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To O
ur S

hareholders

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（平成29年3月から平成30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。
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株主の皆様へ

ここ数年で一層加速しているNB（ナショナルブランド）ジーンズの
凋落は、ジーンズカジュアル業界各社が営業赤字に転落するほど極
度の業績不振をもたらしています。こうしたNBジーンズの購入を来
店動機とした古い郊外のフリースタンド店舗を数多く有する当社も
例外ではなく大苦戦を強いられております。
当社は打開策として、「お客様の暮らしに役立つお店」をスローガン
に掲げ、「ジーンズカジュアルショップからファミリーカジュアル
ショップへの脱皮」を図っております。具体的には、競合に負けない
高品質・低価格のPB（プライベートブランド）ジーンズの販売拡大、
代理購買を含めて当社をご利用いただいている多くの女性のお客
様のためにレディーストレンドアイテム、低価格雑貨、キッズの大人
ファッション化アイテムなどの充実、インナーレッグウェアやホーム
ウェアなど低価格実需衣料強化などのビジネスモデルに転換中であ
ります。また、店舗業態におきましては、店舗の大型化を実現して新
業態「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」を立ち上げました。これらの新業態は2月末現在
で全国に56店舗を出店しており、多くのお客様に好評をいただいて
おります。
当社はこれらの策を講じたことにより、第28期決算において、なん
とか営業黒字を計上するに至りました。しかしながら、店舗減損損失、
法人税等調整額の負担などにより最終利益は赤字となりました。まだ

改革途上ではございますが、中期経営計画のとおり、ビジネスモデル
の転換推進により成長を追求してまいりたいと考えております。

なお、株主還元につきましては、第28期末（平成30年2月期末）配
当を1株当り20円、年間配当40円とさせていただきました。しかし
ながら、第29期（平成31年2月期）におきましては、業績回復に不
可欠な成長投資の必要性により、第2四半期末の配当を取りやめ、
期末配当を1株に付き30円とさせていただく予定です。また、株主
優待制度も見直し、第29期（平成31年2月期）におきましては、中
長期的に当社株式を保有していただいている単元株主様に報いる
ことを目的として、「株主ご優待券」の贈呈回数を年2回に拡充する
とともに、あらたに「株主ご優待20%割引券」を贈呈することにいた
しました。株主の皆様のご支援にお応えするとともに、お一人でも多
くの株主様に商品やサービスをご利用いただき、当社のファンに
なっていただきたいと考えております。

引き続き当社は、多くのお客様にご来店いただけるお店、多くのお
客様に必要とされるお店作りに努め、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御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とご支持を賜
りますようお願い申し上げます。

代表取締役社長

白 土   孝

平成30年5月

中期経営計画
売上高（百万円） 営業利益（百万円） 店舗数（店）
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第24期 第25期 第26期 第27期 第28期

■売上高（百万円）

36,749 35,952 35,971 33,727 30,852

決 算 の ポイント

第24期 第25期 第26期 第27期

■経常利益（百万円）　■当期純利益（百万円）

549

1,251

347

△123

156

834

第28期

681

133
264

△224

期末店舗数は前期比23店舗減、既存店売上高前年比5.2%減、全店売上
高前年比8.5%減となり減収となりました。

売上高 	 	30,852百万円

売上総利益率は前期比で3.1ポイント増となったものの売上総利益額で
前年比2.8%減、販売費及び一般管理費はほぼ前年並みの0.4%減とな
り減益となりました。

経常利益 	 	 264百万円

経常利益減に伴い減益となりました。

当期純利益 	 	 △224百万円

出退店状況の推移既存店の推移

43

9
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31
25

■出店数（店）　■退店数（店）　　　期末店舗数（店）

45

480
452
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5
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13

36

410

98.2

売上高（％） 客数（％） 客単価（％）

100.8

95.2
96.2

97.4
96.1

99.699.0

第24期 第25期 第26期 第27期

99.8

96.6

105.1

第28期

104.9

97.9

94.8
96.8
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Topics

保有株式数に応じた株主優待
現行（年1回贈呈） 変更後（年2回贈呈）

基準日 2月末日 2月末日 8月末日（新設）

贈呈時期 5月 5月 11月

有効期限 翌年2月末日 翌年2月末日 翌年8月末日

保有
株式数

100株
以上

1,000円分の
優待券

（1,000円分1枚）

1,000円分の
優待券

（1,000円分1枚）

20%割引券
（5枚）

1,000円分の
優待券

（1,000円分1枚）

20%割引券
（5枚）

500株
以上

3,000円分の
優待券

（1,000円分3枚）

3,000円分の
優待券

（1,000円分3枚）

3,000円分の
優待券

（1,000円分3枚）

1,000株
以上

5,000円分の
優待券

（1,000円分5枚）

5,000円分の
優待券

（1,000円分5枚）

5,000円分の
優待券

（1,000円分5枚）

トピックス

株主優待を拡充しました。

株主優待制度変更の内容（対象：平成30年８月末日以降の基準日）

▶贈呈基準 保有株式数に応じた株主優待制度の基準日に8月末日を新設し、
「株主ご優待券」の贈呈回数を年2回に変更いたします。
また、従来のご優待券に加え新たに「株主ご優待20%割引券」
5枚を一律に贈呈いたします。

▶変更の時期 平成30年8月31日現在の株主名簿に記載された株主様より適用いたします。
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商品のご紹介
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S
logans / N

ew
 categories

スローガン

2.

3.

6.

5.

1.

4.

接客文化の浸透による営業力の強化

独自のデザイン及びコンテンツの追求

調達改革による低価格・高粗利の実現

暮らしに必要な実需商品の拡大

店舗の大型化による1店当たり売上の増加

ジーンズカジュアルショップからファミリーカジュアルショップへの脱皮。

新規顧客の継続的増加

6つの
行動指針

▶

▶

▶

▶

▶

▶
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新業態

「 素 晴らし い ファッション  楽し い お 買 物 体 験 」

「マックハウス	スーパーストア」は、
洗練された近未来的店舗イメージで
展開するマックハウスの新業態です。
メンズ・レディース・キッズのカジュアル
ウェアからトレンドファッション、イン
ナーレッグウェアやホームウェアま
で、暮らしに役立つ商品を幅広く品揃
えしています。魅力的で低価格なアク
セサリー、バッグ、シューズ、生活雑貨
等を展開するミニプライスコーナーも
新たに加わり、お客様に楽しいお買物
体験をご提供します。
店舗展開立地は大都市およびその近
隣を目安とし、NB（ナショナルブラン
ド）商品もラインナップします。

マックハウス	
スーパーストア

マックハウス	
スーパーストアフューチャー

マックハウス	
アーバンストア	

（実験店）

マックハウス アーバンストア
イオンモール船橋店

2018年4月27日オープン

「マックハウス	スーパーストアフュー
チャー」は、白とシルバーメタリックを
基調としたスタイリッシュな店舗イ
メージで展開するマックハウスの新業
態です。カジュアルウェアからトレンド
ファッションに加え、インナーレッグ
ウェアやホームウェアなど、暮らしに
役立つ商品を幅広く品揃えしていま
す。魅力的で低価格なアクセサリー、
バッグ、シューズ、生活雑貨等のミニ
プライスコーナーも新たに加わり、お
客様に楽しいお買物体験をご提供し
ます。
店舗展開立地は主として地方・郊外型
で、PB（プライベートブランド）商品が
中心の業態となります。

都市近隣型の立地を中心に、白とシ
ルバーを基調とした都会的でスタイ
リッシュな店舗イメージで展開する
マックハウスの新業態です。低価格メ
ンズ・レディース・キッズ・雑貨をセレク
トしたコンパクトストア。特にレディー
ス・キッズが強化されているのが特徴
です。
売場面積は200坪以下の小型版。今
期初の実験業態です。

“Amazing Fashion, Amazing Experience”
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店舗紹介

メンズ・レディース・キッズのファストファッションからブランド	
カジュアル、インナー・レッグウェアや雑貨、ビジネスシーンでも
活躍のビジカジ・オフィカジなど、幅広い品揃えの新コンセプト・
カジュアルショップです。ファミリーでお買い物を楽しんでいただ
ける広くて明るい店内です。

ビジカジコーナー
オフィカジコーナー

レディースコーナー

メンズコーナー

インナーコーナー
ボトムズコーナー

グッズコーナー

キッズコーナー
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地区別店舗分布

北海道地区

28店舗

東北地区

49店舗

関東地区

88店舗

全410店舗
（平成30年2月28日現在）

近畿地区

65店舗
四国地区

16店舗

中国地区

33店舗

中部地区

65店舗

九州地区

66店舗

新規出店は13店舗、退店は36店舗となりました。	
結果、当事業年度末店舗数は410店舗となっております。

（マックハウス	スーパー	ストア） （マックハウス	スーパー	ストア	フューチャー） （マックハウス	アウトレット）

業態 ：301店

：46店

：14店

：3店

：10店 ：5店

：25店

：5店

：1店
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Financial S
tatem

ents

貸借対照表（要旨） （単位：百万円）

科目 当期
平成30年2月28日

前期
平成29年2月28日

資産の部

流動資産 15,564 17,138

固定資産	 	 6,727 6,628

有形固定資産 2,287 1,800

無形固定資産 181 193

投資その他の資産 4,258 4,634

資産合計 22,291 23,767

負債の部

流動負債 6,027 6,978

固定負債 2,727 2,397

負債合計 8,754 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 6,735 7,573

自己株式 △153 △153

株主資本合計 13,499 14,337

新株予約権 43 33

純資産合計 13,536 14,391

負債・純資産合計 22,291 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。

財務諸表

資産の部

流動資産は、商品が1,385百万円減少したこと等により、前期末
に比べ1,574百万円減少しました。
固定資産は、リース資産が326百万円増加した一方、敷金及び
保証金が219百万円減少し、99百万円増加しました。

負債の部

流動負債は、支払い債務が933百万円減少したこと等により、
前期末に比べ951百万円減少しました。
固定負債は、リース債務が194百万円増加したこと等により、
329百万円増加しました。

純資産の部

純資産合計は、利益剰余金より配当613百万円を支払ったこと
等により、855百万円減少しました。
総資産に占める自己資本比率は60.5%となり前期末に比べ0.1
ポイント増となりました。

14,391

第24期 第25期 第26期

60.4

■総資産（百万円）　■純資産（百万円）　　　自己資本比率（％）

57.0

第27期

55.2
57.9

28,015 27,644

15,981 15,269 14,830

25,590

第28期

23,767

60.5

13,536

22,291
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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	平成29年	3月	 1日
至	平成30年	2月	28日

前期
自	平成28年	3月	 1日
至	平成29年	2月	28日

売上高 30,852 33,727

売上原価 14,886 17,303

売上総利益 15,965 16,423

販売費及び一般管理費 15,749 15,807

営業利益 216 616

営業外収益 376 370

営業外費用 328 305

経常利益 264 681

特別損失 162 302

税引前当期純利益 105 379

法人税、住民税及び事業税等 329 245

当期純利益 △224 133

（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	平成29年	3月	 1日
至	平成30年	2月	28日

前期
自	平成28年	3月	 1日
至	平成29年	2月	28日

営業活動によるキャッシュ・フロー 799 31

投資活動によるキャッシュ・フロー △383 542

財務活動によるキャッシュ・フロー △688 △631

現金及び現金同等物の増減額 △272 △58

現金及び現金同等物の期首残高 5,729 5,787

現金及び現金同等物の期末残高 5,457 5,729

（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

商品調達改革が進んだことにより、売上総利益率は前年同期比で
3.1ポイント増となりました。

販売費及び一般管理費

  　売上総利益率（％）

46.5

第24期 第25期 第26期 第27期

46.3 46.1

第28期

48.7

51.7

■販売費及び一般管理費（百万円）

15,965

第24期 第25期 第26期 第27期

16,451
15,858

第28期

15,807 15,749
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Corporate Data / Stock Inform
ation

株主メモ

会社概要／株式の状況

配当の状況

第27期（平成29年2月期）第28期（平成30年2月期）第29期（平成31年2月期）

第2四半期末 20円 20円 	 予想	 —
期末 20円 20円 	 予想	30円
年間 40円 40円 	 予想	30円

役　員
取締役社長（代表取締役） 白　土　　　孝
常務取締役 杉　浦　功四郎
取締役 北　原　久　巳
取締役 風　見　好　男
取締役 有　賀　　　憲
取締役相談役 舟　橋　政　男
取締役 石　塚　　　愛
取締役 山　田　敏　章
常勤監査役 田　村　　　守
監査役 三　浦　新　一
監査役 内 　田　善　昭
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30年5月23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 316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30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。


