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XBRL（eXtensible Business Reporting Language）は、資本市場における企
業情報開示の透明性・信頼性・即時性確保のための新しいコンピュータ言語として
グローバルに公的機関での採用が進んでおり、国内では2008年から企業開示システ
ムである金融庁EDINETシステムや東京証券取引所TDnetシステム等で採用され
ている。一般企業においてもXBRLへの関心は高く、将来の国際財務報告基準（以下
IFRS）適用と同様、各企業においては同技術に関する情報収集を行っていると考え
ている。
富士通総研（FRI）では、XBRLに関連する国内外のコンソーシアムに参加し、数々
のXBRL業務適合性検証を行っており、その成果をお客様にXBRL適用コンサルティ
ング・サービスとして提供している。
本稿では、XBRL適用においてプロジェクト成否の鍵を握る「タクソノミ」の開
発のために当社が開発した方法論｢タクソノミ開発フレームワーク｣について、東
京証券取引所グループ様の適時開示システムであるTDnet（Timely Disclosure 
network）タクソノミ開発事例を交えて紹介する。また、将来の一般企業へのXBRL
適用の可能性についても展望する。
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ま　え　が　き

2008年度から日本においてXBRL（eXtensible 
Business Reporting Language）による企業情
報開示がスタートし、上場企業等は法令開示シス
テムである金融庁EDINET、適時開示システム
である東京証券取引所TDnetに対して開示情報を
XBRLフォーマットで提出することが義務付けら
れている。
米国では米国証券取引委員会（SEC）が2009年

6月からXBRLによる財務報告を義務化しており、
同年6月15日以降、上位500社程度がXBRLによる
財務報告を順次行っている。

FRIでは、2001年からXBRLに取り組んでおり、
XBRLによる企業開示分野のみならず、企業内部
へのXBRL適用の検討・実施を行っている。

XBRL適用プロジェクトにおける成功の鍵は、
高品質の「タクソノミ」（業務の語彙辞書）の開発で
あるが、XBRLは新しい技術であることから、タ
クソノミ開発プロジェクトのプロセス、必要リソー
ス、開発期間見積りや品質評価のための枠組みで
あるタクソノミ開発フレームワークがこれまで存
在しなかった。そこでFRIでは高品質かつ均質な
タクソノミを提供するためのタクソノミ開発フ
レームワークの必要性が高まると考え、同フレー
ムワークを開発し、「XBRL適用コンサルティン
グ」として商品化したものである。本稿では、世
界に先駆けた大規模XBRL適用システムとなった
東京証券取引所グループ（以下、東京証券取引所）
の適時開示システム“TDnet（Timely Disclosure 
network）”構築事例を通じて、XBRL適用のため
のタクソノミ開発フレームワークとその有効性に
ついて紹介する。また、今後の一般企業における
XBRL適用の可能性についてもあわせて展望する。

XBRL とは

XBRL（Extensible Business Reporting 
Language）は国際的な標準化団体であるXBRLイ
ンターナショナル（以下、XII）が中心となって、策
定・普及を行っている電子的にビジネス報告を行
うためのグローバルな技術標準である。日本では
金融庁、東京証券取引所、日本銀行、国税庁が、

海外では連邦預金保険公社（FDIC）（米国）、欧州
銀行監督委員会（CEBS）、スペイン中央銀行をは
じめとするEU域内の複数の中央銀行、国際会計基
準委員会財団（IASCF）、韓国の金融監督院（FSS）、
中国の上海証券取引所（SSE）、シンガポールの会
計・企業規制局（ACRA）がすでに導入を行ってい
る。また、米国証券取引委員会（SEC）も6月に企
業開示の分野でのXBRL報告を義務するなど、今
後もXBRL採用、義務化を行う政府、公的機関が
増えることが確実視されている。また、一般企業
内部においても、決算発表早期化をはじめとする
制度・管理会計の効率化・高度化、内部統制強化
のためのインフラ整備、マネジメント・システム
の高度化、変化に強い業務システムの構築という
課題を解決すべくXBRL適用検討が始まっている。

XBRLを構成する文書は、ビジネスレポートの
報告様式・語彙を定義した語彙辞書である「タクソ
ノミ」と実際の値（報告内容）が入力された「XBRL
インスタンス」の2種類に分類される（図-1）。
適時開示文書の一種である決算短信サマリー情
報を例に取ると、「富士通株式会社の平成21年3月
期売上高：4,692,991百万円、売上高対前期増減率：
6.4％」の場合、「売上高」「売上高対前期増減率」な
どの科目・項目はタクソノミで定義され、「富士通
株式会社」「平成21年3月期」、「5,100,163百万円」、
「△12.0％」といった値についてはXBRLインスタ
ンスに記載される。

XBRL 適用におけるタクソノミの重要性

XBRL適用においてタクソノミは、開示書類作
成者（上場会社）、利用者（投資者）など市場のステー
クホルダー全員が利用する重要な市場インフラで
あり、そのため正確性、網羅性、理解可能性など
の観点から十分な品質が確保されていることが非

図-1 短信サマリー情報における
タクソノミの定義とインスタンスの記載例

タクソノミに定義
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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日）
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（%表示は対前期増減率）
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常に重要であるといえる。例えば、タクソノミに定
義された科目・項目が準拠する会計基準や法令を
不正確に表現した場合やタクソノミに定義された
科目・項目の網羅性に欠ける場合、利用者の理解
を妨げる恐れや作成者の作成負荷増加につながる
可能性があり、結果的に正しい開示や利用者側で
の比較可能性を阻害する要因となりえる。また、タ
クソノミの構造に欠陥があった場合、一部の様式が
表現できなくなる可能性があり、報告書そのものの
品質のみならず、開示制度そのものへの不信感を関
係者に与えてしまう危険性がある。しかし、上述の
とおりタクソノミの品質が重要であるにもかかわら
ず、XBRLは新しい技術であるため、これまで高
品質なタクソノミを効率よく開発するための確立さ
れた方法論が存在しなかったのである。

XBRL 適用コンサルティングサービス

このような状況下で、FRIでは、これまでに携
わった国内外の20以上のXBRL適用プロジェクト
の成果を基にし、お客様のビジネス、技術面での
課題を解決し、円滑なXBRL適用を行うタクソノ
ミ開発フレームワークを開発し「XBRL適用コンサ
ルティングサービス」として提供している。
本コンサルティングサービスでは

・ XBRLをお客様の業務に適用するためのプロセ
スの規定

・ 高品質かつ最新のグローバルな傾向に合致した
タクソノミの開発

・ XBRLインスタンスの比較可能性の実現に向け
た仕組みを整備する方法論（注）

などを提供する。
本サービスは以下のアプローチで提供する

（図-2）。
（1）課題整理
課題整理フェーズでは、XBRL適用の前提とな
る業務課題の整理と解決策の提案を実施する。こ
の際、富士通グループ関係部門と共同で業務課題

の特性を分析し、タクソノミおよびXBRLインス
タンス、XBRL仕様、業務アプリケーションの
3種類に課題を分類、それぞれの課題の解決策を
提示する。この際、プロトタイプのタクソノミ、
XBRLインスタンスの作成とお客様への提示を行
い、お客様に実現イメージを明示する。
（2）データ項目（科目）洗出し
科目洗出しフェーズでは、XBRL化の対象となっ
たビジネス報告書について、過去に提出された実
文書からすべての科目・項目を洗い出した上で、
タクソノミに含むべき科目・項目の選定をお客様
と共同で実施する。
（3）タクソノミ構造設計

XBRL仕様2.1および追加仕様として勧告され
ている技術から適用するXBRL技術標準を、ま
た、XBRLインターナショナルが勧告したベスト
プラクティスであるFRTA（Financial Reporting 
Taxonomy Architecture）1.0の中から準拠すべ
きルールを決定する。さらにタクソノミの構造（タ
クソノミアーキテクチャ）、各科目・項目の名称に
使用する言語を決定し、タクソノミ構成要素の一
つであり、タクソノミを一意に特定するための名
前空間URI、プレフィックスやファイル名などの
タクソノミ命名規約や比較可能性を高めるための
インスタンス命名規約を設計する。
（4）タクソノミ開発
洗い出した科目・項目一覧、タクソノミフレー
ムワークを基にタクソノミ開発を行う。この際、
上述の「データ項目（科目）洗出し」、「タクソノミ構
造設計」で使用したワークシートを基に、自動でタ
クソノミ生成を行う。
（5）タクソノミテスト

XBRLインスタンスのサンプル作成を行い、タ
クソノミ、およびフレームワーク設計の妥当性を
検証する。
テストはFRIおよび顧客内部のみでなく、報告

書の作成者、利用者など、すべての利害関係者で
レビューを行うことから、FRIが持つレビューワー
クシート、レビューポイント指示書などを使用し
効率的なレビューを行う。
（6）パイロットテスト
本番適用前に運用可能性の確認を目的として実
施するパイロットプログラム実施の支援、および図-2 XBRL適用コンサルティングのアプローチ
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提出された拡張タクソノミ、インスタンスを基に
結果評価を行う。
結果評価には、富士通が開発したXBRL文書分
析のためのクエリー言語である「XWandクエリー」
使って評価用データを抽出、上述の「タクソノミ構
造設計」で作成した各種命名規約に対する実際の提
出XBRL文書の品質をチェックする。誤りが多い
部分については命名規約の記載内容変更について
も本フェーズにて検討を行う。
（7）稼働後メンテナンス

XBRL適用後の法令・ルールの変更、XBRL標
準のメンテナンスに起因したタクソノミへの変更
の反映を継続的に実施する。
また、上述の変更事由のみならず、FRIでは、
作成者および利用者からの聞き取りやFRI側で独
自に収集した提出XBRL文書からの統計情報など
から、FRIの会計、業務およびXBRL専門家チー
ムが開示トレンドの分析を行い、変更案をお客様
に提示している。

東京証券取引所での適用事例

●	 資本市場における適時開示の重要性
資本市場の重要な機能である公正な価格発見機
能が十分に発揮されるには、有価証券と発行体に
関する適切な投資判断材料が投資者に等しく提供
されていることが前提となる。このような機能を
果たすため、金融商品取引法では有価証券発行体
に対して法定開示を義務付けている。しかし、有
価証券の流通市場では、その都度発生する企業活
動の情報によって有価証券の価格が変化すること
から、法定開示に加え、企業活動の重要な情報を
迅速・正確・公平に投資者に対して開示する適時
開示が重要である。（1）

東京証券取引所では、適時開示情報伝達システ
ムである“TDnet（Timely Disclosure network）”
を通じて、上場会社からの適時開示情報の収集、
および収集した適時開示情報の投資者への公開を
行っている。このTDnetで取り扱う適時開示情報
のフォーマットにはこれまで主としてPDF形式を
利用してきたが、国内外におけるXBRLの採用状
況、企業を取り巻く環境変化が著しい中での投資
への意思決定の迅速化、外国人投資家、一般投資

家層の拡大に見られる投資者層の多様化などを背
景として、ビジネス報告のグローバル標準フォー
マットであるXBRLの採用に踏み切った。
●	 適時開示における目標
東京証券取引所は、投資者の利便性を向上させ
るために、2003年に適時開示資料の一部にXBRL
採用を行ったが、上場会社のXBRL提出率は約
70％強にとどまっていた。そこで、2006年から
開始されたTDnetの再構築（本事例）に際しては、
すべての上場会社がXBRLによる適時開示資料
の提出を行えるようにする（XBRLによる提出率
100％）ことを目標とした。
●	 目標を実現する上での課題整理

FRIでは、現状XBRL提出を行っていないすべ
ての上場会社の過去提出データの調査・分析を実
施した。結果、上記目標を実現する上で、以下の
課題を解決する必要があった。
課題1：実務上使用される科目の網羅率100％の実現

TDnetシステムでは、上場会社向けに数値デー
タ入力用のWebシステム（以下「作成サイト」）を提
供しており、同システムでは、東京証券取引所が
定める標準様式に規定された科目・項目のみが利
用可能となっていた。ところが、分析対象となっ
たほとんどの過去提出データには、標準様式に規
定されていない科目による開示を行っていること
が明らかとなった。例えば、一般商工業用の標準
様式に規定された本業の売上規模を表す項目は「売
上高」であるが、建設業の場合には「完成工事高」
という会計上別の項目を使用している場合があり、
この項目は標準様式と「作成サイト」の入力画面に
は規定されていなかった。
このことから、標準様式に規定された科目以外
の科目を使用して開示している上場会社は、「作成
サイト」の入力画面を使いたくとも開示すべき科目
が入力画面に存在しないため、代替策として様式
を適宜変更したPDFを作成し、提出していること
が、XBRLによる開示資料の提出率が約70％強に
とどまっている大きな要因であると結論付けた。
そこで、本事例で開発するタクソノミは科目網
羅率100％を品質目標とし、同目標に到達するため
のアプローチを考案することとした。
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課題2：企業から開示されたXBRLインスタンスの
比較可能性を高めるための仕組みの提供

XBRLインスタンスには、「だれ」の「いつ」の情
報であるかを判別するための「コンテキスト」や数
値情報の単位を設定した「ユニット」と呼ばれる情
報が存在する。これらの規約が存在しない場合、
XBRL文書の利用者は、提出企業名、金額単位や
連結・非連結などの数値の意味を特定できなくな
る危険性が生じる。そこで、XBRLインスタンス
の比較可能性を向上させることを目的として、こ
れらの情報を適切に上場会社全体で共通化するた
めの規約を分析結果から作成した。
●	 データ項目（科目）洗い出し

XBRLにおいて、科目･項目は語彙辞書であるタ
クソノミに定義する。正確で網羅性の高い科目の
実装を行い、かつ将来の拡張が可能な柔軟な構造
を持たせることは高品質なタクソノミの必要条件
である。
本事例においては、現行の標準様式に加え、開
示実務で使用されている科目・項目の網羅率を上
げるため、過去1年間に上場会社から決算短信サ
マリー情報および業績予想修正報告にて開示され
たすべての科目を抽出した上で、標準様式に存在
しない科目・項目を表-1の基準で抽出・分類した。
なお、本事例では分析対象となった過去1年間の開
示文書開示資料はA4箱ファイル100冊程度の量が
あり、分析には当チームの公認会計士1名、財務分
析の専門家1名が約3か月間携わった。
この分類に基づき科目・項目を整理し、東京証
券取引所とともに一つ一つのケースについてタク
ソノミへの追加要否を検討し、科目・項目のタク

ソノミへの追加を行った。
●	 タクソノミ構造設計
タクソノミ構造の設計を行う上では、①プロジェ
クトにおける業務要件の分析、②世界各国ですで
に開発されているタクソノミ構造とその実装の背
景の参照を行う。
（1）業務要件の分析
タクソノミ構造を検討するうえで、要件として
入力情報となるものは、報告の特性、様式の種類、
データ項目の特性である。この要件を理解するた
めには、XBRL化の対象となる様式を分析し、抽
象化する必要がある。東京証券取引所でのプロジェ
クトでの要件は表-2のとおりとなる。
これらの業務要件は業務知識を持つコンサルタ
ントが洗い出し、XBRLコンサルタントがタクソ
ノミ構造を決定する。
（2）世界各国のタクソノミの参照
世界各国のタクソノミ構造を理解する上では、
実際のタクソノミの分析、XBRL国際会議で発表
されたプロジェクト成果報告やプロジェクト文書
の分析、加えて世界中の開発者との直接会話によ
る詳細情報の入手という手段が有効である（特に、
非英語圏のプロジェクト文書はほとんどの場合現
地語でのみ公開されているため）。
本事例では、日本、イギリス、米国、オランダ、
ベルギーのタクソノミ開発者とのe-mailおよび電
話会議、年2回開催されるXBRL国際会議での対面
による意見交換を通じて各国のタクソノミ構造設
計の最新動向、実装の背景となった業務的な課題・
解決策を分析し、プロジェクトにおける業務要件
と併せてタクソノミ構造設計へのインプットとし

表-1 科目・項目の分類方法

項目名が異なる
ケース

区分

標準様式と項目の名称が異なるもの

抽出基準

標準様式と概念が異なる可能性があるもの

値が二つ以上の
ケース

標準様式に存在するが、種類の異なる二つ
以上の値を併記しているもの

新規概念のケース 標準様式に存在しないもの

記載データが特殊
なケース

標準様式に存在するが、データの記載情報、
記載箇所が特殊であるもの

表-2 TDnetにおける業務要件（例）

報告の頻度 通期｜半期｜四半期

報告様式の種類 短信サマリー情報｜業績予想
修正｜配当予想修正

会計基準の種類 日本基準｜米国基準

報告者の属性 連結｜非連結

報告対象期間 当期｜前期｜次期
当四半期｜累計四半期

提出者を識別するコード 証券コード

金額の表示単位 百万円｜千円

使用する通貨 日本円

要件 TDnetで分類例
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た。なお、本事例にて作成した設計書のひな型に
ついては、他のプロジェクトでも流用が可能なテ
ンプレートとして整備している。
●	 タクソノミテスト
以下の手順でタクソノミのテストを行った。
　①品質評価基準の作成
　②XBRL仕様準拠度のテスト
　③インスタンス作成によるテスト
　④外部有識者によるレビュー
　⑤本番稼働後のモニタリング

（1）品質評価基準の作成
タクソノミの品質評価軸を開発開始時に設計し
お客様と共有することで、テスト計画の立案時に
妥当性が生まれる。本事例にて使用したFRIのタ
クソノミ品質評価軸は以下のとおり。
①正確性
正しい語彙の定義が行われている
 インスタンス作成テスト、外部有識者によるレ
ビューなどで評価を行う
②網羅性
語彙の定義に抜けがない
 インスタンス作成テスト、外部有識者によるレ
ビューなどで評価を行う
③実在性・一意性

 ルール上実在しない語彙や重複した語彙が定義
されていない
 インスタンス作成テスト、外部有識者によるレ
ビューなどで評価を行う。このうち重複の有無
は富士通XBRLツールの「XWandクエリー」とい
う機能で検証可能である。

（2）XBRL仕様準拠度のテスト
タクソノミ開発に当たり、適切なタクソノミ開
発ツールを使用しない場合、開発されたタクソノ
ミがXBRL仕様に準拠しないリスクが存在する。
本事例では、タクソノミのXBRL仕様への準拠度
を確認するに当たり、富士通が提供するミドルウェ
アInterstage XWand®を使用した。同製品に含
まれるXBRLツールを使用しタクソノミの仕様準
拠度チェックを実施することで、人手で行うと数
週間かかる準拠度調査を数分に短縮、また毎回同
じ品質チェックを行うことでチェックの正確性を
高めた。また、XBRLインターナショナルが提供
するタクソノミ開発におけるベストプラクティス

であるFRTA（Financial Reporting Taxonomy 
Architecture）（2）への準拠度調査を、フレームワー
ク設計時にはFRIコンサルタントチームによるレ
ビューで、タクソノミ開発後にはツールによる自
動チェックでそれぞれ行った。なお、一部見られ
たFRTA側の不具合について、XBRLインターナ
ショナルの標準化評議会（XSB）に対して報告を行
い、FRTAの改修を提言した。
（3）インスタンス作成によるテスト
タクソノミがXBRL仕様に準拠していることを
確認後、当該タクソノミを基にしたインスタンス
を作成することで、各項目の属性の網羅性、正確性、
実在性、一意性の検証が可能である。またタクソ
ノミの目的適合性については、上記4軸の検証を
通じて確認を行うことが可能である。本事例では、 
5社3期分のインスタンスを作成した。
（4）有識者によるレビュー

FRIのタクソノミ開発プロジェクトでは、従来
のSIプロジェクトで確立されているレビュー手法
に加え、タクソノミ品質向上のためのプロセスと
して、外部有識者や報告を行う上場会社などのス
テークホルダーレビューを実施することを推奨し
ている。それは、実際の提出者や利用者の目を通
すことで、タクソノミの品質向上が期待できるか
らである。本事例ではXBRL提出率100％をプロ
ジェクトの目標としており、そのために科目・項
目の網羅性・正確性の観点に重点を置き全上場会
社約4,000社からのレビューを実施した。結果、う
ち約60％にあたる2,386社からの回答を受領、結
果分析フェーズ終了後に複数の上場会社が使用を
開始した科目・項目を本回答から検出することが
でき、本番用タクソノミへの反映を行うことがで
きた。
●	 本番稼動後のモニタリング
本番稼動後、提出されたXBRL文書を収集し分
析を行うことで、予期せぬ定義方法やガイドライ
ン等に違反しているXBRL文書を検出すること
が可能となる。FRIでは、これらのXBRL文書の
検出を行うため、利用者側との意見交換や独自の
XBRL文書収集・分析を行い、適宜お客様への
フィードバックを行い、対策の立案に助言を行っ
ている。
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今後の展開

ここまで、適時開示におけるXBRLの適用事例
を中心に紹介してきた。今後は、開示の分野のみ
ならず、企業内部での利用に注目が集まるだろう。
なぜなら、以下のような要件を実現したグローバ
ル標準技術はXBRLのみであることがその理由で
ある。
　・ タクソノミにより、各科目・項目の意味や値

のチェックルール、科目・項目間のマッピン
グルールを定義する仕組みが構築でき、全社
的なデータの意味の共通認識が行える。

　・ 提出側での各値の妥当性検証の仕組みが構築
でき、報告の品質、即時性向上が行える。

　・ 報告様式の変更管理の仕組みが構築でき、報
告様式が変更された場合でも意味の連続性が
担保できる。

このような要件を活用することにより、以下の
領域に応用が可能となる。
（1）IFRS適用時の連結グループ経理規程のXBRL化

IFRSの適用に際しては、海外子会社を含む連
結グループ会社全体に対して、IFRSおよび解釈
指針等を網羅した適用方針を設定・共有すること
が必要となる。連結グループ経理規程そのものを
XBRL化することで、以下を実現できる可能性が
ある。
　・複数言語からなる規定の作成および管理の省力化
　・変更が追跡可能となり作成および管理品質の向上
　・ それぞれの情報に属性を追加、情報と情報の

間の関係を追加、検索性の向上（例示、自社独
自の追加判断基準などの単位で検索が可能）

　・ 仕訳ルールなどのXBRL化によるルールと処
理の一貫性確保

（2）決算発表の早期化
以下のような連結決算報告の様々なプロセスへ
の適用が可能である。
　・ 自社のXBRL試算表と開示用のタクソノミの

マッピングによるプロセスの可視化や変更の
追跡

　・親会社・子会社間の情報の意味の共有

　・ 子会社から親会社への報告時の自動検証によ
る省力化、連結データの品質向上

（3）マスターデータ管理
SOA（Service Oriented Architecture）環境構
築やシステム更改の際に課題となる企業グループ
全体でのマスターデータ管理への適用が可能であ
り、以下のような効果が期待できる。
　・ 特定のベンダーに依存せず、かつ柔軟なマス

ターデータ記述が可能
　・ 一度XBRLで定義したマスターデータは変更
管理が可能

　・ 変更履歴を利用して人手を介さずにマスター
データの最新化ができ、マスター変更に係る
ミスの激減が実現可能

む　　す　　び

本稿では、FRIの持つタクソノミ開発フレーム
ワークについて紹介した。FRIは、市場インフ
ラへのXBRL適用にとどまらず、企業内部への
XBRL適用の可能性を今後も継続的に検証してい
き、お客様の企業価値向上に寄与していく所存で
ある。

（注）インスタンス作成に関する規約がない場合、複数の

インスタンス間にて、データの意味を定義するための

情報（コンテキスト情報）が共通化されず、横並び比較

を行う際には、コンテキスト情報を読み替えるアプリ

ケーションを個別に開発する必要があるなど、比較が

難しくなる。
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