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平成 19 年 12 月７日 

 

各      位 

 

会 社 名 ニッポン高度紙工業株式会社

代 表 者 氏 名 代 表 取 締 役 社 長 鎮西 正一郎

 （JASDAQ ・ コード 3891）  

問 合 わ せ 先 取締役管理本部長 山岡 俊則 

T E L 088 （ 894 ）2321  

 

 

（訂正）「平成 20 年３月期 中間決算短信」の一部訂正について 

 

平成 19 年 11 月９日に発表いたしました、「平成 20 年３月期 中間決算短信」について

一部訂正がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、訂正箇所は下線を

付して表示しております。 

 

記 

 

１．訂正箇所 

 （１）４．中間連結財務諸表等 

 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 ４．会計処理基準に関する事項（13～16 頁） 

 

 （２）５．中間財務諸表等 

 中間財務諸表作成の基本となる重要な事項（29～31 頁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－2－ 

２．訂正内容 

 （１）４． 中間連結財務諸表等 

 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 ４．会計処理基準に関する事項（13～16 頁） 

 【訂正前】 

項 目 

前中間連結会計期間 

(自 平成 18 年 4 月 31 日） 

(至 平成 18 年 9 月 30 日） 

当中間連結会計期間 

(自 平成 19 年 4 月 31 日） 

(至 平成 19 年 9 月 30 日） 

前連結会計年度 

(自 平成 18 年 4 月 31 日） 

(至 平成 19 年 3 月 31 日） 

4.会計処理基準に関す

る事項 

(イ)重要な資産の評価基準及

び評価方法 

(イ)重要な資産の評価基準及

び評価方法 

(イ)重要な資産の評価基準及

び評価方法 

 ①省略 ①省略 ①省略 

 ②デリバティブ ②デリバティブ ②デリバティブ 

   時価法 同左 同左 

 ③たな卸資産 ③たな卸資産 ③たな卸資産 

 主として総平均法による

原価法 
同左 同左 

 (ロ) 省略 (ロ) 省略 (ロ) 省略 

 (ハ) 省略 (ハ) 省略 (ハ) 省略 

 (ニ) 省略 (ニ) 省略 (ニ) 省略 

 (ホ) 重要なヘッジ会計の方法 (ホ) 重要なヘッジ会計の方法 (ホ) 重要なヘッジ会計の方法

 ①ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法 

   原則として繰延ヘッジ処

理を採用しております。な

お、特例処理の要件を満た

している金利スワップにつ

いては、特例処理によって

おります。 

同左 同左 

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

   当中間連結会計期間にヘ

ッジ会計を適用したヘッジ

手段とヘッジ対象は以下の

とおりであります。 

同左   当連結会計年度にヘッジ

会計を適用したヘッジ手段

とヘッジ対象は以下のとお

りであります。 

 ヘッジ手段…金利スワップ  ヘッジ手段…金利スワップ

 ヘッジ対象…借入金  ヘッジ対象…借入金 

 ③ヘッジ方針 ③ヘッジ方針 ③ヘッジ方針 

   デリバティブ取引に関す

る内規に基づき、ヘッジ対

象に係る金利変動リスクを

一定の範囲内でヘッジして

おります。 

同左 同左 

 ④ヘッジ有効性評価の方法 ④ヘッジ有効性評価の方法 ④ヘッジ有効性評価の方法 

   金利スワップについて特

例処理によっているため、

有効性の評価を省略してお

ります。 

同左 同左 

 (へ)その他中間連結財務諸表

作成のための基本となる

重要な事項 

(へ)その他中間連結財務諸表

作成のための基本となる

重要な事項 

(へ)その他連結財務諸表作成

のための基本となる重要

な事項 

 省略 省略 省略 
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 【訂正後】 

項 目 

前中間連結会計期間 

(自 平成 18 年 4 月 31 日） 

(至 平成 18 年 9 月 30 日） 

当中間連結会計期間 

(自 平成 19 年 4 月 31 日） 

(至 平成 19 年 9 月 30 日） 

前連結会計年度 

(自 平成 18 年 4 月 31 日） 

(至 平成 19 年 3 月 31 日） 

4.会計処理基準に関す

る事項 

(イ)重要な資産の評価基準及

び評価方法 

(イ)重要な資産の評価基準及

び評価方法 

(イ)重要な資産の評価基準及

び評価方法 

 ①省略 ①省略 ①省略 

 ②デリバティブ ― ②デリバティブ 

  時価法  時価法 

 ③たな卸資産 ②たな卸資産 ③たな卸資産 

 主として総平均法による

原価法 
同左 同左 

 (ロ) 省略 (ロ) 省略 (ロ) 省略 

 (ハ) 省略 (ハ) 省略 (ハ) 省略 

 (ニ) 省略 (ニ) 省略 (ニ) 省略 

 (ホ) 重要なヘッジ会計の方法 ― (ホ) 重要なヘッジ会計の方法

 ①ヘッジ会計の方法  ①ヘッジ会計の方法 

   原則として繰延ヘッジ処

理を採用しております。な

お、特例処理の要件を満た

している金利スワップにつ

いては、特例処理によって

おります。 

   原則として繰延ヘッジ処

理を採用しております。な

お、特例処理の要件を満た

している金利スワップにつ

いては、特例処理によって

おります。 

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象  ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

 

  当中間連結会計期間にヘ

ッジ会計を適用したヘッジ

手段とヘッジ対象は以下の

とおりであります。 

   当連結会計年度にヘッジ

会計を適用したヘッジ手段

とヘッジ対象は以下のとお

りであります。 

 ヘッジ手段…金利スワップ  ヘッジ手段…金利スワップ

 ヘッジ対象…借入金  ヘッジ対象…借入金 

 ③ヘッジ方針  ③ヘッジ方針 

 

  デリバティブ取引に関す

る内規に基づき、ヘッジ対

象に係る金利変動リスクを

一定の範囲内でヘッジして

おります。 

   デリバティブ取引に関す

る内規に基づき、ヘッジ対

象に係る金利変動リスクを

一定の範囲内でヘッジして

おります。 

 ④ヘッジ有効性評価の方法  ④ヘッジ有効性評価の方法 

 

  金利スワップについて特

例処理によっているため、

有効性の評価を省略してお

ります。 

   金利スワップについて特

例処理によっているため、

有効性の評価を省略してお

ります。 

 (へ)その他中間連結財務諸表

作成のための基本となる

重要な事項 

(ホ)その他中間連結財務諸表

作成のための基本となる

重要な事項 

(へ)その他連結財務諸表作成

のための基本となる重要

な事項 

 省略 省略 省略 
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 （２）５． 中間財務諸表等 

 中間財務諸表作成の基本となる重要な事項（29～31 頁） 

 【訂正前】 

項 目 

前中間会計期間 

(自 平成 18 年 4 月 31 日） 

(至 平成 18 年 9 月 30 日） 

当中間会計期間 

(自 平成 19 年 4 月 31 日） 

(至 平成 19 年 9 月 30 日） 

前事業年度 

(自 平成 18 年 4 月 31 日） 

(至 平成 19 年 3 月 31 日） 

1.資産の評価基準及び

評価方法 

(イ) 省略 (イ) 省略 (イ) 省略 

 (ロ)デリバティブ (ロ)デリバティブ (ロ)デリバティブ 

 時価法 同左 同左 

 (ハ)たな卸資産 (ハ)たな卸資産 (ハ)たな卸資産 

   省略   省略   省略 

2.固定資産の減価償却

の方法 
省略 省略 省略 

3.引当金の計上基準 
省略 省略 省略 

4.リース取引の処理方

法 
省略 省略 省略 

5.ヘッジ会計の方法 (イ)ヘッジ会計の方法 (イ)ヘッジ会計の方法 (イ)ヘッジ会計の方法 

   原則として繰延ヘッジ処

理を採用しております。な

お、特例処理の要件を満た

している金利スワップにつ

いては、特例処理によって

おります。 

同左 同左 

 (ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象 (ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象 (ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象

 

  当中間会計期間にヘッジ

会計を適用したヘッジ手段

とヘッジ対象は以下のとお

りであります。 

同左   当事業年度にヘッジ会計

を適用したヘッジ手段とヘ

ッジ対象は以下のとおりで

あります。 

 ヘッジ手段…金利スワップ  ヘッジ手段…金利スワップ

 ヘッジ対象…借入金  ヘッジ対象…借入金 

 (ハ)ヘッジ方針 (ハ)ヘッジ方針 (ハ)ヘッジ方針 

 

  デリバティブ取引に関す

る内規に基づき、ヘッジ対

象に係る金利変動リスクを

一定の範囲内でヘッジして

おります。 

同左 同左 

 (ニ)ヘッジ有効性評価の方法 (ニ)ヘッジ有効性評価の方法 (ニ)ヘッジ有効性評価の方法

 

  金利スワップについて特

例処理によっているため、

有効性の評価を省略してお

ります。 

同左 同左 

6.その他中間財務諸表

（財務諸表）作成のた

めの基本となる重要

な事項 

省略 省略 省略 
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 【訂正後】 

項 目 

前中間会計期間 

(自 平成 18 年 4 月 31 日） 

(至 平成 18 年 9 月 30 日） 

当中間会計期間 

(自 平成 19 年 4 月 31 日） 

(至 平成 19 年 9 月 30 日） 

前事業年度 

(自 平成 18 年 4 月 31 日） 

(至 平成 19 年 3 月 31 日） 

1.資産の評価基準及び

評価方法 

(イ) 省略 (イ) 省略 (イ) 省略 

 (ロ)デリバティブ ― (ロ)デリバティブ 

  時価法   時価法 

 (ハ)たな卸資産 (ロ)たな卸資産 (ハ)たな卸資産 

   省略   省略  省略 

2.固定資産の減価償却

の方法 
省略 省略  省略 

3.引当金の計上基準 
省略 省略 省略 

4.リース取引の処理方

法 
省略 省略 省略 

5.ヘッジ会計の方法 (イ)ヘッジ会計の方法 ― (イ)ヘッジ会計の方法 

   原則として繰延ヘッジ処

理を採用しております。な

お、特例処理の要件を満た

している金利スワップにつ

いては、特例処理によって

おります。 

 原則として繰延ヘッジ処

理を採用しております。な

お、特例処理の要件を満た

している金利スワップにつ

いては、特例処理によって

おります。 

 (ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象  (ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象

 

  当中間会計期間にヘッジ

会計を適用したヘッジ手段

とヘッジ対象は以下のとお

りであります。 

   当事業年度にヘッジ会計

を適用したヘッジ手段とヘ

ッジ対象は以下のとおりで

あります。 

 ヘッジ手段…金利スワップ  ヘッジ手段…金利スワップ

 ヘッジ対象…借入金  ヘッジ対象…借入金 

 (ハ)ヘッジ方針  (ハ)ヘッジ方針 

 

  デリバティブ取引に関す

る内規に基づき、ヘッジ対

象に係る金利変動リスクを

一定の範囲内でヘッジして

おります。 

 デリバティブ取引に関す

る内規に基づき、ヘッジ対

象に係る金利変動リスクを

一定の範囲内でヘッジして

おります。 

 (ニ)ヘッジ有効性評価の方法  (ニ)ヘッジ有効性評価の方法

 

  金利スワップについて特

例処理によっているため、

有効性の評価を省略してお

ります。 

 金利スワップについて特

例処理によっているため、

有効性の評価を省略してお

ります。 

6.その他中間財務諸表

（財務諸表）作成のた

めの基本となる重要

な事項 

省略 省略 省略 

 

 

以上 


