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報道関係各位

IT ソリューションセミナー 2004
「XBRL の現状と未来〜財務情報の新たなるグローバルスタンダード〜」
開催のご案内

XBRL Japan（エックス・ビー・アール・エル・ジャパン、会長：金井淨）は、日本経済新聞社が主
催して平成 16 年 2 月 12 日（木）に開催される IT ソリューションセミナー 2004「XBRL の現状と
未来〜財務情報の新たなるグローバルスタンダード〜」を共催いたします。多数のご参加をお待ちし
ております。
今回のセミナーでは、電子申告や企業の財務情報の開示等、各方面で注目を集めています ＸＢＲＬ の現
状と未来について、淵田康之 野村総合研究所資本市場研究部長の基調講演及び ウォルター・ハムシャー
ＸＢＲＬ 国際運営委員会会長の特別講演を始めとして、ＸＢＲＬに携わる皆様にご講演等をいただきます。
セミナーは、日経ホール及び日経 9F 大会議室にて開催されます。プログラムの内容につきましては、別紙
記載のとおりですが、講演、事例報告、タクソノミーの実演等多岐にわたっており、幅広く皆様のご期待に応
えられるものとなっております。
日経ホールでは次の三部構成になっております。
第１部「電子申告から始まるＸＢＲＬの世界」では、国税庁様、日本税理士会連合会様及び日本公認会計士
協会様にご講演いただきます。
第２部「金融機関におけるＸＢＲＬ利用」では、米国ＦＤＩＣの事例をウォルター・ハムシャー ＸＢＲＬ 国際運営
委員会会長に、日本でのＸＢＲＬの取組みを日本銀行様及び東京三菱銀行様にお話しいただきます。
第３部「企業情報のサプライチェーン実現に向けての事例」では、ＸＢＲＬの今後の展開も含め、東京証券取
引所様、Microsoft 様及び東京工業大学理財工学研究センター様にご講演いただきます。
日経 9F 大会議室では、午前中は日本におけるＸＢＲＬ情報サービスの状況を、午後はＸＢＲＬ入門と税務用
財務諸表タクソノミーの解説、実演をご覧になれます。また、ＸＢＲＬ税務・会計ソフトウェアサービス等の状況、
ＸＢＲＬ国際会議のご報告、ＸＢＲＬの技術動向をご説明します。
是非、このセミナーにご参加いただき、いよいよ本格的な実用段階に入りつつあるＸＢＲＬについて、さらなる
ご認識を深めていただければ幸いに存じます。皆様の多数のご参加をお待ちしております。

◆ 開催概要◆
──────────────────────────────────
【主 催 】
日本経済新聞社
【共 催】
XBRL Japan
【後 援】
日本公認会計士協会、日本税理士会連合会（五十音順）
【日 時 】
平成 16 年２月 12 日（木） 9:30〜17:00（8:50 開場 9:30 開会）
【場 所 】
日経ホール（東京都千代田区大手町 1-9-5）
【参加人数】 400 名
【受講料】 3,000 円（税込）
【参加要領】 インフォメーションサイト（http://www.itinfo.jp/seminar/）より申込みフォームに必要事項
をご記入の上、送信してください。
【申込締切】平成 16 年 2 月 2 日（月）
【お問合せ先】XBRL Japan 事務局
TEL：03-3971-3619
FAX：03-3971-3179
E-Mail：sec@xbrl-jp.org
URL：http://www.xbrl-jp.org
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◆ プログラム◆ ─ 日経ホール ─
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
8:50
開場 受付開始
9:30
開会
9:30〜9:35
主催者挨拶
日本経済新聞社
日経金融新聞編集長
下舞 浩 氏
9:35〜9:50
開会の挨拶
XBRL Japan 会長
金井 淨 氏
日本公認会計士協会 会長
奥山 章雄 氏
9:50〜10:20
基調講演「日本経済の再生と XBRL への期待」
株式会社 野村総合研究所
資本市場研究部長
淵田 康之 氏
10:20〜10:50
特別講演「XBRL のグローバルな展開」
XBRL 国際運営委員会 会長
Walter Hamscher 氏
――――――――――――――――――――――――――――――――――
10:50〜11:05 休憩
――――――――――――――――――――――――――――――――――
第 1 部「電子申告から始まる XBRL の世界」
11:05〜11:25
国税電子申告・納税システムの概要
国税庁長官官房情報技術室 主査
梅田 直嗣 氏
11:25〜11:55
日本税理士会連合会の電子申告への取組み
日本税理士会連合会 常務理事
情報システム委員会 委員長
田中 一志 氏
11:55〜12:05
XBRL による電子申告への取組み
日本公認会計士協会 常務理事
小見山 満 氏
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――――――――――――――――――――――――――
12:05〜13:15
昼休み（各自で、昼食を取っていただきます。）
――――――――――――――――――――――――――
第２部「金融機関における XBRL の世界」
13:15〜13:45
FDIC における XBRL への取組み
XBRL 国際運営委員会 会長
13:45〜14:10
日本銀行における XBRL 実証実験について
日本銀行 考査局
企画役
14:10〜14:35
大手銀行の実証実験
株式会社東京三菱銀行
IT 事業部 リサーチディレクター
――――――――――――――――――――――――――
14:35〜14:50 休憩
――――――――――――――――――――――――――
第３部「企業情報のサプライチェーン実現に向けての事例」
14:50〜15:10
TDnet における XBRL の今後の展開
東京証券取引所 上場部
上場会社サポート部長
15:10〜15:40
Microsoft の財務情報開示
Microsoft Co., Ltd.
Director, Emerging Technologies
Microsoft Finance
15:40〜16:00
XBRL を用いた信用情報共有基盤実証実験の紹介
東京工業大学理財工学研究センター
客員教授
16:00〜17:00
協賛各社の事例紹介
――――――――――――――――――――――――――
17:00
閉会

――――――――
――――――――

Walter Hamscher 氏

和田 芳明 氏

柴田 誠 氏
――――――――
――――――――

時田 優 氏

Rob Blake 氏

内平 直志 氏
――――――――
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◆ プログラム◆
─ 日経 9F 大会議室 ─
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
11:05〜12:05
日本における XBRL 情報サービスの状況
――――――――――――――――――――――――――――――――――
12:05〜13:15
昼休み（各自で、昼食を取っていただきます。）
――――――――――――――――――――――――――――――――――
13:15〜13:35
XBRL 入門 財務情報処理から開示へ
あずさ監査法人 公認会計士
XBRL Japan 運営委員会委員
松下 晴彦 氏
13:35〜14:35
税務用財務諸表タクソノミーの解説と実演
新日本監査法人 公認会計士
XBRL Japan 開発委員会委員長
五木田 明 氏
――――――――――――――――――――――――――――――――――
14:35〜14:50 休憩
――――――――――――――――――――――――――――――――――
14:50〜16:20
日本における XBRL 税務・会計ソフトウェアサービス等の状況
16:20〜16:35
XBRL 国際会議のご報告
XBRL Japan 副会長
XBRL 国際運営委員会委員
㈱東京商工リサーチ 技術顧問
東京工業大学理財工学研究センター客員教授 渡辺 榮一 氏
16:35〜17:00
XBRL の技術動向
Fujitsu Laboratories of America Inc.
XML Technologies Research Group
前 XBRL International Spec WG 委員長
後藤 正智 氏
㈱日立システムアンドサービス
研究開発センタ センタ長
前 XBRL International GL 委員会委員長
三分一 信之氏
――――――――――――――――――――――――――――――――――
17:00
閉会
――――――――――――――――――――――――――――――――――

【XBRL Japan について】
XBRL は、米国公認会計士協会（ AICPA ）が中心となって設立された団体で、財務諸表を中心とするビ
ジネスレポートをインターネット経由で提供するための情報形式を定義している。国際会計基準審議会
（ IASB ）、国際会計士連盟（ IFAC ）も参加しており、現在、XBRL の普及に向けた取り組みは世界
各国で行われている。
わが国では、日本公認会計士協会が中心となり、XBRL Japan を 2001 年 4 月に設立した。
現在、70 の団体、法人が参加している。

