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To Our Shareholders

　株主の皆様には、ますますご清栄のこととお喜び
申し上げます。また、平素より格別のご支援を賜り
厚く御礼申し上げます。
　第26期第2四半期累計期間（平成27年3月から
平成27年8月まで）における事業のご報告をするに
あたり、一言ご挨拶を申し上げます。
　当社は成長を勝ち取るため、新たなビジネスモデルの確立を目指し様々
なチャレンジを行っておりますが、まずは既存店売上高の底上げが急務で
あると考え、その実現のために客数アップ・客単価アップを図る施策を講じ
てまいりました。
　客数アップのため、商品面におきましては、実需商品であるインナーレッグ
ウェアの強化およびレイン関連、シューズなどの実需系グッズの充実、並び
に価値のある低価格商品の販売に取り組みました。更に、「サプライズプロ
ジェクト」企画として、バイヤーが生産国で協力工場を開拓し、さらにその
作業効率を見直す事で驚きの価格と品質を実現したストレッチ・ジーンズ
を990円で発売し、多くのお客様に御来店いただきました。単価アップの 
施策としましては、「マックハウスのビジカジスタイル」というテーマを掲げ、

中間期業績ハイライト

売上高

既存店売上高前年同期比は3.6％増。店舗数は前
年同期比で18店舗減。全社売上高前年同期比は
0.5％減。

 17,275百万円

株主の皆様へ

代表取締役社長
白 土  孝

経常利益

販管費コントロールおよび店舗数減に伴う販管費
減少により増益。

 359百万円

中間純利益

経常利益増に伴い増益。
 65百万円

テーラードジャケットの取り扱いを始めました。ジーンズにジャケットスタイ
ルなどのコーディネート提案によりお買上点数も増え、客単価の上昇に繋
がりました。
　販促面におきましては、モバイル配信およびチラシ掲載商品の低価格化
により幅広いお客数に訴求しつつ、新聞広告掲載により新たなお客様の
獲得を図りました。
　出退店につきましては、前期契約済みの5店舗を新規出店した一方、
不採算店舗を中心に23店舗を閉鎖し、当第２四半期累計期間末店舗数は
462店舗（前年同期比18店舗減）となり、期初計画線で進捗しております。
下半期以降につきましても、中期計画にのっとり不採算店舗の閉鎖を進めて
まいります。改装につきましては、既存店舗を全面改装し、低価格のファスト
ファッション商品から、有名ブランドのボトムスやトップス、ビジカジ、スーツ
まで、あらゆるお洒落服が集結する新コンセプト・カジュアルショップ「マック
ハウス スーパーストア」を新業態として立ち上げ、多くのお客様にご来店
いただいております。
　引き続き当社は、多くのお客様にご来店いただけるお店、多くのお客様に
必要とされるお店作りに努めてまいります。
　株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご理解と御支持を賜りま
すようお願い申し上げます。 H23.8 H24.8 H25.8 H26.8 H27.8
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今年で6回目となる販売員の商
品知識や提案力などの販売ス
キルを競う「ジーンズアドバイ
ザー販売コンテスト」を9月に
東京で開催しました。
優秀者のノウハウは全国の販
売員で共有し、販売力の強化を
図っております。

ジーンズアドバイザー
販売コンテスト

３つの新フォーマット モバイル会員様
160万人突破
メルマガのクオリティ向上

販売促進

※ジーンズアドバイザーは筆記テスト、実技、
面接などを通じ、一定のレベルを満たした
販売員に与えられる社内資格です。全国で
631名が取得しております。（8月末現在）

店舗紹介

登録無料 カンタン手続き
http://mac-house.jp/

モバイル会員
募集中!

2015年6月27日 1号店改装オープン 
ビバモール加須店
2015年9月12日 2号店オープン 
イオンタウン東習志野店
2015年9月26日 3号店改装オープン 
浜松プラザ店

在庫処分を目的とした
本格的なアウトレット

2015年3月20日 1号店改装オープン 
池袋アルパ店
2015年9月18日 2号店改装オープン 
横浜店

関東主要駅近隣型メンズストア
ターゲットは男性通勤客

品揃えフルライン型のスーパーストア
現在は２店舗〈更に出店〉

2015年3月28日 1号店改装オープン 
ビバモール大井店
2015年4月24日 2号店改装オープン 
ラグーナテンボス蒲郡店

Topics

マックハウスがお届けする驚きの限定企画 商品紹介

マックハウスの生活応援企画

トピックス

スーパーサプライズ
プロジェクト

価格改定により52品目値下げ
円安や原材料価格の高騰などにより、食料品をはじめ競合他
社商品が値上がりする中、当社は、９月１１日より秋冬シーズン
に必要なベーシックアイテムの一部の値下げを断行しました。

4、8月にストレッチ・ジーンズの販
売、9月にカラーパンツの販売を
行いました。今後もサプライズ企
画をお届けします。

ストレッチジャケット
｢秋のビジカジ｣新登場
ニット素材をデニム調に
仕上げ、全方向ストレッチ
で動きやすさを追求。
更に本物のテーラードジャ
ケット仕様で仕立ての良さ
を感じさせ、かっこ良さと
着心地の良さを両立。

リーバイスCLASSIC
シリーズ独占販売
CLASSICシリーズは、142年の
長い歴史の中で受け継がれてきた、
世界を沸かせたグローバルスタン
ダード。



会社概要／配当の状況 地区別店舗分布

配当の状況
第24期（平成26年2月期）第25期（平成27年2月期）第26期（平成28年2月期）

第2四半期末 20円 20円 20円
期末 20円 20円 予想 20円
年間 40円 40円 予想 40円

役　員
取締役社長（代表取締役） 白　土　　　孝 取締役 石　塚　　　愛
取締役相談役 舟　橋　政　男 常勤監査役 田　村　　　守
取締役 風　見　好　男 監査役 三　浦　新　一
取締役 杉　浦　功四郎 監査役 山　本　　　潔
取締役 北　原　久　巳 監査役 内　田　善　昭
＊取締役のうち、石塚 愛は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。 
＊監査役のうち、田村 守、三浦 新一、山本 潔、内田 善昭は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。 

（平成27年8月31日現在）

会社概要
商 号 株式会社マックハウス （英訳名：MAC HOUSE CO.,LTD.）
本 社 東京都杉並区梅里一丁目7番7号 新高円寺ツインビル
設 立 平成2年6月1日
資 本 金 1,617,850,000円
従 業 員 数 329名
主要な事業内容 当社は衣料品の小売りを主たる目的としたチェーンストア

として全国的に店舗を展開しております。

（平成27年8月31日現在） ■ 北海道地区

30店舗

■ 中部地区

71店舗

■ 四国地区

16店舗

■ 近畿地区

69店舗

■ 関東地区

109店舗

■ 東北地区

57店舗■ 九州地区

73店舗

■ 中国地区

37店舗

平成27年8月31日現在

全462店舗

財務諸表Financial Statem
ents / Corporate Data

貸借対照表（要旨） （単位：百万円）

科目 当第2四半期末
平成27年8月31日

前期末
平成27年2月28日

資産の部 流動資産 18,217 20,067
固定資産 7,118 7,576

有形固定資産 1,698 1,732
無形固定資産 214 216
投資その他の資産 5,204 5,627

資産合計 25,335 27,644
負債の部 流動負債 7,935 9,877

固定負債 2,344 2,496
負債合計 10,279 12,374

純資産の部 株主資本
資本金 1,617 1,617
資本剰余金 5,299 5,299
利益剰余金 8,269 8,472
自己株式 △153 △153

株主資本合計 15,033 15,236
評価・換算差額等 △1 15
新株予約権 25 17
純資産合計 15,056 15,269

負債・純資産合計 25,335 27,644
（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

損益計算書（要旨） （単位：百万円）

科目
当第2四半期（累計）
自 平成27年 3月 1日
至 平成27年 8月 31日

前第2四半期（累計）
自 平成26年 3月 1日
至 平成26年 8月 31日

売上高 17,275 17,364
売上原価 9,132 9,190
売上総利益 8,142 8,173
販売費及び一般管理費 7,845 8,303
営業利益又は営業損失（△） 297 △129
営業外収益 208 244
営業外費用 145 154
経常利益又は経常損失（△） 359 △39
特別利益 ─ 11
特別損失 84 87
税引前四半期純利益又は
税引前四半期純損失（△） 275 △115

法人税、住民税及び事業税 87 86
法人税等調整額 121 △22
四半期純利益又は
四半期純損失（△） 65 △179

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。



株主メ モ 当社ホームページのご案内

通販サイトのご案内
http://store.mac-house.co.jp

事 業 年 度 3月1日から翌年2月末日まで
定 時 株 主 総 会 毎年5月
基 準 日 毎年2月末日（その他必要がある場合には、あらかじめ公告いたします）
(配当金受領株主確定日) 期末配当金　毎年2月末日

中間配当金　毎年8月31日
株主名簿管理人
特別口座の口座管理機関

東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社

同事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部

（ 同 送 付 先 ） 〒137-8081
東京都江東区東砂七丁目10番11号
三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
電話：0120-232-711（通話料無料）

単 元 株 式 数 100株
公 告 の 方 法 電子公告の方法により行います。

但し、やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、
日本経済新聞に掲載する方法により行います。
公告掲載URL http://www.mac-house.co.jp

http://www.mac-house.co.jp

〒166-0011　東京都杉並区梅里一丁目7番7号 新高円寺ツインビル　電話：03-3316-1911（代）




