015年9
月15日　株式会社NTTデータ 金融事業推進部 オープンイノベーション事業創発室 和田 
芳明氏）（PwC Japan主催第4回コーポレート・レポーティング・セミナー 「ディスクロー
ジャー・イノベーション：実利追求型の開示と対話の実務を探る～企業価値創造に資す
るコーポレートガバナンスと非財務情報開示、そして統合報告～」プレゼンター資料）
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等からさまざまな目的で受領した情報を、効率的に検索、分
析、活用することを実現しています。
例えば、SECでは、XBRL形式の財務報告提出を段階的に

義務化する際※5に、オープンデータとして公共が利活用でき
る仕組みを作り公開し、「デジタルレポーティング」の運用を
実現しています。また、2013年以降、提出済XBRLデータを
利活用した高度な分析を可能とする「Accounting	Quality	
Model（AQM）」を開発し※6、SEC内での財務情報監査、会計
粉飾・詐欺等の検出に役立てるなど実用化することで、デジタ
ルレポーティングの有効性を実証しています。

1）監督系財務情報
日本は、世界各国の中でも早期にデジタルレポーティング

の採用を検討し実用化しています。2000年代前半から、①国
税庁の法人税申告、②東京証券取引所の適時開示、③金融
庁の企業情報開示、④日本銀行の金融企業の報告書類にて、
XBRL形式を採用しています。さらに、東京証券取引所、金融
庁では、2013年から次世代XBRL形式であるInline	XBRL※7

（以降、iXBRL）を採用しています（図表2、図表3）。
日本銀行（以降「日銀」）は金融機関向け日銀報告作成ツー

ルを、日本の印刷会社は法定開示提出企業の国内報告書類
開示作成支援ツールを開発しており、各報告書の作成支援を
企業に提供しています。これらのツールにより、報告提出企業
はインターフェース上のテーブルフォーマットに必要情報を
入力するだけで、容易にXBRL形式の報告書を作成・提出す

ることが可能です。また、当該ツールには検証機能が含まれる
ことから、ツール利用により平仄等の確認を効率化し、一定の
データ品質の担保を可能とします。
すなわち、日本での財務情報におけるデジタルレポーティ

ングの実用化は、「高性能な開示作成支援ツールの開発およ
び支援」と「電子開示システム」との連携、加えて「定型報告様
式」と「標準化され規則性あるXBRL形式」の協調による「仕組
み」作りによって達成できているといえます。

海外におけるデジタルレポーティングの主要な動向は、次
のテーブルにて見ることができます（図表4）。
なお、米国会計基準や国際財務報告基準に準拠した財務諸

表は、定型報告様式を採用している日本会計基準準拠の報告
書と異なり自由度が高く非定型であることから、XBRL作成ツー
ルを使用しても追加の品質確認プロセスが必要となります。
	

2）非監督系・非財務情報
XBRLは、当初は汎用的なビジネス報告書言語としてスター

トし、特に財務会計上の開示情報を表現するために発展して
きました。近年、非財務情報開示にもXBRLが採用され、デジ
タル化が急速に進んでいます。その背景には、「非財務報告

監査法人・格付機関

国および地方税務当局

企業セクター

金融監督当局

監査法人

格付機関

事業法人

資本市場、
投資家など

東京証券取引所

情報ベンダー・
シンクタンク・
信用情報
データベース

銀行／保険等

日銀 金融庁

監督当局向け
報告

事業報告
適時開示情報

法定開示情報

税務申告
納税者

税務当局

税務申告

e-Tax/e-Ltax
（本番稼働中）

ZAIMON
（本番稼働中）

XBRL採用

TDnet
（本番稼働中）

EDINET
（本番稼働中）

コーポレートガバナンス報告
（本番稼働中）

日銀考査オンライン
（本番稼働中）

環境情報開示基盤
（環境省・NTTD実証中）

環境レポート

投資家

図表3：日本国内 データサプライチェーン– デジタルレポーティング

※5 2009年6月15日以降に終了する事業年度から段階的に義務化。
※6 https://www.sec.gov/news/speech/insights-into-sec-risk-assessment-programs.

html
※7 Inline XBRLは、人が判読可能なデータであるHTMLとシステムが判読可能な構造を持
つデータであるXBRLが一つのファイルに融合された形式。

特集：データアシュアランス

出典：非財務情報開示の現状と展望～XBRLを用いたESG活用への実証実験（2015年9月15日　株式会社NTTデータ 金融事業推進部 オープンイノベーション事業創発室 和田 芳明氏）
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国 利用者 利用方法*
英国 BOE（Bank of England）

イングランド銀行
・2016年、CRDIVおよびSolvency IIに関する規制報告監督当局報告 XBRL形式での提出を義務化。
・CRDIVは300行ほどの銀行、Solvency IIは450ほどの保険会社・再保険会社が対象。

HMRC（HM Revenue and Customs）歳入関税庁 ・2011年、 UK Company Tax Return に iXBRLを利用したOnline filingを強制。220万の企業が利用。

The Companies House  会社登記所 ・2006年、任意で XBRL形式での年次報告の提出が可能となる。2011年からは、iXBRL形式での filing
が可能。

欧州連合 EBA（European Banking Authority）欧州銀行監督局 ・2013年、EBAタクソノミを公表。
・2017年6月30日以降提出の書類に対して適用されるEBAタクソノミ2.6を公表。
・欧州各国の監督当局の大半が、情報の整合性およびデータの提出と分析のプロセスを簡略化するた

めに EBAタクソノミを使用。EU各国の金融機関や証券会社等、EBAのタクソノミを使用し、監督当局
向けReportingを実施。

ECB（European Central Bank）欧州中央銀行 ・2014年、SSM（Single Supervisory Mechanism）における監督者としての役割をECBは担い、XBRLを
導入して情報を徴求。

・SSMが対象としている規制の一つであるImplementing Technical Standardsのデータは、欧州の監
督当局間でやりとりされる情報で、EU内での提出が義務付けられている。

EIOPA（European Insurance and Occupational Pensions Authority）
欧州保険・企業年金監督局

・2015年、EIOPA XBRLタクソノミVer.2.0.1を公表し、Solvency IIの報告につきXBRL形式で情報収集す
る旨公表。

ESMA（European Securities and Markets Authority）
欧州証券市場監督局

・2016年、2020年より上場企業のiXBRL形式でのIFRS連結財務諸表提出を決定。

＜欧州連合内共通＞ ・2011年、EBA, EIOPA, XBRL Europeは、Eurofiling Initiative（報告用のフレームワークの技術面の仕
様を開発することを目的）に参画。

・2009年、欧州各国の監督当局（NCA）及びその監督当局を監督するEBA, EIOPA, ESMAを包括的に監
督する監督主体であるESFS（EU System of Financial Supervisors）欧州金融監督者機構が、欧州銀行
監督者のXBRLワークショップを開催。

・2016年、EC主導でFinancial data standardisation projectが発動。規制対応コストの削減およびデー
タ標準の互換性を向上することでデータの効率的な活用を目指している。関連主体は、ECB、EBA、
EIOPAを含む。

オランダ Chamber of Commerce商工会議所 ・2015年、財務報告書のXBRLファイリング義務化をオランダ議会で決議。監査報告書を含む、「財務報
告書」のXBRLでの提出を2018年義務化予定。

オランダ ING銀行 ・2015年、XBRL形式で財務諸表を提出する中小企業に対し、貸出金利の優遇をスタート。
・2017年以降は顧客に対しXBRL形式での提出を財務諸表要件とするか、または紙ベースで提出の場

合は課金することを予定している。

オランダの主要3銀行：ABN AMRO, ING and Rabobank ・2017年、信用格付報告書をSBR（Standard Business Reporting）に含めて提出することを義務化。
 ビジネス向け融資の対象となる企業に対して、財務情報などを従来の紙ではなく電子データで提出

するよう推進。

DNB（De Nederlandsche Bank）オランダ銀行 ・2016年、主要な銀行の OTCデリバティブ取引に係るデータ収集のために DNB-OTCタクソノミ（v.1.0）
を公表。

オーストラリア ATO（Australian Tax Office）オーストラリア国税庁 ・2017年、SBR（Standard Business Reporting）を強制化。

オーストラリア政府及び事業 ・2014 年、事業と政府間の e-invoicingを実現するために共同で自国の SBR（Standard Business 
Reporting）のインフラ構築事業を承認。

中国 中国財務局 ・2011年度年次報告書よりCAS（Chinese Accounting Standards）タクソノミに基づくXBRL filingを義
務化。XBRL Data Platformを構築。

SSE（Shanghai Stock Exchange）-上海証券取引所 ・2008年、上海証券取引所（Shanghai Stock Exchange）上場企業全 864社につき、XBRL形式での
財務報告書提出を義務化。

韓国 FSS（Financial Supervisory Service）- 金融監督院 ・2006年、証券監督にXBRLを本番適用。

タイ SET（Stock Exchange of Thailand）- タイ証券取引所 ・2007 年、SET 上場の企業を対象に、XBRL を導入し実用化（任意開示）。タクソノミは XBRL 
Internationalの仕様に準拠。

シンガポール ACRA（Accounting and Corporate Regulatory Authority）
会計・企業規制局

・2007年、企業からの財務報告受付にXBRLを導入し、本番運用を開始。

米国 SEC（Securities and Exchange Commission）米国証券取引委員会 ・2005年、XBRL形式財務報告書の任意提出プログラムを開始。
・2006年、XBRLに対応した EDGARシステムの更改を開始することを発表。合わせて、全業種のタクソ

ノミ開発および投資家向け分析ツールの開発を様々な有識者、ソフトウェアベンダーと共に開始。
・2008年、米国会計基準（USGAAP）を採用している時価総額50億ドル以上の大企業は、2009年6月15

日以降に終了する最初の四半期財務報告からXBRLでの報告提出が要求され、上記以外の米国会計
基準採用企業についても、その後2年の間に順次XBRLでの報告提出を要求。　

・2016年、iXBRLによる財務報告書の任意提出収受開始。
・2017年、IASB公表の IFRS タクソノミを承認。2017年 12月15日以降に終了する会計年度よりXBRLに

よるIFRS filingの義務化を発表。財務諸表提出の際にiXBRLの使用可能。

連邦政府 ・2015年、Data Act法施行（2014年 5月）を受けて、米国財務省が Data schemaを公表。2017年 5月か
ら、全ての連邦政府機関の支出情報をXBRL形式で提出することを義務化。

DTCC（Depository Trust & Clearing Corporation） ・2014年、DTCCの子会社であるDepository Trust Company（DTC）にて、配当の情報受領プロセスに
おける膨大な手作業をXBRLを採用することで自動化。 Best Corporate Actions Initiative（ユーザー）
部門で最優秀賞を受賞。

FDIC（Federal Deposit Insurance Corporation）- 連邦預金保険公社 ・2005年第三四半期より、すべての銀行に対して、連邦預金保険公社宛財務報告（Call report）をXBRL
形式で提出することを義務化。

 加えて、FDICの年次の支店預金残高調査（Summary of Deposit-SOD）をXBRL形式で収集。

インドネシア IDX（Indonesia Stock Exchange）- インドネシア証券取引所 ・2014年、XBRL形式での財務報告提出が義務付けられた上場企業に対して、オンライン XBRL報告シ
ステムの稼働を開始。

・インドネシアFinancial Accounting Standards（PSAK）をベースにしたタクソノミを使用。

BI（Bank Indonesia）- インドネシア銀行 ・2013年8月以降の財務報告を対象にXBRL形式を義務化。

図表4：財務情報におけるデジタルレポーティングの世界各国の動向

特集：データアシュアランス
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における課題」と「日本内外での動向」があると考えます。
　

ⅰ）非財務報告における課題
非数値・定性情報が多い非財務報告においては、以下のよ

うな課題※8が存在しています。
①	文章主体なのでスタイル・章立てがバラバラになりがち
②	スタイルが揃ったとしても長文で読みにくい
③	他社との、あるいは同じ企業の過去の報告との比較が難し
い

④	コンピュータ処理のために、テキストマイニング手法等を適
用する場合でも、サーチ範囲が広く、検出精度を上げ難い

あらかじめ標準化された開示報告形式が存在する場合、各
開示項目を表現するXBRLのタクソノミ（階層型語彙辞書）を
開発・定義することにより、各情報項目単位（1ブロック）で取
り扱うことが可能となり、そのブロックごとの同社比較年度間、
他社業種間比較等が容易になります。また、テキストマイニン
グ※9等の技術を用いて、さまざまな分析が可能となるため、
XBRLの特性が上記の非財務情報の課題を解決に導きます。

ⅱ）日本内外での動向
・スチュワードシップ・コードとコーポレートガバナンス・コード

背景の一つとして、1990年から2000年代にかけて英国発
信で国際的に広がっている2つのコード「スチュワードシップ・

コード」と「コーポレートガバナンス・コード」の「行動原則」の
制定と適用があります。当該コードは、当事者間の「責任」と

「建設的な対話」を通じた「企業の持続的な成長」に注目し、例
えば、コーポレート・ガバナンス報告書においてコードの遵守
状況（遵守か説明）や「責任の果たし方の方針」等の開示が要
求されています。
日本では、日本版コーポレートガバナンス・コードの適用が

2015年6月に開始されており、TDNetやEDINETといった電
子開示システムにてiXBRL形式※10のコーポレート・ガバナン
ス報告書が公表されています。汎用性ある分析可能なデジタ
ルデータ形式での運用により、テキストマイニング等を利用し
た各企業の開示比較・分析が可能です。

・ESG投資の活性化
2000年ごろからの、気候変動をめぐるさまざまな投資・金

融関連のイニシアティブが発展しています。「社会的責任」と
しての動きから始まり中期的な投資リスクを回避するなどの
観点から、企業の環境配慮等の要素を考慮して投資を行う

国 利用者 利用方法*
アラブ
首長国連邦

Abu Dhabi Stock Exchange（ADX） and the Dubai
Financial Market（DFM）
アブダビ証券取引所・デュバイ商品取引当局 

・2013年、ADXとDFMに上場している企業 250社に XBRL報告提出義務化（IFRS）（2011年より試験導
入）。

デンマーク DBA（Danish Business Authority）デンマーク事業登記機関 ・2013年、IFRS以外の会計基準を適用している全企業につきXBRL形式での年次報告書提出を義務化。
・2014年、IFRS（デンマークIFRS）適用 企業につきXBRL形式での年次報告書提出を義務化。
・2015年、全ての提出済年次報告書をPDF/XBRL形式で無料アクセスできるシステムを構築・公開。
・2017年、XBRL Europe Dayにて、AIを活用し、XBRL形式の23万を超える財務報告書の包括的な分析

結果に関する第一回目の報告書を発表。

スウェーデン SIS（Swedish Standards Institute）スウェーデン標準化研究所 ・2015年、電子報告および財務情報の交換のためにXBRLを国内基準（SS 40100:2015）として承認。

ブラジル CAIXA ECONÔMICA FEDERALブラジル連邦貯蓄銀行 ・財務データ収集システム（SISTN）にて、年次報告書をXBRL形式で収集を開始。

Brazil National Treasury 財務省 ・2012 年、政府報告書の XBRL導入を目的とした Brazilian Public Sector Accounting and Fiscal 
Information System（SICONFI Project）の開発を開始。

チリ SVS（La Superintendencia de Valores y Seguros”） 
証券保険監督局

・2009年、270社の上場会社につき、XBRL形式でのIFRSに基づく財務諸表提出を義務化。

ロシア CBR（Bank of Russia）ロシア連邦中央銀行 ・2015年、貸付業務を行わない金融機関（例：保険会社、年金基金、投資および管理会社）約 2万社を
対象に、財務諸表、監督当局宛報告等を XBRL形式で報告することを義務化（Phase 1）、貸付業務を
実施する機関は次ステップ（Phase 2）にて対応予定。

・パイロット・プロジェクトは2016年9月に始動し、2017年9月には最終的なタクソノミ公表予定。2018
年にはXBRL形式で最初の公式な報告授受を開始予定。

クウェート CBK（Central Bank of Kuwait）クウェート中央銀行
Ministry of Commerce and Industry （MOCI）商工業省
Capital Markets Authority（CMA）資本市場庁

・2016年、XBRL形式による電子開示システムを始動。上場会社、非上場会社、ファンド等と監督当局と
の間の報告データのやり取りをXBRL形式で行う（2016年Q4でXBRLタクソノミを公表）。

インド RBI （Reserve Bank of India）インド準備銀行 ・2008年、国内各行からCRILC（Central Repository of Information on Large Credits、銀行間で共有す
る大口信用先に関する信用情報を集中的に蓄積・管理するシステム）宛に XBRL形式での信用情報提
出を義務化。

南アフリカ （利用方法内参照） ・ 2014 年、SAICA（South African Institute of Chartered Accountants）主導で、南アフリカの XBRL
標準開発プロジェクトに着手。SARB（The South African Reserve Bank）南アフリカ準備銀行、JSE 

（Johannesburg Stock Exchange）JSE株式会社、FSB （Financial Services Board） 南アフリカ金融
サービス委員会、CIPC（Companies and Intellectual Property Commission）企業・知的所有権登録
局等が当該プロジェクトに参画。

特集：データアシュアランス

※8 非財務情報開示の現状と展望～XBRLを用いたESG活用への実証実験（2015年9月
15日　株式会社NTTデータ 金融事業推進部 オープンイノベーション事業創発室 和
田 芳明氏）

※9 文字列を対象としたデータマイニングのこと。通常の文章からなるデータを単語や文
節で区切り、それらの出現の頻度や共出現の相関、出現傾向、時系列などを解析する
ことで有用な情報を取り出す、テキストデータの分析方法。

※10 新技術 iXBRLは決算短信、事業報告等、有価証券報告書などの制度開示に2014年1
月から導入されている。

* XBRL形式によるデジタルレポーティング導入の目的は、主に費用削減、報告データ作成・提出や妥当性確認の自動化を含む業務プロセスの効率化、データ品質の向上、データの比較可能性
の向上、内外投資の活性化などが挙げられる。
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「ESG投資」が急速に拡大しており、投資判断に必要な「情報」
の容易な入手を可能とする枠組みが注目されています（図表
5）。
日本では、環境省がITベンダーとともに、「環境情報開示基

盤整備事業」を実施しています※11。2013年度から2015年度
の3カ年の試行事業にて、
①	XBRLを非財務情報へ適用することで、情報品質劣化を回
避した迅速な比較分析や情報加工を実現

②	入力情報のリサーチや情報提供者・利用者等のインタ
ビューを多数重ね、さらに、CDP※12およびGRI※13との連携
およびフォーマット項目の一部共有化も実施し、「標準化し
た定型報告様式」を構築

を達成し、企業の入力稼働の低減と閲覧者による比較可能
性の確保に成功しています。当該試行事業の結果を基に、
2016年度から2019年度は本格運用に向けて方針やルー
ルの検証等の技術実証に取り組み、2020年パリ協定発効
のタイミングでの本格運用「非財務プラットフォーム」の公表
を目指しています。
また、ESG投資推進の大きな立役者となっているPRI※14に、

年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF※15）が2015年9月
に開催された国連総会にて署名したことで、日本でもESG投
資への拍車がかかると見られています。加えて、2016年5月
の閣議で決定した地球温暖化対策計画においても、日本政府
としてICTを利用した情報開示の基盤整備や、ESG投資を金
融面から促進するための取り組みを進めると言及していること
も、非財務情報のデジタル化を後押ししています。

・開示の一元化と規制導入の検討
2014年7月、日本公認会計士協会（以降、JICPA）にて、開

示・監査制度一元化検討プロジェクトチームを設置しました。
プロジェクトチームでは、あらためてさまざまな観点から会社法
と金融商品取引法による開示・監査制度の一元化に向けた検
討を行い、2015年11月「開示・監査制度の在り方に関する提
言－会社法と金融商品取引法における開示・監査制度の一元
化に向けての考察－」として検討報告を公表しています。それ
に先駆けて、経済産業省は2015年4月「持続的成長に向けた
企業と投資家の対話促進研究会」による報告書「対話先進国に
向けた企業情報開示と株主総会プロセス」を「伊藤レポート※16」
の第二弾として公表しており、その中で開示一元化のための
枠組みとして「モジュール型開示システム」という概念※17を提
言しています。
また、2016年4月、金融審議会のディスクロージャーワー

キング・グループにて、2015年11月からの企業の情報開示
のあり方等についての検討および審議を踏まえ「ディスクロー
ジャーワーキング・グループ報告－建設的な対話の促進に向
けて－」※18を公表しています。企業の持続的な成長と中長期

的な企業価値の向上を目指し、①会社法、金融商品取引法、
証券取引所規則の3つの制度開示に定められた開示内容の
整理・共通化・合理化、すなわち「開示の一元化」、②非財務
情報の開示の充実、③上場会社等が未公表の重要な情報を
特定の第三者に対して選択的に開示することを禁じるフェア
ディスクロージャー規制の導入等の検討を提言しています。
「開示の一元化」は、法定開示に採用されている「デジタル
レポーティング」の枠組みの中での検討が必要となります。ま
た、フェアディスクロージャー規制の導入検討において、情報
利用者における開示の透明性と公平性を担保する「オープン
データ」のプラットフォームとデジタルレポーティングとを連携
させた枠組み作りが必要となると考えます。

3 デジタルレポーティングの課題
– データアシュアランスの観点から

各国での「デジタルレポーティング」の導入と積極的な利活
用の動向が見られる一方、実用化されると必ず「課題」が生ま
れます。
近年の「デジタルレポーティング」の主な課題の一つに、

データの「品質」の担保があげられます。
デジタルデータを加工した「情報」の信頼性は、インプット

であるデータの正確性に依存するため、「利用目的に応じたレ
ベルでのデータ品質の担保」が必要になります。すなわち、

「データアシュアランス」です。
デジタルレポーティングにおける「データアシュランス」は、

（1）デジタルデータの保証、（2）データを加工した「開示情報」
作成プロセスからの保証、の2つの観点が考えられます。

（1）デジタルデータの保証：監査等の保証手続

財務報告の信頼性を確保するためのデータ保証のアサー
ション（監査要点※19）の一部である、実在性（本当にあるの

※11 https://www.env-report.env.go.jp/ 参照
※12 企業や都市のサステナビリティに関する情報を測定、開示、管理し、共有するための

唯一のグローバルなシステムを提供する国際的な非営利団体。
※13 Global Reporting Initiativeの略称。サステナビリティに関する国際基準の策定を目指

し、世界で最も広く利用されているESG 情報の開示ガイドラインやフレームワークを
提供する非営利団体。ガイドラインにより、「サステナビリティ」という抽象的な概念を
具体的な指標として可視化し、さらには、CDP 2016気候変動質問書をリンクさせ、
多様な開示情報との関連性を明確化。2016年10月、ガイドラインから標準へと格上
げを図り「GRIスタンダード」を発行。

※14 Principles for Responsible Investment（「責任投資原則」「国連責任投資原則」）の略
称。投資にESGの視点を組み入れることなどからなる機関投資家の投資原則。

※15 Governmental Pension Investment Fund（年金積立金管理運用独立行政法人）の
略称。

※16 正式名称は「持続的成長への競争力とインセンティブ～企業と投資家の望ましい関係
構築～」。企業の収益力向上や持続的な成長のための投資を支える長期的な資金を
日本の資本市場に呼び込むため、企業、投資家双方に求められる姿勢や役割、さらに
両者の関係などについて提言したレポート。2014年8月公表。

 http://www.meti.go.jp/press/2014/08/20140806002/20140806002-3.pdf 参照
※17 投資家にとって必要な情報を「モジュール（まとまった構成要素）」として特定し、それ

を金商法開示（有価証券報告書）、会社法開示（事業報告、計算書類）、証券取引所開
示（決算短信）という各開示制度に当てはめていくという考え方。 

 http://www.meti.go.jp/press/2015/04/20150423002/20150423002-1.pdf 参照
※18 http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20160418-1.html 参照
※19 http://www.hp.jicpa.or.jp/ippan/cpainfo/ke_word/2007/04/post_59.html 参照
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か）、網羅性（全て記録されているか）の観点から考えてみま
す。これらの確認は、アナログデータでもデジタルデータで
も、財務報告の基データが実際に存在するかを確認状や棚卸
等で確認し、報告を作成する際のデータソースと報告上の数
値の証憑突合すること等で担保されます。
アナログデータの場合、財務報告数値の背後にある取引の

実在性・網羅性の確認は全て目検、手動となるため、全件確
認は時間やコスト制約から現実的ではなく、サンプリングでの
合理性の確認になります。一方、全ての証憑がデジタルデー
タで存在する場合は、全件・全自動・リアルタイムでの照合を
可能にします。また、監査手続きにおける経常的な分析・検
証が容易となります。
実際は、証憑の全てをデジタル化することは難しく、属人的

な判断が入る検証や確認はゼロにはなりません。従って、監
査等の保証手続きが全自動になることは想定されませんが、
定型・経常的な確認の自動化は可能な時代です。PwC内でも

「Disruptive	Audit」と呼んでITを駆使した監査手続きを開発
しています。それにより、「より本質的な確認」に人間の知能と
時間を使うことができるようになります。

・実務に見る課題と方策：監査対象ではない Interactive Data
の合意された手続きおよびレビュー
デジタルレポーティングの一つであるXBRL形式での報告書

提出は、前述のとおり日本および米国の証券取引所等で義務

付けられていますが、監査対象ではありません。一方、すでに
XBRL形式での報告書提出の実務が成熟化している国では、提
出された報告に存在するエラーの傾向を分析し、データ利用を
促進するために「正確性」担保のための施策を講じています。

①米国のAgreed-upon procedures（AUP＝合意した手続き）
2009年以降XBRL形式財務諸表提出の義務化が始まって

いる米国では、2009年に、Statement	of	Position（SOP）
09-1、XBRL提出実務が定着した2013年にSOP13-2※20と呼
ばれるAgreed-upon	procedures（AUP＝合意した手続き）を
公表しています。
例えば、XBRLデータには視認することができないXBRL特

有の情報（データ属性の設定、正負の設定等）がデータに含ま
れていることに着目し、その確認手順を規定しています。

②米国の品質ガイダンスおよび検証ルール
AICPA※21からスピンオフして設立されたXBRL	US主導の

Data	Quality	Committee※22にて「利用と分析促進に影響のあ
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図表5：世界のESG投資額および成長率（2014年から2016年）

※20 Statement of Position 13-2 「Performing Agreed-Upon Procedures Engagements 
That Address the Completeness, Mapping, Consistency, or Structure of XBRL-
Formatted Information 」の略称。AICPA XBRL Assurance Task Force が、2013年
9月に公表したXBRL Filesの品質向上のためのガイドライン。2009年に公表された
SOP09-1「Performing Agreed-Upon Procedures Engagements That Address the 
Completeness, Accuracy, or Consistency of XBRL-Tagged Data」の更新版。

※21 American Institute of Certified Public Accountants（米国公認会計士協会）の略称。
※22 AICPA、CFA協会、ソフトウェアベンダー、情報ベンダー、提出企業、会計士、会計学

者等含むメンバーで構成されている。
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出典：Global Sustainable Investment Review 2014年版及び2016年版（GSIA（Global Sustainable Investment Alliance）発行）を基にPwC作成
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るデータ品質の課題」に着目し、データ間の矛盾やエラーを
回避または検出するガイダンスおよび検証ルールを品質向上
を目標に策定、最終化し公表しています。SECにて、提出書
類の継続的な分析および正確性と完全性の担保を優先課題
とする旨を継続的に公表していることもあり、登録企業では承
認された当該ルールに基づいてXBRL形式の報告書を作成し
提出しています。

③ 日本のXBRLデータに関するガイダンス
日本でも、次世代XBRLである「iXBRL」※7に移行した際、

2014年4月にJICPAは、提出企業および監査人が参照できる
手引きとして「IT委員会研究報告第44号※23「新EDINETの概
要とXBRLデータに関する監査人の留意事項」」を公表してい
ます。

これらのすでに公表されているAUPや手引き書は、今後、
公表国内のみならず他国の実務においても参照され、データ
保証の基礎となっていくのではないかと考えます。
PwCにおいても、上記のガイダンスを基にXBRLの品質検

証ツールやフォーミュラーを開発して、提出企業の品質向上・
維持の助言も実施しています。

（2）データを加工した「開示情報」作成プロセスからの保証

デジタルデータの利用を促進するための正確性・完全性を、
「プロセス」から担保する観点が2点目です。

・実務に見る課題と施策：Disclosure Management
Disclosure	Management	という言葉を聞いたことがありま

すでしょうか。
「Streamlining	the	Last	Mile」（最終工程の合理化）といわ
れ、四半期報告・年次報告の決算早期化対応のために報告
書作成最終工程に、一定のITツールを用いて必要なデータ・
情報を一元管理し、報告書作成プロセスの統合、正確性の向
上・強化、および効率化・コスト削減を図るプロセス全体の
概念です。現行の会計・報告システム等と親和性が高いこと
から補完導入が可能で、既存の報告作成プロセスを小規模
の投資で改善することができます。「開示作成プロセス」に着
目し、担当者の手作業による更新漏れ、計算違い、情報不一
致等のエラー等のリスクを低減し、データの正確性等の品質
を担保する一施策です（図表6-1、図表6-2）。
米国では、2 , 0 0 0 社以上の企業が「D i s c l o s u r e	

Management」を導入し、開示作成プロセスにおける効率化、
コスト削減、正確性向上、および内部統制強化を達成してい
ます。その動向の背景には、XBRL形式の四半期・年次財務
諸表提出の義務化に加え、義務化当初2年間設けられていた
恣意的でないエラーの免責期間の終了に伴い、報告書作成

企業における提出財務情報への正確性・網羅性への意識が
高まったことがあります。
Disclosure	Managementのツールの大半には、アクセス権

管理（編集・閲覧権限等）、承認手続き（作業者、承認者のタ
スクの分離）、更新履歴等などの管理機能があり、外部監査人
にも各プロセス確認のための閲覧権限を付与することが可能
です。従って、監査業務やその他の保証業務にも対応し得る
ツールであり、PwCは、各ベンダー提供ツールの特徴等も踏
まえたツール導入支援をしています。

4 おわりに

米調査会社の予測によると、デジタルデータ量は2010年
から20年までに40倍に増えるそうです※24。さまざまな場面で
利活用される「データ」「情報」の一定の品質担保と意思決定
等の「スピード」が求められる今こそが、「デジタルレポーティ
ング」と「AI」等のテクノロジーの協調に着目するタイミングで
あると考えます。

一方で、各企業において、自社企業価値の向上につながる
ような実効的かつ効果的な財務情報・非財務情報を提供でき
ているのでしょうか。例えば、社外の人の意思決定に使用して
もらえる「自社の企業価値が効果的に伝わる財務・非財務情
報」を提供できているでしょうか。また、社内の意思決定に使
いたい情報を適時に入手し利用できる体制が整っているで
しょうか。

2017年5月末に、経済産業省が「価値協創のための統合的
開示・対話ガイダンス	- ESG・非財務情報と無形資産投資	- 

（価値協創ガイダンス）」※25を公表しました。当該ガイダンス
は、①企業の「情報開示のあり方の拠り所」として使われ進化
する「共通言語」、②企業が経営理念やビジネスモデル、戦
略、ガバナンス等を統合的に投資家に伝えるための手引き、
そして③投資家が企業を評価し投資判断やスチュワードシッ
プ活動に役立てるための手引きの3つの役割を担い、フレー
ムワークを提供しています。「開示制度の効率化」と「長期的な
企業価値評価のための開示充実」に同時並行で取り組み、「持
続的な企業価値創造と長期投資の促進」につなげるという一
体的な当該フレームワークを企業が活用することで、「デジタ
ルレポーティング」の効果的な枠組みが整います。企業がすぐ
にチャレンジする道具はそろっているのです。

※23 http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/files/2-10-44-2-20140418.pdf 参照
※24 日本経済新聞 2017年5月1日朝刊「情報リテラシーとは」参照
※25 http://www.meti.go.jp/press/2017/05/20170529003/20170529003-1.pdf
 http://www.meti.go.jp/press/2017/05/20170529003/20170529003-2.pdf 参照
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現在認識している「デジタルレポーティング」における課題
である、「各レポーティングの目的にあったレベルでのデータ
品質の担保」と、「情報提供者・情報利用者が重視する情報の
実効的・効率的、かつ効果的な開示を可能にするための企業
内外での環境作り」、この2つの枠組み作りにチャレンジして
みてはいかがでしょうか。

監督当局
等 

監督当局
等 

開示DB

S/S
財務情報・報告

上流システム

データ収集・抽出 マッピング 報告書作成 提出・共有

デ
ー
タ 

フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
整
理

Platform
 

一
元
管
理

Disclosure Platform

データ マッピング

文書編集
自動数値更新 Digital Reporting化

整合性チェック

開示DB

S/S
財務情報・報告

上流システム

データ収集・抽出 マッピング 報告書作成 提出・共有

デ
ー
タ 

フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
整
理

複
数
ツ
ー
ル
使
用

Disclosure Tool Digital Reporting作成ツール

データ マッピング

文書編集
自動数値更新 Digital Reporting化

整合性チェック

図表6-1：Disclosure Management 一例
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図表6-2：Disclosure Management：報告作成プロセスの効率化・容易化及び開示の正確性・完全性の向上のポイント

I. 財務報告書作成 II. コントロール

・ ワークシートの自動集約、数値の更新・修正の自動反映
・ 本表、注記、MD&A間の数値クロスチェック・検証の自動化
・ 分担作業ファイルの統合プロセスの容易化
・ XBRL等デジタルレポートの作成、同アプリケーションにて可能
・ 他社分析・比較・参照等も容易にできるUser-friendlyなインターフェース保有

・ アクセス制御、Change Management機能、コミュニケーション機能が充実
・ 承認プロセスの電子化等、内部統制、監査対応ツールとしても適切な機能を

装備
・ 海外大手金融機関も適用しておりセキュリティ対策も万全

浅野 圭子 （あさの けいこ）
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