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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ますので、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154期

第２四半期 
連結累計期間

第155期
第２四半期 
連結累計期間

第154期
第２四半期 
連結会計期間

第155期 
第２四半期 
連結会計期間

第154期

会計期間

自  平成21年
    ４月１日 
至  平成21年 
    ９月30日

自  平成22年
     ４月１日
至  平成22年 
     ９月30日

自 平成21年
    ７月１日 
至  平成21年 
    ９月30日

自  平成22年 
     ７月１日 
至  平成22年 
     ９月30日

自 平成21年
    ４月１日 
至 平成22年 
    ３月31日

売上高 (百万円) 30,431 45,407 15,221 23,104 61,014 

経常利益 (百万円) 3,390 1,127 1,610 797 5,250 

四半期(当期)純利益 (百万円) 2,776 1,585 1,041 387 3,463 

純資産額 (百万円) ― ― 14,178 19,296 20,203 

総資産額 (百万円) ― ― 44,599 46,054 48,983 

１株当たり純資産額 (円) ― ― 134.83 139.17 145.71 

１株当たり四半期 
(当期)純利益 

(円) 26.40 11.43 9.90 2.79 29.99 

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 (％) ― ― 31.8 41.9 41.2 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 4,191 610 ― ― 7,536 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △1,537 △2,674 ― ― △1,649

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △4,290 △1,270 ― ― △1,045

現金及び現金同等物の 
四半期末(期末)残高 

(百万円) ― ― 7,445 10,264 13,794 

従業員数 (名) ― ― 352 381 332 
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当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている

事業の内容に重要な変更はありません。 

 また、主要な関係会社についても異動はありません。 

  

連結子会社MITSUI MATSUSHIMA CANADA LTD.は、平成22年８月26日付で会社を清算しております。な

お、同社は12月決算会社でありますので、当第２四半期連結会計期間において連結の範囲に含めておりま

す。 

  

(1) 連結会社の状況 

 
(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、臨時従業員数は〔 〕内に当第２四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。 

３ 従業員数が当第２四半期連結会計期間において41名増加しております。主な理由は、燃料（石炭生

産）事業において連結子会社MITSUI MATSUSHIMA AUSTRALIA PTY.LTD.が、Ｘstrata社と共同で操業

を行っている豪州ＮＳＷ州リデル炭鉱の採炭方法を、平成22年４月より委託操業から自社操業へ移

行したことに伴う人員増加であります。 

  

(2) 提出会社の状況 

 
(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２四半期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 【事業の内容】

３ 【関係会社の状況】

４ 【従業員の状況】

 平成22年９月30日現在

従業員数(名) 381 
〔87〕

 平成22年９月30日現在

従業員数(名) 63 
〔6〕
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第２ 【事業の状況】 

(1) 生産実績 

当第２四半期連結会計期間における生産実績を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) 受注実績 

当第２四半期連結会計期間における受注実績を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。 

  

１ 【生産、受注及び販売の状況】

セグメントの名称 金額(百万円)

 

前年同四半期比(％)

 燃料（石炭生産）事業 3,205 ─

 建機材事業 240 ─

 リサイクル・合金鉄事業 294 ─

合計 3,740 ─

セグメントの名称
受注高
(百万円)

受注残高 
(百万円)

 

前年同四半期比
（％） 

前年同四半期比
（％） 

 建機材事業 377 ─ 77 ─

合計 377 ─ 77 ─

― 4 ―



  
(3) 販売実績 

当第２四半期連結会計期間における販売実績を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。 

  

当第２四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 

 また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。 

  

 当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。 

  

セグメントの名称 金額(百万円)

 

前年同四半期比(％)

燃料（石炭販売）事業 19,181 ─

燃料（石炭生産）事業 2,081 ─

建機材事業 829 ─

不動産事業 129 ─

リサイクル・合金鉄事業 101 ─

その他 781 ─

合計 23,104 ─

相手先

前第２半期連結会計期間 当第２四半期連結会計期間

販売高(百万円) 割合(％) 販売高(百万円) 割合(％)

新日本製鐵㈱ 2,877 18.9 7,647 33.1

住友商事㈱ ― ― 3,020 13.1

JFEスチール㈱ ― ― 2,476 10.7

神鋼商事㈱ 1,741 11.4 ― ―

２ 【事業等のリスク】

３ 【経営上の重要な契約等】
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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２四半期連結会計期間における世界経済は、各国政府の景気刺激策の効果もあり、緩やかな回

復基調のまま推移いたしましたが、欧州における信用収縮や中国の景気減速などにより、その回復の

動きが鈍化いたしました。またわが国の経済につきましても、設備投資や個人消費の持ち直しなどに

より回復傾向が持続いたしましたが、一方で急速な円高や株安などを背景に景気の先行きが懸念され

る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、中核事業である燃料事業を中心にグルー

プ一体となって業績の向上に努めてまいりました。 

 その結果、当第２四半期連結会計期間の売上高は、燃料（石炭販売）事業における海外炭販売数量

の増加及び単価の上昇などにより、23,104百万円と前年同期比7,883百万円（51.8％）の増収となり

ました。営業利益は、燃料（石炭生産）事業におけるリデル炭鉱の自社操業移行に伴う採炭コストの

増加、並びにリサイクル・合金鉄事業におけるプラント設備等の償却費の増加などにより768百万円

と前年同期比621百万円（44.7％）の減益となりました。経常利益は、上記に加えて前年同期に比べ

為替差益が減少したことなどから、797百万円と前年同期比813百万円（50.5％）の減益となりまし

た。 

 当四半期純利益については、税金費用331百万円の計上等の結果387百万円と前年同期比653百万円

（62.7％）の減益となりました。 

  
セグメントの業績は、次のとおりであります。 

 なお、売上高については、セグメント間取引消去前の金額によっております。 
  

①燃料（石炭販売）事業 

燃料（石炭販売）事業におきましては、海外炭販売数量の増加及び単価の上昇により、売上高は

19,182百万円となり、営業利益は44百万円となりました。 

②燃料（石炭生産）事業 

燃料（石炭生産）事業におきましては、売上高は4,280百万円となり、営業利益はリデル炭鉱の自

社操業移行に伴う採炭コストの増加などにより991百万円となりました。 

③建機材事業 

建機材事業におきましては、建設業界の厳しい現状に対応して引き続き与信管理を強化したことか

ら、売上高は836百万円、営業損失は38百万円となりました。 

④不動産事業 

不動産事業におきましては、賃貸テナントの空室率の上昇に伴う賃貸収入の減少などにより、売上

高は130百万円となり、営業利益は７百万円となりました。 

⑤リサイクル・合金鉄事業 

リサイクル・合金鉄事業におきましては、合金鉄事業の本格操業への遅れなどにより売上高は101

百万円となり、また、プラント設備の減価償却費の増加などにより248百万円の営業損失となりまし

た。 

⑥その他 

その他の事業におきましては、売上高796百万円、営業損失０百万円となりました。 

  
（2）財政状態の分析 

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は46,054百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,928百

万円(6.0%)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2,534百万円があ

ったものの、現金及び預金の減少3,430百万円、受取手形及び売掛金の減少1,181百万円、海外連結子

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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会社における保有株式の売却及び期末評価による投資有価証券の減少1,329百万円などによるもの

です。 

負債合計は26,757百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,022百万円(7.0％)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1,296百万円及びその他流動負債の減少627百万円などに

よるものです。 

純資産合計は19,296百万円となり、前連結会計年度末に比べ906百万円(4.5%)の減少となりまし

た。主な要因は、当四半期純利益の計上等による株主資本の増加1,030百万円があったものの、為替

換算調整勘等の減少による評価・換算差額等の減少1,937百万円によるものであります。 

  

（3）キャッシュ・フローの状況 

当第２四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1,166百万円増加、

投資活動により3,017百万円及び財務活動により198百万円減少し、現金及び現金同等物に係る換算差

額319百万円を減算した結果、10,264百万円となり、前年同期比2,818百万円（37.9％）の増加となり

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・フローは税金等調整前四半期純利益719百万円に為替差益153百万円、

仕入債務の減少1,287百万円、法人税等の支払額469百万円などによる減少がありましたが、減価償却

費の計上337百万円、売上債権の減少1,965百万円などにより1,166百万円の増加となり、前年同期比

684百万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） 

投資活動によるキャッシュ・フローは豪州リデル炭鉱の機械装置の購入等による有形及び無形固定

資産の取得による支出2,609百万円、貸付による支出213百万円、その他の支出（主に３ヶ月を超える

定期預金への預入等）189百万円などにより3,017百万円の減少となり、前年同期比2,475百万円の減

少となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローは長期借入金の純額借入1,167百万円がありましたが、短期借

入金の純額返済567百万円、社債の償還による支出665百万円及び配当金の支払額127百万円などによ

り198百万円の減少となり、前年同期比311百万円の減少となりました。 

  

（4）事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第２四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118条第３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、 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
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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。 

  

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、地域密着型の経営を行っているスーパー事業などを通

じ、常にお客様の満足度の 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、本施策の重要性に鑑み有効期間を第152回

定時株主総会終結のときまでとした上で、「大規模買付け行為に関する対応策（買収防衛策）」

（以下、「本施策」といいます。）の導入について決議し、発効いたしました。その後、平成20年

6月27日開催の第152回定時株主総会において、有効期間を第155回定時株主総会終結の時までの3年

間として、あらためて議案として上程させていただき、株主の皆様のご承認をいただきました。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またはグループ（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および期間を確保し、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 

当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

(2) 設備の新設、除却等の計画 

前四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、除却等について、重要な変更並びに重

要な設備計画の完了はありません。 

また、当第２四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はあり

ません。 

― 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) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 【ライツプランの内容】 

  

該当事項はありません。 

  

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

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２四半期会計期間 
末現在発行数(株) 
(平成22年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成22年11月12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 138,677,572 138,677,572
東京証券取引所
（市場第一部） 
福岡証券取引所

単元株式数は
1,000株であります。

計 138,677,572 138,677,572 ― ―

年月日
発行済株式 
総数増減数 

(株)

発行済株式
総数残高 
(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22年７月１日～ 
平成22年９月30日 

─ 138,677 ─ 8,571 ─ 6,219 
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(6) 【大株主の状況】 

 
(注)  日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９）、日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託

口）、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）の所有株式数は、全株数が信託業務に係る株

式であります。 

  

(7) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成22年９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1,000株（議決権１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191株が含まれております。 

  平成22年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数 
(千株)

発行済株式
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口９） 

東京都中央区晴海１－８－１１ 5,424 3.91 

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口） 

東京都港区浜松町２－１１－３ 5,381 3.88 

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１－２－１０ 5,229 3.77 

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口） 

東京都中央区晴海１－８－１１ 4,333 3.13 

立花証券株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１－１３－１４ 4,132 2.98 

株式会社三井住友銀行 東京都中央区有楽町１－１－２ 3,318 2.39 

株式会社親和銀行 長崎県佐世保市島瀬町１０－１２ 3,268 2.36 

福島 洋介 神奈川県横浜市磯子区 2,400 1.73 

チェースマンハッタンバンクジ
ーティーエスクライアンツアカ
ウントエスクロウ（常任代理人 
株式会社みずほコーポレート銀
行決済営業部） 

5TH  FLOOR,TRINITY  TOWER  9,THOMAS MORE 
STREET LONDON,E1W 1YT,UNITED KINGDOM 
（東京都中央区月島４－１６－１３） 

1,969 1.42 

松井証券株式会社 東京都千代田区麹町１－４ 1,878 1.35 

計 ― 37,332 26.92 

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       27,000 
― ─ 

完全議決権株式(その他) 普通株式   138,543,000 138,543 ─ 

単元未満株式 普通株式     107,572 ― 一単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数 138,677,572 ― ―

総株主の議決権 ― 138,543 ―
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② 【自己株式等】 

平成22年９月30日現在 
 

  

【当該四半期累計期間における月別 高・ 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、次のとおりであり

ます。 

  

 退任役員 

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 

27,000 ─ 27,000 0.02

計 ― 27,000 ─ 27,000 0.02

２ 【株価の推移】

月別
平成22年
４月

 
５月

 
６月

 
７月

 
８月

 
９月

高(円) 227 192 169 152 146 136 

低(円) 185 148 141 130 118 121 

３ 【役員の状況】

役名 職名 氏名 退任年月日

取締役 ― 曽我 善樹 平成22年９月10日
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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。 

なお、前第２四半期連結会計期間(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び前第２四半期連結

累計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日まで)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、

当第２四半期連結会計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間

(平成22年４月１日から平成22年９月30日まで)は、改正後の四半期連結財務諸表規則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、前第２四半期連結会計期間(平成21年７月

１日から平成21年９月30日まで)及び前第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日

まで)に係る四半期連結財務諸表並びに当第２四半期連結会計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30

日まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22年９月30日まで)に係る四半期連結

財務諸表について、有限責任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２四半期連結会計期間末
(平成22年９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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※２  10,367 ※２  13,798

受取手形及び売掛金 2,557 3,738

商品及び製品 362 91

仕掛品 99 58

原材料及び貯蔵品 72 87

その他 1,236 917

貸倒引当金 △0 △6

流動資産合計 14,696 18,685

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） ※１  8,019 ※１  5,418

土地 ※２  13,489 ※２  13,512

その他（純額） ※１, ※２  3,345 ※１, ※２  3,389

有形固定資産合計 24,854 22,319

無形固定資産 1,419 1,566

投資その他の資産   

投資有価証券 ※２  3,226 ※２  4,556

その他 2,150 2,145

貸倒引当金 △313 △316

投資その他の資産合計 5,064 6,385

固定資産合計 31,337 30,271

繰延資産 20 25

資産合計 46,054 48,983

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,855 3,152

短期借入金 4,870 5,815

未払法人税等 126 467

賞与引当金 43 61

その他 2,500 3,128

流動負債合計 9,396 12,625

固定負債   

社債 518 725

長期借入金 12,942 11,991

退職給付引当金 365 332

環境対策引当金 76 76

資産除去債務 338 －

その他 3,119 3,028

固定負債合計 17,360 16,153

負債合計 26,757 28,779
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,571 8,571

資本剰余金 6,219 6,219

利益剰余金 5,132 4,101

自己株式 △4 △4

株主資本合計 19,919 18,888

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,055 1,816

繰延ヘッジ損益 △12 －

土地再評価差額金 294 296

為替換算調整勘定 △1,959 △797

評価・換算差額等合計 △622 1,315

純資産合計 19,296 20,203

負債純資産合計 46,054 48,983
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 30,431 45,407

売上原価 25,963 42,850

売上総利益 4,468 2,556

販売費及び一般管理費   

建材配送運賃及び口銭 30 16

人件費 694 642

福利厚生費 107 101

減価償却費 56 49

業務委託費 114 103

その他 532 444

販売費及び一般管理費合計 1,537 1,358

営業利益 2,930 1,198

営業外収益   

受取利息 112 66

受取配当金 40 12

為替差益 595 42

その他 25 28

営業外収益合計 773 150

営業外費用   

支払利息 176 156

持分法による投資損失 68 46

その他 68 18

営業外費用合計 313 221

経常利益 3,390 1,127

特別利益   

固定資産売却益 － 45

投資有価証券売却益 16 588

持分変動利益 － 61

貸倒引当金戻入額 10 9

補助金収入 564 369

特別利益合計 591 1,074

特別損失   

固定資産除却損 16 24

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 7

補償損失 24 45

特別損失合計 41 77

税金等調整前四半期純利益 3,940 2,123

法人税、住民税及び事業税 969 493

法人税等調整額 194 44

法人税等合計 1,163 538

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,585

少数株主利益 － －

四半期純利益 2,776 1,585

― 16 ―



【第２四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 15,221 23,104

売上原価 13,097 21,606

売上総利益 2,124 1,498

販売費及び一般管理費   

建材配送運賃及び口銭 11 8

人件費 364 348

福利厚生費 52 53

減価償却費 31 25

業務委託費 48 68

その他 224 226

販売費及び一般管理費合計 734 729

営業利益 1,389 768

営業外収益   

受取利息 87 43

受取配当金 29 0

為替差益 256 75

その他 3 15

営業外収益合計 376 135

営業外費用   

支払利息 83 77

持分法による投資損失 42 19

その他 29 9

営業外費用合計 155 106

経常利益 1,610 797

特別利益   

投資有価証券売却益 △2 △2

持分変動利益 － △23

貸倒引当金戻入額 2 3

補助金収入 5 14

特別利益合計 5 △8

特別損失   

固定資産除却損 16 24

補償損失 24 45

特別損失合計 41 69

税金等調整前四半期純利益 1,575 719

法人税、住民税及び事業税 315 321

法人税等調整額 236 9

法人税等合計 552 331

少数株主損益調整前四半期純利益 － 387

少数株主損失（△） △18 －

四半期純利益 1,041 387
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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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９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 3,940 2,123

減価償却費 370 620

貸倒引当金の増減額（△は減少） △12 △9

賞与引当金の増減額（△は減少） 4 △17

退職給付引当金の増減額（△は減少） △74 32

その他の引当金の増減額（△は減少） 1 －

受取利息及び受取配当金 △152 △79

支払利息 176 156

為替差損益（△は益） △1,187 △142

持分法による投資損益（△は益） 68 46

有形及び無形固定資産売却損益（△は益） － △45

有形固定資産除却損 16 24

投資有価証券売却損益（△は益） △16 △588

補償損失 24 45

補助金収入 △564 △369

持分変動損益（△は益） － △61

売上債権の増減額（△は増加） 4,245 1,061

たな卸資産の増減額（△は増加） 284 △324

仕入債務の増減額（△は減少） △2,336 △1,184

その他 358 △137

小計 5,149 1,150

利息及び配当金の受取額 89 75

利息の支払額 △181 △163

役員退職慰労金の支払額 △8 －

補償損失の支払額 △67 －

補助金の受取額 564 366

法人税等の支払額 △1,355 △819

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,191 610

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 △1,730 △3,533

有形及び無形固定資産の売却による収入 － 154

投資有価証券の取得による支出 △0 △0

投資有価証券の売却による収入 212 1,198

貸付けによる支出 △0 △323

貸付金の回収による収入 25 19

その他 △44 △190

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,537 △2,674
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

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 3,250 5,181

短期借入金の返済による支出 △7,016 △5,161

長期借入れによる収入 1,480 2,300

長期借入金の返済による支出 △1,411 △2,266

社債の償還による支出 △272 △767

配当金の支払額 △310 △546

その他 △9 △9

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,290 △1,270

現金及び現金同等物に係る換算差額 685 △195

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △951 △3,530

現金及び現金同等物の期首残高 8,396 13,794

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  7,445 ※  10,264
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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】 

  

 
  

【表示方法の変更】 

  

 
  

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日  至 平成22年９月30日)

 会計処理基準に関する事項の変更 

(1）「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

第１四半期連結会計期間より「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10

日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平

成20年３月10日）を適用しております。 

 これに伴い、同一環境下で行われた同一の性質の取引について、投資会社（その子会社を含む）及

び持分法を適用する被投資会社が採用する会計処理の原則及び手続きは、原則として統一する方法

（統一しないことに合理的な理由がある場合は除く）に変更しております。 

この変更に伴う損益に与える影響はありません。 
  

(2）「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20

年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平

成20年３月31日）を適用しております。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に及ぼ

す影響額はそれぞれ軽微であり、当該会計基準及び同適用指針の適用開始による資産除去債務の変動

額も軽微であります。 

 また、従来より、海外連結子会社において一部権益を有するリデル炭鉱の石炭採掘に係る表土再生

債務を流動負債の「その他」に含めておりましたが、第１四半期連結会計期間より「資産除去債務に

関する会計基準」を適用したことに伴い、当該費用を「資産除去債務」として表示しております。な

お、前第２四半期連結会計期間末及び前連結会計年度末の流動負債の「その他」に含まれる「資産除

去債務」は、それぞれ259百万円及び342百万円であります。 

当第２四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日)

（四半期連結損益計算書関係） 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく財務諸表規

則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用に伴い、当第２四半期連

結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。 

当第２四半期連結会計期間
(自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日)

（四半期連結損益計算書関係） 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく財務諸表規

則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用に伴い、当第２四半期連

結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。 
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【簡便な会計処理】 

  

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日  至 平成22年９月30日)

１ 棚卸資産の評価方法 

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固定資産については、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) 

  

 
  

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

当第２四半期連結会計期間末 
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成22年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、13,212百万

円であります。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、14,054百万

円であります。 

※２ このうち担保に供している資産は次のとおりであ

ります。 

  (1) 社債及び借入金に対する担保差入資産 

①財団抵当 

 

②その他 

土地 4,860 百万円 

計 4,860 百万円 

 

土地 4,613 百万円

その他 

（有形固定資産） 
878  〃 

投資有価証券 206  〃 

計 5,698 百万円

※２ このうち担保に供している資産は次のとおりであ

ります。 

  (1) 社債及び借入金に対する担保差入資産 

①財団抵当 

 

②その他 

土地 4,860 百万円 

計 4,860 百万円 

 

土地 5,234 百万円 

その他 

（有形固定資産）
1,668  〃 

投資有価証券 242  〃 

計 7,145 百万円 

  (2) 営業取引等の保証に供している担保差入資産 

 上記の他に、MITSUI MATSUSHIMA AUSTRALIA PTY. 

LTD.による豪州金融機関からの長期借入金（1年内

返済予定長期借入金）６百万A$ （490百万円）に対

して、同社の資産157百万A$（11,853百万円）及び

MITSUI MATSUSHIMA INTERNATIONAL PTY.LTD.が保有

する同社株式を担保として差し入れております。 

現金及び預金 142 百万円 

投資有価証券 14  〃 

計 156 百万円 

  (2) 営業取引等の保証に供している担保差入資産 

 上記の他に、MITSUI MATSUSHIMA AUSTRALIA PTY. 

LTD.による豪州金融機関からの長期借入金（1年内

返済予定長期借入金）６百万A$ （538百万円）に対

して、同社の資産88百万A$（7,300百万円）及び

MITSUI MATSUSHIMA INTERNATIONAL PTY.LTD.が保有

する同社株式を担保として差し入れております。 

現金及び預金 155 百万円 

投資有価証券 14  〃 

計 170 百万円 

(自  平成21年４月１日 
至  平成21年９月30日) 

前第２四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日 
至  平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

※  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 

             （平成21年９月30日現在) 

現金及び預金 7,759百万円

預入期間が３か月超の定期預金 △  313  〃

現金及び現金同等物 7,445百万円

※  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 

             （平成22年９月30日現在) 

現金及び預金 10,367百万円

預入期間が３か月超の定期預金 △ 103  〃

現金及び現金同等物 10,264百万円
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(株主資本等関係) 

当第２四半期連結会計期間末(平成22年９月30日)及び当第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  

至  平成22年９月30日) 

１  発行済株式の種類及び総数 

 
  

２  自己株式の種類及び株式数 

 
  

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。 

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 138,677,572 

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 27,191 

決議 株式の種類 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 配当の原資

平成22年５月13日 
取締役会 

普通株式 554 4 平成22年３月31日 平成22年６月28日 利益剰余金
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(セグメント情報等) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第２四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21年９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 各事業の主要な業務 

  （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 

  （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、リサイクル業、合金鉄製造業 

３ 「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 ２ 会計処理基準に関する事項の変

更」に記載の通り、在外子会社等の収益及び費用については、前連結会計年度末より決算日の直物為替相場

に変えて、期中平均為替相場により円貨に換算する方法に変更したため、前第２四半期連結会計期間と当第

２四半期連結会計期間で円貨に換算する方法が異なっております。なお、前第２四半期連結会計期間に変更

後の換算方法を適用した場合、前第２四半期連結会計期間の「燃料事業」の売上高が372百万円、営業費用

が240百万円、営業利益が131百万円それぞれ減少することになります。 

  

前第２四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年９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 各事業の主要な業務 

  （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 

  （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、リサイクル業、合金鉄製造業 

 
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 13,057 1,402 132 476 152 15,221 ― 15,221 

(2) セグメント間の 
  内部売上高又は振替高 2 29 3 4 ─ 39 (39) ―

計 13,059 1,432 135 481 152 15,260 (39) 15,221 

  営業費用 11,456 1,496 127 481 310 13,872 (41) 13,831 

 営業利益又は営業損失(△) 1,603 △63 7 △0 △157 1,387 2 1,389 

 
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 25,438 3,530 263 947 252 30,431 ─ 30,431 

(2) セグメント間の 
  内部売上高又は振替高 4 86 6 6 ─ 104 (104) ─

計 25,442 3,616 269 954 252 30,535 (104) 30,431 

  営業費用 22,181 3,687 255 953 521 27,599 (98) 27,501 

 営業利益又は営業損失(△) 3,261 △71 14 1 △269 2,936 (5) 2,930 
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３ 「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 ２ 会計処理基準に関する事項の変

更」に記載の通り、在外子会社等の収益及び費用については、前連結会計年度末より決算日の直物為替相場

に変えて、期中平均為替相場により円貨に換算する方法に変更したため、前第２四半期連結累計期間と当第

２四半期連結累計期間で円貨に換算する方法が異なっております。なお、前第２四半期連結累計期間に変更

後の換算方法を適用した場合、前第２四半期連結累計期間の「燃料事業」の売上高が283百万円、営業費用

が180百万円、営業利益が102百万円それぞれ減少することになります。 

  
【所在地別セグメント情報】 

前第２四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21年９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 

   オセアニア……オーストラリア 

   その他…………カナダ 

３ 「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 ２ 会計処理基準に関する事項の変

更」に記載の通り、在外子会社等の収益及び費用については、前連結会計年度末より決算日の直物為替相場

に変えて、期中平均為替相場により円貨に換算する方法に変更したため、前第２四半期連結会計期間と当第

２四半期連結会計期間で円貨に換算する方法が異なっております。なお、前第２四半期連結会計期間に変更

後の換算方法を適用した場合、前第２四半期連結会計期間の「オセアニア」の売上高が372百万円、営業費

用が240百万円、営業利益が131百万円それぞれ減少し、「その他の地域」の営業費用は０百万円減少し、営

業損失も同額減少することになります。 

  
前第２四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年９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 

   オセアニア……オーストラリア 

   その他…………カナダ 

３ 「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 ２ 会計処理基準に関する事項の変

更」に記載の通り、在外子会社等の収益及び費用については、前連結会計年度末より決算日の直物為替相場

に変えて、期中平均為替相場により円貨に換算する方法に変更したため、前第２四半期連結累計期間と当第

２四半期連結累計期間で円貨に換算する方法が異なっております。なお、前第２四半期連結累計期間に変更

後の換算方法を適用した場合、前第２四半期連結累計期間の「オセアニア」の売上高が283百万円、営業費

用が180百万円、営業利益が102百万円それぞれ減少し、「その他の地域」の営業費用は０百万円減少し、営

業損失も同額減少することになります。 

 
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 12,827 2,394 ─ 15,221 ─ 15,221 

(2) セグメント間の 
  内部売上高又は振替高 129 975 ─ 1,105 (1,105) ─

計 12,956 3,370 ─ 16,327 (1,105) 15,221 

  営業費用 13,156 1,780 0 14,937 (1,105) 13,831 

 営業利益又は営業損失(△) △199 1,589 △0 1,389 0 1,389 

 
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 25,978 4,453 ─ 30,431 ─ 30,431 

(2) セグメント間の 
  内部売上高又は振替高 265 2,286 ─ 2,552 (2,552) ─

計 26,243 6,740 ─ 32,983 (2,552) 30,431 

  営業費用 26,533 3,518 0 30,053 (2,552) 27,501 

 営業利益又は営業損失(△) △290 3,221 △0 2,930 0 2,930 
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【海外売上高】 

前第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

  

 
(注)  １ 地域は、地理的近接度により区分しております。 

 ２ 各区分に属する主な国は以下のとおりであります。 

   オセアニア …… オーストラリア 

   アジア ………… インドネシア 

 ３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

  

 
(注)  １ 地域は、地理的近接度により区分しております。 

 ２ 各区分に属する主な国は以下のとおりであります。 

   オセアニア …… オーストラリア 

   アジア ………… インドネシア 

 ３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

  

 オセアニア アジア 計

Ⅰ  海外売上高(百万円) 2,393 4 2,398 

Ⅱ  連結売上高(百万円) ― ― 15,221 

Ⅲ  連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 15.73 0.03 15.76 

 オセアニア アジア 計

Ⅰ  海外売上高(百万円) 4,456 5 4,462 

Ⅱ  連結売上高(百万円) ― ― 30,431 

Ⅲ  連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 14.64 0.02 14.66 
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【セグメント情報】 

(追加情報) 

第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平

成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第20号 平成20年３月21日）を適用しております。 

  

１  報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、

経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。 

 当社は、製品・サービス別の事業部を有しており、各事業部は、取り扱う製品・サービスについて国内

及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

 したがって、当社は、事業部を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「燃料

(石炭販売)事業」、「燃料(石炭生産)事業」、「建機材事業」、「不動産事業」及び「リサイクル・合金

鉄事業」の５つを報告セグメントとしております。 

 「燃料(石炭販売)事業」は、燃料(石炭生産)事業を通じて生産される石炭を中心に海外石炭の輸入販売

及び仲介等を行っております。「燃料(石炭生産)事業」は、主にジョイント・ベンチャーによる豪州ＮＳ

Ｗ州リデル炭鉱の操業及び海外炭鉱への投融資を行っております。「建機材事業」は、建設資材等の仕入

販売及び電気・機械器具類の製造販売等を行なっております。「不動産事業」は、賃貸ビル・マンション

等の賃貸業及び不動産の分譲を行っております。「リサイクル・合金鉄事業」は、廃自動車シュレッダー

ダスト（ＡＳＲ）の再資源化処理及び合金鉄の製造を行っております。 

  

２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日) 

 
（注）１ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、スーパー事業、海上運送・倉

庫事業等を含んでおります。 

 ２ セグメント利益又は損失(△)の調整額18百万円は、セグメント間取引消去であります。 

 ３ セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

   (単位：百万円)

 

報告セグメント

その他
(注)１

合計 
調整額 
(注)２ 

四半期連
結損益計
算書計上

額 
(注)３

燃 料 
(石炭 
販売) 

燃 料 
(石炭 
生産) 

建機材 不動産
リサイ
クル・ 
合金鉄 

計

売上高     

  外部顧客への 
 売上高 39,229 2,632 1,589 253 240 43,946 1,460 45,407 ─ 45,407 

  セグメント間の 
 内部売上高又は 
 振替高 

3 4,329 12 3 ─ 4,349 30 4,379 △4,379 ─

計 39,233 6,962 1,602 257 240 48,296 1,490 49,787 △4,379 45,407 

セグメント利益 
又は損失（△） 139 1,612 △105 31 △475 1,202 △22 1,180 18 1,198 
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当第２四半期連結会計期間(自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日) 

 
（注）１ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、スーパー事業、海上運送・倉

庫事業等を含んでおります。 

 ２ セグメント利益又は損失(△)の調整額12百万円は、セグメント間取引消去であります。 

 ３ セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  
(金融商品関係) 

当第２四半期連結会計期間末（平成22年９月30日） 

現金及び預金が企業集団の事業運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度の末

日に比べて著しい変動が認められます。 

 （単位：百万円）
 

 （注） 現金及び預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお

ります。 

  

   (単位：百万円)

 

報告セグメント

その他
(注)１

合計 
調整額 
(注)２ 

四半期連
結損益計
算書計上

額 
(注)３

燃 料 
(石炭 
販売) 

燃 料 
(石炭 
生産) 

建機材 不動産
リサイ
クル・ 
合金鉄 

計

売上高     

  外部顧客への 
 売上高 19,181 2,081 829 129 101 22,323 781 23,104 ─ 23,104 

  セグメント間の 
 内部売上高又は 
 振替高 

1 2,198 7 1 ─ 2,208 14 2,223 △2,223 ─

計 19,182 4,280 836 130 101 24,531 796 25,327 △2,223 23,104 

セグメント利益 
又は損失（△） 44 991 △38 7 △248 756 △0 756 12 768 

科目
四半期連結

貸借対照表計上額
時価 差額 時価の算定方法

現金及び預金 10,367 10,367 ─ （注）
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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等 

第２四半期連結累計期間 

  

 
(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 

 
  

当２第四半期連結会計期間末 
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末 
（平成22年３月31日)

   

１株当たり純資産額 139.17 円
 

１株当たり純資産額 145.71円

項目
（平成22年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間末

（平成22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） 19,296 20,203 

普通株式に係る純資産額（百万円） 19,296 20,203 

普通株式の発行済株式数（千株） 138,677 138,677 

普通株式の自己株式数（千株） 27 26 

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） 

138,650 138,651 

(自  平成21年４月１日 
至  平成21年９月30日) 

前第２四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日 
至  平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

１株当たり四半期純利益 26.40円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ─
 

１株当たり四半期純利益 11.43円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ─

項目 (自  平成21年４月１日 
至  平成21年９月30日) 

前第２四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日 
至  平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(百万円) 2,776 1,585 

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) 2,776 1,585 

普通株式の期中平均株式数(千株) 105,153 138,650 
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第２四半期連結会計期間 

  

 
(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。 

(自  平成21年７月１日 
至  平成21年９月30日) 

前第２四半期連結会計期間
(自  平成22年７月１日 
至  平成22年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間

１株当たり四半期純利益 9.90円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ─
 

１株当たり四半期純利益 2.79円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ─

項目 (自  平成21年７月１日 
至  平成21年９月30日) 

前第２四半期連結会計期間
(自  平成22年７月１日 
至  平成22年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(百万円) 1,041 387 

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) 1,041 387 

普通株式の期中平均株式数(千株) 105,152 138,650 

当第２四半期連結会計期間
（自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日）

投資有価証券の売却益について 

 当社の連結子会社MITSUI MATSUSHIMA INTERNATIONAL PTY.LTD.は、将来の石炭供給ソース確保に必要な投資資

金を調達するため、同社が保有する投資有価証券の一部を売却致しました。 

 当該売却益は、同社が12月決算会社であることから、平成23年３月期第３四半期連結会計期間及び第４四半期

連結会計期間において特別利益を計上致します。 

(1) 当該事象の発生年月日 

    平成22年９月29日～平成22年10月21日（約定日） 

(2）売却総額及び損益に与える影響額 

    第３四半期連結会計期間 

      売却総額 約２百万A$（約231百万円） 

      影 響 額 約２百万A$（約196百万円） 

    第４四半期連結会計期間 

      売却総額 約13百万A$（約1,094百万円）  

      影 響 額 約12百万A$（約948百万円） 

  

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21年11月９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21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期

間(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成

21年９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21年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期

間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・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

有限責任監査法人トーマツ 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

公認会計士    本 野 正 紀       印 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

公認会計士    中 野 宏 治       印 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

公認会計士    荒 牧 秀 樹       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。 

 



  
平成22年11月８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22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期

間(平成22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成

22年９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22年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期

間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・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

有限責任監査法人トーマツ 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

公認会計士    本 野 正 紀       印 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

公認会計士    中 野 宏 治       印 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

公認会計士    荒 牧 秀 樹       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22年11月12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  串 間 新 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 

  (東京都中央区日本橋室町二丁目２番１号) 

 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 串間新一郎は、当社の第155期第２四半期(自 平成22年７月１日 至 平成22年９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。 

  

確認に当たり、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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