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(百万円未満切捨て)

１．平成30年３月期第３四半期の連結業績（平成29年４月１日～平成29年12月31日）

（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

30年３月期第３四半期 49,037 28.5 811 － 1,066 － 735 －

29年３月期第３四半期 38,169 △16.2 △279 － △393 － △366 －
(注) 包括利益 30年３月期第３四半期 1,933百万円( －％) 29年３月期第３四半期 △2,883百万円( －％)
　

１株当たり
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
四半期純利益

円 銭 円 銭

30年３月期第３四半期 56.32 －

29年３月期第３四半期 △27.15 －
　

※平成28年10月１日を効力発生日として、10株を１株とする株式併合を実施したため、前連結会計年度の期首に当該
株式併合が行われたと仮定し、１株当たり四半期純利益を算定しております。

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

30年３月期第３四半期 59,496 33,132 55.7

29年３月期 59,113 31,721 53.6
(参考) 自己資本 30年３月期第３四半期 33,114百万円 29年３月期 31,708百万円
　
　
　

２．配当の状況

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

29年３月期 － － － 40.00 40.00

30年３月期 － － －

30年３月期(予想) 40.00 40.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

３．平成30年３月期の連結業績予想（平成29年４月１日～平成30年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

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

１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 68,000 28.1 1,200 16.8 1,800 87.7 1,200 △9.4 91.85
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） ― 、除外 ―社（社名） ―
　

　

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無
　

　

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無
　

　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 30年３月期３Ｑ 13,064,400株 29年３月期 13,867,757株

② 期末自己株式数 30年３月期３Ｑ 41株 29年３月期 803,324株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年３月期３Ｑ 13,064,398株 29年３月期３Ｑ 13,511,515株

　
（注）平成28年10月１日を効力発生日として、10株を１株とする株式併合を実施したため、前連結会計年度の期首に

当該株式併合が行われたと仮定し、期中平均株式数を算定しております。
　

※ 四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると
判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予
想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料３ページ「(3)連結業
績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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三井松島産業株式会社(1518) 平成30年３月期 第３四半期決算短信
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三井松島産業株式会社(1518) 平成30年３月期 第３四半期決算短信

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

　（単位：百万円）

前第３四半期
連結累計期間

当第３四半期
連結累計期間

増減額

売
上
高

①エネルギー 25,107 33,733 8,626

②生活関連 11,355 13,975 2,619

③その他 1,605 1,259 △345

調整額 100 69 △30

合計 38,169 49,037 10,868

損 営
失 業
(△)利
　 益
　 又
　 は

①エネルギー △555 556 1,112

②生活関連 945 971 26

③その他 105 113 7

調整額 △774 △830 △55

合計 △279 811 1,091

営業外収益 266 476 210

営業外費用 380 221 △158

経常利益又は損失（△） △393 1,066 1,460

特別利益 572 439 △132

特別損失 546 261 △284

税金等調整前四半期純利益
又は純損失（△）

△368 1,243 1,611

法人税等合計 △5 503 508

四半期純利益又は純損失（△） △362 740 1,102

非支配株主に帰属する四半期純利益 4 4 0

親会社株主に帰属する四半期純利益
又は純損失（△）

△366 735 1,102

当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、エネルギー事業の石炭販売分野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490億37百万円と前年同期比108億68百万円（28.5％）の増収となりまし

た。

　営業利益は、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などにより、８億11百万円（前年同期は２

億79百万円の営業損失）となりました。

　経常利益は、営業外費用に支払利息１億38百万円を計上したものの、営業外収益に匿名組合投資利益１億92百万

円及び受取利息１億64百万円を計上したことなどにより、10億66百万円（前年同期は３億93百万円の経常損失）と

なりました。

　親会社株主に帰属する四半期純利益は、特別利益に固定資産売却益１億69百万円を計上したものの、税金費用５

億３百万円を計上したことなどにより、７億35百万円（前年同期は３億66百万円の親会社株主に帰属する四半期純

損失）となりました。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

なお、売上高については、セグメント間取引消去前の金額によっております。

　

①エネルギー事業

売上高は、石炭販売分野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337億33百万円と前年同期

比86億26百万円（34.4％）の増収となりました。セグメント利益は、石炭生産分野において、一時的に発生した

ストライキの影響により生産コストが増加したものの、石炭価格の上昇などにより５億56百万円（前年同期は５

億55百万円のセグメント損失）となりました。
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三井松島産業株式会社(1518) 平成30年３月期 第３四半期決算短信

②生活関連事業

売上高は、電子部品分野のクリーンサアフェイス技術㈱を前第４四半期連結会計期間において子会社化したこ

となどに伴い、139億75百万円と前年同期比26億19百万円（23.1％）の増収となりました。セグメント利益は、の

れん償却費３億46百万円を計上したものの９億71百万円と前年同期比26百万円（2.8％）の増益となりました。

③その他の事業

売上高は12億59百万円と前年同期比３億45百万円（21.5％）の減収となりましたが、セグメント利益は１億13

百万円と前年同期比７百万円（7.5％）の増益となりました。

（２）財政状態に関する説明

(資産、負債及び純資産の状況） （単位：百万円）

前連結会計年度
当第３四半期
連結累計期間

増減額

資産

流動資産 24,726 27,545 2,818

固定資産 34,386 31,951 △2,435

合計 59,113 59,496 382

（内、現金及び預金（長期含む）） (15,145) (17,046) (1,900)

負債

流動負債 11,824 11,773 △50

固定負債 15,568 14,591 △977

合計 27,392 26,364 △1,028

（内、借入金（社債含む）） (14,838) (13,764) (△1,074)

純資産合計 31,721 33,132 1,410

負債・純資産合計 59,113 59,496 382

①資産

資産合計は594億96百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億82百万円(0.6％)の増加となりました。主な要

因は、有形固定資産の減少などによる固定資産の減少24億35百万円(7.1％)があったものの、現金及び預金の増加

などによる流動資産の増加28億18百万円(11.4％)によるものであります。

②負債

負債合計は263億64百万円となり、前連結会計年度末に比べ10億28百万円(3.8％)の減少となりました。主な要

因は、短期借入金の減少などによる流動負債の減少50百万円（0.4％）、並びに長期借入金の減少などによる固定

負債の減少９億77百万円（6.3%）によるものであります。

③純資産

純資産合計は331億32百万円となり、前連結会計年度末に比べ14億10百万円(4.4％)の増加となりました。主な

要因は、為替換算調整勘定の増加などによるその他の包括利益累計額の増加９億97百万円（48.7％）、並びに親

会社株主に帰属する四半期純利益の計上などによる株主資本の増加４億９百万円(1.4％)によるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

通期の連結業績予想につきましては、平成29年10月６日に公表しました業績予想数値に変更はございません。

業績予想を見直す必要が生じた場合には、速やかに開示する予定であります。
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三井松島産業株式会社(1518) 平成30年３月期 第３四半期決算短信

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成29年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 14,231 17,046

受取手形及び売掛金 7,023 6,763

商品及び製品 875 424

仕掛品 276 233

原材料及び貯蔵品 1,015 1,222

その他 1,304 1,854

流動資産合計 24,726 27,545

固定資産

有形固定資産

機械装置及び運搬具（純額） 6,082 5,582

土地 8,863 8,724

その他（純額） 6,237 5,827

有形固定資産合計 21,182 20,133

無形固定資産

のれん 7,099 6,658

その他 1,241 1,036

無形固定資産合計 8,341 7,695

投資その他の資産

投資有価証券 2,301 2,737

長期貸付金 841 833

長期預金 913 －

その他 1,067 823

貸倒引当金 △261 △272

投資その他の資産合計 4,863 4,122

固定資産合計 34,386 31,951

資産合計 59,113 59,496

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,138 3,644

短期借入金 4,196 3,843

未払法人税等 250 202

賞与引当金 293 169

その他 3,945 3,913

流動負債合計 11,824 11,773

固定負債

社債 24 13

長期借入金 10,597 9,886

退職給付に係る負債 378 378

資産除去債務 1,425 1,384

その他 3,143 2,929

固定負債合計 15,568 14,591

負債合計 27,392 26,364
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三井松島産業株式会社(1518) 平成30年３月期 第３四半期決算短信

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成29年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 8,571 8,571

資本剰余金 6,219 6,219

利益剰余金 15,784 15,279

自己株式 △914 △0

株主資本合計 29,661 30,070

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 143 458

繰延ヘッジ損益 △11 152

土地再評価差額金 1,429 1,233

為替換算調整勘定 485 1,200

その他の包括利益累計額合計 2,046 3,044

非支配株主持分 12 17

純資産合計 31,721 33,132

負債純資産合計 59,113 59,496
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三井松島産業株式会社(1518) 平成30年３月期 第３四半期決算短信

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

売上高 38,169 49,037

売上原価 34,453 43,911

売上総利益 3,715 5,126

販売費及び一般管理費

人件費 1,603 1,702

福利厚生費 308 326

減価償却費 87 99

業務委託費 99 104

その他 1,896 2,082

販売費及び一般管理費合計 3,995 4,315

営業利益又は営業損失（△） △279 811

営業外収益

受取利息 135 164

受取配当金 38 31

匿名組合投資利益 － 192

補助金収入 47 47

その他 43 39

営業外収益合計 266 476

営業外費用

支払利息 115 138

持分法による投資損失 27 13

為替差損 173 21

その他 63 49

営業外費用合計 380 221

経常利益又は経常損失（△） △393 1,066

特別利益

固定資産売却益 0 169

投資有価証券売却益 198 －

受取保険金 75 －

補助金収入 268 269

その他 29 －

特別利益合計 572 439

特別損失

固定資産売却損 14 －

固定資産除却損 8 5

固定資産圧縮損 248 248

災害による損失 235 －

その他 39 7

特別損失合計 546 261

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△368 1,243

法人税、住民税及び事業税 335 523

法人税等調整額 △341 △20

法人税等合計 △5 503

四半期純利益又は四半期純損失（△） △362 740

非支配株主に帰属する四半期純利益 4 4

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

△366 735
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △362 740

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △11 314

繰延ヘッジ損益 4 164

為替換算調整勘定 △2,513 714

その他の包括利益合計 △2,520 1,193

四半期包括利益 △2,883 1,933

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △2,887 1,929

非支配株主に係る四半期包括利益 4 4
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

当社は、平成29年６月15日開催の取締役会決議により、会社法第178条の規定に基づき、平成29年６月22日付

で、自己株式803,357株の消却を実施いたしました。これにより、利益剰余金及び自己株式がそれぞれ９億14百万

円減少しております。
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