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1. 2023年3月期第1四半期の連結業績（2022年4月1日～2022年6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 ％

2023年3月期第1四半期 12,324 △7.2 △335 ― △17 ― △70 ―

2022年3月期第1四半期 13,282 52.2 595 ― 869 ― 657 ―

（注）包括利益 2023年3月期第1四半期　　697百万円 （△32.1％） 2022年3月期第1四半期　　1,027百万円 （636.4％）

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

2023年3月期第1四半期 △2.49 ―

2022年3月期第1四半期 23.19 ―

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

2023年3月期第1四半期 53,007 28,973 53.7 1,002.40

2022年3月期 50,476 28,479 55.4 986.50

（参考）自己資本 2023年3月期第1四半期 28,440百万円 2022年3月期 27,989百万円

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

2022年3月期 ― 5.00 ― 7.00 12.00

2023年3月期 ―

2023年3月期（予想） 4.00 ― 4.00 8.00

（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. 2023年 3月期の連結業績予想（2022年 4月 1日～2023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 52,000 1.6 900 50.3 700 △43.2 500 △36.2 17.62

（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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

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

(注) 詳細は、添付資料７ページ「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） 2023年3月期1Q 29,424,635 株 2022年3月期 29,424,635 株

② 期末自己株式数 2023年3月期1Q 1,052,351 株 2022年3月期 1,052,351 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年3月期1Q 28,372,284 株 2022年3月期1Q 28,369,242 株

（注）１．期末自己株式数には、株式給付信託（BBT）が保有する当社株式（2023年３月期１Q 951,300株、2022年３月期951,300株）が含まれております。

　　　２．株式給付信託（BBT）が保有する当社株式を、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。

　　　　　（2023年３月期１Q 951,300株、2022年３月期１Q 955,071株）

※ 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

　（将来に関する記述等についてのご注意）

　　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、四半期決算短信【添付資料】２ページ「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

　当第１四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拡大による経済停滞後、経済活動

の再開により個人消費や輸出等に持ち直しの動きが見られるものの、半導体の供給不足や原材料価格の高騰によ

る下振れリスクに、変異株の感染拡大が報告されるなど、依然として先行き不透明な状況が継続しております。

　当社グループの関連するトラック製造業界は、中国でのロックダウンや半導体の供給不足など部品不足による

生産遅れの影響で普通トラック（積載量４トン以上）の国内登録台数は、11,885台と前年度比35.9％の減少とな

りました。また、アセアン向けを中心とした輸出は、回復基調にあり堅調に推移いたしました。一方で、中国で

は、新型コロナウイルス感染再拡大に伴う経済活動の抑制の影響等により厳しい状況が続きました。

　このような状況のもと、当社グループの当第１四半期連結累計期間における売上高は、12,324百万円（前年同

期比7.2％減）となりました。損益面におきましては、営業損失は335百万円（前年同期は営業利益595百万

円）、経常損失は17百万円（前年同期は経常利益869百万円）、親会社株主に帰属する四半期純損失は70百万円

（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純利益657百万円）となりました。

　なお、当第１四半期連結会計期間において、報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「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　（セグメント情報）」に記載のと

おりであります。

　セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

　日本における売上高は7,093百万円（前年同期比8.3％減）、営業損失は156百万円（前年同期は営業利益303百

万円）となりました。アジアにおける売上高は4,223百万円（前年同期比5.5％増）、営業利益は115百万円（前

年同期比57.0％減）、中国における売上高は982百万円（前年同期比44.0％減）、営業損失は181百万円（前年同

期は営業利益103百万円）、北米における売上高は926百万円（前年同期比22.1％増）、営業損失は153百万円

（前年同期は営業損失95百万円）となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

　総資産については、前年度末比5.0％増の53,007百万円（前連結会計年度末は、50,476百万円）となり2,531百

万円増加いたしました。この主な要因は、前年度末に比べ、現金及び預金の増加205百万円、棚卸資産の増加900

百万円及び有形固定資産の増加829百万円に、投資有価証券の減少116百万円を加味したことによるものでありま

す。

（負債）

　負債については、前年度末比9.3％増の24,033百万円（前連結会計年度末は、21,996百万円）となり2,036百万

円増加いたしました。この主な要因は、前年度末に比べ、支払手形及び買掛金の増加471百万円、短期借入金の

増加841百万円及びその他の流動負債の増加933百万円に、賞与引当金の減少394百万円を加味したことによるも

のであります。

（純資産）

　純資産については、前年度末比1.7％増の28,973百万円（前連結会計年度末は、28,479百万円）となり494百万

円増加いたしました。この主な要因は、為替換算調整勘定の増加789百万円に、親会社株主に帰属する四半期純

損失計上等に伴う利益剰余金の減少269百万円を加味したことによるものであります。

　この結果、自己資本比率は前年度末55.4％から53.7％となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　2022年５月12日に公表いたしました業績予想から変更はありません。

- 2 -

(株)ＴＢＫ(7277)　2023年３月期　第１四半期決算短信



（単位：百万円）

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,229 4,435

受取手形及び売掛金 12,169 12,520

電子記録債権 614 602

棚卸資産 6,837 7,738

未収還付法人税等 104 187

その他 943 1,082

貸倒引当金 △10 △10

流動資産合計 24,888 26,554

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,596 4,656

機械装置及び運搬具（純額） 8,202 8,514

土地 3,426 3,545

建設仮勘定 1,660 1,997

その他（純額） 1,148 1,151

有形固定資産合計 19,035 19,865

無形固定資産

ソフトウエア 154 145

のれん 121 99

その他 70 73

無形固定資産合計 345 318

投資その他の資産

投資有価証券 2,975 2,858

関係会社出資金 1,813 1,863

関係会社長期貸付金 73 77

繰延税金資産 1,198 1,326

その他 162 159

貸倒引当金 △15 △15

投資その他の資産合計 6,207 6,268

固定資産合計 25,588 26,453

資産合計 50,476 53,007

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
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,964 5,436

電子記録債務 2,463 2,604

短期借入金 5,504 6,346

リース債務 124 102

未払法人税等 201 212

賞与引当金 753 359

製品保証引当金 36 34

役員株式給付引当金 64 72

設備関係支払手形 178 202

その他 1,667 2,601

流動負債合計 15,960 17,971

固定負債

長期借入金 1,642 1,581

リース債務 98 90

繰延税金負債 1,082 1,125

退職給付に係る負債 3,088 3,140

その他 124 124

固定負債合計 6,036 6,062

負債合計 21,996 24,033

純資産の部

株主資本

資本金 4,617 4,617

資本剰余金 264 264

利益剰余金 20,800 20,531

自己株式 △463 △463

株主資本合計 25,219 24,950

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 948 866

土地再評価差額金 20 20

為替換算調整勘定 1,963 2,753

退職給付に係る調整累計額 △162 △149

その他の包括利益累計額合計 2,769 3,490

非支配株主持分 490 533

純資産合計 28,479 28,973

負債純資産合計 50,476 53,007
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（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

売上高 13,282 12,324

売上原価 11,455 11,392

売上総利益 1,826 931

販売費及び一般管理費 1,231 1,267

営業利益又は営業損失（△） 595 △335

営業外収益

受取利息 2 2

受取配当金 38 66

為替差益 45 276

持分法による投資利益 188 －

助成金収入 18 48

その他 31 21

営業外収益合計 324 414

営業外費用

支払利息 42 27

持分法による投資損失 － 62

その他 7 6

営業外費用合計 50 96

経常利益又は経常損失（△） 869 △17

特別利益

固定資産売却益 1 0

特別利益合計 1 0

特別損失

固定資産売却損 0 0

固定資産廃棄損 0 0

特別損失合計 0 0

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（△）
871 △16

法人税、住民税及び事業税 152 92

過年度法人税等 △8 －

法人税等調整額 53 △46

法人税等合計 196 46

四半期純利益又は四半期純損失（△） 674 △63

非支配株主に帰属する四半期純利益 16 7

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（△）
657 △70

（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１四半期連結累計期間）
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（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 674 △63

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 265 △82

為替換算調整勘定 △24 717

退職給付に係る調整額 14 13

持分法適用会社に対する持分相当額 97 112

その他の包括利益合計 352 760

四半期包括利益 1,027 697

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,028 649

非支配株主に係る四半期包括利益 △1 47

（四半期連結包括利益計算書）

（第１四半期連結累計期間）
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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）

該当事項はありません。

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症の影響に伴う会計上の見積りについて）

前連結会計年度の有価証券報告書の（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今後の広

がり方や収束時期等を含む仮定について、重要な変更はありません。

（株式給付信託（BBT））

当社は、2019年６月20日開催の第83回定時株主総会決議に基づき、取締役（社外取締役を含みます。）及び執行

役員（以下、取締役とあわせて「取締役等」といいます。）の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、

取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、取締役（社

外取締役を除きます。）及び執行役員に関しては、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高め

ることを目的とし、また、社外取締役に関しては、当社の経営の健全性と社会的信頼の確保を通じた当社に対する

社会的評価の向上を動機付けることを目的とし、業績連動型株式報酬制度として「株式給付信託（BBT（＝Board 

Benefit Trust））」（以下「本制度」といいます。）を導入しております。

（１）取引の概要

本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、取締役等に対して、当社が定

める役員株式給付規則に従って、当社株式が信託を通じて給付される株式報酬制度です。なお、取締役等が当社

株式の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時となります。

（２）信託が保有する自社の株式に関する事項

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に自己株

式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度末424百万円、951千株、当

第１四半期連結会計期間末424百万円、951千株であります。

（３）総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額

該当事項はありません。

（グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱いの適用）

当社及び国内連結子会社は、当第１四半期連結会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行して

おります。これに伴い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通

算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年８月12日。以下「実

務対応報告第42号」という。）に従っております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報

告第42号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。
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（単位：百万円）

日本 アジア 中国 北米 合計 調整額(注1)
四半期連結
財務諸表計
上額(注2)

売上高

(1)外部顧客への売上高 7,340 3,879 1,306 756 13,282 － 13,282

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高
392 122 449 2 966 △966 －

計 7,733 4,001 1,755 759 14,248 △966 13,282

セグメント利益又は

損失（△）
303 268 103 △95 579 15 595

（単位：百万円）

日本 アジア 中国 北米 合計 調整額(注1)
四半期連結
財務諸表計
上額(注2)

売上高

(1)外部顧客への売上高 6,816 4,112 472 922 12,324 － 12,324

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高
277 111 509 3 901 △901 －

計 7,093 4,223 982 926 13,225 △901 12,324

セグメント利益又は

損失（△）
△156 115 △181 △153 △376 40 △335

（セグメント情報）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年６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

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額15百万円には、セグメント間取引消去56百万円と、各セグメントに配

分していない全社費用△41百万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役員報

酬等であります。

２．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１四半期連結累計期間（自　2022年４月１日　至　2022年６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

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額40百万円には、セグメント間取引消去83百万円と、各セグメントに配

分していない全社費用△42百万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役員報

酬等であります。

２．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損失と調整を行っております。

２．報告セグメントの変更等に関する事項

　（セグメント区分の変更）

　当社は、第15次中期経営計画の海外地域戦略に基づいて2022年4月に実施した地域統括制度の導入に伴

い、当第１四半期連結会計期間より「中国」を新しい報告セグメントとしております。

　この変更により、従来のセグメント区分において「アジア」に含めていた中国地域を「中国」として分

離し、その結果、変更後は「日本」、「アジア」、「中国」、「北米」の４つの報告セグメントとなりま

す。

　なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報については、上記の変更を踏まえて作成した報告セ

グメントごとの売上高及び利益又は損失に関する情報を記載しております。
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