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グループの営業部門を２つの事業
本部に再編する組織改編を行ってお
ります。当社グループの主力である
燃料事業を推進する「エネルギー事
業本部」、そして、石炭市況や為替に
左右されない事業を推進する「非エ
ネルギー事業本部」の2事業本部制
と致しました。
今後は、この２つの事業本部が主
役となって、当社グループの成長戦
略を推進してまいります。
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。

当社グループの本中間決算は、世
界的な石炭需給緩和の影響下、中
核事業である燃料事業の低迷等に
より、前年同期比で減収減益となり
ました。
しかしながら、当社グループは、こ
の様な状況下にあっても持続的成
長を図るべく、2つの成長戦略を積
極的に推進しております。
燃料事業では、新規石炭鉱山の開
発による権益炭の獲得、需要家の
ニーズを満たし、為替や相場の影響
を受けない様々なビジネスモデル
の構築に注力しております。また、併
行して、当社グループの強固な財務
基盤を背景に、Ｍ＆Ａ等も含めた積
極的な新規事業の育成・強化に取組
んでおり、安定的な事業ポートフォ
リオの構築に努めております。
なお、この成長戦略の流れを加速
させるべく、本年７月１日付で、当社

株主の皆様には、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。
ここに当社グループ第１５９期中
間株主通信をお届けさせて頂くに
あたり、ご挨拶申し上げます。

株主の皆様へ

【連結業績ハイライト】

代表取締役社長　天野　常雄
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319億78百万円 ▲6億49百万円 ▲6億39百万円 ▲7億3百万円
売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

平成26年12月

当社グループの
成長戦略

● 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
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当第２四半期連結累計期間の業績
につきましては、主力の燃料事業に
おいて世界の石炭需給の緩和によ
る石炭価格の下落及び販売数量の
減少などにより、売上高は319億78
百万円と前年同期比75億78百万円
（19.2％）の減収となり、6億49百万
円の営業損失（前年同期は6億69
百万円の営業利益）となりました。
経常損益は、持分法投資利益

９７百万円の計上があったものの、
為替差損１億８８百万円の計上など
により６億３９百万円の損失（前年同
期は11億49百万円の経常利益）と
なり、四半期純損益は、税金費用の
減少があったものの、投資有価証券
評価損1億2百万円及び補償損失引
当金繰入額1億34百万円の計上な
どにより7億3百万円の純損失（前年
同期は7億86百万円の四半期純利
益）となりました。

連結セグメント毎に見ますと、中
核事業である燃料事業では、燃料
（石炭販売）が、石炭価格の下落及び
販売数量の減少により、売上高は前
年同期比79億49百万円の減収とな
りましたが、販売費の減少で、利益
は前年同期比38百万円の増益に
なったのに対し、燃料（石炭生産）は、
石炭価格の下落により、売上高が前
年同期比16億16百万円の減収と
なった上、リデル炭鉱での操業コス
ト増加により、利益が前年同期比15
億円の減益となりました。
一方、ここ数年来、収益の安定化・
多様化を図るために取組んでまいり
ました新規事業は、その成果が徐々
に現れてきております。再生エネル
ギー事業は、「メガソーラーつやざき
No.1発電所」に加え、同No.2発電
所が新たに稼動したことから、売上
高が前年同期比43百万円の増収、

利益が前年同期比17百万円の増益
となりました。また、飲食用資材事業
は、日本ストロー㈱を前連結会計年
度末に子会社化したことに伴い新た
に加わった事業ですが、売上高18億
13百万円、利益1億45百万円を計
上しております。施設運営受託事業
は、夏季の天候不順等の影響で、売
上高が前年同期比2億9百万円の減
収となり、のれん償却費66百万円
の計上等により、利益は前年同期比
5百万円の減益となりました。
なお、通期の連結業績予想につき
ましては、海外子会社において第3
四半期以降の為替が好転している
ことなどから、平成26年5月2日に
公表しました売上高650億円、営業
損失2億円、経常利益2億円、当期純
利益1億円の通期業績予想を据え
置いております。

平成27年3月期第2四半期の連結業績と通期業績見通し

【連結セグメント情報】

セグメント利益

平成25年度
中間期

平成26年度
中間期

対前期比較
増減額

燃料(石炭販売) 172 210 38

燃料(石炭生産) 1,021 ▲479 ▲1,500

再生エネルギー 42 59 17

飲食用資材 — 145 145

施設運営受託 7 2 ▲5

不動産 98 60 ▲37

港湾 21 46 25

その他 ▲54 ▲32 21

　調整額 ▲638 ▲660 ▲22

合計 669 ▲649 ▲1,318

売上高

平成25年度
中間期

平成26年度
中間期

対前期比較
増減額

燃料(石炭販売) 31,894 23,944 ▲7,949

燃料(石炭生産) 7,464 5,847 ▲1,616

再生エネルギー 78 121 43

飲食用資材 — 1,813 1,813

施設運営受託 3,092 2,883 ▲209

不動産 291 203 ▲87

港湾 259 281 21

その他 1,862 921 ▲940

　調整額 ▲5,386 ▲4,039 1,346

合計 39,556 31,978 ▲7,578

（単位：百万円） （単位：百万円）
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●石炭（一般炭）は、化石燃料の中で地政学リスクが最
も低く、熱量当たりの単価も最も安い、世界のエネル
ギー需要の約25％をまかなう主要な発電用エネル
ギー資源です。また、石炭（原料炭）は、インフラ構築
に欠かせない鉄鋼製品の原料となる資源です。
●今後も新興国の経済成長を背景に世界の石炭需要は
拡大の見通しであり、日本国内においても石炭火力
発電所の新増設により中長期的な石炭需要の拡大が
予想されております。

　当社グループは収益の大半を燃料事業に依存してき
たことから、外部要因によって業績が大きく影響を受
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。
●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。

事業環境

　当社グループは、適切な流動性の維持、事業活動のた
めの資金確保及び有利子負債の圧縮等、健全な財務状
況の維持に取組んでまいりました。
　当中間期末の純資産合計は321億円、自己資本比率
は57.2％の状況にあり、この強固な財務基盤を背景と
して当社グループの成長戦略を推進してまいります。

　近年の新興国の需要急増を受けた新規炭鉱開発、インフラの拡張が進んだことに伴い石炭供給は大幅に増大いたしました
が、一方で、世界最大の石炭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要の伸び
率は低下いたしました。その結果、需給バランスが緩和することとなり、石炭価格は低位に推移することとなりました。

将来的には需要の拡大により石炭価格は
上昇に転じるものと考えます。

石炭の有用性、将来性

燃料事業のリスク要因

強固な財務基盤を背景とした成長戦略の推進

当社グループを取り巻く環境

【石炭生産・販売セグメント営業利益の推移           （左軸）】
【豪州石炭日本向け契約価格の動向 　　                                  （右軸）】

（US$/Mt）（億円）

（契約価格は当社調べ）　※一般炭価格は各年度４月起し価格を表示

一般炭（電力・一般産業用）
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　　　 Reference case, 2009-2040
　　　 （※単位をBtuからmetric tons へEIAサイト内Coal conversion calculatorを用いて換算）
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【世界の石炭需要の見通し】
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成長戦略

当社グループの中核事業である燃料事業では、豪
州リデル炭鉱を中心に石炭生産・石炭販売事業を
両輪として事業展開してまいりました。
引き続き収益の柱となる新規石炭鉱山の開発を進
め、権益炭の獲得による燃料事業の収益力強化に
注力してまいります。

今後も権益炭の獲得に努めると共に、生産された
石炭が需要家の皆様に消費いただくまでの全ての
プロセスでのビジネスチャンスにも注目し、需要
家ニーズを満たす多様なサービスの提供により収
益基盤の確立を目指してまいります。

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
●インドネシアGDM炭鉱開発
抗内堀り年産100万
トンを計画、権益炭
約30万トンを保有予
定（当社グループは
ＧＤＭ社の株式30％
を保有）

新規事業の育成・強化
●MMエナジー社を設立し、太陽光発電事業へ参入
平成26年度第3期工事完成により、合計６MW
の発電能力を有する（P.5のトピックスを参照）

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、収益の安定化・多
様化を図るべく、燃料事業以外の”人々の生活に根
ざした事業分野”に新規参入してまいりました。引
き続き人々から必要とされる事業を積極的に展開
し、安定した収益を確保してまいります。

成長戦略　〜安定的な事業ポートフォリオの構築〜

新規石炭鉱山の権益確保による
中核事業の収益力強化

エネルギー事業本部

【今後の方向性】

【これまでの取組み】

新規事業の育成による収益の
安定化・多様化

非エネルギー事業本部

これまで買収及び新規参入した各事業の育成を行
うとともに、強固な財務基盤を背景に、更なる新規
案件にも取組んでまいります。

【今後の方向性】

【これまでの取組み】

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。

新規事業の育成・強化
●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
●日本ストロー社（飲食用資材事業）を子会社化
伸縮ストローの国内リーディングカンパニー
今期業績にセグメント利益約４億円の収益貢献
見通し

●MMライフサポート社を設立し介護事業に参入
福岡市早良区内に２棟のサービス付高齢者向け
住宅をオープン（P.5のトピックスを参照）

インドネシアGDM炭鉱

日本ストロー社の多機能ストロー
（伸縮エチケット蛇腹）

INTERIM BUSINESS REPORT 4



平成26年1月に事業運営会社として「ＭＭライフサポート株式会社」を設立、介護事業に参入いたしました。
高齢者の皆様が安心して生活できる住まいと、入居される方々のライフスタイルや介護度に応じた介護サー

ビスを提供することにより、高齢者の皆様の安心・安全な生活の担い手として、より楽しく豊かな活気ある社会
づくりに積極的に取組んでまいります。

福岡市早良区に〈サービス付高齢者向け賃貸住宅〉２棟オープン

平成27年1月
開設予定

平成26年12月
開　設

●通所・訪問介護事業所併設
●全26室
●通所・訪問介護事業所併設により安心のシニアライ

フをお送りいただけます。
●福岡市営地下鉄空港線「藤崎」駅徒歩11分、西鉄バス
「弥生二丁目」徒歩約2分

●内科クリニック・調剤薬局併設
●全55室
●福岡市営地下鉄空港線「室見」駅まで徒歩約4分！
●天神や博多駅にも好アクセス。ご家族のご訪問にも

便利の良い立地です。

詳しい情報は、ＭＭライフサポート社HP（ http://pinegarden.jp/ ）を御覧いただくか、
092-847-1515（お電話でのお問い合わせは9:00～17：30）までお問い合わせください。

トピックス

再生エネルギー事業を展開する「ＭＭエナジー株式会社」
は、福岡県福津市内の当社社有地（約10万㎡）において４ＭＷ
の太陽光発電所「メガソーラーつやざき発電所」を運営してお
りますが、新たに同所に２ＭＷの太陽光発電所を建設し、平成26年10月25日より発電を開始いたしました。
年間発電量は６ＭＷとなり、これは一般家庭約2,000世帯分の年間消費電力に相当します。
なお、1年間通して稼働した場合、売上高約3億円、セグメント利益約1.2億円の収益貢献となる見通しです。
本事業の取組みは、昨今の電力不足対策や環境負荷低減などの社会貢献の面からも非常に意義のあるものと
考えており、今後も再生エネルギー事業の普及・拡大を目指し、地域や社会に貢献してまいります。

メガソーラーつやざき
太陽光発電所No.3 稼働

“超高齢社会”のニーズに応え、
介護事業に参入
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連結財務諸表

【連結貸借対照表】 （単位：百万円）

科　目 当中間期末
平成26年9月30日現在

前期末
平成26年3月31日現在

増　減

（資産の部）

流動資産 19,105 23,299 ▲4,194
固定資産 37,107 36,513 594
　有形固定資産 26,170 26,388 ▲217
　無形固定資産 6,289 6,645 ▲355
　投資その他の資産 4,646 3,479 1,167
資産合計 56,213 59,812 ▲3,599
（負債の部）

流動負債 8,210 12,585 ▲4,375
固定負債 15,823 14,419 1,404
負債合計 24,034 27,005 ▲2,971
（純資産の部）

株主資本 28,164 29,422 ▲1,258
　資本金 8,571 8,571 —
　資本剰余金 6,219 6,219 —
　利益剰余金 13,377 14,635 ▲1,258
　自己株式 △5 △4 ▲0
その他の包括利益累計額 4,008 3,382 626
純資産合計 32,178 32,807 ▲628
負債・純資産合計 56,213 59,812 ▲3,599

（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
当中間期

平成26年4月 1 日から
平成26年9月30日まで

前中間期
平成25年4月 1 日から
平成25年9月30日まで

増　減

売上高 31,978 39,556 ▲7,578

売上原価 30,791 37,262 ▲6,470

売上総利益 1,186 2,293 ▲1,107

販売費及び一般管理費 1,835 1,624 210

営業利益 △649 669 ▲1,318

営業外収益 303 594 ▲291

営業外費用 293 114 178

経常利益 △639 1,149 ▲1,788

特別利益 312 268 43

特別損失 520 248 271
税金等調整前四半期
純利益 △847 1,169 ▲2,016
法人税、住民税及び
事業税 188 331 ▲143

法人税等調整額 △333 49 ▲383
少数株主損益調整前
四半期純利益 △701 788 ▲1,489

少数株主利益 2 1 0

四半期純利益 △703 786 ▲1,490

（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
当中間期

平成26年4月 1 日から
平成26年9月30日まで

前中間期
平成25年4月 1 日から
平成25年9月30日まで

営業活動による
キャッシュ・フロー 1,732 1,160

投資活動による
キャッシュ・フロー △911 △1,505

財務活動による
キャッシュ・フロー △1,968 △379

現金及び現金同等物に係る
換算差額 △109 457

現金及び現金同等物の
増減額 △1,257 △266

現金及び現金同等物の
期首残高 11,145 9,182

現金及び現金同等物の
期末残高 9,887 8,915

（注）記載金額は、百万円未満を切捨てて表示しております。

流動資産における「現金及び預金」並びに
「 売 掛 金 」の 減 少などにより前 期 末 比
４１億９４百万円（18.0％）減少となりました。

流動負債における「短期借入金」の減少など
により前期末比４３億７５百万円（34.8％）減
少となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上
債権の減少などにより増加したものの、財
務活動によるキャッシュ・フローは短期借入
金の返済などにより減少しました。
その結果、現金及び現金同等物は12億57
百万円減少し、期末残高は９８億８７百万円
となりました。

■総資産　■純資産　●自己資本比率 ■1株あたり純資産
（単位：百万円） （単位：円）

46,178

26,853

58.2%
56,280

31,129
55.3%

59,812

32,807 32,178

56,213

54.8%

57.2%

189.73 203.57
226.17 232.04

平成 23年度
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平成 24年度
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平成 25年度
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中間期末

平成 23年度
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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
51
109
96

13,174
13,463

28,596,504
4,948,412
8,476,215
14,176,435
82,480,006
138,677,572

20.62
3.57
6.11
10.22
59.48
100.00

19
144
2,043
10,076
1,181
13,463

38,231,996
34,873,129
40,706,354
24,772,336

93,757
138,677,572

27.57
25.15
29.35
17.86
0.07

100.00

所有者別
株式分布状況

所有数別
株式分布状況

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

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
TEL   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/

〒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
http://www.mitsui-matsushima.co.jp/

会社の概況 株式の概況

株主メモ

会社概要（平成26年9月30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
750名（連結）55名（単体）
石炭の輸入・販売
石炭の生産
ストロー及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
● 合同会社津屋崎太陽光発電所No.3
● 永田エンジニアリング株式会社
● 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
● 株式会社松島電機製作所
● 株式会社大島商事
● 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

連 結 子 会 社

取締役・監査役（平成26年6月27日現在）

執行役員（平成26年7月1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。

株式の状況（平成26年9月30日現在）

株式分布の状況（平成26年9月30日現在）

大株主（上位10名）（平成26年9月30日現在）

株　主　名 持株数（千株）持株比率（%）
那須　功 5,094 3.67
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
中島　尚彦 2,950 2.13
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 2,607 1.88
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 2,592 1.87
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口1） 1,651 1.19
株式会社西日本シティ銀行 1,600 1.15
シービーエヌワイ　デイエフエイ　インターナショナル　スモール
キャップ　バリュー　ポートフォリオ 1,583 1.14

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口5） 1,541 1.11
（注）出資比率については、自己株式（28,436株）を控除して算出しております。

発行可能株式総数
発行済株式の総数
株　　　主　　　数

300,000,000株
138,677,572株

13,463名
（前期末比　70名減）

（ご注意）
1．  株券電子化に伴い、株主様の住所変更、単元未満株式の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。

（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。）


