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株主の皆様へ

の連結業績は、大きく改善する見通しです。
　今後も石炭需給状況を注視しつつ、石
炭生産分野への継続的な取組みとして
は、当社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
中のインドネシアＧＤＭ坑内掘り炭鉱開
発並びに豪州ミモザ鉱区における探査
事業を進めつつ、引き続き豪州リデル炭
鉱の安定操業及びコスト削減による収益
性の向上に努めてまいります。なお、豪州
リデル炭鉱においては新規エリアでの開
発を検討中であり、インドネシアGDM炭
鉱においては本年から露天堀りによる商
業生産も開始する予定であります。

　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
収益が大きく変動します。そのため、当社
グループは、将来のエネルギー資源ビジ
ネスの変化に対応し、収益基盤の安定
化・多様化を図るべく、新規事業の育成・
強化を積極的に推進してまいりました。
　近年では、安定した利益が見込める事
業分野を幅広く視野に入れ、施設運営受
託分野、再生可能エネルギー分野、介護
分野、飲食用資材分野、衣料品分野等の
新規事業への参入を着実に進めてきてお
ります。また、本年2月には、クリーンサア
フェイス技術株式会社（電子部品分野）を
新たに子会社化しております。

　これまでに取組んできた各分野の新規
事業はいずれも着実に連結業績に貢献
しております。（※表②参照）
　今後は、これらの新規事業を更に育成・
強化していくとともに、当社の持つ“投資
の目利き力”をもってＭ＆Ａを含めた新規
案件への投資を継続し、安定的な成長に
取組んでまいる所存であります。

　当社グループといたしましては、株主
の皆様のご期待に応えるべく、「石炭生
産分野への継続的な取組み」及び「新規
事業の横展開、Ｍ＆Ａを含めた新規案件
への投資」を確実に実行することで、安定
的な事業ポートフォリオを構築し、持続的
な成長・発展と企業価値の向上に努めて
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。

平成29年6月
代表取締役社長　天野　常雄

【連結業績ハイライト】

平成26年度 平成28年度平成27年度 平成26年度 平成28年度平成27年度 平成26年度 平成28年度平成27年度 平成26年度 平成28年度平成27年度平成29年度 平成29年度

959

平成29年度 平成29年度

（単位：百万円） （単位：百万円） （単位：百万円） （単位：百万円）

67,956

58,564
53,086

（予想）
69,000

1,007

600 584

1,027

▲271

（予想）
2,000

1,379

（予想）
2,500

1,512
1,323

（予想）
1,500

530億86百万円 10億27百万円 9億59百万円 13億23百万円
売上高 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する当期純利益

　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。

　当社グループは、「強固な財務基盤を
背景に積極的な投資活動を展開する」を
成長戦略として掲げ、事業を展開してお
ります。
　まず、石炭生産分野におきましては、長
らく下落・低迷が続いていた石炭価格が、
昨年中盤には、中国の操業日数制限等の
施策による石炭生産量減少等の要因な
どにより底を打ち、原料炭・一般炭ともに
反転上昇に転じましたが、その後は落ち
着きを取り戻しております。今後はアジア
新興国を中心に堅調な需要等が見込ま
れることから、しばらくは概ね底堅く推移
することが見込まれます。（※表①参照）
この石炭価格の上昇に伴い、エネルギー
事業（石炭生産分野）の平成30年３月期
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平成29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、
エネルギー事業の石炭販売分野における
石炭価格の下落及び石炭販売数量の減
少等により、売上高は530億86百万円
と前期比54億77百万円の減収となりま
したが、生活関連事業において平成２７
年１０月に子会社化した花菱縫製株式会社
（衣料品分野）の業績が年間通じて寄与
したこと、並びに日本ストロー株式会社
（飲食用資材分野）での原材料価格の下
落等の要因により、営業利益は10億27
百万円と前期比19百万円の増益となり
ました。
　経常利益は、営業外収益に受取利息
１億82百万円を計上したものの、営業
外費用に為替差損１億53百万円及び支
払利息１億64百万円を計上したことなど
により、９億59百万円と前期比４億20
百万円の減益となりました。
　親会社株主に帰属する当期純利益は、
特別損失に熊本地震による損失２億37

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２億円及び固定資
産売却益１億25百万円を計上したこと、
並びに税金費用が減少したことなどによ
り13億23百万円となり、前期比１億88
百万円の減益となりました。

連結セグメントの概況
　エネルギー事業におきましては、売上
高は、石炭販売分野における石炭価格
の下落及び販売数量の減少等により
356億19百万円と前期比77億76百万
円の減収となり、セグメント利益は、石
炭生産分野における石炭価格の下落等
により10億23百万円と前期比３億55
百万円の減益となりました。
　また、生活関連事業におきましては、
日本ストロー㈱（飲食用資材分野）及び
花菱縫製㈱（衣料品分野）の業績が大
きく牽引したことから、売上高は、152
億40百万円と前期比24億65百万円の
増収となり、セグメント利益は、のれん

償却費３億33百万円を計上したものの、
９億45百万円と前期比２億41百万円の
増益となりました。

平成30年３月期の業績予想
　平成30年３月期の業績見通しにつきま
しては、売上高は690億円を見込んでお
り、エネルギー事業の石炭生産分野にお
ける石炭価格の上昇及び生活関連事業
における平成29年2月に買収したクリー
ンサアフェイス技術㈱（電子部品分野）
の業績が通期で寄与すること等により営
業利益は20億円を見込んでおります。
　また、上記営業利益に加え、海外子
会社における為替差益の計上及び持分
法投資利益の増加などにより経常利益
は25億円となり、親会社株主に帰属す
る当期純利益は15億円となる見通しで
あります。

【連結セグメント情報】

売上高
事業名 平成27年度 平成28年度 対前期比較

増減額
エネルギー※ 43,395 35,619 ▲7,776

　石炭販売分野 37,747 30,928 ▲6,819
　販売数量 447万トン 389万トン ▲57万トン
　石炭生産分野 11,698 11,249 ▲448
　販売数量 134万トン 147万トン 13万トン
　再生可能
　エネルギー分野 304 332 27

生活関連 12,774 15,240 2,465

その他 2,255 2,103 ▲152
　調整額 137 123 ▲14
合計 58,564 53,086 ▲5,477

※エネルギー事業の売上高は、分野間取引消去後の数値です。

セグメント利益
事業名 平成27年度 平成28年度 対前期比較

増減額
エネルギー 1,378 1,023 ▲355

（のれん償却前） （1,455） （1,092） （▲363）
　石炭販売分野 256 215 ▲41

　 　
　石炭生産分野 985 649 ▲335
　（のれん償却前） （1,062） （719） （▲343）
　再生可能
　エネルギー分野 136 159 23

生活関連 704 945 241
（のれん償却前） （971） （1,279） （308）
その他 129 150 21
　調整額 ▲1,204 ▲1,092 112
合計 1,007 1,027 19

（のれん償却前） （1,351） （1,430） （79）

（単位：百万円） （単位：百万円）

平成29年3月期の連結業績と次期の業績予想
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表① 石炭（一般炭）のスポット価格推移

0億円

20億円

40億円

60億円

2014/3期
（実績）

2015/3期
（実績）

2016/3期
（実績）

2017/3期
（実績）

2018/3期
（予想）

■石炭生産分野は、石炭価格や為替の変動による影響を大きく受けるが、EBITDAベースで
は継続して黒字を確保している。
■新規事業の育成・強化の積極的な推進により、新規事業のEBITDAが着実に拡大している。
※EBITDA=経常利益＋支払利息＋減価償却費＋のれん償却費
※新規事業EBITDAは、㈱エムアンドエムサービス、ＭＭエナジー㈱、ＭＭライフサポート㈱、日本ストロー㈱、花
菱縫製㈱、クリーンサアフェイス技術㈱のEBITDA

■石炭生産分野EBITDA　■新規事業EBITDA 連結EBITDA

表② 石炭生産分野・新規事業・連結のEBITDA推移
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成長戦略 ～安定的な事業ポートフォリオの構築～

石炭の有用性・将来性

　　安定的な事業ポートフォリオの　　構築・拡大による持続的な成長・発展

石炭生産分野への継続的な取り組み
強固な財務基盤を背景に　　積極的な投資活動を展開

一般炭…�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。

原料炭…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。

石炭の種類

石炭は現在一次エネルギーの約25%を占めており、経済産業省によると、環境負荷を低減しつつ今後も安定性・経済性に優れ
たベースロード電源として利用され、2030年度の日本の一次エネルギー構成も現在と同様の25%を占める重要なエネル
ギー源として位置付けられております。

国内需要

2015年一次エネルギー構成

(出所)：平成29年4月　資源エネルギー庁　
� 「2015年度における�エネルギー需給実績」

2030年一次エネルギー構成

(出所)：平成27年7月　経済産業省
� 「長期エネルギー供給見通し」

石炭生産分野の取り組みと今後の方向性

　　操業中の炭鉱運営
高品質の一般炭及び原料炭が生産されており、主に日本向けに出荷されております。
効率のよい採炭計画の立案、重機の稼動率向上、操業コストの低減により更なる収益性の
向上に取り組んでいます。
現在の州政府から許認可を得ている採掘エリアは、5～6年ほどで終掘予定ですが、現在、鉱区
の新規エリアでの開発を検討しており、現採掘エリアの終掘前には生産を開始する予定です。

稼働中 豪州リデル炭鉱

新規炭鉱プロジェクト
2017年から露天掘りによる商業生産
開始予定。坑内堀りについては現在開
発中であり、2018年に出炭する計画。
将来的には年産約30万トン（当社持
分）が見込まれます。

開発中 インドネシアGDM炭鉱

プロジェクト探査段階からの参画
2015年豪州クイーンズランド州に有望な炭
層を発見、約１億５千４百万トンの埋蔵量
（一般炭）が予想されます。現在、JOGMECの
参画を得て、継続して探査を実施中です。
JOGMEC：「独立行政法人�石油天然ガス・金属鉱物資源機構」

探査中 豪州Mimosa鉱区

石炭
天然ガス
原発
再生可能エネ
石油

26%

24%

0%

9%

41%
石炭
天然ガス
原発
再生可能エネ
石油

25%

21%
10%

14%

30%
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2億円 2億円

11億円
15億円

13/3期
（実績）

14/3期
（実績）

15/3期
（実績）

16/3期
（実績）

19億円

17/3期
（実績）

25億円

18/3期
（予想）

着実に実行し
業績に反映

　　安定的な事業ポートフォリオの　　構築・拡大による持続的な成長・発展

※EBITDA＝経常利益＋支払利息＋減価償却費＋のれん償却費

新規事業の取組みと今後の方向性

近年の新規事業のEBITDA推移

液晶パネル・有機ELディスプレイ用
のマスクブランクスにおいて優位
的地位を確立。
同分野は世界的な市場拡大が見込
まれており、更なる成長を推進しま
す。

国内伸縮ストローの市場で圧倒的
な市場シェア（約65%�当社調べ）を
獲得。
今後は、製品開発による国内の新た
な需要拡大等を推進します。

世界有数のマスクブランクス専業メーカー 「ストロー」のリーディングカンパニー
クリーンサアフェイス技術㈱

・ 国内ニッチトップ企業　　　　・ ハンズオン経営による着実な利益成長

日本ストロー㈱

2017年３月に「銀座店」をオープン。
今後は、西日本地区への進出、車椅
子利用者向けスーツ、婦人服の拡販
を図り、更なる成長を目指します。

「オーダースーツ」の先駆者
花菱縫製㈱

日本各地で、高品質なサービス・
効率運営を一体とした運営受託
事業を展開しています。
今後は、九州地区を含めて全国
展開を推進します。

長い経験から学んだ独自の運営ノウハウ
㈱エムアンドエムサービス

新規事業の横展開、M&Aを含めた新規案件への投資
強固な財務基盤を背景に　　積極的な投資活動を展開

日本ストロー㈱
（飲食用資材分野）

花菱縫製㈱
（衣料品分野）

クリーンサアフェイス技術㈱
（電子部品分野）

㈱エムアンドエムサービス
（施設運営受託分野）

ＭＭエナジー㈱
（再生可能エネルギー分野）

新規案件
投資

ＭＭライフサポート㈱
（介護分野）
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成長戦略を支える強固な財務基盤

固定資産 343億
・有形固定 211億

　（建物・機械等）（103億）

　（土地） （88億）

　（リース） （17億）

・無形固定 83億

　（のれん） （70億）

・有価証券 23億

流動資産 247億

・現預金
　（長期預金含む） 151億

・売上債権 70億

・棚卸資産 10億

流動負債 118億
・仕入債務 31億

・短期借入 41億

固定負債 155億
・長期借入 105億

・リース 16億

純 資 産 317億

自己資本比率
53.6％

実質無借金

高い自己資本比率
53.6%

強固な
財務基盤

2017年3月末

総  資  産 591億 負債・純資産 591億

新規M&Aの投資リターン

堅実な投資を継続することにより、
三井松島産業グループの長期・安定的な成長を目指します。

123億円

23億円
累計投資額 年間EBITDA 

（18/3期予想）

投資収益率※　19%
投資金額

（株式＋純有利子負債）
15億円 38億円

47億円 23億円

※投資収益率＝年間EBITDA÷累計投資額。
　事業のために投じた資本からどれだけの利回りで収益（EBITDA）を生み出しているかを示す。

高い投資リターン
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クリーンサアフェイス技術株式会社の子会社化

トピックス

　平成29年2月、クリーンサアフェイス技術株式会社を子会
社化しました。同社は、昭和52年に国内初のマスクブランクス
専業メーカーとして創業以来、液晶パネル（LCD）や半導体に
用いられるフォトマスクの原材料である成膜加工したマスク
ブランクスを国内外の有力フォトマスクメーカーに販売して
おり、優良な顧客基盤を有しております。
　今後もマスクブランクス市場は、液晶用・半導体用共に着実
な成長が見込まれることに加え、大型液晶用・有機ELディスプ
レイ（OLED）用マスクブランクス領域における新たな市場の
成長も期待されます。
　当社グループは、石炭生産分野以外での新たな事業の柱の
一つとして、積極的に本事業の育成・強化を進めてまいります。

会社概要

社 名：クリーンサアフェイス技術株式会社（CST社）
事 業 所：本社寒川工場（神奈川県高座郡）

江刺工場（岩手県奥州市）
従業員数：118名（平成29年3月現在）
事業概要：マスクブランクスの成膜加工等
U R L：http://www.cst-h.com/

CST = Clean Surface Technology
� きれいな� 表面� 技術

本社工場 江刺工場

マスクブランクスとは？ 薄型テレビの画面や半導体の複雑な電子回路の製造に必要な「フォトマスク」の原版として活用され、高精
度に研磨されたガラス基盤の表面に、真空装置の中でクロム等の薄い金属を成膜したものをいいます。

フォトマスクとは？ 半導体、液晶ディスプレイなどを製造するときに使用されるツールで、「マスクブランクス」に回路パターン
が描き込まれた（転写された）ものです。

オーダースーツの花菱縫製「銀座店」をグランドオープン
昭和10年に創業し、「オーダースーツ」の先駆者として、商品開発から生
産・販売まで国内一貫体制による事業を展開する衣料品分野の花菱縫製
株式会社は、平成29年３月、同社19店舗目となるHANABISHI 銀座店を
グランドオープンいたしました。

　店舗は、ウッドやレンガの素材を用いたクラシックなお店作りとなっており、1階
ではオーダージーンズやバッグ・ネクタイ・革小物など特別なセレクトアイテムを展
開しています。
　2階にはスーツ・ジャケット・ボトムス・シャツの生地を展示しており、デザインは
イタリアン、ブリティッシュなどを中心に豊富なバリエーションを揃えております。
　お近くにお越しの際は、是非お気軽にお立ち寄りください。

〒104-0061　東京都中央区銀座1-7-17　銀座一丁目ガス灯通りビル 1F/2F　TEL.03-5524-1091
営業時間：AM11:00-PM7:30 （定休日：水曜)　電車の場合：地下鉄有楽町線　銀座一丁目駅６番出口から徒歩1分
地下鉄銀座線、日比谷線、丸ノ内線　銀座駅A13番出口から徒歩5分・東京メトロ銀座線　京橋駅3番出口から徒歩2分
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詳しい情報は、旧三井港倶楽部のＨＰ（http://www.minato-club.co.jp/）をご覧いただくか、
TEL.0944-51-3710（お電話でのお問い合わせは14：00～18：00 毎週火曜日定休）までお問合せください。

検索サイトより「旧三井港倶楽部」で簡単検索

車椅子利用者向けオーダースーツの販売開始

大牟田市の歴史遺産『旧三井港倶楽部』の所有権を取得

花菱縫製（株）では、オーダースーツの楽しさを車椅子利用者の方にも提
供したいと考え、バンクーバーパラリンピック銀メダリストの上原大祐
氏など車椅子利用者十数名の方の協力を得て実現しました。

　車椅子利用者のスーツ着用時に受ける様々な不満を解消するため、座位姿勢を
基準として設計された、車椅子利用者のためのオーダースーツです。
　車椅子をこぐ動作、着脱のしやすさに配慮し、
見栄え、着心地を追求しています。15点以上で実
用新案登録を取得しており、新規オープンの銀
座店をはじめ、池袋店、仙台店など6店舗で販売
を開始しています。
　オーダーメイドだからこその、
たくさんの楽しさを、あらゆる
人に伝えたい。
その想いを胸に、100%国内自
社縫製の技術を通じ、公平な社
会の実現に貢献します。

http://hanabishi-housei.co.jp/ 花菱　車椅子

旧三井港倶楽部

検索はこちら→ 検索

検索

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12店舗

（銀座店オープン）

山形店

岩槻工場（埼玉）

平成29年6月19日、 ㈱港倶楽部保存会より、福岡県大牟田市の歴史遺産『旧三井港倶楽部』の所有権を
取得いたしました。現在、同施設のレストランや結婚式場などの事業は、当社のグループ会社である㈱
エムアンドエムサービスが運営しております。

　当社の前身である松島炭鉱（株）は、同施設の建造主である三井鉱山（株）（現日本
コークス工業（株））他の出資を受け大正2年に創業いたしました。当社の母体ともい
える三井鉱山（株）にゆかりの深いこの施設を、開館から100年余りの時を超えて当
社が受け継ぎ、将来に亘って守り伝えていくことは、三井グループ全体の成長の礎で
ある地元大牟田市や、長年この施設をご愛顧頂いた地域住民の皆様への恩返しに繋
がるものと考えます。また当社グループの経営の基本理念「人と社会の役に立つ」に
も合致しており、社会的意義のある事業としてこの施設の取得を決断したものです。

旧三井港倶楽部

大牟田 IC

国
道
二
〇
八
号
線

国
道
三
八
九
号
線

鹿
児
島
本
線

有
明
沿
岸
道
路（
無
料
）

大牟田駅

祇園橋諏訪橋

白金交差点
大正町交差点

三池港入口交差点 三川町一丁目交差点

八江
交差点

大牟田
駅前
交差点

大牟田
警察署前
交差点

久留米方面久留米方面

荒尾・熊本方面荒尾・熊本方面三池港

諏訪川

西鉄 JR【旧三井港倶楽部の概要】
所在地；福岡県大牟田市西港町2丁目6番地
明治41年に三井港倶楽部として三池港の開
港と同時に開館。明治を代表する西洋建築の
傑作として大牟田市指定有形文化財、経済産
業省近代化産業遺産に指定されており、大牟
田市の石炭産業の歴史を伝える貴重な歴史
遺産として市民の皆様に長年に亘り愛され
てきた施設です。
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株主優待制度の変更に関するお知らせ
　当社は、株主の皆様の日頃のご支援に感謝の意を表するとともに、当社グループ事業へのご理解を深めて
いただき、当社株式への投資魅力を高めることを目的として、株主優待制度を実施しております。
　このたび、株主の皆様からのご意見などを勘案した結果、現行制度の利便性を高め、かつ中長期的に保有し
て頂くことを目指して、株主優待制度の変更（現行制度の拡充、長期保有特典制度の新設）を行いました。

株
主
優
待
制
度
１

株
主
優
待
制
度
２

那須の森ヴィレッジ

里創人 熊野倶楽部

ホテル風か

風木立の川辺 紫明館

ちりはま ホテルゆ華

ホテルうみんぴあ

アピカルイン京都

別府 豊栄荘

ホテル京都エミナース

京都 烟河

絹の渓谷 碧流

黒潮荘

パノラマイン山中湖

強羅 風の音

TOTOフォレスト東富士汐岬の湯
サンペルラ志摩

伊勢志摩の波音
海楼

ご利用可能な対象施設

■対象となる株主様
3月末の株主名簿に記載又は記録された、
当社株式1単元（100株）以上保有されている株主様

■株主優待の内容
当社グループの株式会社エムアンドエムサービスが
運営する施設の宿泊時にご利用いただける
「宿泊割引券（3,000円）」を下記の保有株数に応じて
贈呈

　　①所有株式数；100株以上～1,000株未満･･････ 2枚
　　②所有株式数；1,000株以上～3,000株未満････ 4枚
　　③所有株式数；3,000株以上･･････････････････ 6枚

■有効期間　　1年間

■対象施設
里山の休日 京都・烟河（京都府亀岡市）
里創人 熊野倶楽部（三重県熊野市）、
ホテル風か（山梨県北杜市）等をはじめ、
同社が運営する全国17施設でご利用いただけます。
（これまでの8施設から17施設に増加しております）

■発送時期
6月下旬頃に開催の株主総会後に発送を予定しており
ます。

■対象となる株主様
3月末の株主名簿に記載又は記録された、当社株式10
単元（1,000株）以上保有され、かつ保有継続期間が
3年以上の株主様（3月31日及び9月30日の株主名簿
に「同一の株主番号」で連続して7回以上記載又は記
録された株主様）

■株主優待の内容
当社グループの花菱縫製株式会社の19店舗でご利用で
きる「オーダー商品お仕立てギフト券（5,000円）」1
枚を贈呈

■有効期間　　1年間
　
■対象商品
スーツ、ジャケット、コート、パンツ、スカート、ワ
イシャツなどのMens・Ladiesのオーダー商品

■発送時期
6月下旬頃に開催の株主総会後に発送を予定しており
ます。

■ショップリスト
札幌店 東京店 八王子店
北大通り店 銀座店 関内店
盛岡店 渋谷店 馬車道店
仙台店 新橋店 岩槻加倉店
山形店 池袋店 静岡店
新潟店 自由が丘店
新前橋店 千葉店

■は、新規対象となった9施設です。
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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29年3月31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 24,726 22,675 2,051

固定資産 34,386 32,606 1,780

　有形固定資産 21,182 23,053 △1,871

　無形固定資産 8,341 5,822 2,518

　投資その他の資産 4,863 3,730 1,133

資産合計 59,113 55,281 3,832

（負債の部）

流動負債 11,824 9,325 2,499

固定負債 15,568 13,065 2,503

負債合計 27,392 22,390 5,002

（純資産の部）

株主資本 29,661 29,593 67

　資本金 8,571 8,571 －

　資本剰余金 6,219 6,219 －

　利益剰余金 15,784 14,807 977

　自己株式 △914 △5 △909

その他の包括利益累計額 2,046 3,289 △1,242

非支配株主持分 12 7 5

純資産合計 31,721 32,891 △1,170

負債・純資産合計 59,113 55,281 3,832

（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28年4月 1 日から
平成29年3月31日まで

前期
平成27年4月 1 日から
平成28年3月31日まで

増　減

売上高 53,086 58,564 △5,477

　売上原価 46,517 52,890 △6,373

　売上総利益 6,569 5,673 896

　販売費及び一般管理費 5,542 4,666 876

営業利益 1,027 1,007 19

　営業外収益 379 636 △257

　営業外費用 447 264 183

経常利益 959 1,379 △420

　特別利益 843 2,036 △1,193

　特別損失 658 1,466 △808

税金等調整前当期純利益 1,144 1,949 △805

　法人税、住民税及び事業税 423 913 △490

　法人税等調整額 △607 △478 △128

当期純利益 1,328 1,515 △186

　非支配株主に帰属する当期純利益 5 2 2

親会社株主に帰属する当期純利益 1,323 1,512 △188

（注）記載金額は、百万円未満を切捨てて表示しております。

Point
1

Point
2

【連結キャッシュ・フロー計算書】 （単位：百万円）

科　目
当期

平成28年4月 1 日から
平成29年3月31日まで

前期
平成27年4月 1 日から
平成28年3月31日まで

営業活動による
キャッシュ・フロー 3,677 2,151

投資活動による
キャッシュ・フロー △1,729 △1,193

財務活動による
キャッシュ・フロー 241 △1,644

現金及び現金同等物に係る
換算差額 △403 △624

現金及び現金同等物の
増減額 1,784 △1,311

現金及び現金同等物の
期首残高 10,336 11,647

現金及び現金同等物の
期末残高 12,121 10,336

（注）記載金額は、百万円未満を切捨てて表示しております。

Point
4

Point
3

Point 1 固定資産の無形固定資産25億18百万円の増
加（43.3％）は、クリーンサアフェイス技術㈱を
新たに連結子会社化したことにより、のれんが
増加したことによるものであります。

2 固定負債の25億3百万円の増加（19.2％）は、
長期借入金が増加したことによるものであり
ます。

3 為替換算調整勘定の減少等により純資産合
計は11億70百万円の減少となりました。

4 営業活動によるキャッシュフローは税金等調整
前当期純利益、減価償却費の計上等により増
加したものの、投資活動によるキャッシュフ
ローはクリーンサアフェイス技術㈱の株式取得
による支出等により減少し、財務活動による
キャッシュフローは長期借入金の借入等により
増加しました。
その結果現金及び現金同等物は17億84百万
円増加し、期末残高は121億21百万円となり
ました。
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会社の概況 株式の概況

株主メモ

会社概要（平成29年4月1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
1,288名（連結）47名（単体）※平成29年3月末現在
石炭の生産
石炭の輸入・販売
マスクブランクスの成膜加工
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等
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�Indonesia�Investments�PTY�LTD.
●�MM�Nagata�Coal�Tech株式会社
●�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
●�三井松島リソーシス株式会社
●�クリーンサアフェイス技術株式会社
●�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

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

常務執行役員※ 野　元　敏　博 経理部長、経営企画部担当

常 務 執 行 役 員 萩野谷　陽　一 総務部担当、人事部担当

常 務 執 行 役 員 井　上　晃治郎 生活関連事業本部長

執 行 役 員 和　田　吉　高 総務部長、人事部長、
システム企画室担当

執 行 役 員 吉　岡　泰　土 経営企画部長

（注）※は取締役

執行役員体制（平成29年4月1日現在）

取締役体制（平成29年4月1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） 荒　木　　隆　繁

取 締 役（ 監 査 等 委 員 ） 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29年3月31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（数） 比率（％）

所有株数
■ 10万株以上
■ 1万株以上
■ 千株以上
■ 百株以上
■ 百株未満
　 合　計

株主数（名） 株式数（数） 比率（％）

33
37
72
90

9,583
9,815

3,762,950
425,837
653,170
2,160,956
6,864,844
13,867,757

27.14
3.07
4.71
15.58
49.50
100.00

25
112
1,374
7,603
701
9,815

6,539,231
2,867,478
2,688,326
1,763,718

9,004
13,867,757

47.16
20.68
19.38
12.72
0.06

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29年3月31日現在）

大株主（上位10名）（平成29年3月31日現在）
株　主　名 持株数（百株）持株比率（%）
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）� 6,972 5.34
那須　功 5,637 4.31
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口9） 4,060 3.11
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）� 3,584 2.74
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 2.30
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口5） 2,540 1.94
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 2,501 1.91

エムエスシーオー　カスタマー　セキュリティーズ 2,298 1.76
（注）��当社は、自己株式803,324株を保有しておりますが、上記大株主から除外して

おります。� �
持株比率については、自己株式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

30,000,000株
13,867,757株

9,815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

〒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/

施設一例

施設運営受託分野　株式会社エムアンドエムサービス
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。

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

介護分野　ＭＭライフサポート株式会社
～自分たちの親を住まわせたい。将来自分たちも暮らしてみたい。～
上記をコンセプトに、超高齢社会のニーズを先取し、ご利用者に寄り添う介護事業（居宅介護支援・訪問介護・デイサー
ビス）を展開しております。今後も、ご利用者様に必要とされる質の高いサービスを提供してまいります。

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
“安心して暮らせるサービス付き高齢者向け住宅”2棟を運営。

詳しい情報は、MMライフサポート（株）HP（http://pinegarden.jp/）をご覧いただくか、
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。

検索サイトより「パインガーデン」で簡単検索 検索パインガーデン

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）  3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。8頁
をご参照ください。

パインガーデン室見

パインガーデン室見

パインガーデン藤崎


