
 

第 10 回 XBRL シンポジウム開催のお知らせ～2月 14 日(水)より受付開始 

XBRL Japan（エックス・ビー・アール・エル・ジャパン、会長：金井 淨 

前日本公認会計士協会 IT 委員会委員長）、東京証券取引所、日本公認会計

士協会は、平成 19 年 3 月 13 日(火)に第 10 回 XBRL シンポジウムを開催い

たします。 多数の皆様のご参加をお待ちしております。 

 

第 10 回 XBRL シンポジウム 

「ディスクロージャーの高度化と XBRL」 
～公正、正確、迅速な企業情報開示の促進に向けて～ 

主催：XBRL Japan、東京証券取引所、日本公認会計士協会 

 

2006 年 4 月 21 日、金融庁から次期 EDINET システムの構築が公表され、有価証券報告書等の

財務諸表部分のXBRL化が明示されました。早ければ2008年4月に導入されます。これを踏まえ、

東京証券取引所は、平成 20 年度を目途とし、TDnet において XBRL を本格導入することを発表し

ています。また、世界各国においても、2005 年 4 月の米国 SEC での採用に前後し、急激な XBRL

採用の動きがあります。 

 

「東証ディスクロージャー促進月間」の一環として行われる当シンポジウムでは、このような

最近の動向を踏まえ、EDINET や TDnet で XBRL 化された財務情報を提出される上場会社の開示・

IR 担当の方、XBRL 化された財務情報を利用される機関投資家・金融機関・アナリストの方、及

び XBRL を利用した各種サービスの提供を検討されている方など、XBRL を活用される皆様に、

EDINET・TDnet の XBRL 化、最新の適用事例、海外の動向など XBRL の最新情報をご紹介いたしま

す。 

 

◆開催概要◆ 

【主  催】 XBRL Japan、東京証券取引所、日本公認会計士協会 

【日  時】 平成19年3月13日（火）10:00～17:00 （9:30開場 10:00開会） 

【場  所】 東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町2-1） 

【参加人数】 450名（定員になり次第、受付終了） 

【参 加 費】 

XBRL Japan会員及び会員の紹介、日本公認会計士協会会員・準会員 1,000円（税込） 

XML コンソーシアム ・ディスクロージャー研究学会会員等協賛会員 1,000 円（税込） 

上記以外の方 3,000 円（税込） 

※東京証券取引所上場会社の方は、会員紹介価格でご参加いただけます。 

【お申し込み】 XBRL Japanホームページで受け付けます。http://www.xbrl-jp.org/ 

【お問い合わせ先】 XBRL Japan 事務局 （担当：竹内、河合）TEL：03-5777-3069 Fax：03-5777-5520 
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◆プログラム概要◆  

≪午前の部≫ 

10:00 主催者挨拶  XBRL Japan 会長 

金井 淨 

10:10 『XBRL がもたらすタイムリー･ディスクロー

ジャーの高度化について』 

 東京証券取引所社長 

西室 泰三 

10:30 『WCOA と会計監査のグローバル化』  日本公認会計士協会会長 

藤沼 亜起 

10:50 『我が国内部統制報告制度のポイント』  青山学院大学大学院教授 

企業会計審議会・内部統制部会

部会長 

八田 進二 先生 

11:30 『EDINET 高度化に向けた取り組みについて』  金融庁総務企画局 

開示業務参事官 

小林 利典 様 

11:50 『会計基準のｺﾝﾊﾞｰｼﾞｪﾝｽと XBRL への期待』  社団法人日本経済団体連合会

経済第二本部税制・会計グルー

プ長 

井上 隆 様 

12:05 『XBRL の動向と情報のサプライチェーン』  XBRL インターナショナル国際

運営委員（日本代表） 

三分一 信之 

 

12:30～13:45     休   憩 

 

※午前の部は第 1 会場で行います。また、第 2 会場、第 3会場に同時中継致します。 
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≪午後の部≫  

金融庁、東京証券取引所などによる EDINET、TDnet における XBRL 導入関連の講演をはじめ、

上場会社及び財務情報利用者のための講演やパネルディスカッション、XBRL 関連製品・サービ

スに関する講演やデモ･展示が予定されています。 

 

【第 1 会場】 

13:45 主催者挨拶  東京証券取引所常務取締役

長友 英資 

14:00 パネルディスカッション 

『XBRL 化に向けた実務対応について』 

（第 2、第 3会場に同時中継いたします） 

 モデレータ 

芝浦工業大学大学院 

工学マネジメント研究科教授 

白田 佳子先生 

15:00 休      憩   

15:25 『EDINET における XBRL 導入の概要』  金融庁総務企画局企業開示課 

専門官 

武田 敦 様 

15:40 『TDnet における XBRL 化の概要』  東京証券取引所 上場部課長 

吉田 幸司 

15:55 『XBRL が切り開く新たな IR』  大和ｲﾝﾍﾞｽﾀｰ･ﾘﾚｰｼｮﾝｽﾞ（株） 

理事・ｼｽﾃﾑｸﾞﾙｰﾌﾟ統括  

NIRI（全米 IR 協会）会員 

米山 徹幸 様 

16:15 『上場会社にとっての実務対応について』  （株）プロネクサス 

XBRL 推進室室長 

竹内 正 様 

16:30 『EDINET の XBRL 化と会計監査』  日本公認会計士協会 

IT 委員会委員長 

中山 清美 
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【第 2 会場】 

15:15 『日本銀行における XBRL への取り組み』  日本銀行 金融機構局金融デ

ータ管理担当総括 

和田 芳明 様 

15:35 『国税庁における e-Tax 普及の取組と XBRL』  国税庁  

長官官房企画課企画課長 

玉川 雅之 様 

15:55 『金融分野における XBRL の利用』  XBRL Japan 金融委員会委員長 

柴田 誠 

16:15 『財務分析における XBRL の実践的活用法』  芝浦工業大学大学院 

工学マネジメント研究科教授 

白田 佳子 先生 

16:35 『証券アナリストと XBRL』  日本証券アナリスト協会  

常務理事 

天野 俊彦 様 

 

【第 3 会場】 

15:15 『Xinba を使った簡単企業分析』  （株）日立製作所 

15:25 『企業信用情報と XBRL ～TSR における XBRL

の取り組み～』 

 （株）東京商工リサーチ 

15:35 『xfy による新しい財務分析とﾚﾎﾟｰﾃｨﾝｸﾞ』  （株）ジャストシステム 

15:45 『Java サーバサイドシステムによる統合会計

の XBRL への取り組み』 

 トアーシステム（株） 

15:55 『富士通の XBRL への取り組み』  富士通（株） 

16:05 『オラクルが提案する XBRL 財務分析ｼｽﾃﾑ』  日本オラクル（株） 

16:15 『オープンソースによるインスタンス生成ツ

ールキット』 

 （株）ゴーイング・ドットコム

16:25 『XBRL と既存システムとのデータ連携』  インフォテリア（株） 

16:35 『NTT データの XBRL に関する取り組み』  （株）NTT データ 
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【展示会場】 

 

XBRL Japan 会員各社による XBRL 関連製品、サービスのご紹介 

 

（講演者、講演内容等については変更になる場合がございます） 

 

◇XBRL Japan ホームページ  

http://www.xbrl-jp.org 

 

◇「ディスクロージャー促進月間」については、以下のホームページをご覧ください。 

東京証券取引所「ディスクロージャー促進月間」ホームページ 

http://www.disclosure.tse.or.jp/ 

多くの団体（会社）より「ディスクロージャー促進月間」にご後援をいただいています。 

==＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

［後援］金融庁、経済産業省、日本経済団体連合会、経済同友会、日本公認会計士協会、日本

インベスター・リレーションズ協議会、日本証券業協会、日本証券アナリスト協会、資本市場

研究会、日本経済新聞社 
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