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下期予想では、生産コストの軽減が見込
まれること、および10月以降の石炭価格
の上昇効果も見込まれることから黒字に
転換し、年間ベースでは黒字を確保出来
る見通しです。また、来期の石炭生産分野
の業績につきましては、足元の石炭価格
の上昇に伴い更に利益増加が期待出来
るものと考えております。（※表②参照）
　石炭生産分野は、今後もアジア新興国
での着実な石炭需要の増加が見込まれ
ること等から将来的にも有望な分野であ
り、また世界各国のエネルギー安定供給
に寄与する意義ある分野であります。
　当社グループは成長戦略の柱の一つ
として、現在進行中の新規炭鉱開発プロ
ジェクトを推進し、自社権益炭の拡大に
取組むとともに、引き続き豪州リデル炭
鉱の安定操業および生産コストの削減に
注力することで収益性の向上を目指して
まいります。
　一方で、石炭生産分野の業績は、石炭
価格や為替の変動等の外部要因により
収益が大きく変動することから、当社グ
ループは、ここ数年来、収益の安定化・多
様化を図るべく、石炭生産分野以外での
新規事業の育成・強化をもう一方の成長
戦略として掲げ、安定した収益の確保に
取組んでまいりました。
　新規事業への進出の手法としてM＆A
を積極的に活用し、国内伸縮ストロー市
場で圧倒的な市場シェアを有する飲食用
資材分野の日本ストロー株式会社や、商
品開発から生産・販売まで国内一貫体制
で「楽しむオーダーメイド」を実現する衣

料品分野の花菱縫製株式会社、お客様
の心に残る高品質なサービスを提供する
施設運営受託分野の株式会社エムアンド
エムサービス等を子会社化いたしました。
また、新たな事業分野を求めて再生可能
エネルギー分野や介護分野へも新規参
入を果たしました。
　これまでに取組んできました新規事業
の実績は、着実に業績面に成果として現
れてきており、業績変動が大きい石炭生
産分野に対する下支えとして寄与してお
ります。
　今後も、現在の強固な財務基盤を背景
に、引き続き収益の安定化・多様化を図る
べく、積極的な新規事業の育成・強化に
努めます。
　当社グループといたしましては、この2
つの取組みを成長戦略の柱として掲げ、
強力に推し進めていくことで安定的な事
業ポートフォリオを構築し、持続的な成
長・発展を目指してまいります。
　株主の皆様におかれましては、本誌を
通じて、当社グループの取組みに対する
ご理解を一層深めていただき、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。

株主の皆様へ

平成28年12月
代表取締役社長　天野　常雄

【連結業績ハイライト】

　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161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。
　当社グループの本中間決算は、世界最
大の石炭消費国である中国の景気減速
とそれに伴う石炭需給の緩和や主要産
炭国での生産調整の遅れを起因とした、
エネルギー事業における石炭価格の下落
および石炭販売数量の減少等により、前
年同期比で減収減益となりました。
　しかしながら、平成23年以降、価格下
落・低迷が続いていた石炭市況は、今年
に入り、まず原料炭市況から回復の兆し
が見え始め、本年7月以降のスポット価格
は、原料炭・一般炭ともに大幅な値上り
基調に転じております。（※表①参照）
　このような急激な価格上昇には沈静化
が見込まれますが、当面は現在の価格水
準が継続するものと想定しております。
　本中間決算では、石炭生産分野におい
て石炭価格の下落およびリデル炭鉱の
年間採掘計画により生産コストが上期に
集中したため赤字計上となりましたが、
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当期（平成28年4月～9月）業績の概況
　当第2四半期連結累計期間の業績に
つきましては、衣料品分野の花菱縫製㈱
を子会社化したことにより増収、増益要
因があったものの、エネルギー事業にお
ける石炭価格の下落および石炭販売数
量の減少等により、売上高は225億97
百万円と前年同期比78億79百万円の
減収となりました。営業損益は6億75
百万円の損失（前年同期は4億42百万
円の営業利益）となり、経常損益は6億
88百万円の損失（前年同期は7億60
百万円の経常利益）となりました。
　また、飲食用資材分野の日本ストロー
㈱熊本工場で平成28年熊本地震の被害
により特別損失に2億20百万円を計上し
たものの、特別利益に投資有価証券売
却益1億98百万円および受取保険金74
百万円を計上したこと並びに税金費用が

減少したこと等により、5億3百万円の親
会社株主に帰属する四半期純損失（前
年同期は5億円の親会社株主に帰属する
四半期純利益）となりました。
　なお、平成28年熊本地震による同社
熊本工場の一部被害につきましては、懸
命な復旧作業に努めた結果、現在では
通常生産を行っております。
通期業績見通し（業績予想の上方修正）
　平成29年3月期の業績見通しにつきま
しては、売上高は、石炭販売分野およ
び石炭生産分野において当初想定より
石炭価格が上昇したこと等により、当初
予想を20億円上回り、530億円となる
見込みです。
　営業利益は、石炭生産分野において
当初想定より石炭価格が上昇したこと、
および国内における一部の連結子会社
の業績が堅調に推移すること等から、当

初予想を3億円上回る4億円となる見込
みです。経常利益は、為替差損の計上
が見込まれるものの、営業利益の増加等
により1億円上回る3億円となり、結果、
親会社株主に帰属する当期純利益は、1
億円上回る2億円となる見込みです。

「自己株式の取得」の実施について
　平成28年8月から10月にかけて、当
時の軟調な株式市場の状況において割
安に推移していると考える当社の株価動
向や、資金の状況などを総合的に考慮し、
より積極的な株主還元を図る観点から、
下記の通り「自己株式の取得」を実施
いたしました。
　１．取得した株式の総数：�800,000株
　２．株式の取得価額の総額：
� 909,333,300円
（注）��上記は、株式併合後の株式数で表記しており�

ます。

平成29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
事業名 平成27年度

中間期
平成28年度
中間期

対前年同期比較
増減額

エネルギー
（のれん償却前）

638
（676）

▲724
（▲688）

▲1,362
（▲1,365）

石炭販売分野 155 90 ▲65

石炭生産分野
（内、持分法投資損益）

379
（67）

▲927
（▲19）

▲1,307
（▲86）

再生可能
エネルギー分野 102 113 10

調整額 － － －
生活関連

（のれん償却前）
370

（483）
534
（688）

163
（204）

その他 50 54 4

調整額 ▲617 ▲540 76
合計

（のれん償却前）
442

（592）
▲675
（▲486）

▲1,117
（▲1,079）

売上高
事業名 平成27年度

中間期
平成28年度
中間期

対前年同期比較
増減額

エネルギー 23,846 14,067 ▲9,778

石炭販売分野
販売数量

20,892
232万トン

11,700
180万トン

▲9,191
▲52万トン

石炭生産分野
販売数量

6,380
69万トン

4,686
65万トン

▲1,694
▲4万トン

再生可能
エネルギー分野 184 197 13

調整額 ▲3,611 ▲2,516 1,094
生活関連 5,501 7,420 1,918

その他 1,060 1,040 ▲20

調整額 68 69 0
合計 30,477 22,597 ▲7,879

（単位：百万円） （単位：百万円）
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石炭生産分野利益

表① 石炭（一般炭）のスポット価格推移 表② 石炭生産分野の利益推移

一般炭 61.60 94.75
2016年4月契約価格 2016年10月契約価格

… ➡原料炭
強 粘 結 炭
非 微 粘 結 炭

92.50 200.00
74.00 130.00

2016年7～9月価格 2016年10～12月価格

… ➡
… ➡

（US$/Mt）

※注   仮に、2017年度のリデル炭鉱の石炭生産量、販売数量並びに操業コストが
2016年度と同じと想定し、更に、2017年度の石炭平均価格を原料炭（非
微粘結炭）100US$、一般炭80US$、為替をUS$／豪$0.76として試算し
た場合、石炭生産分野の年間利益は約20億円となります。

（US$/Mt）
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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。
●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ます。

●当社グループの石炭生産分野は、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、CO2排出規制強化による先進国での石炭消費縮小が
想定されるとともに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。

将来的には、石炭市況の回復が見込まれ、中長期的には
石炭は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を確保する必要があると考え
ます。

石炭生産分野における自社
権益炭拡大と収益性向上

創業来からグループで保有する石炭関連の高
いノウハウ・技術力を駆使し、現在進行中の新
規プロジェクトを着実に進め、自社権益炭を拡
大させるとともに、既存プロジェクトのコスト
削減などによる石炭生産分野における収益性
を向上します。

新規事業の育成による
収益の安定化・多様化

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、石炭生産分野以外の新規事業
を育成・強化することで、安定した収益を確保
します。

石炭の有用性、将来性 外部要因に左右される石炭生産分野

当社グループを取り巻く事業環境

安定的な事業ポートフォリオの構築

安定的な事業ポートフォリオの構築による持続的な成長・発展

 

※本グラフの14/3期以前の石炭生産セグメント利益数値には本社一般管理費が負加されております。

当社グループ石炭生産セグメント利益/(左軸) US$/Mt豪州一般炭日本向け基準価格/(右軸) 

0

20

40

60

80

100

120

140

0億

20億

30億

40億

50億

60億

70億

80億

10億

56億

69億

21億

1億
10億

41億 42億 

16/3期

2億

17/3期
（予想）

15/3期14/3期13/3期12/3期 11/3期10/3期
中国 インド 東南アジア その他の非OECD諸国 OECD諸国 その他

（出所）：IEA World Energy Outlook 2015

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000
（100万t） 約1.1

倍増

2013年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年

5,613 5,762 5,874 6,027 6,175 6,306

成 長 戦 略
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石炭生産分野の取組みと今後の方向性

新規事業の取組みと今後の方向性

ダミー

1億円 2億円
7億円

12億円

将来イメージ

2013/3期
（実績）

2014/3期
（実績）

2015/3期
（実績）

2016/3期
（実績）

近年の新規事業の営業利益推移（のれん償却前）

着実に実行し
業績に反映

現地法人の三井松島オーストラリア社が
32.5%保有し、スイス資源大手グレンコア社
が67.5%保有するジョイントベンチャーです。
世界最大級の石炭積出港であるニューキャッ
スル港まで鉄道距離107㎞と近く、好条件の場
所に位置しています。

豪州リデル炭鉱稼働中
高品質の原料炭及び一般炭が生産されて
おり、主に日本向けとして出荷。生産性は
高く、生産コスト低減の努力により、更な
る収益性の向上を目指します。

操業中の炭鉱運営

将来的には坑内掘り年産約100万トンを計画。
当社グループはGDM社の株式30%を保有して
おり、権益炭約30万トンを予定しております。
同炭鉱から産出される一般炭の対日独占販売
権を取得しています。

インドネシアGDM炭鉱開発中
当社グループが有する技術力を駆使して、
インドネシアで初めての大規模な機械化
採炭方式による坑内掘炭鉱を開発中。自社
権益炭拡大を目指します。

新規炭鉱プロジェクト

Squareグループとイースタンコールジョイン
トベンチャーを通じて共同で探査事業を展開
しています。
豪州クイーンズランド州のMimosa鉱区で有
望な炭層を発見しました。
JOGMECと豪州での石炭開発における共同
探鉱契約を締結いたしました。

豪州Mimosa鉱区探査中
当社グループが有する国内炭鉱で培ったノ
ウハウを組み合わせることで有望案件を探
査という初期の段階から効率的かつ経済的
に発掘。自社権益炭拡大を目指します。

プロジェクト探査段階からの参画

各分野の育成・強化と並
行し、強固な財務基盤を
背景にM&A等も含めて
更なる新規案件に積極的
に取組んでまいります。

今後の方向性

施設運営受託分野 再生可能エネルギー分野
衣料品分野

飲食用資材分野
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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28年9月30日現在

前期末
平成28年3月31日現在

増　減

（資産の部）

流動資産 19,638 22,675 ▲3,036
固定資産 30,525 32,606 ▲2,081
　有形固定資産 21,212 23,053 ▲1,840
　無形固定資産 5,233 5,822 ▲588
　投資その他の資産 4,078 3,730 348
資産合計 50,163 55,281 ▲5,118

（負債の部）

流動負債 9,601 9,325 276
固定負債 12,501 13,065 ▲563
負債合計 22,103 22,390 ▲287

（純資産の部）

株主資本 27,813 29,593 ▲1,780
その他の包括利益累計額 233 3,289 ▲3,055
純資産合計 28,060 32,891 ▲4,831
負債・純資産合計 50,163 55,281 ▲5,118

（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28年4月 1 日から
平成28年9月30日まで

前中間期
平成27年4月 1 日から
平成27年9月30日まで

増　減

売上高 22,597 30,477 ▲7,879

売上原価 20,589 28,220 ▲7,631

売上総利益 2,007 2,256 ▲248

販売費及び一般管理費 2,683 1,813 869

営業利益（△損失） △675 442 ▲1,117

営業外収益 197 424 ▲226

営業外費用 210 105 105

経常利益（△損失） △688 760 ▲1,449

特別利益 570 281 288

特別損失 498 336 161
税金等調整前四半期
純利益（△損失） △615 706 ▲1,321

税金費用等 △113 205 ▲317
親会社株主に帰属する
四半期純利益（△損失） △503 500 ▲1,003

（注）記載金額は、百万円未満を切捨てて表示しております。

成長戦略を支える強固な財務基盤
流動資産 196億
・現預金 122億

・売上債権 49億

・棚卸資産 19億

固定資産 305億
・有形固定 212億
　（建物・機械等） （90億）
　（土地） （105億）
　（リース） （15億）
・無形固定 52億
　（のれん） （41億）
・有価証券 20億

流動負債 96億
・仕入債務 28億
・短期借入 36億

固定負債 125億
・長期借入 80億
・リース 15億

純 資 産 281億

自己資本比率
56％石炭生産

分野
54億

実質無借金

高い自己資本比率56%

強固な財務基盤

成長投資に活かす戦略

2016年9月末

総  資  産 502億 負債・純資産 502億

当社は、平成28年10月1日を効力発生日として、単元株式数の1,000株から100株への変更、
並びに株式併合（10株を1株に併合）を行いました。

　全国証券取引所では、投資家の皆様の利便性を向上させるために、全ての国内上場会社の普通株式の売買単位を100株に統一
することを目指しております。当社は、この趣旨を尊重し、「単元株式数の変更（1,000株→100株）」を実施し、また、全国証券取
引所が望ましいとする投資単位の水準（5万円以上50万円未満）を維持しつつ、株主の皆様の権利に出来る限り影響を及ぼすこ
とがないよう、「株式併合（10株を1株に併合）」を行いました。
　今回の株式併合によりご所有の株式数は10分の1となりますが、純資産等は変動しませんので1株当たりの資産価値は10倍
となり、株式市況の変動など他の要因を除けば、株主様がご所有の当社株式の資産価値が変わることはありません。
　なお、今回の変更に伴う株主様による特段のお手続きの必要はありません。

株主の皆様へのお知らせ　～単元株式数の変更と株式併合のご案内～
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会社の概況 株式の概況

株主メモ

会社概要（平成28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
1,155名（連結）45名（単体）
石炭の生産
石炭の輸入・販売
ストローの製造販売および包装資材の仕入販売
紳士服・婦人服・ワイシャツの企画・
生産・販売および受託生産
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：
東京都品川区東品川四丁目12番6号
日立ソリューションズタワーB19F
●�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
●�花菱縫製株式会社
●�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

専務執行役員※ 小　栁　慎　司 エネルギー事業本部長、
生活関連事業本部担当

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 総務部担当、人事部担当

執 行 役 員 井　上　晃治郎 生活関連事業本部長

（注）※は取締役

執行役員体制（平成28年9月30日現在）

取締役体制（平成28年9月30日現在）

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（常勤監査等委員） 髙　田　　義　雄

取締役（常勤監査等委員 社外） 荒　木　　隆　繁

取締役（監査等委員 社外） 野田部　　哲　也
（注）取締役�荒木隆繁氏、野田部哲也氏は社外取締役であります。

株式の状況（平成28年9月30日現在）

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
30
92
96

11,511
11,762

30,636,504
1,288,968
7,783,715
17,409,127
81,559,258
138,677,572

22.09
0.93
5.61
12.55
58.82
100.00

20
128
1,694
8,719
1,201
11,762

48,945,634
33,857,775
34,622,805
21,157,221

94,137
138,677,572

35.29
24.41
24.97
15.27
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28年9月30日現在）

大株主（上位10名）（平成28年9月30日現在）
株　主　名 持株数（千株）持株比率（%）
那須　功 5,447 4.16
株式会社三井住友銀行 3,318 2.54
株式会社親和銀行 3,268 2.50
中島　尚彦 3,000 2.29
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 2,917 2.23
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 2,747 2.10
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 2,399 1.83

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口9） 1,813 1.39
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口1） 1,726 1.32
株式会社西日本シティ銀行 1,600 1.22 
（注）持株比率については、自己株式（7,806,559株）を控除して算出しております。

※��株式の概況に関しては、平成28年9月30日現在のため、10月1日を効力発生日と
する単元株式数の変更後のデータは反映されておりません。

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

11,762名

（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。

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/
（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。）
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ご案内

施設一例

〒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/

一人ひとりの体型・お好み・こだわ
り・わがまま全てを受け止め「楽し
むオーダーメイド」を実現。

「完全国内縫製」をポリシーに高い
品質水準と受注ボリュームに対応
できる生産技術・能力を確立。

衣料品分野　花菱縫製株式会社

施設運営受託分野　株式会社エムアンドエムサービス

昭和10年（1935年）創業、「オーダースーツ」の先駆者として、商
品開発から生産・販売までの国内一貫体制による事業を展開。大手
百貨店や多くの消費者から高い評価を得ており、確固たる取引基盤
を有し、安定した業績で推移しております。
今後は西日本地区への進出、障がい者対応スーツの開発、婦人服の
需要増加等、更なる成長可能性を有しております。

お客様の心に残る高品質なサービスと長い経験から学んだ独自の運営ノウハウで日本各地の民間企業・
地方公共団体が保有する保養所・研修所・その他施設の運営受託事業を展開しており、今後は九州地区
を含め運営受託事業の全国展開を推進してまいります。

新潟店

江刺工場（岩手）白鷹工場（山形）

白石工場（宮城）
新前橋工場（群馬）

札幌店
北大通り店

盛岡店

静岡店

仙台店

東京都心を中心に
首都圏11店舗

（来春銀座店オープン予定）

山形店

岩槻工場（埼玉）

http://www.oyadonet.com/� 検索はこちら→ 検索お宿ねっと

http://hanabishi-housei.co.jp/� 検索はこちら→ 検索花菱

株主優待制度として㈱エムアンド
エ ム サ ー ビ ス 施 設 宿 泊 割 引 券

（3,000円分）をご提供しています。
注）  毎年3月末および9月末現在の株主名簿

に登録されている1単元以上保有の株主
様が対象です。

紳士服 婦人服


