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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

連結経営指標等 

  

 
(注) １ 当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。 

 ２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

 ３ 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。 

  

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第153期

第１四半期連結累計(会計)期間
第152期

会計期間
自 平成20年４月１日
至 平成20年６月30日

自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日

売上高 (百万円) 28,592 75,097

経常利益 (百万円) 348 837

四半期(当期)純利益 (百万円) 20 2,367

純資産額 (百万円) 13,903 13,813

総資産額 (百万円) 49,588 53,439

１株当たり純資産額 (円) 132.21 131.35

１株当たり四半期 
(当期)純利益 

(円) 0.19 22.51

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
(当期)純利益 

(円) ─ ─

自己資本比率 (％) 28.0 25.8

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 2,275 △2,785

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △2,436 3,703

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △1,343 △2,377

現金及び現金同等物の 
四半期末(期末)残高 

(百万円) 8,128 10,076

従業員数 (名) 354 354
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 平成20年４月１日付けで、当社の海上運送事業部門及び倉庫事業部門を連結子会社松島港湾運輸株式

会社に承継させる会社分割、並びに当社のスーパーマーケット事業部門を連結子会社株式会社大島商事

に承継させる会社分割を行っております。 

 また、同日付けで連結子会社松島港湾運輸株式会社は、同社を存続会社として連結子会社松島コール

ライン株式会社を吸収合併しております。 

 なお、上記事象は同一セグメント内での異動であるため、事業の内容に変更はありません。 

  

  

 当第１四半期連結会計期間における、重要な関係会社の異動は以下のとおりです。 

 （合 併） 

連結子会社松島港湾運輸株式会社は、同社を存続会社として連結子会社松島コールライン株式会社

を平成20年４月１日付で吸収合併しました。 

  

(1) 連結会社の状況 

                         平成20年６月30日現在

 
(注) １ 従業員数は就業人員数（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの

出向者を含む。）であり、臨時従業員は〔 〕内に当第１四半期連結会計期間の平均人員を外数で記載して

おります。 

２ 臨時従業員には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。  

  

(2) 提出会社の状況 

平成20年６月30日現在

 
(注) １ 従業員数は就業人員数（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時

従業員数は〔 〕内に当第１四半期会計期間年間の平均人員を外数で記載しております。 

２ 臨時従業員には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。   

  

２ 【事業の内容】

３ 【関係会社の状況】

４ 【従業員の状況】

従業員数(名) 354 
〔94〕 

従業員数(名) 70 
〔 8〕 
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第２ 【事業の状況】 

(1) 生産実績 

当第１四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。 
  

 
(注) １ 金額は、製造原価によっており、セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 受注状況 

当第１四半期連結会計期間における受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。 
  

 
(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(3) 販売実績 

当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。 
  

 
(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。 

 
３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

１ 【生産、受注及び販売の状況】

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円)

 燃料事業 1,337

 建機材事業 337

合計 1,674

事業の種類別セグメントの名称 受注高(百万円) 受注残高(百万円)

 建機材事業 371 1,068 

合計 371 1,068 

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円)

燃料事業 22,886 

建機材事業 4,985 

不動産事業 181 

スーパー事業 477 

その他事業 61 

合計 28,592 

相手先

当第１四半期連結会計期間

販売高(百万円) 割合(％)

住友商事㈱ 6,345 22.2

新日本製鐵㈱ 4,569 16.0
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当社の連結子会社MITSUI MATSUSHIMA INTERNATIONAL PTY.LTD.は、平成20年６月３日付取締役会にお

いてCline Mining Corporationの株式取得並びに同社への融資について決議しました。 

 なお、平成20年６月13日付けで株式購入先であるThyssenKrupp MinEnergy GmbHとの間で株式売買契

約の締結及び、平成20年６月24日付けでCline Mining Corporationとの間で融資に関する基本合意書の

締結を行っており、内容は以下のとおりであります。 
  

（1）Cline Mining Corporationの株式取得について 

①株式購入先の会社の名称、事業内容等 

 
②株式発行会社の名称、事業内容等 

 
③取得株式の内容 

 
  

（2）Cline Mining Corporationへの融資について 

融資の内容 

２ 【経営上の重要な契約等】

名  称 ThyssenKrupp MinEnergy GmbH

所 在 地 ドイツ

事業内容 エネルギー関連事業 

資 本 金 １百万ユーロ 

名  称 Cline Mining Corporation

（トロント株式市場（カナダ）上場）

所 在 地 カナダ オンタリオ州

事業内容 石炭中心の鉱業事業 

資 本 金 24百万C$ 

取得株式数 ８百万株 

取得価額 12百万C$（約1,328百万円）

融 資 額 19百万C$（約2,012百万円）

融資時期 平成20年７月 
資金使途  Cline Mining Corporationが現在行って

いる鉱山開発プロジェクトの一つである、
New Elk炭鉱（コロラド州（アメリカ））
の買収資金であります。 
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 文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会

社）が判断したものであります。 

  

（1）経営成績の分析 

当第１四半期連結会計期間のわが国経済環境は、サブプライムローン問題に端を発した米国経済減

速の影響、原油・鋼材等の原材料価格の高騰を背景に民間設備投資や個人消費の鈍化等、景気は減速

感を強めてきました。 

 このような環境の下、当社グループにおきましては「経営資源の選択と集中」と「スピードを持っ

た経営」を基本方針として、燃料事業を中心に、建機材事業、不動産事業、スーパー事業などの各事

業部門が業績向上を図るべく懸命の営業努力を行ってまいりました。 

 この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は燃料事業において海外炭販売量が大幅に増加した

ことにより、28,592百万円となりました。営業利益は、豪州リデル炭鉱における販売価格上昇により

650百万円となり、経常利益は、348百万円となりました。 

 しかしながら、税金費用326百万円の計上により、当四半期純利益は20百万円となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

①燃料事業 

燃料事業におきましては、海外炭販売数量の増加に伴い売上高は22,886百万円となり、営業利益は

上記理由により、692百万円となりました。 

②建機材事業 

建機材事業におきましては、建築基準法の改正による建物着工時期の遅れ等により、売上高は

4,985百万円となり、営業利益は４百万円となりました。 

③不動産事業 

不動産事業におきましては、中古マンション物件の再生販売等に努めた結果、売上高は181百万円

となり、営業利益は12百万円となりました。 

④スーパー事業 

スーパー事業におきましては、売上高は477百万円となり、営業利益は10百万円となりました。 

⑤その他事業 

その他事業におきましては、売上高は61百万円となりましたが池島アーバンマイン㈱における新規

事業の準備費用等の増加により、71百万円の営業損失となりました。 

  

所在地別セグメントの業績は、次のとおりです。 

①日本 

国内におきましては、売上高は27,719百万円となりましたが、営業費用の増加により17百万円の営

業損失となりました。 

②オセアニア 

 オーストラリアにおきましては、売上高は873百万円、営業利益は668百万円となりました。 

③その他地域 

 カナダにおきましては、営業損失０百万円となりました。 

３ 【財政状態及び経営成績の分析】
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（2）財政状態の分析 

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は49,588百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,851百

万円の減少となりました。主な要因は、設備投資に伴う有形固定資産の増加726百万円、及び投資有

価証券の増加1,890百万円があったものの、受取手形及び売掛金が4,649百万円減少したことなどによ

るものです。 

負債合計は35,684百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,941百万円の減少となりました。主な

要因は、支払手形及び買掛金の減少2,458百万円などによるものです。 

 純資産合計は、13,903百万円となり、前連結会計年度末に比べ89百万円の増加となりました。主な

要因は、配当金の支払い及び土地再評価差額金の取崩しによる利益剰余金の減少982百万円があった

ものの、評価・換算差額等が1,072百万円増加したことなどによるものです。 

  

（3）キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、営業活動により2,275百万円増加、

投資活動により2,436百万円、財務活動により1,343百万円減少し、現金及び現金同等物の換算差額

443百万円を減算した結果、8,128百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは売上債権の減少による4,721百万円の加算、仕入債務の減少

による2,400百万円の減算などにより2,275百万円増加いたしました。 

（投資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・フローは豪州リデル炭鉱拡張投資等による有形固定資産の取得による

1,369百万円の支出、投資有価証券の取得による1,056百万円の支出などにより2,436百万円減少いた

しました。 

（財務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・フローは長期借入金の返済による1,174百万円の支出などの有利子負

債の圧縮に努めたこと及び配当金の支払252百万円などにより1,343百万円減少いたしました。 

  

（4）事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第１四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変

更及び新たに生じた課題はありません。 

 なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、そ

の内容等（会社法施行規則第127条各号に掲げる事項）は次のとおりであります。 

①基本方針 

当社は、「経営資源の選択と集中」と「スピードをもった経営」を経営の基本方針としており、

日々の事業活動を通じて企業としての社会的責任を果たし、健全な事業成長を遂げることにより社

会の発展に貢献することを目指しております。 

 また、最近の事業計画においては、「収益力の強化」と「財務体質の改善と強化」を重点施策と

して取り組んでおり、これらを推し進めることが当社の企業価値の向上ひいては株主価値の向上に

大きく貢献するものと確信しています。 

 したがって、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値、株主価値を中

長期的に確保、向上していくことを可能とする者である必要があると考えています。 

 当社は、当社株式について大量買付けがなされる場合、これが当社の企業価値ひいては株主価値

の向上に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。 

 しかしながら、株式の大量買付けの中には、その目的等から見て企業価値、株主価値が毀損され

るおそれがあるもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの等もあります。 

 当社は、こうした事情に鑑み、当社株式に対する買付けが行われる際に、買付けに応じるか否か

を株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提案するために必要な情報や時間を確保

し、株主の皆様のために買付け者と交渉を行うこと等を可能とすることで、当社の企業価値ひいて

は株主価値の向上に反する買付け行為を抑止するための枠組みが必要であると考えます。 
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②基本方針実現のための取組み 

 1) 基本方針の実現に資する特別な取組み 

当社は、大正２年(1913年)の創業以来90年以上に亘り培われてきた国内炭鉱の経営ノウハウを元

に海外炭鉱の開発・経営参画に積極的に取り組み、資源エネルギーの安定供給に努めている燃料事

業を中心として、住宅関連機材・ビル関連機材など多彩な商品の提案・販売・施工で広くお客様の

ニーズにお応えする建機材事業、賃貸ビルやマンションなどの管理・運営を基本業務として、着実

に信頼と実績を積み重ねている不動産事業、地域に根ざした生鮮強化型スーパーマーケットとして

の地位を確立しているスーパー事業などを通じ、常にお客様の満足度の最大化を図るとともに地域

社会の発展に貢献すべく努めてまいりました。 

 特に燃料事業では、将来的に有望であるとの判断から、資本参加や開発・操業などの技術協力を

行ってきた豪州、インドネシア、カナダなどの海外炭鉱が軌道に乗り始め、近年、安定的な収益源

となってまいりました。 

 今後も燃料事業につきましては、当社グループの海外事業統括会社である豪州の三井松島インタ

ーナショナル社を核として、世界を視野に入れた資源エネルギー事業に積極的に取り組んでまいり

ます。 

 このような当社の事業戦略は、財務体質の改善を図りつつ、企業業績の拡大を目標とするもので

あり、企業価値の向上ひいては株主価値の向上に大きく貢献するものと確信しています。 
  

 2) 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防

止するための取組み 

当社は、平成19年12月20日開催の取締役会において「大規模買付け行為に関する対応策」（以

下、「本施策」といいます。）の導入を決議し、あらためて第152回定時株主総会において本施策

の継続について承認を得ております。 

 本施策は、予め当社取締役会の承認を得ることなく当社株式の20％以上を取得する大規模買付け

行為を行おうとする者又はグループ（以下「大規模買付け者」といいます。）に対し、当社が定め

る大規模買付けルールの遵守を求めて、株主の皆様に大規模買付け行為に応じるか否かの適切な判

断をいただくための十分な情報及び期間を確保し、大規模買付け者が大規模買付けルールを遵守し

ない場合や当社の企業価値、株主価値が毀損される可能性が高いと合理的理由に基づき判断される

などの一定の場合には、当社取締役会が株主の皆様に対する責務として、対抗措置としての効果を

勘案した行使条件、取得条件、行使期間等を設けた新株予約権を無償割当するなど、必要かつ相当

な措置をとることができるとするものです。 
  

③具体的取組みについての当社取締役会の判断及びその理由 

当社取締役会は、前記② 2)の取組みが、前記①の会社の支配に関する基本方針に則って策定さ

れた当社の企業価値、株主価値の向上を確保することを目的とした取組みであり、株主共同の利益

を損なうものではないと考えます。 

 また、当社の業務執行を行う経営陣から独立した社外監査役、社外の有識者等から構成する独立

委員会の勧告を尊重して対抗措置を発動することが定められていること、当社の株主総会又は当社

株主総会で選任された取締役で構成される取締役会によりいつでも本施策を廃止できること、対抗

措置の発動、不発動、中止、停止について独立委員会の勧告要件及び当社取締役会の決議もしくは

判断の合理的な客観的要件が定められていることなどから、取締役の地位の維持を目的とする恣意

的な判断や発動を防止するための仕組みをもった取組みであると考えております。 
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第３ 【設備の状況】 

(1) 主要な設備の状況 

提出会社 

  
以下の資産につき、平成20年７月16日付で不動産売買契約を締結しており、７月30日付で引渡しを

完了しております。 

 

  

(2) 設備の新設、除却等の計画の変更 

 
(注)  上記の金額は、ジョイントベンチャーの設備予定額に同社の持分比率(32.5%)を乗じた金額であり

ます。 

  

事業所名 
(所在地)

事業の種類別セ
グメントの名称

設備の内容

帳簿価額(百万円)

従業員数
(名)土地

(面積㎡)
建物及び
構築物

機械装置
及び 
運搬具

その他 合計

賃貸マンション 
不動産事業

59戸 

(内貸店舗１戸)
325

(1,292) 
366 ─ ─ 692 ―

(埼玉県川口市) 

会社名
事業所名 

(所在地)

事業の種類別

セグメントの

名称

設備の内容

投資予定額

資金調達方法 着手年月
完了予定

年月

完成後の 

増加能力
総額 既支払額

MITSUI 

MATSUSHIMA 

AUSTRALIA 

PTY.LTD. 

リデル炭鉱 

(オーストラリア) 
燃料事業 選炭設備等 33百万A$ 27百万A$ 自己資金 

平成19年 

３月

平成20年 

７月
50％増加

─ 9 ─



第４ 【提出会社の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
  

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

 
  

(5) 【大株主の状況】 

当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。 
  

（注）１ フィデリティ投信株式会社から平成20年６月24日付で株券等の大量保有の状況に関する変更報告書の提

出があり、平成20年６月19日現在で以下の株式を保有している旨の報告を受けましたが、当社として当第

１四半期会計期間末における実質所有株式数の確認ができておりません。 

なお、その変更報告書の内容は次のとおりであります。 

 

１ 【株式等の状況】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 300,000,000 

計 300,000,000 

種類
第１四半期会計期間 
末現在発行数(株) 
(平成20年６月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成20年８月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 105,178,572 105,178,572
東京証券取引所 
（市場第一部）
福岡証券取引所

─

計 105,178,572 105,178,572 ― ―

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(千株)

発行済株式
総数残高 
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 

(百万円)

平成20年４月１日～ 
平成20年６月30日 

─ 105,178 ─ 6,324 ─ 3,972

 大量保有者名 フィデリティ投信株式会社 

 保有株券等の数（千株） 14,282

 株式保有割合（％） 13.58
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 ２ ＡＩＧインベストメンツ株式会社から平成20年６月24日付で株券等の大量保有の状況に関する変更報告

書の提出があり、平成20年６月17日現在で以下の株式を保有している旨の報告を受けましたが、当社とし

て当第１四半期会計期間末における実質所有株式数の確認ができておりません。 

なお、その変更報告書の内容は次のとおりであります。 

 
  

(6) 【議決権の状況】 

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、実質株主が把握できず、記載するこ

とができませんので、直前の基準日である平成20年３月31日の株主名簿により記載しております。 

① 【発行済株式】 

平成20年６月30日現在 

 
(注) １ 「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が4,000株（議決権４個）

含まれております。 

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式321株が含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成20年６月30日現在 

 
  

 大量保有者名 ＡＩＧインベストメンツ株式会社（他共同保有者１名）

 保有株券等の数（千株） 13,315

 株式保有割合（％） 12.66

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ─ ― ─ 

議決権制限株式(自己株式等) ─ ― ─ 

議決権制限株式(その他) ─ ─ ─ 

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式） 

普通株式       21,000 
― ─ 

完全議決権株式(その他) 普通株式   105,050,000 105,050 ─ 

単元未満株式 普通株式      107,572 ― ─ 

発行済株式総数 105,178,572 ― ―

総株主の議決権 ― 105,050 ―

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

（自己保有株式） 
三井松島産業株式会社 

福岡市中央区大手門 
１－１－１２ 

21,000 ─ 21,000 0.02

計 ― 21,000 ─ 21,000 0.02
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【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】 

  

 
 (注) 株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。 

  

２ 【株価の推移】

月別
平成20年 
 ４月 ５月 ６月

最高(円) 296 412 411

最低(円) 199 254 302

３ 【役員の状況】
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第５ 【経理の状況】 

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平

成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

  

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間（平成20年４

月１日から平成20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、監査法人トーマツにより四半

期レビューを受けております。 

  

１ 四半期連結財務諸表の作成方法について

２ 監査証明について
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1【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年6月30日） 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
（平成20年3月31日） 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,894 10,869

受取手形及び売掛金 ※３  8,583 ※３  13,233

商品 137 110

製品 263 216

原材料 27 24

仕掛品 663 499

その他 1,046 1,412

貸倒引当金 △27 △41

流動資産合計 19,589 26,323

固定資産   

有形固定資産   

土地 15,625 15,754

その他（純額） ※１  6,689 ※１  5,834

有形固定資産合計 22,315 21,589

無形固定資産 1,126 851

投資その他の資産   

投資有価証券 6,074 4,184

その他 750 759

貸倒引当金 △306 △308

投資その他の資産合計 6,518 4,634

固定資産合計 29,960 27,075

繰延資産 38 40

資産合計 49,588 53,439

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,737 9,195

短期借入金 6,235 6,599

未払法人税等 1,770 1,899

賞与引当金 101 62

その他 2,866 3,517

流動負債合計 17,711 21,275

固定負債   

社債 2,319 2,446

長期借入金 12,891 13,546

退職給付引当金 648 677

事業整理損失引当金 ※４  70 ※４  70

特別修繕引当金 16 15

その他 2,027 1,595

固定負債合計 17,973 18,351

負債合計 35,684 39,626
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年6月30日） 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
（平成20年3月31日） 

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,324 6,324

資本剰余金 3,972 3,972

利益剰余金 1,997 2,980

自己株式 △4 △3

株主資本合計 12,290 13,273

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,058 286

繰延ヘッジ損益 68 30

土地再評価差額金 542 △144

為替換算調整勘定 △56 368

評価・換算差額等合計 1,612 539

純資産合計 13,903 13,813

負債純資産合計 49,588 53,439
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(2)【四半期連結損益計算書】 
  【第１四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年4月1日 

   至 平成20年6月30日） 

売上高 28,592

売上原価 27,163

売上総利益 1,429

販売費及び一般管理費  

建材配送運賃及び口銭 13

人件費 300

福利厚生費 54

減価償却費 18

業務委託費 62

その他 328

販売費及び一般管理費合計 778

営業利益 650

営業外収益  

受取利息 61

受取配当金 8

その他 16

営業外収益合計 86

営業外費用  

支払利息 104

持分法による投資損失 0

為替差損 239

その他 44

営業外費用合計 389

経常利益 348

特別利益  

投資有価証券売却益 375

その他 15

特別利益合計 391

特別損失  

減損損失 ※  392

特別損失合計 392

税金等調整前四半期純利益 347

法人税、住民税及び事業税 241

法人税等調整額 84

法人税等合計 326

四半期純利益 20
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年4月1日 

   至 平成20年6月30日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 347

減価償却費 115

減損損失 392

貸倒引当金の増減額（△は減少） △17

賞与引当金の増減額（△は減少） 38

退職給付引当金の増減額（△は減少） △29

その他の引当金の増減額（△は減少） 0

支払利息 104

受取利息及び受取配当金 △69

為替差損益（△は益） 290

投資有価証券売却損益（△は益） △375

売上債権の増減額（△は増加） 4,721

たな卸資産の増減額（△は増加） △269

仕入債務の増減額（△は減少） △2,400

その他 △87

小計 2,761

利息及び配当金の受取額 70

利息の支払額 △95

損害賠償金の支払額 △225

法人税等の支払額 △235

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,275

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,369

有形及び無形固定資産の売却による収入 0

投資有価証券の取得による支出 △1,056

貸付けによる支出 △6

貸付金の回収による収入 2

その他 △6

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,436

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 3,409

短期借入金の返済による支出 △3,200

長期借入金の返済による支出 △1,174

社債の償還による支出 △127

配当金の支払額 △252

その他 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,343

現金及び現金同等物に係る換算差額 △443

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,948

現金及び現金同等物の期首残高 10,076

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  8,128
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】 

  

 
  

【簡便な会計処理】 

  

 
  

当第１四半期連結会計期間
(自 平成20年４月１日  至 平成20年６月30日)

１ 連結の範囲の変更 

連結子会社であった松島コールライン株式会社は、平成20年４月１日付で連結子会社松島港湾運輸

株式会社を存続会社とする吸収合併により、連結の範囲から除外しております。 

２ 会計方針の変更 

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準

第９号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益

性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。 

 なお、この変更による損益への影響はありません。 

「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員

会 平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を当第１四半期連結会計期間から適用しておりま

す。 

 なお、損益への影響はありません。 

(1) 「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用

 

(2) 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

当第１四半期連結会計期間
(自 平成20年４月１日  至 平成20年６月30日)

１ 棚卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の

実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

 また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額

を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

２ 固定資産の減価償却の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定す

る方法によっております。 

３ 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定す

る方法によっております。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差

異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績

予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 
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【注記事項】 

(四半期連結貸借対照表関係) 

  

 
  

(四半期連結損益計算書関係) 

  

 
  

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

当第１四半期連結会計期間末 
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末 
(平成20年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、15,392百万

円であります。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、15,388百万

円であります。 

 ２ 保証債務 

 連結会社以外の会社の借入金に対し、次のと

おり債務保証を行っております。 

㈱長崎土建工業所     10百万円 

 ２ 保証債務 

 連結会社以外の会社の借入金に対し、次のと

おり債務保証を行っております。 

㈱長崎土建工業所     10百万円 

※３ 受取手形割引高は、28百万円であります。 

  受取手形裏書譲渡高は、９百万円であります。 

※３ 受取手形割引高は、43百万円であります。 

 受取手形裏書譲渡高は、８百万円であります。 

※４ 国内炭事業整理損失引当金であります。 ※４ 国内炭事業整理損失引当金であります。 

当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日  
 至 平成20年６月30日)

※ 減損損失 

当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。 

 
(経緯） 

上記「不動産事業賃貸マンション」については、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減

損損失として特別損失に計上しております。 

 なお、回収可能価額は、平成20年７月16日締結の不動産売買契約書に基づき算定しております。 

(グルーピングの方法） 

当社グループは、事業を基本にグルーピングを行っております。ただし、スーパー事業については店舗

を、不動産事業、建機材事業の一部及び遊休資産については、それぞれの個別物件を基本単位として取り

扱っております。 

用途・場所 種類 
金額 

（百万円） 

「不動産事業賃貸マ

ンション」 

 (埼玉県川口市) 

土地・建物他 392 

 

当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日  
 至 平成20年６月30日)

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

 

現金及び預金 8,894百万円

預入期間が３か月超の定期預金 △766 〃 

現金及び現金同等物 8,128百万円
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(株主資本等関係) 

  
当第１四半期連結会計期間末（平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日

至平成20年６月30日） 
  
１ 発行済株式に関する事項 

 
  

  

２ 自己株式に関する事項 

 
  

  

３ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  
 (2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の

効力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの 

該当事項はありません。 

  

  

４ 株主資本の著しい変動に関する事項 

 当社は、当第１四半期連結会計期間において、配当金の支払い（315百万円）及び減損損失の計上に

伴う土地再評価差額金の取崩し（688百万円）などを行いました。この結果、当第１四半期連結会計期

間において利益剰余金が982百万円減少し、当第１四半期連結会計期間末において利益剰余金が1,997百

万円となっております。 

  

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 105,178,572

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 22,088

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 
(百万円) 

１株当たり 
配当額(円) 

基準日 効力発生日

平成20年５月16日 
取締役会 

普通株式 利益剰余金 315 3 平成20年３月31日 平成20年６月30日
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

  

 
(注) １ 事業区分は売上集計区分及び取扱商品の種類、市場の類似性によっております。 

 ２ 各業務の主要な業務 

 
  

【所在地別セグメント情報】 

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

 ２ 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

 
  

【海外売上高】 

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

燃料事業 

(百万円)

建機材 

事業 

(百万円)

不動産 

事業 

(百万円)

スーパー

事業 

(百万円)

その他 

事業 

(百万円)

計 

(百万円)

消去又は 

全社 

(百万円)

連結 

(百万円)

 売上高 

(1) 外部顧客に対する売上高 22,886 4,985 181 477 61 28,592 ― 28,592

(2) セグメント間の 

  内部売上高又は振替高 
2 5 3 9 0 21 (21) ―

計 22,889 4,991 185 487 61 28,614 (21) 28,592

 営業費用 22,196 4,986 172 476 132 27,965 (23) 27,941

 営業利益又は営業損失(△) 692 4 12 10 △71 648 1 650

(1) 燃料事業……………… 海外炭、重油類等の販売、海上運送、倉庫業、揚炭業、資源開発のコンサル

タント業 

(2) 建機材事業…………… 建材商品（生コン、セメント、砕石等）の販売、採石業、機器類等の製造・

仕入販売、機械部品の製作・修理請負、土木・建築総合請負 

(3) 不動産事業…………… 分譲、貸ビル等の賃貸業 

(4) スーパー事業………… 食料品、日用品全般の販売等 

(5) その他事業…………… 「炭鉱技術移転事業」に沿った研修事業（平成19年４月より実施） 

日本 
(百万円) 

オセアニア
(百万円) 

その他の地域
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

 売上高 

(1) 外部顧客に対する売上高 27,719 873 ─ 28,592 ― 28,592

(2) セグメント間の 
  内部売上高又は振替高 

0 1,188 ─ 1,188 (1,188) ―

計 27,719 2,062 ─ 29,781 (1,188) 28,592

 営業費用 27,736 1,393 0 29,130 (1,188) 27,941

 営業利益又は営業損失(△) △17 668 △0 650 ─ 650

オセアニア…… オーストラリア

その他………… カナダ 
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(１株当たり情報) 

１．１株当たり純資産額 

 
  
 (注) １株当たり純資産額の算定上の基礎  

 
  

２．１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 

 
(注) １ 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 ２ １株当たり四半期純利益の算定上の基礎 

 
  

  

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結会計期間末 
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末 
（平成20年３月31日)

１株当たり純資産額 132.21円 １株当たり純資産額 131.35円

項目
（平成20年６月30日） 

当第１四半期連結会計期間末

（平成20年３月31日) 

前連結会計年度末

純資産の部の合計額（百万円） 13,903 13,813 

普通株式に係る純資産額（百万円） 13,903 13,813 

普通株式の発行済株式数（千株） 105,178 105,178 

普通株式の自己株式数（千株） 22 21 

１株当たり純資産額の算定に用いられた
普通株式の数（千株） 

105,156 105,157 

当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日  
 至 平成20年６月30日)

１株当たり四半期純利益 0.19円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ─

項目
当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日  
 至 平成20年６月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(百万円) 20

普通株主に帰属しない金額(百万円) ─

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 20

普通株式の期中平均株式数(千株) 105,156

２【その他】
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 
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平成20年８月７日

三井松島産業株式会社 

取 締 役 会 御 中 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている三

井松島産業株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期

間(平成20年４月１日から平成20年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対

照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。

この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸

表に対する結論を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビ

ューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公

正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行

われた。 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、三井松島産業株式会社及び連結子会社の平

成20年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

  

 
  

独立監査人の四半期レビュー報告書

監査法人トーマツ

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  丸 林 信 幸   印 

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  本 野 正 紀   印 

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  中 野 宏 治   印 

(注) １ 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。 

２ 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 



 
  

【表紙】 

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成20年８月14日 

【会社名】 三井松島産業株式会社 

【英訳名】 Mitsui Matsushima Co., Ltd. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 米 澤  祥 一 郎 

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。 

【本店の所在の場所】 福岡市中央区大手門一丁目１番12号 

【縦覧に供する場所】 三井松島産業株式会社東京支社 

 (東京都中央区京橋一丁目12番５号京橋ＹＳビル) 

三井松島産業株式会社大阪支店 

 (大阪市西区靭本町一丁目11番７号信濃橋三井ビル) 

三井松島産業株式会社横浜支店 

(神奈川県横浜市神奈川区栄町５番地１ 
横浜クリエーションスクエア) 

株式会社東京証券取引所 

 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 

証券会員制法人福岡証券取引所 

 (福岡市中央区天神二丁目14番２号) 



当社代表取締役社長 米澤祥一郎は、当社の第153期第１四半期(自平成20年４月１日 至平成20年６月

30日)の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしま

した。 

  

特記すべき事項はありません。 

  

１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】
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