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To O
ur S

hareholders

私は、2021年５月19日付で代表取締役社長に就任しました、坂下
和志と申します。株主の皆様のご期待は、当社の成長と還元である
と認識しております。新たな経営体制をスタートさせ、持続的な企業
価値向上に努めてまいる所存です。

第31期の業績を真摯に受け止め、収益性の回復に向けて企業体質
を改善することが現下の最優先の課題と痛感しております。株主の
皆様には大変なご心配とご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び
申し上げます。

当社は、新型コロナウイルス感染症の影響により、一部店舗で臨時
休業、営業時間短縮を実施した期間がありましたが、感染症拡大防
止に努めながら、営業に励んでまいりました。
しかしながら、ゴールデンウィーク、お盆、年末年始など、例年は旅行
や帰省などで外出需要があった時期に、外出自粛を余儀なくされ、
全国的にお客様のご来店は大幅に減少しました。
一方で、テレワークなどの普及により、ホームウエアやツーマイル	
ウエアなどのイエナカ需要がありました。また、ＥＣの売上も大きく伸
長しました。お客様の消費行動は大きく変化しており、当社では
「ウィズコロナ」での新たな生活様式に対応すべく、ビジネスモデル
の構築に取り組んでおります。全社一丸となって早期黒字化に向け
邁進してまいります。

なお、配当につきましては、遺憾ではありますが、第２四半期末、期
末ともに無配とさせていただくことを公表しております。
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。

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。

また、このたびの新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方々

にお悔やみを申し上げるとともに、罹患された方々に心よりお見舞い

申し上げます。

第31期（2020年3月から2021年2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。

多 く の お 客 様 に 信 頼 さ れ 、魅 力 あ る お 店 づ く り

株主の皆様へ

代表取締役社長

坂下 和志

2021年5月

スローガン

当社では、お客様と従業員の安全を
最優先に考え、マスクの着用、飛沫
感染防止シート及び除菌剤の設置、
ソーシャルディスタンスの確保等、
感染症拡大防止に努めております。

新型コロナウイルス感染症への
当社の対応

第32期の業績予想

売上高

 213億円

営業利益

 2億円

経常利益

 2.5億円

当期純利益

 △1億円
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第31期第30期

19,717

第27期 第28期

■売上高（百万円）

第29期

25,610
28,009

33,727
30,852

決 算 の ポイント

第27期 第28期

■経常利益（百万円）　■当期純利益（百万円）

第29期

681
133 264

△224

△1,338△1,147

△2,129

△2,831

第31期第30期

△1,756
△1,100

期末店舗数は、前期比35店舗減となりました。新型コロナウイルス感染症
の影響により、外出需要等が減少し、大幅な客数減となりました。その結果、
既存店売上高前年比18.6％減、全店売上高前年比23.0％減となり減収
となりました。

売上高 	 	 19,717百万円

売上高が低水準となったことにより、売上総利益も大幅な減少となりました。
徹底した経費コントロールを図ったものの、1,100百万円の経常損失とな
りました。

経常利益 	 	△1,100百万円

収益性が悪化していると認識した店舗及び共用資産に関して減損損失と
して335百万円を計上し、1,756百万円の当期純損失となりました。

当期純利益 	 	△1,756百万円

出退店状況の推移既存店の推移
■出店数（店）　■退店数（店）　　　期末店舗数（店）

第27期 第28期

5

433

24

13

410

36 38

第29期

398
371

32

11

20

第31期第30期

10

45

33696.8

売上高（％） 客数（％） 客単価（％）

99.6

第27期

97.9
96.6

第28期

95.2 96.9

第29期

96.2 94.8 94.5

99.1

90.0

96.0

第31期第30期

109.8

74.1

81.4
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新ブランド紹介

新たな生活様式への対応

生誕から半世紀以上の歴史を持つ、
アメリカン・アウトドアブランド。
アウトドアのデザイン性と
シーズンに合わせた最適な機能を施し、
ファミリーで楽しむアウトドアではもちろん、
タウンユースにも存在感を発揮する
デザイン性も魅力です。

「自由な働き方」として、在宅勤務やテレワークが
増えている中、働く場所にとらわれない、
着心地フリーなビジネスウエアをご提案。
SOLOTEX®繊維は、らせん状の特異な
分子構造からなる、軽やかに伸び、しっかり戻る、
ソフトタッチのポリエステル。
洗濯機で丸洗いでき、乾きも時短で
イージーケアです。

100％ORGANIC	ＣＯＴＴＯＮマジかるMATERIAL	by	SOLOTEX®

花が咲く紙（シードペーパー®）　リラックススタイル

サステイナブルなライフスタイルが新たな価値観として
定着する中、家族全員がお家時間をリラックスして
過ごすのにぴったりなアイテムを、地球にやさしい
１００％オーガニックコットンにこだわり、販売しています。
商品をご購入いただいたお客様には、さまざまな
お花の種を環境にやさしいリサイクルペーパーに
混ぜ込んだ「シードペーパー®」の
プレゼントキャンペーンを
実施しました。
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地区別店舗分布

北海道地区

19店舗

東北地区

41店舗

関東地区

74店舗

近畿地区

57店舗

中国地区

23店舗

四国地区

12店舗

中部地区

53店舗

九州地区

57店舗

全336店舗

（2021年2月28日現在）

新規出店は10店舗、退店は45店舗となりました。	
結果、当事業年度末店舗数は336店舗となっております。

業態

第31期 新店一覧

（マックハウス	スーパー	ストア）

：10店

：8店

：1店

（マックハウス	グランドアリーナ）

：1店

（マックハウス	アーバンストア）

：6店

：10店

：1店

（マックハウス	アウトレット）

：2店

（マックハウス	スーパー	ストア	フューチャー）

：52店

：8店

：237店

2020年 3 月 20 日 イオンモール東員店
2020年 5 月 23 日 イオンモール四日市北店
2020年 6 月 17 日 イーアス沖縄豊崎店 第32期	新店		マックハウスイオンモールいわき小名浜店（福島県いわき市）		3月20日OPEN

2020年 3 月 10 日 サントムーン柿田川オアシス店
2020年 3 月 19 日 イオンモール今治新都市店
2020年 3 月 20 日 アルティモール東神楽店
2020年 3 月 20 日 竜ケ崎サプラ店
2020年 3 月 25 日 ビバモール東松山店
2020年 5 月 29 日 イオン湯川店
2020年 11 月 18 日 イオンタウンふじみ野店

（マックハウス）
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Financial S
tatem

ents

貸借対照表（要旨） （単位：百万円）

科目 当期
2021年2月28日

前期
2020年2月29日

資産の部
流動資産 9,629 11,662

固定資産	 	 3,854 4,465

有形固定資産 1,046 1,260

無形固定資産 113 106

投資その他の資産 2,694 3,099

資産合計 13,484 16,128

負債の部
流動負債 4,583 5,196

固定負債 2,672 2,792

負債合計 7,255 7,989

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 △602 1,307

自己株式 △113 △113

株主資本合計 6,201 8,111

新株予約権 26 26

純資産合計 6,228 8,138

負債・純資産合計 13,484 16,128

（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。

財務諸表

資産の部

流動資産は、主に現金及び預金が1,121百万円減少、商品が
881百万円減少したことにより、2,033百万円減少しました。
固定資産は、主に敷金及び保証金が362百万円減少、有形固定
資産が214百万円減少したことにより、611百万円減少しました。

負債の部

流動負債は、主に買掛金が1,436百万円減少、電子記録債務が
1,025百万円増加したことにより、612百万円減少しました。
固定負債は、主に資産除去債務、リース債務が減少したことに	
より、120百万円減少しました。

純資産の部

純資産合計は、当期純損失1,756百万円を計上したこと、剰余金
の配当支払154百万円等により、1,910百万円減少しました。
総資産に占める自己資本比率は46.0％となり前期末に比べて
4.3ポイント減となりました。

14,391 13,536

第27期

60.4 60.5

■総資産（百万円）　■純資産（百万円）　　　自己資本比率（％）

第28期 第29期

23,767
22,291

54.7
50.3

8,138
10,414

16,128
18,950

第30期 第31期

46.0

6,228

13,484
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損益計算書（要旨）

キャッシュ・フロー計算書（要旨）

（単位：百万円）

（単位：百万円）

科目
当期

自	2020年	3月	 1日
至	2021年	2月	28日

前期
自	2019年	3月	 1日
至	2020年	2月	29日

売上高 19,717 25,610

売上原価 10,092 13,550

売上総利益 9,624 12,059

販売費及び一般管理費 10,752 13,417

営業損失（△） △1,127 △1,357

営業外収益 385 376

営業外費用 359 357

経常損失（△） △1,100 △1,338

特別損失 520 638

税引前当期純損失（△） △1,621 △1,976

法人税、住民税及び事業税等 134 152

当期純損失（△） △1,756 △2,129

（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。

科目
当期

自	2020年	3月	 1日
至	2021年	2月	28日

前期
自	2019年	3月	 1日
至	2020年	2月	29日

営業活動によるキャッシュ・フロー △703 374

投資活動によるキャッシュ・フロー △191 △187

財務活動によるキャッシュ・フロー △226 △228

現金及び現金同等物の増減額 △1,121 △41

現金及び現金同等物の期首残高 6,161 6,203

現金及び現金同等物の期末残高 5,039 6,161

（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。

売上総利益率

商品供給リードタイム短縮による仕入コントロール、売価変更の抑
制により、売上総利益率は前期比で1.7ポイント増となりました。

  　売上総利益率（％）

48.7

51.7

47.1

48.5

第31期第27期 第28期 第29期 第30期

48.8

販売費及び一般管理費

販売費及び一般管理費は、店舗数の減少に加え、広告宣伝費の大
幅削減、雇用を維持しながらの営業時間短縮に伴う勤務シフト調整
による人件費の削減、家主交渉による店舗賃料の減免等により、
2,665百万円減少しました。

第27期 第28期 第29期 第30期 第31期

10,752

15,807 15,749

13,417
14,811

■販売費及び一般管理費（百万円）
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株主メモ

会社概要／株式の状況

配当の状況
第30期（2020年2月期） 第31期（2021年2月期） 第32期（2022年2月期）

第2四半期末 — — 	 予想	 —

期末 10円 0円 	 予想	 0円

年間 10円 0円 	 予想	 0円

取締役社長（代表取締役） 坂　下　和　志

取締役会長 舟　橋　浩　司

取締役 風　見　好　男

取締役 山　田　敏　章

取締役 河　西　健太郎

常勤監査役 田　村　　　守

監査役 内 　田　善　昭

監査役 小　林　　　茂

＊	取締役のうち、山田	敏章、河西	健太郎は、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。

役　員 （2021年5月19日現在）

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 308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。

会社概要 （2021年2月28日現在）

〒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）

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

上場証券取引所 東京証券取引所

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

（ご注意）
1.	株券電子化に伴い、株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきま
しては、原則、口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）で承ることと
なっております。口座を開設されている証券会社等にお問合わせ下さい。株主名
簿管理人（三菱UFJ信託銀行）ではお取り扱いできませんのでご注意下さい。

2.	特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信
託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記特別口座の口座管理機関
（三菱UFJ信託銀行）にお問合わせ下さい。なお、三菱UFJ信託銀行全国各支
店にてもお取次ぎいたします。

3.	未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたし
ます。


