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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第14期

第１四半期
連結累計期間

会計期間
自　平成30年１月１日
至　平成30年３月31日

売上高 (千円) 927,121

経常利益 (千円) 106,800

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(千円) 71,647

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 71,647

純資産額 (千円) 1,796,300

総資産額 (千円) 4,011,854

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 8.21

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) 8.07

自己資本比率 (％) 44.7
 

(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　当社は、当第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前第１四半期連結累計期

間及び前連結会計年度の主要な経営指標等については記載しておりません。

 

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の子会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。

なお、当第１四半期連結累計期間において、当社の全額出資により、アトラファイナンス株式会社及びアトラケア

株式会社を設立しております。この結果、当社グループは当社及び連結子会社２社により構成されることとなりまし

た。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、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。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当社は、平成30年２月22日開催の取締役会において、ほねつぎ介護デイサービス等の直営事業等に関する資産、負

債及びこれらに付随する権利義務並びに契約上の地位等を、当社の連結子会社であるアトラケア株式会社に承継させ

ることを決議し、平成30年３月23日付で吸収分割契約を締結いたしました。

会社分割の概要は以下のとおりであります。

 (1)　会社分割の目的

ほねつぎ介護デイサービス等の直営事業等の円滑な業務運営、収益性の向上等を図ることを目的としておりま

す。

 (2)　会社分割の要旨

①　会社分割の日程

吸収分割の取締役会決議日 平成30年２月22日

子会社の設立日 平成30年３月12日

吸収分割契約書の取締役会決議日 平成30年３月23日

吸収分割契約書の締結日 平成30年３月23日

会社分割の効力発生日 平成30年６月１日（予定）
 

②　会社分割の方式

当社を分割会社とし、アトラケア株式会社を承継会社とする簡易吸収分割であります。

③　会社分割に係る割当の内容

本会社分割に際し、承継会社は株式の割当を行いません。

④　会社分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

当社が発行済の新株予約権について、本会社分割による取扱いの変更はありません。なお、当社は新株予約

権付社債を発行しておりません。

⑤　会社分割により増減する資本金

本会社分割による当社の資本金の増減はありません。

⑥　承継会社が承継する権利義務

アトラケア株式会社は、当社からほねつぎ介護デイサービス等の直営事業等に関する資産、負債及びこれら

に付随する権利義務並びに契約上の地位等について、吸収分割契約に定めるものを承継します。

⑦　債務履行の見込み

本会社分割における分割会社及び承継会社が負担すべき債務について、履行の見込みに問題はないと判断し

ております。

⑧　分割する資産及び負債の状況（平成30年３月31日現在）

資　産 金額（千円） 負　債 金額（千円）

流動資産 14,724 流動負債 1,769

固定資産 128,651 固定負債 18,494

合　計 143,375 合　計 20,264
 

なお、上記の資産及び負債の金額は、平成30年３月31日現在の貸借対照表を基準として算出しており、実際

の金額は、上記金額に効力発生日前日までの増減を加除した金額となります。
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(3)　吸収分割承継会社の概要

名称 アトラケア株式会社

所在地 大阪市西区立売堀４丁目６番９号

代表者の役職・氏名 代表取締役　田中　克典

事業内容 介護事業その他

資本金 25,000千円

設立年月日 平成30年３月12日

発行済株式数 1,000株

決算期 12月31日

大株主及び持株比率 アトラ株式会社　100％
 

 
　

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】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結累計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

なお、当第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期連結累計期間及び前

連結会計年度末との比較については記載しておりません。

(1) 業績の状況

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用・所得環境の改善が進み緩やかな回復が見ら

れたものの、今後の米国の政策に関する不透明感や新興国経済の減速及び日経平均株価の荒い値動きなど、景気は

先行き不透明な状況が続いております。

当社グループが属する鍼灸接骨院業界におきましては、療養費が減少しており、自費施術の拡大が大きな経営課

題となっております。また、柔道整復師、はり師・きゅう師の国家試験合格者が減少傾向にあり、さらに、国家資

格者の活躍の場が鍼灸接骨院の他、介護デイサービスなど多様化しており、人材の確保が厳しくなっております。

このような状況のもと、当社グループは、自費施術に使用する機材の販売、ほねつぎチェーンにおける人材の確

保、アトラ請求サービスの会員の増加、HONEY-STYLEの利用院の増加、アトラストアにおける消耗品の販売に注力し

ました。

この結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高が927,121千円、営業利益が106,696千円、経常利益が

106,800千円、親会社株主に帰属する四半期純利益が71,647千円となりました。

 
当社グループは鍼灸接骨院支援事業の単一セグメントであるためセグメント別の記載はしておりませんが、支援

内容別の概要は以下のとおりであります。

 
・機材、消耗品販売

療養費が減少傾向となる中、自費施術に使用する機材の販売が好調に推移しました。

また、鍼灸接骨院専門ECサイトであるアトラストアでは、機材販売拡大の影響等のため、消耗品の販売が拡大

しました。

この結果、売上高は573,396千円となりました。

　

・ほねつぎチェーン

国家資格者の採用等に注力しましたが、当第１四半期連結会計期間末におけるほねつぎチェーンの加盟院は、

前事業年度末から４院減少し、94院となりました。

この結果、売上高は110,179千円となりました。

　

・アトラ請求サービス

新規開業先への積極的な営業活動等により、当第１四半期連結会計期間末における会員は前事業年度末から104

会員増加し、2,700会員となりました。また、療養費早期現金化サービス利用会員への貸付残高は800,480千円に

増加しました。

この結果、売上高は98,115千円となりました。
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・HONEY-STYLE

鍼灸接骨院の口コミ／予約システムであるHONEY-STYLEは、利用院の増加に取り組みましたが、当第１四半期連

結会計期間末における利用院は前事業年度末から３院減少し、616院となりました。なお、会員は前事業年度末か

ら9,977名増加し、327,529名となっております。

ほねつぎアカデミーにおきましては、セミナー参加者の拡大に努めました。

この結果、売上高は117,366千円となりました。

　

・介護支援、その他

ほねつぎ介護デイサービスの新規加盟店開発及び既存加盟店のロイヤリティ収入の拡大等に努めました。ま

た、現在店舗がない関東、中部、九州地方に直営店をオープンするべく、準備を進めてまいりました。

この結果、売上高は28,063千円となりました。

 
(2) 財政状態の分析

(資産)

当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、4,011,854千円となりました。主な内訳は、現金及び預金

1,167,752千円、営業貸付金800,480千円及び投資有価証券631,452千円であります。

 
(負債)

当第１四半期連結会計期間末における負債合計は、2,215,554千円となりました。主な内訳は、短期借入金

950,000千円及び収納代行預り金513,913千円であります。

 
(純資産)

当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は、1,796,300千円となりました。主な内訳は利益剰余金

653,937千円であります。

 

(3) 経営方針・経営戦略等

当第１四半期連結累計期間において、経営方針・経営戦略等について、重要な変更はありません。

 
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更及び新たに生じた課題はありま

せん。

 

(5) 研究開発活動

該当事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 22,800,000

計 22,800,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成30年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成30年５月15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 8,728,700 8,728,700
東京証券取引所
市場第一部

単元株式数は100株でありま
す。

計 8,728,700 8,728,700 ― ―
 

 

（注）提出日現在発行数には、平成30年５月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ

れた株式数は、含まれておりません。

 

(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】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成30年３月31日 － 8,728,700 － 556,426 － 582,742
 

 
(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」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29年12月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。

① 【発行済株式】

平成30年３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)
 普通株式

200
－ －

完全議決権株式(その他)
普通株式

8,727,100
87,271

権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式であります。

単元未満株式
普通株式

1,400
－ －

発行済株式総数 8,728,700 － －

総株主の議決権 － 87,271 －
 

　

(注)　「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式66株が含まれております。

 
② 【自己株式等】

    平成30年３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)
アトラ株式会社

大阪市西区立売堀四丁目６
番９号

200 － 200 0.0

計 － 200 － 200 0.0
 

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

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。

なお、当社は当第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、比較情報を記載しておりま

せん。

 

２　監査証明について

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１四半期連結会計期間(平成30年１月１日から平成

30年３月31日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成30年１月１日から平成30年３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り四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

          (単位：千円)

          
当第１四半期連結会計期間

(平成30年３月31日)

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 1,167,752

  売掛金 446,703

  営業貸付金 800,480

  たな卸資産 300,161

  その他 92,024

  貸倒引当金 △654

  流動資産合計 2,806,469

 固定資産  

  有形固定資産 260,350

  無形固定資産 217,725

  投資その他の資産  

   投資有価証券 631,452

   その他 147,331

   貸倒引当金 △51,475

   投資その他の資産 727,308

  固定資産合計 1,205,385

 資産合計 4,011,854

負債の部  

 流動負債  

  買掛金 140,946

  短期借入金 950,000

  1年内返済予定の長期借入金 80,004

  未払法人税等 41,267

  収納代行預り金 513,913

  賞与引当金 17,270

  ポイント引当金 18,845

  その他 234,868

  流動負債合計 1,997,115

 固定負債  

  長期借入金 154,993

  退職給付に係る負債 19,018

  資産除去債務 43,099

  その他 1,327

  固定負債合計 218,438

 負債合計 2,215,554

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 556,426

  資本剰余金 582,742

  利益剰余金 653,937

  自己株式 △159

  株主資本合計 1,792,946

 その他の包括利益累計額  

  その他有価証券評価差額金 2,125

  その他の包括利益累計額合計 2,125

 新株予約権 1,228

 純資産合計 1,796,300

負債純資産合計 4,011,854
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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１四半期連結累計期間】

          (単位：千円)

          当第１四半期連結累計期間
(自 平成30年１月１日
　至 平成30年３月31日)

売上高 927,121

売上原価 547,940

売上総利益 379,180

販売費及び一般管理費 272,484

営業利益 106,696

営業外収益  

 受取利息 48

 受取手数料 2,308

 解約料収入 1,788

 その他 569

 営業外収益合計 4,713

営業外費用  

 支払利息 973

 減価償却費 3,635

 その他 0

 営業外費用合計 4,609

経常利益 106,800

特別利益  

 固定資産売却益 3,060

 特別利益合計 3,060

特別損失  

 固定資産除却損 249

 特別損失合計 249

税金等調整前四半期純利益 109,612

法人税、住民税及び事業税 36,442

法人税等調整額 1,521

法人税等合計 37,964

四半期純利益 71,647

親会社株主に帰属する四半期純利益 71,647
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

          (単位：千円)

          当第１四半期連結累計期間
(自 平成30年１月１日
　至 平成30年３月31日)

四半期純利益 71,647

四半期包括利益 71,647

（内訳）  

 親会社株主に係る四半期包括利益 71,647
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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)

(連結の範囲の重要な変更)

当第１四半期連結会計期間より、新たに設立したアトラファイナンス株式会社及びアトラケア株式会社を連結

の範囲に含めております。

 

(追加情報)

(共通支配下の取引等)　

当社グループは、平成30年２月22日開催の取締役会において、ほねつぎ介護デイサービス等の直営事業等を吸

収分割により、当社が100%出資する子会社であるアトラケア株式会社に承継させることを決議し、平成30年３月

23日付で吸収分割契約を締結いたしました。

１．取引の概要

(1)　会社分割の目的

ほねつぎ介護デイサービス等の直営事業等の円滑な業務運営、収益性の向上等を図ることを目的としておりま

す。

(2)　結合当事企業の名称及び事業内容

 吸収分割会社 吸収分割承継会社

名　　称 アトラ株式会社 アトラケア株式会社

事業内容 鍼灸接骨院支援事業 介護事業その他
 

(3)　吸収分割の日程

吸収分割の取締役会決議日 平成30年２月22日

子会社の設立日 平成30年３月12日

吸収分割契約書の取締役会決議日 平成30年３月23日

吸収分割契約書の締結日 平成30年３月23日

会社分割の効力発生日（企業結合日） 平成30年６月１日（予定）
 

(4)　企業結合の法的形式

 当社を吸収分割会社とし、アトラケア株式会社を吸収分割承継会社とする吸収分割であります。

 

２．実施する会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づ

き、共通支配下の取引として処理する予定であります。

 
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四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１四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産及び長期前払費用に係る償却費を含む。)は、次

のとおりであります。

 
当第１四半期連結累計期間
(自 平成30年１月１日
至 平成30年３月31日)

減価償却費 27,673千円
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(株主資本等関係)

当第１四半期連結累計期間(自　平成30年１月１日　至　平成30年３月31日)

１　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成30年３月23日
定時株主総会

普通株式 30,549 3.50 平成29年12月31日 平成30年３月26日 利益剰余金
 

　

２　基準日が当第１四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１四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。

　

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成30年１月１日　至　平成30年３月31日)

当社グループは単一セグメントであるため記載を省略しております。

　

(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並びに潜在株式調整後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。
 

項目
当第１四半期連結累計期間
(自 平成30年１月１日
 至 平成30年３月31日)

１株当たり四半期純利益金額 8.21円

　(算定上の基礎)  

親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) 71,647

普通株主に帰属しない金額(千円) －

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益金額(千円)

71,647

普通株式の期中平均株式数(株) 8,728,434

  

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 8.07円

(算定上の基礎)  

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円) －

普通株式増加数(株) 155,216

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当
たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株
式で、前事業年度末から重要な変動があったものの
概要

－

 
 

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。　
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２ 【その他】

該当事項はありません。
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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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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

 

 

平成30年５月11日
 

 
 

アトラ株式会社

取締役会　御中
 
 
 

 

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   辻   内   　   章   ㊞

 
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   目   細   　   実   ㊞

 
 

 

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」に掲げられているアトラ株式会社

の平成30年１月１日から平成30年12月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平成30年１月１日から平成30

年３月31日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成30年１月１日から平成30年３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、アトラ株式会社及び連結子会社の平成30年３月31日現在の財政状

態及び同日をもって終了する第１四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。

 

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

　
 

(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．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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