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(百万円未満切捨て)

１．2022年12月期第３四半期の連結業績（2022年１月１日～2022年９月30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 ％

2022年12月期第３四半期 24,861 △13.1 555 △80.2 1,363 △61.6 2,013 △61.1

2021年12月期第３四半期 28,611 △8.2 2,805 △18.6 3,553 △10.5 5,174 201.7
(注)包括利益 2022年12月期第３四半期 1,320百万円( △83.4％) 2021年12月期第３四半期 7,935百万円( －％)
　

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

2022年12月期第３四半期 60.67 －

2021年12月期第３四半期 153.66 －
　

（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 ％

2022年12月期第３四半期 134,777 83,231 51.1

2021年12月期 139,973 87,611 44.7
(参考) 自己資本 2022年12月期第３四半期 68,892百万円 2021年12月期 62,569百万円
　

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

2021年12月期 － － － 20.00 20.00

2022年12月期 － － －

2022年12月期(予想) 16.00 16.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

　 2021年12月期期末配当金の内訳 普通配当16円00銭 特別配当4円00銭

３．2022年12月期の連結業績予想（2022年１月１日～2022年12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 34,600 △8.0 1,000 △64.2 2,100 △45.5 2,100 △57.6 63.22
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
　

　　



※ 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)

　

（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 ： 有

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

（注）詳細は、四半期決算短信「添付資料」P.９「２．四半期連結財務諸表及び主な注記(３)四半期連結財務諸表に
関する注記事項（会計方針の変更）」をご覧ください。

（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) 2022年12月期３Ｑ 35,215,000株 2021年12月期 35,215,000株

② 期末自己株式数 2022年12月期３Ｑ 2,059,766株 2021年12月期 1,996,777株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年12月期３Ｑ 33,195,882株 2021年12月期３Ｑ 33,674,965株
　

（注）当社は、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT）」を導入しており、株主資本に自己株式として計上
されている「株式給付信託（BBT）」に残存する自社の株式は、１株当たり四半期純利益の算定上、期中平均
株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の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記事項等については、四半期決算短信「添付資
料」P.４「１．当四半期決算に関する定性的情報（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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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

当社グループは、第１四半期連結会計期間の期首より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号

2020年３月31日）等を適用しております。このため、前年同期比較は基準の異なる算定方法に基づいた数値を用い

ております。詳細は、９ページ「（会計方針の変更）（収益認識に関する会計基準等の適用）」をご参照くださ

い。

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症に伴う社会経済活動の制限緩和が

一段と進み、個人消費を中心に持ち直しの動きがみられましたものの、世界的な半導体部品等の供給不足やウクラ

イナ情勢の長期化等による原材料・エネルギー価格の高騰、急速な円安の進行等による物価上昇もあり依然として

先行き不透明な状況で推移しました。

このような環境のなか、当社グループは、構造改革後も継続して収益基盤の強化や採算性の改善に取り組み、中

長期的な企業価値の向上に努めております。

　不動産事業については、中核事業であるコクーンシティ（さいたま新都心駅前社有地）において、テナント入替

や環境整備の推進による集客魅力、施設鮮度の維持向上を図るとともに、持続的な街の成長に向けて、エリアマネ

ジメント活動等、地域、社会のニーズに応える街機能の充実に努めてまいりました。

　医薬品事業では、強みである循環器領域において更なる独自性のある製品ラインナップの強化を図るほか、幅広

く他の製薬会社や研究機関とも業務提携を進めるとともに、自社販売体制への移行など販売・生産・研究にかかる

コスト構造の更なる見直しと、効率的な事業運営による安定した収益基盤の確立に努めてまいりました。

機械関連事業の消防自動車事業では、トラック業界における車載用半導体不足により車両の調達に影響が出てい

るため、車両の確保に努めるとともに、引き続き仕様の集約や生産性向上に取り組むことで更なる採算性の改善に

努めてまいりました。

　繊維事業の実用衣料では、既存商材の拡販やコスト構造の見直し等による事業基盤の強化に加え、介護商品など

高付加価値商品の拡充による収益力強化に努めてまいりました。また、機能性繊維については、新たな高機能素材

の開発と耐熱性繊維の用途開発・販路拡大に努めてまいりました。

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、医薬品事業で自社販売体制への切り替えのための一時的な販

売減、及び機械関連事業の消防自動車事業で新型コロナウイルス感染症拡大の影響による地方公共団体からの更新

需要の減少もあり、248億61百万円（前年同四半期比13.1％減）となりました。

営業利益は、医薬品事業及び機械関連事業の減収や繊維事業で急速な円安進行の影響による仕入原価の増加等に

より売上総利益が減益となり５億55百万円（同80.2％減）となりました。また、経常利益は受取配当金の計上等に

より、13億63百万円（同61.6％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は、投資有価証券売却益や固定資産売却

益の計上により、20億13百万円（同61.1％減）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。

① 不動産事業

不動産事業は、当社運営のショッピングセンター「コクーンシティ」においてテナント売上が回復傾向にある

ことや、2021年10月に福島ショッピングセンターが開業したこと等により増収となりました。

この結果、不動産事業の売上高は77億57百万円（前年同四半期比3.0％増）、営業利益は29億70百万円（同2.4

％増）となりました。

② 医薬品事業

医薬品事業は、自社販売体制への切り替えのための一時的な販売減や薬価改定等により減収となりました。

この結果、医薬品事業の売上高は65億26百万円（同25.1％減）、営業損益は20億23百万円の損失（前年同四半

期は１億40百万円の損失）となりました。
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③ 機械関連事業

機械関連事業は、消防自動車事業で新型コロナウイルス感染症拡大の影響による地方公共団体からの更新需要

の減少等もあり減収となりました。

この結果、機械関連事業の売上高は44億46百万円（前年同四半期比30.1％減）、営業損益は１億91百万円の損

失（前年同四半期は２億28百万円の利益）となりました。

④ 繊維事業

繊維事業は、実用衣料の肌着及び耐熱性繊維等の機能性繊維が堅調に推移したことにより増収となりました。

この結果、繊維事業の売上高は50億22百万円（前年同四半期比6.2％増）、営業利益は急速な円安進行の影響に

よる仕入原価の増加等により売上総利益が減益となり３億41百万円（同37.5％減）となりました。

⑤ その他

その他の区分は、ビル管理サービス、訪花昆虫の販売等により構成されております。

収益認識に関する会計基準等の適用により売上高が１億19百万円減少したほか、訪花昆虫の出荷減等により減

収となりました。

この結果、その他の売上高は11億９百万円（同13.0％減）、営業利益は労務費の減少等により１億34百万円

（同4.8％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

（総資産）

当第３四半期連結会計期間末における総資産は1,347億77百万円（前連結会計年度末比51億96百万円減、同

3.7％減）となりました。

これは、商品及び製品が増加したものの、現金及び預金、受取手形及び売掛金、建物及び構築物が減少した

ことが主因であります。

（資産の部）

流動資産は、533億68百万円（前連結会計年度末比36億91百万円減、同6.5％減）となりました。増減の主要

な項目は、現金及び預金、受取手形及び売掛金、商品及び製品であり、現金及び預金、受取手形及び売掛金が

それぞれ34億14百万円、14億91百万円減少し、商品及び製品が21億17百万円増加しました。

固定資産は、814億９百万円（前連結会計年度末比15億５百万円減、同1.8％減）となりました。増減の主要

な項目は、建物及び構築物であり、12億77百万円減少しました。

（負債の部）

流動負債は、165億12百万円（前連結会計年度末比22億50百万円減、同12.0％減）となりました。増減の主要

な項目は、1年内返済予定の長期借入金、未払法人税等、その他であり、1年内返済予定の長期借入金が９億70

百万円増加し、未払法人税等、その他がそれぞれ９億34百万円、24億１百万円減少しました。

固定負債は、350億33百万円（前連結会計年度末比14億34百万円増、同4.3％増）となりました。増減の主要

な項目は、長期借入金、繰延税金負債であり、長期借入金は20億47百万円増加し、繰延税金負債は４億28百万

円減少しました。

（純資産の部）

純資産は、832億31百万円（前連結会計年度末比43億80百万円減、同5.0％減）となりました。増減の主要な

項目は、資本剰余金、利益剰余金、非支配株主持分であり、資本剰余金、利益剰余金がそれぞれが54億60百万

円、13億47百万円増加し、非支配株主持分が107億３百万円減少しました。また、自己資本比率は51.1％となり

ました。
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2022年12月期の業績予想につきましては、2022年２月14日に公表いたしました業績予想に変更はございません。
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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
(2021年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 34,518 31,104

受取手形及び売掛金 7,481 5,989

リース投資資産 5,806 5,694

商品及び製品 2,775 4,893

仕掛品 2,446 1,555

原材料及び貯蔵品 2,370 2,526

その他 1,661 1,605

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 57,059 53,368

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 26,171 24,893

土地 16,342 16,334

その他（純額） 2,275 2,091

有形固定資産合計 44,789 43,319

無形固定資産 361 341

投資その他の資産

投資有価証券 34,151 34,006

退職給付に係る資産 2,710 2,751

その他 916 1,001

貸倒引当金 △15 △11

投資その他の資産合計 37,763 37,748

固定資産合計 82,914 81,409

資産合計 139,973 134,777
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2021年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,377 3,815

短期借入金 2,870 3,231

1年内返済予定の長期借入金 1,525 2,495

未払法人税等 1,471 536

賞与引当金 296 620

役員賞与引当金 8 0

その他 8,213 5,812

流動負債合計 18,763 16,512

固定負債

長期借入金 6,622 8,669

長期未払金 1,288 1,076

繰延税金負債 9,899 9,471

役員株式給付引当金 87 136

土壌汚染処理損失引当金 72 68

退職給付に係る負債 2,444 2,537

長期預り敷金保証金 9,025 9,118

資産除去債務 2,361 2,369

その他 1,796 1,586

固定負債合計 33,599 35,033

負債合計 52,362 51,546

純資産の部

株主資本

資本金 1,817 1,817

資本剰余金 516 5,977

利益剰余金 47,095 48,443

自己株式 △2,660 △2,806

株主資本合計 46,769 53,432

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 15,593 15,293

繰延ヘッジ損益 19 64

退職給付に係る調整累計額 185 101

その他の包括利益累計額合計 15,799 15,459

非支配株主持分 25,042 14,339

純資産合計 87,611 83,231

負債純資産合計 139,973 134,777
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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 2021年１月１日
　至 2021年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
　至 2022年９月30日)

売上高 28,611 24,861

売上原価 17,540 15,779

売上総利益 11,070 9,082

販売費及び一般管理費 8,265 8,526

営業利益 2,805 555

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 585 666

助成金収入 83 130

その他 315 252

営業外収益合計 985 1,050

営業外費用

支払利息 69 90

災害損失 30 73

契約解約損 39 －

棚卸資産処分損 41 －

その他 54 78

営業外費用合計 236 242

経常利益 3,553 1,363

特別利益

固定資産売却益 3,809 462

投資有価証券売却益 102 636

特別利益合計 3,911 1,099

特別損失

固定資産処分損 106 －

割増退職金 102 －

特別損失合計 208 －

税金等調整前四半期純利益 7,256 2,462

法人税、住民税及び事業税 1,961 1,121

法人税等調整額 △24 △308

法人税等合計 1,937 812

四半期純利益 5,318 1,649

非支配株主に帰属する四半期純利益
又は非支配株主に帰属する四半期純損失（△）

144 △364

親会社株主に帰属する四半期純利益 5,174 2,013
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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 2021年１月１日
　至 2021年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
　至 2022年９月30日)

四半期純利益 5,318 1,649

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 2,595 △290

繰延ヘッジ損益 22 44

退職給付に係る調整額 △1 △83

その他の包括利益合計 2,616 △329

四半期包括利益 7,935 1,320

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 7,036 1,674

非支配株主に係る四半期包括利益 898 △353
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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、当第３四半期連結累計期間において、連結子会社の株式を追加取得いたしました。この結果、資本剰余

金が5,460百万円増加し、当第３四半期連結会計期間末において資本剰余金が5,977百万円となっております。

また、「株式給付信託（BBT）」に係る追加信託により自己株式77,200株の取得を行っております。この結果、

単元未満株式の買取による取得等も含めて自己株式が145百万円増加し、当第３四半期連結会計期間末において自

己株式が2,806百万円となっております。

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点

で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これによ

り、財又はサービスを提供する取引で当社が代理人に該当する場合において、従来は顧客から受け取る対価の総

額を収益として認識しておりましたが、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額を収益として

認識する方法に変更しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って

おり、第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半

期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は119百万円減少し、売上原価は119百万円減少しております

が、利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。

なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 2020年３月31日）第28-15項に定める経

過的な取扱いに従って、前第３四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載し

ておりません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基

準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準

等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる四半期連結財務諸表へ

の影響はありません。

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り）

前連結会計年度の有価証券報告書「注記事項（重要な会計上の見積り）」に記載した新型コロナウイルス感染

症の影響に関する会計上の見積りに用いた主要な仮定について重要な変更はありません。
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（セグメント情報等）

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 2021年１月１日 至 2021年９月30日）
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

（単位：百万円）

不動産 医薬品 機械関連 繊維
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期
連結損益
計算書
計上額
(注)３

売上高

外部顧客への売上高 7,528 8,717 6,362 4,727 1,274 28,611 － 28,611

セグメント間の内部
売上高又は振替高

22 － － 1 185 210 △210 －

計 7,551 8,717 6,362 4,729 1,460 28,821 △210 28,611

セグメント利益
又は損失（△）

2,902 △140 228 545 128 3,663 △858 2,805

(注) １．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、ビル管理サービス、訪花昆虫の販
売等であります。

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額△858百万円には、セグメント間の取引消去△９百万円、各報告セ
グメントに配分していない全社費用△849百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに
帰属しない一般管理費であります。

３．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。

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 2022年１月１日 至 2022年９月30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並びに収益の分解情報

（単位：百万円）

不動産 医薬品 機械関連 繊維
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期
連結損益
計算書
計上額
(注)３

売上高

不動産賃貸に付随
するサービス

319 － － － － 319 － 319

医療用医薬品販売 － 6,526 － － － 6,526 － 6,526

消防自動車販売 － － 4,424 － － 4,424 － 4,424

実用衣料販売 － － － 3,218 － 3,218 － 3,218

機能性繊維販売 － － － 1,803 － 1,803 － 1,803

その他 － － 22 － 1,109 1,131 － 1,131

顧客との契約から
　生じる収益

319 6,526 4,446 5,022 1,109 17,423 － 17,423

その他の収益(注)４ 7,437 － － － － 7,437 － 7,437

外部顧客への売上高 7,757 6,526 4,446 5,022 1,109 24,861 － 24,861

セグメント間の内部
売上高又は振替高

22 － － 0 181 204 △204 －

計 7,779 6,526 4,446 5,022 1,290 25,065 △204 24,861

セグメント利益
又は損失（△）

2,970 △2,023 △191 341 134 1,231 △675 555

(注) １．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、ビル管理サービス、訪花昆虫の販
売等であります。

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額△675百万円には、セグメント間の取引消去△８百万円、各報告セ
グメントに配分していない全社費用△667百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに
帰属しない一般管理費であります。

３．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。
４．その他の収益の主なものは、不動産賃貸収入であります。
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２．報告セグメントの変更等に関する事項

会計方針の変更に記載のとおり、第１四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認識に

関する会計方針を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に変更しております。

当該変更により、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間の「その他」の売上高は119百万円減少してお

ります。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

　


