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第 11 回 XBRL Japan シンポジウム 
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主催 ： XBRL Japan  共催： 日本公認会計士協会 

 

近年、金融市場における XBRL の導入が世界的なレベルで進んでいます。本邦においては、昨年 3 月

に金融庁の新EDINETシステムがスタートし、有価証券報告書等の財務諸表部分がXBRL化されたほか、

本年 1 月より東京証券取引所の TDnet において XBRL の本格的な導入が開始されます。また米国にお

いては、昨年 12 月に SEC が XBRL 利用の義務化を発表するなど XBRL の利用は、世界的に定着しつ

つあります。さらに今後、国際会計基準導入の動きが強まるにつれて XBRL の利用は、一層本格化する

ことが見込まれます。 

このような情勢を踏まえ、XBRL ジャパンでは、「XBRL:金融市場のコミュニケーションインフラを目指し

て」と題するシンポジウムを企画いたしました。当日は、国際会計基準と XBRL についてや日米欧三極の

XBRL 推進状況など XBRL を取り巻く最新動向をお伝えするほか、「今後の XBRL の広がりについて」パ

ネルディスカッションを開催致します。 

上場会社の開示・IR ご担当者、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

ストの皆様、XBRL を利用した各種サービスの提供を検討されている方等、多数のご来場をお待ち申し

上げております。 

シンポジウムにご参加いただき、今後一層の拡大が見込まれる XBRL の世界について、さらなるご認

識を深めて頂ければ幸いに存じます。 

 

◆ 開催概要 ◆ 

【主催】  XBRL Japan 

【共催】  日本公認会計士協会 

【後援】  東京証券取引所 

【日時】  平成 21 年 3 月 3 日（火） 13：00－17：20  （開場 12：30） 

【場所】  東京証券取引所 ホール 東京都中央区日本橋兜町 2-1 

       地図： http://www.tse.or.jp/about/tse/map/index.html 

・ 西口（見学者入口）よりご入場下さい。 

・ 入館の際、係員（警備員）に本ニュースリリース画面（このページ）のプリントアウトをご提入館の際、係員（警備員）に本ニュースリリース画面（このページ）のプリントアウトをご提入館の際、係員（警備員）に本ニュースリリース画面（このページ）のプリントアウトをご提入館の際、係員（警備員）に本ニュースリリース画面（このページ）のプリントアウトをご提



示くだ示くだ示くだ示ください。さい。さい。さい。    

・ 入館の際、金属探知機によるチェックがございます。 

【参加費】   XBRL Japan 会員及び会員の紹介   1,000 円 （税込） 

上記以外の方           3,000 円 （税込） 

【定員】    ３００名 （定員になり次第、受付終了） 

【お申込】    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】  XBRL Japan 事務局 担当：河合、坂本 （株式会社プロネクサス内）  

TEL : 03-5777-3069  FAX : 03-5777-5520 

E-Mail : sec@xbrl-jp.org 



◆ プログラム概要 ◆ 

13:00 - 13:05 共催者挨拶 日本公認会計士協会 会長 

増田 宏一氏 

13:05 – 13:35 基調講演  

「IASB の最近の動向 」 

国際会計基準審議会 理事 

山田 辰己氏 

13:35 – 14:05 講演 

「IFRS&XBRL  

An Ideal Combination」 

International Accounting Standards Committee 

Foundation  

Director, XBRL Activity 

Olivier Servais 氏 

14:05 – 14:35 講演 

「SEC Staff Briefing  

on Intaractive Data」 

U.S. Securities and Exchange Commission 

Director, Office of Interactive Disclosure 

David Blaszkowsky 氏 

14:35 – 15:05 講演 

「XBRL US & XBRL Japan」 

XBRL US  

Vice President 

  Michelle Savage 氏 

15:05 – 15:25 休        憩 

15:25 – 16:05 講演 

「EDINET における XBRL の現状と 

今後の方向」 

金融庁 総務企画局 企業開示課 

開示業務参事官 

土本 一郎氏 

16:05 – 17:15 パネルディスカッション 

「今後の XBRL の広がりについて」 

 

■モデレータ 

筑波大学大学院 

ビジネス科学研究科 教授 

白田 佳子氏 

■パネリスト 

国際会計基準審議会 理事  

山田 辰己氏 

金融庁 総務企画局 企業開示課 

開示業務参事官 

土本 一郎氏 

株式会社 東京証券取引所 上場部  

上場会社担当 課長    

吉田 幸司氏 

日本銀行金融機構局 金融データ管理担当総括 

企画役 

和田 芳明氏 

株式会社 三菱東京 UFJ 銀行 IT 事業部 プリン

シパルアナリスト 

柴田 誠氏 

17:15 – 17:20 閉会の辞 XBRL Japan 会長 

髙木 勇三氏 


