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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

  

  

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。 

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３. 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。 

  

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第157期 

第３四半期 
連結累計期間

第158期 
第３四半期 
連結累計期間

第157期

会計期間
自  平成24年４月１日
至  平成24年12月31日

自  平成25年４月１日 
至  平成25年12月31日

自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日

売上高 (百万円) 64,049 57,971 84,009 

経常利益 (百万円) 3,878 2,164 4,108 

四半期(当期)純利益 (百万円) 2,238 1,339 1,699 

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 2,899 1,580 4,829 

純資産額 (百万円) 29,199 32,016 31,129 

総資産額 (百万円) 51,017 55,989 56,280 

１株当たり四半期(当期) 
純利益金額 

(円) 16.14 9.66 12.26 

潜在株式調整後１株当たり 
四半期(当期)純利益金額 

(円) ― － － 

自己資本比率 (％) 57.2 57.2 55.3 
 

回次
第157期 

第３四半期 
連結会計期間

第158期 
第３四半期 
連結会計期間

会計期間
自  平成24年10月１日
至  平成24年12月31日

自  平成25年10月１日 
至  平成25年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 5.41 3.99 
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当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている

事業の内容について、重要な変更はありません。 
  

  

主要な関係会社の異動 

（燃料（石炭販売）事業） 

 当社は、当第３四半期連結会計期間において、Liddell Coal Sales Pte.Ltdに対し32.5%の出資（平

成25年11月28日）を行い、同社を持分法適用関連会社としております。 

 なお、同社の決算日は12月31日であり、当社グループの連結決算日と異なることから、第４四半期連

結累計期間より持分法投資損益が発生いたします。 

 また同社は、連結子会社MITSUI MATSUSHIMA AUSTRARIA PTY.LTD.（燃料(石炭生産)事業）がジョイン

ト・ベンチャーにより操業を行っている豪州ＮＳＷ州リデル炭鉱で採掘される石炭のうち輸出されるも

のを主に取り扱う、シンガポールに設立された販売会社であり、今後、当社は同社を通じてリデル炭の

輸入販売を行ってまいります。  

  
第２ 【事業の状況】 

当第３四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事

項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書

に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。 

  なお、重要事項等は存在しておりません。 

  

  

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

なお、当社は、平成26年１月10日開催の取締役会において、日本ストロー株式会社の全株式を取得し子

会社化することを決議いたしました。また、同日付で株式譲渡契約を締結し、当該譲渡契約に基づき平成

26年２月３日に同社の全株式を取得しております。 

詳細につきましては、「第４ 経理の状況 １ 四半期連結財務諸表 注記事項（重要な後発事象）」

をご参照ください。 

  

２ 【事業の内容】

１ 【事業等のリスク】

２ 【経営上の重要な契約等】
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 文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び当社

の関係会社）が判断したものであります。 

  
（1）業績の状況 

当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、主力の燃料事業において前年同期比で石炭の販

売数量が減少したこと及び石炭価格が下落したことに伴い、売上高は579億71百万円と前年同期比60

億77百万円（9.5％）の減収となり、営業利益は、16億96百万円と前年同期比18億99百万円

（52.8％）の減益となりました。 

 経常利益につきましては、為替差益２億61百万円などの計上があったものの21億64百万円と前年同

期比17億14百万円（44.2％）の減益となり、四半期純利益は、減損損失１億81百万円並びに税金費用

６億24百万円を計上したことなどにより13億39百万円と前年同期比８億98百万円（40.1％）の減益と

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燃料（石炭販売）事業 

売上高は、石炭価格の下落及び鉄鋼用石炭の販売数量が減少したことにより、456億87百万円と前

年同期比50億78百万円（10.0％）の減収となり、44百万円の営業損失（前年同期は10百万円の営業利

益）となりました。 

②燃料（石炭生産）事業 

売上高は、前年同期と比べ石炭代金決済レート（US$／A$）の豪ドル安及び決算為替レート（円／

A$）の円安による増収要因があったものの、石炭価格の下落及び販売数量の減少により、114億63百

万円と前年同期比14億84百万円（11.5％）の減収となり、営業利益は17億81百万円と前年同期比20億

56百万円（53.6％）の減益となりました。 

③施設運営受託事業 

売上高は、46億49百万円となり、のれんの償却費負担などから８百万円の営業損失となりました。

なお、本事業は平成24年７月から連結の範囲に含めているため、前第３四半期連結累計期間との比較

情報の記載は行っておりません。 

④建機材事業 

売上高は、17億80百万円と前年同期比２億43百万円（12.0％）の減収となり、69百万円の営業損失

（前年同期は１億36百万円の営業損失）となりました。 

 なお、平成26年１月10日の取締役会において、当社が行う建機材事業を会社分割により譲渡するこ

とを決議しております。 

⑤不動産事業 

売上高は、４億53百万円と前年同期比13百万円（3.1％）の増収となりましたが、27百万円の営業

損失（前年同期は５百万円の営業利益）となりました。 

⑥リサイクル・合金鉄事業 

売上高は、前期に合金鉄製造事業を休止したことに伴い、１億46百万円と前年同期比70百万円

（32.4％）の減収となりましたが、１百万円の営業利益（前年同期は１億87百万円の営業損失）とな

りました。 

⑦その他（海外派遣研修事業、港湾事業及び太陽光発電事業等） 

売上高は、平成25年７月においてスーパーマーケット事業を事業譲渡したことにより、13億19百万

円と前年同期比４億45百万円（25.2%）の減収となりましたが、太陽光発電事業においてメガソーラ

ー発電所２基が稼働したことなどにより、63百万円の営業利益（前年同期は41百万円の営業損失）と

なりました。 

  

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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（2）財政状態の分析 

①資産 

資産合計は559億89百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億90百万円(0.5%)の減少となりまし

た。主な要因は、受取手形及び売掛金の減少などによる流動資産の減少２億82百万円(1.4%)によるも

のであります。 

②負債 

負債合計は239億73百万円となり、前連結会計年度末に比べ11億78百万円(4.7%)の減少となりまし

た。主な要因は、長期借入金の増加などによる固定負債の増加17億87百万円(14.4%)があったもの

の、買掛金及び短期借入金などの減少による流動負債の減少29億65百万円(23.3%)によるものであり

ます。 

③純資産 

純資産合計は320億16百万円となり、前連結会計年度末に比べ８億87百万円(2.9%)の増加となりま

した。主な要因は、配当金の支払があったものの当四半期純利益の計上により、株主資本の増加６億

46百万円及び為替換算調整勘定などの増加によるその他の包括利益累計額の増加２億39百万円による

ものであります。 

  

（3）事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な

変更及び新たに生じた課題はありません。 

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針を定めており、そ

の内容等（会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。 
  

 ①基本方針の内容の概要 

当社は、日々の事業活動を通じて企業としての社会的責任を果たし、健全な事業成長を遂げること

により社会の発展に貢献することを目指しております。 

 したがって、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値、株主価値を中

長期的に確保、向上していくことを可能とする者である必要があると考えております。 

当社は、当社株式について大量買付けがなされる場合、これが当社の企業価値ひいては株主価値の向

上に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。 

 しかしながら、株式の大量買付けの中には、その目的等から見て企業価値、株主価値が毀損される

おそれがあるもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの等もあります。 

 当社はこうした事情に鑑み、当社株式に対する買付けが行われる際に、買付けに応じるか否かを株

主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提案するために必要な情報や時間を確保し、株

主の皆様のために買付け者と交渉を行うこと等を可能とすることで、当社の企業価値ひいては株主価

値の向上に反する買付け行為を抑止するための枠組みが必要であると考えております。 
  

 ②基本方針実現のための取組みの概要 

当社は、大正２年(1913年)に長崎県松島において国内炭生産会社として創業以来、100年に亘り石

炭を事業の中心として歩んでまいりました。今後も石炭需要の拡大が見込めることから、当社グルー

プの海外事業統括会社である三井松島インターナショナル社を核として燃料事業の拡充を図り、引き

続き石炭の安定供給に努めてまいります。 

 また、燃料事業の拡充とあわせて、民間企業・地方自治体等が所有する宿泊施設・保養所・研修所

などの運営受託を行う施設運営受託事業や、太陽光などの再生可能エネルギーによる発電事業など、

収益源の安定化・多様化を図るために新規事業の育成・拡大を積極的に進めてまいります。 

 このような当社の事業戦略は、財務体質の強化を図りつつ、企業業績の拡大を目標とするものであ

り、企業価値の向上ひいては株主価値の向上に大きく貢献するものと確信しております。 
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③基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針が支配されることを防止するた

めの取組み 

当社は、平成19年12月20日開催の取締役会において、「大規模買付け行為に関する対応策（買収防

衛策）」（以下、「本施策」といいます。）の導入について、本施策の重要性に鑑み、有効期間を第

152回定時株主総会終結のときまでとした上で決議いたしました。 

  その後、平成20年６月27日開催の第152回定時株主総会ならびに平成23年６月24日開催の第155回定

時株主総会において、いずれも有効期間を３年間とする議案として上程させていただき、株主の皆様

のご承認をいただきました。 

 本施策は、予め当社取締役会の承認を得ることなく当社株式の20%以上を取得する大規模買付け行

為を行おうとする者またはグループ（以下「大規模買付け者」といいます。）に対し、当社が定める

大規模買付けルールの遵守を求めて、株主の皆様に大規模買付け行為に応じるか否かの適切な判断を

いただくための十分な情報および期間を確保し、大規模買付け者が大規模買付けルールを遵守しない

場合や当社の企業価値、株主価値が毀損される可能性が高いと合理的理由に基づき判断されるなどの

一定の場合には、当社取締役会が株主の皆様に対する責務として、対抗措置としての効果を勘案した

行使条件、取得条件、行使期間等を設けた新株予約権を無償割当するなど、必要かつ相当な措置をと

ることができるとするものです。 

なお、本施策の概要は以上の通りですが、詳細につきましては当社ホームページ上に掲載しており

ますので、下記URLより「株式会社の支配に関する基本方針」をご参照ください。 

 (http://www.mitsui-matsushima.co.jp/investor/report.php) 
  

 ④上記③の取り組みについての取締役会の判断 

当社取締役会は、上記③の取組みが、上記①の会社の支配に関する基本方針に則って策定された当

社の企業価値、株主価値の向上を確保することを目的とした取組みであり、株主共同の利益を損なう

ものではないと考えます。 

 また、当社の業務執行を行う経営陣から独立した社外監査役、社外の有識者等から構成する独立委

員会の勧告を尊重して対抗措置を発動することが定められていること、当社の株主総会または当社株

主総会で選任された取締役で構成される取締役会によりいつでも本施策を廃止できること、対抗措置

の発動、不発動、中止、停止について独立委員会の勧告要件および当社取締役会の決議もしくは判断

の合理的な客観的要件が定められていることなどから、取締役の地位の維持を目的とする恣意的な判

断や発動を防止するための仕組みをもった取組みであると考えております。 

  

（4）従業員数 

 連結会社の状況 

当第３四半期連結累計期間において、その他事業に含まれるスーパーマーケット事業を事業譲渡し

たことにより、その他事業の臨時従業員数が35名減少しております。なお、臨時従業員数は、平均雇

用人員（１日８時間換算）であります。 

  

（5）主要な設備 

前連結会計年度末おいて計画中であった主要な設備の新設について、当第３四半期連結累計期間に

完成したものは、以下のとおりであります。 

  
（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

会社名 
事業所名 
（所在地） 

セグメント 
の名称 

設備の内容 

 
投資額 

(百万円) 
  

資金調達 
方法 

完成年月 発電能力 

合同会社津屋
崎太陽光発電
所No.２ 

 
メガソーラー 
つやざきNo.２ 
発電所 
(福岡県福津市) 
  

その他事業 
太陽光 
発電設備 

551 

ファイナン
ス・リース
及び親会社
からの借入 

平成25年
９月 

約２ＭＷ 
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第３ 【提出会社の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

  

② 【発行済株式】 

  

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

  

(6) 【大株主の状況】 

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 

  

１ 【株式等の状況】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 300,000,000 

計 300,000,000 
 

種類
第３四半期会計期間末 

現在発行数(株) 
(平成25年12月31日)

提出日現在発行数(株)
(平成26年２月７日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 138,677,572 138,677,572
東京証券取引所 
（市場第一部） 
福岡証券取引所

単元株式数は 
1,000株であります。

計 138,677,572 138,677,572 ― ―
 

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(千株)

発行済株式 
総数残高 
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高 
(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金 
残高 

(百万円)

平成25年10月１日～ 
平成25年12月31日 

― 138,677 ― 8,571 ― 6,219 
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(7) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

(注）１．「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株（議決権１個）

含まれております。 

２．「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式289株が含まれております。 

３．当第３四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成25年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。 

  

② 【自己株式等】 

  

該当事項はありません。 

  

      平成25年12月31日現在 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 
（自己保有株式） 

普通株式  28,000 
― ― 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

138,522,000 
138,522 ― 

単元未満株式 普通株式 127,572 ― 一単元（1,000株）未満の株式 

発行済株式総数 138,677,572 ― ―

総株主の議決権 ― 138,522 ―
 

    平成25年12月31日現在 

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義 
所有株式数 

(株)

他人名義 
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式 
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

（自己保有株式） 
三井松島産業株式会社 

福岡市中央区大手門 
一丁目１番１２号

28,000 ― 28,000 0.02 

計 ― 28,000 ― 28,000 0.02 
 

２ 【役員の状況】
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第４ 【経理の状況】 

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成

19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。 

  

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(平成25年10月1

日から平成25年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成25年４月１日から平成25年12月31日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けており

ます。 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

２．監査証明について

― 9 ―



１【四半期連結財務諸表】 
(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25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 12,212 12,347

受取手形及び売掛金 5,516 4,729

商品及び製品 581 1,171

仕掛品 221 208

原材料及び貯蔵品 315 306

その他 1,462 1,264

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 20,311 20,028

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 10,315 9,221

土地 13,018 13,035

その他（純額） 4,529 5,274

有形固定資産合計 27,864 27,531

無形固定資産   

のれん 2,312 2,309

その他 2,962 2,852

無形固定資産合計 5,274 5,162

投資その他の資産   

投資有価証券 2,632 3,016

その他 422 474

貸倒引当金 △225 △223

投資その他の資産合計 2,830 3,267

固定資産合計 35,968 35,961

繰延資産 0 －

資産合計 56,280 55,989

負債の部   

流動負債   

買掛金 4,126 2,903

短期借入金 4,709 3,552

未払法人税等 675 60

賞与引当金 125 76

その他 3,109 3,188

流動負債合計 12,746 9,780

固定負債   

社債 232 174

長期借入金 6,773 7,569

退職給付引当金 272 257

資産除去債務 2,015 2,107

その他 3,110 4,083

固定負債合計 12,404 14,192

負債合計 25,151 23,973
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25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 14,657 15,304

自己株式 △4 △4

株主資本合計 29,444 30,090

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 519 635

繰延ヘッジ損益 114 △298

土地再評価差額金 6 4

為替換算調整勘定 1,043 1,581

その他の包括利益累計額合計 1,683 1,922

少数株主持分 0 3

純資産合計 31,129 32,016

負債純資産合計 56,280 55,989
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(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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 64,049 57,971

売上原価 57,920 53,917

売上総利益 6,128 4,054

販売費及び一般管理費   

人件費 1,164 1,131

福利厚生費 191 189

減価償却費 101 79

業務委託費 109 68

その他 964 888

販売費及び一般管理費合計 2,531 2,358

営業利益 3,596 1,696

営業外収益   

受取利息 220 184

受取配当金 28 27

持分法による投資利益 69 48

為替差益 43 261

その他 82 118

営業外収益合計 444 640

営業外費用   

支払利息 109 117

その他 52 56

営業外費用合計 162 173

経常利益 3,878 2,164

特別利益   

投資有価証券売却益 11 －

補助金収入 134 268

特別利益合計 145 268

特別損失   

減損損失 － 181

固定資産圧縮損 124 248

投資有価証券評価損 174 －

特別退職金 66 －

補償損失 － 37

事業休止関連損失 122 －

特別損失合計 487 467

税金等調整前四半期純利益 3,536 1,965

法人税、住民税及び事業税 1,175 632

法人税等調整額 123 △7

法人税等合計 1,298 624

少数株主損益調整前四半期純利益 2,238 1,341

少数株主利益又は少数株主損失（△） △0 1

四半期純利益 2,238 1,339
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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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,238 1,341

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 90 116

繰延ヘッジ損益 118 △412

土地再評価差額金 △2 △2

為替換算調整勘定 455 538

その他の包括利益合計 661 239

四半期包括利益 2,899 1,580

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,899 1,578

少数株主に係る四半期包括利益 △0 1
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【注記事項】 

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更) 

  

  

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。な

お、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及

びのれんの償却額は、次のとおりであります。 

  

(株主資本等関係) 

前第３四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31日) 

１．配当金支払額 

  

  

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計

期間の末日後となるもの 

該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年12月31日) 

１．配当金支払額 

  

  

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計

期間の末日後となるもの 

該当事項はありません。 

  

  

当第３四半期連結累計期間 

(自  平成25年４月１日  至  平成25年12月31日)

(連結の範囲の重要な変更) 

 第１四半期連結会計期間より、合同会社津屋崎太陽光発電所No.２（平成25年４月１日設立）を連結の範囲に含

めております。 

(持分法適用の範囲の重要な変更） 

 当第３四半期連結会計期間より、当社が32.5％を出資（平成25年11月28日）したLiddell Coal Sales Pte.Ltdを

持分法の適用の範囲に含めております。なお、同社の決算日は12月31日であり、当社グループの連結決算日と異な

ることから、第４四半期連結累計期間より持分法投資損益が発生いたします。 
 

  (自  平成24年４月１日 
至  平成24年12月31日) 

前第３四半期連結累計期間
(自  平成25年４月１日 
至  平成25年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間

減価償却費 1,075百万円 1,405百万円 

のれんの償却額 97  〃 146  〃 
 

決議 株式の種類
配当金の総額 
(百万円)

１株当たり 
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年５月11日 
取締役会 

普通株式 554 4 平成24年３月31日 平成24年６月25日 利益剰余金
 

決議 株式の種類
配当金の総額 
(百万円)

１株当たり 
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年５月10日 
取締役会 

普通株式 693 5 平成25年３月31日 平成25年６月24日 利益剰余金
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(セグメント情報等) 

【セグメント情報】 

Ⅰ  前第３四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（注)１．報告セグメントの変更等に関する事項 

（報告セグメントの追加記載） 

 「第１ 企業の概況 ２ 事業の内容」に記載のとおり、第２四半期連結会計期間において㈱エムアンドエ

ムサービスを連結の範囲に含めており、「施設運営受託事業」として新たに報告セグメントとして追加記

載しております。 

（会計上の見積りの変更と区分することが困難な会計方針の変更） 

 会計上の見積りの変更と区分することが困難な会計方針の変更に記載のとおり、法人税法の改正に伴

い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の

法人税法に基づく減価償却の方法に変更したため、報告セグメントの減価償却の方法を改正後の法人税法

に基づく方法に変更しております。当該変更による、当第３四半期連結累計期間のセグメント利益又は損

失（△）に与える影響は、軽微であります。 

２．連結子会社池島アーバンマイン㈱（リサイクル・合金鉄事業）は、平成24年７月12日付をもって合金鉄製造

事業を休止しております。 

３．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、海外派遣研修事業、スーパーマー

ケット事業、港湾事業及び太陽光発電事業を含んでおります。 

４．セグメント利益又は損失(△)の調整額４百万円は、セグメント間取引消去であります。 

５．セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 （のれんの金額の重要な変動） 

「燃料（石炭生産）事業」セグメントにおいて927百万円ののれんが発生し、当第３四半期連結累

計期間 において 11 百万円を償却しております。これは、連結子会社 MITSUI  MATSUSHIMA

INTERNATIONAL PTY.LTD.においてMMI Indonesia Investments PTY LTD.の全株式を取得し連結子会社

としたことによるものであります。               

 「施設運営受託事業」セグメントにおいて1,334百万円ののれんが発生し、当第３四半期連結累計

期間において66百万円を償却しております。これは、当社において㈱エムアンドエムサービスの全株

式を取得し連結子会社としたことによるものであります。 

 「建機材事業」セグメントにおいて19百万円ののれんが発生し、金額が僅少であることから一括償

却しております。これは、当社において永田エンジニアリング㈱の全株式を取得し連結子会社とした

ことによるものであります。 

                (単位：百万円) 

 

報告セグメント

その他
(注)３

合計 
調整額 
(注)４ 

四半期 
連結損益
計算書 
計上額 
(注)５

燃 料 
(石炭 
 販売) 

燃 料 
(石炭 
 生産) 

施設運営
受託 

（注)１ 
建機材 不動産

リサイ 

クル・ 

合金鉄 

(注)2 

計 

売上高                       

外部顧客へ
の売上高 

50,766 5,711 3,214 1,967 421 216 62,297 1,751 64,049 ─ 64,049 

セグメント
間の内部売
上高又は振
替高 

― 7,236 0 57 18 ― 7,312 13 7,325 △7,325 ─ 

計 50,766 12,948 3,214 2,024 439 216 69,609 1,765 71,374 △7,325 64,049 

セグメント利
益 又 は 損 失
（△） 

10 3,838 102 △136 5 △187 3,633 △41 3,591 4 3,596 
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Ⅱ  当第３四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年12月31日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（注)１．平成26年１月10日の取締役会において、当社が行う建機材事業を会社分割により譲渡することを決議してお

ります。 

２．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、海外派遣研修事業、港湾事業及び

太陽光発電事業等を含んでおります。なお、平成25年７月においてスーパーマーケット事業を事業譲渡して

おります。 

３．セグメント利益又は損失(△)の調整額１百万円は、セグメント間取引消去であります。 

４．セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 （固定資産に係る重要な減損損失） 

「燃料（石炭生産）事業」セグメントにおいて、一部生産設備が稼動休止となり、将来の用途が定

まっていないことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失

に計上しております。なお、当該減損損失の計上額は、当第３四半期連結累計期間においては181百

万円であります。 

  

  
(１株当たり情報) 

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  

                (単位：百万円) 

 

報告セグメント

その他
(注)２

合計 
調整額 
(注)３ 

四半期 
連結損益
計算書 
計上額 
(注)４

燃 料 
(石炭 
 販売) 

燃 料 
(石炭 
 生産) 

施設運営
受託 

建機材 
(注)１ 

不動産
リサイ 

クル・ 

合金鉄 

計 

売上高                       

外部顧客へ
の売上高 

45,687 3,982 4,648 1,769 421 146 56,656 1,315 57,971 ─ 57,971 

セグメント
間の内部売
上高又は振
替高 

― 7,480 0 11 31 ― 7,524 3 7,528 △7,528 ─ 

計 45,687 11,463 4,649 1,780 453 146 64,180 1,319 65,500 △7,528 57,971 

セグメント利
益 又 は 損 失
（△） 

△44 1,781 △8 △69 △27 1 1,631 63 1,695 1 1,696 

 

項目 (自  平成24年４月１日 
至  平成24年12月31日) 

前第３四半期連結累計期間
(自  平成25年４月１日 
至  平成25年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間

  １株当たり四半期純利益金額 16円14銭 9円66銭 

    (算定上の基礎)     

    四半期純利益金額(百万円) 2,238 1,339 

    普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ― 

    普通株式に係る四半期純利益金額(百万円) 2,238 1,339 

    普通株式の期中平均株式数(千株) 138,649 138,649 
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１．日本ストロー株式会社の株式取得について 

当社は、平成26年１月10日開催の取締役会において、日本ストロー株式会社の全株式を取得し子会社

化することを決議いたしました。また、同日付で株式譲渡契約を締結し、当該譲渡契約に基づき平成26

年２月３日に同社の全株式を取得しております。 

(取得による企業結合) 

(１)企業結合の概要 

 ① 被取得企業の名称及び事業の内容 

  被取得企業の名称  日本ストロー株式会社 

    事業の内容     ストロー及び包装資材の製造販売 

               食品容器及び包装資材の輸入販売 

               食品容器及び包装資材のライセンス事業 

  ② 企業結合を行った主な理由 

日本ストロー株式会社は、昭和58年（1983年）に伸縮ストローを開発してから今日に至るまで、同

事業の先駆者として独自の技術・ノウハウを蓄積し、国内市場における圧倒的シェアを有するリーデ

ィングカンパニーとして確固たる地位を確立しております。日本ストロー株式会社の「安心・安全・

便利、高品質なストロー」は、大手乳業・飲料メーカー等の優良顧客から高い信頼と評価を得て、安

定した取引基盤を有し、堅調な業績をあげております。 

日本ストロー株式会社は、当社グループ傘下となることにより、海外市場や国内の介護関連業界へ

の拡販等、本事業のさらなる発展と拡大が期待できます。当社グループは、燃料事業以外の分野での

新たな事業の柱として、積極的に本事業の育成・強化を進めてまいります。 

 ③ 企業結合日 

   平成26年１月10日 

 ④ 企業結合の法的形式  

   現金を対価とする株式の取得 

 ⑤ 取得した議決権比率  

    100％ 

(２)被取得企業の取得原価及びその内訳 

  

 (重要な後発事象)

取得の対価 現金 3,060百万円 

取得に直接要した費用 アドバイザリー費用等（概算額）   40 〃 

取得原価（概算額）   3,100百万円 
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２．建機材事業の事業譲渡について 

当社は、平成26年１月10日開催の取締役会において、当社の建機材事業をコンフォート株式会社に承

継する会社分割(簡易吸収分割)を行うことを決議いたしました。 

(事業分離) 

(１)事業分離の概要 

 ① 分離先企業の名称 

   コンフォート株式会社 

 ② 分離した事業の内容 

    キッチンカウンター、木製建具、輸入キッチン、ウッドデッキその他の家具の備付け事業 

 ③ 事業分離を行った主な理由 

当社における同事業の業績及び事業状況等を総合的に勘案した結果、同事業を整理することが当社

の業績に寄与するものと考え、住宅及びマンション用建築部材の販売を主力事業として展開している

コンフォート株式会社との間で、同社に事業移管することについて合意に至り、本会社分割（簡易吸

収分割）を行うことといたしました。 

 ④ 事業分離日 

    平成26年２月17日（予定） 

 ⑤ 法的形式を含むその他取引の概要に関する事項 

当社を分割会社、コンフォート株式会社を承継会社とし、対価を現金１円とする簡易吸収分割であ

ります。 

(２)分離した事業が含まれていた報告セグメントの名称 

    建機材事業セグメント 

  

 該当事項はありません。 

  

２ 【その他】
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】 

該当事項はありません。 
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平成26年２月７日

三井松島産業株式会社 

取 締 役 会  御中 

  

  

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている三
井松島産業株式会社の平成25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期
間(平成25年10月１日から平成25年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成25年４月１日から平成
25年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算
書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。 
  
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任 
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して

四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す
ることが含まれる。 
  
監査人の責任 
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半
期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。 
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実

施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国にお
いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定され
た手続である。 
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 
  

監査人の結論 
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、三井松島産業株式会社及び連結子会社の平
成25年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示
していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 
  
強調事項  
重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成26年１月10日開催の取締役会において、日本スト

ロー株式会社の全株式を取得し子会社化することを決議している。また、同日付で株式譲渡契約を締結し、
当該譲渡契約に基づき平成26年２月３日に同社の全株式を取得している。 
  当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。 
  
利害関係 
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上 
  

独立監査人の四半期レビュー報告書

有限責任監査法人 ト ー マ ツ 
 

指定有限責任社員
業務執行社員 

  公認会計士    本 野  正 紀    印 
 

指定有限責任社員
業務執行社員 

  公認会計士    甲 斐 祐 二    印 
 

指定有限責任社員
業務執行社員 

  公認会計士    荒 牧 秀 樹    印 
 

  

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。 

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 
 



【表紙】   

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成26年２月７日 

【会社名】 三井松島産業株式会社 

【英訳名】 MITSUI MATSUSHIMA CO., LTD. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  串 間 新 一 郎 

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。 

【本店の所在の場所】 福岡市中央区大手門一丁目１番12号 

【縦覧に供する場所】 三井松島産業東京支社 

    (東京都中央区日本橋室町二丁目２番１号) 

  株式会社東京証券取引所 

    (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 

  証券会員制法人福岡証券取引所 

    (福岡市中央区天神二丁目14番２号) 

 



当社代表取締役社長 串間新一郎 は、当社の第158期第３四半期(自 平成25年10月１日 至 平成25年

12月31日)の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いた

しました。 

  

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 

１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】
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