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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28期第2四半期累計期間（平成29年3月
から平成29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「お客様の暮らしに役立つお店」を基本的な考え方とし、「接客
文化の浸透による営業力の強化」、「新規顧客の継続的増加」、「暮らし
に必要な実需商品の拡大」、「調達改革による低価格・高粗利の実現」、
「独自デザイン及びコンテンツの追求」、「店舗の大型化による1店当
たり売上の増加」を行動指針に掲げて、ジーンズカジュアルショップから
ジーンズを中心としたファミリーカジュアルショップへの脱皮に取り組ん
でおります。その具現策のひとつである新業態開発におきましては、新業

中間期業績ハイライト

売上高
前年実施のサプライズ企画の反動により客数減。既存店売
上高前年同期比は5.7%減。中間期末店舗数は前年同期比
で27店舗減。全社売上高前年同期比は9.0%減となり減収。

 15,163百万円

株主の皆様へ

代表取締役社長
白 土  孝

経常利益
販管費は前年同期ほぼ横ばい。売上総利益が改善し増益。

 48百万円

売上総利益
調達改革により売上総利益率が前年同期比で5.2ポイント
増となり大幅に改善し増益。

 7,903百万円

中間純利益
前年同期は中間純損失145百万円。

 △103百万円

態である「マックハウス スーパーストア」及び「マックハウス スーパース
トアフューチャー」が9月末現在で合わせて42店舗となりました。小型の
既存店舗が苦戦をするなか、これら2業態は大きく業績を伸ばし全社の業
績を牽引しております。しかしながら、老朽化の進む小型店舗は数多く存
在しているのが現状です。当社は更なる成長エンジンとして、これら2業
態の大型店舗出店をショッピングセンター中心に加速させるとともに進化
を図ってまいります。また、商品面におきましては、独自のクリエイティブ
による他社との差別化を強力に進めてまいります。既存プライベートブラ
ンドである「NAVY」、「Nyans World」、「ZooMac」などは多くのお
客様に支持され販売点数を伸ばしております。下半期におきましても新
たなロゴブランド及びキャラクターを投入してまいります。
　当社は引き続き「お客様の暮らしに役立つお店」を目指して不断の努
力を重ねてまいります。
　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。
　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。 H25.8 H26.8 H27.8 H28.8
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レディース及びキッズの低価
格化を進めております。また、
レディースのトレンドクイック
対応を図るとともに親子で
コーディネートを楽しむ「親子
リンクコーデ」をご提案して
おります。

ライセンスによる商品作りか
らマックハウス独自のブラン
ドやキャラクターで他社との
差別化を図ります。新たなロ
ゴブランドやキャラクターを
計画しておりますのでご期待
ください。

レディース及びキッズの強化独自クリエイティブ

モバイル会員様256万人突破〈8月末現在〉

おトクな限定クーポンや商品情報を配信！
登録方法はとっても簡単！

https://mac-house.jp/

モバイル会員募集中!

メルマガの
イメージ

販売促進

今年で8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

※ 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560名が取得しております。（8月末現在）

Topics

トピックス

マックハウス
スーパーストア

進化する新業態

マックハウス
スーパーストアフューチャー

新業態である「マックハウス スーパーストア」及び「マックハウス スー
パーストアフューチャー」は進化し続けます。メンズ、レディース、キッ
ズのカジュアルウェア、トレンドファッションに加え、暮らしに必要なイン
ナーレッグウェアやホームウェア、雑貨など幅広い品揃えで多くのお客
様をお迎えします。10月にオープンした「マックハウス スーパーストア 
イオン名古屋東店」、「マックハウス スーパーストアフューチャー イトー
ヨーカドー明石店」を皮切りにミニプライスコーナーを新設しました。

290円、390円、490円を中 心とし
たお手頃価格のアクセサリー、バッグ、
シューズ、生活雑貨などのアイテムを
展開します。

ミニプライスコーナーとは



会社概要／配当の状況 地区別店舗分布

配当の状況
第26期（平成28年2月期）第27期（平成29年2月期）第28期（平成30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 有　賀　　　憲 監査役 内　田　善　昭
取締役相談役 舟　橋　政　男 監査役 小　林　　　茂
＊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、小林 茂は、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29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 321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29年8月31日現在） ■ 北海道地区

29店舗

■ 中部地区

65店舗

■ 四国地区

16店舗

■ 近畿地区

63店舗

■ 関東地区

94店舗

■ 東北地区

49店舗■ 九州地区

69店舗

■ 中国地区

36店舗

平成29年8月31日現在

全421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29年8月31日

前期末
平成29年2月28日

資産の部 流動資産 14,691 17,138
固定資産 6,900 6,628

有形固定資産 2,209 1,800
無形固定資産 183 193
投資その他の資産 4,508 4,634

資産合計 21,592 23,767
負債の部 流動負債 4,933 6,978

固定負債 2,693 2,397
負債合計 7,626 9,375

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 7,162 7,573
自己株式 △153 △153

株主資本合計 13,926 14,337
新株予約権 43 33
純資産合計 13,965 14,391

負債・純資産合計 21,592 23,767
（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29年 3月 1日
至 平成29年 8月 31日

前第2四半期（累計）
自 平成28年 3月 1日
至 平成28年 8月 31日

売上高 15,163 16,669
売上原価 7,260 8,847
売上総利益 7,903 7,821
販売費及び一般管理費 7,888 7,848
営業利益又は営業損失（△） 15 △26
営業外収益 183 184
営業外費用 149 137
経常利益 48 20
特別利益 3 –
特別損失 63 126
税引前四半期純損失（△） △11 △105
法人税、住民税及び事業税 85 87
法人税等還付税額 – △80
法人税等調整額 6 32
四半期純損失（△） △103 △145

（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
https://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 三菱UFJ信託銀行株式会社

同事務取扱場所 東京都府中市日鋼町1-1
三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部

（ 同 送 付 先 ） 〒137-8081
新東京郵便局私書箱第29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 https://www.mac-house.co.jp

https://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）


