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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27期第2四半期累計期間（平成28年3月から
平成28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。
　上半期は残念ながら赤字決算となってしまいました。7月までは計画線
で推移していたものの、8月の天候不順及び高気温による初秋物の販売
不振が主要因であります。
　しかしながら、当社が進めております低価格化戦略並びにインナー
レッグウェア及びレイン関連等の実需品の充実、当社の強みであるボト
ムスを起点としたビジカジ・オフィカジを中心としたコーデ提案は多くの
お客様にご支持をいただき、上半期既存店客数前年同期比が105.8%
と大きく伸長しましたことは成果であります。

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0.1%増。中間期末店
舗数は前年同期比で14店舗減。全社売上高前年同
期比は3.5%減となり減収。

 16,669百万円

株主の皆様へ

代表取締役社長
白 土  孝

経常利益

売上高減少に伴い売上総利益減少、販管費は前期
横ばいにより減益。

 20百万円

中間純利益

経常利益減に伴い減益。
 △145百万円

　また、前期からスタートした200坪以上の大型店であります「マックハ
ウス スーパーストア」業態は順調に業績を上げております。9月には4店
舗目となる「マックハウス スーパーストア イオンスタイル笹丘店」を福岡
県にオープンしました。更に「マックハウス スーパーストア」業態から派
生し、今期から立ち上げた「マックハウス スーパーストア フューチャー」
業態につきましても、既存店の改装及び売場移転を中心に9月末現在で
17店舗を展開しており、フルライン型の品揃え及び広くて清潔な売場が
女性のお客様を中心に好評をいただいております。
　下半期におきましては、これまでの基本的方向性は継続・進化させなが
ら利益を確保するための施策に転換を進めており、通期におきましては
黒字となる見通しであります。
　なお、当上半期配当につきましては、1株当り20円とさせていただきま
した。当期末配当は20円、年間配当は40円を予定しております。
　当社は引き続き「多くのお客様に繰り返しご利用いただけるお店」、

「お客様の役に立つお店」を目指して不断の努力を重ねて参ります。
　株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご理解とご支援を賜り
ますようお願い申し上げます。 H24.8 H25.8 H26.8 H27.8 H28.8
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モバイル会員様
211万人突破
メルマガのクオリティ向上

登録無料 カンタン手続き
http://mac-house.jp/

モバイル会員
募集中!

ステッチワーク
各箇所で、糸番手、運針ピッ
チを使い分けることで、動き
のある表情を作り出し、古き
良きジーンズらしさを追求。

シェービング加工
1本1本手作業のシェービン
グ加工による陰影にこだわ
り、樹脂立体シワの技術を
駆使。繊細な立体感までも
表現しました。

セルビッジルック
ヴィンテージデニムの生地に見られるセルビッジ（赤耳）
ディテールを、コインポケットと脇縫い代に施し、細部に
まで立体感のあるデザインに仕上げました。

プライベートブランド主体の 
品揃えフルラインショップです。
今期スタートした「MHSSF」業態は、 
9月末現在では17店舗を展開しております。

マックハウス 
スーパーストア 
フューチャー

（MHSSF）

Topics

トピックス
販売促進

今年で7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。

ナショナルブランド強化型の 
品揃えフルラインショップです。
9月に「MHSS」業態として4店舗目となる 

「MHSSイオンスタイル笹丘店」を 
福岡県にオープンしました。

リベット・タックボタン
ブランドロゴを刻印した、ア
ンティーク調でヴィンテージ
感のあるオリジナルボタン・
リベットを使用。

ジーンズアドバイザー
販売コンテスト

ベストパフォーマンスジーンズ
「NAVY JEANS」遂に登場!マックハウス 

スーパーストア
（MHSS）

※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588
名が取得しております。（8月末現在）

店舗紹介 商品紹介



会社概要／配当の状況 地区別店舗分布

配当の状況
第25期（平成27年2月期）第26期（平成28年2月期）第27期（平成29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
常務取締役 杉　浦　功四郎 取締役 山　田　敏　章
取締役 北　原　久　巳 常勤監査役 田　村　　　守
取締役 風　見　好　男 監査役 三　浦　新　一
取締役相談役 舟　橋　政　男 監査役 内　田　善　昭
＊取締役のうち、石塚 愛、山田 敏章は、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、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28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 316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28年8月31日現在） ■ 北海道地区

28店舗

■ 中部地区

68店舗

■ 四国地区

17店舗

■ 近畿地区

67店舗

■ 関東地区

107店舗

■ 東北地区

53店舗■ 九州地区

71店舗

■ 中国地区

37店舗

平成28年8月31日現在

全448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28年8月31日

前期末
平成28年2月29日

資産の部 流動資産 17,216 18,884
固定資産 6,666 6,705

有形固定資産 1,643 1,557
無形固定資産 187 201
投資その他の資産 4,835 4,946

資産合計 23,883 25,590
負債の部 流動負債 7,148 8,387

固定負債 2,365 2,371
負債合計 9,513 10,759

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 7,600 8,053
自己株式 △153 △153

株主資本合計 14,364 14,817
新株予約権 33 25
純資産合計 14,369 14,830

負債・純資産合計 23,883 25,590
（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28年 3月 1日
至 平成28年 8月 31日

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

売上高 16,669 17,275
売上原価 8,847 9,132
売上総利益 7,821 8,142
販売費及び一般管理費 7,848 7,845
営業利益又は営業損失（△） △26 297
営業外収益 184 208
営業外費用 137 145
経常利益 20 359
特別損失 126 84
税引前四半期純利益又は
税引前四半期純損失（△） △105 275

法人税、住民税及び事業税 87 87
法人税等還付税額 △△80 ─
法人税等調整額 32 121
四半期純利益又は
四半期純損失（△） △△145 65

（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）


