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１．損益計算書の要旨
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• 売上高は計画比97.6％、747百万円の計画未達。
• 売上総利益率は51.7％、前期を３ｐｔ上回るものの計画に対しては0.4ｐｔの未達となり、

売上総利益高は計画比97％、492百万円の計画未達。
• 販管費は計画比99.4％と、ほぼ計画値となり、営業利益、経常利益、当期純利益は

計画に対して約４億円の未達となる。

単位：百万円、％

実績 売上比 計画 売上比 計画比 計画差異 前期 売上比 前期比

売 上 高 30,852 100.0% 31,600 100.0% 97.6% ▲747 33,727 100.0% 91.5%

売 上 総 利 益 15,965 51.7% 16,458 52.1% 97.0% ▲492 16,423 48.7% 97.2%

販 管 費 15,749 51.0% 15,838 50.1% 99.4% ▲88 15,807 46.9% 99.6%

営 業 利 益 216 0.7% 620 2.0% 34.9% ▲403 616 1.8% 35.1%

経 常 利 益 264 0.9% 660 2.1% 40.0% ▲396 681 2.0% 38.7%

当 期 純 利 益 ▲224 - 150 0.5% - ▲374 133 0.4% -

※　計画比は2017年10月10日にリリースした業績予想数値との対比。


PL

																										単位：百万円、％		単位：百万円、％

						上半期 カミハンキ		売上比		実績 ジッセキ		売上比		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ		計画比 ケイカク		計画差異 ケイカク サイ		前期 ゼンキ		売上比 ウリアゲ		前期比 ゼンキ ヒ		前期差異 ゼンキ サイ

				売 上 高		15,163		100.0%		30,852		100.0%		31,600		100.0%		97.6%		▲747		33,727		100.0%		91.5%		▲2,875

				売上総利益		7,903		52.1%		15,965		51.7%		16,458		52.1%		97.0%		▲492		16,423		48.7%		97.2%		▲458

				販 管 費		7,888		52.0%		15,749		51.0%		15,838		50.1%		99.4%		▲88		15,807		46.9%		99.6%		▲58

				営業利益		15		0.1%		216		0.7%		620		2.0%		34.9%		▲403		616		1.8%		35.1%		▲399

				経常利益		48		236.7%		264		0.9%		660		2.1%		40.0%		▲396		681		2.0%		38.7%		▲417

				当期純利益 トウキ		▲103		-		▲224		-		150		0.5%		-		▲374		133		0.4%		-		▲357

										※　計画比は2017年10月10日にリリースした業績予想数値との対比。 ケイカク ヒ ネン ガツ ニチ ギョウセキ ヨソウ スウチ タイヒ













２．売上高の計画未達要因
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 客数が3.2ｐｔ減少。上半期は前期のサプライズ企画の反動による客数が6pt減少し
たが、下半期は、ほぼ前期並みまで回復。

 市場全体で衣料品の低価格化が更に進行し、競争上、商品単価を下げた事により
客単価が低下。

 ＮＢジーンズの需要低下。（売上前年比▲11％）全体の売上高、客単価に影響大。
 新しい大型売場のＳＳ、ＳＳＦ業態は順調だが、老朽化している小型のＭＨ業態

が苦戦。

既存店前年比 売上高 客数 客単価

上半期 94.3% 94.0% 100.3%

下半期 95.3% 99.8% 95.4%

通期 94.8% 96.8% 97.9%

業態別前年比 売上高 客数 客単価

ＭＨ 91.1% 93.0% 98.0%

ＭＨＳＳ/MHSSF 115.7% 117.6% 98.4%

既存店の売上不振

下半期既存店売上計画 100.0％
→ 実績 95.3％ ▲4.7ｐｔ

通期既存店売上計画 97.2％
→ 実績 94.8％ ▲2.4ｐｔ


Sheet1



		既存店前年比 キゾン テン ゼンネン ヒ		売上高 タカ		客数		客単価 キャク タンカ

		上半期 カミ ハンキ		94.3%		94.0%		100.3%

		下半期 シモ ハンキ		95.3%		99.8%		95.4%

		通期 ツウキ		94.8%		96.8%		97.9%



		業態別前年比 ギョウタイ ベツ ゼンネン ヒ		売上高 タカ		客数		客単価 キャク タンカ

		ＭＨ		91.1%		93.0%		98.0%

		ＭＨＳＳ/MHSSF		115.7%		117.6%		98.4%

		ＭＨＳＳＦ		113.3%		116.4%		97.4%







３．売上総利益率
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2018年２月期
実績

計画 計画比増減 前期 前期比増減

通期 51.7% 52.1% △0.4ｐt 48.7% ＋3.0ｐt

※ 計画は2017年10月10日にリリースした業績予想

● 商品の調達改革により、低価格化対応と値入率の改善

商品仕入単価　前年比 17.2ｐｔ減

値入率　前年比 2.4ｐｔ増

生産地は中国の構成比が高いが、更なる仕入価格の低下と品質

向上を求め、バングラデシュなどアジア諸国へのシフトが進む。

● ＰＢ売上比率の増加

ＰＢ比率　前年比 2.6ｐｔ増


粗利



						2018年２月期
実績 ネン ガツキ ジッセキ		計画 ケイカク		計画比増減 ケイカク ヒ ゾウゲン		前期 ゼンキ		前期比増減 ゼンキ ヒ ゾウゲン

				上期 カミキ		52.1%		52.1%		＋0.0ｐt		46.9%		＋5.2ｐt

				下期 シモキ		51.2%		52.0%		△0.8ｐt		50.4%		＋0.8ｐt

				通期 ツウキ		51.7%		52.1%		△0.4ｐt		48.7%		＋3.0ｐt

				※		計画は2017年10月10日にリリースした業績予想 ケイカク ネン ガツ ニチ ギョウセキ ヨソウ

				●		商品の調達改革により、低価格化対応と値入率の改善 ショウヒン チョウタツ カイカク テイカカクカ タイオウ ネイレ リツ カイゼン

						商品仕入単価　前年比 ショウヒン シイレ タンカ						17.2ｐｔ減 ゲン

						値入率　前年比 ネイレ リツ						2.4ｐｔ増 ゾウ

						生産地は中国の構成比が高いが、更なる仕入価格の低下と品質 セイサンチ チュウゴク コウセイ ヒ タカ サラ シイ カカク テイカ ヒンシツ

						向上を求め、バングラデシュなどアジア諸国へのシフトが進む。 モト ショコク スス

				●		ＰＢ売上比率の増加 ウリアゲ ヒリツ ゾウカ

						ＰＢ比率　前年比 ヒリツ						2.6ｐｔ増 ゾウ











４．主要経費の状況
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単位 ： 百万円

2018年２月期 計画比 前期比

広 告 宣 伝 費 1,737 94.7% 92.9%

人 件 費 5,376 100.0% 99.9%

水 道 光 熱 費 812 104.8% 100.2%

営 業 地 代 家 賃 3,934 100.7% 96.0%

そ の 他 3,888 98.6% 106.7%

販 管 費 計 15,749 99.4% 99.6%
※　 計画は2017年10月10日にリリースした業績予想

販管費合計では、計画比99.4％とコントロールできている。

●  広告宣伝費は、下半期計画に対して１割削減し、通期で5.3ｐｔの減少。

　　店内販促ツールの作成方法の見直し、折込チラシ等、媒体関連を店舗別効果測定

　　により見直しをかける。

●  水道光熱費は計画比4.8ｐｔの増加

　　店舗数は減少（期末店舗433店→410店舗　△5.3ｐｔ）しているが、大型店舗の出店

　　により、売場面積が期末対比で4.2ｐｔ増加。


PL

														単位 ： 百万円 タンイ ヒャクマンエン

						2018年２月期 ネン ガツキ		計画 ケイカク		計画比 ケイカク ヒ		前期 ゼンキ		前期比 ゼンキ ヒ

				広告宣伝費 コウコク センデンヒ		1,737				94.7%				92.9%

				人件費 ジンケンヒ		5,376				100.0%				99.9%

				水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		812				104.8%				100.2%

				営業地代家賃 エイギョウ チダイ ヤチン		3,934				100.7%				96.0%

				その他 ホカ		3,888				98.6%				106.7%

				販管費計 ハン カン ヒケイ		15,749				99.4%				99.6%

				※　		計画は2017年10月10日にリリースした業績予想 ケイカク ネン ガツ ニチ ギョウセキ ヨソウ

				販管費合計では、計画比99.4％とコントロールできている。 ハン カン ヒ ゴウケイ ケイカクヒ

				●  広告宣伝費は、下半期計画に対して１割削減し、通期で5.3ｐｔの減少。 コウコク センデンヒ シモ ハンキ ケイカク タイ ワリ ケズ ゲン ツウキ ゲンショウ

				　　店内販促ツールの作成方法の見直し、折込チラシ等、媒体関連を店舗別効果測定 テンナイ ハンソク サクセイ ホウホウ ミナオ オリコミ ナド バイタイ カンレン テンポ ベツ コウカ ソクテイ

				　　により見直しをかける。 ミナオ

				●  水道光熱費は計画比4.8ｐｔの増加 スイドウ コウネツヒ ケイカクヒ ゾウカ

				　　店舗数は減少（期末店舗433店→410店舗　△5.3ｐｔ）しているが、大型店舗の出店 テンポ スウ ゲンショウ キマツ テンポ テン テンポ オオガタ テンポ シュツ テン

				　　により、売場面積が期末対比で4.2ｐｔ増加。 ウリバ メンセキ キマツ タイヒ ゾウカ

				　　 









５．貸借対照表の要旨
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単位：百万円

2018年２月期 2017年２月期 増減

資産合計 22,291 23,767 ▲1,476
流動資産 15,564 17,138 ▲1,574
固定資産 6,727 6,628 +99

負債合計 8,754 9,375 ▲621
流動負債 6,027 6,978 ▲951
固定負債 2,727 2,397 +330

株主資本 13,499 14,337 ▲838
自己資本比率 (%) 60.5 60.4 0.1
＜主な変動項目＞

流動資産：　15.7億円減少  商品13.8億円減少

流動負債：　9.5億円減少  支払い債務が9.3億円減少

株主資本：　8.4億円減少  配当6億円、当期損失2億円


Sheet1

										単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン

						2018年２月期 ネン ガツキ		2017年２月期 ネン ガツキ		増減 ゾウゲン

				資産合計		22,291		23,767		▲1,476

				流動資産		15,564		17,138		▲1,574

				固定資産		6,727		6,628		+99

				負債合計		8,754		9,375		▲621

				流動負債		6,027		6,978		▲951

				固定負債		2,727		2,397		+330

				株主資本 カブヌシ		13,499		14,337		▲838

				自己資本比率 (%)		60.5		60.4		0.1

				＜主な変動項目＞ オモ ヘンドウ コウモク

				流動資産：　15.7億円減少  商品13.8億円減少 リュウドウ オクエン ゲンショウ ショウヒン オクエン ゲン ショウ

				流動負債：　9.5億円減少  支払い債務が9.3億円減少 リュウドウ ショウ シハラ サイム オクエン ゲン ショウ

				株主資本：　8.4億円減少  配当6億円、当期損失2億円 カブヌシ シホン ショウ ハイトウ オクエン トウキ ソンシツ オク エン







６．ｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰの要旨
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営業ｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ

税引前当期純利益 1億円、減価償却費 4億円、たな卸資産の減少 14億円がプラス

になり、仕入債務が 11億円のマイナス。

投資ｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ

店舗出店による有形固定資産の取得 5億円、敷金及び保証金の差入により 2億円

の支出、店舗退店による敷金及び保証金の回収により 4億円の収入

財務ｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ

配当金の支払 6億円

現金及び現金同等物の期末残高 54.5億円　　2.7億円の減少

単位：百万円

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
の期末残高

2018年２月期 799 △383 △688 5,457

2017年２月期 31 542 △631 5,729


CF

		営業ｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ エイギョウ

		税引前当期純利益 1億円、減価償却費 4億円、たな卸資産の減少 14億円がプラス ゼイビキ マエ トウキ ジュンリエキ オク エン ゲンカ ショウキャク ヒ オロシ シサン ゲンショウ オク エン

		になり、仕入債務が 11億円のマイナス。 オク

		投資ｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ トウシ

		店舗出店による有形固定資産の取得 5億円、敷金及び保証金の差入により 2億円 テンポ シュツ テン ユウケイ コテイ シサン シュトク オク エン シキキン オヨ ホショウキン サシイレ オク エン

		の支出、店舗退店による敷金及び保証金の回収により 4億円の収入 テンポ タイ テン シキキン オヨ ホショウキン カイシュウ オクエン シュウニュウ

		財務ｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ ザイム

		配当金の支払 6億円 ハイトウキン シハラ オク エン

		現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ				54.5億円　　2.7億円の減少

										単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン

				営業活動による
ｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ エイギョウ カツドウ		投資活動による
ｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ トウシ カツドウ		財務活動による
ｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ ザイム カツドウ		現金及び現金同等物
の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ

		2018年２月期 ネン ガツキ		799		△383		△688		5,457

		2017年２月期 ネン ガツキ		31		542		△631		5,729







７．出退店数及び設備投資
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2018年２月期
実績

計画 計画比増減 前期 前期比増減

出店数 13 5 ＋8 5 ＋8

移転店舗数 12 20 △8 11 ＋1

退店数 36 35 ＋1 24 ＋12

期末店舗数 410 403 ＋7 433 △23

改装店舗数 33 24 ＋9 34 △1

単位：百万円

2018年２月期
(ﾘｰｽ込)実績

計画 計画比増減

設備投資 1,170 1,085 ＋85

（出店） 443 164 ＋279

（移転） 560 826 △266

（改装） 166 95 ＋71

※ 設備投資は店舗設備のみで、システム投資を除く


投資 (2)



						2018年２月期
実績 ネン ガツキ ジッセキ		計画 ケイカク		計画比増減 ケイカク ヒ ゾウゲン		前期 ゼンキ		前期比増減 ゼンキ ヒ ゾウゲン

				出店数 シュツ テン スウ		13		5		＋8		5		＋8

				移転店舗数 イテン テンポスウ		12		20		△8		11		＋1

				退店数 タイ テン スウ		36		35		＋1		24		＋12

				期末店舗数 キマツ テンポスウ		410		403		＋7		433		△23

				改装店舗数 カイソウ テンポスウ		33		24		＋9		34		△1

										単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン

						2018年２月期
(ﾘｰｽ込)実績 ネン ガツキ コ ジッセキ		計画 ケイカク		計画比増減 ケイカク ヒ ゾウゲン

				設備投資 セツビ トウシ		1,170		1,085		＋85

				（出店） シュツ テン		443		164		＋279

				（移転） イテン		560		826		△266

				（改装） カイソウ		166		95		＋71

				※		設備投資は店舗設備のみで、システム投資を除く セツビ トウシ テンポ セツビ トウシ ノゾ















投資



						2018年２月期
実績 ネン ガツキ ジッセキ		計画 ケイカク		計画比増減 ケイカク ヒ ゾウゲン		前期 ゼンキ		前期比増減 ゼンキ ヒ ゾウゲン

				出店数 シュツ テン スウ		13		5		＋8		5		＋8

				移転店舗数 イテン テンポスウ		12		20		△8		11		＋1

				退店数 タイ テン スウ		36		35		＋1		24		＋12

				期末店舗数 キマツ テンポスウ		410		403		＋7		433		△23

				改装店舗数 カイソウ テンポスウ		33		24		＋9		34		△1

														単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン

						2018年２月期
実績 ネン ガツキ ジッセキ		計画 ケイカク		計画比増減 ケイカク ヒ ゾウゲン		前期 ゼンキ		前期比増減 ゼンキ ヒ ゾウゲン		2018年２月期
(ﾘｰｽ込)実績 ネン ガツキ コ ジッセキ

				設備投資 セツビ トウシ		764		1,085		＋85		815		△51		1,170

				（出店） シュツ テン		263		164		＋279		120		＋143		443

				（移転） イテン		377		826		△266				＋377		560

				（改装） カイソウ		124		95		＋71		695		△571		166

				※		設備投資は店舗設備のみで、システム投資を除く セツビ トウシ テンポ セツビ トウシ ノゾ

				※		前期の改装は移転を含む ゼンキ カイソウ イテン フク















第２部

2019年２月期の戦略

代表取締役社長 白土 孝
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ＮＢジーンズの急速な凋落

12

ジーンズカジュアル各社が軒並み苦戦

当社のボトムス実績値＜既存店＞
メンズジーンズ：92.4％ レディースジーンズ：86.5％
・ ＮＢボトムス・・・

売上前年比 約89％
点数前年比 約92％

・ ＰＢボトムス
売上前年比 約104％

■ 低価格ＰＢジーンズ、レディースは非デニム系（ﾜｲﾄﾞﾊﾟﾝﾂ、
ｶﾞｳﾁｮ、ｽｶﾝﾂ等）に消費が移っている。



ＮＢジーンズが来店動機で成り立っていた老朽化した
ＦＳ店を閉鎖

ＳＣ内にファミリーカジュアル大型店舗を出店

13

第２８期

【出店形態別既存店売上前年比】

出店形態 店舗数 売上 8 5 9 0 9 5 1 0 0 %

ＦＳ 141 89.7%

ＮＳＣ 101 92.9%

ＳＣ 155 100.3%

既存店合計 397 94.8%

※ 全体の３６％がＦＳ店
⇒ 一部の売上大型店を除き、満了退店を進める。
（店舗平均年齢：２０年・平均売場坪数：１２５坪）


出店形態

		第２８期 ダイ キ

		【出店形態別既存店売上前年比】 シュツ テン ケイタイ ベツ キゾン テン ウリアゲ ゼンネン ヒ



				出店形態 シュッテン ケイタイ		店舗数 テンポスウ		売上 ウリアゲ																		8		5																		9		0																		9		5																1		0		0		%

				ＦＳ		141		89.7%

				ＮＳＣ		101		92.9%

				ＳＣ		155		100.3%

				既存店合計 キゾン テン ゴウケイ		397		94.8%









ＳＣ出店の要請は依然として強い
新業態「ﾏｯｸﾊｳｽ ｽｰﾊﾟｰｽﾄｱ」「ﾏｯｸﾊｳｽ ｽｰﾊﾟｰｽﾄｱﾌｭｰﾁｬｰ」の開発
により、各ＧＭＳ及びＳＣ、駅ビルからファミリーカジュアル大型区画
の引き合い多数。

モール、ＧＭＳ、再生型ＳＣ案件で大箱テナント（200～500坪）不足

今期の再生型SC出店例

＜ミ・ナーラ（400坪）、コロワ甲子園（495坪）、オーミー大津テラス（520坪）＞

・ 大型区画 ＋ 低価格ファミリーカジュアル＋低価格雑貨 ＋

近未来的店舗デザイン がデベロッパーに支持されている。

14

前期の再生型SC出店例
2018年2月15日OPEN
MHSSF MEGAドンキホーテ広畑店

（267坪）



新業態の出店加速（新設/ﾘﾛｹ新店）
「ﾏｯｸﾊｳｽ ｽｰﾊﾟｰｽﾄｱ」及び「ﾏｯｸﾊｳｽ ｽｰﾊﾟｰｽﾄｱﾌｭｰﾁｬｰ」
に加え、都市圏、ＲＳＣ向けの新業態「ﾏｯｸﾊｳｽ ｱｰﾊﾞﾝｽﾄｱ」
を実験

※ 第28期既存店売上実績:94.8%（397店舗）

内訳） MHSS及びMHSSF:116%（43店舗） 他業態:91%（354店舗）

※ 出店計画 : 30店舗（上半期10、下半期20 予定）

※ 以降、毎期同水準の出店を目標。但し、慎重な物件の見極め

が必要。30店舗の出店目標に拘らずに成功確率を優先。
15



新業態「ﾏｯｸﾊｳｽ ｱｰﾊﾞﾝｽﾄｱ」とは （150～200坪）

16

４月２７日 ﾏｯｸﾊｳｽ ｱｰﾊﾞﾝｽﾄｱ ｲｵﾝﾓｰﾙ船橋店 OPEN

都市近隣型の立地を中心に、白とシルバーを貴重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。
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。



当社のビジネス戦略
・ 競合他社に負けない低価格・高粗利の実現

（PB比率：75％）

① 競争力UP
② 消費者の支持を得る

③ 売上および利益成長を図る

④ Ａｍａｚｏｎ、ほかＥＣ小売の

脅威に備える

＜低単価・高粗利の実現の手法＞

ジーンズカジュアル業界のフレームを超えて低価格／高粗利の

調達先を開拓（国内外問わず）

17

46.3% 46.1%

48.7%

51.7%
52.5%

45.0%

50.0%

55.0%

粗利益率の推移



① PBジーンズ、ボトムス各種の機能性・デザイン力の強化

18

商品戦略について



② キッズの大人ファッション化、親子リンクコーデ

19

第28期 キッズ部門販売実績
既存店売上前年比：101％
既存店構成比：12.1％（前期比0.7ｐｔ上昇）

※ 「キッズを買うならマックハウス」を目指す



③ レディースの低価格トレンドクイック対応

20
※ ティーンズ向け低価格ファッション対応



④ TARZANを軸としたアスレジャー商品拡大

21

※ 有名な「TARZAN」ブランドの独占により、人気のアスレジャー商品を拡大する。



⑤ 実需リピーターの更なる獲得

22
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インナーレッグウェア

販売点数の推移

第28期販売点数 約430万点
既存店売上前年比 110.4％

※ 顧客の店舗ロイヤリティーを高める。



⑥ 独自クリエイティブによる差別化

ライセンスによる商品作りだけでなく、自らのブランド/キャラクターで究極
の差別化を実現する。

23

キャラクターの一例 NyansWorld

ZooMAc



ｍｉｎｉＰＲＩＣＥ新カテゴリーの評価

(1) 低価格雑貨 ○

(2) コスメ、アクセサリー ○

(3) ベッドクロージング ×

（ ｸｯｼｮﾝなどのﾘﾋﾞﾝｸﾞ系は ○ ）

(4) 低価格シューズ ○

24

※ 下半期に女性向け低価格雑貨＋
低価格衣料の新業態を計画中



在庫効率の改善を更に進める

＜手法＞

① 調達原価の更なる低減

② ＮＢ取扱い量の縮減

③ 売上小規模店の商品投入を大幅に抑制

在庫実績の推移

と今期末計画

期末在庫 ７２億円を計画（約20％削減）

→ 在庫回転率アップ → 鮮度アップ → 売上増 25
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期末在庫の推移


期末在庫

				第25期 ダイ キ		第26期 ダイ キ		第27期 ダイ キ		第28期 ダイ キ		第29期計画 ダイ キ ケイカク

		期末在庫の推移 キマツ ザイコ		9646		10776		10269		8948		7200





期末在庫の推移	第25期	第26期	第27期	第28期	第29期計画	9646	10776	10269	8948	7200	









既存店売上増に向けた基本戦略

客単価UP

＜１＞ 一品単価UP

① 売価変更コントロール ＋ 客単価予実管理

② 付加価値商品を上位２００店舗に投入

・デビルキャッツ＜ｽﾄｰﾘｰ性PB＞

・ターザンカジュアル＜ｱｽﾚｼﾞｬｰ＞

・NBボトムス新ブランド＜秋ﾛｰﾝﾁ＞

＜２＞ パック率UP

① まとめ割/ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ割＜Super Kids Party等＞の多用

② コーデ企画＜ﾄｰﾀﾙｺｰﾃﾞ/親子ﾘﾝｸ＞及び店頭コーデ提案の強化

26



営業販促施策

• モバイル会員獲得による集客の最大化

• ＳＮＳ（特にインスタグラムを強化）

• 新聞施策（ファミリー層・シニア層の獲得）

• チラシ（商圏の広いスーパーストア/フューチャーは柔軟に拡大対応）

• 現場力重視／チームや個店の競争促進
27

モバイル会員
３００万人突破！

＜現在＞

１店舗１万人以上を目指す

メルマガのイメージ



2019年２月期業績計画

28

＜出退店計画＞
出店 ： ３０店舗 退店 ： １５店舗 期末店舗数 ： ４２５店舗

＜設備投資計画＞
１１億円

（単位：百万円、％）

上半期 前期比 下半期 前期比 通期計画 前期比

売 上 高 14,830 97.8 16,270 103.7 31,100 100.8
( 既 存 店 前 期 比 ) 98.3 97.9 98.0
売 上 総 利 益 7,864 99.5 8,463 105.4 16,327 102.5
( 売 上 総 利 益 率 ) 53.0 52.0 52.5
販 管 費 7,761 98.4 8,096 103.0 15,857 100.7
( 販 管 費 率 ) 52.3 49.8 51.0
営 業 利 益 103 685.0 367 182.5 470 217.4
( 営 業 利 益 率 ) 0.7 2.3 1.5
経 常 利 益 123 252.6 397 184.3 520 196.9
( 経 常 利 益 率 ) 0.8 2.4 1.7
当 期 純 利 益 ▲75 - 135 - 60 -


Sheet1

														（単位：百万円、％） タンイ ヒャクマンエン

				上半期 カミハンキ		前期比 ゼンキ ヒ		下半期 シモハンキ		前期比 ゼンキ ヒ		通期計画 ツウ キ		前期比 ゼンキ ヒ

		売上高 ウリアゲ ダカ		14,830		97.8		16,270		103.7		31,100		100.8						16670		17058		33727

		(既存店前期比) キゾン テン ゼンキヒ		98.3				97.9				98.0

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		7,864		99.5		8,463		105.4		16,327		102.5						7822		8624		16446

		(売上総利益率) ウリアゲ ソウ リエキ リツ		53.0				52.0				52.5

		販管費 ハン カン ヒ		7,761		98.4		8,096		103.0		15,857		100.7						7849		7959		15808

		(販管費率) ハン カン ヒ リツ		52.3				49.8				51.0

		営業利益 エイギョウ リエキ		103		685.0		367		182.5		470		217.4						-27		664		638

		(営業利益率) リツ		0.7				2.3				1.5

		経常利益 ケイジョウ リエキ		123		252.6		397		184.3		520		196.9						21		683		703

		(経常利益率) リツ		0.8				2.4				1.7

		当期純利益		▲75		-		135		-		60		-						-146		292		146





第28期着地見込

		　　第２８期決算見込　（通期）　＜公表値＞ ケッサン ミコ ツウキ コウヒョウ アタイ																												(単位：千円） タンイ センエン



		項　　目				上期　【見込】 カミ キ								下期　【見込】 シタ キ								当　期　【見込】 トウ キ

						金額		前年比		予算比		売上比 ウリアゲ		金  額		前年比		予算比		売上比 ウリアゲ		金  額		前年比		予算比		売上比		公表値		対比 タイヒ

				前期実績		16669731367						100.0		17057697406						100.0		33727428773						100.0

		売上高		今期予算		15163778045		91.0				100.0		16436221955		96.4				100.0		31600000000		93.7				100.0		31600000000

				今期実績		15163778045		91.0		100.0		100.0		15688310428		92.0		95.4		100.0		30852088473		91.5		97.6		100.0		-747911527		97.6

				前期実績		8847870566						53.1		8455770555						49.6		17303641121						51.3

		売上原価		今期予算		7260568171		82.1				47.9		7881429494		93.2				48.0		15141997665		87.5				47.9

				今期実績		7260568171		82.1		100.0		47.9		7626295942		90.2		96.8		48.6		14886864113		86.0		98.3		48.3

				前期実績		7821860801						46.9		8601926851						50.4		16423787652						48.7

		売上総利益		今期予算		7903209874		101.0				52.1		8554792461		99.5				52.0		16458002335		100.2				52.1

				今期実績		7903209874		101.0		100.0		52.1		8062014486		93.7		94.2		51.4		15965224360		97.2		97.0		51.7

				前期実績		1536782396						9.2		1506689117						8.8		3043471514						9.0

		販売費		今期予算		1404587937		91.4				9.3		1430397000		94.9				8.7		2834984937		93.1				9.0

				今期実績		1404587937		91.4		100.0		9.3		1325270994		88.0		92.7		8.4		2729858931		89.7		96.3		8.8

				前期実績		1175098447						7.0		1139403434						6.7		2314501882						6.9

		広告宣伝費等 コウコク センデン ヒ トウ		今期予算		1104940578		94.0				7.3		1130510000		99.2				6.9		2235450578		96.6				7.1

				今期実績		1104940578		94.0		100.0		7.3		1018803323		89.4		90.1		6.5		2123743901		91.8		95.0		6.9

				前期実績		293843343						1.8		296281153						1.7		590124496						1.7

		販売委託
手数料 イタク テスウ リョウ		今期予算		238067531		81.0				1.6		229887000		77.6				1.4		467954531		79.3				1.5

				今期実績		238067531		81.0		100.0		1.6		228694624		77.2		99.5		1.5		466762155		79.1		99.7		1.5

				前期実績		67840606						0.4		71004530						0.4		138845136						0.4

		ポイント
引当繰入 ヒキア クリイレ		今期予算		61579828		90.8				0.4		70000000		98.6				0.4		131579828		94.8				0.4

				今期実績		61579828		90.8		100.0		0.4		77773047		109.5		111.1		0.5		139352875		100.4		105.9		0.5

				前期実績		2723307064						16.3		2659893958						15.6		5383201022						16.0

		人件費		今期予算		2676978340		98.3				17.7		2700000000		101.5				16.4		5376978340		99.9				17.0

				今期実績		2676978340		98.3		100.0		17.7		2699171877		101.5		100.0		17.2		5376150217		99.9		100.0		17.4

				前期実績		3588442747						21.5		3792651973						22.2		7381094721						21.9

		管　理　費		今期予算		3806606263		106.1				25.1		3819432000		100.7				23.2		7626038263		103.3				24.1

				今期実績		3806606263		106.1		100.0		25.1		3836463251		101.2		100.4		24.5		7643069514		103.5		100.2		24.8

				前期実績		7848532207						47.1		7959235048						46.7		15807767257						46.9

		販管費合計		今期予算		7888172540		100.5				52.0		7949829000		99.9				48.4		15838001540		100.2				50.1

				今期実績		7888172540		100.5		100.0		52.0		7860906122		98.8		98.9		50.1		15749078662		99.6		99.4		51.0

				前期実績		-26671406								642691803						3.8		616020398						1.8

		営業利益		今期予算		15037334						0.1		604963461		94.1				3.7		620000795		100.6				2.0		620000000

				今期実績		15037334						0.1		201108364		31.3		33.2		1.3		216145698		35.1		34.9		0.7		-403854302		34.9

				前期実績		184242799						1.1		186399331						1.1		370642131						1.1

		営業外収益		今期予算		183303544		99.5				1.2		177583000		95.3				1.1		360886544		97.4				1.1

				今期実績		183303544		99.5		100.0		1.2		193449538		103.8		108.9		1.2		376753082		101.6		104.4		1.2

				前期実績		137001181						0.8		168199086						1.0		305200269						0.9

		営業外費用		今期予算		149645632		109.2				1.0		170770000		101.5				1.0		320415632		105.0				1.0

				今期実績		149645632		109.2		100.0		1.0		179195709		106.5		104.9		1.1		328841341		107.7		102.6		1.1

				前期実績		20570212						0.1		660892048						3.9		681462261						2.0

		経常利益		今期予算		48695246		236.7				0.3		611776461		92.6				3.7		660471707		96.9				2.1		660000000

				今期実績		48695246		236.7				0.3		215362193		32.6		35.2		1.4		264057439		38.7		40.0		0.9		-395942561		40.0

				前期実績		-1516194								-1516194								-3032388

		経常利益		今期予算		331116								331116								662232										

				今期実績		331116				100.0		0.0		331116				100.0		0.0		662232				100.0		0.0				

				前期実績		0						0.0		0						0.0		0						0.0

		特別利益		今期予算		3240741						0.0		0						0.0		3240741						0.0

				今期実績		3240741				100.0		0.0		0								3240741				100.0		0.0

				前期実績		126313163						0.8		175810985						1.0		302124149						0.9

		特別損失		今期予算		63902764		50.6				0.4		82800000		47.1				0.5		146702764		48.6				0.5

				今期実績		63902764		50.6		100.0		0.4		98131927		55.8		118.5		0.6		162034691		53.6		110.5		0.5

				前期実績		-105742951								485081063						2.8		379338112						1.1

		税引前利益		今期予算		-11966777								528976461		109.0				3.2		517009684		136.3				1.6

				今期実績		-11966777								117230266		24.2		22.2		0.7		105263489		27.7				0.3

		法人税		前期実績		-80068500						-0.5		75909822						0.4		-4158678						-0.0		（税前＋減損） ゼイ マエ ゲンソン

		住民税		今期予算		0						0.0		182903632		240.9				1.1		182903632						0.6		×３１％

		及び事業税		今期実績		0								39354600		51.8		21.5		0.3		39354600				21.5		0.1

				前期実績		87000000						0.5		86376700						0.5		173376700						0.5		111,000,000

		地方税均等割 チホウゼイ キントウ ワ		今期予算		85125600		97.8				0.6		90000000		104.2				0.5		175125600		101.0				0.6		　↑ 繰延税金資産取り崩し クリノベ ゼイキン シサン ト クズ

				今期実績		85125600		97.8		100.0		0.6		85592800		99.1				0.5		170718400		98.5		97.5		0.6

		法人税等　　　　調整額 ホウジンゼイ トウ チョウセイ ガク		前期実績		32914096						0.2		43814796						0.3		76728892						0.2

				今期予算		6342597		19.3				0.0		0						0.0		6342597		8.3				0.0

				今期実績		6342597		19.3		100.0		0.0		112886884		257.6				0.7		119229481		155.4		1879.8		0.4

				前期実績		-145588547								278979745						1.6		133391198						0.4

		当期利益		今期予算		-103434974								256072829		91.8				1.6		152637855		114.4				0.5		150000000

				今期実績		-103434974								-120604018								-224038992								-374038992		



		経営企画室 シツ																				-53,320,592				43193.0
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既存店前年比 98.0% 98.0% 98.0%

設備投資（店舗） 11億円 11億円 11億円

構成比 前年比 構成比 前年比 構成比 前年比

（単位） 百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％ 百万円 ％ ％

売 上 高 31,100 100.0 100.8 32,700 100.0 105.1 34,300 100.0 104.9

（ 期 末 店 舗 数 ） 425 440 455

（ 新 店 店 舗 数 ） 30 30 30

（ 退 店 店 舗 数 ） 15 15 15

売 上 総 利 益 16,327 52.5 102.5 17,330 53.0 106.1 18,350 53.5 105.9

販 管 費 計 15,857 51.0 100.7 16,700 51.1 105.3 17,500 51.0 104.8

営 業 利 益 470 1.5 217.4 630 1.9 134.0 850 2.5 134.9

第31期(21.2)計画第29期(19.2)計画 第30期(20.2)計画


中計



										第２６期						第28期実績 ジッセキ						第29期(19.2)計画 ケイカク						第30期(20.2)計画 ケイカク						第31期(21.2)計画 ケイカク

										実績 ジッセキ

						既存店前年比 キゾン テン ゼンネン ヒ										94.8%						98.0%						98.0%						98.0%



						設備投資（店舗） セツビ トウシ テンポ										11億円 オク エン						11億円 オク エン						11億円 オク エン						11億円 オク エン



												売上比		前年比				構成比		前年比				構成比		前年比				構成比		前年比				構成比		前年比

						（単位） タンイ				百万円 ヒャク マンエン		％		％		百万円 ヒャク マンエン		％		％		百万円 ヒャク マンエン		％		％		百万円 ヒャク マンエン		％		％		百万円 ヒャク マンエン		％		％

						売上高				35971125020						30852000000		100.0		91.5		31100000000		100.0		100.8		32700000000		100.0		105.1		34300000000		100.0		104.9

						（店平均年商）				79582135						77892445.2						81637717.12						81886070.36						86104454.33

						（店平均面積） テン ヘイキン メンセキ										134						141						148						154

						（期末店舗数）				452						410						425						440						455

						（新店店舗数）				9						13						30						30						30

						（退店店舗数） タイ				37						36						15						15						15

						（SS&SSF店舗数） テンポスウ										32		7.4				52		12.9				72		17.9				92		22.8

						（ＣＳ店舗数）										74						63						50						40

						売上原価				19393665427						17281759455		51.2		89.1		16520000000		50.2		95.6		16500043178		50.0		99.9		17180547072		49.5		104.1

						売上総利益				16577459593												16327000000		52.5		102.5		17330000000		53.0		106.1		18350000000		53.5		105.9

						販管費計				15858506496												15857000000		51.0		100.7		16700000000		51.1		105.3		17500000000		51.0		104.8

						営業利益				718953097												470000000		1.5		217.4		630000000		1.9		134.0		850000000		2.5		134.9
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・ 株主優待制度変更

お買物優待券の贈呈回数を年２回に変更。
更にご優待20％割引券を贈呈。

・ 2019年２月期の配当予想
業績回復に不可欠な成長投資の必要性により、
中間配当を取りやめ、期末配当30円とする。

100株以上500株未満の株主様 1,000円

500株以上1,000株未満の株主様 3,000円

1,000株以上の株主様 5,000円

割当基準日2月末日/年１回 割当基準日8月末日及び2月末日/年２回

　　　　変更時期 ： 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。


Sheet1

		100株以上500株未満の株主様		1,000円

		500株以上1,000株未満の株主様		3,000円

		1,000株以上の株主様		5,000円



		割当基準日2月末日/年１回				割当基準日8月末日及び2月末日/年２回 ガツ マツジツ オヨ



		　　　　変更時期 ： 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。 ヘンコウ ジキ ヘイセイ ネン ガツ ニチ ゲンザイ カブヌシ メイボ キサイ カブヌシ サマ テキヨウ







image1.jpeg





＜お問合せ先＞

株式会社マックハウス

経営企画室 佐滝 実

ＴＥＬ．０３－３３１６－１９１１

ＦＡＸ．０３－３３１６－９０５８

URL http：//www.mac-house.co.jp
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＜将来予測に関するご留意事項＞

本資料には、将来の業績に関する記述が含まれております。

こうした記述は将来の業績を保証するものではなく、リスクと

不確実性を内包するものであります。将来の業績は、経営

環境の変化等に伴い、計画と異なる可能性があることに

ご留意下さい。

証券コード：7603
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