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株主の皆様へ

Q 当期（平成26年3月期）の事業環境と業績について
お聞かせください。

A 　当連結会計年度における世界経済は、先進国を中心と
して緩やかな回復基調が継続いたしました。米国経済
は個人消費の伸展や株価の上昇を背景に堅調に推移し
ており、欧州経済についても景気の下げ止まりの感が
見られました。一方、中国経済については政府が政策
の重点を成長速度から持続性に移したこともあり、経
済成長は継続したものの成長率に鈍化が見られました。
　またわが国経済は、政府の各種政策効果が下支えす
るなかで円安株高基調が継続し、企業収益の改善と個
人消費の拡大による景気の回復が継続いたしました。
　このような状況下、当社グループの連結業績は、主
力の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石炭の販売数量が減少したことに
伴い、売上高は773億円と前年同期比67億8百万円

（8.0％）の減収となり、営業利益は18億91百万円と前
年同期比19億28百万円（50.5％）の減益となりました。
　経常利益につきましては、為替差益4億74百万円の
計上などにより25億24百万円と前年同期比15億84
百万円（38.6％）の減益となり、特別利益に固定資産
売却益4億64百万円、また特別損失に固定資産減損損
失4億1百万円、固定資産圧縮損2億48百万円および固
定資産売却損1億99百万円など合計11億5百万円を計
上したことなどから、当期純利益は15億32百万円と前
年同期比1億67百万円（9.8％）の減益となりました。

平成26年6月

代表取締役社長　天野　常雄

　連結業績ハイライト

社長インタビュー
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売上高　773億円
（単位：百万円）

営業利益　18億 91百万円
（単位：百万円）

経常利益　25億 24百万円
（単位：百万円）

当期純利益　15億 32百万円
（単位：百万円）

　株主の皆様におかれましては、日頃より弊社
事業へのご理解と格別のご高配を賜り、厚く御
礼申し上げます。
　当社は、平成26年6月27日付で、前代表取
締役社長 串間新一郎を代表取締役会長に、私 
天野常雄を代表取締役社長とする新経営体制を
発足いたしました。
　今後は、新経営体制のもと、更なる業績の向
上に向けてグループ一丸となって邁進してまい
ります。

　株主の皆様におかれましては、今後ともなお
一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申
し上げます。
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Q 来期（平成27年3月期）の業績予想について
お聞かせください。

A 　次期の見通しにつきましては、当連結会計年度
に子会社化した日本ストロー㈱（飲食用資材事
業）の業績が通期に寄与するものの、燃料事業

（石炭販売・生産）において、足元の石炭市況に
よる石炭価格の下落および販売数量の減少が見込
まれることなどから、売上高は650億円、営業損
失2億円、経常利益2億円、当期純利益1億円とな
る見通しです。

Q 石炭市況の状況、今後の見通しについてお聞
かせください。

A 　石炭市況につきましては、中国を中心とする近
年の新興国の需要増加を受けた新規炭鉱・インフ
ラ拡張に伴い、供給が大幅に増大しております。
一方で、世界最大の消費国である中国の経済成長
の鈍化や米国におけるシェールガスの台頭などに
より需給が緩和し、足元では価格は低位に推移し
ております。
　しかしながら、今後も新興国の経済成長を背景
とした需要拡大が見込まれることや、日本国内に
おいても石炭火力発電所の新増設の計画が相次い
で発表されるなど、長期的な需要の高まりが期待
されます。また供給側も足元の市況軟化により炭
鉱操業停止など生産調整の動きも出ており、需給

ギャップの解消が見込まれることから、今後にお
きましては石炭価格の上昇が見込まれます。

Q 今後の成長戦略についてお聞かせください。

A 　当社グループは、大正2年（1913年）の創業
以来100年にわたり、石炭事業を通じて日本にお
けるエネルギーの安定供給に取り組んでまいりま
した。今後の成長戦略といたしましても、中核事
業である燃料事業において、当社グループが有す
る「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」、更に「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より競争力のある
新規石炭鉱山の開発を行い、収益力強化に注力し
てまいります。
　一方で燃料事業の業績は石炭価格や外国為替等
の外部要因の変動に大きく左右されるため、収益
の安定化・多様化を図るべく、燃料事業以外の新
規事業の育成にも力を入れてまいります。
　当社グループは、「人と社会の役に立つ」を経
営の基本理念として、これからも石炭事業を事業
の柱として豊かな社会作りに貢献し、あらゆる環
境の変化や社会ニーズの変化にしなやかに対応し
ながら、常に社会から必要とされる企業を目指し、
進化し続けていく所存でございます。

社長インタビュー

　連結セグメント情報

新規石炭鉱山の開発を行い、主力の燃料事業の拡充に注力するとともに、
収益の安定化・多様化を図るために新規事業の育成にも力を入れてまいります。

※　  当社では、平成27年3月期より事業構造の変化と各事業の成長にあわせて事業セグメントの変更を予定しており、平成26年3月期実績は変更後の事業セグメン
ト区分にて記載しております。

金額単位：百万円 当期（平成26年3月期）実績
事業名 売上高 セグメント利益

燃料（石炭販売） 60,149 ▲� 100
燃料（石炭生産） 15,829 2,110
再生エネルギー 162 55
飲食用資材 － －
施設運営受託 5,946 ▲� 85
不動産 591 ▲� 53
その他 4,388 ▲� 39
調整額 ▲� 9,766 4
合　計 77,300 1,891

金額単位：百万円 来期（平成27年3月期）業績予想
事業名 売上高 セグメント利益

燃料（石炭販売） 46,500 400
燃料（石炭生産） 13,000 200
再生エネルギー 200 100
飲食用資材 3,900 400
施設運営受託 5,800 0
不動産 400 100
その他 3,100 100
調整額 ▲� 7,800 ▲� 1,100
合　計 65,000 100



3

事業環境

当社グループを取り巻く事業環境

　当社グループは、大正2年（1913年）に長崎県松島において松島炭鉱として創業以来、1世紀にも
及ぶその社歴を一貫して石炭生産会社として歩み続けてまいりました。
　現在は、豪州やカナダ、インドネシアなどを中心とした海外にその事業の舞台を移し、海外拠点の
更なる拡充と炭鉱権益の開拓に注力しております。
　石炭は、kWh当りの発電コストが安く非常に経済的なエネルギー資源です。また、石油や天然ガス
など他のエネルギーに比べて世界での埋蔵量が豊富で、広範囲に分布しており、その埋蔵地域に偏り
が無いのも大きな特徴です。
　昨今の世界的な資源・エネルギー需要の高まりにより、石炭の重要性はますます高まっており、鉄
鋼原料や発電用燃料として欠くことのできない“重要な資源”です。　

　当社グループは収益の大半を燃料事業に依存している現状から、外部要因によって大きく影響を受
けることとなりました。また将来のエネルギー需給構造の変化にも備える必要があります。

◦新興国の経済発展にはインフラ整備を伴います
が、その製鉄原料として石炭（原料炭）は欠か
せない資源です。

石炭は製鉄に欠くことの出来ない原料

◦石炭は世界のエネルギー需要の約25%をまかな
う主要なエネルギー資源です。また、エネルギー
資源の海外依存度が大きい日本においても、他
の発電方法とのバランスをとることは重要です。

石炭はこれからも発電の主役

◦当社グループの中核事業である燃料事業の業績
は、石炭価格や外国為替等の外部要因の変動に
よって大きく左右されます。

◦近年、再生可能エネルギーやシェールガス等、
エネルギー資源を取り巻く構造にも変化が進ん
できています。

世界的な石炭需要は、今後も新興国を中心に拡大する見通しです。

石炭の有用性、将来性

燃料事業のリスク要因
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 Reference case, 2009-2040
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成長戦略

成長戦略　～安定的な事業ポートフォリオの構築～

長年培ってきた3つの
優位性を駆使して、
中核事業である燃料
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。

石炭価格・為替の変動、また社会環境やエネル
ギー構造の大きな変化に備えるため新規事業の育
成にも注力し、収益の安定化・多様化に積極的に
取り組むことで、安定した収益を確保します。

新規石炭鉱山の権益確保による
中核事業の収益力強化

新規事業の育成による収益の
安定化・多様化

炭鉱経営で
培った
技術力

  開発企画・
提案力

優良需要家
への

販売力

安定的な事業ポートフォリオの構築により、持続的な成長・発展を目指します。

有望な権益確保への取組み
・豪州スクエア・エクスプロレーション社との合弁
　事業による探査段階からの権益確保への取組み
・永田エンジニアリング社を子会社化
　（日本で唯一石炭の選別技術を保有）
・GDM社（インドネシアGDM炭鉱）の株式取得

グループ全体で保有する高い技術力を駆使すること
で、リスクを判断しつつ早期段階の優良プロジェクト
に参入し、初期投資額を抑えるとともに、プロジェク
トの価値を高めながら最終的に出炭に導きます。

新規事業育成
・エムアンドエムサービス社（施設運営受託事業）
　を子会社化
・太陽光発電事業への参入（平成26年度第3期工事
　完成予定、完成後は合計6MWの発電能力）
・日本ストロー社（飲食用資材事業）を子会社化
　（P.5のトピックスを参照）
・介護事業への参入（P.5のトピックスを参照）

これまで買収および新規参入した各事業の育成をお
こなうとともに、更なる新規案件にも取り組みます。

これまでの取組み

今後の方向性

これまでの取組み

今後の方向性

豪州スクエア・エクスプロレーション社との探査事業
メガソーラーつやざき太陽光発電所

ＧＤＭ炭鉱開発（ロードヘッダー切削） 里創人　熊野倶楽部   
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トピックス

日本ストロー株式会社の株式取得（子会社化）

介護事業への参入と介護事業運営会社設立

長崎県 西海市 松島でのボランティア活動（地域社会貢献活動）

CSR活動

　当社発祥の地、長崎県西海市松島において平成26年3月29日(土)～30日(日)
に「松島桜坂まつり」が開催されました。
　当社は地域振興、活性化を目的として同イベントへの協賛を行うとともに、

平成26年3月15日（土）には、開催に先立ち、
社員ボランティアによる島内周回道路の清
掃活動を行いました。
　串間会長をはじめ、グループ社員34名が
参加して、ビン、カン、ペットボトル、紙
くず、吸殻などを回収し、島の美化活動を行い、終了後は当社グループ社員と地域の皆
さんとの交流会を開催しました。　清掃活動

交流会の集合写真

　当社は、平成26年2月
3日付で日本ストロー株
式会社の全株式を取得し、
子会社化いたしました。 
日本ストロー株式会社は、
昭和58年に伸縮ストロー
を開発してから今日に至

るまで、同事業の先駆者として独自の技術・ノウハウを蓄積し、
国内市場における圧倒的なシェアを有するリーディングカンパ
ニーとして確固たる地位を確立しております。

　今後は、当社グループの傘下となることにより、海外市場や
国内の介護関連業界への拡販等、本事業の更なる発展と拡大を
推進してまいります。燃料事業以外の分野での新たな事業の柱
として、積極的に本事業の育成・強化を進めていき、国内の飲
料用ストロートップメーカーとして、「安心・安全・便利、高
品質のストロー」を日本、そして世界に提供してまいります。

　当社社有地にサービス付き高齢
者向け住宅2棟を建設し、「MMラ
イフサポート株式会社」（資本金80
百万円、当社100%出資）により事
業運営を開始、併せて通所介護や訪
問介護等の介護サービスを入居者
に提供してまいります。
　今後は福岡を地盤として当社グ
ループの経営資源を活用し、高齢社
会のニーズに応え、事業拡大を目指
してまいります。

多彩なストロー製品並びにフードウェア商品例

日本ストロー㈱ホームページ 
http://www.nipponstraw.com/

多機能ストロー（伸縮エチケット蛇腹） 伸縮ストロー

DART社製フードコンテナ SOLO&NSオリジナル紙カップ

（仮）サービス付き高齢者向け住宅　室見計画　完成予想図
所 在 地：福岡市早良区室見2丁目
概　　要： 鉄筋コンクリート造　地上5階建　55戸

内科クリニックおよび調剤薬局を併設
着　　工：平成26年4月   事業開始予定： 平成27年1月

（仮）サービス付き高齢者向け住宅　藤崎計画　完成予想図
所 在 地：福岡市早良区弥生2丁目
概　　要 ： 鉄筋コンクリート造　地上3階建　26戸

通所介護事業所および訪問介護事業所を併設
着　　工： 平成26年4月   事業開始予定： 平成26年12月
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連結財務諸表

●連結貸借対照表 （単位：百万円）

科　目 当期末
平成26年3月31日現在

前期末
平成25年3月31日現在

増減

（資産の部）
流動資産 23,299 20,311 2,988
固定資産 36,513 35,968 544

有形固定資産 26,388 27,864 △1,475
無形固定資産 6,645 5,274 1,371
投資その他の資産 3,479 2,830 649

繰延資産 － 0 △0
資産合計 59,812 56,280 3,532

（負債の部）
流動負債 12,585 12,746 △160
固定負債 14,419 12,404 2,014
負債合計 27,005 25,151 1,854

（純資産の部）
株主資本 29,422 29,444 △22

資本金 8,571 8,571 －
資本剰余金 6,219 6,219 －
利益剰余金 14,635 14,657 △22
自己株式 △4 △4 △0

その他の包括利益累計額 3,382 1,683 1,698
純資産合計 32,807 31,129 1,678
負債・純資産合計 59,812 56,280 3,532

（注）記載金額は、百万円未満を切捨てて表示しております。

●連結損益計算書 （単位：百万円）

科　目
当期

平成25年4月 1 日から
平成26年3月31日まで

前期
平成24年4月 1 日から
平成25年3月31日まで

増減

売上高 77,300 84,009 △6,708

売上原価 72,266 76,691 △4,424

売上総利益 5,033 7,317 △2,283

販売費及び一般管理費 3,141 3,497 △355

営業利益 1,891 3,820 △1,928

営業外収益 864 510 354

営業外費用 232 221 10

経常利益 2,524 4,108 △1,584

特別利益 733 174 559

特別損失 1,105 1,205 △99

税金等調整前当期純利益 2,153 3,078 △925

法人税、住民税及び事業税 748 1,279 △530

法人税等調整額 △129 99 △229

少数株主損益調整前当期純利益 1,533 1,699 △165

少数株主利益 1 △0 1

当期純利益 1,532 1,699 △167

（注）記載金額は、百万円未満を切捨てて表示しております。

●連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円）

科　目
当期

平成25年4月 1 日から
平成26年3月31日まで

前期
平成24年4月 1 日から
平成25年3月31日まで

営業活動による
キャッシュ・フロー 2,331 4,446

投資活動による
キャッシュ・フロー △1,208 △2,699

財務活動による
キャッシュ・フロー 44 △1,921

現金及び現金同等物に係る
換算差額 795 800

現金及び現金同等物の
増減額 1,962 625

現金及び現金同等物の
期首残高 9,182 8,557

現金及び現金同等物の
期末残高 11,145 9,182

（注）記載金額は、百万円未満を切捨てて表示しております。

平成22年度
期末

平成23年度
期末

平成24年度
期末

平成25年度
期末

平成22年度
期末

平成23年度
期末

平成24年度
期末

平成25年度
期末

平成22年度
期末

平成23年度
期末

平成24年度
期末

平成25年度
期末

●総資産　●純資産　●自己資本比率 ●ROE　●ROA ●1株あたり純資産　●1株あたり当期純利益
（単位：百万円） （単位：％） （単位：円）

49,022

24,251

49.5%
46,178

26,853

58.2% 56,280

31,129

55.3%

59,812

32,807

54.8% 174.91

32.31 35.19

193.68

224.52

12.26 11.05

236.60

20.2%
19.1%

5.9%
4.8%

5.21%

13.82%
8.02%

4.35%

POINT1

POINT 3

POINT2

POINT 1 流動資産における「現金及び預金」並びに「受取手形及び売掛
金」の増加などにより前期末比29億88百万円（14.7％）増加と
なりました。

POINT 2 固定負債における「長期借入金」及び「リース債務」の増加など
により前期末比20億14百万円（16.2％）増加となりました。

POINT 3 投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の
売却による収入23億26百万円などの増加があったものの、日本
ストロー㈱（飲食用資材事業）の株式取得による支出17億26
百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出15億61百万
円などにより12億8百万円の減少となりました。



株主メモ

http://www.mitsui-matsushima.co.jp/

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。）

（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。

〒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

会社の概況
● 会社概要（平成26年3月31日現在）

商 号
設 立
資 本 金
従 業 員 数
主要な事業内容

（連結）

主要な事業所

三井松島産業株式会社
大正2年1月25日
85億7,179万5,866円
770名（連結）57名（単体）
石炭の輸入・販売
石炭の生産
ストローおよび包装資材の製造販売
宿泊施設・保養所・研修所等の運営受託
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
● 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.
● MMエナジー株式会社
● 合同会社津屋崎太陽光発電所No.1
● 合同会社津屋崎太陽光発電所No.2
● 日本ストロー株式会社
● 株式会社エムアンドエムサービス
● MMライフサポート株式会社
● 松島港湾運輸株式会社
● 三井松島リソーシス株式会社
● 株式会社松島電機製作所
● 永田エンジニアリング株式会社
● 池島アーバンマイン株式会社
● 株式会社大島商事

連 結 子 会 社

● 取締役・監査役（平成26年6月27日現在）

取 締 役

代表取締役会長 串　間　　新一郎
代表取締役社長 天　野　　常　雄
取 締 役 小　栁　　慎　司
取 締 役 野　元　　敏　博
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（平成26年7月1日現在）

専務執行役員※ 小　栁　慎　司
総務部担当、人事部担当、
内部監査室担当、
非エネルギー事業本部担当

常務執行役員※ 野　元　敏　博 経営企画部長、経理部担当、
システム企画室担当

常 務 執 行 役 員 萩野谷　陽　一 エネルギー事業本部長、
東京支社長

執 行 役 員 井　上　晃治郎 非エネルギー事業本部長

（注）※は取締役

株式の概況
● 株式の状況（平成26年3月31日現在）

● 大株主（上位10名）（平成26年3月31日現在）

株　主　名 持株数（千株） 出資比率（%）
那須　功 5,813 4.19 
株式会社三井住友銀行 3,318 2.39 
株式会社親和銀行 3,268 2.35 
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 3,263 2.35 
中島　尚彦 2,700 1.94 
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 2,449 1.76 
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 1,547 1.11 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口５） 1,526 1.10 
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口６） 1,526 1.10 

（注）出資比率については、自己株式（28,340株）を控除して算出しております。

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　…………………………… 13,533名
（前期末比740名減）

所有者

■金融機関
■証券会社
■事業法人他
■外国法人等
■個人・その他
　合　計

株主数（名） 株式数（株） 比率（%）

所有株数

■100万株以上
■10万株以上
■1万株以上
■千株以上
■千株未満
　合　計

株主数（名） 株式数（株） 比率（%）

33
52
104
120

13,224
13,533

29,761,504
6,394,235
7,477,215
16,408,696
78,635,922
138,677,572

21.46
4.61
5.39
11.83
56.71
100.00

19
140
2,020
10,173
1,181
13,533

39,549,504
34,499,000
39,753,870
24,783,333

91,865
138,677,572

28.52
24.88
28.66
17.87
0.07

100.00

所有者別
株式分布状況

所有数別
株式分布状況

● 株式分布の状況（平成26年3月31日現在）


