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（百万円未満切捨て） 
１．平成21年２月期第３四半期の業績（平成20年３月１日～平成20年11月30日） 
(1) 経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 
四半期（当期）

純利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年２月期第３四半期 42,034 0.3 1,702 △4.0 1,836 △3.0 742 △4.0
20年２月期第３四半期 41,918 1.2 1,772 △36.8 1,892 △34.9 773 △37.7

20年２月期 57,380 － 2,831 － 3,006 － 1,339 －
 

 
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 

 円 銭 円 銭

21年２月期第３四半期 47 63 －
20年２月期第３四半期 49 60 －

20年２月期 85 88 －
 
(2) 財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産
 百万円 百万円 ％ 円 銭

21年２月期第３四半期 38,222 18,328 48.0 1,175 29
20年２月期第３四半期 36,193 17,644 48.7 1,131 37

20年２月期 35,927 18,209 50.7 1,167 65
 
(3) キャッシュ・フローの状況 

 
営 業 活 動 に よ る
キャッシュ・フロー

投 資 活 動 に よ る
キャッシュ・フロー

財 務 活 動 に よ る 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物
期 末 残 高

 百万円 百万円 百万円 百万円

21年２月期第３四半期 △1,989 △215 △646 9,661
20年２月期第３四半期 △2,613 △595 △1,024 8,717

20年２月期 1,261 △633 △1,067 12,512

 

２．配当の状況
 １株当たり配当金 

（基準日） 第３四半期末 
 
20年２月期第３四半期 
21年２月期第３四半期 

円
－ 
－ 

銭

－
－

 
３．平成21年２月期の業績予想（平成20年３月１日～平成21年２月28日） 【参考】 

（％表示は、対前期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり
当期純利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通     期 57,400 0.0 2,100 △25.8 2,300 △23.5 970 △27.6 62 20
 
 

－1－

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


４．その他 

  
(1) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ： 有 
(2) 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 

 
（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 
 
 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 上記の予想は、発表現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後、
様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期（平成 20 年３月１日～平成 20 年 11 月 30 日）は、ガソリン・生活必需品の相次ぐ

値上げや不要不急な物は買い控える慎重な消費行動に加え、上半期においては、ショッピングセン

ター増加に伴う競合激化、ヒット商品不在、デニム離れ傾向の継続等が影響し大変厳しい状況で推

移しました。下半期に入り、10 月は前年を上回る気温の日が多く秋物商品の動きが鈍く低調に推移

し、予断を許さぬ厳しい状況が続く中、９月及び 11 月に実施したローカルテレビＣＭを利用した創

業 20 周年記念セール企画が功を奏し客数が堅調に推移したため、９月の既存店売上高はほぼ前年並

みを確保、また、11 月の既存店売上高は本年３月以来、８ヶ月振りに前年をクリアしました。この

結果、３ヶ月間の既存店売上高前年比は当中間期までの既存店売上高前年比 92.7％から 97.0％と回

復基調を示し、当第３四半期までの既存店売上高前年比は 94.2％となりました。 

 商品動向としましては、この３ヶ月間はレディースのシャツ、キッズが好調に推移しました。 

 店舗の状況につきましては、この３ヶ月間で新規出店22店舗、退店６店舗により、当第３四半期

末店舗数は569店舗（前年同期比35店舗増加）となりました。 

 これらの結果、当第３四半期までの売上高は 42,034 百万円（前年同期比 0.3％増）となりました。

売上総利益率については、セール方法見直しによる売価変更の抑制や在庫コントロールが寄与し前

年同期比 1.1 ポイントアップの 44.9％となり、売上総利益が前年同期に比べ 551 百万円増加しまし

た。しかしながら、販売費及び一般管理費については、新規出店増加に伴い主として家賃等の賃借

料及び人件費の増加により前年同期に比べ 622 百万円増加したため、営業利益は 1,702 百万円（前

年同期比 4.0％減）、経常利益は 1,836 百万円（前年同期比 3.0％減）と僅かながら減益になりまし

た。また、中間期において減損損失 360 百万円を特別損失として計上したため、当第３四半期純利

益は 742 百万円（前年同期比 4.0％減）となりました。 
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２．財政状態に関する定性的情報 

当四半期末の総資産は前年同期末に比べ 2,028 百万円の増加となりました。 

これは主に現金及び預金が 941 百万円、たな卸資産が 1,354 百万円増加したこと等によるもの

であります。 

また、負債及び純資産の増加の主な要因は、ファクタリング債務 1,128 百万円及び繰越利益剰

余金 685 百万円等であります。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

当四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動、投資活動及び

財務活動によるキャッシュ・フローはマイナスとなり、資金は前事業年度末に比べ 2,850 百万円

減少し、9,661 百万円となりました。 

また、当四半期におけるキャッシュ・フローは次のとおりであります。 

 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動によるキャッシュ・フローは、1,989 百万円の支出となり、前年同期に比べ 624 百

万円の支出の減少となりました。 

これは主に、たな卸資産が 1,067 百万円増加した一方で、法人税等の支払額が 1,202 百万円

減少したこと等によるものであります。 

 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動によるキャッシュ・フローは、215 百万円の支出となり、前年同期に比べ 380 百万

円の使用資金の減少となりました。 

これは主に、敷金保証金等の投資による支出が 377 百万円減少したこと等によるものであり

ます。 

 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動によるキャッシュ・フローは、646 百万円の支出となり、前年同期に比べ 378 百万

円の資金支出の減少となりました。 

これは主に、長期借入金の返済による支出が 313 百万円減少したこと等によるものでありま

す。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

  平成20年10月３日に公表いたしました業績予想の修正から変更はありません。 

 

４．その他 

(1) 会計処理の方法における簡便な方法の採用 

  たな卸資産等の評価については、簡便な方法によっております。 

 

(2) 最近事業年度からの会計処理の方法の変更 

  該当事項はありません。 
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５．（要約）四半期財務諸表 

(1) （要約）四半期貸借対照表 
(単位：百万円、％） 

科 目 

前年同四半期末

平成20年２月期

第３四半期末 

当四半期末 

平成21年２月期 

第３四半期末 

増 減 
（参考）前期末 

(平成20年２月期末)

金 額 金 額 金 額 増減率 金 額 

 資産の部  

Ⅰ 流動資産  

 1. 現金及び預金 10,133 11,075 941 9.3 13,926

 2. 受取手形 0 － △0 － －

 3. 売掛金 1,405 1,915 509 36.2 470

 4. たな卸資産 11,361 12,716 1,354 11.9 8,875

 5. その他 1,320 876 △444 △33.7 830

 流動資産合計 24,221 26,583 2,361 9.8 24,102

Ⅱ 固定資産  

 1. 有形固定資産  

  (1）建物及び設備 977 982 5 0.6 917

  (2）工具器具備品 237 165 △71 △30.1 210

  (3）土地 238 238 － － 238

  (4）その他 117 101 △15 △13.4 159

 有形固定資産合計 1,570 1,489 △81 △5.2 1,525

 2. 無形固定資産 383 310 △72 △19.0 360

 3. 投資その他の資産  

  (1）敷金保証金 8,617 8,346 △270 △3.1 8,478

  (2）その他 1,464 1,551 86 5.9 1,533

  (3）貸倒引当金 △64 △58 5 － △73

 投資その他の資産合計 10,017 9,839 △178 △1.8 9,938

 固定資産合計 11,971 11,638 △332 △2.8 11,824

 資産合計 36,193 38,222 2,028 5.6 35,927
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(単位：百万円、％） 

科 目 

前年同四半期末

平成20年２月期

第３四半期末 

当四半期末 

平成21年２月期 

第３四半期末 

増 減 
（参考）前期末 

(平成20年２月期末)

金 額 金 額 金 額 増減率 金 額 

 負債の部  

Ⅰ 流動負債  

 1. 支払手形 2,447 2,567 120 4.9 3,167

 2. 買掛金 9,418 9,069 △348 △3.7 7,605

 3. ファクタリング債務 2,569 3,698 1,128 43.9 3,439

 4. 1年以内返済予定の 

長期借入金 
44 － △44 － 19

 5. 未払法人税等 15 424 409 － 150

 6. 賞与引当金 51 45 △6 △12.2 173

 7. その他 2,131 1,930 △200 △9.4 1,275

 流動負債合計 16,677 17,736 1,059 6.4 15,831

Ⅱ 固定負債  

 1. 退職給付引当金 1,159 1,270 110 9.5 1,191

 2. 役員退職慰労引当金 91 102 10 11.9 94

 3. 転貸損失引当金 154 166 12 8.1 139

 4. リース資産減損勘定 242 462 219 90.5 247

 5. その他 223 154 △68 △30.8 214

 固定負債合計 1,872 2,157 285 15.2 1,886

 負債合計 18,549 19,894 1,344 7.2 17,717

 純資産の部  

Ⅰ 株主資本  

 1. 資本金 1,617 1,617 － － 1,617

 2. 資本剰余金  

    資本準備金 5,299 5,299 － － 5,299

 資本剰余金合計 5,299 5,299 － － 5,299

 3. 利益剰余金  

  (1）利益準備金 179 179 － － 179

  (2）その他利益剰余金  

    別途積立金 5,500 5,500 － － 5,500

    固定資産圧縮積立金 29 29 △0 △1.6 29

    繰越利益剰余金 5,022 5,707 685 13.6 5,588

 利益剰余金合計 10,731 11,416 684 6.4 11,297

 4.自己株式 △4 △5 △0 － △4

 株主資本合計 17,644 18,328 684 3.9 18,209

 純資産合計 17,644 18,328 684 3.9 18,209

 負債純資産合計 36,193 38,222 2,028 5.6 35,927
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(2) （要約）四半期損益計算書 

（単位：百万円、％） 

科 目 

前年同四半期 

平成20年２月期 

第３四半期 

当四半期 

平成21年２月期 

第３四半期 

増 減 
（参考）前期 

(平成20年２月期）

金 額 金 額 金 額 増減率 金 額 

Ⅰ 売上高 41,918 42,034 116 0.3 57,380

Ⅱ 売上原価 23,578 23,143 △434 △1.8 32,474

   売上総利益 18,340 18,891 551 3.0 24,906

Ⅲ 販売費及び一般管理費 16,567 17,189 622 3.8 22,075

   営業利益 1,772 1,702 △70 △4.0 2,831

Ⅳ 営業外収益 548 423 △124 △22.8 708

Ⅴ 営業外費用 429 289 △139 △32.4 532

   経常利益 1,892 1,836 △56 △3.0 3,006

Ⅵ 特別利益 36 46 10 28.0 74

Ⅶ 特別損失 356 397 40 11.4 461

   税引前四半期(当期)純利益 1,571 1,484 △86 △5.5 2,619

   法人税、住民税及び事業税 408 888 479 117.2 1,002

   法人税等調整額 389 △145 △535 － 277

   四半期(当期)純利益 773 742 △30 △4.0 1,339
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(3) （要約）四半期株主資本等変動計算書 

前第３四半期（自 平成19年３月１日 至 平成19年11月30日） 

 

 

株主資本 

純資産

合計 資本金 

資本剰余金 利益準備金 

自己株式 
株主資本

合計 資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金 
利益剰余

金合計固定資産

圧縮積立金
別途積立金

繰越利益

剰余金

平成19年２月28日残高 

（百万円） 
1,617 5,299 179 30 5,500 4,885 10,594 △3 17,508 17,508

四半期中の変動額     

 剰余金の配当   △636 △636  △636 △636

 自己株式の取得   △1 △1 △1

 固定資産 

圧縮積立金の取崩 
  △0 0 －  － －

 四半期純利益   773 773  773 773

四半期中の変動額合計

（百万円） 
－ － － △0 － 137 136 △1 135 135

平成19年11月30日残高 

（百万円） 
1,617 5,299 179 29 5,500 5,022 10,731 △4 17,644 17,644

 

当第３四半期（自 平成20年３月１日 至 平成20年11月30日） 

 

 

株主資本 

純資産

合計 資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本

合計 資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金 
利益剰余

金合計固定資産

圧縮積立金
別途積立金

繰越利益

剰余金

平成20年２月29日残高 

（百万円） 
1,617 5,299 179 29 5,500 5,588 11,297 △4 18,209 18,209

四半期中の変動額     

 剰余金の配当   △623 △623  △623 △623

 自己株式の取得   △0 △0 △0

 固定資産 

圧縮積立金の取崩 
  △0 0 －  － －

 四半期純利益   742 742  742 742

四半期中の変動額合計

（百万円） 
－ － － △0 － 119 118 △0 118 118

平成20年11月30日残高 

（百万円） 
1,617 5,299 179 29 5,500 5,707 11,416 △5 18,328 18,328
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前事業年度（自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日） 

 

 

株主資本 

純資産

合計 資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本

合計 資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金 
利益剰余

金合計固定資産

圧縮積立金
別途積立金

繰越利益

剰余金

平成19年２月28日残高 

（百万円） 
1,617 5,299 179 30 5,500 4,885 10,594 △3 17,508 17,508

事業年度中の変動額     

 剰余金の配当   △636 △636  △636 △636

 自己株式の取得   △1 △1 △1

 固定資産 

圧縮積立金の取崩 
  △0 0 －  － －

 当期純利益   1,339 1,339  1,339 1,339

事業年度中の変動額合

計（百万円） 
－ － － △0 － 703 702 △1 700 700

平成20年２月29日残高 

（百万円） 
1,617 5,299 179 29 5,500 5,588 11,297 △4 18,209 18,209
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(4) （要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

   （単位：百万円）

 

 

前年同四半期 

平成20年２月期 

第３四半期 

当四半期 

平成21年２月期 

第３四半期 

（参考）前期 

（平成20年２月期）

区 分 金 額 金 額 金 額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

 １ 税引前四半期（当期）純利益 1,571 1,484 2,619

 ２ 減価償却費 246 245 336

 ３ 減損損失 53 360 123

 ４ たな卸資産評価方法変更に伴う差額 268 － 268

 ５ 賞与引当金の減少額 △146 △128 △24

 ６ 役員賞与引当金の減少額 △35 － △35

 ７ 退職給付引当金の増加額 48 79 80

 ８ 役員退職慰労引当金の増加額 0 8 3

 ９ 貸倒引当金の減少額 △21 △15 △12

 10 転貸損失引当金の増減額（△は減少） △65 27 △80

 11 受取利息及び受取配当金 △24 △27 △34

 12 支払利息 1 0 1

 13 支払家賃（保証金相殺） 491 368 556

 14 固定資産除却損 26 27 38

 15 固定資産売却益 △0 － △0

 16 店舗解約に伴う損失金 － 9 30

 17 売上債権の増減額（△は増加） △907 △1,444 27

 18 たな卸資産の増減額（△は増加） △2,773 △3,841 △286

 19 仕入債務の増減額（△は減少） △103 1,211 △344

 20 未払消費税等の増減額（△は減少） △170 △191 △31

 21 その他 764 458 △188

    小計 △774 △1,367 3,049

 22 利息及び配当金の受取額 10 4 8

 23 利息の支払額 △3 △0 △3

 24 法人税等の支払額 △1,845 △643 △1,792

 25 損害賠償金の受取額 － 10 －

 26 法人税等の還付金 － 6 －

    営業活動によるキャッシュ・フロー △2,613 △1,989 1,261

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

 １ 定期預金の払戻による収入 123 － 125

 ２ 有形固定資産の取得による支出 △276 △145 △389

 ３ 有形固定資産の売却による収入 9 － 9

 ４ 無形固定資産の取得による支出 △164 － △164

 ５ 敷金保証金等の投資による支出 △898 △520 △1,026

 ６ 敷金保証金等の回収による収入 611 474 812

 ７ その他 － △24 －

    投資活動によるキャッシュ・フロー △595 △215 △633
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   （単位：百万円）

 

 

前年同四半期 

平成20年２月期 

第３四半期 

当四半期 

平成21年２月期 

第３四半期 

（参考）前期 

（平成20年２月期）

区 分 金 額 金 額 金 額 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

 １ 長期借入金の返済による支出 △332 △19 △357

 ２ 割賦返済による支出 △53 △3 △71

 ３ 自己株式の取得による支出 △1 △0 △1

 ４ 配当金の支払額 △636 △623 △636

    財務活動によるキャッシュ・フロー △1,024 △646 △1,067

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △4,234 △2,850 △439

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 12,951 12,512 12,951

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高 8,717 9,661 12,512
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