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プといたしましては、中核の燃料（石
炭生産）事業においては、中長期的
に見込まれる需要の拡大に的確に
対応するべく、今後も引き続き新規
石炭鉱山の権益確保に取組むとと
もに、既存プロジェクトの安定生産に
よる収益力強化に努めてまいります。

また、石炭価格や外国為替の変動
等の外部要因に影響を受けない事
業分野での安定収益の確保が必要
であることから、現在の強固な財務
基盤を背景に、収益の安定化・多様
化を図るべく、燃料（石炭生産）事業
以外の分野でM&A等も含めた積極
的な新規事業の育成・強化に取組み、
安定的な事業ポートフォリオを構築
し持続的な成長・発展を進めてまい
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。

当社グループの中核事業である
燃料事業を取り巻く石炭市況につき
ましては、中国を中心とする近年の
新興国の需要急増を受けた新規炭
鉱開発・インフラ拡張に伴い、供給
量が大幅に増大する一方、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 いて台 頭した
シェールガスの影響などにより需給
が緩和し、価格は低位に推移してお
ります。しかしながら、今後もインド
をはじめとしたアジア新興国の経済
成長を背景とした堅調な需要拡大
が見込まれ、日本国内においても石
炭火力発電所の新増設が相次いで
計画されるなど、中長期的な需要の
拡大が予想されております。さらに、
経営状況の厳しい炭鉱の閉山や一
時的な生産中止、開発計画の見直し
など、供給側の生産調整の動きも加
速していることなどから、需給バラン
スの改善が進むと考えております。

このような環境の中、当社グルー

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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679億56百万円 ▲2億71百万円 6億円 5億84百万円
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

平成27年6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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当期（平成27年３月期）業績の概況
　当連結会計年度の業績につきまして
は、燃料事業における世界の石炭需給
の緩和による石炭価格の下落および販
売数量の減少などにより、売上高は
679億56百万円となり、2億71百万円
の営業損失となりました。
　また経常利益は、営業外費用に支払
利息1億81百万円を計上したものの、
営業外収益に為替差益5億3百万円、受
取利息2億21百万円および持分法によ
る投資利益2億1百万円などの計上によ
り6億円となりました。
　税金等調整前当期純利益は、特別損
失に固定資産圧縮損２億48百万円、関
係会社整理損失引当金繰入額1億99
百万円および減損損失1億98百万円な
どを計上したものの、特別利益に投資
有価証券売却益4億73百万円、補助金
収入3億55百万円の計上により3億48
百万円となりました。
　当期純利益は、平成28年3月期から
の連結納税制度導入に伴う税効果会計
の適用などによる法人税等調整額（利

益）10億7百万円の計上により5億84
百万円となりました。

連結セグメント情報の概況
　中核事業の燃料事業では、燃料（石
炭販売）事業が石炭価格の下落および
販売数量の減少により売上高は前期比
106億25百万円の減収となりましたが、
利益面では販売費の減少により前期比
38百万円の増益となりました。また、
燃料（石炭生産）事業は同様の理由に
より売上高は前期比32億27百万円の
減収となり、利益面でも23億32百万円
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
た新規事業では、再生可能エネルギー
事業が太陽光発電所「メガソーラーつ
やざき発電所」の3期工事完成に伴い、
売上高は前期比80百万円の増収、利
益は前期比26百万円の増益となりまし
た。また、飲食用資材事業は、日本ス
トロー株式会社を前連結会計年度末に
連結子会社化したことに伴い新たに加

わった事業であり、売上高45億69百万
円、利益3億85百万円を計上しており
ます。施設運営受託事業は、夏季の天
候不順の影響などにより前期比３億23
百万円の減収となり、のれん償却費1
億33百万円の計上により10百万円の
損失となりました。なお、その他事業
における介護事業は、福岡市内にサー
ビス付高齢者向け住宅２棟を完成し、平
成26年12月および平成27年1月よりそ
れぞれ事業を開始しております。

次期の業績予想 
　次期の見通しにつきましては、燃料

（石炭販売）事業において販売数量の
減少および石炭価格の下落などにより
売上高は600億円を見込んでおり、利
益面では燃料（石炭生産）事業におけ
る生産コスト減少および国内連結子会
社の増益などにより営業利益1億円、経
常利益4億円、当期純利益2億円となる
見通しであります。

平成27年3月期の連結業績と次期の業績予想

【連結セグメント情報】

セグメント利益

平成25年度 平成26年度 対前期比較
増減額

燃料(石炭販売) 386 425 38

燃料(石炭生産) 2,385 52 ▲2,332

再生可能エネルギー 70 97 26

飲食用資材 — 385 385

施設運営受託 ▲31 ▲10 21

不動産 207 91 ▲116

港湾 58 78 20

その他 ▲16 ▲44 ▲28

　調整額 ▲1,167 ▲1,347 ▲179

合計 1,891 ▲271 ▲2,163

売上高

平成25年度 平成26年度 対前期比較
増減額

燃料(石炭販売) 60,149 49,524 ▲10,625

燃料(石炭生産) 15,829 12,602 ▲3,227

再生可能エネルギー 162 243 80

飲食用資材 — 4,569 4,569

施設運営受託 5,946 5,622 ▲323

不動産 591 402 ▲188

港湾 517 544 27

その他 3,874 2,046 ▲1,827

　調整額 ▲9,769 ▲7,599 2,169

合計 77,300 67,956 ▲9,344

（単位：百万円） （単位：百万円）
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●石炭（一般炭）は、化石燃料の中でも地政学リスクが
最も低く、熱量当たりの単価も最も安い、世界の発電
の約40%をまかなう主要な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（石炭生産）事業が
構成しており、石炭価格や為替の変動といった外部
要因により収益が大きく変動します。

●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おり、
将来的なエネルギー需給構造の変化にも備える必要
があります。

成長戦略　～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
めの資金確保およ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。
　当期末の純資産合計は344億円、自己資本比率は
59.3％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。

将来的には石炭市況の回復が見込まれ、
当社グループの中核事業である燃料（石炭
生産）事業は、引き続き将来有望な事業で
あると考えます。

石炭価格や外国為替等の外部要因により
収益が変動しない事業分野で安定収益確
保が必要です。

石炭の有用性、将来性

外部要因に左右される燃料事業

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

（US$/Mt）（億円）
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成長戦略

グループで保有する石炭関連の高い技術力を駆使
し、収益の柱となる新規権益炭を獲得することで、
中核事業である燃料（石炭生産）事業の収益力を強
化します。

新規石炭鉱山の権益確保および既存プロジェクト
の安定生産による収益力強化に努めるとともに、
多様化する石炭需要家ニーズを満たす様々な新規
サービスの提供にも取組んでまいります。

有望な権益確保への取組み
●インドネシアGDM炭鉱開発 （権益炭30万tの

計画）

●豪州スクエア社との合弁会社による探査段階か
らの権益確保への取組み（豪州にて有望炭層を
発見　P.５のトピックスを参照）

●永田エンジニアリング社がNEDOよりモンゴ
ルでの乾式選炭技術システム実証前調査事業を
受託

石炭価格・為替の変動、社会環境やエネルギー構造
の大きな変化に備えて、収益の安定化・多様化を図
るべく、燃料（石炭生産）事業以外の新規事業を育
成・強化することで、安定した収益を確保します。

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

【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

これまで買収およ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、M&A等
も含めて更なる新規案件にも積極的に取組んでま
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）

の株式取得
●MMエナジー社を設立し、太陽光発電事業に

参入
年間発電量６MWの太陽光発電所「メガソー
ラーつやざき発電所No.１～No.３」稼動

　（今期業績にセグメント利益97百万円の収益
貢献）

●日本ストロー社（飲食用資材事業）の株式取得
　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３億85百万円の収
益貢献）

●MＭライフサポート社を設立して介護事業に参
入（福岡市内にサービス付高齢者向け住宅２棟
運営　P.５のトピックスを参照）

GDM炭鉱坑道

乾式比重分離試験機

日本ストロー社の多機能ストロー
（伸縮エチケット蛇腹）
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　福岡市早良区の都心に近い恵まれた立地に、介護と医療が連携した“安心して暮らせる”高齢者向け住宅2棟
をオープンいたしました。
　高齢者の皆様が安心して暮らせる住まいと、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、より豊かな活気ある社会づくりに
積極的に貢献してまいります。

全55室
（1〜2名用）

全26室
（1名用）

●平成26年12月開設
●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」駅から徒歩約11分、

西鉄バス「弥生二丁目」徒歩約2分

●平成27年1月開設
●内科クリニック・調剤薬局併設
●福岡市営地下鉄空港線「室見」駅から徒歩約4分！
　天神や博多駅にも好アクセス。ご家族のご訪問時に

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

　当社グループの三井松島インターナショナル
は、平成23年に共同出資による探査事業会社 
Square Exploration Pty. Ltd,を設立し、豪州お
よびニュージーランドにおける石炭資源の権益確保とその開発を目的に探査事業を展開してまいりました。
　本年1月、豪州クイーンズランド州のMimosa（ミモザ）鉱区における有望炭層の発見に関する発表を行って
おります。
　これまでの炭質分析結果から、発電用の燃料に適した低灰分、低硫黄分の一般炭であることが確認されてお
り、またリデル炭鉱と同様に本鉱区から港湾までの距離が近く、石炭の賦存状況も良いことから、競争力のある
炭鉱の開発ができるものと見込まれています。
　今後は、炭質分析など評価を進めるとともに、開発可能性について具体的に検討してまいります。

Square Resources 
Holdingsとの探査事業
豪州クイーンズランド州Mimosa鉱区での有望炭層発見

介護事業が本格スタート
福岡市早良区に“安心して暮らせる”高齢者向け住宅２棟オープン
現在、入居者募集中

検索サイトより「パインガーデン」で簡単検索 パインガーデン
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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27年3月31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 22,079 23,299 ▲1,220
固定資産 36,012 36,513 ▲500
　有形固定資産 25,504 26,388 ▲883
　無形固定資産 6,171 6,645 ▲473
　投資その他の資産 4,335 3,479 856
資産合計 58,091 59,812 ▲1,721
（負債の部）

流動負債 8,780 12,585 ▲3,805
固定負債 14,879 14,419 459
負債合計 23,659 27,005 ▲3,345
（純資産の部）

株主資本 29,731 29,422 309
　資本金 8,571 8,571 —
　資本剰余金 6,219 6,219 —
　利益剰余金 14,944 14,635 309
　自己株式 △5 △4 ▲0
その他の包括利益累計額 4,695 3,382 1,313
純資産合計 34,432 32,807 1,624
負債・純資産合計 58,091 59,812 ▲1,721

（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26年4月 1 日から
平成27年3月31日まで

前期
平成25年4月 1 日から
平成26年3月31日まで

増　減

売上高 67,956 77,300 ▲9,344

売上原価 64,304 72,266 ▲7,961

売上総利益 3,651 5,033 ▲1,382

販売費及び一般管理費 3,922 3,141 781

営業利益（▲損失） △271 1,891 ▲2,163

営業外収益 1,108 864 243

営業外費用 235 232 3

経常利益 600 2,524 ▲1,923

特別利益 879 733 145

特別損失 1,131 1,105 26
税金等調整前当期
純利益 348 2,153 ▲1,805
法人税、住民税及び
事業税 770 748 21

法人税等調整額 △1,007 △129 ▲878
少数株主損益調整前
当期純利益 585 1,533 ▲948

少数株主利益 1 1 ▲0

当期純利益 584 1,532 ▲947

（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26年4月 1 日から
平成27年3月31日まで

前期
平成25年4月 1 日から
平成26年3月31日まで

営業活動による
キャッシュ・フロー 2,786 2,331

投資活動による
キャッシュ・フロー △184 △1,208

財務活動による
キャッシュ・フロー △2,897 44

現金及び現金同等物に係る
換算差額 797 795

現金及び現金同等物の
増減額 502 1,962

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 11,647 11,145

（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12億
20百万円（5.2％）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38億５百万円（30.2％）減少
となりました。

為替換算調整勘定の増加などにより純資産
合計は16億24百万円（5.0％）の増加となり
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5億2
百万円増加し、期末残高は116億47百万円
となりました。

平成23年度
期末

平成24年度
期末

平成25年度
期末

平成26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26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26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）
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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（%）

32
49
110
91

12,821
13,103

26,526,504
4,345,783
8,824,215
14,090,580
84,890,490
138,677,572

19.14
3.13
6.36
10.16
61.21
100.00

17
150
2,042
9,688
1,206
13,103

36,474,220
36,443,659
41,729,190
23,933,669

96,834
138,677,572

26.30
26.28
30.09
17.26
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、経理部長、
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27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
727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
大手門パインビル
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27年6月24日現在）

執行役員（平成27年6月24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27年3月31日現在）

株式分布の状況（平成27年3月31日現在）

大株主（上位10名）（平成27年3月31日現在）

株　主　名 持株数（千株）持株比率（%）
那須　功 5,747 4.14
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 3,050 2.20
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 2,475 1.78
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 2,117 1.53

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口1） 1,673 1.21
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 1,657 1.20
株式会社西日本シティ銀行 1,600 1.15
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口6） 1,540 1.11

（注）持株比率については、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

13,103名
（前期末比　430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。）


