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明日へつなぐ100年 の軌跡。
松島炭鉱の開坑から石炭とともに100年、
2013年1月25日おかげさまで創業100周年を迎えました。

100th
1913～2012

1913	 ●	長崎県松島において松島
炭鉱として創業

松島炭鉱第四坑

1935	 ●	松島での採掘を終了
	 ●	大島炭鉱の開削に着手

大島炭鉱

1952	 ●	池島炭鉱の開削に着手、
59年営業出炭開始

1962	 ●	東京証券第一部及び福岡
市場に上場

池島炭鉱

1970	 ●	大島炭鉱が閉山、1社1山体制
となる

1973	 ●	石炭生産部門を分離し、商号を
松島興産（株）に変更
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2013明日へつなぐ100年 の軌跡。

松島炭鉱の開坑から石炭とともに100年、
2013年1月25日おかげさまで創業100周年を迎えました。

1983	 ●	三井鉱山建材販売（株）を吸収合併し、商号を三井
松島産業（株）に変更

1985	 ●	池島炭鉱が年産最高の153万トンを出炭
	 ●	新社屋大手門パインビルが竣工

三井松島産業発足披露パーティー

大手門パインビル
（福岡市中央区）

1990	 ●	三井松島オーストラリア社設立		
1991	 ●	豪州リデル炭鉱JVに参入、対日

販売権及び権益取得

参入当時のリデル炭鉱

2001	 ●	池島炭鉱が閉山
2002	 ●	三井松島インターナショナル社設立
2011	 ●	資源探査会社スクエア・エクスプロレーション社へ

15%出資
2012	 ●	ニューコール社とドイルスクリーク炭鉱の権益を

10％まで段階的に取得することで合意
	 ●	インドネシアGDM炭鉱の株式30%取得
	 ●	永田エンジニアリング（株）及び（株）エムアンドエ

ムサービスを子会社化
	 ●	MMエナジー（株）を設立、太陽光発電事業に参入
2013	 ●	1月25日　創業100周年を迎える

インドネシア・GDM調印式 エムアンドエムサービスが運営する熊野倶楽部
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　当社は、探査という、より川上の初期段階から効率的・
経済的にプロジェクトを発掘・開発することを目的とし
て、豪州の探査事業会社であるスクエア・エクスプロレー
ション社へ15%出資を実施、現在豪州クイーンズランド州
において探査事業を開始しています。
　また、豪州の上場企業、ニューコール社が保有するドイ
ルスクリーク炭鉱の権益を10%まで段階的に取得するこ
とで合意しており、高品位の原料炭と一般炭を産出する
坑内掘り炭鉱を開発する計画となっています。
　一方、インドネシアでは、鉱山会社のGDM社より30%
の株式を取得いたしました。当社が有する長年の国内炭
鉱経営で培った高度な採掘技術を活かして、同国では初
めてとなる大規模な機械化採炭方式による坑内掘り炭鉱
開発に取り組んでいます。

皆様方のご支援に支えられ、創業100周年を迎えることができました。
三井松島産業は、社会から常に必要とされる会社を目指し、
次の100年も努力と進化を積み重ねてまいります。
　株主の皆様におかれましては、日頃より格別のご高配
を賜り厚く御礼申し上げます。
　三井松島産業は本年1月25日をもちまして創業100周
年を迎えました。これもひとえに株主の皆様をはじめとす
る関係者の方々のご支援の賜物と心から深く感謝申し上
げます。
　当社は1913年（大正2年）に長崎県松島において松島
炭鉱株式会社として創業いたしました。以来1世紀に亘
り、石炭を通じて日本のエネルギーの安定供給に微力を
捧げてまいりました。
　2001年には国内炭鉱の経営から撤退し、現在では、豪
州、インドネシア、カナダ等を中心とする海外にその事業
の舞台を移し、炭鉱権益の開拓に注力しております。
　また、近年では企業を取り巻く環境が大きく変化してい
ることから、石炭事業への継続的な取り組みとあわせて、
収益の安定化並びに多様化を目指して新規事業の育成
を行い、社会の要請を的確に捉えて社会から常に必要と
される企業を目指してまいります。

当社主力事業である燃料事業の更なる収益力強
化のため、新規石炭鉱山の権益確保を進めます。

　当社の次の100年に向けた成長戦略として、主力事業
である燃料事業の更なる収益力強化のため、新規石炭鉱
山の権益確保を進めています。

ごあいさつ
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ナジー（株）を設立し、福岡県福津市の社有地に『メガソー
ラーつやざき』として本年3月から2MWの発電事業を開
始しています。
　本事業への取り組みは、昨今の電力不足対策や環境負
荷低減などの社会貢献という面からも非常に意義あるも
のと考えており、将来的には当社が保有する他の遊休地
等での再生可能エネルギーによる発電事業の展開も視野
に、事業活動を進めてまいります。

　株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援
を賜りますようお願い申し上げます。

皆様から必要とされる企業を目指します。
そのために、常に新しい事業分野の開拓や創造に積極果敢に挑戦し、
社会のニーズに応えてまいります。

皆様から信頼される公明正大な企業を目指します。
そのために、財務の健全性とリスクテイクとのバランスの取れた経営を図り、
全てのステークホルダーに対して誠実に向き合います。

あらゆる環境変化に対応し、しなやかに自己変革できる企業を目指します。
そのために、会社・社員一体となってアンテナを高くし、感性や創造性を磨きます。

真面目に頑張る社員が報われる企業を目指します。
そのために、フェアな企業風土を醸成いたします。

経営ビジョン  ―  次の100年のために私たちが目指す姿

「人と社会の役に立つ」
三井松島グループは、1913年（大正2年）に

長崎県松島において炭鉱会社として産声を上げ、

これまで100年にわたり石炭事業を通じて、

日本のエネルギー供給安定化に貢献してまいりました。

これからも「人と社会の役に立つ」を経営の

基本理念として、より豊かな活気ある社会作りに向け

事業展開し、次の100年も更に成長し進化し続けます。

経営の基本理念

収益源の安定化・多様化のため、新規事業の育
成に注力します。

　中核事業である燃料事業の拡充とあわせて、社会環境
やエネルギー事業の大きな変化に備えるため、非石炭関
連の新規事業の育成にも注力し、収益の安定化・多様化
に積極的に取り組んでいます。
　その一環として昨年子会社化した（株）エムアンドエム
サービスは、日本各地で民間企業や地方自治体が所有す
る保養所、研修所、その他施設の運営受託事業を展開し
ております。同社は独自のノウハウを有しており、顧客の
高い信頼と評価を得るとともに、堅調な業績を上げていま
す。更に今後は当社の基盤である九州地区での運営受託
事業を推進し、収益安定化・多様化に貢献する事業とし
て育成していきます。
　また、メガソーラー発電事業への参入を目的に、MMエ

平成25年6月

代表取締役社長　串間 新一郎
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燃料（石炭販売）事業

当連結会計年度における世界経済は、米国においては
雇用状況の好転や株価の上昇を背景に緩やかな成長を続
けましたが、欧州域内では債務危機回避に向けた緊縮財
政の影響もありマイナス成長が継続し、中国を中心とする
新興国についても欧州債務危機の余波から成長率が伸び
悩むなど、全般的に低調なまま推移いたしました。
またわが国経済は、新政権による経済政策の期待などか
ら為替の円安基調への転換や株価の上昇など景気回復の
兆しがみられるものの、依然としてデフレ状況は継続してお
り、実体経済の復調は不透明な状況のまま推移いたしまし
た。このような経済情勢の中、当社グループにおきまして
は、燃料事業において世界の石炭需給の緩和による石炭

価格の下落および販売数量の減少により、売上高は840
億9百万円（前期比140億53百万円減収）となり、営業利
益は、上記の売上高の減少およびリデル炭鉱の操業コスト
が増加したことなどにより38億20百万円（前期比24億
70百万円減益）となりました。
また経常利益につきましては、41億8百万円（前期比24
億68百万円減益）となり、前期にありましたような投資有
価証券売却益（21億16百万円）などの多額の特別利益の
計上がなく、また特別損失に投資有価証券評価損4億23
百万円および固定資産減損損失3億44百万円など合計
12億5百万円を計上したことなどから、当期純利益は16
億99百万円（前期比31億80百万円減益）となりました。

■ 営業の概況

カナダ　ウォルバリン炭鉱

豪 州リデル炭鉱から産出された石炭をはじめ、カナダ、インドネシア、
中国などの幅広い調達ソースを確立し、多様な銘柄の海外炭を主

にわが国の鉄鋼、電力、セメントなどの多業種に亘る優良需要家へ販売
しております。
当連結会計年度における売上高は665億29百万円（前期比159億
円減収）となり、販売数量の減少に加え一部銘柄の販売手数料の減少に
より38百万円の営業損失（前期は98百万円の営業利益）となりました。
今後は、当社グループの強みである優良需要家とのネットワークを効
率的に活用した営業活動を展開し、需要家への安定供給を行うととも
に、顧客のニーズに対応するため海外炭の仕入ソースの拡大に注力いた
します。あわせてエネルギー事業全般に目を向け、石炭とバイオマスをか
らめた事業の検討など新規事業の発掘に取り組んでまいります。

事業概況
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燃料（石炭生産）事業

施設運営受託事業

㈱エムアンドエムサービスを当連結会計年度において子会社化したこ
とに伴い新たに加わった事業であり、宿泊施設の運営および民間企

業・地方自治体などが所有する保養所・研修所その他施設などの運営受
託事業を行っております。
当連結会計年度における売上高は45億62百万円となり、営業利益は、

のれん償却費1億円の計上により32百万円となりました。
今後は、当社グループの地盤である九州地区ほか日本各地での民間企

業・地方自治体などが所有する保養所・研修所その他施設を対象とした
運営受託事業の拡充を図ってまいります。また、あわせて（株）エムアンドエ
ムサービスが運営する宿泊施設のインターネット検索システム「お宿ねっ
と」を通じて、運営受託施設と利用者の拡大を進め、収益の柱とするべく育
成してまいります。

「長 年の炭鉱経営で培った鉱山採掘の技術力」「海外炭鉱への投
資活動を通じて培った企画・提案力」に燃料（石炭販売）事業部

門の「多業種に亘る優良需要家への販売力」の3つの優位性を駆使し
て、海外炭鉱への積極的な投資活動を行っており、現在の主力炭鉱は
32.5%の権益を保有する豪州リデル炭鉱であります。
当連結会計年度における売上高は石炭需給の緩和による石炭価格

の下落および販売数量の減少により、160億93百万円（前期比30億
70百万円減収）となり、営業利益は、売上高の減少に加えリデル炭鉱の
重機・選炭工場のメンテナンスの実施などにより操業コストが増加した
ことなどから42億48百万円（前期比26億32百万円減益）となりました。
今後は、新興国を中心に石炭需要の増加が見込めることから、良質

な石炭の安定供給へ向けて、引き続きリデル炭鉱の安定操業に努めて
まいります。加えて、第二・第三の海外での自社権益炭鉱の開発に向けて、当連結会計年度中に投資を決定したインドネシアの
GDM社を早期に安定収益源とすべく注力し、豪州のドイルスクリーク炭鉱の投資完遂に向けた作業を加速してまいります。

豪州　リデル炭鉱採炭風景

京都・烟河（ケブリカワ）
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建機材事業

リサイクル・合金鉄事業

不動産事業

その他（海外派遣研修事業、スーパーマーケット事業、港湾事業及び太陽光発電事業）

当 社が行っている建設用資機材の販売、（株）松島電
機製作所が行っている産業機械・電気機器の製造

に加え、新たに当連結会計年度に子会社化した石炭選別
の技術を有する永田エンジニアリング（株）で構成されて
おります。当社取扱商品の集約および人員合理化を実施
し収支改善を図ってまいりましたが、当連結会計年度にお
ける売上高は30億64百万円（前期比48百万円減収）とな
り、1億89百万円の営業損失（前期は1億23百万円の営
業損失）となりました。
今後は、当事業のおかれた激しく変化する市場の中で、

ニーズを的確に掘り起こし、中でも採算性の高い商品の
取扱いに努め、今期の黒字化を目指して取り組んでまい
ります。

池 島アーバンマイン（株）において、池島炭鉱跡地を利
用したASR（廃自動車シュレッダーダスト）再資源化

リサイクル事業ならびに合金鉄製造事業を実施してまいり
ました。しかしながら、合金鉄製造事業において、安定的な
原材料の調達ができなかったことに加えて円高の進行や
ニッケル市況価格の下落により、収支改善の見通しが立
たないことから、事業休止による人員合理化を実施いたし
ました。その結果、当連結会計年度における売上高は2億
62百万円（前期比2億88百万円減収）となり、1億87百万
円の営業損失（前期は5億94百万円の営業損失）となりま
した。
今後は、ASR再資源化リサイクル事業において収益力

の強化に注力し、早期の黒字化を目指して取り組んでまい
ります。

関 東地区に所有する賃貸マンション、九州地区に所有
する賃貸ビル、マンション、倉庫、店舗、駐車場など

の賃貸事業を行っており、当連結会計年度における売上
高は5億85百万円（前期比40百万円増収）となりました
が、15百万円の営業損失（前期は33百万円の営業利益）
となりました。
今後は、所有賃貸物件の入居率の向上およびコスト削

減を図り収益力の確保に努めてまいります。また、将来の
収益確保の観点から、現有賃貸資産の有効活用の検証を
継続的に行い、低採算物件については、サービス付高齢
者住宅への転用等を検討してまいります。

海 外派遣研修事業、スーパーマーケット事業ならびに
港湾事業を行っており、当連結会計年度に新規事業

として社有遊休地を活用した太陽光発電事業に参入いた
しました。当連結会計年度における売上高は24億39百万
円（前期比3億93百万円減収）となり、35百万円の営業損
失（前期は22百万円の営業損失）となりました。
今後は、既存事業の業績向上に引き続き努めるととも

に、新たにスタートした太陽光発電事業については、現在
稼動中の2MWのメガソーラーと、新たに建設中の第二期
2MWメガソーラーを安定稼動させることに注力するとと
もに、引き続き社有遊休地を活用した更なる再生可能エネ
ルギー事業の展開に取り組んでまいります。

事業概況
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　平成24年7月より三井松島グループに加わりました（株）エムアンド
エムサービス（施設運営受託事業）では、一般にあまり公開されていな
い公共の宿や企業の保養施設をより多くの方にご利用いただけるよう
に集約したサイト「お宿ねっと」を運営しております。
　「お宿ねっと」がご提供する宿泊施設は、ゆっくりくつろいだ旅をした
いというお客様の声を大事に、宿の雰囲気・おもてなし・料理にこだわ
り運営を行なっております。（平成25年4月末　会員数105,672名）
　今般、お宿ねっと創立7周年&会員10万人突破を記念し、『「お宿ねっ
と」2013サマーBIGキャンペーン�〜夏に旅して冬旅ゲット!〜』を実施
いたします。このキャンペーンは、平成25年7月1日～9月30日にお宿
ねっと施設にご宿泊いただいた大人の方を対象とし、抽選で総額500
万円分のプレゼントをご提供させていただきます。

◆A賞� 沖縄または北海道2泊3日ペア旅行　各10組20名様
◆B賞� お宿ねっと共通宿泊券3万円分　100名様

サマーキャンペーンのご案内施設運営受託事業

京都・烟河（ケブリカワ） 八ヶ岳	ホテル風か（フウカ）

T O P I C S

メガソーラーつやざきNo.1発電所

　平成24年6月に電力不足対策や環境負荷
低減などの社会貢献という観点から、社有遊
休地を有効活用した太陽光発電事業への参
入を決定いたしました。本事業の第一弾とし
て、福岡県福津市内に2MWの太陽光発電
所を建設し、平成25年3月から稼働を開始し
ています。また、同年秋頃には第2期工事
2MWの太陽光発電所の稼働を予定してお
り、合計で4MWの発電能力を有することと
なります。

メガソーラー
つやざきNo.1発電所が完成

太陽光発電事業

お宿ねっとホームページURL
http://www.oyadonet.com

賞品は予告なく変更になることがあります。
下記ホームページよりご確認下さい。

お 知 ら せ

トピックス・お知らせ
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157期156期155期154期

（単位：百万円）

84,009

61,01461,014

87,65887,658
98,06398,063

売上高

157期156期155期154期

（単位：百万円）

3,820
4,8034,803

3,1023,102

6,2906,290

営業利益 （単位：百万円）

157期156期155期154期

（単位：百万円）

4,108
5,2505,250

2,5532,553

6,5776,577

（単位：百万円） 経常利益

●	燃料事業において世界の石炭需給の緩和による石炭価格の下落及び販売数量の減少により、売上高は84,009百万円（前期比14.3%減）と
なりました。

●	営業利益は、売上高の減少及びリデル炭鉱の操業コストが増加したことなどにより3,820百万円と（前期比39.3%減）となりました。
●	経常利益につきましては、4,108百万円（前期比37.5%減）となりました。
●	当期純利益につきましては、投資有価証券評価損423百万円及び固定資産減損損失344百万円などの特別損失を計上したことなどから、
1,699百万円（前期比65.2%減）となりました。

●	資産につきましては、現金及び預金、受取手形並びに売掛金による流動資産の増加や（株）エムアンドエムサービス（施設運営受託事業）を連
結の範囲に含めたことによる有形固定資産の増加、のれんの計上による無形固定資産の増加などにより、当連結会計年度末の資産合計は
56,280百万円（前期比21.9%増）となりました。

●	負債につきましては、買掛金及び短期借入金の増加などによる流動負債の増加や海外連結子会社における資産除去債務等固定負債の増加
などにより当連結会計年度末の負債合計は25,151百万円（前期比30.1%増）となりました。

●	純資産につきましては、当期純利益の計上及び為替換算調整勘定の増加などによりその他の包括利益累計額が前期比3,047百万円増加し
たことにより、純資産合計は31,129百万円（前期比15.9%増）となりました。

	 これらの結果、当連結会計年度末の自己資本比率は前期比2.9%減少し、55.3%となりました。

157期156期155期154期

（単位：百万円）

56,280
48,98348,983 49,02249,022 46,17846,178

総資産

157期156期155期154期

（単位：百万円） （単位：百万円）

31,129

20,20320,203
24,25124,251

26,85326,853

純資産

157期156期155期154期

（単位：百万円） （単位：％）

55.3

41.241.2
49.549.5

58.258.2

自己資本比率

連結決算ハイライト

9

010_0803301302506.indd   9 2013/06/10   18:16:13



157期156期155期154期

（単位：百万円）

1,699

3,4633,463

4,4804,480 4,8804,880

当期純利益

157期156期155期154期

（単位：百万円）

12.26

29.9929.99 32.3132.31
35.2035.20

1株当たり当期純利益 （単位：円）

157期156期155期154期

（単位：円）
5.0

4.04.0 4.04.0 4.04.0

（単位：円） １株当たり配当金

1,747

5,8875,887

2,6802,680 2,5912,591

（単位：百万円）

157期156期155期154期

4,446

7,5367,536

△1,045△1,045

1,6741,674

5,0835,083

△2,699

1,0061,006

△2,492△2,492△1,649△1,649 △1,921

△4,768△4,768 △5,685△5,685

　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
　フリー・キャッシュ・フロー

キャッシュ・フロー

●	当社の株主様に対する利益の還元を経営上重要な施策の一つとして位置付けており、将来における安定的な企業成長と経営環境の変化に
対応するために必要な内部留保を確保しつつ、経営成績に応じた株主様への利益還元を継続的に行う基本方針としています。

	 当期の配当につきましては、普通配当4円に創業100周年の記念配当として1円を加えた年間5円とさせていただきました。

●	営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益3,078百万円に売上債権の増加718百万円、法人税等の支払額2,408百万
円などがあったものの、減価償却費の計上1,474百万円、仕入債務の増加2,174百万円などにより4,446百万円の増加となりました。

●	投資活動によるキャッシュ・フローは、当連結会計年度に連結子会社となったMMI	 Indonesia	 Investments	 PTY	 LTD.、（株）エムアンドエ
ムサービス及び永田エンジニアリング（株）の株式取得による支出2,474百万円などにより2,699百万円の減少となりました。

●	財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純額借入1,514百万円があったものの、長期借入金の返済による支出2,525百万円、社
債の償還による支出315百万円、配当金の支払い551百万円などにより1,921百万円の減少となりました。

●	上記の結果、現金及び現金同等物の期末残高は9,182百万円（前期比7.3%増）となりました。
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科　目 当連結会計年度
（平成25年3月31日現在）

前連結会計年度
（平成24年3月31日現在）

（資産の部）

流動資産 20,311 17,817

　　現金及び預金 12,212 11,387

　　受取手形及び売掛金 5,516 4,332

　　たな卸資産 1,104 763

　　その他 1,477 1,333

固定資産 35,968 28,355

　有形固定資産 27,864 24,759

　　建物及び構築物 4,197 2,325

　　機械装置及び運搬具 10,315 9,086

　　土地 13,018 13,229

　　その他 331 117

　無形固定資産 5,274 1,529

　投資その他の資産 2,830 2,066

繰延資産 0 5

　　社債発行費 0 5

資産合計 56,280 46,178

科　目 当連結会計年度
（平成25年3月31日現在）

前連結会計年度
（平成24年3月31日現在）

（負債の部）

流動負債 12,746 8,384

　買掛金 4,126 1,710

　短期借入金 4,709 3,055

　1年内償還予定の社債 125 260

　未払法人税等 675 1,616

　その他 3,110 1,741

固定負債 12,404 10,940

負債純資産合計 56,280 46,178

負債合計 25,151 19,325

（純資産の部）

株主資本 29,444 28,217

　資本金 8,571 8,571

　資本剰余金 6,219 6,219

　利益剰余金 14,657 13,430

　自己株式 △	4 △	4

その他の包括利益累計額 1,683 △�1,364

少数株主持分 0 —

純資産合計 31,129 26,853

�連結貸借対照表（要旨）� （単位：百万円）

（注）記載金額は百万円未満を切捨てて表示しています。

連結財務諸表
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科　目
当連結会計年度
（平成24年4月	 1日から）		平成25年3月31日まで

前連結会計年度
（平成23年4月	 1日から）		平成24年3月31日まで

売上高 84,009 98,063
売上原価 76,691 88,962
売上総利益 7,317 9,100
販売費及び一般管理費 3,497 2,809
営業利益 3,820 6,290
営業外収益 510 571
営業外費用 221 284
経常利益 4,108 6,577
特別利益 174 2,756
特別損失 1,205 1,775
税金等調整前当期純利益 3,078 7,559
法人税､住民税及び事業税 1,279 2,772
法人税等調整額 99 △�93
少数株主損失（△） △�0 —
当期純利益 1,699 4,880

株主資本 その他の
包括利益
累計額

少数株主
持分 純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本
合計

平成24年4月1日　残高 8,571 6,219 13,430 △�4 28,217 △�1,364 — 26,853
連結会計年度中の変動額
　剰余金の配当 △	554 △	554 △554
　当期純利益 1,699 1,699 1,699
　土地再評価差額金の取崩 82 82 △	82 —
　自己株式の取得 △	0 △	0 △	0
　株主資本以外の項目の連結会計
　年度中の変動額（純額）	 3,130 0 3,131

連結会計年度中の変動額合計 — — 1,227 △�0 1,227 3,047 0 4,276
平成25年3月31日　残高 8,571 6,219 14,657 △�4 29,444 1,683 0 31,129

科　目
当連結会計年度
（平成24年4月	 1日から）		平成25年3月31日まで

前連結会計年度
（平成23年4月	 1日から）		平成24年3月31日まで

営業活動による
キャッシュ・フロー 4,446 5,083

投資活動による
キャッシュ・フロー △�2,699 △�2,492

財務活動による
キャッシュ・フロー △�1,921 △�5,685

現金及び現金同等物に
係る換算差額 800 127

現金及び現金同等物の
増減額（△は減少） 625 △�2,967

現金及び現金同等物の
期首残高 8,557 11,524

現金及び現金同等物の
期末残高 9,182 8,557

�連結損益計算書（要旨）� （単位：百万円）

�連結株主資本等変動計算書　当連結会計年度（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）� （単位：百万円）

�連結キャッシュ・フロー計算書（要旨）�（単位：百万円）

（注）記載金額は百万円未満を切捨てて表示しています。
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●会社概要�（平成25年3月31日現在）
商 号 三井松島産業株式会社
設 立 大正2年1月25日
資 本 金 85億7,179万5,866円
従 業 員 数 693名（連結）		68名（単体）
主要な事業内容
（連結）

石炭の輸入・販売
石炭の生産
宿泊施設・保養所・研修所等の運営受託

主要な事業所 本					社：
福岡市中央区大手門一丁目1番12号
東京支社：
東京都中央区日本橋室町二丁目2番1号
室町東三井ビルディング12F

連結子会社 ●	MITSUI	MATSUSHIMA	INTERNATIONAL	PTY.LTD.
●	MITSUI	MATSUSHIMA	AUSTRALIA	PTY.LTD.
●	MMIコールテック株式会社
●	MMI	Indonesia	Investments	PTY	LTD.
●	MMI	Doyles	Creek	PTY.LTD.
●	株式会社エムアンドエムサービス
●	株式会社松島電機製作所
●	株式会社大島商事
●	松島港湾運輸株式会社
●	三井松島リソーシス株式会社
●	池島アーバンマイン株式会社
●	永田エンジニアリング株式会社
●	MMエナジー株式会社
●	合同会社津屋崎太陽光発電所No.1

●取締役・監査役および執行役員�（平成25年6月21日現在）
取 締 役

代表取締役社長 串　間　　新一郎

取 締 役 柴　崎　　則　之

取 締 役 天　野　　常　雄

取 締 役 小　栁　　慎　司

取 締 役 篠　原　　　　俊（公認会計士）
（注）取締役　篠原	俊氏は、社外取締役であります。

監 査 役

常 勤 監 査 役 髙　田　　義　雄

常 勤 監 査 役 荒　木　　隆　繁

監 　 査 　 役 野田部　　哲　也（弁護士）
（注）監査役　荒木隆繁氏、野田部哲也氏は、社外監査役であります。

執 行 役 員

社長執行役員※ 串　間　新一郎

専務執行役員※ 柴　崎　則　之 建機材事業部長、東京支社長

常務執行役員※ 天　野　常　雄 燃料・エネルギー事業部長
不動産事業部担当、海外業務部担当

常務執行役員※ 小　栁　慎　司
経営企画部担当、総務部担当
人事部担当、国内関連業務部担当
内部監査室担当

執 行 役 員 門　田　　　源 海外財務担当

執 行 役 員 萩野谷　陽　一 海外業務部長、東京管理部長

執 行 役 員 野　元　敏　博 経営企画部長、経理部担当、
情報システム部担当

（注）※は取締役

会社の概況
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●株式の状況�（平成25年3月31日現在） ●株式分布の状況�（平成25年3月31日現在）

●大株主（上位11名）�（平成25年3月31日現在）

発行可能株式総数 	 …………………… 300,000,000株
発行済株式の総数 	 …………………… 138,677,572株

株 主 数 	 …………………………… 14,273名（前期末比989名増）

株　主　名 持株数（千株） 持株比率（%）
日本証券金融株式会社 6,505 4.69
株式会社三井住友銀行 3,318 2.39
株式会社親和銀行 3,268 2.36
株式会社SBI証券 3,092 2.23
日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社（信託口） 2,900 2.09

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口） 2,536 1.83

松井証券株式会社 2,193 1.58
株式会社西日本シティ銀行 1,600 1.15
メロンバンク�エヌエー�アズ�
エージェント�フォー�イッツ�
クライアント�メロン�オムニバス�
ユーエス�ペンション

1,576 1.14

三菱UFJ信託銀行株式会社 1,500 1.08
九州電力株式会社 1,500 1.08

（注）持株比率については、自己株式（27,782株）を控除して算出しております。

所有数別
株式分布状況

所有者 株主数（名） 株式数（株） 比率（%）
■金融機関 35 33,433,504 24.11
■証券会社 59 17,821,466 12.85
■事業法人他 101 5,511,215 3.97
■外国法人等 108 15,316,812 11.05
■個人・その他 13,970 66,594,575 48.02
　合　計 14,273 138,677,572 100.00

所有株数 株主数（名） 株式数（株） 比率（%）
■100万株以上 22 42,649,561 30.75
■10万株以上 110 31,414,963 22.65
■1万株以上 1,980 38,125,360 27.50
■千株以上 10,999 26,398,321 19.04
■千株未満 1,162 89,367 0.06
　合　計 14,273 138,677,572 100.00

所有者別
株式分布状況

株式の概況
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（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せ
ください。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
んのでご注意ください。

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）にお問合せください。

	 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。

当社のホームページでは、株主・投資家の皆様にタイムリーで充
実したIR情報を発信しています。
決算情報、株主、株式情報、個人投資家の皆様に当社への理解を
深めていただく上で役立つと思われる資料等を公開しています。

http://www.mitsui-matsushima.co.jp/
ホームページのご案内

会社情報

IR情報

事 業 年 度 4月1日～翌年3月31日
期末配当金受領
株 主 確 定 日 3月31日

定 時 株 主 総 会 毎年6月
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 連 絡 先 三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
〒137-8081	
東京都江東区東砂七丁目10番11号
℡	0120-232-711（通話料無料）
URL　http://www.tr.mufg.jp/daikou/

上場証券取引所 東京証券取引所　福岡証券取引所
公 告 の 方 法 電子公告により行う　

公告掲載URL
http://www.mitsui-matsushima.co.jp/
（ただし、電子公告によることができない事
故、その他のやむを得ない事由が生じたとき
は、日本経済新聞に公告いたします。）

〒810-8527	
福岡市中央区大手門一丁目1番12号
TEL	092-771-2171　FAX	092-726-3267

株主メモ�
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