
第 　　 期中間株主通信162
平成29年4月1日　　平成29年9月30日

CONTENTS

株主の皆様へ
決算ハイライト
成長戦略
連結財務諸表
会社の概況・株式の概況・株主メモ
ご案内

1
1
3
5
6

裏表紙

証券コード：1518



株主の皆様へ

【連結業績ハイライト】
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し、現在進行中のインドネシアGDM炭鉱における坑内掘り
炭鉱開発並びに豪州ミモザ鉱区における探査事業を着実
に進め、収益性の向上に努めてまいります。

　一方で、エネルギー事業の業績は、石炭価格や為替変動
等の外部要因に左右されることから、生活関連事業におい
て新規事業の育成・強化を積極的に推進し、着実に事業領
域を広げてまいりました。
　日本ストロー㈱（飲食用資材分野）、花菱縫製㈱（衣料品
分野）、㈱エムアンドエムサービス（施設運営受託分野）に、
本年2月に新たに子会社化したクリーンサアフェイス技術㈱
（電子部品分野）を加えた4社を中心とする新規事業の業績
が、当社グループの収益面に大きく貢献してきております
（2頁※②参照）。引き続き、各分野の育成・強化に努め、安
定的な成長に取組んでまいります。

　当社グループは、株主の皆様のご期待に応えるべく、成
長戦略として「強固な財務基盤を背景に積極的な投資活動
を展開」することを掲げ、「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
る所存です。
　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、なお一
層のご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

平成29年12月
代表取締役社長　天野　常雄

　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
162期中間株主通信を
お届けさせていただくに
あたり、業績及び事業推
進の概況についてご報
告申し上げます。

　当社グループの本中間決算は、エネルギー事業の石炭
販売分野及び石炭生産分野における石炭価格の上昇など
により、前年同期比で増収増益となりました。
　通期の業績見通しにつきましては、豪州リデル炭鉱に
おける断続的なストライキの影響により業績予想の下方
修正を余儀なくされましたが、同炭鉱は現在通常操業に
戻っており（2頁※①参照）、また生活関連事業における
各事業分野の成果も着実に業績に現れてきていることか
ら、現在、売上高680億円、営業利益12億円、経常利益
18億円、当期純利益12億円を見込んでおります。

　当社のエネルギー事業において鍵となる石炭需給の状
況と石炭価格の動向について触れますと、石炭需給につい
ては、当面、中国並びにアジア新興国での堅調な需要が見
込まれており、石炭価格もこれを受けて現在安定した水準
で推移しております。
　今後とも、石炭の需給状況等を注視しつつ、豪州リデル
炭鉱の安定操業及びコスト削減に努めるとともに、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
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平成30年3月期第2四半期の連結業績と通期業績見通し

※① 豪州リデル炭鉱のストライキについて ※② EBITDAの推移（連結、石炭生産分野、新規事業）

【連結セグメント情報】

セグメント利益
事業名 平成28年度

中間期
平成29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）

▲724
（▲688）

267
（303）

992
（992）

石炭販売分野 90 78 ▲11

石炭生産分野
（内、持分法投資損益）

▲927
（▲19）

63
（▲30）

991
（▲11）

再生可能
エネルギー分野 113 125 11

調整額 － － －
生活関連

（のれん償却前）
534

（688）
591
（822）

57
（134）

その他 54 65 10

調整額 ▲540 ▲547 ▲7
合計

（のれん償却前）
▲675

（▲486）
376
（643）

1,052
（1,129）

売上高
事業名 平成28年度

中間期
平成29年度
中間期

対前年同期比較
増減額

エネルギー 14,067 20,139 6,071

石炭販売分野
販売数量

11,700
180万トン

18,348
192万トン

6,648
12万トン

石炭生産分野
販売数量

4,686
65万トン

6,073
58万トン

1,386
▲7万トン

再生可能
エネルギー分野 197 209 11

調整額 ▲2,516 ▲4,491 ▲1,974
生活関連 7,420 9,329 1,909

その他 1,040 781 ▲258

調整額 69 50 ▲18
合計 22,597 30,301 7,704

（単位：百万円） （単位：百万円）

◆  平成29年6月から豪州リデル炭鉱において断続的にス
トライキが発生しておりましたが、現在は通常操業に
戻っております。
平成30年3月期通期の連結業績予想につきましては、
平成29年10月6日公表の数値から変更ございません。

する四半期純利益は、税金費用2億5百万円の計上などによ
り、2億76百万円（前期は5億3百万円の親会社株主に帰属す
る四半期純損失）となりました。

通期業績見通し
　平成30年3月期の業績見通しにつきましては、平成29年
10月6日に開示致しました通り、現在では通常操業に戻って
おりますが、豪州リデル炭鉱において発生したストライキの
影響などにより、期初に開示した業績予想から以下の通り修
正しております。
　売上高680億円、営業利益12億円、経常利益18億円、親
会社株主に帰属する当期純利益12億円

当期（平成29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、エネル
ギー事業における石炭価格の上昇及び石炭販売数量の増加
などにより、売上高は303億1百万円と前期比77億4百万
円の増収となり、営業利益は石炭価格の上昇及び生活関連
事業において電子部品分野が加わったことなどが寄与し、
3億76百万円（前期は6億75百万円の営業損失）となりま
した。
　経常利益は、営業外費用に支払利息92百万円を計上した
ものの、営業外収益に受取利息1億4百万円及び匿名組合投
資利益60百万円を計上したことなどにより、4億73百万円
（前期は6億88百万円の経常損失）となり、親会社株主に帰属
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10億円

平成25年度
（実績）

平成26年度
（実績）

平成27年度
（実績）

※EBITDA＝経常利益＋支払利息＋減価償却費＋のれん償却費
※新規事業＝生活関連事業（電子部品分野、飲食用資材分野、衣料品分野、施設運営受託分
　野、介護分野）、再生可能エネルギー分野

平成28年度
（実績）

平成29年度
（10/6開示予想）

新規事業EBITDA 石炭生産分野EBITDA 連結EBITDA

◆石炭生産分野のEBITDAは石炭市況等の影響により増減
するものの、近年進めている新規事業の成果は着実に業
績に反映されており、連結EBITDAに占める割合はここ数
年で増加し続けております。操業風景
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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
平成29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、平成30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
平成27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

平成24年度
（実績）

平成25年度
（実績）

平成26年度
（実績）

平成27年度
（実績）

19億円

平成28年度
（実績）

27億円

平成29年度
（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㈱

平成29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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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29年9月30日現在

前期末
平成29年3月31日現在

増　減

（資産の部）

流動資産 26,080 24,726 1,353

固定資産 32,359 34,386 △2,027

　有形固定資産 20,559 21,182 △622

　無形固定資産 7,817 8,341 △524

　投資その他の資産 3,982 4,863 △880

資産合計 58,439 59,113 △674

（負債の部）

流動負債 11,412 11,824 △411

固定負債 14,979 15,568 △589

負債合計 26,392 27,392 △1,000

（純資産の部）

株主資本 29,415 29,661 △246

その他の包括利益累計額 2,613 2,046 566

非支配株主持分 18 12 5

純資産合計 32,047 31,721 326

負債・純資産合計 58,439 59,113 △674

（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29年4月 1 日から
平成29年9月30日まで

前中間期
平成28年4月 1 日から
平成28年9月30日まで

増　減

売上高 30,301 22,597 7,704

売上原価 27,032 20,589 6,442

売上総利益 3,269 2,007 1,262

販売費及び一般管理費 2,892 2,683 209

営業利益（△損失） 376 △675 1,052

営業外収益 260 197 63

営業外費用 163 210 △47

経常利益（△損失） 473 △688 1,162

特別利益 273 570 △297

特別損失 260 498 △237

税金等調整前四半期
純利益（△損失） 487 △615 1,103

税金費用等 211 △112 323

親会社株主に帰属する
四半期純利益（△損失） 276 △503 779

（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

固定資産 323億
・有形固定 205億

　（建物・機械等）（100億）

　（土地） （89億）

　（リース） （16億）

・無形固定 78億

　（のれん） （67億）

・有価証券 25億

流動資産 260億
・現預金 154億

・売上債権 64億

・棚卸資産 15億

流動負債 114億
・仕入債務 24億

・短期借入 43億

固定負債 149億
・長期借入 102億

・リース 15億

純 資 産 320億

自己資本比率
54.8%

実質無借金

高い自己資本比率
54.8%

強固な
財務基盤

平成29年9月末

総  資  産 584億 負債・純資産 584億

石炭生産
分野
50億
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会社の概況 株式の概況
会社概要（平成29年12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
1,350名（連結）49名（単体）※平成29年9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及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・販売及び受託生産
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
●MITSUIMATSUSHIMAINTERNATIONALPTY.LTD.
●MITSUIMATSUSHIMAAUSTRALIAPTY.LTD.
●MMIIndonesiaInvestmentsPTYLTD.
●MMNagataCoalTech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12月1日現在）

取締役体制（平成29年12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
■ 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（株） 比率（％）

31
42
71
100
9,024
9,268

4,272,550
470,855
649,784
2,097,404
5,573,807
13,064,400

32.70
3.60
4.97
16.05
42.66
100.00

23
103
1,306
7,127
709
9,268

5,952,198
2,846,141
2,604,780
1,652,260

9,021
13,064,400

45.56
21.78
19.94
12.65
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29年9月30日現在）

大株主（上位10名）（平成29年9月30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） 8,141 6.23
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口9） 5,971 4.57
那須　功 5,637 4.32
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 4,938 3.78
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
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 2,872 2.20

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口5） 2,564 1.96
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口1） 2,201 1.69
（注）平成29年6月22日付で自己株式803,357株を消却いたしました。
　　平成29年9月30日現在、自己株式の保有はありません。

発行可能株式総数
発行済株式の総数
株　　　主　　　数

30,000,000株
13,064,400株

9,268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。

株主メモ
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
東京都府中市日鋼町1-1
TEL0120-232-711（通話料無料）
郵送先〒137-8081新東京郵便局私書箱第29号
三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
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致します。）
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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/

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。
顧客の要望に応えてカスタマイズするオーダースーツの強みを生かし、車椅子利用者向
け商品を開発。今後もオーダースーツの楽しさをあらゆる人に伝え、更なる成長を目指し
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12店舗

（銀座店オープン）

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

●平成29年6月より福岡県大牟田市の歴史遺産『旧三井港倶楽部』の運営を開始。レス
トランや結婚式場などの運営を行っております。今後は建物の歴史的価値の保全に
努めるとともに、往時の姿を取り戻すべく大規模修繕工事を施すなど、より魅力的
な旧三井港倶楽部へリニューアルする予定です。
●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）を保
有株式数に応じて提供。
　対象は九州・近畿・中部・関東地方の全17施設。

銀座店

注）毎年3月末の株主名簿に
記録された当社株式10単
元（1,000株）以上保有及
び保有継続期間が3年以
上の株主様が対象

旧三井港倶楽部

●平成29年3月に19店舗目となる
　HANABISHI 銀座店をオープン。
　新規顧客、女性用オーダースーツの受注も順調。
●株主優待制度の長期保有特典として、
　花菱縫製㈱オーダー商品お仕立てギフト券
（5,000円分）を提供。

施設一例

注）毎年3月末の株主名簿に記録
された当社株式1単元（100
株）以上保有の株主様が対象


