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特集：今、そこにあるグローバル化

グループ子会社から本社への経営管理・法定報告用情報を収集・集計/分析するい
わゆる「グループ経営情報管理業務」は、部門毎に各々の業務目的に応じ個別に作成
したExcelを各拠点・子会社に配布・収集するという部分最適の集合となっており、
内容の正確性を担保しえないなどの課題が散見される。事業再編の増加や法令開示
強化の動きに対応するためにも、グループ全体で情報を管理・共有する基盤を構築し、
情報の正確性、データ利用までのリードタイム短縮、重複調査の抑止による効率性
の向上が求められている。

本稿では、グループ経営情報管理業務の改革を実現する富士通総研のコンサルティ
ングサービスの内容を、富士通株式会社と共同実施したプロジェクトを例として紹
介する。また、報告内容の統合・標準化のためのグローバル標準技術であるXBRL

（Extensible Business Reporting Language）の活用についても紹介する。
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ま　え　が　き

グループ子会社から本社への経営管理・法定報
告用情報を収集・集計/分析するいわゆる「グルー
プ経営情報管理業務」は、担当者が各々の業務目的
に応じ個別に作成したExcelを各拠点・子会社に配
布しe-mailにて収集という部分最適の集合となって
いることが多い。このため、グループ内での経営
管理・法定報告用情報の共通化が未整備であるこ
と、本社部門間でのデータ受け渡しが人を介すこ
ととなり、内容の正確性を担保しえないなどの課
題が散見される。これは、一般的な入力アプリケー
ション＋DBというシステム構築では、毎年改訂さ
れる会社法、金融商品取引法、連結財務諸表等規
則等の関連法規への対応が難しく、事務担当者が
利用が容易なExcelに頼り、短期的、且つ個別業務
の視点で報告書フォーマットを作成・配布するこ
とが原因である。有価証券報告書ひとつをとって
も、連結範囲の決定のためのグループ保有議決権
比率の集計や実質影響力基準・支配力基準の判定、
相互保有株式数確定のための議決権調査、特定子
会社確定のためのグループ内取引や財務状況、ま
たその他にも設備投資の状況、重要な契約の状況、
会計監査人との取引関係等、グループ全体から収
集しなければならない情報は多岐に渡るうえに、
法規改正の都度収集情報の内容を変更する必要も
ある。今後は、事業再編の増加や法令開示強化の
動きに対応するためにも、グループ全体で経営管
理・法定報告用情報を管理・共有する基盤を構築
し、情報の正確性、データ利用までのリードタイ
ム短縮の実現、重複調査の抑止による効率性の向
上、より柔軟で拡張性をもった法規改正への対応
が求められる。

また、経営者が求める報告内容は、外部環境の
変化や経営状態によって報告の都度変化する可能
性があるが、これまでのデータウェアハウスやBI
といったアプローチはある仮説に基づきデータ構
造を決定した上でデータを収集・加工しており、
変更要求に柔軟に対応できず、経営者はタイムリー
な状況把握が難しいという問題があった。

上述の現場と経営者の問題を解決するために、
短期間で変更要求に対応可能な形式で経営管理・
法定報告用情報を標準化・定義し、グループ子会

社から収集した情報を再利用可能な状態で一元的
に管理することが重要である。FRIの調査では、グ
ループ子会社を50社程度抱える企業グループ（東証
上場企業のうち約220社）では、上述の標準化・収
集情報の一元管理が必要という結果であった。

本稿では、報告書の再設計・統合やビジネスルー
ル分析と実装を行い、グループ経営情報管理業務
効率化と信頼性の向上、柔軟なデータ利用を実現
する富士通総研のコンサルティングサービスであ
る「グループ経営情報管理業務の改革コンサルティ
ング」の概要を説明した後に、富士通株式会社と共
同実施したプロジェクトを紹介する。また、報告
フォーマット・項目の統合・標準化のためのグロー
バ ル 標 準 技 術 で あ るXBRL（Extensible Business 
Reporting Language）の活用についても紹介する。

グループ経営情報管理業務の改革アプローチ

FRIでは、前述のグループ経営情報管理業務に関
わる問題点を解決する上で、 図-1に示す通り、分
析フェーズ、実装フェーズを経て、部分導入によ
る適用の効果検証を行い、導入効果に関する利害
関係者の合意を得た上で本番適用計画を行うアプ
ローチをとっている。

内部報告業務では、作成側であるグループ子会
社、収集側であるグループ本社の複数部門など利
害関係者が多く、出来るだけ上流フェーズでこれ
らの関係者が導入効果を体感出来るかが全体最適
プロジェクトを行う上で重要であると考えるから
である。

（1）分析フェーズ
分析フェーズでは、現在の報告業務のプロセス

（調査～収集～集計～分析・判定～報告）、報告内
容の分析・可視化を行う。業務プロセス分析では、
本社関連部門のインタビューと過去1年間で使用さ
れたすべての調査項目を分析する。報告内容の分
析では、過去1年間で使用されたすべての調査項目

図-1 グループ経営情報管理業務標準化コンサルティング
のアプローチ
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に使用された項目を分析し、項目の使用目的、意味、
対象報告期間、対象報告者等の情報を付加し、重
複項目候補の検出を行う。また、現在の業務にて
関係者が問題だと感じていることをインタビュー
から抽出したうえで問題点の影響度について机上
検証を行う。この際ポイントとなるのが全体最適化
を行うための舵取りの存在である。個別最適化の延
長となることを防ぎ、かつ組織横断の全体最適を行
うための優先順位付けを行う上で、経営者や経営企
画部門の関与は必須であると考える。

（2）実装フェーズ
実装フェーズでは、重複項目候補とヒアリング

から特定した不要項目を排除した報告項目・フォー
マット定義を作成する。その際、グループ子会社
全体が提出対象となるもの、一部のグループ子会
社のみ報告するものの特定を行う。また、フォー
マットの内容では、報告項目を適宜追加・変更が
可能なフォーマットと、報告項目の修正を禁止す
るフォーマットの特定を行う。

実装フェーズでは、報告項目・フォーマット定
義をビジネス報告のためのグローバルな技術標
準 で あ るXBRL（Extensible Business Reporting 
Language）にて作成する。XBRLの適用により、上
述の提出者の範囲が違う報告項目をモジュール化
できること、また、報告フォーマットで用意した
内容と提出側での追加・変更を加えたものの特定
が可能となる（図-2）。

（3）効果検証
効果検証では、新フォーマットのうち一部を選

定し検証を行う。本フェーズのフォーマット選定
のポイントは、分析フェーズで認識した現行業務
の問題点を一番多く含むものを選定することであ
る。例えば、項目の重複による提出側の業務非効
率化が問題として認識されているのであれば、従
来フォーマットで項目の重複度が高かったものに
加え、入力から収集・集計/分析に最も工数がかかっ
ているものを使う。

（4）コンサルティングで使用するツール
FRIは本コンサルティングを進める上で、前述の

XBRLを活用し報告書の項目分析、実装、効果検証、
本番適用への検討を行う。XBRLはXBRLインター
ナショナルで仕様策定が行われているビジネス報
告のためのグローバルな技術標準であり、我が国
では金融庁、東京証券取引所が2008年より適用し、
有価証券報告書や決算短信のフォーマットとして
採用している。XBRLは外部報告のための技術とし
て認知されているが、実際にはビジネス報告全般
に適用が可能である。

グループ経営情報管理業務においては、報告書
の項目や雛形をXBRL形式で定義することで、前述
したモジュール化、元のフォーマットに定義され
た内容を上書き更新することなく、提出側で追加・
変更を加えられるなど、フォーマットの柔軟性を
担保することが可能である。また、グローバル企
業で求められる複数言語での項目定義がひとつの
データモデルで可能となり言語間の整合性を保ち
やすい、分析時に項目名称の部分一致度を確認す
ることで重複項目の特定が容易となる、報告書の
項目定義、入出力の見え方の定義を行えば、本番
環境で使用する報告書作成ツールや分析ツールに
同定義を読ませるだけで（アプリケーションの開
発・改変を最小化し）実際に報告が行うことがで
きスパイラルかつインタラクティブにユーザ要件
を反映できるため、短期間で要求に沿った報告環
境の提供が可能になる、といったメリットがある。
さらに、XBRLが提供するデータチェックの仕組み
は報告書の内容品質向上を、項目の変更管理の仕
組みは報告書の設計担当者が異動に際しても継続
的なメンテナンスを強力に支援する。

FRIはXBRL仕様策定や実装の共通化を行うグ図-2 報告項目・フォーマット定義（例）
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ローバルな標準化団体であるXBRLインターナショ
ナルの標準化活動に深く関与している。また、金
融庁や東京証券取引所が実施したXBRLによる市場
全体での開示項目の標準化への関与等、豊富なプ
ロジェクト実績を有している。当コンサルティン
グサービスでは、グループ経営情報管理業務だけ
でなく、法規・XBRL技術による報告内容の標準化
に知悉したコンサルタントがサービスを提供する。

事例：富士通での社内実践

（1）プロジェクト背景
富士通では有価証券報告書等の開示文書は、主
に経理担当部門と開示を担当する部門が連携し作
成を行っている。作成に際しては、複数部門がそ
れぞれ必要な情報を直接報告対象とする国内外
の500を超えるグループ子会社の情報を要求し、
Excelベースのフォーマットにて回収している。
Excelベースのフォーマットは複数部門のそれぞ
れの担当者によって個別に作成されており、一部
のフォーマットでは別のフォーマットの項目と相
当程度重複しており、収集側のみならず提出側で
あるグループ子会社の業務効率も課題となってい
た。また、本業務は正確性を求められる業務では
あるが、グループ全体での項目の意味の標準化、
一元的な収集・報告データ管理基盤の不在のため、
本社側で内容の正確性を担保することに非常に時

間・手間がかかるという問題を抱えていた。
このような状況を打開し、かつ収集側である本
社部門の収集・集計/分析業務の高度化を実現すべ
く、本社経営企画部門がリーダーとなって当プロ
ジェクトを開始した。 
プロジェクトには本社経営企画部門、経理担当
部門、開示担当部門等が参画した。
（2）プロジェクトの実施
①分析フェーズ
分析フェーズでは経理・開示両担当部門等にヒ
アリングを行い、報告内容の一覧化、報告プロセ
ス、フォーマット別の報告タイミングについて経
営企画部門と共同で部門横断的に整理するととも
に、現在のプロセス（図-3）の問題点に関するヒア
リングからプロジェクト当初に提起された問題点
の検証を実施した。ヒアリングの結果と報告項目
の分析の結果から、報告フォーマット間での項目
の重複が200項目以上で発生していることを裏付け
た。なお、本フェーズは3ヶ月で完了している。
②実装フェーズ 
実装の対象には、投資有価証券の情報と同情報
にまつわる付随情報を選定した。これは、分析の
結果、経理・開示等の担当部門がそれぞれ別の目
的で重複した内容を収集しており、同フォーマッ
トが内容の重複度が非常に高いものであること、
また、当該フォーマットが全グループ子会社を回
答対象とするためである。

図-3 現状の報告プロセス
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実装に際しては、収集対象とする項目の定義に
加えて、回答入力用のフォーム設計、本社側で使
用する集計用のフォーム設計にXBRLを適用して
実施、要件確認時に同フォームの実装イメージを
経営企画部門と共有しながら進めることで、要件
と実装の乖離発生を防止した。また、XBRLの適用
により、本フェーズで作成した項目定義とフォー
ムは、そのまま次フェーズ以降で適用が可能とな
り、XBRL対応アプリケーションと組み合わせるこ
とで、入力アプリケーションの開発フェーズを計
画する必要がなくなる。今回のプロジェクトでは、
XBRLの項目・フォーマット定義にて入力と集計の
アプリケーションの開発が不要となったため、通
常のアプリケーション構築時の半分以下の期間と
工数で稼働環境の提供を実現した。

なお、本フェーズは約2ヶ月で完了した。
③効果検証

本稿執筆時点では、過去データを使った効果検
証が完了しており、その結果新フォーマットを導
入することでグループ子会社側、本社部門双方の
作業量が半減することが確認されている。
④本番適用計画

現在、本番で使用する収集システム選定や報告

書の項目定義のメンテナンス方法について富士通
のミドルウェア開発部門、社内IT部門と検討を行っ
ている。適用イメージは図-4の通りとなっている。

 

む　　す　　び

今後は前述の検討に加え、適用範囲拡大に向け
た活動を行うことでさらなる業務効率化を目指す
だけでなく、当プロジェクト結果をXBRLインター
ナショナルにフィードバックし、国内外のグロー
バル企業との意見交換の実施と、報告フォーマッ
トの実装方法の共通化に貢献する所存である。

また、冒頭で述べた、経営者が求める報告内容
への柔軟な対応について、全社的に報告項目を標
準化する本手法を発展させ、報告内容の基データ
まで標準化と収集範囲を広げ、分析のための集計
単位を収集後に変更できる仕組みを構築すること
で、例えば組織改定や収益予測のシミュレーショ
ンを行うことが可能となると考える。

これらの仕組みの実現とお客様へのサービス提
供を通じて、グループ経営情報管理のさらなる高
度化に寄与したいと考えている。

図-4 本番環境への適用イメージ
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