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To Our Shareholders

　株主の皆様には、平素より格別のご支援を賜り、厚く
御礼申し上げます。
　第30期第2四半期累計期間（2019年3月から
2019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、売上高、営業利益ともに期初の計画を上回ったものの赤字決算とな
りました。売上概況としましては、創業30周年企画、モバイル会員様向け特典な
どの販促施策がお客様に支持され、客数が増加しました。一方で、長梅雨による
夏物商品の販売時期のずれによる値下げ販売、滞留在庫の処分等により客単価
は低下しました。
　下半期におきましても厳しい経営環境が続くと想定しておりますが、収益性の
回復に向けて企業体質を改善することを現下の最優先の課題として取り組んで
おります。企業にとって最も必要なことは「成長」と認識しており、当社は今年で
設立から30年目を迎えましたが、この先も成長のために不断の努力を続けてま
いります。

中間期業績ハイライト

既存店売上高前年同期比は、0.4%減でした。中間期末の店舗
数は、前年同期末比32店舗減となり、全社売上高前年同期比は
2.5%減となりました。

売上高  13,364百万円

株主の皆様へ

代表取締役社長
北 原  久 巳

広告宣伝費を中心に販管費の削減を実施したものの売上総利益
の減少をカバーするには至らず減益。

経常利益  △501百万円

店舗数の減少に伴う売上高減に加え、天候不順による販売時期の
ずれに伴う値下げ販売、滞留在庫の処分等により減益。

売上総利益  6,321百万円

収益性が悪化していると認識した店舗について減損損失を計上す
るなど、特別損失を215百万円計上したため減益。

中間純利益  △792百万円

　当社は成長に向けて「多くのお客様に信頼され、魅力あるお店」づくりをス
ローガンとして、企業風土・企業文化の再構築、商品改革、店舗運営改革、店舗
開発の方向転換の4つの改革に取り組んでおり、上半期から準備を進め、下半期
からはステークホルダーの皆様に改革を実感していただけるように具現化してま
いります。
　具体的には、新規のお客様獲得を目指し、大型の5店舗に50坪前後の「アウト
ドア・アスレジャーコーナー」を新設し、更に、新たな中型店舗マーチャンダイジ
ングにチャレンジするため、厳選した品揃えと品質へのこだわりを表現した新業
態「NAVY®」を10月に立ち上げ、1号店を川崎にオープンしました。いずれも多
くのお客様に好評をいただいております。一方で、商品鮮度向上のため、「マッ
クハウス アウトレット」業態を拡大して滞留在庫の処分を進めております。

　なお、上半期配当につきましては、無配とさせていただきました。期末配当は
1株につき10円を予定しております。

　引き続き当社は、株主の皆様、従業員、お取引先様等、すべてのステークホル
ダーのご満足を追求してまいります。株主の皆様におかれましては、今後とも一
層のご理解・ご支持を賜りますよう、お願い申し上げます。
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新たなマーチャンダイジングにチャレンジ（2019年10月までに5店舗展開）

フィールドでも、タウンでも使える
トレンドのアウトドアスタイル。

スポーツテイストの快適さを日常に！ 
スポーティーで、ラフ過ぎずおしゃれ
に着こなすのが魅力です。

アウトドアコーナーを新設

アスレジャースタイルを
展開

・ イオンモール新発田店
・ ジョイフル本田千代田店
・ ミスターマックス湘南藤沢店

・ コロワ甲子園店
・ ホームズ蘇我店

Topics

トピックス
マックハウスの新業態『NAVY®』が、この秋デビュー！

進化するBASIC CLOTHING「NAVY®」。
マックハウスの商標登録ブランドである「NAVY®」は、時代ととも
に定番アイテムのディテールを変化させ、常に新しいメッセージを
発信｡
また、「NAVY®」のコーディネートの幅を広げる有名ブランドも豊
富に品揃え。NEW SHOP『NAVY®』は、オリジナリティを追求した
ジーニングカジュアルを提案します｡

10月13日に新業態「NAVY®」の1号店となる川崎DICE店をオープンしました。



会社概要／配当の状況 地区別店舗分布

配当の状況
第28期（2018年2月期） 第29期（2019年2月期） 第30期（2020年2月期）

第2四半期末 20円 − −
期末 20円 10円 予想 10円
年間 40円 10円 予想 10円

役　員
取締役社長（代表取締役） 北　原　久　巳 取締役 石　塚　　　愛
取締役 杉　浦　功四郎 取締役 山　田　敏　章
取締役 風　見　好　男 常勤監査役 田　村　　　守
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、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。

（2019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 1990年6月1日
資 本 金 1,617,850,000円
従 業 員 数 326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。

（2019年8月31日現在） ■ 北海道地区

23店舗

■ 中部地区

62店舗

■ 四国地区

12店舗

■ 近畿地区

69店舗

■ 関東地区

81店舗

■ 東北地区

41店舗■ 九州地区

65店舗

■ 中国地区

28店舗

2019年8月31日現在

全381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
2019年8月31日

前期末
2019年2月28日

資産の部 流動資産 11,883 13,672
固定資産 4,866 5,278

有形固定資産 1,476 1,624
無形固定資産 155 168
投資その他の資産 3,234 3,485

資産合計 16,749 18,950
負債の部 流動負債 4,496 5,689

固定負債 2,786 2,845
負債合計 7,282 8,535

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 2,643 3,597
自己株式 △113 △153

株主資本合計 9,447 10,361
新株予約権 19 52
純資産合計 9,466 10,414

負債・純資産合計 16,749 18,950
（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 2019年 3月 1日
至 2019年 8月 31日

前第2四半期（累計）
自 2018年 3月 1日
至 2018年 8月 31日

売上高 13,364 13,707

売上原価 7,042 6,479

売上総利益 6,321 7,228

販売費及び一般管理費 6,856 7,430

営業損失（△） △535 △202

営業外収益 184 209

営業外費用 150 151

経常損失（△） △501 △143

特別損失 215 203

税引前四半期純損失（△） △716 △347

法人税、住民税及び事業税 80 84

法人税等調整額 △3 354

四半期純損失（△） △792 △785

（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
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）


