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株価を動かす！

「非財務」情報のチカラ

非財務情報が監査業務に与える影響

矢部

誠

有限責任監査法人トーマツ
パートナー

然の流れといえる。

◆ Summary ◆
公認会計士，監査法人が行う会計監査では，財務諸

これまでの会計監査は，財務諸表の適正性

表の適正性を検証するために，財務諸表を構成する各

を検証するために，財務諸表を構成する各勘

勘定科目の残高や個別取引の記録を監査の対象として

定科目の残高を主な監査対象としてきた。た

主に取り扱ってきた。昨今のデジタル化や企業におけ
るデータ活用の進展は，監査手続の選択肢を広げるこ

とえば，売上高を検証するために，売上計上

とにも寄与しており，これまで十分に活用されてこな

の根拠となっている出荷帳票等の証憑に基づ

かった非財務データや，さらには定性的な情報をも活

き，取引内容，金額や計上日の適切性をサン

用することで，財務報告において企業が抱えるリスク
を様々なアプローチにより検討する取組みが現場に浸

プルベースで検証するといった一連の手続を

透しはじめている。本稿では，監査業務の現場で行わ

実施している。これは，会計監査の現場でよ

れる事例の紹介を通じ，非財務データが会計監査現場
において有する可能性について論じていく。

く目にする手続であり，多くの会計監査人に
とって馴染みのあるアプローチ方法である。

《は じ め に》

しかし，企業活動のグローバル化や多角化
により，一言で「売上高」といってもその性

資本市場を見ると，財務パフォーマンスに

質は１つの大きなバケツに入っているような，

おいて過去および直近の実績を測ることがで

同質性の高い取引ばかりとは限らなくなって

きても，企業が持つ本質的な価値や長期的な

いる。このため，やみくもにサンプルベース

成長性，また財務諸表に反映されることのな

で検証してもリスクに適切にアプローチして

いコンプライアンスやレピュテーションリス

いるとはいいがたい。また，無思慮に精査的

クなどの価値を測定することは，非常に難し

手法を活用して売上の全体を検証するという

くなってきている。企業価値が実際の人・モ

ことは，それが得たい心証のレベルに対して

ノ・カネという現物よりも遥かに大きな無形

効率的である場合を除けば（そのような場合

資産によって支えられ，また左右される環境

もある），有限である監査資源を最適に配置

において，有価証券報告書や統合報告などで

するという意味で，必ずしも適切なアプロー

多くの非財務情報が開示されることは至極当

チとはいえない。
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ここにおいて，取引の性質や不正を含む虚

像そのものに加え，撮影時間，撮影日，位置

偽表示リスクの程度に基づき検証対象を切り

情報など）が，データとともに保持されるよ

分け，よりリスクが高いと思われる領域に

うになった。

フォーカスするために，非財務データが有効

財務情報は，旧来からデータ化が進んでい

に機能することがある。また，非財務データ

た領域であり活用の歴史は古い一方，あるべ

が財務データにもまして，財務報告上のリス

き形かどうかは別として，活用の方法や範囲

クをクリアに映し出すこともある。ここでは

は必要最低限カバーされているためか，近年

４つの事例を通じて，会計監査における非財

における急速な用途の拡大などは見受けられ

務データ活用の実務やメリット，課題につい

ない。

て説明する。なお，文中の意見に関する部分

他方，非財務データは従来そもそもデータ

は筆者の私見であり，有限責任監査法人トー

化されてこなかった非構造化データを多く含

マツの見解を代表したものではない。

むが，技術の進展によりシステムが容易に処

Ⅰ 非財務データの蓄積と利活用
１

理できる形に構造化されなくとも保存・利用
が可能になった。そのため，音声・画像・動
画・大量のテキスト情報など含め活用できる

企業における IT 化の進展とデジタル化

データ量は急速に増加し，ここから得られる

IT 化が進んだ結果，企業が生成する情報

洞察や示唆も，明らかに深まり増加している

は拡大の一途をたどっている。質的にも変化

（図表１）。

しており，人手によってデータ化されていた
情報から，PC やスマートフォンなどの身近

２ データ量，
分析技術と計算能力のバランス

にあるデバイスから入力されるテキスト情報

データの量と計算処理能力は常にイタチ

や，デバイスに搭載されたセンサーから出力

ごっこの様相を呈しているが，急激なデータ

されるログデータなど，始めからデジタルな

量の増加に呼応するように，クラウド化など

データとして生成されるものに変わってきて

によって記憶領域と計算処理能力も飛躍的に

いる。結果，情報は高頻度・リアルタイムに

増加し，かつ低廉化している。分析技術にお

生成され，多くの属性情報（写真でいえば画

いては，第３次ブームともいわれる人工知能
技術の進展により，機械学習や自然言語処理
を活用する領域では，従来許容時間内に分析

Profile

や処理を完了することができなかった分析も，

やべ・まこと◇デロイト アジアパシフィック・ジャパン オ

実行が可能となっている。

ーディット＆アシュアランスイノベーション リーダー。デロ
イトアナリティクス 日本統括責任者。デロイトトーマツ グル
ープが提供するあらゆるサービスへのアナリティクス適用を主
導するとともに，先進分析手法やビッグデータ分析・活用基盤
の研究開発部門を率いる。また，デロイト グローバル オー
ディット＆アシュアランスイノベーション ボードのメンバー
として，グループのグローバルネットワークと連携し，監査業
務のイノベーションを推進。
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〔図表１〕広がる利用可能な非財務データの範囲

利用可能データの
爆発的な増加

アルゴリズムの
高度化

処理能力の高速化

ビッグデータに適用される技術により，今までは活用できていなかった非構造化データからの洞察の抽出を実現
構造化データ

非構造化データ

取引・CRM データ
リサーチ・マーケットデータ
メインフレームデータ
POSデータ

メール・ブログコンテンツ
ビデオ・SNSコンテンツ
患者ごとのカルテ
年次報告書・公的な提出書類
インダストリーレポート・
リサーチ ジャーナル

40-50%
デジタルデータの
年間増加率（注１）

62%

$2,320億ドル

非構造化データの
年間増加率（注１）

2020年までに
ビッグデータ領域で
費やすIT支出額（注１）

（注 1 ）HP Autonomy,
（注２）S. Hagan,

, 2012

～ 9倍
2020年までに増加する
非構造化データの規模
（注2）
（構造化データ比）

, 2013

業が抱える課題となってきている。このよう

ことも可能になった。

な課題に対し効率的かつ現実的にアプローチ
３

企業のデータ活用に対するスタンスの変

するために，企業活動の実態記録であるデー

化

タを活用することは，一般化しつつあると思

日本において，時としてデータの利活用に

われる。

対してアレルギーともいえるような反応を目
にする。
「同じ作業工数と同じ出力結果であ
れば，人の手でやったほうがよい」という感

Ⅱ 非財務データをいかに会計監
査に活かすか

覚は，それほど珍しいことではないだろう。
実際は，形式化された定型的な作業は自動化

ここからは事例をふまえて，実際の監査現

したほうが効率はよく，ミスが発生する可能

場における非財務データの活用状況について

性も少ないが，一時の手間を惜しみ，業務プ

触れていきたい。監査における非財務データ

ロセスの一部に組み込まれてしまう担当者が

活用の領域は，監査計画立案段階，監査手続

企業には少なからず存在している。

実施段階，監査意見形成段階に至るまで多く

一方でグローバル化・多角化する事業環境

の局面が存在するが，特に監査計画立案段階

において，過去から脈々と続く祖業的な事業

におけるリスク評価の領域での活用を中心に

領域であればまだしも，海外で買収した全く

説明する。

異なる事業領域の企業の管理やモニタリング
を実効性をもって行うことは，今や多くの企
（1207）
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〔図表２〕IoT データの活用事例
全国に存在する拠点の
固定資産の稼動データ

固定資産台帳

パターンＡ：稼働データが存在しないが固定資産台帳に登録されている
パターンＢ：稼働データが存在するが固定資産台帳に登録されていない
パターンＣ：固定資産台帳，稼働データ共に存在する

１ IoT データ（センサーデータ）を活用し

の固定資産の実在性を検討するうえで，その

た固定資産の実在性検討事例（図表２）

質的な差異を台帳から識別することは困難で

⑴

課

題

あり，実在性に疑義を与える共通要因を検討
することが，効果的な手続を実施するうえで

国内外に多くの固定資産を保有するインフ

課題であった。

ラ企業において，固定資産の実在性を効率的

ここにおいて，機器の運用・メンテナンス

に検証したい。

のために記録・保存されている稼働情報やロ
⑵

アプローチ

グを取得し，基準日時点で稼働情報が記録さ

広域に分散設置された機器の稼働ログ（非

れている固定資産について，固定資産台帳と

財務データ）と固定資産台帳の突合を行い，

の突合を実施した。機器の稼働データが存在

稼働しているにもかかわらず台帳に登録がな

しているということは，その固定資産はサー

い資産，稼働していないのに台帳に登録され

ビス提供に利用されており，固定資産が存在

ている資産を識別し，固定資産の実在性を検

していることを示唆している。逆に稼働デー

討する。

タが存在していない場合，固定資産は存在し
ていない，もしくはサービスに供されておら

⑶

事

例

ず，固定資産の実在性に疑義が生じる状況を
示唆していると考察した。

インフラビジネスの性質上，サービス提供

この検討の結果，以下の３つのパターンが

に用いる固定資産の重要性は高く，一般的に
財務諸表における残高も非常に大きい。必然

識別された。

的に，台帳に記載された固定資産の数量，種

パターンＡ：稼働データが存在しない（稼働

類，取得時期などは大量かつ広範にわたるが，

していないと推定される）が固定資産台帳

固定資産台帳に登録されている膨大かつ同種

に登録されている機器
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〔図表３〕営業記録の活用事例
営業記録の特定の単語の出現頻度や記録自体

営業記録

の長さなどと倒産実績に相関があるという監
査人独自の仮説に基づき，倒産確率を導出す
るモデルを構築

遅

督

ス

延

促

ケ

不
延

成

海外事業

リ

字

未 達

赤

新

規

在

滞

懸

念

事

業

パターンＢ：稼働データが存在するが固定資
産台帳に登録されていない機器

統制の見直しのきっかけとして有益に作用し
た。

パターンＣ：固定資産台帳，稼働データ共に
２

存在する機器

営業記録を利用した貸倒引当金の検討事
例（図表３）

さらに，固定資産台帳と稼働データの差異
件数を時系列かつ地域別や担当部署別などで

⑴

分析を行った結果，特定の時期や地域・部門

課

題

法人への貸付業務における貸倒引当金計上

で登録漏れや除却漏れがあることが判明した。

の妥当性について検討を行ううえで，貸付先

これらは担当部門や施工時期による管理体制

の倒産確率を導出し，従来とは異なる観点で

や管理レベルの相違を示唆しており，これら

より客観的かつ批判的な検証をしたい。

の理解をもとに，実査を実施すべき拠点や，
⑵

検証すべき固定資産の選定を実施した。

アプローチ
営業担当者が貸付先訪問時に記録する営業

⑷

効

果

記録（非財務データ）と倒産実績から，財務

一般に，固定資産の設置・運用を行う部門
と，固定資産台帳に登録する部門は異なり，

データによらない倒産確率を導出するモデル
を構築する。

設置した機器の情報がすべて共有しきれない
状況は想像にかたくない。本分析を通じて，

⑶

事

例

これらの状況が特定の時期や部門に偏って発

通常，貸倒引当金の検証においては過去の

生していることがわかり，経営者においても

貸倒実績をもとに，企業の財政状態や経営環

追加的な調査が可能となった。その結果，企

境の格付を行い，格付ごとの債権回収リスク

業の固定資産管理プロセスの再構築等，内部

に応じた引当金の計上がなされているかを検

（1209）
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〔図表４〕店長異動情報の活用事例
店舗

現店舗責任者

交代予定責任者

責任者交代による
年間売上インパクト

Ａ店舗

店長001

店長002

￥4,196,939

20,000,000
18,000,000
16,000,000
14,000,000
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000

統計モデルに基づく予測値

2,000,000

経営者による売上予想

0
2012/2/1

2013/2/1

2014/2/1

2015/2/1

2016/2/1

2017/2/1

証する。この手続は通常企業が行った計算の

においては，企業とは異なるデータ・異なる

再実施とバックテストであり，格付ロジック

モデルを適用するなかで全体の倒産確率に大

そのものの検討は概括的なものとなる。

きな乖離はなく，モデル自体は当てはまりが

ここにおいて，より客観的かつ批判的な検

よいものと解釈された。

討を行うために，営業記録の特定の単語の出
現頻度や記録自体の長さなどと倒産実績に相

⑷

効

果

関があるという監査人独自の仮説に基づき，

このモデルの最大のメリットは，営業記録

倒産確率を導出するモデルを構築した。この

という訪問後速やかに記録されるデータを活

独自モデルから導出された結果と通常に実施

用することで，貸付先の決算書の作成を待た

した格付との比較検証を行い，独自モデルで

ずに倒産確率を導出することが可能な点，つ

倒産確率の高い貸付先と識別されたが，企業

まり，タイムリーに貸付先の状況変化を把握

の評価では倒産確率が低いと算定されている

可能にしたことである。景況の変化などによ

貸付先について，詳細な検討を行う対象とし

り貸付先の健全性が急速に悪化するタイミン

て選定した。

グなどで，変化に対応しうるモデルとなって

このモデルを適用したことで，ともすれば

いる。

企業の手順をなぞることになりかねない格付
の検討において，営業記録に「延滞」や「不

３

小売業の店長異動情報を活用した店舗減
損評価の検討事例（図表４）

在」などの特定の単語が一定の頻度で出現し
たり，営業記録の長さが一定の文字数を超え

⑴

課

題

ると倒産確率が上昇するといった従来と異な

店舗減損評価において，経営者の主張であ

る観点で，適切な引当金計上が行われていな

る店舗別の将来業績予測の妥当性について，

いリスクの高い貸付先を識別できた。本事例

より客観的・定量的に判断するための尺度が
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営者が主張する売上改善案が合理的であるか

ほしい。

否かについて，統計的見地から検討を行う材
⑵

アプローチ

料を獲得し，経営者の見積りに対して建設的

過去の店長の人事異動（非財務データ）と

な議論と合理的な判断が可能になった。
また，併せて行った分析から，店長が交代

各店舗の収益力（財務データ）を組み合わせ，
特定の店舗に特定の店長が異動した際の将来

することによる客単価の改善率が収益性改善

売上予測を行い，異動が店舗減損を回避する

に強く影響を与える，といったことも判明し

合理的な根拠になりうるかを検討する。

ている。会計監査の観点から見れば店舗減損
がテーマだが，経営的には「どこの店舗に誰

⑶

事

例

を配置すればいくら売上が上がるか」という

多店舗展開をする企業の監査において，店
舗減損の要否について検討する際，経営者が

シミュレーションが可能となり，監査の過程
における提言という意味でも有意義であろう。

「トップセールスの店長に交代するから店舗
減損は不要」といった主張をすることは，珍

４

定性情報を利用した赤字プロジェクトの
予測・識別事例（図表５）

しくない。事実，ビジネスの成否は店長に左
右されることも多いと思われるが，監査人と

⑴

課

題

して批判的な検討を行ううえで，店舗減損を

長期プロジェクトのうち，赤字となる可能

行わない程度の収益改善が見込めるのか判断

性の高いプロジェクトを早期に識別すること

が必要である。一方で，なんらかの合理的な

で，監査上論点となりうるプロジェクトに監

尺度を持たない場合，この議論は監査人に

査資源を集中したい。

とって難しい議論となる。ある特定の「人」
のパフォーマンスを客観的に検討する材料が

⑵

アプローチ
工期やコスト進捗率，工事種別，施工地域，

ないなかで，
「その新店長でも減損は不可避」

現場責任者や気象データなど非財務データと，

と説明することは困難だからだ。
ここにおいて，過去の人事異動で各店長が

当期利益率，累積利益率などの財務データを

異動先の店舗においてどの程度収益性を改善

加味し，最終赤字に影響を与えている要因を

したのかという情報と，売上規模や利益率な

統計的に分析・把握することで，監査上の論

どのそれぞれの店舗が持つ収益力を組み合わ

点となる工事を早期に識別する。

せた時系列予測モデルを構築した。
⑶
⑷

効

果

事

例

工事進行基準が適用される相対的に規模の

このモデルを適用することで，「Ａ店舗に

大きな建設工事や大型開発プロジェクトなど

Ｘ店長が異動した場合，△％の収益性改善が

において，最終損益見込みが大きく変動した

見込め，売上は○○万円改善する」といった

場合，最終的な損益見込額の見直しや見直し

シミュレーションが可能になった。結果，経

時期の適時性について検討が必要である。特

（1211）
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〔図表５〕 定性情報を活用した赤字プロジェ
クト予測・識別事例

すい工事案件の特性を識別することができた。
さらに，その具体的な閾値とともに案件の性

0

質を把握することで，事後手続として売上お
よび原価計上の妥当性を検討するのではなく，
赤字にならないよう進行期からモニタリング
をするということも可能になった。
端的に考えれば，監査人が監査手続を実施

2

するうえでの役割は取引や会計処理の合理性
や適切性を検討することであるが，それは何
4

5

6

かが起こることを待って判断をすることばか

3

りを意味するわけではない。日ごろからの企

7

8

9

A

B

C

業とのコミュニケーションにおいて，このよ
うな将来における赤字や減損の見込みを議論

D

E

F

G

H

最終年度

I

J
黒字

K

L

M

N

の材料として提供し，企業の内部統制高度化

O

に貢献できることも，監査人が会計監査の過

赤字

程で果たすことができる役割の１つと考える。

Ⅲ 非財務データを活用するうえ

に，長期にわたるプロジェクトなどで赤字方

での課題

向に損益見込みがぶれた場合は，過年度の会
計処理にかかる妥当性の検討も含め，多くの
検討と根拠となる資料の確認が必要となるた

財務データは，基本的に会計システム等で

め，企業，監査人ともに多くの負担がかかる。

適切に管理され，取引や処理を裏づける伝票

本事例においては，過去の工事案件データ

などが存在する検証可能なデータだが，非財

を対象として，工事完成予定前年における各

務データは，データ生成の目的や背景が様々

種財務数値，非財務データについて決定木分

であるため，データの管理状況や情報の生成

析を実施し，最終的に赤字工事になりうる要

過程，情報の作成者の適切性なども含め，活

因を分析した。そのうえで，最終赤字に影響

用にあたって十分な検討が必要である。

が大きいとされる変数を利用した判別モデル

たとえば，分析対象とするデータは対象と

を構築，進行中の工事案件に適用することで，

すべきすべての母集団を網羅しているのか。

監査上の論点になりうる工事案件の早期識別

建設業を例にとると，工事案件に関する非財

を図った。

務データの活用を検討するにあたり，そもそ
も工事全件の情報がない場合，分析に活用す

⑷

効

果

るうえでは誤った結論を導く可能性がある。

この分析を適用した結果，現時点では赤字
案件ではないものの，将来的に赤字になりや
60
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また，網羅的に情報が含まれているとして，
その情報が正確なのかにも留意すべきである。
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［特集］

小売業で店舗管理担当者が店舗の連絡先管理

高い母集団や特定の取引や案件を抽出するう

のために保有していた全店舗情報が，監査の

えで，効果的・効率的なアプローチであり，

目的に合致したとしても，そのデータの正確

今後さらに幅広いデータの活用が見込まれる。

性はその担当者の目的によっては信頼性に劣

これまでと異なる視点で監査人独自の評価

る可能性もある。電話番号，住所は正確であ

や検討を行うことで，経営者の見積りや前提

るかもしれないが，店舗面積，駐車場台数，

に対し，客観的かつ批判的な検討が可能にな

店員数などの情報は正確でないかもしれない。

ることは監査人，企業の双方にとって有益で

監査においてこれらの情報を利用する場合，

ある。さらには，連日報道や新聞紙面などで

それが概括的な企業の理解の目的で利用され

も取り上げられ，良くも悪くも注目されるよ

るのか，勘定科目残高や業務プロセスの検証

うになった会計不正や粉飾決算，およびこれ

手続に利用されるのか，その目的によって求

らと向き合う監査法人や会計監査に対する資

められるデータの品質や信頼性を確保するた

本市場や一般社会からの期待に応えることに

めに必要な検証の程度は異なる。

もつながっていくと考える。

このことは，企業が生成・保有する非財務

繰り返しになるが，会計監査の目的は財務

データに限られない。外部データとしてイン

報告の適切性に独立した第三者として意見を

ターネット上に公開されている統計情報や調

表明することである。それは虚偽表示を識別

査結果のような情報も，誰が，何の目的で作

し，それを指摘することだけではない。企業

成したデータで，どのように利用されること

の今日までをしっかりと見つめ，将来をとも

を意図しているものなのか，情報の更新の頻

に見通すこと，それは監査の過程において積

度や作成者の妥当性など，やはり十分に検証

極的に企業とコミュニケーションを行い，課

したうえで，これらデータの活用は進めてい

題を共有すること，そして今後の経営に資す

くべきものと考える。

る率直な提言を行うことによって，企業の公
正かつ持続的な事業活動を支える財務報告責

《お わ り に》

任の遂行やガバナンスの向上による企業価値

このように，会計監査においても旧来から

の向上に寄与することだと考える。それを実

使用されている非財務定量データ，また近年

践するうえでも，財務データに加え，非財務

のトレンドとして利用されるようになったテ

データを積極的に活用していくことは，企業

キストデータやセンサーデータなどの非財務

の経営方針や事業活動の数値には現れない特

定性データを，単なる属性情報として取引金

質にも光を当て，企業の事業実態にさらに一

額の横に並べて検討の一助とするだけではな

歩踏み込むことを可能にする。ただ，これら

く，統計的に解析することで，将来における

の活用方法については，なんら決まった正解

業績予測や倒産確率などに関して，監査人の

があるものではない。今後も新たな可能性を

仮説を補強する，具体的な根拠をもった監査

探求し，試行錯誤のなかでさらに効果的な活

上の論点とすることが可能になっている。こ

用を進めていくことが，求められるだろう。

れらは，大量の取引や案件からよりリスクの
（1213）
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