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平成20年5月26日 

各    位 

会社名 株式会社ソフマップ 

代表取締役社長 野口 進 

（コード番号2690 東証第2部） 

問合せ先 取締役財務本部長 

鈴木 和重 

TEL:03-3251-3000 

 

決算短信等の一部訂正について 

 

当社は、平成20年4月14日に発表いたしました「平成20年2月期決算短信」をはじめとする、平成20年2

月期および平成 19 年 2 月期に係る各決算開示資料の内容に、１株当たり情報の算出方法の誤りに伴う一部訂正

がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

① 「平成20年2月期 決算短信｣（平成20年4月14日開示） 

【P.1】１.20年2月期の連結業績（平成19年3月1日～平成20年2月29日） 

(1)連結経営成績 

（訂正前） 

 潜在株式調整後 

1株当たり当期純利益 

 

20年2月期 

19年2月期 

円 銭

－ 

38.08

（訂正後） 

 潜在株式調整後 

1株当たり当期純利益 

 

20年2月期 

19年2月期 

円 銭

22.97

22.72

 

【P.2】（参考）個別業績の概要 

１. 20年2月期の個別業績（平成19年3月1日～平成20年2月29日） 

(1)個別経営成績 

（訂正前） 

 潜在株式調整後 

1株当たり当期純利益 

 

20年2月期 

19年2月期 

円 銭

－ 

39.22

（訂正後） 

 潜在株式調整後 

1株当たり当期純利益 

 

20年2月期 

19年2月期 

円 銭

21.50

23.39

 



 - 2 - 

【P.34】連結財務諸表等 注記事項（1株当たり情報） 

（訂正前）    

 前連結会計年度 

（自 平成18年３月１日 

至 平成19年２月28日） 

当連結会計年度 

（自 平成19年３月１日 

至 平成20年２月29日） 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 38円08銭 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益

につきましては、希薄化効果を有していない

ため記載しておりません。 

 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額 

  

当期純利益調整額 － － 

普通株式増加数（株） 5,317 － 

（うち、自己株式譲渡方式ストッ

クオプション） 
(5,317) － 

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり当期純利益の潜在株

式に含めなかった潜在株式の概要 

___________ 

平成15年5月28日定時株主総会決議 

 自己株方式ストックオプション 

 29,000株 

（訂正後）    

 前連結会計年度 

（自 平成18年３月１日 

   至 平成19年２月28日） 

当連結会計年度 

（自 平成19年３月１日 

   至 平成20年２月29日） 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 22円72銭 22円97銭 

 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額 
  

   当期純利益調整額（百万円） 17 21 

（うち、優先株式の潜在株式に係

る優先配当予定額） 
(17) (21) 

 普通株式増加数（株） 11,812,568 10,812,593 

（うち、Ａ種優先株式の潜在株式

の取得請求権に係る普通株式増加

数） 

(11,807,251) (10,812,593) 

（うち、自己株式譲渡方式ストッ

クオプション） (5,317) (－) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり当期純利益の算定に

含めなかった潜在株式の概要 

第1回B種優先株式 

（発行価額の総額1,500百万円） 

平成15年5月28日定時株主総会決議 

 自己株方式ストックオプション 

 29,000株 

第1回B種優先株式 

（発行価額の総額1,500百万円） 
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【P.53】個別財務諸表等 注記事項（1株当たり情報） 

（訂正前）    

 前事業年度 

（自 平成18年３月１日 

至 平成19年２月28日） 

当事業年度 

（自 平成19年３月１日 

至 平成20年２月29日） 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 39円22銭 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益

につきましては、希薄化効果を有していない

ため記載しておりません。 

 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額 

  

当期純利益調整額 － － 

普通株式増加数（株） 5,317 － 

（うち、自己株式譲渡方式ストッ

クオプション） 
(5,317) － 

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり当期純利益の潜在株

式に含めなかった潜在株式の概要 

___________ 

平成15年5月28日定時株主総会決議 

 自己株方式ストックオプション 

 29,000株 

（訂正後）    

 前事業年度 

（自 平成18年３月１日 

至 平成19年２月28日） 

当事業年度 

（自 平成19年３月１日 

至 平成20年２月29日） 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 23円39銭 21円50銭 

 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額 

  

  当期純利益調整額（百万円） 17 21 

   （うち、優先株式の潜在株式に係

る優先配当予定額） 
(17) (21) 

  普通株式増加数（株） 11,812,568 10,812,593 

（うち、Ａ種優先株式の潜在株式

の取得請求権に係る普通株式増

加数） 

(11,807,251) (10,812,593) 

   （うち、自己株式譲渡方式ストッ

クオプション） (5,317) (－) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり当期純利益の算定に

含めなかった潜在株式の概要 

第1回B種優先株式 

（発行価額の総額1,500百万円） 

平成15年5月28日定時株主総会決議 

 自己株方式ストックオプション 

 29,000株 

第1回B種優先株式 

（発行価額の総額1,500百万円） 
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② 「平成20年2月期 第3四半期財務・業績の概況｣（平成20年1月10日開示） 

【P.1】１. 20年2月期第3四半期の連結業績（平成19年3月1日～平成19年11月30日） 

(1)連結経営成績 

（訂正前） 

 潜在株式調整後 

1株当たり四半期（当期）純利益 

 

20年2月期第3四半期 

19年2月期第3四半期 

円 銭

－ 

21.01

19年2月期 38.08

（注）20年2月期第3四半期の潜在株式調整後1株当たり純利益は、希薄化効果を有している潜在

株式が存在していないため記載しておりません。 

 

（訂正後） 

 潜在株式調整後 

1株当たり四半期（当期）純利益 

 

20年2月期第3四半期 

19年2月期第3四半期 

円 銭

14.62

12.62

19年2月期 22.72

 

③ 「平成20年2月期 中間決算短信｣（平成19年10月15日開示） 

【P.1】１. 19年8月中間期の連結業績（平成19年3月1日～平成19年8月31日） 

(1)連結経営成績 

（訂正前） 

 潜在株式調整後 

1株当たり中間（当期）純利益 

 

19年8月中間期 

18年8月中間期 

円 銭

17.18

12.42

19年2月期 38.08

（訂正後） 

 潜在株式調整後 

1株当たり中間（当期）純利益 

 

19年8月中間期 

18年8月中間期 

円 銭

10.67

7.45

19年2月期 22.72
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【P.33】連結財務諸表等 注記事項（1株当たり情報） 

（訂正前）    

 前中間連結会計期間 

（自 平成18年３月１日

 至 平成18年８月31日）

当中間連結会計期間 

（自 平成19年３月１日 

 至 平成19年８月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年３月１日

 至 平成19年２月28日）

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益 
12円42銭 17円18銭 38円08銭 

 

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益 
   

中間（当期）純利益調整

額 
－ － － 

普通株式増加数 7,942株 －株 5,317株 

（うち、自己株方式スト

ック・オプション） （7,942株） （－株） （5,317株） 

希薄化効果を有しないため、

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益の算定に含

めなかった潜在株式の概要 

___________ 

平成15年5月28日定時株主総会決議

自己株式譲渡方式ストック・オプショ

ンによる潜在株式数 32,000株 
___________ 

（訂正後）    

 前中間連結会計期間 

（自 平成18年３月１日

 至 平成18年８月31日）

当中間連結会計期間 

（自 平成19年３月１日 

 至 平成19年８月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年３月１日

 至 平成19年２月28日）

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益 
7円45銭 10円67銭 22円72銭 

 

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益 
   

中間（当期）純利益調整

額（百万円） 
9 10 17 

（うち、優先株式の潜在

株式に係る優先配当予定

額） 

（9） （10） （17） 

普通株式増加数(株) 12,093,353 10,981,711 11,812,568 

（うち、Ａ種優先株式の

潜在株式の取得請求権に

係る普通株式増加数） 

（12,085,411） （10,981,711） （11,807,251） 

（うち、自己株方式スト

ック・オプション） 
（7,942） （－） （5,317） 

希薄化効果を有しないため、

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益の算定に含

めなかった潜在株式の概要 

第1回B種優先株式 

（発行価額の総額1,500百

万円） 

平成15年5月28日定時株主総会決議

自己株式譲渡方式ストック・オプショ

ンによる潜在株式数 32,000株 

第1回B種優先株式 

（発行価額の総額1,500百万円） 

第1回B種優先株式 

（発行価額の総額1,500百

万円） 
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【P.53】個別財務諸表等 注記事項（1株当たり情報） 

（訂正前）    

 前中間会計期間 

（自 平成18年３月１日

 至 平成18年８月31日）

当中間会計期間 

（自 平成19年３月１日 

 至 平成19年８月31日） 

前事業年度 

（自 平成18年３月１日

 至 平成19年２月28日）

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益 
12円04銭 15円03銭 39円22銭 

 

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益 
   

中間（当期）純利益調整

額 
－ － － 

普通株式増加数 7,942株 －株 5,317株 

（うち、自己株式譲渡方

式ストック・オプション） （7,942株） （－株） （5,317株） 

希薄化効果を有しないため、

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益の算定に含

めなかった潜在株式の概要 

___________ 

平成15年5月28日定時株主総会決議

 自己株式譲渡方式ストック・オプシ

ョンによる潜在株式数 32,000株 
___________ 

（訂正後）    

 前中間会計期間 

（自 平成18年３月１日

 至 平成18年８月31日）

当中間会計期間 

（自 平成19年３月１日 

 至 平成19年８月31日） 

前事業年度 

（自 平成18年３月１日

 至 平成19年２月28日）

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益 
7円24銭 9円39銭 23円39銭 

 

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益 

   

中間（当期）純利益調整

額（百万円） 
9 10 17 

（うち優先株式の潜在株

式に係る優先配当予定

額） 

（9） （10） （17） 

普通株式増加数(株) 12,093,353 10,981,711 11,812,568 

（うちＡ種優先株式の潜

在株式の取得請求権に係

る普通株式増加数） 

（12,085,411） （10,981,711） （11,807,251） 

（うち、自己株式譲渡方

式ストック・オプション） 
（7,942） （－） （5,317） 

希薄化効果を有しないため、

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益の算定に含

めなかった潜在株式の概要 

第1回B種優先株式 

（発行価額の総額1,500百

万円） 

平成15年5月28日定時株主総会決議

 自己株式譲渡方式ストック・オプシ

ョンによる潜在株式数 32,000株 

第1回B種優先株式 

（発行価額の総額1,500百万円） 

第1回B種優先株式 

（発行価額の総額1,500百

万円） 
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④ 「平成20年2月期 第1四半期財務・業績の概況（連結）｣（平成19年7月9日開示） 

【P.1】２. 20年2月期第1四半期財務・業績の概況（平成19年3月1日～平成19年5月31日） 

(1)経営成績（連結）の進捗状況 

（訂正前） 

 
1株当たり四半期（当期）純利益 

潜在株式調整後 

1株当たり四半期（当期）純利益 

 

20年2月期第1四半期 

19年2月期第1四半期 

円 銭

40.93

6.76

円 銭

40.93

6.75

（参考）19年2月期 38.09 38.08

（訂正後） 

 
1株当たり四半期（当期）純利益 

潜在株式調整後 

1株当たり四半期（当期）純利益 

 

20年2月期第1四半期 

19年2月期第1四半期 

円 銭

40.93

6.10

円 銭

24.91

3.64

（参考）19年2月期 38.09 22.72

 

(2)財政状態（連結）の変動状況 

（訂正前） 

 1株当たり純資産 

 

20年2月期第1四半期 

19年2月期第1四半期 

円 銭

23.86

 △ 48.26

（参考）19年2月期 △ 16.90

（訂正後） 

 1株当たり純資産 

 

20年2月期第1四半期 

19年2月期第1四半期 

円 銭

23.86

 △ 48.92

（参考）19年2月期 △ 16.90

 

⑤ 「平成19年2月期 決算短信（連結）」（平成19年4月12日開示） 

【P.1】１. 19年2月期の連結業績（平成18年3月1日～平成19年2月28日） 

(1)連結経営成績 

（訂正前） 

 潜在株式調整後 

1株当たり当期純利益 

 

19年2月期  

18年2月期 

円 銭

38.08

－ 

（訂正後） 

 潜在株式調整後 

1株当たり当期純利益 

 

19年2月期  

18年2月期 

円 銭

22.72

－ 
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【P.38】連結財務諸表等 注記事項（1株当たり情報） 

（訂正前）    

 前連結会計年度 

（自 平成17年３月１日 

 至 平成18年２月28日） 

当連結会計年度 

（自 平成18年３月１日 

 至 平成19年２月28日） 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 
当期純損失を計上しているため、記載してお

りません。 
38円08銭 

 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額 
  

 当期純利益調整額 － － 

 普通株式増加数（株） － 5,317 

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり当期純利益の潜在株

式に含めなかった潜在株式の概要 

___________ ___________ 

（訂正後）     

 前連結会計年度 

（自 平成17年３月１日 

 至 平成18年２月28日） 

当連結会計年度 

（自 平成18年３月１日 

 至 平成19年２月28日） 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 
当期純損失を計上しているため、記載してお

りません。 
22円72銭 

 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額 
  

当期純利益調整額（百万円） － 17 

（うち、優先株式の潜在株式に係

る優先配当予定額） 
(－) (17) 

 普通株式増加数（株） － 11,812,568 

（うち、Ａ種優先株式の潜在株式

の取得請求権に係る普通株式増加

数） 

(－) (11,807,251) 

（うち、自己株式譲渡方式ストッ

ク・オプション） 
(－) (5,317) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり当期純利益の算定に

含めなかった潜在株式の概要 
___________ 

第1回B種優先株式 

（発行価額の総額1,500百万円） 
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⑥ 「平成19年2月期 個別財務諸表の概要」（平成19年4月12日開示） 

【P.1】１. 19年2月期の業績（平成18年3月1日～平成19年2月28日） 

(1)経営成績 

（訂正前） 

 潜在株式調整後 

1株当たり当期純利益 

 

19年2月期  

18年2月期 

円 銭

39.22

－ 

（訂正後） 

 潜在株式調整後 

1株当たり当期純利益 

 

19年2月期  

18年2月期 

円 銭

23.39

－ 
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【P.17】個別財務諸表等 注記事項（1株当たり情報） 

（訂正前）    

 前事業年度 

（自 平成17年３月１日 

 至 平成18年２月28日） 

当事業年度 

（自 平成18年３月１日 

 至 平成19年２月28日） 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 
当期純損失を計上しているため、記載してお

りません。 
39円22銭 

 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額 

  

  当期純利益調整額 － － 

  普通株式増加数（株） － 5,317 

（うち事故株式譲渡方式ストッ

ク・オプション） 
(－) (5,317) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり当期純利益の潜在株

式に含めなかった潜在株式の概要 

___________ ___________ 

（訂正後）    

 前事業年度 

（自 平成17年３月１日 

 至 平成18年２月28日） 

当事業年度 

（自 平成18年３月１日 

 至 平成19年２月28日） 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 
当期純損失を計上しているため、記載してお

りません。 
23円39銭 

 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額 

  

 当期純利益調整額（百万円） － 17 

（うち、優先株式の潜在株式に係

る優先配当予定額） (－) (17) 

 普通株式増加数（株） － 11,812,568 

（うち、Ａ種優先株式の潜在株式

の取得請求権に係る普通株式増加

数） 
(－) (11,807,251) 

 （うち、自己株式譲渡方式ストッ

ク・オプション） 
(－) (5,317) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり当期純利益の算定に

含めなかった潜在株式の概要 

___________ 
第1回B種優先株式 

（発行価額の総額1,500百万円） 
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⑦ 「平成19年2月期 第3四半期財務・業績の概況（連結）」（平成19年1月5日開示） 

【P.1】２. 平成19年2月期第3四半期財務・業績の概況（平成18年3月1日～平成18年11月30日） 

(1)経営成績（連結）の進捗状況 

（訂正前） 

 潜在株式調整後 

1株当たり四半期（当期）純利益 

 

19年2月期第3四半期 

18年2月期第3四半期 

円 銭

21.01

－ 

（参考）18年2月期 － 

（訂正後） 

 潜在株式調整後 

1株当たり四半期（当期）純利益 

 

19年2月期第3四半期 

18年2月期第3四半期 

円 銭

12.62

－ 

（参考）18年2月期 － 

 

⑧ 「平成19年2月期 中間決算短信（連結）」（平成18年10月16日開示） 

【P.1】１. 18年8月中間期の連結業績（平成18年3月1日～平成18年8月31日） 

(1)連結経営成績 

（訂正前） 

 潜在株式調整後 

1株当たり中間（当期）純利益 

 

18年8月中間期 

17年8月中間期 

円 銭

12.42

－ 

18年2月期 － 

（訂正後） 

 潜在株式調整後 

1株当たり中間（当期）純利益 

 

18年8月中間期 

17年8月中間期 

円 銭

7.45

－ 

18年2月期 － 
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【P.32】連結財務諸表等 注記事項（1株当たり情報） 

（訂正前）    

 前中間連結会計期間 

（自 平成17年３月１日

 至 平成17年８月31日）

当中間連結会計期間 

（自 平成18年３月１日 

 至 平成18年８月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年３月１日

 至 平成18年２月28日）

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益 

当中間連結会計期間にお

いて中間純損失が計上さ

れているため記載してお

りません。 

12円42銭 

当連結会計年度において

当期純損失が計上されて

いるため記載しておりま

せん。 

 

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益 
   

中間（当期）純利益調整

額 
－ － － 

普通株式増加数 － 7,942株 － 

希薄化効果を有しないため、

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益の算定に含

めなかった潜在株式の概要 

___________ ___________ ___________ 

（訂正後）    

  前中間連結会計期間 

（自 平成17年３月１日

 至 平成17年８月31日）

当中間連結会計期間 

（自 平成18年３月１日 

 至 平成18年８月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年３月１日

 至 平成18年２月28日）

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益 

当中間連結会計期間にお

いて中間純損失が計上さ

れているため記載してお

りません。 

7円45銭 

当連結会計年度において

当期純損失が計上されて

いるため記載しておりま

せん。 

 

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益 
   

中間（当期）純利益調整

額（百万円） 
－ 9 － 

（うち、優先株式の潜在

株式に係る優先配当予定

額） 

（－） （9） （－） 

普通株式増加数（株） － 12,093,353 － 

（うち、Ａ種優先株式の

潜在株式の取得請求権に

係る普通株式増加数） 

（－） （12,085,411） （－） 

（うち、自己株式譲渡方

式ストック・オプション） 
（－） （7,942） （－） 

希薄化効果を有しないため、

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益の算定に含

めなかった潜在株式の概要 

___________ 

第1回B種優先株式 

（発行価額の総額1,500百万円） 
___________ 
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⑨ 「平成19年2月期 個別中間財務諸表の概要」（平成18年10月16日開示） 

【P.18】中間財務諸表等 注記事項（1株当たり情報） 

（訂正前）    

 前中間会計期間 

（自 平成17年３月１日

 至 平成17年８月31日）

当中間会計期間 

（自 平成18年３月１日 

 至 平成18年８月31日） 

前事業年度 

（自 平成17年３月１日

 至 平成18年２月28日）

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益 

中間純損失を計上してい

るため記載しておりませ

ん。 

12円04銭 

当期純損失を計上してい

るため記載しておりませ

ん。 

 

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益 
   

中間（当期）純利益調整

額 － － － 

普通株式増加数 － 7,942株 － 

希薄化効果を有しないため、

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益の算定に含

めなかった潜在株式の概要 

___________ ___________ ___________ 

（訂正後）    

  前中間会計期間 

（自 平成17年３月１日

 至 平成17年８月31日）

当中間会計期間 

（自 平成18年３月１日 

 至 平成18年８月31日） 

前事業年度 

（自 平成17年３月１日

 至 平成18年２月28日）

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益 

中間純損失を計上してい

るため記載しておりませ

ん。 

7円24銭 

当期純損失を計上してい

るため記載しておりませ

ん。 

 

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益    

中間（当期）純利益調整

額（百万円） 
－ 9 － 

（うち優先株式の潜在株

式に係る優先配当予定

額） 

（－） （9） （－） 

普通株式増加数(株) － 12,093,353 － 

（うちＡ種優先株式の潜

在株式の取得請求権に係

る普通株式増加数） 

（－） （12,085,411） （－） 

（うち、自己株式譲渡方

式ストック・オプション） （－） （7,942） （－） 

希薄化効果を有しないため、

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益の算定に含

めなかった潜在株式の概要 

___________ 

第1回B種優先株式 

（発行価額の総額1,500百万円） 
___________ 
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⑩ 「平成19年2月期 第1四半期財務・業績の概況（連結）」（平成18年7月6日開示） 

【P.1】２. 平成19年2月期第1四半期業績の概況（平成18年3月1日～平成18年5月31日） 

(1) 経営成績（連結）の進捗状況 

（訂正前） 

 
1株当たり四半期（当期）純利益 

潜在株式調整後 

1株当たり四半期（当期）純利益 

 

19年2月期第1四半期 

18年2月期第1四半期 

円 銭

6.76

3.02

円 銭

6.75

3.01

（参考）18年2月期 △ 847.13 －

（訂正後） 

 
1株当たり四半期（当期）純利益 

潜在株式調整後 

1株当たり四半期（当期）純利益 

 

19年2月期第1四半期 

18年2月期第1四半期 

円 銭

6.10

3.02

円 銭

3.64

3.01

（参考）18年2月期 △ 847.13 －

 

(2)財政状態（連結）の変動状況 

（訂正前） 

 1株当たり株主資本 

 

19年2月期第1四半期 

18年2月期第1四半期 

円 銭

△ 48.26

 710.99

（参考）18年2月期 △ 55.64

（訂正後） 

 1株当たり株主資本 

 

19年2月期第1四半期 

18年2月期第1四半期 

円 銭

△ 48.92

 710.99

（参考）18年2月期 △ 55.64

 

以 上 

 

＜本件についてのお問い合わせ＞ 

株式会社ソフマップ 経営企画部 経営戦略室（広報・IR） 

(電話) 03-3253-0082 (ファックス) 03-3253-4228 


