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SEC の Inline XBRL の公表についての詳細 

投稿日：2016 年 6 月 24 日、投稿者：Dave Nitchman 

先週の一番の話題は、米国証券取引委員会（以下 SEC）が、財務諸表の提出者に iXBRL

の使用を許可することを 公表 したことだった。iXBRL とは、HTML 表示形式の報告文書

に XBRL データを組み込むことを可能にする仕様である。 

XBRL International は、この数分の SEC の新しい iXBRL ビューアを 見てみる ことを 強く

お勧めする 。水曜日に行われた XBRL US のウェビナーでは、500 人以上を対象にこの

iXBRL ビューアのデモンストレーションが行われた。SEC の Matthew Slavin は、情報提

供セッションであるウェビナーの開始から 10 分ほど経ったところでビューワのデモンス

トレーションを始めている。このライブビューワはすでに利用可能であり、SEC の

EDGAR システムに提出された iXBRL 文書を詳細に閲覧することができる。米国の登録者

が財務諸表を提出し始める少し前に、この方法でビューアを利用できるようにすることが

狙いである。また、このビューアはオープンソースパッケージでもリリースすることにな

っており、この分野の SEC に関する業務について、他の環境でのビューアの使用および

組み込みが可能になる。 

このビューアは、個々の開示情報に関するデータとデータ定義の「ヘッドアップディスプ

レイ」のような役割をする。「単なる平面的な紙に見えるが、三次元構造のデータのよう

な動きをする」表示方法は、簡単で直観的、そして極めて有用である。もっとも柔軟な機

能のひとつに、検索機能がある。この検索機能は、キーワードや、定義、ラベル、ディメ

ンションまたは FASB への参照を含む XBRL メタデータを指定することで、HTML と

XBRL の両方を出力する。 

ウェビナー『 SEC Discussion on Inline XBRL for Public Company Filers（公開会社の提出

者向け Inline XBRL についての SEC の討論）』は、XBRL US のウェブサイトで閲覧する

ことができる。2 番目の質疑応答のセッションは、200 人近くの参加者とともに木曜日に

開催され、ソフトウェア企業のニーズに焦点が当てられた。 

SEC には、この新しい提出プログラムの概要を説明するウェブページ があり、 XII はこの

件についての概況通知を公開している。 

https://www.xbrl.org/more-on-the-secs-inline-xbrl-announcement/ 
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Posted on June 24, 2016 by Dave Nitchman 

 

The biggest story of last week was the SEC’s announcement that it would allow 

filers to use iXBRL, a specification which allows XBRL data to be embedded into an 

HTML presentation of a report. 

We highly recommend that you spend a few minutes having a look at the SEC’s new 

iXBRL Viewer, which they demonstrated to more than 500 people at an XBRL US 

webinar held on Wednesday. The SEC’s Matthew Slavin starts a demonstration of 

the Viewer at around the 10 minute mark of this hour long, informative session. The 

live viewer is now available to examine iXBRL documents submitted to the SEC’s 

EDGAR system — the catch being that it will be a little while before US registrants 

start to file their financial statements in that manner. It will also to be released as an 

open source package that will allow other environments to use and build on the work 

of the SEC in this field. 

The viewer provides a “head up display” for the data and data definitions associated 

with individual disclosures. This “looks like paper, acts like structured data” 

presentation is easy, intuitive and extremely powerful. One of the most flexible 

features is a search function that yields both HTML and XBRL results using either 

key words or XBRL metadata including definitions, labels, dimensions or FASB 

references. 

The SEC Discussion on Inline XBRL for Public Company Filers webinar is available 

to view at the XBRL US website. The second Q&A session, with nearly 200 

participants, focused on the needs of software companies and was held on 

Thursday. 

The SEC has a web page outlining their new filing program and XII has prepared a 

Briefing Note on the subject. 

【本記事の翻訳者：大谷 奈々恵（nanae.ohtani@cosmoseek.com）】 

 


