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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25期上半期（平成26年3月から平成26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。
　大変残念ながら、上半期は経常赤字となりました。当社を取り巻くカジュ
アル衣料市場は、外資小売企業や国内大手小売の出店拡大により競争は
ますます激化しております。衣料品小売全般において、仕入コストの上昇や
消費者の依然として高い生活防衛意識によって、経営環境は厳しい状況で
推移しております。
　かかる状況下におきまして、当社は従来のジーンズカジュアルショップか
ら、アパレルとライフスタイル雑貨を融合したライフスタイル提案型ショッ
プへの変革に取り組んでまいりました。アパレルとライフスタイル雑貨を融
合することで、お客様に一層お買い物を楽しんで頂ける環境を提供し、ご来
店頻度及び、お買上点数の向上を図ります。当社は既存店売上の改善を当
面の重要課題と位置付け、営業改革・商品改革・販促改革による、三位一体

中間期業績ハイライト

売上高

店舗数は前年同期比で同数。既存店が2.5ポイント
減となり減収。

 17,364百万円

経常利益

売上高減少及び、売上総利益減少による影響を、
販管費のコントロールでカバーできず減益。

 △39百万円

中間純利益

経常利益減に伴い減益。

 △179百万円

株主の皆様へ

代表取締役社長
白 土  孝
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の改革に取り組んでおり、通期におきましては黒字となる見通しです。
　なお、第25期上半期の配当につきましては、1株あたり20円とさせてい
ただきました。当期の期末配当予想は20円、年間配当は40円を予定して
おります。
　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。

　商品面につきまして、ボトムスは堅調に推移しましたが、上半期において
売上構成比の高いカットソーの売れ行き不振、天候不順による販売時期の
ずれ込み、レディース商品のトレンド対応不足などにより、当上半期におけ
る売上高は、17,364百万円（前年同期比2.6％減）となりました。利益面
におきましては、消費増税後の競争激化を主因として、セール等による売
価変更が増加し、粗利益率は前年同期比で約1.1ポイント減（47.1％）、営
業損失は129百万円（前年同期は営業利益768百万円）、経常損失は39
百万円（前年同期は経常利益835百万円）、四半期純損失は179百万円
（前年同期は四半期純利益448百万円）となりました。
　出退店につきましては、SC（ショッピングセンター）を中心に23店舗を新
規出店した一方、退店25店舗により、当上半期末店舗数は480店舗とな
りました。

決算のポイント



今年で5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

（銀座）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。

平成26年3月〜8月は、売場移動を含め、23
店舗出店しました。

ジーンズアドバイザー販売コンテスト モバイル会員様100万人突破
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店員に与えられる社内資格
です。全国で663名が取得しております。（8月末現在）

店舗紹介

メールマガジンでお得な情報を
お届けします。

スマートフォンにも対応
登録無料 カンタン手続き
http://mac-house.jp/

モバイル会員
募集中!

ネイビーストア イオンタウン黒崎店
9月11日オープン
メンズ・レディース・キッズ＋雑貨取扱店舗

マックハウス フジグラン高陽店
6月21日オープン
チヨダの「シュープラザ」併設店舗

Topics

商品紹介 ●ボトムス ●機能性商品

●コラボ商品

トピックス

「ボブソン04ジーンズ」マックハウス限定モデルを独占販売 「マックハウスは〇〇〇を科学する」

Navy × マイメロ

数値・グラフによるエビデンスを表示し、お客様
に商品の持つ機能性をアピールしております。

「ネイビー」と大人気のサンリオ
キャラクター「マイメロディ」が
スペシャルコラボレーション

ストレッチ性を持
たせた3種類の
ボトムスを発売



会社概要／配当の状況 地区別店舗分布

配当の状況
第23期（2013年2月期）第24期（2014年2月期）第25期（2015年2月期）

第2四半期末 10円 20円 20円
期末 30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 鈴　木　清　彦
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
＊  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、三浦 新一、山本 潔は、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26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 ３６０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26年8月31日現在） ■ 北海道地区

31店舗

■ 中部地区

69店舗

■ 四国地区

19店舗

■ 近畿地区

69店舗

■ 関東地区

123店舗

■ 東北地区

59店舗■ 九州地区

70店舗

■ 中国地区

40店舗

2014年8月31日現在

全480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26年8月31日

前期末
平成26年2月28日

資産の部 流動資産 18,368 20,277
固定資産 7,675 7,737

有形固定資産 1,689 1,559
無形固定資産 201 195
投資その他の資産 5,783 5,983

資産合計 26,043 28,015
負債の部 流動負債 8,010 9,391

固定負債 2,525 2,642
負債合計 10,536 12,033

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 8,722 9,209
自己株式 △152 △152

株主資本合計 15,487 15,974
評価・換算差額等 1 △2
新株予約権 17 9
純資産合計 15,506 15,981

負債・純資産合計 26,043 28,015
（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26年 3月 1日
至 平成26年 8月 31日

前第2四半期（累計）
自 平成25年 3月 1日
至 平成25年 8月 31日

売上高 17,364 17,821
売上原価 9,190 9,237
売上総利益 8,173 8,584
販売費及び一般管理費 8,303 7,815
営業利益又は営業損失（△） △129 768
営業外収益 244 249
営業外費用 154 182
経常利益又は経常損失（△） △39 835
特別利益 11 7
特別損失 87 21
税引前四半期純利益又は
税引前四半期純損失（△） △115 821

法人税、住民税及び事業税 86 210
法人税等調整額 △22 162
四半期純利益又は
四半期純損失（△） △179 448

（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）




