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2010年版 EDINETタクソノミ[2010-03-11]修正概要 
 
１．概要 
 
①EDINETタクソノミの概要 

EDINET タクソノミは、有価証券報告書等の開示に使用する XBRL 形式の財務諸表の電子的雛型です。
EDINET タクソノミは、全提出会社が共通的に利用できるタクソノミとする必要があるため、我が国におけ
る会計に係る法令及び会計基準等から勘定科目を網羅的に洗い出すとともに、過去数年に渡る開示実績より抽

出・選定することによって、標準的な勘定科目を設定しています。EDINET タクソノミに設定された標準的
な勘定科目は、表示順、加減算関係や根拠法令等を属性情報として保有しています。 

EDINET タクソノミについては、法令及び会計基準等の改正並びに開示実務の変化等に対応して更新して
いく必要があり、原則として、年一回の更新を行う予定としています。 
 
②更新の概要 
今回の EDINETタクソノミの更新は年次更新として行われるものであり、以下の修正を行うものです。 
・財務諸表等規則、別記事業に係る会計規則、会計基準等の改正内容の反映 
・現在の EDINETタクソノミの設定誤り等の修正 
修正の主な内容については、後述のとおりです。 
なお、修正の完全な内容については、EDINETタクソノミ差分情報をご確認ください。 

 
③適用時期等 
更新後の EDINETタクソノミは、以下のとおり平成 22年 3月 31日以後に終了する事業年度に係る有価証

券報告書より適用されます。それ以前の書類については、従前の EDINETタクソノミ（2009年版 EDINET
タクソノミ[2009-03-09]又は 2008年版 EDINETタクソノミ[2008-02-01]）が適用されますのでご留意くださ
い。 

対象書類 適用時期 
有価証券報告書* 平成 22年 3月 31日以後に終了する事業年度に係る書類より適用 
四半期報告書*、半期
報告書* 

平成 22年 4月 1日以後に開始する事業年度に含まれる四半期会計期間又
は中間会計期間に係る書類より適用 

有価証券届出書* 平成 22年 3月 31日以後に終了する事業年度を直近の事業年度とする財
務諸表等を掲げる書類より適用 

* これらの訂正報告書又は訂正届出書並びに XBRLの修正を含む。 
 
２．修正内容 
 
［会計規則、会計基準等の改正に伴う修正］ 
以下の会計規則、会計基準等の改正に伴い、EDINETタクソノミの設定を更新しています。 

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（平成 21年 12月 11日） 

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（平成 21年 12月 11日） 
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中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（平成 21年 12月 11日） 

中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（平成 21年 12月 11日） 

四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（平成 21年 12月 11日） 

四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（平成 21年 12月 11日） 

電子記録債権に係る会計処理及び表示についての実務上の取扱い（実務対応報告第 27 号）（平成 21年

4月 9日） 

包括利益の表示に関する会計基準（案）（企業会計基準公開草案第 35 号）（平成 21 年 12 月 25 日） 

連結財務諸表に関する会計基準（案）（企業会計基準公開草案第 36 号）（平成 21 年 12 月 25 日） 

株主資本等変動計算書に関する会計基準（案）（企業会計基準公開草案第38 号）（平成21 年12 月25 日）

株主資本等変動計算書に関する会計基準の適用指針（案）（企業会計基準適用指針公開草案第 34 号）（平

成 21 年 12 月 25 日） 

銀行法施行規則（平成 21年 9月 24日） 

保険業法施行規則（平成 21年 9月 24日） 

ガス事業会計規則（平成 21年 4月 24日） 

電気通信事業会計規則（平成 21年 11月 9日） 

投資信託に関する会計規則に関する細則（平成 21年 3月 19日） 

投資法人の計算に関する規則（平成 21年 6月 24日） 

特定目的会社の計算に関する規則（平成 21年 6月 24日） 

商品先物取引業における金融商品取引法に基づく開示の内容について（平成 21年 5月） 

商品先物取引業統一経理基準（平成 21年 3月） 

造船業財務諸表準則（平成 21年 4月 1日） → 廃止 

 
主な変更点は次のとおりです。詳細については添付資料を参照してください。なお、このほか、会計規則、

会計基準等の最新の更新日に合わせて参照リンクの設定を更新しています。 
 
①財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の改正に伴う修正 
・各業種タクソノミの連結財務諸表に、「少数株主損益調整前当期純利益」を追加。 
・その他の改正に伴う項目の追加。 

②包括利益の表示に関する会計基準（案）の公表に伴う修正 
・1計算書方式及び２計算書方式において開示される項目を追加。 
・同会計基準の適用により表記が変更となる項目に当該変更後の名称を追加（「その他の包括利益累計額」、

「当期首残高」等）。 
・文書情報タクソノミにおいて、包括利益計算書用の設定項目を追加。 

③造船業財務諸表準則の廃止に伴う修正 
・一部の造船業用の項目を、一般商工業タクソノミ（財務諸表等タクソノミ）に移設。 
・造船業タクソノミの全ての項目、設定を削除。 

④その他の別記事業に係る会計規則の改正に伴う修正 
・各種改正に伴う項目の追加又は削除。 
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［その他の主な修正］ 
①名前空間 URI及びファイル名のバージョン日付を変更（”2009-03-09”→”2010-03-11”） 
②造船業タクソノミの削除（造船業に係るスキーマ、リンクベース、ロール設定を全て削除） 
③名称リンクにおいて、包括利益の表示に関する会計基準適用後用の拡張リンクロールを追加 

ID ロール URI 定義 

RoleNonConsolidated_Comp

rehensiveIncome 

http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/role/NonC

onsolidated_ComprehensiveIncome 

財務諸表用名称（包括利益の表示に関する

会計基準適用後） 

RoleConsolidated_Comprehe

nsiveIncome 

http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/role/Cons

olidated_ComprehensiveIncome 

連結財務諸表用名称（包括利益の表示に関

する会計基準適用後） 

RoleNonConsolidatedQuarte

rly_ComprehensiveIncome 

http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/role/NonC

onsolidatedQuarterly_ComprehensiveIncome 

四半期財務諸表用名称（包括利益の表示に

関する会計基準適用後） 

RoleConsolidatedQuarterly_

ComprehensiveIncome 

http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/role/Cons

olidatedQuarterly_ComprehensiveIncome 

四半期連結財務諸表用名称（包括利益の表

示に関する会計基準適用後） 

RoleNonConsolidatedInteri

m_ComprehensiveIncome 

http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/role/NonC

onsolidatedInterim_ComprehensiveIncome 

中間財務諸表用名称（包括利益の表示に関

する会計基準適用後） 

RoleConsolidatedInterim_Co

mprehensiveIncome 

http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/role/Cons

olidatedInterim_ComprehensiveIncome 

中間連結財務諸表用名称（包括利益の表示

に関する会計基準適用後） 

 
④表示リンク、計算リンク及びフットノートリンクにおいて、包括利益計算書に係る拡張リンクロールを追加 

ID ロール URI 定義 

RoleNonConsolidatedStatem

entsOfComprehensiveIncom

e 

http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/role/NonC

onsolidatedStatementsOfComprehensiveInco

me 

包括利益計算書 

RoleConsolidatedStatements

OfComprehensiveIncome 

http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/role/Cons

olidatedStatementsOfComprehensiveIncome 

連結包括利益計算書 

RoleNonConsolidatedInteri

mStatementsOfComprehens

iveIncome 

http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/role/NonC

onsolidatedInterimStatementsOfComprehensi

veIncome 

中間包括利益計算書 

RoleConsolidatedInterimSta

tementsOfComprehensiveIn

come 

http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/role/Cons

olidatedInterimStatementsOfComprehensiveI

ncome 

中間連結包括利益計算書 

RoleNonConsolidatedQuarte

rlyStatementsOfComprehen

siveIncomeYTD 

http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/role/NonC

onsolidatedQuarterlyStatementsOfComprehe

nsiveIncomeYTD 

四半期包括利益計算書（累計） 

RoleNonConsolidatedQuarte

rlyStatementsOfComprehen

siveIncomeQuarter 

http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/role/NonC

onsolidatedQuarterlyStatementsOfComprehe

nsiveIncomeQuarter 

四半期包括利益計算書（期間） 

RoleConsolidatedQuarterlyS

tatementsOfComprehensiveI

http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/role/Cons

olidatedQuarterlyStatementsOfComprehensiv

四半期連結包括利益計算書（累計） 
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ncomeYTD eIncomeYTD 

RoleConsolidatedQuarterlyS

tatementsOfComprehensiveI

ncomeQuarter 

http://info.edinet-fsa.go.jp/jp/fr/gaap/role/Cons

olidatedQuarterlyStatementsOfComprehensiv

eIncomeQuarter 

四半期連結包括利益計算書（期間） 
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＜添付資料の説明＞ 
・ タクソノミの種類別に、要素（勘定科目）毎の修正内容の概要を記載しています。軽微な修正については

同資料に記載しておりませんのでご注意ください。 
・ 資料中における下線及び欄外（M 列）の「追加修正」の記載は、平成 22年 1月 25日公表の更新案から
の変更点を示しています。 

・ 各欄の説明は以下のとおりです。 
「分類」 修正された要素（勘定科目）の記載される財務諸表を示しています。 

[BS]：貸借対照表、[PL]：損益計算書、[CI]：包括利益計算書、[SS]：株主資本等変動計算書、

[CF]：キャッシュ・フロー計算書、[DI]：文書情報、を意味しています。 

「prefix」 修正された要素がどの業種のタクソノミの語彙であるかを示しています。詳細は「企業別タクソ

ノミ作成ガイドライン」を参照して下さい。 

「要素名」 修正された要素の名称です。 

「勘定科目名」 修正された要素に対応する勘定科目名（冗長ラベル）を示しています。 

「要素」 修正による要素の変更状況を示しています。 

[新規]は要素が新規に追加されたこと、[削除]は既存の要素が削除されたこと、[変更]は要素の設

定が変更されたことを意味します。 

「名称」 修正された要素の名称リンク設定の変更状況を示しています。 

[新規]は新規追加要素のラベル追加又は業種ラベルの新規追加、[削除]は要素の削除に伴うラベル

削除又は業種ラベルの全削除、[変更]はラベル名の変更を意味します。 

「定義」 修正された要素の定義リンク設定の変更状況を示しています。 

[新規]は定義リンクへの新規追加、[削除]は定義リンクからの削除、[変更]は定義リンク内におけ

る位置変更等を意味します。 

「表示」 修正された要素の表示リンク設定の変更状況を示しています。 

[新規]は表示リンクへの新規追加、[削除]は表示リンクからの削除、[変更]は表示リンク内におけ

る位置変更、preferred設定の変更、パターン別リンクベースファイルの変更等を意味します。 

「計算」 修正された要素の計算リンク設定の変更状況を示しています。 

[新規]は計算リンクへの新規追加、[削除]は計算リンクからの削除、[変更]は計算リンク内におけ

る位置変更、weight設定の変更、パターン別リンクベースファイルの変更等を意味します。 

「摘要」 主に名称リンクでの変更内容、表示リンク及び計算リンクでの変更場所を示します。 

[標準][冗長][合計][期首][期末][負値][正値負値][業種〇〇]：変更対象となったラベルの種類を示し

ています。詳細は「企業別タクソノミ作成ガイドライン」を参照して下さい。 

[個]：個別財務諸表、[連]：連結財務諸表、 [四個]：四半期個別財務諸表、[四連]：四半期連結財

務諸表、[中個]：中間個別財務諸表、[中連]：中間連結財務諸表、を意味しています。 

また、[個（包括利益適用後）]、[連（包括利益適用後）]、[四個（包括利益適用後）]、[四連（包

括利益適用後）]、[中個（包括利益適用後）]、[中連（包括利益適用後）]はそれぞれ、「包括利益

の表示に関する会計基準」適用後の個別財務諸表、連結財務諸表、四半期個別財務諸表、四半期

連結財務諸表、中間個別財務諸表、中間連結財務諸表、を意味しています。 

 


