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ブロックチェーン、FinTech、IoT、AI、サイバーセキュリティ等、急速な技術革新

と、それを活用した新しいビジネスモデルやビジネスプロセス、機会と脅威は、企

業経営に大きなインパクトを与えています。そして、国内外の多くの企業経営者が、

これらの大きな変化に積極的に向き合うために、「データ分析を活用し、持続的な

企業価値創造にいかに結び付けていくか」を基本コンセプトとして、さまざまな試行

錯誤に挑戦しています。

データ分析がもたらす力と示唆を、経営の信頼性・透明性向上や持続的な企業

価値創造に結び付けるアプローチを、PwCでは、「データアシュアランス」と総称し、

国内外のメンバーが力を合わせ、日々経営者の方々と協働しつつ新しい挑戦を重

ねています。今後、折に触れてデータアシュアランスの動向をご紹介・連載したく、

今月は特集形式で、3つの切り口から具体的な実践例をご紹介します。

まず、企業価値を守る、という観点から、「働き方改革」の基礎をなす勤怠情報の

データ分析の活用方法をご紹介します。この分析手法は、人事総務部門の方のみ

ならず、経営企画や法務・コンプライアンス部門、内部監査部門の方々にすぐにご

活用いただけるアプローチの一つです。

次に、企業価値創造の源泉を見つめ直す、という観点から、データ分析を活用し

て業務プロセス全体を見える化する手法である「プロセスインテリジェンス」につい

て、ご紹介します。この手法は、データ分析を活用し、業務プロセス全体そのもの

を網羅的かつ時系列に可視化することで、ボトルネックを特定し、業務フローの在

り方やリスクに適合した内部統制の全体最適化を考えるアプローチの一つです。こ

の分析手法は、リスク管理部門や内部監査部門、ビジネス・プロセス・リエンジニ

アリングのプロジェクト等でご活用いただけるアプローチの一つです。

そして最後に、企業価値創造の進捗状況や結果、将来予想を適切に把握し、ス

テークホルダーに適時に伝える観点から、デジタルレポーティングの最新動向につ

いてご紹介します。データの生成から開示までの一貫性・整合性を重視して企業の

情報収集・開示プロセスにイノベーションを巻き起こすデジタルレポーティングに

関するアイデアは、経理・財務部門、経営企画部門、IR・CSR部門等、幅広く企業

開示に従事されている皆さまにご活用いただけるものです。

特集

データアシュアランス
～データ分析の活用で切り拓く
　持続的な企業価値創造～
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PwCあらた有限責任監査法人
システム・プロセス・アシュアランス部
マネージャー　浅水	賢祐

データ分析を活用した勤務実態分析と
働き方改革の実現に向けて

1「時間外労働の上限規制等について（建議）」
で求められる時間外労働の上限規制等

「時間外労働の上限規制等について（建議）」の内容は以
下の4点から構成されています。
・ 時間外労働の上限規制
・ 勤務間インターバル
・ 長時間労働に対する健康確保措置
・ その他
　なかでも、「時間外労働の上限規制」として図表 1が提言
されており、多くの企業では36協定（注）の見直しが行われ
ています。

（注）労働基準法36条1項の協定で定める労働時間の延長
の限度等に関する基準

2 勤怠管理の実態とリスク

（1）企業における労働時間の管理

近年、従業員の労働時間の管理では、多くの企業で勤怠
管理システムが導入されており、日々データが蓄積されてい
ます。例えば、工場や店舗では、タイムカードによる打刻シ
ステムを活用し、入退情報が記録され、管理者により定期
的に確認されています。複数回の休憩時間の管理等、一部
手動で行われている業務はあるものの、多くの拠点におい
てはシステムによる管理が行われているのが一般的です。
一方、営業拠点や管理部門のように、コンピュータを用い

ることを主とする拠点では、個々の従業員が始業時間や就
業時間を入力し、上長が承認することで日々の労働時間が
管理されている例が多く見受けられます。

（2）労働時間管理に伴うリスク

上記のように日々の労働時間が記録されるなか、実際の
現場ではどのような課題が見受けられるでしょうか。
企業活動は通常、個々の製品開発やプロジェクトの実施、

はじめに
　2017（平成29）年6月5日、厚生労働省より「時間外労働の
上限規制等について（建議）」※が公表され、高い関心が寄せ
られています。
　近年、「働き方改革」「ワークライフバランス」「ワークモチ
ベーション」「ワークスタイル」などのさまざまなキーワードが
掲げられるなか、企業が対応するべき人事・労務管理とし
て、日々蓄積されるデータをどのように実務に活用していく
べきかについても注目されています。
　本稿では、先の建議における「時間外労働の上限規制」を
参考に、人事・労務管理、特に勤怠管理システムに記録さ
れている就業時間データに着目し、データ分析の活用を通
じて企業が実務で抱える課題とその対応について考察いた
します。
　なお、本稿の執筆にあたり、6月 5日時点での「時間外労
働の上限規制等について（建議）」を参考にしています。ま
た、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。

特集：データアシュアランス

※ http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11201250-Roudoukijunkyoku-Roudo
ujoukenseisakuka/0000166797.pdf
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部門の管理等、それぞれの現場において予算が定められ、
当該予算に基づいて活動されており、日々収益性を管理し、
一定の頻度（月次や四半期など）でステークホルダーから報
告を求められます。そのため、多くの現場では日々利益を出
すことに頭を抱えていることが推察されます。
そのような環境下において従業員は、組織やチームに迷

惑がかかることを避ける傾向、もしくは、上長からの叱責を
避ける傾向が見受けられます。
特に、36協定が締結されている場合には、その上限規制

をくぐり抜けるため、実際の労働時間よりも過少に申告する
ことが多く、問題視される原因となっています。

例えば、先の図表 1「休日労働を含み、単月で100時間」
では、この規制を避けるため、その月の労働時間を意図的
に99時間までの範囲にとどめるという例が考えられます。

図表 2は勤怠管理における一般的なリスクと、どのような
データが企業に存在し、データを活用した場合にはどのよう
な兆候が見られるかを図示した例になります。

3 データを活用した労働時間のモニタリング

このようなリスクを未然に防止する、もしくは事後的に発
見するため、企業はどのような視点でモニタリングを行うべ
きでしょうか。

図表 3は、勤怠管理システムに蓄積された日々のデータ
を、社員番号ごとに月次で集計し、図表 1と照らし合わせた
結果をヒートマップの形式で示しています。
労働時間を網羅的に可視化し、適時のタイミングでモニタ

リングすることで、規制を超過している従業員に対して、個
別の対応を行うことが考えられます。

4 ワークライフバランスの見直しと
働き方改革の実現に向けた挑戦

図表 4では各部署に所属する従業員の年間の「有給休暇
取得日数」と「残業時間合計実績」を散布図で表しています。
例えば、①の領域にいる従業員は、年間の残業時間が360
時間を超え、かつ有給休暇の使用日数が平均より少ないグ
ループを示しており、②の領域の従業員とのワークシェアを

特集：データアシュアランス

リスク（例示）

● 過少申告（36協定違反）
● 過大申告（サボり、遅刻等）
● パワーハラスメント
● メンタルヘルス

分析対象データ（例示）

● 勤怠明細
● 入退場記録
● PC利用履歴
● 従業員マスタ
● 各種承認履歴
● 総勘定元帳
● 支払明細

データに現れる兆候（例示）

● 36協定内容にギリギリ違反しない残業
時間の頻発

● 勤怠データと入退場記録の著しい乖離
● 勤務時間以外の登録（休憩時間、移動時

間、休暇など）の大量発生（件数、時間）
● 人数に比例する費用（社会保険等）と、

人件費の相関関係の不整合
● 自己起票、自己承認

図表2：勤怠管理に伴うリスク

作成：PwC

図表1：時間外労働の上限規制

基準となる数値 記載内容

（原則）

月45時間かつ、年360時間 上限は原則として月 45 時間、かつ、年 360 時間とすることが適当である。かつ、この上限に対する違反には、以下の特例の場合を
除いて罰則を課すことが適当である。

（特例）

年720時間 特例として、臨時的な特別の事情がある場合として、労使が合意して労使協定を結ぶ場合においても上回ることができない時間外
労働時間を年 720 時間と規定することが適当である。

80時間以内（休日労働含む） 休日労働を含み、2か月ないし6か月の平均で、80時間以内。

100時間未満（休日労働含む） 休日労働を含み、単月で100時間。

45時間以上は年6回まで 原則である月 45 時間（1年単位の変形労働時間制の場合は 42 時間）の時間外労働を上回る回数は、年6回まで。
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図表3：従業員別月別労働時間のヒートマップ（単位：時間）

社員番号 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

A001 23.0 3.5 85.2 42.0 8.2 40.0 20.0 40.3 24.0 

A002 30.5 30.5 37.5 17.0 54.1 45.9 91.1 29.2 44.7 

A003 91.9 80.3 45.0 27.0 11.5 7.0 81.4 24.3 0.0 

A004 0.0 12.5 21.5 20.0 0.0 18.0 20.0 55.5 44.9 

A005 5.0 4.0 9.5 36.0 64.5 33.0 70.0 42.5 33.5 

A006 0.0 0.0 0.0 20.0 90.0 42.0 91.0 25.0 94.5 

A007 3.2 8.7 5.0 35.0 42.2 5.0 37.0 51.3 79.9 

A008 21.5 15.8 65.3 18.0 96.3 122.1 18.0 6.6 20.5 

A009 62.0 27.5 67.5 6.0 54.5 23.0 20.0 23.5 52.0 

A010 44.0 8.0 40.5 27.0 89.5 5.0 40.0 46.5 37.0 

A011 0.0 0.0 0.0 7.0 36.0 11.0 58.7 37.0 33.0 

A012 13.0 28.0 55.0 34.0 66.0 11.0 42.0 20.0 31.0 

A013 20.5 5.0 35.0 21.0 22.0 38.0 13.0 11.0 22.9 

A014 35.8 42.5 59.5 17.0 31.0 30.0 9.0 17.0 44.0 

A015 28.0 78.0 70.0 18.0 32.0 9.0 34.0 33.0 55.0 

A016 18.0 42.0 3.5 37.0 49.0 54.0 27.0 34.0 22.5 

A017 33.0 79.5 67.0 27.5 31.5 45.5 8.0 53.5 81.9 

A018 12.1 41.9 41.0 33.0 17.0 25.0 47.2 22.0 33.5 

A019 66.5 21.5 15.5 54.5 22.0 34.0 32.5 29.5 58.5 

A020 0.0 0.0 0.0 0.0 13.5 29.0 34.5 62.9 109.6 

A021 0.0 9.5 128.0 45.0 22.0 37.0 20.0 21.0 83.5 

A022 18.0 29.0 38.0 68.5 3.0 33.0 50.0 42.0 18.0 

A023 84.8 44.5 20.3 40.1 35.0 16.0 18.0 41.0 19.5 

A024 0.0 0.0 15.0 23.0 4.0 29.5 4.0 21.3 32.5 

A025 17.5 40.8 64.0 64.7 42.5 41.0 33.5 36.5 31.8 

A026 13.5 22.0 5.9 33.8 41.2 9.0 43.3 11.8 29.0 

A027 24.0 8.0 42.5 53.5 84.0 40.0 21.0 27.0 36.0 

A028 0.0 0.0 0.0 33.0 45.0 1.0 36.5 17.0 10.2 

A029 0.0 1.8 0.0 0.0 54.0 24.0 0.0 5.0 34.0 

A030 2.0 4.0 8.9 42.5 29.5 11.0 45.5 28.0 62.0 

残業時間
100時間超
80時間超
45-79時間超

図表4：従業員別の休暇使用日数と残業時間合計実績の対比

特集：データアシュアランス

①②

③
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図表5： 部署ごとの残業時間・休暇使用日数の分布

図表6：勤怠明細と入退場記録の乖離値分析

特集：データアシュアランス
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検討する、有給休暇の取得を促す等、早急に対策が必要な
グループであるといえます。

組織としては、有給休暇を適切に消化し、かつ残業時間
の少ない③のグループを目指すことが「働き方改革」の一つ
の目標値となります。
また、図表 5では図表 4と同様の軸を箱ひげ図を用いて表

しており、各指標の詳細な分布を確認することができます。
具体的には、「残業時間」の分布では部署AがB、Cと比較し
て多い一方で、「有給休暇使用日数」では、部署間での差異
は少なく、「残業時間の多い部署＝有給休暇の取りにくい部
署」ではなく、休暇取得はあくまで各従業員の特性に依存し
うることが推察できます。

最後に、複数のデータを組み合わせることによる異常値
の発見例をご紹介します。
近年では、セキュリティゲートによる入退履歴を取得して

いる、もしくは業務用のパソコンのログオンオフ時間を取得
され、モニタリングを行っている企業も見受けられます。
そのような企業においては、当該データと就業時間デー

タを突合することで、より有益な分析結果が得られることが
あります。

図表6では、勤怠明細と入退記録を組み合わせ、サービス
残業（早出労働やタイムカード打刻後の労働）や、勤務時間
外の不要な滞在が発生していないかを確認することに活用
した例です。

①では、残業時間とゲート通過時刻の乖離が大きく、早出
労働（例えば、勤務開始時間は午前9時である一方、入場記
録上は午前6時に通過等）が多い月であることが考えられま
す。
②では反対に、退出後の労働（例えば、ゲート通過後、自

宅での労働）が多い月であることが考えられます。
自己申告による労働時間だけでは見えてこない、サービ

ス残業の実態を把握する一つの方法として、図のような分
析を用いることも一案です。

5 まとめ

新たな規制が増えると、その対応のためのコストも増加する
ことが一般的です。一方で、近年では分析ツールも進化し、
可視化を実現する手段も比較的容易に、かつ導入コストも低
下してきています。特に、ツールの進化により、情報システム
の担当者でなくともデータを分析することが可能な環境が
整ってきました。
今回の上限規制を機会と捉え、これまでに実施されていた

業務全体を見直す機会としてはいかがでしょうか。

なお、本稿では、就業時間データを活用し、主にコンプライ
アンス遵守の視点からデータ分析の方法とその対応について
考察していますが、今後、人事労務管理としては「行動デー
タ」や「人事データ」を活用することで、労働生産性の向上やメ
ンタルヘルス対策のような「働き方改革」への分析に生かすこ
とが可能になってきています。（http://www.pwc.com/jp/ja/
japan-press-room/press-release/2016/pwc-consulting-
data161222.html）

勤怠実態分析を始めるための5つのポイント
1. 社内外の規制を正しく理解する。
2. 自社に蓄積されているデータを理解する。
3. 勤怠管理に伴うリスクを検討する。
4. 規制の抜け道（シナリオ）を検討する。
5. 規制対応に終始せず、前向きな業務改善につなげる

ことを検討する。

浅水	賢祐	（あさみず	けんすけ）
PwCあらた有限責任監査法人
システム・プロセス・アシュアランス部
マネージャー
PwC入所後、財務諸表監査、内部統制監査に従事するとともに、新規上場
に向けた内部統制の導入・改善支援業務、業務改善アドバイザリー業務、
不正調査業務などに従事。
近年は、データを活用した監査・アドバイザリー業務やモニタリングの高度
化支援業務に多数従事。
メールアドレス：kensuke.asamizu@pwc.com

特集：データアシュアランス
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PwCあらた有限責任監査法人
財務報告アドバイザリー部
シニアマネージャー　服部	雄介

プロセスインテリジェンス
～データ分析を活用した業務全体の見える化と最適化～

特集：データアシュアランス

1 ビジネスプロセス再構築プロジェクトの
目的と問題点

近年、ビジネスプロセス再構築プロジェクト（ビジネス・プ
ロセス・リエンジニアリング：以下、「BPR」。）という言葉を
聞く機会が増えてきています。個人事業であれば担当者が
少数であるためビジネスプロセスの全体像を把握すること
が容易です。従って利害関係者のニーズに変化に対応して、
ビジネスプロセスを最適な形で再構築することはさほど難し
くありません。しかし、企業となってくると一つのビジネスプ
ロセス内においても業務が細分化され、全体像を把握する
ことが非常に困難となります。そのため、ビジネスプロセス
を構築する際に全体的に最適な形ではなく、局所的な変更
で対応しがちになります。
例えば特定の顧客に対してのみ、製品の硬度を上げ、価

格を10%上昇させるというプロセス構築が必要となった場
合、あるべきは製品製造プロセスと受注販売プロセスの
End to Endを一体として把握し共有のデータベースの再構
築等、全体的に最も効率的な方法でプロセスを構築すべき
です。しかし、実際には製品製造プロセスと受注販売プロセ
スがそれぞれスプレッドシート等でパッチワーク的に管理さ
れ、その結果整合性確認等、後続作業が非効率となってし
まう場合が多くあります。
このような問題を抱える企業が、その課題の解決に向け

て、全体的な観点からプロセスを最適化することを目的とし
てBPRを実施しています。ここでBPRを成功させるためには
現状のプロセスを正確に理解し全体的な観点から俯瞰する
ことが必要です。しかし何重にもパッチワークが重なったプ
ロセスの全体像を理解することは非常に難易度が高いもの
になります。結果として、全体像を理解する前に見えてきた
問題点のみに対応するという限定的な効果しか得られない
BPRとなってしまうケースがあります。

はじめに
　「大手スーパーマーケットで販売データを分析した結果、
顧客はオムツとビールを一緒に買う傾向があることが判明し
た。そこでオムツとビールを並べて陳列したところ、売り上げ
が上昇した。」という話をご存じでしょうか。データマイニング
の成功例として有名な話の一つです。ビールとオムツが一
緒に売れる理由は、オムツはかさばるので父親が買いに来
ることが多く、そのついでにビールを買うことが多いというこ
となのですが、データマイニングをするまでは誰も気が付か
ない情報でした。データマイニングは大量にある情報や事
実を積み上げ、その中から価値ある情報を見つけ出すとい
う特徴を有しているため、既存の価値観や常識では考え付
かなかった新しい気付きを得るために非常に有用な手法で
す。近年このデータマイニングの応用であるプロセスマイニ
ングというテクノロジーが研究されています。コンセプトは
データマイニングに時系列情報を加えプロセスとして分析す
ることで、誰も気が付かなかったプロセスに関する情報を発
見するというだけで本質はデータマイニングと同質のもので
す。
　本稿ではプロセスマイニングのテクノロジーと、PwCの
サービスメニューを融合したプロセスインテリジェンスに関し
て、説明していきます。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。
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2 プロセスマイニング

（1）プロセスの理解

伝統的なプロセス理解方法は、膨大な業務要件定義書や
マニュアルの解読、作業担当者に対するインタビューとサン
プルデータの追跡等の手法で理解したプロセスをドキュメン
トすることで実施してきました。しかしこれらの方法には以
下の欠点があります。

＜膨大な業務要件定義書やマニュアルの解読＞
● 時間を膨大に要する
● プロセス変更時にアップデートされていない

＜作業担当者に対するインタビューとサンプルデータの追跡＞
● 作業ごとに担当者が異なる場合、特に時間を要する
● 担当者の説明力に左右される

●  典型的なプロセスしか理解できない
● 時間を要しているプロセスの特定に担当者の主観的な判断
が入る

プロセスマイニングによるプロセス理解方法は、今日の情
報システムに通常蓄積されているタイムスタンプの付いた
一定期間のイベントログデータを抽出し、取引ID単位で時
系列順にイベントを並べることにより、データの流れを可視
化することで実施します。この方法によれば、データを抽出
してしまえば膨大な資料の読み込みやインタビューを実施し
なくてもイベントの流れを理解でき、例外処理を含めた全て
を短時間で理解することができます（具体的なイメージとし
て、図表1を参照）。
プロセスマイニングはイベントログデータの情報を見やす

くしただけです。しかしこの可視化によって例えば以下の情
報を簡単に理解することができます（図表1の拡大図参照）。

ケースID イベント タイムスタンプ 担当者ID 発注金額 事業部

6100035999-20 発注申込 2015/2/23 16:20 USER 190 1317.31 1200

6100037658-60 発注依頼 2015/4/8 8:13 USER 190 83.36 1200

6100035313-10 発注書修正 2015/2/6 10:03 USER 190 624.14 1200

6100035313-20 発注書修正_商品 2015/2/6 10:03 USER 190 140.95 1200

6100037658-10 発注申込承認 2015/4/8 8:13 USER 190 220.46 1200

6100037658-20 商品受領 2015/4/8 8:13 USER 190 208.05 1200

1

2

システムテーブル

プロセスマイニング 拡大図

イベントログデータ

特集：データアシュアランス

図表1
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特集：データアシュアランス

● 発注依頼から発注申込に至るまで平均2日と14時間要して
いる

● 発注申込から請求書受領に至るまで平均30日と17時間要
している

●  発注依頼から発注申込を経ずに請求書受領している取引
が319件ある

●  発注依頼からではなく発注申込からスタートしている取引
が2,750件ある
このようにそれぞれの事実を把握した後に、より詳細に

データをドリルダウンしてその要因を把握するというファク
トベースの分析が可能となります。

（2）ベンチマーキング

プロセスマイニングの対象はイベントログにあるデータで
フィルターが可能です。例えば支店名のデータがイベントロ
グに含まれていれば、支店間のプロセスを比較し、いわゆる

「良い支店」をベンチマークとして、「悪い支店」ではプロセ
スにどのような相違点があるのかという点を容易に理解する
こともできます（図表2）。

 
●  発注依頼というイベントがB支店にはない
●  A支店は全て発注書修正→商品受領→請求書受領となって
いるが、B支店は当該3イベントの順序が入り組んでいる
　

（3）人員別業務量の理解

イベントログデータにそれぞれのイベントを担当した人員
のIDが含まれている場合、プロセスマイニングは各担当者
の業務量の理解にも利用することが可能です。

図表 1ではデータのフローをイベントを軸として可視化し
ておりますが、この軸を人員に変更することで人員間におい
てどのようにデータが流れていて、平均所要時間がどれくら
いかということを可視化できます。図表3を参照ください。
人員を軸にすることで、以下の情報を簡単に理解すること

ができます（図表3の拡大図参照）。

●  USER134は 2 ,557件データを処理している一方、
USER180と23は200件未満のデータしか処理していない

●  USER134は自己における連続処理を1,252件実施してお
り、その処理に平均5日と22時間要している

●  USER134の処理完了から後続作業者であるUSER180と
USER23の処理完了までにそれぞれ平均44日間、71日間
要している
この事実をもってUSER134に聞き取り調査を実施するこ

とで、抽象的・感情的な協議ではなく、具体的・建設的な協
議を進めることが可能となります。

3 プロセスインテリジェンスによるBPR

（1）イベントログデータの抽出

プロセスマイニングで最初に重要となるポイントはイベン
トログデータをシステムから抽出するという点です。PwCは
グローバルでプロセスマイニングの技術を基礎としたプロ
セスインテリジェンスというサービスを提供しているため、
SAPやOracleといった典型的なERP（Enterprise Resource 
Planning）システムであればイベントログデータを抽出する

図表2

A支店 B支店
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スクリプトをすでに有しています。また、監査を通じてさまざ
まな業種の会社のシステム構成を理解しているため、カス
タマイズされたシステムであっても効率的にイベントログ
データを抽出することが可能です。クライアント側に全体的
なシステム構成を把握している担当者がいる場合、その効
率性は著しく上がります。

（2）問題点の把握

プロセスマイニングにより現実のプロセスが理解できたと
しても、どうあるべきか、どう改善すべきか、というベンチ
マークを理解していないと真の問題点を発見することがで
きません。PwCは内部統制監査業務およびアドバイザリー
業務を多くのクライアントに提供しているため、各業界のビ
ジネスプロセスにおけるベンチマークに対する知見が蓄積
されています。現場をよく知るクライアントの担当者とPwC
がワークショップ形式で協議することで、実務の観点、内部
統制の観点も考慮した真の問題点の発見をすることができ
ます。

（3）再構築方法の検討

プロセスの問題点が把握された後は、それぞれの問題点
に対してどのようにプロセスを再構築するのかを検討しなけ
ればなりません。Pw Cは R PA（R o b o t i c  P r o c e s s 
Automation）導入やEUC（End User Computing）開発等の
業務効率化プロジェクトを多数手がけており、問題点に対す
る最適なプロセス再構築の方法を提案することができます。

（4）再構築効果のモニタリング

BPRではプロセス再構築後にその効果がどの程度出てい
るのかモニタリングすることが重要です。プロセスインテリ
ジェンスでは（1）でイベントログデータの抽出方法をすでに

理解しているため、再構築後に同じデータセットを抽出する
ことが容易です。そのデータを用いて再度プロセスマイニン
グを実施することで、効果を実際のデータ処理数・所要時
間・データの経路等を定量的にモニタリングすることができ
ます。

PwCが提供するプロセスインテリジェンスは上記（1）から
（4）までをシームレスに提供することで、プロセスマイニン
グの利点とBPR専門家の知見の相乗効果を最大限発揮する
ことができます。

4 プロセスインテリジェンスの
会計監査への導入

（1）内部統制の理解における活用

会計監査においては財務諸表の信頼性を評価する上で、
内部統制の理解と評価が必須となります。従来は内部統制
の理解は（i）業務マニュアルの査閲、（ii）担当者へのインタ
ビュー、（iii）サンプルデータを用いた実際の処理手続きの
観察といういわゆるウォークスルーという手続きで実施して

きました。しかしこの方法では 2（1）で説明した欠点がありま
す。現在、PwCではこのウォークスルーへのプロセスインテ
リジェンス導入を推進しております。これにより、短時間で
効果的なウォークスルーを実施することができます。

（2）リスク評価手続きにおける活用

会計監査においては、企業の全取引を精査することは不
可能であるため、企業の内部環境、外部環境、取引の性質
等を総合的に勘案しリスク評価を実施します。そしてそのリ
スク評価結果に応じて実施する監査手続きテストサンプル
数を決定します。プロセスインテリジェンスによれば、取引

図表3

拡大図

特集：データアシュアランス
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特集：データアシュアランス

の全体の流れを100%のデータを用いて理解することが可
能であるため、異常なデータや取引を包括的に特定するこ
とができます。このプロセスインテリジェンスから得られた
情報をリスク評価手続きに反映することで、より精緻なリス
ク評価が可能となります。

（3）監査結果報告会におけるプロセスインテリジェンス
の共有

会計監査完了時に企業の監査役等に対して監査を通じて
検出された問題点を共有する監査結果報告会が実施されま
す。従来は紙面ベースで監査結果を報告するというのが主
流でしたが、プロセスインテリジェンスの結果を実際の画面
を用いて共有するという取り組みを推進しております。プロ
セスインテリジェンスにおいては気になるプロセスやデータ
に関して簡単にドリルダウンすることが可能であるため、企
業をよく知る監査役等への報告においてよりインタラクティ
ブな協議を実施することが可能となります。

5 おわりに

データマイニングやらプロセスマイニングやら、言葉だけ
を聞くと専門的で難解な印象を持つかもしれませんが、やっ
ていることは「今あるデータをわかりやすく見せる」というだ
けです。従って、データさえ保持されていれば導入すること
は難しくなく、そこから必ず価値ある情報を見つけ出せるの
でぜひ実践してみてください。
一方、今日の日本においては昔ながらの紙面による承認

プロセスや合併等を通じたシステムの複雑化等を理由に、
そもそもデータがない、もしくはどこに何があるのか誰もわ
からないという場合もあるかと思います。この問題に対処す
るためにはオペレーションの運用の変更や大規模なシステ
ム再構築が必要な場合が多く、簡単に対処できるものでは
ないです。しかし、繰り返しになりますが一度データを整備
してしまえばプロセスインテリジェンスにより以下の効果を
短時間で継続的に得ることができます。

【リスク管理、内部監査】
典型的なプロセスしか理解できず、例外的なプロセスの内
部統制評価が困難
→データを利用すれば短時間で100％のプロセスの理解が

可能。過去期間との比較でプロセスのアップデート検出
を自動化

【人事】
残業を減らす施策の検討ために残業したが、人員増以外に

効果的な施策がない
→人員を軸とした分析で、各人の業務量と所要時間が事実

に基づき見える化

【ビジネス・プロセス・リエンジニアリング】
プロセスの全体像を理解して真のボトルネックを把握でき
ているのか不安
→100%のプロセス内において、イベント間の所要時間が

定量的に見える化。所要時間が長いプロセスに注目して
効率的にBPRを実施し、その効果も定量的にモニタリン
グ可能

この他にもデータが整備されていると、AIやRPAの活用
領域が大きく広がります。テクノロジーが発達してきている
現代において企業価値を向上させるためにはデータ分析は
必須です。データは蓄積を始めるタイミングが早いほど、そ
のパワーは将来に向けて大きいものになります。早期に
データ整備のための改革を実践してみてはいかがでしょう
か。

服部	雄介	（はっとり	ゆうすけ）
PwCあらた有限責任監査法人
財務報告アドバイザリー部 シニアマネージャー
2010年公認会計士登録。2006年7月より5年間、生命保険会社・損害保
険会社の監査を担当後、2011年に財務報告アドバイザリー部に異動し主
に大手銀行へのアドバイザリー業務を担当。
現在は主として大手銀行への海外子会社管理アドバイザリー業務及び
Advanced Risk & Compliance Analyticsチームでプロセスインテリジェンス
推進リーダーを担当。
メールアドレス：yusuke.hattori@pwc.com
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PwCあらた有限責任監査法人
財務報告アドバイザリー部
ディレクター　浅野	圭子

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。

特集：データアシュアランス
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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

特集：データアシュアランス
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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）

特集：データアシュアランス
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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
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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）
PwCあらた有限責任監査法人
財務報告アドバイザリー部 ディレクター
大手監査法人にて会計監査、金融機関にてミドルオフィス業務従事後、
2008年PwC入所。主に大手金融機関に対するIFRS／USGAAP及び金融規
制関連会計アドバイザリー業務にて豊富な経験を有する。近年は、大手金
融機関へのIFRS適用準備支援、XBRL財務報告作成支援、開示プロセス高
度化の助言業務に深く従事。Advanced Risk & Compliance Analyticsチー
ムにてデジタルレポーティング関連業務推進リーダーを担当。
メールアドレス：keiko.asano@pwc.com
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はじめに
　滋賀大学では、日本におけるデータサイエンティスト育成
の観点から、2017年 4月に日本で最初にデータサイエンス学
部を設立いたしました。また、PwCあらた有限責任監査法人
と、データサイエンスの分野に関する研究について協定を締
結し、連携と協働を進めていくこととしています。
　本稿では、データサイエンスという分野の特徴やその重要
性、わが国におけるデータサイエンス分野の現状と課題につ
いてのご紹介と合わせて、私たち滋賀大学が目指すデータサ
イエンティスト育成の方向性、および期待している経済活動
への効果や将来像について紹介します。

1 滋賀大学データサイエンス学部の経緯

滋賀大学データサイエンス学部は、データサイエンス分
野の日本初の学部として本年4月に開設され、定員100名
に対して新入生110名を迎え入れることができました。長ら
く教育学部と経済学部の2学部体制だった滋賀大学は、以
前より第3学部構想を持っていましたが、データサイエンス
に対する社会からの需要の急激な高まりを背景として、佐
和隆光前学長のリーダーシップの下、2014年からデータサ
イエンス学部新設構想を打ち出しました。そして2年半ほど
の短い準備期間で新学部を設立することができました。
データサイエンス学部構想がこのように短期間で実現し

たのは、この分野での日本の立ち遅れが最近になって強く
認識されるようになったからです。例えば、科学技術イノ
ベーション総合戦略2015では「欧米等と比較し、データ分
析のスキルを有する人材や統計科学を専攻する人材が極め
て少ないという危機的状況」としています。また日本再興戦
略2016では「ビッグデータ時代を迎え、データの利活用に
より付加価値を生み出す新事業・新サービスの創出が重要、
第4次産業革命を支える基盤技術：AI、ビッグデータ、IoT
など」としています。文部科学省も、滋賀大学の新学部構想
を、「人文社会系大学から文理融合型大学への転換に向け
た先行モデルを提起」するものとして2015年度の国立大学
改革強化推進補助金の事業に選定し、構想を後押ししてく
れました。
私自身は、2014年末に佐和前学長より新学部設立の中

核となってほしいとの依頼を受け、2015年5月より前職の
東京大学と滋賀大学との併任を開始しました。そして、
2016年4月には、新学部に1年先行して設置されたデータ
サイエンス教育研究センターのセンター長として滋賀大学
専任となり、新学部の準備やセンターのプロジェクト研究の
体制整備に携わりました。

滋賀大学
データサイエンス学部
学部長　竹村	彰通

日本における
データサイエンティスト育成の必要性

（次世代におけるデータサイエンス研究の必要性）

特別寄稿：日本におけるデータサイエンティスト育成の必要性
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2 データサイエンスにおける日本の立ち遅れ

データサイエンスはいわゆる「ビッグデータ」を対象とする
新しい学問分野です。コンビニのポイントカード、インター
ネットの通信販売、スマートフォンを用いたメッセージ交換
などの利用により、大量かつ多様なデータがコンピュータ
ネットワーク上に蓄積されるようになってきました。このよう
なビッグデータの蓄積は比較的最近のことであり、ここ10年
ほどで世の中の情報インフラがすっかり変わってしまったよ
うに思われます。これにより、これまでの出版業やマスコミ
なども大きな影響を受けています。このビッグデータをうま
く利用して、そこから価値を引き出し新しい魅力的なサービ
スを生み出した企業が世界的に成功しています。動画のオ
ンデマンド配信なども一般的となってきました。これらの企
業は、消費者行動に関するデータを蓄積し、データを分析
することによってさらに新たなサービスを生み出すことに
よって成長しています。インターネットの通信容量と速度の
増大により、国外との通信も大容量かつ高速となっており、
データを蓄積するストレージコストの低下とも相まって、い
わゆるクラウドサービスのようなサービスは国境と無関係に
展開されています。そのようななかで、日本企業の存在感は
薄く、日本はこの分野で大きく立ち遅れているのが現状で
す。
このような現状を理解するには、ビッグデータを鉄鉱石や

原油のような新たな経済的資源と考えることも有用です。す
でに挙げた消費者の購買行動のみならず、多くの経済的な
取引がネットワークを通じてデジタルの形で行われるように
なってきている現状のなかで、それらの取引記録を集積し
たビッグデータから多くの情報が得られ、ビッグデータが付
加価値の源泉となり得ることは明らかです。しかしながら、
データサイエンスの現状について企業の方々から状況を伺
いますと、日本の多くの企業では最近になって多量のデータ
が取れるようになっているものの、それをなかなか生かし切
れていないというのが現状のようです。データを生かせな
い主な原因は、データ分析のできる人材（データサイエン
ティスト）の不足にあると思われます。このような状況では、
データという宝の持ち腐れです。一方、ビッグデータを活用
して世界的に成功している企業では、データサイエンティス
トを大量に採用し、最近のキーワードとなっている人工知能
技術をはじめ、ビッグデータからの価値創造のための技術
開発に巨額の投資を行っています。日本との差はますます
広がっているといってもよいでしょう。

3 統計学分野の現状

ここで、私の専門である統計学の分野につきまして、諸外
国特にアメリカと日本の状況を比較してみましょう。日本に
はこれまで統計学を専門に教える学部は存在していません
でした。これに対して、アメリカでは100程度の学部・学科
があり、さらに大学院レベルでは生物統計専攻が多く存在し
ます。イギリスでも50程度、韓国にも50程度の学部・学科
があります。今年の1月に滋賀大学で開催した国際研究集
会における中国人民大学の袁卫（YUAN, Wei）教授の講演
によれば、中国では統計学部・学科はすでに300以上あり、
さらに増えつつある現状とのことです。このように、アメリカ
と中国の間に挟まれて、日本は極めて特異的な状況になっ
ています。
以下の図表 1はアメリカでの統計学あるいは生物統計学

の学位授与数の推移です（アメリカ統計学会ニュースレター 
2016年10月号より）。修士号が年間3,500名程度、学士号
が年間2,500名程度、授与されていることがわかります。そ
れより顕著なのは、最近の伸びの速さです。日本では、滋賀
大学で4年後にようやく100名の学士卒業生を送り出します
が、統計学の分野で日米の差は開く一方といっても過言で
はありません。中国でも同様の状況です。
このようにアメリカや中国で統計学の学位の人気が上がっ

ているのは、IT系の著名な企業などがこの分野の人材を必
要としており、人材の需要が非常に大きいからです。経済誌
Forbesには、給与や職場の満足度などに基づきさまざまな
分野の修士号のランキングが定期的に掲載されています
が、2016年の結果では1位が生物統計学、2位が統計学、
となっています。これは2016年のみの結果ではなく、ここ
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図表1：アメリカにおける統計学および生物統計学学位授与数
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数年統計学関連の修士号のランクほぼトップの状況で推移
しています。そして、アメリカにおいてはこのような社会的
需要は例えば初任給にも直接反映され、需要の多い分野へ
学生がシフトしていきます。日本の採用慣行にはメリットも
多いですが、新しい分野への人材のシフトという側面では
保守的な側面が強いといえます。ただし、データサイエンス
に関しては日本でもようやく状況が変わりつつあり、データ
サイエンティストの中途採用については、人材の獲得競争
が生じており「人がとれない」といわれています。

4 滋賀大学データサイエンス学部の
育成人材像

以上で、データサイエンス分野の日本の遅れについて説
明してきましたが、ここからはこのような状況を打開するた
めに、滋賀大学データサイエンス学部がどのような人材育
成を考えているかについて述べていきます。育成人材像の
明確化は、日本初のデータサイエンス学部構想を文部科学
省に提出するためにも必須の作業でした。
データサイエンスはビッグデータを対象とする新しい学問

分野ですが、教育内容の全てが新しいというわけではありま
せん。データサイエンスの要素技術は統計学と情報学です。
統計学をデータアナリシス、情報学をデータエンジニアリン
グと呼んでいます。統計学は歴史のある学問分野ですが、
そのなかでもコンピュータを多用する比較的最近の手法が
データサイエンスにとって重要です。情報学についても、情
報学一般というよりは、データベースなどのコンピュータに
よるデータ処理の技術が重要です。これらの要素技術は、
理系的なものであるということができます。
一方で、データサイエンスの対象であるビッグデータのう

ち、価値創造の余地の大きいデータは、比較的最近になっ
て直接観測できるようになった人々の購買履歴やインター
ネットの閲覧履歴などの人間の行動に関するデータです。
従って、データサイエンスの応用分野は主に文系的である
ということができます。
もっとも、遺伝子情報や気象データなどの理系的な分野

のデータもビッグデータとして重要であり、ビジネスの観点
からも、遺伝子情報を用いた新たな健康管理サービスなど
が提供されるようになっていることに注目する必要がありま
す。実は、最近では文理を問わず非常に多様な分野でデー
タが得られるようになっており、文理という区別自体にあま
り意味がないとも考えられます。データ自体を出発点とする
観点から、特定の分野のデータのみを扱うのではなく、複数
の分野の多様なデータを自由に組み合わせる発想のほうが
有用です。このように、データサイエンスはすぐれて文理融
合的な分野といえます。

5 データサイエンスの3要素

以下の図表 2は滋賀大学データサイエンス学部の人材育
成の考え方を説明する際に用いている概念図であり、「滋賀
大モデル」と呼んでいます。理系的なデータアナリシスと
データエンジニアリングの基礎の上に、データから新たな知
見を得て、ビジネスや政策などの文系の領域で現場の意思
決定にも生かせるような価値創造を重視している点が、滋
賀大学データサイエンス学部の特徴です。データアナリシ
ス、データエンジニアリング、価値創造の3つの要素をデー
タサイエンスの3要素と呼んでいます。

滋賀大学データサイエンス学部に入学する学生は、まず
1年生のうちにデータアナリシスとデータエンジニアリング
の基礎的なスキルを身につけることが要求されます。また、
これらに必要な数学も学ばなければなりません。これらの分
野に苦手意識を持つ新入生もいると思われますが、これら
は価値創造のための道具であり、その先の応用を見据えて
学び勉強することにより、勉学のインセンティブを保つこと
ができるよう配慮しています。そして、これらのスキルの上
に、価値創造力、すなわち社会の実際のデータを分析し有
用な情報を引き出すことのできる力、を身に付けて社会に
巣立っていくことを期待しています。このようにデータサイエ
ンスの3つの要素をバランスよく身に付けた人材が望ましい
データサイエンティストです。滋賀大学データサイエンス学
部は、日本初の本格的・体系的なカリキュラムによりデータ
サイエンティストを育成していきます。
実際にはデータサイエンスの3要素を学部段階で全て深

く習得するのは困難です。特にデータアナリシスとデータエ
ンジニアリングの最先端の手法やアルゴリズムの習得や研
究開発は、大学院レベルの内容となります。しかしながら、
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図表2：データサイエンスの3要素
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データサイエンス学部の卒業生は、データサイエンスの3
要素をバランスよく身に付けていることが重要です。これ
は、日本の企業においてデータサイエンティストが置かれて
いる現状が一つの理由となっています。
実は、アメリカにおいては、理系的な要素技術であるデー

タアナリシスとデータエンジニアリングのスキルがあれば、
データサイエンティストとして企業で十分活躍することがで
きます。それは、企業側にそのような人材を生かせるような
チームがすでに存在するからです。一方、日本では、長いこ
と統計学が中等教育や大学教育においてあまり教えられて
いなかったという事情もあり、データ分析の結果をそのまま
数字で示しても、企業で有効に活用されるとは限りません。
データ分析の結果を根拠としつつも、現実の課題に対して
具体的な改善方法を示すなど、価値創造を含めたコミュニ
ケーション能力が求められます。従って、日本のデータサイ
エンス教育では価値創造の部分をいかにカリキュラムの上
で充実させるかが重要です。

6 価値創造教育のための企業等との連携

価値創造を大学教育で実現するのは実は容易なことでは
ありません。企業秘密や個人情報の問題があり、企業が実
際に扱っているデータを大学教育でそのまま用いることが
困難だからです。このような困難はあるものの、学生がデー
タからの価値創造を身に付けるためには、個人情報の秘匿
などの適切な処理を加えた上で、企業や地方自治体の実際
のデータを学生が分析する経験を積むことが重要です。こ
のため滋賀大学データサイエンス学部では、経済学部のOB
会の支援なども得て、さまざまな企業や自治体と連携してい
ます。このような連携活動は新聞等でもしばしば報道される
ようになりました。特に、3月2日には日本経済新聞社との共
催で日経ユニバーシティー・コンソーシアム「データサイエ
ンスが拓く未来フォーラム2017」を日経カンファレンスルー
ムにて開催し、その内容は3月24日の日本経済新聞朝刊の
全面記事として紹介されました。滋賀大学のデータサイエン
ス学部のカリキュラムにおいては、実際のデータを用いた
実習を重視しており、1年生のデータサイエンス入門演習か
ら4年生の卒業演習まで、学生は4年間を通して一貫した演
習でデータ分析の成功体験を積むことができます。

7 逆Π型人材の考え方
　
図表 2では、データアナリシスとデータエンジニアリング

が図の上側にありますが、これらを基礎的なスキルと見る

と、図表 2の上下を反転して、図表 3のように図の下側に示
すほうが「基礎」としては適切です。図表 3の「データサイエ
ンスの専門知識とスキル」はデータアナリシスとデータエン
ジニアリングを示します。滋賀大学データサイエンス学部の
カリキュラムでは、これらのスキルを先に学び、その上でさ
まざまな分野のデータから価値創造を経験する流れとなっ
ています。図表 3では、それぞれの応用分野（固有の専門領
域）を縦棒で表しており、学生には複数の領域を経験させる
こととしています。図表 3の形は、ギリシャ文字のΠ（大文
字）を逆さまにしたように見えます。育成人材像として、デー
タサイエンスの専門知識とスキルを基礎として、その上にさ
まざまな領域のデータを扱うことのできる人材を「逆Π型人
材」と呼び、滋賀大学の育成人材像を説明するときのキー
ワードとしています。

 

8 横串の手法と縦串の手法

図表3では、統計学や情報学からなるデータサイエンスの
スキルを横棒で表していますが、これは統計学や情報学が
多くの分野で共通に用いられる汎用的あるいは「横断的」な
手法であることに対応しています。例えば統計学では、回帰
分析という一つの手法が、経済学でも医学でもほぼ同様の
形で用いられます。数学は、さらにより基本となる横串の手
法です。このように、多くの分野で共通に用いられる手法を

「横串の手法」と呼ぶことにします。これらに対して、それぞ
れの固有の専門領域や、それらの分野で用いられる手法を

「縦串の手法」と呼ぶことにします。日本の教育では、理系と
文系の区別など、これまで縦割りの考え方が強かったといえ
ます。そして、統計学などの汎用的な手法は「後から必要に
応じて勉強すればよい」と考えられてきました。これが日本
で統計学部や学科が存在しなかった一つの理由となってい
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ます。縦串の固有の領域は、それぞれの独特の考え方や概
念を持ちます。そのような個別分野の専門性は重要なもの
ですが、一方で分野の固定化を生む傾向もあります。それ
に対して、横串の手法は新たな分野にも応用できる柔軟性
があります。ここで重要な点は、最近のイノベーションには、
縦串より横串の手法のほうが、より貢献が大きいと思われる
ということです。この観点からは、逆Π型の人材は、今後よ
り求められる人材であると考えられます。

9 データの流通の重要性

もう一つ論点として考えておくべき点は、データの流通で
す。すでに述べたように、日本でも多くの企業でデータが取
れるようになっています。しかしながら、インターネットで大
きな成功をおさめている世界的な企業のデータ集積力と比
較すると、規模が圧倒的に小さく、ビッグデータという資源
を少数の企業が独占するような状況が生じています。このよ
うな状況を打開する一つの方法は、個々の企業の持つデー
タを流通させる仕組みや「データのマーケット」を作ることで
す。データの流通が図れれば、資源の独占のような状況を
緩和することが可能となると考えられます。

10 滋賀大学データサイエンス学部の今後

滋賀大学データサイエンス学部の人材育成の考え方やモ
デルは、社会から高く評価されています。昨年12月には文
部科学省の「数理及びデータサイエンスに係る教育強化」の
6拠点校の一つとして、北大、東大、京大、阪大、九大ととも
に選定されました。これも滋賀大学のデータサイエンス学部
の体系的かつ本格的なデータサイエンス教育の方向性が評
価されたためです。6拠点の申請内容は以下の表のように
なっています。

滋賀大学データサイエンス学部が注目されていることもあ
り、他の大学でのデータサイエンス学部構想なども多く発表
されるようになってきました。今後さらに多くの大学がデー
タサイエンス教育を充実してくると予想されますが、先行者
利得を生かし、滋賀大学はこの分野のトップランナーであり
続けることを目指しています。
滋賀大学は学部を先に新設しましたが、今後は大学院

データサイエンス研究科の設立も目指しています。研究科
を設立する目的の一つとして重要なのは、社会人の再教育
です。企業の方とお話ししていると、データサイエンスに対
する社会的な需要の大きさを実感します。企業の担当者は、

「最近データがたくさん取れるようになったがまだまだ活用
できていない」「データサイエンティストがぜひ必要だ」とい
われることが多いです。そして企業内の人材の再教育につ
いても問い合わせが多くなっています。社会人再教育のた
めにも、大学院の早期設置の準備を始めているところです。
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図表4：「数理及びデータサイエンスに係る教育強化」拠点大学選定校一覧

No 大学名 事業名

1 北海道大学 数理的データ活用能力育成特別教育プログラム
～データサイエンスセンター（仮称）の設置～

2 東京大学 数理・情報教育研究センターの設立

3 滋賀大学 データサイエンス教育の全学・全国への展開
－データリテラシーを備えた人材育成に向けたカリキュ
ラム・教材の開発－

4 京都大学 データ科学イノベーション教育研究センター構想
－21世紀イノベーションを支える人材育成－

5 大阪大学 数理・データ科学の教育拠点形成

6 九州大学 九州大学「数理・データサイエンス教育研究センター（仮
称）」構想

竹村	彰通	（たけむら	あきみち）
滋賀大学
データサイエンス学部 学部長
1976年3月 東京大学経済学部卒業
1978年3月 東京大学大学院経済学研究科修士課程修了
1982年9月 米国スタンフォード大学統計学部 Ph.D. 取得
 スタンフォード大学統計学科客員助教授、パーデュー大学統

計学科客員助教授を経て
1984年6月 東京大学経済学部助教授
1997年4月 同教授
2001年4月 東京大学大学院情報理工学系研究科教授
2016年4月 滋賀大学データサイエンス教育研究センター長
2017年4月 滋賀大学データサイエンス学部長

出所：文部科学省ホームページ
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IFRS ICによる却下通知（リジェクションノーティス）
～IFRS解釈指針委員会での議題から却下された論点～
IAS第16号「有形固定資産」

はじめに
　「IFRS IC リジェクション」とは、一般に、IFRS解釈指針委
員会（以下、「IFRS IC」。）が議題として取り上げないと判断し
た論点をいいます。IFRS ICは、関係者から寄せられたさま
ざまな論点を検討します。論点が議題として追加されると、
解釈指針の開発や狭い範囲の基準の修正（「年次改善」とし
ての修正を含む）の検討が開始されます。一方で、多くの論
点は、議題として取り上げることが却下（リジェクション）され
ています。IFRS ICは、却下した論点について、論点の概要
と、議題にしないと判断した理由を簡潔にまとめ、ウェブサイ
トなどで公表しています。「却下通知（リジェクションノーティ
ス）」と呼ばれるこの情報は、基準承認の権限を有する国際
会計基準審議会（以下、「IASB」。）の審議を経ずに公表され
るものですので基準書ではありませんが、有用な情報といえ
ます。
　これまでどのような論点が IFRS IC に提出され、どのよう
な却下通知が公表されたのか、今回は IAS第 16号「有形固
定資産」を取り上げて解説します。

IAS第16号「有形固定資産」の却下通知

IAS第16号は有形固定資産の認識、測定および開示を
扱っています。これまで、IAS第16号に関して10の論点が
提出され議題として却下されました（P33 表1）。

減価償却

許容可能な減価償却方法に関する論点が多数、IFRS IC
に提出されました。

①生産高比例法（2004年5月） 
IFRS ICは、生産高比例法について検討しました。例え

ば、時の経過とともに使用が増加することが見込まれる道路
の減価償却方法です。IFRS ICは、道路のように、資産の便
益がその使用により直接消費されない場合において、生産
高比例法を使用して減価償却することが許容されるのかど
うかを検討しました。検討の結果、IFRS ICはこれを議題と
することを却下し、判断をIASBに委ねました。生産高比例
法は、予想される使用や生産高に応じて費用を計上する方
法です。対象とする資産の将来の経済的便益の予想される
消費のパターンを反映している場合には、生産高比例法を
使用することができます。

②利息法（2004年11月）
IFRS ICは、オペレーティング・リースの資産の減価償却

方法として、利息法が許容されるのかという議題要請も却下
しました。利息法（償却原価法と呼ばれることもあります）を
使用する場合、減価償却額は、資産から予想される将来の
正味キャッシュ・フローの現在価値を反映することになり、
当該資産を債権と同様に会計処理することになります。従っ
て、利息法で減価償却を実施することは適切ではありませ
ん。
IFRS ICは、減価償却方法は資産の将来の経済的便益を

企業が消費すると予想するパターンを反映するものでなけ
ればならないことに留意しました。例えば、時の経過ととも
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に均等に使用される道路の場合には、定額法が最適な減価
償却方法となります。

③収益に基づく減価償却方法
IAS第16号では、減価償却方法は、資産の将来の経済的

便益の予想される消費のパターンに基づくという原則を設
けています。有料道路の場合、経済的便益の消費は、早い
時期に少なく、後になるにつれて多くなる可能性がありま
す。IFRS ICは、2011年11月および2012年3月に、（予想
される使用量や生産高による）生産高比例法が将来の経済
的便益の予想される消費パターンを反映する、より適切な
方法であるかどうかを議論し、この点についてIAS第16号お
よびIAS第38号「無形資産」において明確にするようIASBに
提案しました。
その後、収益は資産の経済的便益の消費以外の要因を反

映しているとの理由から、IASBは、資産の減価償却費の計
算において収益を基礎とした方法を使用することは不適切
であるという考えを明示し、2014年5月に、IAS第16号およ
びIAS第38号を修正しました。

試運転コスト（2011年7月）

IFRS ICは、資産の試運転により得られる販売収入につい
て、その会計処理を明確にするよう要請されました。具体的
には、独立した工場が複数含まれる工業グループにおいて、
個々の工場の稼働のタイミングが異なるケースで、かつ規
制が、企業にこの工業地帯全体の「商業生産開始日」を特定
することを要求しているケースです。論点の提出者は、この
ようにグループ内に稼働している工場と稼働準備中の工場
が混在する場合に、すでに稼働中の工場からの収入を稼働
前の工場の試運転コストと相殺することができるかどうかを
質問しました。
IFRS ICは、試運転におけるコストと収入は、有形固定資

産項目ごとに区分しなければならないと言及し、さらに有形
固定資産項目が使用可能となる日を判断する方法、および
生産による収益と試運転コストが控除できる収入を区別す
る方法について、IAS第16号が十分なガイダンスを提供し
ていると考えました。従って、IFRS ICは、この論点につい
て、実務において多様な会計上の取扱いが生じるとは考え
ませんでした。

取得に対する変動支払（2016年3月）

有形固定資産や無形資産の取得に際して、変動支払が発
生することがあります。購入者は、売手に対して、資産を取
得するために初回の支払を行い、その後の支払を約束しま
す。追加の支払は、例えば、将来事象の発生もしくは未発
生、資産のパフォーマンス、購入者が稼得する財務上のリ

ターン、または天然資源の存在や数量などがトリガーとなる
場合があります。
IFRS ICは、有形固定資産や無形資産の購入について行

われる変動支払の会計処理を、議題として扱うことを却下し
ました。この論点は、IFRS ICおよびIASBにおいて、数年に
わたって議論されたものの、IFRS ICが対処するには範囲が
広過ぎると最終的に結論付けました。
実務上、変動支払の会計処理には2つのアプローチが適

用されています。一つは金融負債アプローチです。変動支
払に関して、関連する資産を認識する時点で、その公正価
値で金融負債を認識します。その後、各報告日に、金融負
債を再測定し、差額を損益計算書で認識します。もう一つは
原価累積アプローチです。関連する資産を認識する時点
で、追加の支払額を見積もって負債を認識しますが、当該
負債は、変動する可能性が非常に高くなる、あるいはそれ
がほぼ確実になるまで再測定しません。負債金額の変動は、
関連する資産の帳簿価額に加算または減算します。IFRS IC
がこの論点を却下したことで、実務における多様性は継続
することになります。

会計／監査
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表1：IAS第16号に関するIFRS IC却下通知の要旨

トピック 結論の要旨

固定資産の減価償却
（2004年5月）

＜本文内で詳しく説明しています＞
資産の便益が、資産の使用により直接的に消費されない場合に、生産高比例法を使用して減価償却することが許容されるか？
例えば、時の経過とともに使用が増加することが見込まれる道路を、生産高比例法により減価償却してよいか？

IFRS ICは、これは概念上の領域であると考え、IASBに対してこの論点を概念プロジェクトの中で検討するよう提言した。

オペレーティング・リースの
資産の減価償却

（2004年11月）

＜本文内で詳しく説明しています＞
利息法による減価償却は許容されるか？

IFRS ICは、減価償却方法として利息法を使用することは適切ではないと結論付けた。利息法を使用した場合の償却額は、予想さ
れる将来の正味キャッシュ・フローの現在価値が反映されることになる。

建設中の投資不動産の再評価
（2006年11月）

IAS第16号の再評価モデルは、建設中の投資不動産にも適用可能か？

IFRS ICからの提案を受けて、IASBは、2008年5月に、建設中の投資不動産はIAS第40号に基づいて会計処理しなければならない
として、IAS第16号およびIAS第40号「投資不動産」を修正した。

賃貸用に保有する資産の売却
（2007年5月）

企業が賃貸用に資産を保有し、その後に当該資産を売却する場合、資産の売却をどのように表示するか（純額もしくは総額）？ 

IASBは、2008年 5月に、IAS第 16号を修正し、賃貸用に保有する資産の売却収入は IAS第 18号「収益」／IFRS第 15号「顧客との契
約から生じる収益」に基づく収益として認識しなければならないことを明確にした。IASBは、賃貸用に保有する有形固定資産項目
を日常的に売却している企業においては、総額表示がより適切に企業の通常の活動を反映すると結論付けた。

遊休資産および
建設仮勘定の開示

（2009年5月） 

一時的に遊休状態の資産および建設仮勘定について、IAS第 16号は開示を推奨している（特に要求はしていない）が、期待される
開示の範囲は？

IFRS ICは、財務諸表の理解に関連性のある情報を追加的に開示することを求めるIAS第 1号「財務諸表の表示」の要求事項を参照
し、ガイダンスを追加する必要はないと結論付けた。 

試運転コスト
（2011年7月）

＜本文内で詳しく説明しています＞
同じ工業グループ内のすでに稼働している工場からの収入を同じ工業グループ内のまだ稼働していない他の工場の試運転コスト
と相殺することはできるか？

IFRS ICは、IAS第 16号が、有形固定資産項ごとにコストを区分するよう求めていること、また有形固定資産項目の「使用可能」日を
特定するためのガイダンスを提供していることから、当該ケースにおいて、商業生産による収益と試運転コストを控除できる収入
は区別しなければならないとして、この論点を却下した。

土地の使用権の購入
（2012年9月）

土地の使用権を購入した場合の会計処理は？（有形固定資産の購入か？ 無形資産の購入か？ 土地のリースか？）

IFRS ICは、提出された論点が地域に固有の事案であることから、議題として却下した。しかし、IFRS ICは、使用権が無期限である
ことをもって、その使用権が、IAS第17号「リース」に基づくリースとして不適格となることを妨げるものではないと考えた。

再評価モデルに基づく資産の
借入コストの開示

（2014年5月）

IAS第23号「借入コスト」は、公正価値で測定される有形固定資産について借入コストの資産化を要求していない。一方、IAS第16
号では、再評価した有形固定資産について、原価モデルで計上していた場合に認識したであろう帳簿価額の開示を求めており、
当該帳簿価額を算定するには、資産化する借入コストの金額が必要となる。では、IAS第 16号の再評価モデルを使用した資産に
ついて、IAS第16号の開示要求のために、借入コストの資産化を反映する必要があるのか？

IFRS ICは、再評価モデルを使用した場合に要求される、原価モデルで計上していたとした場合の金額を開示する際には、資産化
した借入コストの開示も含まれることを確認した。

コア棚卸資産の会計処理
（2014年11月）

コア棚卸資産（製造のために最低限必要とされる原材料等）は、IAS第 2号「棚卸資産」もしくは IAS第 16号のいずれに基づいて会
計処理すべきか？

IFRS ICは、コア棚卸資産の構成要素や会計処理方法が、業界によって異なる可能性があることに着目した。また、IAS第 2号およ
び IAS第 16号の適用方法の違いにより、会計処理が異なるという明確な証拠がないことに留意し、この論点を議題として却下し
た。

取得に対する変動支払
（2016年3月）

＜本文内で詳しく説明しています＞

有形固定資産や無形資産の取得に際して発生する変動支払は、どのように会計処理すべきか？

IFRS ICは、この論点はICが対処するには範囲が広過ぎるとして、議題として却下した。

会計／監査
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新リース基準の実務対応（5）
移行時の会計処理と実務上のポイント

PwCあらた有限責任監査法人
財務報告アドバイザリー部
マネージャー　增田	裕一

はじめに
　国際会計基準審議会（IASB）は、現行のリースの会計基準

（IAS第 17号）の財務報告上の問題点の改善を図るため、
2016年 1月に、リースの新基準である国際財務報告基準

（IFRS）第16号「リース」を公表しています。PwC's View第5号
（2016年11月号）からは、この新基準の実務的な観点に焦点

を当てた連載を開始しております。今回はその最終回です。
　借手に対して原則として全てのリースをオンバランスする
ことを求めているIFRS第16号は、原則として、2019年1月1日
以後に開始する事業年度から適用されます。例えば、12月
決算企業であれば 2019年 12月期からの適用、3月決算企業
であれば 2020年 3月期からの適用となります。IFRS第 16号

の下では、1 で後述するように、借手は、本基準に基づく新
しい会計処理を、IAS第8号「会計方針、会計上の見積りの変
更及び誤謬」に従い、表示する過去の報告期間のそれぞれ
に遡及適用することは実務上の負荷が大きいと考えられま
す。そのため、借手は、IFRS第 16号を適用するに際して認め
られている経過措置（IFRS第 16号に移行する場合の会計処
理）を適用すると想定されます。
　本稿では、IFRS第 16号「リース」における経過措置の概要
について解説するとともに、IFRS第 16号を適用する場合の
実務上のポイントについて紹介します。なお、文中の意見に
わたる部分は、筆者の私見であることにご留意ください。

1 IFRS第16号における
経過措置の概要：借手

（1）完全遡及アプローチと修正遡及アプローチ

借手は、IAS第17号からIFRS第16号への移行を行う場
合、IFRS第16号が過去から常に適用されていたかのように
会計処理する方法（完全遡及アプローチ）またはIFRS第16
号の遡及適用を基本としつつ一部の会計処理について簡便
的な会計処理を認める方法（修正遡及アプローチ）のいずれ
かを適用することができます。修正遡及アプローチを適用
する場合には、借手は、財務諸表に表示される比較情報（前
年度情報）の修正再表示は行いません。その上で、IFRS第
16号を遡及適用することによる累積的影響額（IAS第17号
とIFRS第16号の違いから生じる影響額）は、適用開始日

（IFRS第16号を初めて適用する会計年度の期首）現在の利
益剰余金の期首残高に対する修正として認識されます（図
表1参照）。

【実務対応上のポイント】
　修正遡及アプローチを適用する場合、IFRS第16号に
移行するときに比較対象期間における財務情報を修正再
表示しないため、多くの借手にとってIFRS第16号を適用
することによるコストを低減する効果があります。ただし、
修正遡及アプローチを適用する企業は、過去にオペレー
ティング・リースに分類されていたリースに関する情報を
IFRS第16号に移行するときに開示することが求められる
点に留意する必要があります（図表2参照）。

修正遡及アプローチを適用する場合、現行のリース基準
であるIAS第17号の下でファイナンス・リースに分類されて
いたリースなのか、オペレーティング・リースに分類されて
いたリースなのかによって、IFRS第16号に移行する場合の
会計処理が異なります。
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（2）修正遡及アプローチ：ファイナンス・リースに分類さ
れていたリース

IAS第17号の下でファイナンス・リースに分類されていた
リースについてIFRS第16号に移行する場合は、IFRS第16
号適用開始日直前のIAS第17号により測定されていたリー
ス資産およびリース負債の帳簿価額が、そのままIFRS第16
号の適用開始日における使用権資産およびリース負債の帳
簿価額に置き換わります。これらのリースについて、借手
は、適用開始日以後、IFRS第16号に準拠して使用権資産お
よびリース負債を会計処理することになります。

【実務対応上のポイント】
　IFRS第16号の使用権モデルに基づくリースの会計処
理はIAS第17号のファイナンス・リースの会計処理と類
似していますが、IFRS第16号はリース負債の再測定や
リースの条件変更についてのガイダンスが存在する点で
IAS第17号とは異なります。そのため、借手は、IFRS第
16号の適用開始日以後、リース期間の変化やリースの

条件変更が生じた場合には、使用権資産やリース負債の
再測定が求められることに留意する必要があります。

（3）修正遡及アプローチ：オペレーティング・リースに分
類されていたリース

IAS第17号の下でオペレーティング・リースに分類されて
いたリースについて、修正遡及アプローチにより、IFRS第
16号に移行する取扱いについて説明します。借手は、これ
までオフバランスとなっていたリースを適用開始日にオンバ
ランスするために、いくつかの実務に配慮して簡素化された
ガイダンスを適用することが認められています。IFRS第16
号における主なガイダンスは以下のとおりです。

①リース負債
借手は、残りのリース料を適用開始日現在の借手の追加

借入利子率を用いて割り引いた現在価値でリース負債を認
識します。これにより、借手は、リース取引開始日から適用
開始日までのリース期間の変化やリースの条件変更をトラッ
キングする必要がなくなるため、IFRS第16号の適用コスト
が低減されます。

②使用権資産
借手は、リース1件ごとに、使用権資産を次のいずれかで

測定するかを選択することになります。

（i） 使用権資産をリース取引開始日からIFRS第16号が適用
されていたかのように測定する方法（割引率として適用
開始日現在の借手の追加借入利子率を用いる）

図表1： IAS第17号からIFRS第16号への移行

図表2： IFRS第16号移行時の開示例

リース会計基準の変更

現行の会計基準（IAS第17号）

新しい会計基準（IFRS第16号）

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度
IAS第17号 IFRS第16号

IFRS第16号の適用開始日

IAS第17号（借手） IFRS第16号（借手）
ファイナンス・リース

オペレーティング・リース

オンバランス
（リース資産／リース負債） オンバランス

（使用権資産／リース負債）

オフバランス

IFRS第16号「リース」の適用による影響

2019年3月31日に開示されたオペレーティング・リース約定 11,037

 2019年4月1日の追加借入利子率の加重平均 5％

2019年4月1日のオペレーティング・リース約定（割引後） 9,281

 追加：ファイナンス・リースに分類されていたリース 9,855

 追加：2019年3月31日のオペレーティング・リース約定には
  含めていなかったリース期間のリース料 1,794

 控除：短期リース （815）

 控除：少額資産のリース （109）

2019年4月1日のリース負債 20,006
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（ii）  使用権資産をリース負債と同額で測定する方法（適用開
始日直前に財政状態計算書に認識していた前払リース
料や未払リース料の金額の分を調整する）

③ポートフォリオ・アプローチ
個々のリースごとに異なる割引率を適用する場合の影響

額とリースのポートフォリオに単一の割引率を適用する場
合の影響額に重要な相違がないと見込まれる場合には、借
手は特性が合理的に類似したリースのポートフォリオに単
一の割引率を適用することができます。例えば、借手は、類
似したクラスの原資産についての残存リース期間が類似し
たリースについて、単一の割引率を適用することにより割引
率を見積もる件数が少なくなるため、IFRS第16号の適用コ
ストが低減されます。

④オンバランスに対する免除規定
IFRS第16号では短期リースを、リース開始日において

リース期間が12カ月以内であるリースと定義しています。
IFRS第16号の適用開始日には経過措置として、適用開始
日から12カ月以内にリース期間が終了するリースについ
て、オフバランスのままとすることが許容されています。ま
た、原資産が少額のリースについては、適用開始日におい
てもオフバランスのままとすることも許容されています。

【実務対応上のポイント】
　IFRS第16号に移行するときに使用権資産の測定方法
として上記②の（i）と（ii）のいずれかを選択するかによ
り、財務的な影響が大きく異なります。
　使用権資産をリース取引開始日からIFRS第16号が適
用されていたかのように測定する方法（上記②の（i）の方
法）を選択する場合は、IFRS第16号をリース取引開始日
まで遡及適用することになります。IFRS第16号における

リース関連費用（使用権資産の償却費とリース負債の利
息費用）は、IAS第17号におけるオペレーティング・リー
ス費用と比較すると、前加重の費用認識となるため、
IFRS第16号適用時の累積的影響額（IAS第17号とIFRS
第16号の違いから生じる影響額）は利益剰余金に対して
マイナス方向の影響があります（図 表 3 参照）。逆に、
IFRS第16号に移行した直後の各年度のリース関連費用
は抑えられます。
　使用権資産をリース負債と同額で測定する方法（上記
②の（ii）の方法）を選択する場合は、IFRS第16号をリー
ス取引開始日まで遡及適用することはないため、IFRS第
16号適用時の利益剰余金への累積的影響は基本的に生
じないこととなります。しかし、この方法を選択する場合
は、IFRS第16号に移行した直後の各年度のリース関連
費用が増加することになります。これは、IFRS第16号を
リース取引開始日から遡及適用した場合と比較して、使
用権資産およびその後の減価償却費が多くなるためで
す。
　借手は、使用権資産の測定方法として上記②の（i）と

（ii）のいずれかを選択するかを、IFRS第16号適用時の
累積的影響と、IFRS第16号に移行した後の各年度の損
益影響を比較衡量の上、リース1件ごとに検討していくこ
とになります。特に、不動産や大型設備の長期リースに
ついては、上記②の（i）と（ii）のいずれかを選択するかに
より財務的な影響額が大きく変わるため、慎重な検討が
必要になると考えられます。

2 IFRS第16号における
経過措置の概要：貸手

貸手は、IFRS第16号に継続しているリース（後述するサ
ブリースを除く）について、IAS第17号の会計処理を修正す

図表3：IAS第17号とIFRS第16号のリース関連費用の比較

IAS第17号のリース関連費用 IFRS第16号のリース関連費用

支払リース料

利息費用

償却費

支払リース料 利息費用
償却費

会計／監査
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る必要はありません。適用開始日以後、IFRS第16号に準拠
して会計処理することになります。

【実務対応上のポイント】
　IFRS第16号の貸手の会計処理はIAS第17号の貸手の
会計処理と実質的に同様です。しかし、IFRS第16号は
リースの条件変更について明確なガイダンスが存在する
点などでIAS第17号とは異なります。そのため、貸手は、
IFRS第16号適用開始日以後、リースの条件変更が生じ
た場合には、IFRS第16号に準拠して条件変更の会計処
理を行う必要があります。

3 IFRS第16号における経過措置の概要：
借手貸手共通

（1）リースの定義

借手および貸手は、IFRS第16号の適用開始日現在で継
続中の全ての契約について、契約がリースの定義に該当す
るか、すなわちリースまたはリースを含んだものであるかど
うかを見直すことが原則です。しかし、経過措置として見直
しを行わず、現行のリース基準であるIAS第 17号および
IFRIC第4号「契約にリースが含まれているか否かの判断」に
おけるリースかどうかの判定結果をIFRS第16号適用後も引
き継ぐことが認められます。

【実務対応上のポイント】
　IFRS第16号におけるリースの定義は、IFRIC第4号に
おけるリースの定義と若干異なっています。IASBによる
と、IFRIC第4号を適用するとリースに分類されるがIFRS
第16号を適用するとサービスに分類される少数の契約
が識別されています。しかし、その逆に該当すると予想さ
れる契約は、識別されていません（IFRS第16号第BC274
項参照）。そのため、IFRS第16号を遡及適用せず、現行
のリース基準におけるリースかどうかの判断結果をIFRS
第16号適用後も引き継ぐ場合には、IFRS第16号を遡及
適用する場合に比べて、より多くの契約がリースとして識
別される可能性が高いと考えられます。

4 IFRS第16号における経過措置の概要：
セール・アンド・リースバック取引

（1）セール・アンド・リースバック取引

①原資産の売却
借手および貸手は、IFRS第16号の適用開始日前に締結

されたセール・アンド・リースバック取引については、原資
産の譲渡がIFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」に
おける売却の要件を満たしているかどうかの再評価は行わ
ないこととされています。

【実務対応上のポイント】
　IAS第17号の下では原資産の譲渡が「売却」として認め
られていたセール・アンド・リースバック取引の一部は、
IFRS第16号の下では、IFRS第15号に照らして「売却」と
して認められない可能性があります。しかし、セール・ア
ンド・リースバック取引の「売却」判定についてIFRS第16
号の遡及適用は要求されていないため、借手および貸手
は過去のセール・アンド・リースバック取引の売却判定を
見直す必要はありません。

②ファイナンス・リースの借手
売手である借手は、IAS第17号の下でセール・アンド・

リースバック取引が売却とファイナンス・リースとして会計
処理されていた場合、IAS第17号の下で繰り延べていた売
却利益を、IFRS第16号適用後もリース期間にわたって償却
し続ける必要があります。

③オペレーティング・リースの借手
売手である借手は、IAS第17号の下でセール・アンド・

リースバック取引が売却とオペレーティング・リースとして会
計処理されていた場合、使用権資産とリース負債をオンバ
ランスします。また、IAS第17号の下で市場条件と異なる部
分に関して繰り延べていた売却損益がある場合、使用権資
産に対する調整として認識する必要があります。

（2）サブリース

IAS第17号においてオペレーティング・リースに分類さ
れ、適用開始日現在で継続中であるサブリースの取扱いに
ついてです。この場合、IFRS第16号のガイダンスを適用し
て、当該サブリースの貸手としてオペレーティング・リースま
たはファイナンス・リースのいずれに分類されるのかを再評
価する必要があります。IAS第17号ではオペレーティング・
リースに分類されていたものの、IFRS第16号ではファイナ
ンス・リースに分類されるサブリースについては、中間の貸
手は、当該サブリースを適用開始日に締結した新たなファイ
ナンス・リースとして会計処理する必要があります（中間の
貸手によるサブリースの分類判定の詳細については、
PwC’s View第8号（2017年5月号）をご参照ください）。
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【実務対応上のポイント】
　サブリースの中間の貸手は、IAS第17号においてヘッ
ドリース（借手の立場）がオペレーティング・リースに分類
されている場合には、IAS第17号の下でオフバランスと
しています。しかし、IFRS第16号においては短期リース
に該当する場合を除いて全てのヘッドリースがオンバラ
ンスとなります。なお、リースの借手が転貸をしている場
合、または、転貸を予定している場合、ヘッドリースは少
額資産のリースとして会計処理できない点に留意する必
要があります。

5 IFRS初度適用企業について

IFRSの初度適用企業についても、IFRS第1号「国際財務
報告基準の初度適用」において、IFRS第16号の適用に関す
る経過措置が定められています。具体的には、借手につい
て、IAS第17号の下でオペレーティング・リースに分類され
ていたリース（上記 1（3））とおおむね同様の経過措置が認
められます。ただし、当該経過措置は、IFRS移行日時点に
おいて適用する必要があります。
これに対し、IFRS初度適用企業には、過去にIAS第17号

を適用していたことを前提として、その会計処理を引き継ぐ
ような経過措置はありません。従って、貸手についてはIFRS
第16号の遡及適用が要求されます。また、貸手および借手
ともに、IFRS移行日時点の契約がリースの定義に該当する
かどうかの見直しが必要となります。

【実務対応上のポイント】
　IFRS初度適用企業は、日本の会計基準でファイナン
ス・リースに分類されていたリースについても、借手にお
けるIAS第17号の下でオペレーティング・リースに分類
されていたリースとおおむね同様の救済措置を適用する
ことができます。すなわち、IFRS初度適用企業の借手は、

使用権資産の測定方法として上記 1（3）②の（i）と（ii）の
いずれかを選択するかを、リース1件ごとに検討すること
ができます。IFRS初度適用企業は、IFRS第16号適用時
の累積的影響と、IFRS第16号に移行した後の各年度の
損益影響を比較衡量の上、選択肢を決定することになり
ます。

增田	裕一	（ますだ	ゆういち）
PwCあらた有限責任監査法人
財務報告アドバイザリー部 マネージャー
2006年あらた監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人）入所。2014年
公認会計士登録。過去に国内大手企業の金融子会社に対する財務諸表／
内部統制監査業務に従事。直近では大手金融機関グループのIFRSアドバ
イザリー業務に従事。
著書（共著）に「実務入門 IFRSの新リース会計」（中央経済社）など。
メールアドレス：yuichi.masuda@pwc.com
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海外

欧州統括拠点としてのオランダ活用メリット

オランダは、欧州北西部に位置し、東側はドイツ、南側は
ベルギー、北・西側は北海に接しています。ベルギー、ルク
センブルクと合わせてベネルクスと呼ばれており、面積はお
おむね九州と同じ広さ、人口は約16百万人という規模の国
になります。江戸時代の鎖国の際には、日本と唯一貿易が
許された国であり、日本との関係は古く江戸時代にさかのぼ
ります。

オランダは、欧州において地理的に有利な場所に位置し
ており、また、外国企業からの投資を促進するために税制面
のメリットだけでなく、会計、法務面をはじめとした企業誘
致を支えるための諸制度を設けています。

（1）欧州における物流拠点としての地理的メリット

欧州最大の港であるオランダ・ロッテルダム港は、ユーロ
ポートとも呼ばれ、欧州における貨物船の玄関口となってい
ます。また、欧州のハブ空港の一つであるアムステルダム・
スキポール空港はアムステルダム市内から大変アクセスが
良く、アジア、北米、アフリカ、中近東を結ぶ国際線だけで
なく、欧州域内便も多数運航されています。なお、近隣諸国
との高速道路、幹線鉄道ネットワークも充実しており、オラ
ンダは欧州における物流拠点として欧州の拠点倉庫を設け
ている日本企業も多くあります。

（2）税制上でのメリット

オランダは、税制面での各種の優遇措置を設けており、
国際税務の観点からは非常に重要な拠点となっています。
代表的なものは、資本参加免税、日本を含む90以上の国々
との租税条約、事前確認制度、イノベーションボックス税
制、輸入VAT延納制度、30%ルーリング等が挙げられます。

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. シニアマネージャー 佐々木	崇
PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. マネージャー 木村	弘
PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. マネージャー 佐野	加代子
PwCあらた有限責任監査法人 ディレクター 光廣	成史

（3）環境面でのメリット

オランダにおける公用語はオランダ語ですが、英語教育
が進んでおり、国民の多数が英語でコミュニケーションが可
能です。ビジネスでの局面はもちろんのこと、日常生活のあ
らゆる面において英語でコミュニケーションができるのは、
外国企業にとっては大きなメリットとなると考えられます。ま
た、オランダはこれまで政治的には安定しており、これらの
理由もオランダが欧州の拠点として選ばれるメリットの一つ
であると考えられます。

（4）会計上の諸制度、サポート体制

オランダに法人格を設けると、オランダの法律に基づき、
法定決算書の作成・提出が義務付けられますが、非上場企
業においても国際会計基準を採用することが認められてい
ます。また、地域統括会社をオランダに設立した場合の連
結免除規定等も設けられています。なお、会計事務所、法
律事務所等による会社事務のサポートが充実しています。

上記のようなメリットを活用して、多くの日本企業がオラン
ダに進出しており、2016年末現在でオランダ日本商工会議
所に登録された会社数で249社となっています（オランダ日
本商工会議所に登録していない会社を含めると、その数倍
の日本企業が進出していると考えられます）。本稿では、オ
ランダに対して投資を行う際の各種制度について、会計、
法人税、間接税、その他制度のそれぞれの領域に分けてご
説明いたします。オランダを拠点として欧州への投資、ブレ
グジットを受けた欧州内での拠点整理をご検討されている
企業の皆さまへ、本稿が一助になれば幸いです。

はじめにⅠ ディレクター　光廣	成史
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オランダの会計および監査制度

オランダの法人税制度

Ⅱ

Ⅲ

シニアマネージャー　佐々木	崇

マネージャー　木村	弘

（1）オランダ法における会社分類および財務報告制度

オランダ法に基づき会社は①大会社、②中会社、③小会
社および④小規模会社の4分類に分けられます。この4分類
の判定は純売上高基準および総資産基準ならびに平均従
業員数基準の3つの基準のうち、いずれか2つの判定基準
について、オランダ会社を親会社とする連結ベースで満た
した場合に分類され、①大会社または②中会社に該当する
場合（純売上高12百万ユーロ、総資産6百万ユーロ、平均
従業員50名以上のうち、2つの基準を連結ベースで満たす
会社）は、（連結）財務諸表（以下、「財務諸表」。）に対してオ
ランダ法に基づく法定監査が義務付けられています。
また、オランダ法に基づく財務諸表は、取締役報告書、連

結財務諸表（連結B/S、連結P/L、連結C/F、注記）、個別財
務諸表（B/S、P/L、注記）、その他の情報（利益処分、後発
事象、監査報告書）で構成され、中会社、小会社、小規模会
社については、各分類に応じて、財務諸表の作成、開示に
関する一部免除（簡略化）規定が設けられており、会社の規
模に応じた財務諸表作成負担の軽減が図られています。連
結財務諸表は、上場会社は、国際会計基準、非上場会社
は、国際会計基準またはオランダ会計基準のいずれかで作
成、個別財務諸表は、上場会社、非上場会社ともに国際会
計基準またはオランダ会計基準の選択適用が可能です。さ
らに財務諸表の作成は、原則決算日後5カ月以内（最長で決
算日後10カ月以内）、オランダ商工会議所への登記は、原
則株主総会での承認後8日以内（最長で決算日後12カ月以
内）と定められています。

（1）課税所得

原則として、オランダでは、全世界所得に対して法人税が
課されますが、一定の要件を満たすオランダ国外の事業（国
外支店等）により生じた所得は非課税となります。これによ
り、国際的な事業展開をする企業にとっては二重課税の排
除が可能となります。

（2）法人税率

オランダの法人税率は、課税所得が20万ユーロを超える

（2）連結財務諸表の作成および免除規定

オランダ会社は、原則としてオランダ会社を親会社とする
企業集団について、連結財務諸表の作成およびその傘下の
オランダ子会社について財務諸表の作成および監査が必要
です。しかし、連結財務諸表の作成および傘下のオランダ
子会社の財務諸表の作成・監査に関しては3つの免除規定
があり、①オランダ会社を親会社とする企業集団全体で上
述の小会社または小規模会社に該当する場合（407条免除
規定）、②オランダ会社が中間持株会社に該当し、当該オラ
ンダ会社の最終親会社が、オランダ会計基準および国際会
計基準ならびにそれらに類似する会計基準（日本会計基準
も該当）にしたがって英語等で連結財務諸表を作成している
場合（408条免除規定）は、連結財務諸表の作成が免除さ
れ、また③オランダ会社を親会社とする企業集団が連結財
務諸表を作成し、当該親会社が子会社の債務を保証し、株
主の書面での同意がある場合等（403条免除規定）は、オラ
ンダ子会社は、簡易な財務諸表の作成が認められ、財務諸
表の登記、監査が免除されています。

（3）オランダ会計基準および国際会計基準との主な相違

オランダ会社基準は、主に①子会社および関連会社株式
の評価（個別財務諸表上も持分法（純資産）評価が可能）、
②のれんの償却（原則10年以内の定期償却）、③従業員給付

（確定給付制度と確定拠出制度で会計処理の区別はなく、
要拠出額を費用処理ならびに積立不足の見積額を引当金
処理）の点において国際会計基準との間に大きな会計基準
差異があります。

部分については25%（20万ユーロ以下の部分は20%）とな
り、欧州諸国の中では平均的な税率となります。

（3）機能通貨の選択

原則として、法人税の税額計算はユーロにより行われま
すが、税務当局に機能通貨の変更を申請することでユーロ
以外の通貨により申告することも可能となります。これによ
り、会計上、ユーロ以外の通貨で決算書を作成する必要が
ある場合等は同一の通貨で法人税の申告書を作成すること

海外

40 PwC’s View — Vol. 09. July 2017



海外

ができるため、実務上、簡便的となり、また、会計上と税務
上の通貨が異なることに伴う為替換算による課税を懸念す
る必要もなくなります。

（4）税務申告

法人税の申告は原則として事業年度終了後5カ月以内に
行う必要がありますが、税務当局に対して延長申請を行うこ
とで、最大で11カ月の延長が認められます。この場合、事
業年度終了後16カ月以内が申告期限となりますので、申告
書作成に十分な期間が設けられています。

（5）連結納税

持株割合が95%以上の場合には、申請を行うことで、連
結納税を適用することができます。連結納税グループ内で
は、法人間の損益通算が可能となります。また、グループ内
での資産負債の移転や配当についても非課税となるため、
組織再編等も容易に行うことが可能となります。

（6）資本参加免税および源泉所得税

オランダ法人による子会社株式の保有割合が5%以上であ
り、かつ、一定の要件を満たす場合には、資本参加免税を
適用することが可能となります。この場合、当該子会社から
の受取配当および当該子会社株式に係る譲渡損益が非課
税となります。
また、オランダでは配当に対する源泉所得税は国内法で

は15%となりますが、日本への配当の場合には租税条約の

適用により免税となる場合が多いため、日本への資金還流
が容易に行えます。また、数多くの国々と租税条約を締結し
ていることから、オランダ法人の傘下の海外子会社からの配
当について、多くの場合、源泉所得税の減免の恩恵を受け
ることが可能になります。

配当課税や源泉所得税の観点から、資金還流を比較的容
易に行えるため、オランダは欧州持株会社の有力な候補国
の一つとして考えられており、実際に数多くの日系企業の持
株会社がオランダに設立されています。

（7）税額控除およびイノベーションボックス

オランダでは、一定の要件を満たす事業資産、エネル
ギー効率の優れた資産、環境性能に優れた資産に対する税
額控除、試験研究に対する税額控除などがあります。自己
開発の無形資産からの所得に対しては、通常の25%の法人
税率に代えて、5％の優遇税率が適用されます。上記の試
験研究費の税額控除制度もあることから、オランダは試験
研究を行う上で有利な国の一つと考えられます。

（8）事前確認制度

オランダの特徴として、税務上の取り扱いが複雑な取引
について、税務当局と事前に合意できる事前確認制度があ
ります。オランダの税務当局は、納税者に対して協力的な姿
勢を見せることが多く、また柔軟な対応を取る傾向にあるた
め、他国と比較してもルーリングの取得が容易な国の一つと
考えられています。

（1）欧州およびオランダにおける付加価値税の概要

EU指令の下、付加価値税（以下、「VAT」）はEU全体で統
一的に規定されている部分も多いため、VAT制度の大枠は
EU加盟国間でおおむね共通しています。一方で、加盟各国
の行政的・経済的・文化的背景を考慮し、VAT制度をどのよ
うに加盟各国で適用するかという点については加盟各国の
裁量に任されています。そのためEUレベルで法律・判例が
蓄積されるのと同時に、加盟各国で異なるVAT規則と判例
が蓄積されることになり、結果としてVAT制度の複雑化を招
いています。
さらにEU域外の地域と異なり、EUはEU単一市場を目指

しながらも、加盟各国が国家として独立性を保ち、国々の国
境は残されています。そのため、EU各国のVATを考えてい
く際には、EU域外に所在する国との輸出入取引およびEU

加盟国間の取引である域内取引を考えていく必要があり、
EU以外の地域における類似のVAT制度と比較すると複雑に
なっています。
オランダのVATは課税（還付権あり）と非課税（原則還付

権なし、金融取引等に対しては例外規定有）に区分され、課
税の場合は税率21％（原則）、6％（生活必需品等）、0％（船
舶、航空機等の賃借取引等）となります。VAT申告は原則四
半期ごと、一定の条件の下で月次または年間で申告を行う
必要があります。VAT申告書以外にもEUセールスリスティ
ング（EU域内取引がある場合）やイントラスタットデクラレー
ション（オランダ統計当局に提出する物品の重量等の情報を
記載）等の申告書を併せて提出する必要があります。

オランダの間接税制度Ⅳ マネージャー　佐野	加代子
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（1）30%ルーリング

30%ルーリングはオランダに一時的に派遣される外国人
駐在員で、給与水準等の一定の要件を満たす場合に享受で
きる税務上の有利な取り扱いとなります。30%ルーリングが
適用された外国人駐在員は、総額報酬の30%までを所得税
法上、非課税として取り扱うことが可能となりますので、駐
在員を派遣する企業にとってはコスト面で有利な規定となり
ます。

（2）日蘭社会保障協定

日本からの駐在員に対する日本・オランダ両国での保険
料の二重払いを避けるため、2009年3月1日から日蘭社会
保障協定が施行されました。この協定により、5年以内の派
遣であれば、日本かオランダいずれかの社会保障制度に加
入することで、もう一方の社会保障制度への加入を免除でき
ることとなり、日本からの駐在員は、日本の社会保障制度を
継続しておけば、オランダの社会保障制度に加入する必要
がなくなりました。

（2）輸入VAT延納制度

輸入VATは原則として輸入の対象となる物品がEU域内に
入る際の輸入手続きに対して課税され、納付が行われます。
通常であれば、輸入後、還付を受ける権利を有する課税事
業者の場合、四半期後（場合によっては1年後）に提出され
るVAT申告により輸入VATの還付を受けることになります。
しかし、この輸入VAT納付と還付のタイムギャップをなく

し課税事業者のキャッシュ・フローを改善する施策として、
オランダでは輸入VAT延納制度を利用することが認められ
ています。本制度を利用することにより、輸入する時点で輸
入VATを実際に支払う必要はなく、直近のVAT申告書上で
輸入VATを計上し、同時に（還付権がある場合は）前段階税
額控除を受けることが可能になります。本制度利用のため
には一定の条件を充足し、ライセンスを取得する必要があ
りますが、ほとんどの会社が当該ライセンスを取得していま
す。

（3）柔軟なVATの管理実務

他のEU加盟国とは異なり、オランダでは形式にとらわれ
ないVATの管理実務が認められています。文書の保存義務

や記録されるべき内容についてのVAT管理に関する一般的
な義務は存在しますが、VAT法上で要求されている納税者
義務が順守されていることを証明できれば、どのような形で
VAT申告のための日常管理を行うかについては各納税者が
比較的自由に決定することができます。例えば電子インボイ
スについても電子的な方法で授受され、通常のインボイス
要件を充足していれば、原則として正当なインボイスと見な
されます。VAT関連文書の保存義務についても、重要なの
は税務当局から要求を受けた際に合理的な期間内に必要な
書類を提出できるかという点であり、必ずしもオランダ国内
で行う必要はなく、また納税者が全てのVAT関連書類を自
ら保管しておく必要もありません。

（4）VATの還付

オランダ税務当局は、他国の欧州各国の税務当局と比較
してVAT申告から還付まで迅速であるとともに、還付手続が
簡素になっています。他国では還付に数年の時間を要した
り、銀行保証を設けたりしなければいけないケースもありま
すが、オランダでは追加質問や税務調査等が入らない限り、
申告すれば数週間でVATが還付されます。

海外

その他Ⅴ マネージャー　木村	弘
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Autofacts（オートファクツ）

はじめに
　上場会社になると毎年業績予想を公表することが要請されます。また、タイムリーに自社の業績を把握する
とともに、公表業績予想との間に大きなかい離が生じたならば、速やかに業績（予想値・実績値）の修正発表
をすることが求められます。
　上場準備会社でもこれと同様の体制を整えることになります。上場審査において、利益管理体制は最重要
項目の一つであり、その運用状況は上場承認の直前まで厳しくチェックされます。
　2015年 3月31日には、当時問題となっていた上場直後の業績予想の大幅な修正への対応として、日本取引
所グループから「最近の新規公開を巡る問題と対応について」との要請が公表されました。これは、上場時に
公表される業績予想の前提条件やその根拠の適切な開示を要請するものであり、利益管理体制の重要性を
再確認する内容となっています。
　これらの利益管理体制の中心となるのが、「事業計画（中期経営計画）」と「予算実績管理」です。

1. 中期経営計画の機能

　経営計画は企業のとるべき経営戦略を具体化するために策定され、①会社・部門・個人の目標としての機

能、②経営管理ツールとしての機能、③目標を達成するためのアクションプログラムとしての機能、④各部署に

分散している知識・情報を集約するコミュニケーションツールとしての機能、を果たします。

2. 上場審査における利益計画の取り扱い

　上場にあたっては、申請事業年度の利益計画が審査対象となるとともに、上場の際に業績見通しとして公表

されます。

　申請事業年度の業績見通しが含まれる中期経営計画の策定にあたっては、最新の環境変化等の情報を織り

込んで毎年計画を更新するいわゆるローリング方式を採用することが求められます。

3. 中期利益計画策定上の留意事項

トップダウンかボトムアップか
　特にオーナー系の新興企業の場合、トップが独断で計画を策定していることもありますが、多くの場合、単に

努力目標を設定しているだけに終わっています。実効性ある中期利益計画を策定するためには、トップダウン

で大枠を決定し、ミドルを中心にボトムアップで詳細を検討することが必要です。

ローリング方式
　実務上、一度中期利益計画を作成すると計画の対象期間が終わるまで見直さない企業も多くありますが、上

場審査では、通常、毎年見直しを行うローリング方式で中期利益計画を作成するよう指導されます。

スケジュール
　ローリング方式を前提とした場合、あまりにも早く作成を始めると現在の事業年度の結果を織り込めず、逆に

遅過ぎると新年度開始までに間に合わず、いずれの場合も計画の実効性が乏しくなります。実務的には、3月

1│事業計画（中期経営計画）の概要

PwC IPO 
利益管理体制について
PwCあらた有限責任監査法人 IPOソリューション部 　
ディレクター　美若	晃伸
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PwC	IPO│利益管理体制について

1. 四半期決算、年度決算のスケジュール

　上場会社は、年度および四半期決算情報の開示を決算日および各四半期末以降 45日以内に開示することが

要請されます。

　上場審査においては、上場会社に準じたスケジュールで決算情報を適時に開示できる体制にあることが確認

されます。

2. 予算実績管理

　親会社単体のみならず連結ベースでの予算実績管理が必要となります。このため、子会社においても予算

実績管理体制を整備しなければなりません。

　先述のとおり、上場会社は直近に公表した業績予想値と（四半期）決算数値に差異があり、投資家の投資判

断に及ぼす影響が重要である場合には、修正理由等を適時に開示することが求められています。一般にその基

準は売上高で10％以上のかい離、経常利益、当期純利益で30％以上のかい離とされています。

1. 損益計算書予算の作成方法の基本的な考え方

　損益計算書予算は、通常、受注および売上を起点として作成されます。製造業であれば、この受注予算、売

上予算から生産計画、在庫計画を検討します。次いで人件費予算、経費予算を検討し、さらに設備投資計画、

資金計画を合わせて検討することによって、売上総利益から税引前当期純利益までの各段階利益を導き出し、

最後に税額計算を行うことにより当期純利益予算まで作成します。

　作成にあたっての一般的な留意事項は以下のとおりです。

売上高
　売上計画の実現可能性について十分な説得力をもって合理的な説明ができなければなりません。営業担当

社員の数、販売数量、単価の前期比較といった内部情報のみならず、市場規模の見通し、競業企業の動向と

いった外部環境も十分に検討し、根拠となるデータを整備する必要があります。

2│予算実績管理

3│予想財務諸表の作成方法

決算を前提にすると、12月中から作成準備を始め、2月中に完了し、3月の取締役会で正式に承認を受けるとい

うのが一般的ではないかと考えます。

予算との関係
　中期利益計画の初年度計画が予算となり、月次予算に展開されることになります。

45PwC’s View — Vol. 09. July 2017



PwC IPO 
利益管理体制について

原価予算
　非上場企業の場合、税務申告に足りる簡便な原価計算が行われていることが多くありますが、より精緻な原

価計算に基づくことが必要になってきます。

販売費および一般管理費予算
　販売費および一般管理費に含まれる多くの費目は、前年度の実績数値を参考に比較的簡単に計算すること

ができますが、設備投資を前年度末近くで行っている場合や従業員数が大幅に変動している場合など、前提が

変わっていないかどうか気を付けておかなければなりません。

2. 貸借対照表予算作成の基本的な考え方

　上場審査で作成が求められる場合でも、全ての貸借対照表科目について予算を作成する必要はありません。

会社固有の事情にもよりますが、一般的には、現預金、売上債権、在庫、有形固定資産、仕入債務、長短借入

金、資本項目といった勘定科目以外は、その他流動資産・負債、その他固定資産、負債に集約して作成しても

問題ないと考えられます。

売上債権、仕入債務
　売上計画や仕入計画を基に、掛売上・仕入比率、回収・支払サイト等を考慮して計算します。

在庫
　売上計画、生産計画、仕入計画を基に計算します。

資本項目、有形固定資産
　増資等の計画、設備投資・除売却計画、損益計算書予算より計算します。

現預金および長短借入金
　長期借入金については資金調達・返済計画に基づき計算します。

　個々の貸借対照表項目について予算数値を作成すると、結果として資金の過不足が生じることとなりますが、

この過不足は現預金と短期借入金によって調整し、貸借対照表予算の借方合計と貸方合計とを一致させます。

つまり、他の貸借対照表項目を全て予算化した後で、資金ショートを起こさず、なおかつ無駄に余剰資金が生

じない水準に現預金と短期借入金の予算額を決定します。

 
3. キャッシュ・フロー予算の作成方法の基本

　貸借対照表予算と同様に全てのキャッシュ・フロー計算書項目について予算化する必要はありません。

　間接法によるキャッシュ・フロー計算書予算は、前年度末の貸借対照表、当年度の貸借対照表予算、当年度

の損益計算書予算、設備投資・除売却計画等に基づいて計算することができます。
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　上場会社には、①企業価値の向上、②社会的責任を果たし得る業務の適正性確保のための経営上の仕組

みの構築、③企業内容の適時・適切な開示、が求められますが、株式上場に至る過程においても、これらの観

点から準備を行っていくことになります。

　中期経営計画や予算実績管理といった利益管理体制は、①②に深く関連した極めて重要な項目であること

に留意が必要です。

4│おわりに

美若	晃伸	（みわか	てるのぶ）
PwCあらた有限責任監査法人
IPOソリューション部 ディレクター
15年以上に亘って幅広い業種（金融を除く）のIPO業務経験。立命館大学
大学院客員教授（株式公開2003年4月～2004年3月）。著書に「株式上場
ガイダンスQ&A」（中央経済社 共著）
メールアドレス：terunobu.miwaka@pwc.com

PwC	IPO│利益管理体制について
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PwC’s View編集部

公認会計士 トピックス
第5回 会計監査の信頼性確保の取り組み

 ─監査法人のガバナンス・コード

1 監査法人のガバナンス・コード策定の背景

会計監査は資本市場を支える重要なインフラでありなが
ら、昨今の不適切な会計処理事案が頻発している状況は、
会計監査の信頼性を揺るがし、資本市場の安定性を損ね、
ひいては日本経済の持続的な成長を阻害する要素になりう
るのではないかとの懸念が広がっています。こうした状況の
なか、2015年10月に「会計監査の在り方に関する懇談会」

（以下、「在り方懇談会」。）が設置され、会計監査の信頼性を
確保するために必要な取り組みについて幅広く議論が行わ
れました。
在り方懇談会より、2016年3月に「会計監査の信頼性確

保のために」が公表されました。その中で第一の柱として
「監査法人のマネジメントの強化」が挙られており、とりわけ
大規模な監査法人において組織運営において確保されるべ
き原則が確認されていてしかるべきである、という考え方の
下で、英国やオランダでの事例に倣い「監査法人のガバナン
ス・コード」を導入すべきであるとの提言がなされています。
この提言を受けて、2016年7月には「監査法人のガバナン
ス・コードに関する有識者検討会」（以下、「検討会」。）が設
置されました。検討会は同年12月監査法人のガバナンス・
コード（案）を公表し、幅広く意見を募ったのち、最終版とし
て公表しました。

2 監査法人のガバナンス・コードの対象

監査法人のガバナンス・コードの前文で、「本原則は、大
手上場企業の監査を担い、多くの構成員から成る大手監査
法人における組織的な運営の姿を念頭に作成されたもので
あるが、それ以外の監査法人において適用されることを妨
げるものではない」としています。
ガバナンス・コードに示されている原則は大規模な監査

法人を想定されたものではありますが、それ以外の監査法

はじめに
　2017年 3月、「監査法人のガバナンス・コードに関する有
識者検討会」は「監査法人の組織的な運営に関する原則（監
査法人のガバナンス・コード）」を公表しました。
　すでに上場企業においても「コーポレートガバナンス・コー
ド」への対応が求められているところですが、この「監査法人
の組織的な運営に関する原則」はコーポレートガバナンス・
コードの監査法人版であり、各監査法人はそれぞれの組織
的な運営のために適切な対応が求められるところです。本
稿では、この監査法人のガバナンス・コードについて解説し
ます。

その他
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その他

人においても、会計監査の社会的な期待に応えるための品
質の維持・向上や透明性の確保に関しては、それぞれの組
織に応じた自律的な対応が求められているところです。

3  監査法人のガバナンス・コードの内容

監査法人のガバナンス・コードは、上場会社におけるコー
ポレートガバナンス・コードと同様、具体的に実効性ある組
織運営を実現させていくに当たって、原則の趣旨を踏まえ自
律的に対応するものであり、適用においてはいわゆる「コン
プライ・オア・エクスプレイン」の手法によることが想定され
ています。
監査法人のガバナンス・コードでは、具体的には、5つの

原則および22の指針が示されています。5つの原則として、
以下の項目が列挙されています。

● 監査法人が果たすべき役割－品質の持続的な向上
● 組織体制－実効的な経営機能の発揮
● 組織体制－経営から独立した立場での監督・評価
● 業務運営－実効性ある業務体制の整備と人材の確保・
開放的な組織文化の醸成

● 透明性の確保

監査法人のガバナンス・コードにおいては、監査法人が
資本市場におけるインフラを担うという公益的な性格を併
せ持つことから、特徴的な視点として、監査法人が果たすべ
き役割を明確にし、「品質の維持・向上」を5つの原則の第1
に掲げています。具体的な内容につきましては金融庁の
ウェブページ（http://www.fsa.go.jp/news/28/sonota/ 
20170331_auditfirmgovernancecoad.html）をご参照い
ただければと思います。

4 監査法人のガバナンス・コードが
もたらす効果

一般の上場企業においては、証券
取引所に「コーポレート・ガバナンス
に関する報告書」を提出し、その中で、
コーポレートガバナンス・コードへの
対応が投資家に開示される形となりま
す。ステークホルダーは、それらを証
券取引所のホームページ等で閲覧が
可能です。
監査法人のガバナンス・コードにお

いては、ガバナンス・コードの対応状

況が開示される仕組みとして、金融庁のウェブページで監
査法人のガバナンス・コードを適用している監査法人をリス
トアップして公表する形が想定されています。このことと併
せて、「原則5」にもあるように、それぞれの監査法人が、被
監査会社、株主、その他の資本市場の参加者にこのガバナ
ンス・コードへの対応状況を、一般に閲覧可能な文書によっ
て説明する動きがすでに進められています。このような取り
組みにより、資本市場の参加者が監査人を評価するための
情報がより容易に収集できるようになることが期待されま
す。

5 日本公認会計士協会の取り組み

「監査法人の組織的な運営に関する原則（監査法人のガバ
ナンス・コード）」が公表された同日、日本公認会計士協会

（「JICPA」）は、会長声明「「監査法人の組織的な運営に関す
る原則（監査法人のガバナンス・コード）」の公表を受けて」
を公表しました。
JICPAは、会務運営における3つの柱の一つとして「公認

会計士の信頼性の向上」を掲げており、先の在り方懇談会か
らの提言を受けて、JICPAとして実施すべき諸施策、具体的
には監査の現場を強くするための指針やツールの提供、不
正事例などの研修の実施、品質管理レビューの体制・手法
の強化などの取り組みを進めているところです。
監査法人のガバナンス・コードに対しては、上述の会長声

明において、これを、監査法人のガバナンスのさらなる向上
の契機と捉え、一般に閲覧可能な文書（監査法人の組織運
営の透明性に関する報告）において、各監査法人の自らの
表現により自らの取り組み状況を説明し、資本市場の関係
者、特に上場企業の取締役・監査役等および株主・投資家
との監査品質の向上に向けた一層の意見交換・対話につな
げることを強く促しています。

PwCあらた有限責任監査法人は、「 監査法人の組織的な運

営に関する原則 」（ 監査法人のガバナンス・コード ）を採

用しておりますが、その対応状況について「 監査法人のガ

バナンス・コードへの対応状況 」として公表しています。

監査法人の
ガバナンス・コードへの対応状況

https://www.pwc.com/jp/ja/assurance/corporate/

governance-code.html
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“Inform” へようこそ

IFRSに関するPwCの総合情報サイト
http://inform.pwc.com

Informの詳細はPwC's View第4号48、49ページを参照ください

2016年12月までに公表されたIFRS、日本基準の主要な差異を解説した資料。
各章末の「最近の動向」では、新基準、公開草案の概要を記載しています。

『Similarities and Differences
─国際財務報告基準および日本基準の比較 2017』

スライドショー2枚目の
『IFRSと日本基準の比較』

をクリック
❷

本書を英訳した英語版・PDFファイルは2017年秋頃にInformに掲載予定です。

（参考）Similarities & Differences 2017の抜粋

※本書の最新版をPwC’s View第8号とともにお届けしました。ぜひ、ご活用ください。

基準 論点 IFRS 日本基準

IFRS16「リース」

IFRS16 契約がリースであるか（ま
たはリースを含んでいる
か）どうかの判断基準

リースは、「資産（原資産）を使用する権利を一定期間にわたり対価と交
換に移転する契約または契約の一部分」と定義されている。

法的形式にかかわらず、契約の実質を基に判断しなければならず、その
ための具体的な判断基準が示されている。

（判断基準は IAS17と概ね同様であるが、特定された資産の使用を指図
する権利が要求される点とそのガイダンスが明確化されている。一方、
IAS17の下で存在した価格要件（IFRIC4.9（c））は削除されている。）

（IFRS16.9, B9-B31, 付録A）

リース取引は、「特定の物件の所有者たる貸手が、当該物件の借手に対し、
リース期間にわたりこれを使用収益する権利を与え、借手は、リース料を
貸手に支払う取引」と定義されている。

リース取引は、リース契約、レンタル契約、賃貸借契約などの名称に関わら
ず、リース取引の定義を満たすかどうかにより判断するが、リースの識別に
ついて、IFRSのように詳細な判断基準は存在しない。

（リース取引に関する会計基準 4）（リース取引に関する会計基準の適用指
針 91）

IFRS16 契約がリースであるか（ま
たはリースを含んでいる
か）どうかの再判定

契約の条件が変更された場合にのみ、再判定を行う。

（IFRS16.11）

明確な規定はない。

IFRS16 契約の構成部分の区分 非リース構成部分は当初測定時のリース料総額には含めない。

（1） 借手
リースまたは非リース（サービス）構成部分の区分と、契約対価の配分に
ついて、包括的な指針が存在する。

ただし、借手は、非リース構成部分を区分せずに会計処理することを会
計方針として選択できる。当該選択は、原資産のクラスごとに行う。

（2） 貸手
リースまたは非リース（サービス）構成部分を区分し、契約対価の配分を
IFRS15に従って行う。

（IFRS16.12-17, B32-B33, B56-B57）

包括的な規定はない（維持管理費用相当額および通常の保守等の役務提
供相当額については、原則として、リース料総額から控除するが、重要性
が乏しい場合は、控除しないことができる）。

（リース取引に関する会計基準の適用指針14、25、26、40、41、54、55、64、65）

『2』をクリック❶
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書籍紹介

書籍紹介

なぜ良い戦略が
利益に結びつかないのか
─高収益企業になるための5つの実践法

（2016年12月8日）
優れた企業は、従来型の常識とは異なる行動
様式をとり、あらゆる活動において戦略と実行
が自然と結びついています。自社を差別化する
ケイパビリティを経営の核に据え、独自の価値
を顧客に提供する高収益企業を分析して判明
した5つの実践法をご紹介します。

（ダイヤモンド社／ PwC Strategy&訳）

経営監査へのアプローチ
～企業価値向上のための総合的内部監査
　10の視点

（2016年12月26日）
リスク管理や内部監査に関して、10の切り口か
ら具体的な取り組みの課題と実務を豊富な図
表とともに解説しています。伝統的な論点だけ
でなく、サイバーセキュリティリスクや不正・不
祥事への対応、データ分析の活用といった最
新のトピックまで幅広くカバーした内容となっ
ています。

（清文社／ PwCあらた有限責任監査法人編）

会社法計算書類の実務（第9版）

─作成・開示の総合解説
（2017年2月14日）

本書では、会社法計算書類作成の実務に携わ
る方々の疑問を解消できるよう、最新の記載事
例を多数収録し、会社法計算書類の作成方法
や会社法の計算関係の最新実務について平易
に解説しています。今回の改訂では、連結計算
書類の開示例を充実させるべく、構成の見直し
を行いました。さらに、会社法計算書類の実務
に関連する最新の会計基準などの動きについ
ても解説しています。

（中央経済社／ PwCあらた有限責任監査法人編）

実務入門 IFRSの新リース会計
（2016年4月27日）

本書では、IFRS第 16号「リース」を実務におい
て実際に適用する場面で想定される論点や、
実務における影響についても解説しています。
また、米国会計基準におけるリース会計の新
基準（Topic 842）についての概要を紹介するほ
か、IFRS第 16号との主要な差異についても解
説しています。

（中央経済社／ PwCあらた監査法人編）

企業のための
サイバーセキュリティの法律実務

（2016年12月13日）
サイバー攻撃の高度化やパーソナルデータを
巡る国内外の法改正など、サイバーセキュリ
ティを取り巻く環境の変化に対応するには、テ
クノロジーとリーガル両面の理解と見識が不可
欠となってきています。本著は、こうした実情を
踏まえ、テクノロジー面に偏りがちなサイバー
セキュリティ対策に関する書籍類とは一線を画
し、テクノロジーとリーガル両面から企業のセ
キュリティ対策について解説しています。

（商事法務／ PwCコンサルティング合同会社編）

IFRS 「収益認識」
プラクティス・ガイド

（2016年12月14日）
本書では、IASB（国際会計基準審議会）が 2014
年 5月に公表した IFRS第 15号「顧客との契約か
ら生じる収益」を踏まえた「収益認識」を取り上
げています。日本企業の実務に役立つケース
スタディーを多く取り入れ、簡単な図表と平易
な言葉で IFRSの実務における適用について解
説しています。2016年 4月に公表された一部の
規定の明確化を含む基準の修正についてもカ
バーした最新の内容になっています。

（中央経済社／PwCあらた有限責任監査法人編）

図表でわかる 中国進出企業の
合弁解消プランニング

（2017年1月31日）
中国に進出し、現地に子会社をもつ日本企業
が、中国からの事業の撤退・縮小をスムーズ
に実施できるように、中国投資の土地制度・労
務制度、合弁解消の留意点等についてフロー
チャート等の図表を用いて分かりやすく実務を
詳解しています。

（第一法規株式会社／ PwC税理士法人・金誠
同達法律事務所共著）

繰延税金資産の会計実務
─回収可能性適用指針からIFRSまで

（2016年4月22日）
本書は、主に「繰延税金資産の回収可能性に
関する適用指針」（適用指針）、連結および組
織再編の税効果、IAS第 12号「法人所得税」を
取り上げて解説しています。また、ケーススタ
ディーにより日本基準および IFRSにおける会計
基準間の差異を説明しています。2016年3月の
適用指針の改正、2016年 3月公表の「税効果に
適用する税率に関する適用指針」までカバーし
ています。

（中央経済社／ PwCあらた監査法人編）
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PwC Japanグループ調査／レポートのご案内
PwCでは、会計、税務、経営に関連するさまざまな調査レポートおよび海外拠点からの各種出版物を発行しています。
ここでは、その一部をご紹介します。

世界の自動車部品業界におけるM&A
―2016年レポート

（2017年2月）
自動車部品業界では M&A が活発化しており、
2016年は 320億米ドル相当のディールが予測さ
れ、これは 2007 年以降 2 番目の高水準でした。
これを牽引するのは世界的な自動車生産の増
加、関連テクノロジーの変化、メーカーのプラッ
トフォームのグローバリゼーション、部品会社の
収益力といった強力な力で、業界が成長産業で
あることを示しています。

製薬企業のデジタル化
―オペレーションで優位に立つ

（2017年3月）

これまで製薬業界は 、オペレーションやサプラ
イチェーンのデジタル技術の活用に慎重でした。
しかし分業化し、複雑化し、課題が増す一方の
製薬業界にとって、デジタル化は業績を大幅に
改善でき、持続的な競争優位をつかむ可能性を
持っています。成功するデジタル化について、リ
スク要因も踏まえ、紹介します。

The future starts now
─未来の幕開け─
クラウドベースのテクノロジーを活用
した財務・経理機能の変革

（2017年4月）
クラウド型 ERP市場をリードするWorkdayのファ
イナンスソリューションが、財務・経理部門の役
割をどのように変えることができるか――何を提
供できるか、なぜ他と違うのか――について理
解を深めます。

第20回世界CEO意識調査
日本分析版

（2017年4月）
PwCは 20年間にわたり、世界の CEOの皆様にビ
ジネスや社会のあり方を大きく変えるような潮流
についてお聞きしてきました。今般、PwC Japan
グループは「第20回世界CEO意識調査 日本分析
版」を刊行し、世界と日本の CEOの意識の差を分
析しました。

Operation Cloud Hopper
（クラウドホッパー作戦）［英語］　
（2017年4月）
「APT10」として広く知られた攻撃者グループに

よる、かつてない規模で長期間にわたり展開さ
れた国際サイバースパイ活動「Operation Cloud 
Hopper（クラウドホッパー作戦）」を発見し、目的
遂行を阻止するべく協働した調査報告書です。

グローバルシェアードサービス調査報
告書「Shared Services：Multiplying 
Success」（2016年度）

（2017年2月）
本書は、PwCが 2016年に行ったシェアードサー
ビスセンター（SSC）に関する調査結果を翻訳し
たものです。グローバル企業における SSCの現
状とともに、SSC機能の再配置、デジタル化、継
続的改善に関する提言をとりまとめています。

不確実性の時代における
次世代ホテル経営についての
新たな「視点」と「洞察」

（2017年2月）
ホテル市場はインバウンド需要の急増などによ
り好調に推移していますが、供給面では民泊の
拡大などにより供給過剰を懸念する声も。本資
料では、次世代のホテル経営の「機会」と「課題」
について考察します。

（2017年5月1日現在）

グローバル投資家サーベイ2017
投資家の意識変化
─未来をどう描くか

（2017年4月）
PwCが世界各国の 550 名を超える投資
家に対して、今後の世界経済に対する見
方、不確実な時代の企業経営のあり方、
テクノロジーの急速な進歩がもたらす影
響などについて質問した調査レポートで
す。

金融サービステクノロジー
2020年を越えて：破壊を取り込む

（2017年4月）
このレポートは、フィンテック（FinTech）
が金融サービス業界とその監督機関や
利用者にどのような影響を及ぼすかを
分析したものです。金融機関の役割と構
造、競争環境、その市場や社会に破壊的
な変革をもたらそうとしている大きな力、
技術的進歩に焦点を当てています。

グローバルフィンテック調査2017
日本分析版─変わる境界：
拡大するフィンテックの影響

（2017年4月）
PwCが実施したグローバルフィンテック
調査2017によると日本の金融機関の9割
がフィンテックに脅威を抱いているもの
の取り組みには遅れが見られました。本
報告書はグローバルと日本のフィンテッ
ク投資に対する意識の差がどこにあるの
かを明らかにし、日本の金融機関の機会
と課題について考察しています。

PwC	Japanグループ調査／レポートのご案内
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PwC	Japanグループ調査／レポートのご案内

詳細はWebをご覧ください▶http://www.pwc.com/jp/ja/japan-knowledge/thoughtleadership.html

自動車部品メーカーに求められるもの
（2017年1月）

自動車の部品、組み立て品、システムを供給し
ている企業は、販売地域の変化や技術的な既存
秩序の破壊的な変化の中で、製品ポートフォリ
オの再評価をする必要があります。ポートフォリ
オ評価には戦略的重要性と財務業績という2つ
の重要な側面があります。本レポートではこの
ポートフォリオ評価の考え方について、企業事例
とともに紹介します。

Emerging Trends in Real Estate® 
Asia Pacific 不動産の新しい動向　
アジア太平洋

（2017年1月）
本報告書は、投資家、デベロッパー、不動産会
社のトップ、金融機関、仲介業者、コンサルタン
トなど、国際的に著名な不動産専門家の見解に
基づき、アジア太平洋地域における不動産投資
と開発のトレンド、不動産金融・資本市場の状
況、および不動産部門別・都市別の傾向につい
て見通しを示しています。

目の前に広がる機会：
インシュアテックは保険業界を
どう変えていくのか

（2017年1月）
保険会社のフィンテックやデジタルといっ
た大変革を引き起こす可能性のあるもの
に対する認識度とそれらに対する防御ない
し活用の検討状況には未だ大きなギャッ
プがあります。本レポートでは、保険会社
が今後の大変革時代においてフロントラン
ナーとなるために、インシュアテック分野
で何をすべきかについて考察します。

グローバル情報セキュリティ調査2017：
先進的サイバーセキュリティ
およびプライバシーの実現

（2017年2月）
グローバル情報セキュリティ調査は、PwC が

「CIO Magazine」、「CSO Magazine」両誌と共同
で毎年世界的に実施している、情報セキュリティ
に関するオンライン調査です。世界の経営層か
ら回答を得て、企業の情報セキュリティに関する
諸問題、対策状況、投資動向などを分析、レポー
トします。

インド投資ガイド2016年
（2017年2月）

PwCインド日系企業コンサルティンググループ
が発刊したインド投資ガイドは、PwCインドの豊
富な知識と経験に基づき、インドへの投資に当
たって直面する典型的な課題について、それぞ
れの専門家が編集しています。

ファミリービジネスサーベイ 2016
「ビジョンと戦略のギャップ」：ビジョン

実現に向けた中期戦略計画の構築
（2017年2月）

世界 50カ国、2,802名のファミリービジネス企業
の経営者を対象に、第 8 回 ファミリービジネス
サーベイ2016を実施しました。「効果的な後継
者計画の 10のステップ」、「効果的な戦略計画策
定の10のステップ」なども紹介しています。

マーケターのジレンマ
―マーケターとパートナーが
必要とする新たなケイパビリティ

（2017年1月）
メディアやマーケティングは、デジタルの発達に
よってその形を変えつつあり、マーケターは選択
肢や情報量が急増する中、ターゲットユーザー
にリーチするための最も効率的・効果的な時間・
資源配分は何か、というジレンマを抱えていま
す。マーケティングの主体となる企業と代理店は
新しいエコシステムの中、大幅な進化を遂げる
必要があります。

第20回世界CEO意識調査 
過去20年におけるCEOの
意識変化―未来をどう描くか？

（2017年2月）
PwCは 20 年間にわたり、世界の CEOの
皆様にビジネスや社会のあり方を大きく
変えるような潮流についてお聞きしてき
ました。今般、第20回世界CEO意識調査

（翻訳版）を刊行し、日本語版サイトを公
開しました。

ファミリービジネスサーベイ2016 
ケーススタディ：世界のファミリー
ビジネス経営者が語るストーリー

（2017年2月）
世界 50カ国、2,802名のファミリービジネス企業
の経営者を対象に、第 8 回ファミリービジネス
サーベイ2016を実施し、本レポートは、世界各
地の企業経営者 33名の方にインタビューした内
容をまとめた貴重な洞察溢れる内容になってい
ます。

デジタル時代における財務経理の
新しい形：デジタル化が進んだ時代に
求められる役割をひも解く

（2017年2月）
デジタル技術の革新により、財務経理部門は自
らの役割や存在意義を考え直す必要性に直面し
ています。本レポートでは、変わりゆく財務経理
部門の役割を分析し、理解するためのフレーム
ワークを紹介しています。
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海外PwC日本語対応コンタクト一覧
PwCは、全世界157カ国、20万人以上のスタッフによるグローバルネットワークを生かし、クライアントの皆さまを支援していま
す。ここでは各エリアの代表者をご紹介いたします。

担当国・地域 写真 担当者名 電話番号 E-mail

アジア太平洋

中国（華北・華中） 高橋 忠利 Tadatoshi Takahashi +86-21-2323-3804 toshi.t.takahashi@cn.pwc.com

中国（華南・香港） 柴 良充 Yoshimitsu Shiba +852-2289-1481 yoshimitsu.shiba@hk.pwc.com

台湾 奥田 健士 Kenji Okuda +886-2-2729-6115 kenji.okuda@tw.pwc.com

韓国 山下 泰樹 Taiki Yamashita +82-2-709-8577 tyamashita@samil.com

東南アジア全域 桂 憲司 Kenji Katsura +65-6236-5268 kenji.katsura@sg.pwc.com

シンガポール 西谷 和芳 Kazuyoshi Nishitani +65-6236-3318 kazuyoshi.nishitani@sg.pwc.com

マレーシア 杉山 雄一 Yuichi Sugiyama +60-3-2173-1191 yuichi.sugiyama@my.pwc.com

タイ・カンボジア・ラオス 魚住 篤志 Atsushi Uozumi +66-2-344-1157 atsushi.uozumi@th.pwc.com

ベトナム 安田 裕規 Hironori Yasuda +84-4-3946-2246（Ext. 1011） hironori.yasuda@vn.pwc.com

ミャンマー 大槻 玄徳 Motonari Otsuki +95-9-263-453-297 motonari.otsuki@mm.pwc.com

インドネシア 割石 俊介 Shunsuke Wariishi +62-21-521-2901 shunsuke.wariishi@id.pwc.com

フィリピン 東城 健太郎 Kentaro Tojo +63-2-459-2065 kentaro.tojo@ph.pwc.com

オーストラリア 屋敷 信彦 Nobuhiko Yashiki +61-4-0143-9686 nobuhiko.a.yashiki@pwc.com

インド 黒栁 康太郎 Kotaro Kuroyanagi +91-80-4079-4118 kuroyanagi.kotaro@in.pwc.com

欧州・アフリカ

英国 濱之上 昌二 Masaji Hamanoue +44-20-7804-4376 masaji.hamanoue@uk.pwc.com

フランス 猪又 和奈 Kazuna Inomata +33-1-5657-4140 kazuna.inomata@pwcavocats.com

ドイツ 宗雪 賢二 Kenji Muneyuki +49-211-981-2267 kenji.muneyuki@de.pwc.com

オランダ 佐々木 崇 Takashi Sasaki +31-88-792-2761 sasaki.takashi@nl.pwc.com

ルクセンブルク 鈴木 伸也 Shinya Suzuki +352-49-4848-4096 shinya.suzuki@lu.pwc.com

ベルギー・中東欧全域 森山 進 Steve Moriyama +32-2-710-7432 steve.moriyama@be.pwc.com

アイルランド 河野 孝宏 Takahiro Kono +353-1-792-6436 takahiro.z.kono@ie.pwc.com

トルコ 平沼 美佳 Mika Hiranuma +90-212-326-6794 mika.hiranuma@tr.pwc.com

チェコ 山崎 俊幸 Toshiyuki Yamasaki +420-251-152-343 toshiyuki.x.yamasaki@cz.pwc.com

ハンガリー 野村 雅士 Masashi Nomura +36-30-867-9514 nomura.masashi@hu.pwc.com

ポーランド 有田 幸弘 Yukihiro Arita +48-519-506-156 yukihiro.arita@pl.pwc.com

ロシア・CIS 糸井 和光 Masahiko Itoi +7-495-967-6349 m.itoi@ru.pwc.com

米州

カナダ 北村 朝子 Asako Kitamura +1-604-806-7101 asako.kitamura-redman@ca.pwc.com

米国 久保 康 Yasushi Kubo +1-312-298-2477 yasushi.kubo@pwc.com

メキシコ 江島 和弘 Kazuhiro Ejima +52-55-5263-8987 ejima.k.kazuhiro@mx.pwc.com

ブラジル 矢萩 信行 Nobuyuki Yahagi +55-11-3674-3724 nobuyuki.yahagi@pwc.com

54 PwC’s View — Vol. 09. July 2017



PwC Japanグループ（グループ代表：木村 浩一郎）に属する

PwCあらた有限責任監査法人、PwCアドバイザリー合同会社およびその関連法人は、

大手町に新たにオフィスを開設し、5月15日に移転しました。

新オフィスは、三菱地所が『働き方改革』のモデル拠点として新本社を移転予定の

「大手町パークビルディング」（千代田区）で、

（1）在宅やフリーアドレス制などの多様なワークスタイルへの対応

（2）Googleなどの最新テクノロジーの活用

（3）スタッフ間のコラボレーションの促進

以上3点を考慮した設計により、職員の『働き方改革』を推進できるオフィス環境を目指しています。

PwC Japanグループは、クライアント企業への働き方改革に向けた

多様なコンサルティングサービスを提供しながら、

自社のプロフェッショナルスタッフがより良い働き方を実現できる魅力あるオフィス環境を目指します。

PwC Japanグループ、
大手町に『働き方改革』を実現するオフィスを開設

作 業 の 場 からコラボレーションの 場 へ。在 宅 勤 務やフリーアドレス制など多 様な働き方を推 進。

■移転概要■
○新住所： 〒100-0004東京都千代田区大手町1-1-1
 大手町パークビルディング

○入居人数： 計 約3,000名 ※PwC Japanグループ以下法人
  PwCあらた有限責任監査法人
  PwCアドバイザリー合同会社
  PwC税理士法人
  PwCサステナビリティ合同会社
  PwCビジネスアシュアランス合同会社
  PwC総合研究所合同会社

○業務開始日： 2017年5月15日（月） 

［アクセス］
東京メトロ丸ノ内線、千代田線、
半蔵門線、東西線、都営三田線

「大手町駅」、JR「東京駅」
C6a出口

大手町オフィス皇 居

三田線大手町駅
千代田線大手町駅

丸ノ内線大手町駅

駅
町
手
大
線
門
蔵
半

駅
町
手
大
線
西
東

大手門タワー

大手センター
ビル

大手町
ファーストスクエア

大手町タワー丸の内永楽ビル

東京
サンケイビル 大手町

フィナンシャルシティ

大手町
フィナンシャルシティ

グランキューブ

KDDI
大手町ビル

大手町ビル

パレスビル
パレスホテル東京

日本生命丸の内
ガーデンタワー

三井住友銀行

（仮称）
大手町一丁目
第2地区計画

日経ビル

JAビル

経団連会館

読売新聞
東京本社

り
通
代
永

サウスタワー ノースタワー

三井住友銀行
本店東館

みずほ銀行前本店ビル
星のや 東京
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PwCあらた有限責任監査法人 
〒104-0061
東京都中央区銀座 8-21-1　住友不動産汐留浜離宮ビル 
Tel：03-3546-8450 　Fax：03-3546-8451 

PwC Japanグループは、日本におけるPwCグローバルネットワークのメンバーファームおよびそれらの関連会社（PwCあらた有限責任監査法人、PwC京都監
査法人、PwCコンサルティング合同会社、PwCアドバイザリー合同会社、PwC税理士法人、PwC弁護士法人を含む）の総称です。各法人は独立して事業を
行い、相互に連携をとりながら、監査およびアシュアランス、コンサルティング、ディールアドバイザリー、税務、法務のサービスをクライアントに提供してい
ます。 

© 2017 PricewaterhouseCoopers Aarata LLC. All rights reserved.
PwC Japan Group represents the member firms of the PwC global network in Japan and their subsidiaries （including PricewaterhouseCoopers Aarata 
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