
 
平成 19 年 12 月 21 日 

各  位 

 

会 社 名        株式会社オリエンタルランド              

代 表 者 名        取 締 役 社 長       福 島  祥 郎        

     （コード番号 ４６６１  東証第一部） 

問合せ先責任者        経 理 部 長       横 田  明 宜        

     （TEL  ０４７（３０５）２０４５） 

 

（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 6 日に提出致しました「平成 20 年３月期 中間決算短信」を下記のとおり一

部訂正いたします。 

 

記 

 

１．訂正理由 

 半期報告書の作成に際し、金融商品取引法の施行による一連の会計基準等の改正を受け、

譲渡性預金の科目区分を「現金及び預金」から「有価証券」に変更する必要が生じたため。  

 

２．訂正箇所 

訂正箇所は下線部分です。 

 

① ＜10 ページ＞「４．中間連結財務諸表 (1) 中間連結貸借対照表」 
【訂正前】 

  
前中間連結会計期間末 

（平成 18年 9月 30日現在）
当中間連結会計期間末 

（平成19年 9月30日現在）
対前中 
間期比 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（平成 19年 3月 31日現在）

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

増減 
（百万円）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）            
Ⅰ．流動資産            
 １．現金及び預金   17,827   31,693  13,865  25,393  
 ２．受取手形及び

売掛金 
※５  8,699   10,394  1,695  12,210  

 ３．有価証券 ※３  33,783   47,817  14,034  44,472  

【訂正後】 

  
前中間連結会計期間末 

（平成 18年 9月 30日現在）
当中間連結会計期間末 

（平成19年 9月30日現在）
対前中 
間期比 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（平成 19年 3月 31日現在）

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

増減 
（百万円）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）            
Ⅰ．流動資産            
 １．現金及び預金   17,827   26,693  8,865  25,393  
 ２．受取手形及び

売掛金 
※５  8,699   10,394  1,695  12,210  

 ３．有価証券 ※３  33,783   52,817  19,034  44,472  



 

② ＜17 ページ＞「４．中間連結財務諸表 (4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書」 

【訂正前】 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成 18年 4月 1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 1日 
 至 平成19年9月 30日）

対前中 
間期比 

前連結会計年度の要約連結 
キャッシュ･フロー計算書 

（自 平成 18年 4月 1日 
 至 平成 19年 3月 31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 
増減 

（百万円）
金額（百万円） 

Ⅱ．投資活動による 
キャッシュ・フロー 

        

 ４．有価証券の償還に 
よる収入 

  16,697  18,989 2,292  30,190 

 13．譲渡性預金の満期 
に伴う収入 

  5,000  3,000 △2,000  9,000 

【訂正後】 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成 18年 4月 1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 1日 
 至 平成19年9月 30日）

対前中 
間期比 

前連結会計年度の要約連結 
キャッシュ･フロー計算書 

（自 平成 18年 4月 1日 
 至 平成 19年 3月 31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 
増減 

（百万円）
金額（百万円） 

Ⅱ．投資活動による 
キャッシュ・フロー 

        

 ４．有価証券の償還に 
よる収入 

  16,697  21,989 5,292  30,190 

 13．譲渡性預金の満期 
に伴う収入 

  5,000  － △5,000  9,000 

 

③ ＜24 ページ＞「４．中間連結財務諸表 表示方法の変更」 

（下線部を追加） 

当中間連結会計期間（自 平成 19 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 9 月 30 日） 

（中間連結貸借対照表関係） 

 前中間連結会計期間末において「現金及び預金」に含めて表示しておりました譲渡性預金は、「金融商品

会計に関する実務指針」（会計制度委員会報告第 14 号 最終改正 平成 19 年 7 月 4 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』の取扱いに関する留意事項について」（最終改正 平成 19 年 10

月 2 日）及び「金融商品会計に関するＱ＆Ａ」（会計制度委員会 最終改正 平成 19 年 11 月 6 日）が改正さ

れたことに伴い、当中間連結会計期間末より「有価証券」に含めて表示しております。なお、譲渡性預金の

金額は、当中間連結会計期間末が 5,000 百万円、前中間連結会計期間末が 2,000 百万円であります。 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

 前中間連結会計期間において「譲渡性預金の満期に伴う収入」として掲記されていたものは、「金融商品

会計に関する実務指針」（会計制度委員会報告第 14 号 最終改正 平成 19 年 7 月 4 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』の取扱いに関する留意事項について」（最終改正 平成 19 年 10

月 2 日）及び「金融商品会計に関するＱ＆Ａ」（会計制度委員会 最終改正 平成 19 年 11 月 6 日）が改正さ

れたことに伴い、当中間連結会計期間から「有価証券の償還による収入」に含めて表示しております。 
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④ ＜28 ページ＞「４．中間連結財務諸表 注記事項（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）」 

【訂正前】 

当中間連結会計期間（自 平成 19 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 9 月 30 日） 

※１．現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

                    （平成 19 年 9 月 30 日現在） 
 百万円 
現金及び預金勘定 31,693 
有価証券勘定 47,817 
流動資産「その他」勘定 14,228 

計 93,739 
運用期間が３ヶ月を超える
有価証券 

△42,821 

定期預金 △6,000 
金銭信託 △4,000 
その他 △9,728 
現金及び現金同等物 31,189 

【訂正後】 

当中間連結会計期間（自 平成 19 年 4 月１日 至 平成 19 年 9 月 30 日） 

※１．現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

                    （平成 19 年 9 月 30 日現在） 
 百万円 
現金及び預金勘定 26,693 
有価証券勘定 52,817 
流動資産「その他」勘定 14,228 

計 93,739 
運用期間が３ヶ月を超える
有価証券 

△42,821 

定期預金 △6,000 
金銭信託 △4,000 
その他 △9,728 
現金及び現金同等物 31,189 

 

⑤ ＜31 ページ＞「４．中間連結財務諸表 注記事項（有価証券関係）」 

【訂正前】 

当中間連結会計期間末（平成 19 年 9 月 30 日現在） 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上 

 その他有価証券 

  非上場株式  3,708 百万円 

  短期社債  1,000 百万円 

【訂正後】 

当中間連結会計期間末（平成 19 年 9 月 30 日現在） 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上 

 その他有価証券 

  譲渡性預金 5,000 百万円 

  非上場株式  3,708 百万円 

  短期社債  1,000 百万円 
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⑥ ＜35 ページ＞「５．中間個別財務諸表 (1) 中間貸借対照表」 
【訂正前】 

  
前中間会計期間末 

（平成 18年 9月 30日現在）
当中間会計期間末 

（平成19年 9月30日現在）
対前中 
間期比 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成 19年 3月 31日現在）

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

増減 
（百万円）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）            
Ⅰ．流動資産            
 １．現金及び預金   16,147   29,678  13,530  23,649  
 ２．売掛金   6,792   8,306  1,513  10,203  
 ３．有価証券 ※３  33,783   47,817  14,034  44,472  

【訂正後】 

  
前中間会計期間末 

（平成 18年 9月 30日現在）
当中間会計期間末 

（平成19年 9月30日現在）
対前中 
間期比 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成 19年 3月 31日現在）

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

増減 
（百万円）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）            
Ⅰ．流動資産            
 １．現金及び預金   16,147   24,678  8,530  23,649  
 ２．売掛金   6,792   8,306  1,513  10,203  
 ３．有価証券 ※３  33,783   52,817  19,034  44,472  

 

⑦ ＜46 ページ＞「５．中間個別財務諸表 表示方法の変更」 

（注記事項の前に下線部を追加） 

当中間会計期間（自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年 9 月 30 日） 

（中間貸借対照表関係） 

 前中間会計期間末において「現金及び預金」に含めて表示しておりました譲渡性預金は、「金融商品会計

に関する実務指針」（会計制度委員会報告第 14 号 最終改正 平成 19 年 7 月 4 日）、「『中間財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則』の取扱いに関する留意事項について」（最終改正 平成 19 年 10 月 2

日）及び「金融商品会計に関するＱ＆Ａ」（会計制度委員会 最終改正 平成 19 年 11 月 6 日）が改正された

ことに伴い、「有価証券」に含めて表示しております。なお、譲渡性預金の金額は、当中間会計期間末が 5,000

百万円、前中間会計期間末が 2,000 百万円であります。 

 

⑧ ＜47 ページ＞「５．中間個別財務諸表 注記事項（中間損益計算書関係）」 
【訂正前】 

当中間会計期間（自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年 9 月 30 日） 

※１．営業外収益の主要項目 
受取利息 143 百万円 
有価証券利息 277 百万円 
受取配当金 877 百万円 

【訂正後】 

当中間会計期間（自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年 9 月 30 日） 

※１．営業外収益の主要項目 
受取利息 124 百万円 
有価証券利息 296 百万円 
受取配当金 877 百万円 

以上 
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