
平成 25 年 2 月 4 日 

各位 

                     会 社 名 モリト 株式会社 

                     代表者名 代表取締役社長  與田 邦男 

                         (コード番号 9837 大証二部) 

                     問合せ先 常務取締役管理統轄本部長  一坪 隆紀 

 

(訂正・数値データ訂正)「平成 24 年 11 月期 決算短信〔日本基準〕 (連結)」の一部訂正について 

 

 平成 25 年１月 11 日付で公表しました「平成 24 年 11 月期決算短信〔日本基準〕(連結)」について、一部

記載に誤りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。なお、訂正に伴う、資産、負債、純資産の

総額の増減、及び損益に与える影響はございません。訂正箇所には下線を付しております。また、訂正後

の数値データ(XBRL)につきましても送信いたします。 

 

記 

【訂正箇所】 

 (26 ページ) 

 ５． 個別財務諸表 

  （１）貸借対照表 

(訂正前) 

(単位：千円) 

     前事業年度 
(平成23年11月30日) 

当事業年度 
(平成24年11月30日) 

純資産の部   
 株主資本   
  資本金 3,532,492 3,532,492 
  資本剰余金   
   資本準備金 3,319,065 3,319,065 
   その他資本剰余金 66,938 66,938 
   資本剰余金合計 3,386,004 3,386,004 

  利益剰余金   
   利益準備金 419,566 419,566 
   その他利益剰余金   
    固定資産圧縮積立金 626,107 626,107 
    別途積立金 16,035,000 16,185,000 
    繰越利益剰余金 436,938 507,738 
   利益剰余金合計 17,517,612 17,738,412 

  自己株式 △622,645 △672,472 
  株主資本合計 23,813,463 23,984,436 

 評価・換算差額等   
  その他有価証券評価差額金 346,035 624,001 
  土地再評価差額金 △805,551 △714,198 
  評価・換算差額等合計 △459,516 △90,197 

 純資産合計 23,353,946 23,894,239 

負債純資産合計 30,178,892 30,896,859 



(訂正後) 

(単位：千円) 

     
前事業年度 

(平成23年11月30日) 
当事業年度 

(平成24年11月30日) 

純資産の部   
 株主資本   
  資本金 3,532,492 3,532,492 
  資本剰余金   
   資本準備金 3,319,065 3,319,065 
   その他資本剰余金 66,938 66,938 
   資本剰余金合計 3,386,004 3,386,004 

  利益剰余金   
   利益準備金 419,566 419,566 
   その他利益剰余金   
    固定資産圧縮積立金 626,107 673,380 
    別途積立金 16,035,000 16,185,000 
    繰越利益剰余金 436,938 460,465 
   利益剰余金合計 17,517,612 17,738,412 

  自己株式 △622,645 △672,472 
  株主資本合計 23,813,463 23,984,436 

 評価・換算差額等   
  その他有価証券評価差額金 346,035 624,001 
  土地再評価差額金 △805,551 △714,198 
  評価・換算差額等合計 △459,516 △90,197 

 純資産合計 23,353,946 23,894,239 

負債純資産合計 30,178,892 30,896,859 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(29-30 ページ) 

 ５． 個別財務諸表 

  （３）株主資本等変動計算書 

(訂正前) 

(単位：千円) 

      前事業年度 
(自 平成22年12月１日 
 至 平成23年11月30日) 

当事業年度 
(自 平成23年12月１日 
 至 平成24年11月30日) 

株主資本   
 資本金   
  当期首残高 3,532,492 3,532,492 
  当期変動額   
   当期変動額合計 － － 
  当期末残高 3,532,492 3,532,492 

 資本剰余金   
  資本準備金   
   当期首残高 3,319,065 3,319,065 
   当期変動額   
    当期変動額合計 － － 
   当期末残高 3,319,065 3,319,065 

  その他資本剰余金   
   当期首残高 66,938 66,938 
   当期変動額   
    当期変動額合計 － － 
   当期末残高 66,938 66,938 

  資本剰余金合計   
   当期首残高 3,386,004 3,386,004 
   当期変動額   
    当期変動額合計 － － 
   当期末残高 3,386,004 3,386,004 

 利益剰余金   
  利益準備金   
   当期首残高 419,566 419,566 
   当期変動額   
    当期変動額合計 － － 
   当期末残高 419,566 419,566 

  その他利益剰余金   
   固定資産圧縮積立金   
    当期首残高 631,427 626,107 
    当期変動額   
     固定資産圧縮積立金の取崩 △5,319    － 
     当期変動額合計 △5,319 － 

    当期末残高 626,107 626,107 

   別途積立金   
    当期首残高 15,835,000 16,035,000 
    当期変動額   
     別途積立金の積立 200,000 150,000 
     当期変動額合計 200,000 150,000 

    当期末残高 16,035,000 16,185,000 

 



(単位：千円) 

      前事業年度 
(自 平成22年12月１日 
 至 平成23年11月30日) 

当事業年度 
(自 平成23年12月１日 
 至 平成24年11月30日) 

   繰越利益剰余金   
    当期首残高 482,144 436,938 
    当期変動額   
     固定資産圧縮積立金の取崩 5,319 － 
     別途積立金の積立 △200,000 △150,000 
     剰余金の配当 △234,533 △240,183 
     当期純利益 370,680 429,332 
     土地再評価差額金の取崩 13,326 31,651 
     当期変動額合計 △45,206  70,799 

    当期末残高 436,938 507,738 

  利益剰余金合計   
   当期首残高 17,368,138 17,517,612 
   当期変動額   
    固定資産圧縮積立金の取崩 － － 
    別途積立金の積立 － － 
    剰余金の配当 △234,533 △240,183 
    当期純利益 370,680 429,332 
    土地再評価差額金の取崩 13,326 31,651 
    当期変動額合計 149,473 220,799 

   当期末残高 17,517,612 17,738,412 

 自己株式   
  当期首残高 △555,525 △622,645 
  当期変動額   
   自己株式の取得 △67,119 △49,826 
   当期変動額合計 △67,119 △49,826 

  当期末残高 △622,645 △672,472 

 株主資本合計   
  当期首残高 23,731,109 23,813,463 
  当期変動額   
   剰余金の配当 △234,533 △240,183 
   当期純利益 370,680 429,332 
   自己株式の取得 △67,119 △49,826 
   土地再評価差額金の取崩 13,326 31,651 
   当期変動額合計 82,353 170,973 

  当期末残高 23,813,463 23,984,436 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(訂正後) 

(単位：千円) 

      前事業年度 
(自 平成22年12月１日 
 至 平成23年11月30日) 

当事業年度 
(自 平成23年12月１日 
 至 平成24年11月30日) 

株主資本   
 資本金   
  当期首残高 3,532,492 3,532,492 
  当期変動額   
   当期変動額合計 － － 
  当期末残高 3,532,492 3,532,492 

 資本剰余金   
  資本準備金   
   当期首残高 3,319,065 3,319,065 
   当期変動額   
    当期変動額合計 － － 
   当期末残高 3,319,065 3,319,065 

  その他資本剰余金   
   当期首残高 66,938 66,938 
   当期変動額   
    当期変動額合計 － － 
   当期末残高 66,938 66,938 

  資本剰余金合計   
   当期首残高 3,386,004 3,386,004 
   当期変動額   
    当期変動額合計 － － 
   当期末残高 3,386,004 3,386,004 

 利益剰余金   
  利益準備金   
   当期首残高 419,566 419,566 
   当期変動額   
    当期変動額合計 － － 
   当期末残高 419,566 419,566 

  その他利益剰余金   
   固定資産圧縮積立金   
    当期首残高 631,427 626,107 
    当期変動額   
     固定資産圧縮積立金の積立    － 47,272 
     固定資産圧縮積立金の取崩 △5,319 － 
     当期変動額合計 △5,319 47,272 

    当期末残高 626,107 673,380 

   別途積立金   
    当期首残高 15,835,000 16,035,000 
    当期変動額   
     別途積立金の積立 200,000 150,000 
     当期変動額合計 200,000 150,000 

    当期末残高 16,035,000 16,185,000 

 

 

 



(単位：千円) 

      前事業年度 
(自 平成22年12月１日 
 至 平成23年11月30日) 

当事業年度 
(自 平成23年12月１日 
 至 平成24年11月30日) 

   繰越利益剰余金   
    当期首残高 482,144 436,938 
    当期変動額   
     固定資産圧縮積立金の積立      － △47,272 
     固定資産圧縮積立金の取崩 5,319 － 
     別途積立金の積立 △200,000 △150,000 
     剰余金の配当 △234,533 △240,183 
     当期純利益 370,680 429,332 
     土地再評価差額金の取崩 13,326 31,651 
     当期変動額合計 △45,206  23,527 

    当期末残高 436,938 460,465 

  利益剰余金合計   
   当期首残高 17,368,138 17,517,612 
   当期変動額   
    固定資産圧縮積立金の積立      －      － 
    固定資産圧縮積立金の取崩 － － 
    別途積立金の積立 － － 
    剰余金の配当 △234,533 △240,183 
    当期純利益 370,680 429,332 
    土地再評価差額金の取崩 13,326 31,651 
    当期変動額合計 149,473 220,799 

   当期末残高 17,517,612 17,738,412 

 自己株式   
  当期首残高 △555,525 △622,645 
  当期変動額   
   自己株式の取得 △67,119 △49,826 
   当期変動額合計 △67,119 △49,826 

  当期末残高 △622,645 △672,472 

 株主資本合計   
  当期首残高 23,731,109 23,813,463 
  当期変動額   
   剰余金の配当 △234,533 △240,183 
   当期純利益 370,680 429,332 
   自己株式の取得 △67,119 △49,826 
   土地再評価差額金の取崩 13,326 31,651 
   当期変動額合計 82,353 170,973 

  当期末残高 23,813,463 23,984,436 

 


