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1. はじめに 
近年，社会データのオープン化が急速に進み，多

種で膨大なデータをネットワーク経由で取得し分析

するデータサイエンティストの育成が必要とされて

きている．現在，分析に必要とされる知識や教育カ

リキュラムについての検討がなされている．本稿で

はとくに社会科学系の学生に対する財務分析とそれ

を取り扱うための Web API を利用したプログラミン

グの教育について考察を行う． 

 

2. 財務分析と XBRL 
財務分析として一般に，収益性分析，安全性分析，

成長性分析，株価関連の分析などが挙げられる．分

析指標のいくつかを以下に示す． 

・収益性指標 

売上高総利益率＝当期総利益/売上高 

売上高営業利益率＝営業利益/売上高 

売上高経常利益率＝経常利益/売上高 

売上高当期純利益率＝当期純利益/売上高 

ROA：総資本経常利益率＝経常利益(営業利益，

当期純利益)/総資本 

ROE：自己資本当期純利益率＝当期純利益(営業

利益，経常利益)/自己資本 

・安全性指標：負債（他人資本），資本（自己資本） 

流動比率＝流動資産/流動負債 

当座比率＝当座資産/流動負債 

自己資本比率＝自己資本/総資本 

負債比率＝他人資本/自己資本 

固定比率＝固定資産/自己資本 

・成長性指標：売上高成長率など 

・株価関連：株当たり当期純利益，株価収益率など 

以上のような指標を時系列で比較し財務分析を行う

ことになる． 

企業等の財務情報は法令により報告と公開が行わ

れる．日本においては，金融商品取引法，有価証券

上場規程等規則，会社法等の法令があり，金融庁の

EDINET（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）で財務諸

表の開示書類の提出，閲覧が XBRL 形式で行える

[1][2]．XBRL で記述された財務報告の電子ファイ

ルは，データ集合であるインスタンスとデータ定義

や関係を表現したタクソノミによって構成される．

インスタンスファイルには，具体的な数値やテキス

ト情報に加え，年度や通貨単位情報などが記述され

ている．属性 contextRef には，相対年度情報，期間・

時点の別，連結・単独の別など様々な情報（ディメ

ンションに相当）が与えられる．つぎはインスタン

スの例の一部（jppfs_cor:NetSales）である． 
<jppfs_cor:NetSales contextRef="Prior1YearDuration"

 unitRef="JPY" decimals="-6">2692238000000</jppfs

_cor:NetSales> 

<jppfs_cor:NetSales contextRef="CurrentYearDuratio

n" unitRef="JPY" decimals="-6">3033899000000</jp

pfs_cor:NetSales> 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

3. 財務分析とプログラミングの教育 
財務分析とプログラミングの教育の一例を以下に

示す．ここでの教育は社会科学系の学生を対象とし

ており，受講者が論理的思考力を獲得することとと

もに，将来，ビジネス現場においてウェブプログラ

ミング技術を使う側や選ぶ側の立場に立った場合に

も役立つ知見を獲得することを目的としている．具

体的課題としては，図 1 のような各業界で選択され

た複数会社（ここでは輸送用機器 4 社）の年度ごと

の財務指標値等の計算，および図 2 のような財務指

標の可視化を行うことである． 

 
図 1 財務指標の計算 

 

そのため，包括的なプログラミングの教育を行う

のではなく，目的達成のためつぎのように習得知識

の焦点を絞って教育を行う．  

１． ネットワークからデータ（JSON 形式）を取得

し，抽出・変換をするために必要となるプログ

ラミングの基礎知識． 

２． 財務分析を実行するために必要となる指標計

算，ユーザインタフェース（入力フォーム，デ

ザイン，グラフ化）作成の知識． 



 
図 2 財務指標の可視化 

 

Web API からデータ取得するためのプログラムは

つぎでありこれを核としてプログラムを作成する． 

$.ajax({ 

type: 'GET', 

url:（対象となる Web API の URL）, 

dataType: ‘json’ または ‘jsonp’, 

jsonpCallback: 'callback', 

success: function(json){ 

  var obj = json.****; (json データの処理) 

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

授業の時間的な制約から，必要とされる（限定し

た）プログラミング知識は以下である． 

 HTML, CSS, JavaScript の基本知識 

 CSS（文字，画面構成，色彩，レスポンシブデザ

イン，フレームワーク） 

 配列，文字列（連結，抽出）の取り扱い 

 プロパティ，メソッド 

 ajax によるネットワークからのデータの取得 

 JSON データの理解と要素の指定・抽出（ for 

(while), if, データのソート） 

 ライブラリ（jquery, セレクタ, id, class 指定） 

 入力フォーム（チェックボックス等） 

 関数，実行タイミング 

 グラフライブラリ，地図 

以上のプログラミングの講義とサンプルプログラ

ムによる実習，および財務分析と XBRL の講義（有

価証券報告書，EDINET データ構成，XBRL 関連の

ツール，勘定科目と英語記法，その他細かな注意事

項）の後，授業課題はつぎとした（前後半に分けて）．

(1) RSS データを取得し，HTML, CSS, JavaScript，

jQuery による基礎的な Web プログラミングを行う．

(2) XBRL Web API によってデータを取得し，有価証

券報告書の（一部）生成，財務分析指標の導出と表・

グラフの生成．他の Web サービス（地図，RSS）と

の連携． 

この授業課題を容易に実施するために開発し提供

した Web API はつぎである． 

1. ネットワークから取得した RSS の 3 つの形式

（RSS2, ATOM, RDF）を JSON データ形式に変換

して提供する Web API． 

2. EDINET から提供される XBRL インスタンスフ

ァイルを各会社の（書類）番号の指定により選択

し，JSON データ形式に変換して提供する Web 

API（つぎが提供データの一部：Cash and Deposits）． 

"CashAndDeposits":[ 

{"name":"CashAndDeposits", 

"contextRef":"Prior1YearInstant", 

"unitRef":"JPY", "decimals":"-6", 

"value":"328154000000"}, 

{"name":"CashAndDeposits", 

"contextRef":"CurrentYearInstant", 

"unitRef":"JPY", "decimals":"-6", 

"value":"377923000000"}, 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

ここで得られたプログラミングの知識は，他の

Web API に対しても同様に適用可能である．そのた

め，今後のオープンデータの進展[3]を見据えて，他

の Web API（例として，総務省統計局の e-stat の

Web-API）との連携を試みた[4]（図 3）．  

 
図 3 オープンデータ（e-stat）の取得と表示の例（消

費者物価指数（全国）：ガソリン，1970－ ） 

 

以上の教育を実施したが，Web API のプログラミ

ングは一般には複雑であるため，多数のサンプルプ

ログラムを用意して受講生に提供し，その説明およ

び個別対応のための時間を十分にとることとした． 
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