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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18期

第２四半期
連結累計期間

第19期
第２四半期
連結累計期間

第18期

会計期間
自2016年１月１日
至2016年６月30日

自2017年１月１日
至2017年６月30日

自2016年１月１日
至2016年12月31日

売上高
（千円）

1,132,328 1,196,267 2,187,441

（第２四半期連結会計期間） (567,292) (590,885)  

税引前四半期利益又は税引前

四半期（当期）損失（△）
（千円） △616,373 9,549 △671,617

親会社の所有者に帰属する四

半期利益又は親会社の所有者

に帰属する四半期（当期）損

失（△）
（千円）

△603,832 7,502 △639,959

（第２四半期連結会計期間） (△591,969) (3,041)  

親会社の所有者に帰属する四

半期（当期）包括利益
（千円） △974,221 △63,914 △761,743

親会社の所有者に帰属する持

分
（千円） 1,754,283 2,116,884 1,890,451

総資産額 （千円） 3,907,612 4,412,512 4,329,877

基本的１株当たり四半期利益

又は基本的１株当たり四半期

（当期）損失（△） （円）
△53.78 0.62 △54.40

（第２四半期連結会計期間） (△50.17) (0.25)  

希薄化後１株当たり四半期

（当期）利益
（円） － 0.61 －

親会社所有者帰属持分比率 （％） 44.9 48.0 43.7

営業活動によるキャッシュ・

フロー
（千円） 151,251 210,621 308,569

投資活動によるキャッシュ・

フロー
（千円） △160,565 △204,802 △405,744

財務活動によるキャッシュ・

フロー
（千円） 318,621 136,076 429,188

現金及び現金同等物の四半期

末（期末）残高
（千円） 885,066 1,077,657 940,971

　（注）１．上記指標は、国際会計基準（以下、IFRS）により作成された要約四半期連結財務諸表及び連結財務諸表に基

づいております。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．第18期第２四半期連結累計期間並びに第18期の希薄化後１株当たり四半期（当期）利益については、希薄化

効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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２【事業の内容】

当第２四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）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第２四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】

当第２四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。

 

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、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。

 

(1）業績の状況

経営成績の分析

当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高1,196百万円（前年同期比5.6％増）、営業利益31百万円（前年同期

は営業損失582百万円）、四半期利益7百万円（前年同期は四半期損失603百万円）となりました。なお、EBITDAは

215百万円（前年同期比11.8％増）となりました。

 

ソーシャルクラウドサービス事業の売上高は、以下のとおりになります。

a.SaaSサービス

当サービスは、ソーシャル・ビッグデータの分析ツールである「クチコミ＠係長」シリーズとソーシャルリ

スクの監視ツールである「e-mining」シリーズから成り立っております。

「クチコミ＠係長」シリーズ及び「e-mining」シリーズとも短期利用の影響により、当サービスの売上高は

400百万円（前年同期比1.4％減）となりました。

なお、前年度までその他事業と表示していた着メロ・着うたサービスは、第１四半期連結累計期間より金額

的重要性が乏しくなったためSaaSサービスに含めております。参考として、当第２四半期連結累計期間のその

他事業の売上高は２百万円（前年同期比34.8%減）であります。

 

b.ソリューションサービス

当サービスは、主にソーシャル・ビッグデータの販売から成り立っております。

当社の米国子会社であるEffyis.Incのソーシャル・ビッグデータのアクセス権の販売が好調だったことによ

り、当サービスの売上高は713百万円（前年同期比6.5%増）となりました。

なお、前年度までソリューションサービスに含めて表示していたインバウンド消費支援サービスは、質的重

要性が増したため第１四半期連結累計期間よりクロスバウンドサービスとして表示しております。参考とし

て、前第２四半期連結累計期間のインバウンド消費支援サービスの売上高は56百万円であります。

 

c.クロスバウンドサービス

当サービスは、主にソーシャル・ビッグデータを活用したクロスバウンドの消費行動を分析するレポーティ

ングサービスとプロモーション支援サービスから成り立っております。

レポーティングサービスは堅調な売上を維持しております。プロモーションサービスは前年度の後半より

サービスを開始しておりますが、売上は順調に推移しております。以上のことから、当サービスの売上高は82

百万円（前年同期比46.5%増）となりました。

 

主な費用項目は、以下のとおりです。

販売費及び一般管理費は534百万円（前年同期比3.0％減）となりました。主な要因は、前第２四半期連結累計期

間に計上した販売権償却費の計上がなくなったことによるものであります。

金融費用は22百万円（前年同期比35.8％減）となりました。主な要因は、為替変動に伴う為替差損と金融機関等

への支払利息によるものであります。

 

事業の進捗状況は、以下のとおりです。

当社は従来からテキストデータを中心としたソーシャルリスニングツール「クチコミ＠係長」を提供してまいり

ましたが、現状分出来だけでなくクチコミ（Buzz）を拡散させる（Spread）ための運用支援サービスとして、2017

年６月に「BuzzSpreader」をリリースいたしました。「BuzzSpreader」は、複数のソーシャルメディアのアカウン

トをまたがって現状を可視化し、運用の効率化とROI向上を支援し、現状分析結果に基づいた効率的な拡散アク

ションの提案により、クライアントのブランド価値向上を実現することを目的としたサービスになります。第一弾
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はInstagramの運用支援として、AIエンジンによる投稿サポート、現状分析及び運用管理を行うサービスの提供を

開始いたしました。今後も第二弾、第三弾とサービスを提供できるように開発に取り組んでまいります。

 

当社の米国子会社であるEffyis.Incはソーシャル・ビッグデータのアクセス権の販売の指標となる顧客からの月

額利用料が順調に増加していること及び世界中のソーシャル・ビッグデータを保有するメディアとの間で良好な関

係が継続出来ており、安定したデータ提供を受けていることが背景にあります。現在、引き続き安定成長事業とす

るべく新規顧客開拓及び新規メディアとのデータ仕入契約獲得に向け取り組んでおります。

 

当社の子会社であるトレンドExpressは、中国国内向けプロモーションの支援ツールとして「トレンドPR」の販

売を開始いたしました。「トレンドPR」は、中国国内での事前の市場調査の実施、訴求戦略の策定、露出メディア

の選定、プロモーション実施後の効果測定までの一連のサービスを提供し、プロモーションの支援を行うものであ

ります。現在は、中国市場でプロモーション活動を行う日本企業を対象にした商品になりますが、今後は中国以外

の市場でもプロモーション支援を行えるように商品開発に取り組んでまいります。
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財政状態の分析

（流動資産）

当第２四半期連結会計期間末における流動資産の残高は1,378百万円となり、前連結会計年度末に比べて132

百万円増加いたしました。この主な要因は、ストックオプションの行使により現金及び現金同等物が増加した

ことによるものであります。

 

（非流動資産）

当第２四半期連結会計期間末における非流動資産の残高は、3,034百万円となり、前連結会計年度末に比べ

て49百万円減少いたしました。この主な要因は、為替相場の影響によりのれんが減少したことによるものであ

ります。

 

（流動負債）

当第２四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、1,635百万円となり、前連結会計年度末に比べて41

百万円減少いたしました。この主な要因は、借入金の返済によるものであります。

 

（非流動負債）

当第２四半期連結会計期間末における非流動負債の残高は、660百万円となり、前連結会計年度末に比べて

101百万円減少いたしました。この主な要因は、借入金の返済によるものであります。

 

（資本合計）

当第２四半期連結会計期間末における資本合計の残高は、2,116百万円となり、前連結会計年度末に比べて

226百万円増加いたしました。この主な要因は、ストックオプションの行使により資本金及び資本剰余金が増

加したことによるものであります。

 

キャッシュ・フローの分析

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べて

192百万円増加し1,077百万円となりました。

営業活動の結果得られたキャッシュ・フローは210百万円（前年同期は151百万円の増加）となり、この主な要因

は、減価償却費及び償却費183百万円などの非資金項目の調整によるものであります。

投資活動の結果使用した資金は、204百万円（前年同期は160百万円の使用）となりました。この主な要因は、無

形資産の取得による支出205百万円によるものであります。

財務活動の結果増加した資金は、136百万円（前年同期は318百万円の増加）となりました。この主な要因は、長

期借入金の返済126百万円があったものの、ストックオプションの行使による資本の増加による収入の288百万円に

よるものであります。

 

(2）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四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はありません。

 

(3）研究開発活動

当第２四半期連結累計期間における研究開発活動の金額は、８百万円であります。

なお、当第２四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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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 22,000,000

計 22,000,000

 

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現
在発行数（株）

（2017年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（2017年８月14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 12,968,300 12,972,300
東京証券取引所

（マザーズ）

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、単元株式数は

100株であります。

計 12,968,300 12,972,300 － －

（注）　「提出日現在発行数」欄には、2017年８月１日から本報告書提出日までの新株予約権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。

 

EDINET提出書類

株式会社ホットリンク(E30091)

四半期報告書

 7/25



（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）

2017年４月１日～

2017年６月30日

（注）１

519,700 12,968,300 142,657 1,390,823 142,657 1,122,152

（注）　１．新株予約権の行使（Ｏａｋキャピタル株式会社）による増加であります。

２．2017年７月１日から2017年７月31日までの間に、新株予約権の行使により発行済株式総数が4,000株、

　　資本金及び資本準備金がそれぞれ400千円増加しております。

（６）【大株主の状況】

  2017年６月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

内山　幸樹 東京都港区 2,550,000 20.10

株式会社SBI証券 東京都港区六本木１丁目６番１号 348,400 2.75

日本証券金融株式会社
東京都中央区日本橋茅場町１丁目２番10

号
323,100 2.55

Oakキャピタル株式会社 東京都港区赤坂８丁目10番24号 253,000 1.99

中村　二三夫 北海道札幌市中央区 223,000 1.76

CHASE MANHATTAN BANK GTS CLIENTS

ACCOUNT ESCROW

5TH FLOOR,TRINITY TOWER 9,THOMAS

MORE STREET LONDON,E1W 1YT,UNITED

KINGDOM

179,400 1.41

BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC

ISG(FE-AC)

PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET

LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM
165,358 1.30

楽天証券株式会社 東京都世田谷区玉川１丁目14番１号 161,400 1.27

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋１丁目９番１号 159,350 1.26

BNY FOR GCM CLIENT ACCOUNTS (E)

BD

TAUNUSANLAGE 12,60262

FRANKFURT,GERMANY
145,801 1.15

計 － 4,508,809 35.54

（注）１．上記のほか、自己株式が280,000株あります。
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（７）【議決権の状況】

 

①【発行済株式】

2017年６月30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    280,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 12,685,400 126,854 －

単元未満株式 普通株式      2,900 － －

発行済株式総数 12,968,300 － －

総株主の議決権 － 126,854 －

 

 

②【自己株式等】

2017年６月30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(％)

株式会社ホットリンク
東京都千代田区富士見

一丁目3番11号
280,000 － 280,000 2.16

計 － 280,000  280,000 2.16

 

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．要約四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の要約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）第93条の規定により、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して作成しております。

 

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２四半期連結会計期間（2017年４月１日から2017

年６月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2017年１月１日から2017年６月30日まで）に係る要約四半期連結財

務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【要約四半期連結財務諸表】

（１）【要約四半期連結財政状態計算書】

（単位：千円）
 

 注記
前連結会計年度

（2016年12月31日）
 

当第２四半期連結会計期間
（2017年６月30日）

資産     

流動資産     

現金及び現金同等物  940,971  1,077,657

営業債権及びその他の債権  234,254  227,760

その他の流動資産  71,061  73,006

流動資産合計  1,246,287  1,378,424

非流動資産     

有形固定資産  84,247  72,797

のれん  2,162,014  2,086,311

その他の無形資産  751,892  759,988

その他の金融資産 6 83,132  90,200

繰延税金資産  2,293  24,779

その他の非流動資産  10  10

非流動資産合計  3,083,590  3,034,087

資産合計  4,329,877  4,412,512

     

負債及び資本     

負債     

流動負債     

借入金  1,360,808  1,300,953

営業債務及びその他の債務  231,403  230,549

未払法人所得税  3,778  21,756

その他の金融負債 6 2,555  367

その他の流動負債  78,453  81,474

流動負債合計  1,676,999  1,635,100

非流動負債     

借入金 6 579,888  469,180

繰延税金負債  170,778  179,721

その他の金融負債 6 265  115

その他の非流動負債  11,494  11,509

非流動負債合計  762,426  660,527

負債合計  2,439,426  2,295,628

資本     

資本金 7 1,245,366  1,390,823

資本剰余金 7 1,347,966  1,490,296

利益剰余金  △464,992  △454,929

自己株式  △140,061  △140,061

その他の資本の構成要素  △97,827  △169,244

親会社所有者に帰属する持分合計  1,890,451  2,116,884

資本合計  1,890,451  2,116,884

負債及び資本合計  4,329,877  4,412,512
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（２）【要約四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）
 

 注記
前第２四半期連結累計期間
（自　2016年１月１日
至　2016年６月30日）

 
当第２四半期連結累計期間
（自　2017年１月１日
至　2017年６月30日）

売上高  1,132,328  1,196,267

売上原価  △570,587  △630,617

売上総利益  561,741  565,649

販売費及び一般管理費  △551,556  △534,825

その他の収益  647  1,531

その他の費用  △593,183  △978

営業利益又は営業損失（△）  △582,351  31,378

金融収益  506  345

金融費用  △34,528  △22,174

税引前四半期利益又は税引前四半期損失（△）  △616,373  9,549

法人所得税  12,540  △2,046

四半期利益又は四半期損失（△）  △603,832  7,502

     

四半期利益又は四半期損失の帰属     

親会社の所有者  △603,832  7,502

     

１株当たり四半期利益     

基本的１株当たり四半期利益又は基本的１株

当たり四半期損失（△）（円）
8 △53.78  0.62

希薄化後１株当たり四半期利益（円） 8 -  0.61
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【第２四半期連結会計期間】

（単位：千円）
 

 注記
前第２四半期連結会計期間
（自　2016年４月１日
至　2016年６月30日）

 
当第２四半期連結会計期間
（自　2017年４月１日
至　2017年６月30日）

売上高  567,292  590,885

売上原価  △271,200  △315,551

売上総利益  296,091  275,333

販売費及び一般管理費  △279,745  △267,820

その他の収益  632  1,039

その他の費用  △593,183  △630

営業利益又は営業損失（△）  △576,204  7,921

金融収益  215  157

金融費用  △24,111  △5,609

税引前四半期利益又は税引前四半期損失（△）  △600,100  2,468

法人所得税  8,131  572

四半期利益又は四半期損失（△）  △591,969  3,041

     

四半期利益又は四半期損失の帰属     

親会社の所有者  △591,969  3,041

     

１株当たり四半期利益     

基本的１株当たり四半期利益又は基本的１株

当たり四半期損失（△）（円）
8 △50.17  0.25

希薄化後１株当たり四半期利益（円） 8 －  0.25
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（３）【要約四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）
 

  
前第２四半期連結累計期間
（自　2016年１月１日
至　2016年６月30日）

 
当第２四半期連結累計期間
（自　2017年１月１日
至　2017年６月30日）

四半期利益又は四半期損失（△）  △603,832  7,502

     

その他の包括利益     

純損益に振り替えられることのない項目     

その他の包括利益を通じて公正価値で測

定する金融資産
 －  4,842

小計  －  4,842

     

純損益に振り替えられる可能性のある項目     

在外営業活動体の換算差額  △370,389  △76,260

小計  △370,389  △76,260

その他の包括利益合計  △370,389  △71,417

     

四半期包括利益  △974,221  △63,914

     

四半期包括利益の帰属     

親会社の所有者  △974,221  △63,914
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【第２四半期連結会計期間】

（単位：千円）
 

  
前第２四半期連結会計期間
（自　2016年４月１日
至　2016年６月30日）

 
当第２四半期連結会計期間
（自　2017年４月１日
至　2017年６月30日）

四半期利益又は四半期損失（△）  △591,969  3,041

     

その他の包括利益     

純損益に振り替えられることのない項目     

その他の包括利益を通じて公正価値で測

定する金融資産
 －  4,548

小計  －  4,548

     

純損益に振り替えられる可能性のある項目     

在外営業活動体の換算差額  △191,806  △3,215

小計  △191,806  △3,215

その他の包括利益合計  △191,806  1,332

     

四半期包括利益  △783,775  4,374

     

四半期包括利益の帰属     

親会社の所有者  △783,775  4,374

 

EDINET提出書類

株式会社ホットリンク(E30091)

四半期報告書

15/25



（４）【要約四半期連結持分変動計算書】

（単位：千円）

  資本金  資本剰余金  利益剰余金

 

自己株式

 

その他の資本

の構成要素

 親会社の

所有者に

帰属する

持分合計

 

資本合計

    

2016年１月１日残高  573,088  689,404  175,363  －  23,957  1,461,814  1,461,814

四半期損失  －  －  △603,832  －  －  △603,832  △603,832

その他の包括利益  －  －  －  －  △370,389  △370,389  △370,389

四半期包括利益  －  －  △603,832  －  △370,389  △974,221  △974,221

新株の発行  298,932  287,777  －  －  －  586,710  586,710

新株の発行（新株予約権

の行使）
 340,487  333,779  －  －  －  674,267  674,267

新株予約権の発行  －  6,110  －  －  －  6,110  6,110

連結範囲の変動  －  －  △396  －  －  △396  △396

所有者との取引額合計  639,419  627,668  △396  －  －  1,266,690  1,266,690

2016年６月30日残高  1,212,508  1,317,072  △428,866  －  △346,431  1,754,283  1,754,283

               

2017年１月１日残高  1,245,366  1,347,966  △464,992  △140,061  △97,827  1,890,451  1,890,451

四半期利益  －  －  7,502  －  －  7,502  7,502

その他の包括利益  －  －  －  －  △71,417  △71,417  △71,417

四半期包括利益  －  －  7,502  －  △71,417  △63,914  △63,914

新株の発行（新株予約権

の行使）
 145,457  143,295  －  －  －  288,753  288,753

新株予約権の発行  －  104  －  －  －  104  104

株式報酬取引  －  1,489  －  －  －  1,489  1,489

新株予約権の失効  －  △2,560  2,560  －  －  －  －

所有者との取引額合計  145,457  142,329  2,560  －  －  290,347  290,347

2017年６月30日残高  1,390,823  1,490,296  △454,929  △140,061  △169,244  2,116,884  2,116,884
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（５）【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：千円）
 

  
前第２四半期連結累計期間
（自　2016年１月１日
至　2016年６月30日）

 
当第２四半期連結累計期間
（自　2017年１月１日
至　2017年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー     

税引前四半期利益又は税引前四半期損失（△）  △616,373  9,549

減価償却費及び償却費  181,803  183,933

減損損失  593,183  －

金融収益  △44  △69

金融費用  33,829  21,770

株式報酬費用  －  1,489

固定資産除却損  －  630

固定資産売却損益（△は益）  －  △393

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）
 △19,654  1,692

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）
 △10,993  △1,998

その他の流動資産の増減（△は増加）  16,770  △3,554

その他の流動負債の増減（△は減少）  △35,617  10,715

その他  －  15

小計  142,905  223,780

利息及び配当金の受取額  44  69

利息の支払額  △11,887  △16,811

法人所得税の支払額  △822  △563

法人所得税の還付額  21,011  4,146

営業活動によるキャッシュ・フロー  151,251  210,621

投資活動によるキャッシュ・フロー     

無形資産の取得による支出  △160,555  △205,276

敷金保証金による支出  －  △83

敷金保証金による収入  －  116

その他  △10  441

投資活動によるキャッシュ・フロー  △160,565  △204,802

     

財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金の純増減額（△は減少）  △1,019,751  △25,919

長期借入金による収入  250,000  －

長期借入金の返済による支出  △85,416  △126,862

リース債務の返済による支出  △681  －

ストックオプションの行使による資本の増加に

よる収入
 672,084  288,753

新株の発行による収入  496,079  －

新株予約権の発行による収入  6,110  104

その他  196  －

財務活動によるキャッシュ・フロー  318,621  136,076

現金及び現金同等物に係る換算差額  △43,444  △5,209

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  265,862  136,686

現金及び現金同等物の期首残高  611,611  940,971

新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高

 
 7,593  －

現金及び現金同等物の四半期末残高  885,066  1,077,657
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【要約四半期連結財務諸表注記】

１．報告企業

　株式会社ホットリンク及び連結子会社（以下、当社グループ）は、ソーシャルクラウドサービス事業を展開し

ています。当社グループの親会社である株式会社ホットリンク（以下、当社）は、日本に所在する企業であり、

登記されている本社及び主要な事業所の住所は、ホームページ（http://www.hottolink.co.jp/）で開示してい

ます。

 

２．作成の基礎

(1）IFRSに準拠している旨

　当社グループの要約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）第１条の２に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことか

ら、同第93条の規定により、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して作成しております。

　要約四半期連結財務諸表は、年次連結財務諸表で要求されている全ての情報が含まれていないため、2016年

12月31日に終了した連結会計年度の連結財務諸表と併せて利用されるべきものであります。

　要約四半期連結財務諸表は、2017年８月14日に当社代表取締役社長内山幸樹によって承認されております。

 

(2）測定の基礎

　当社グループの要約四半期連結財務諸表は、公正価値で測定されている特定の金融商品等を除き、取得原価

を基礎として作成しております。

 

(3）機能通貨及び表示通貨

　当社グループの要約四半期連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、千円未満

を切捨てして表示しております。

 

(4）未適用の公表済み基準及び解釈指針

　要約四半期連結財務諸表の承認日までに公表されている基準書及び解釈指針の新設又は改訂のうち、当社グ

ループが早期適用していない主なものは、以下のとおりです。なお、これらの適用による当社グループへの影

響は検討中であり、現時点では見積もることができません。

 

IFRS  
強制適用時期

（以降開始年度）
 
当社グループ
適用時期

 新設・改訂の概要

IFRS第９号 金融商品  2018年１月１日  未定  
減損及び一般ヘッジに係るヘッジ会計

の改訂

IFRS第15号 顧客との契約から生じる収益 2018年１月１日  未定  収益認識に関する会計処理の改訂

IFRS第16号 リース  2019年１月１日  未定  リースの認識に関する会計処理の改訂

 

３．重要な会計方針

　本要約四半期連結財務諸表において適用する重要な会計方針は、前連結会計年度に係る連結財務諸表において

適用した会計方針と同一であります。

　なお、当第２四半期連結累計期間の法人所得税費用は、見積年次実効税率を基に算定しております。

 

４．重要な会計上の見積り及び見積りを伴う判断

　要約四半期連結財務諸表の作成において、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の金額

に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定の設定を行うことが義務付けられております。実際の業績は、これらの見

積りとは異なる場合があります。

　見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直されます。会計上の見積りの変更による影響は、その見積りを

変更した会計期間及び影響を受ける将来の会計期間において認識されます。

　本要約四半期連結財務諸表の金額に重要な影響を与える見積り及び判断は、前連結会計年度に係る連結財務諸

表と同様であります。

 

５．セグメント情報

　当社グループは、ソーシャルクラウドサービス事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省

略しております。
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６．金融商品の公正価値

　金融商品の公正価値及び要約四半期連結財政状態計算書における帳簿価額は以下のとおりであります。

（単位：千円）
 

 

前連結会計年度
（2016年12月31日）

当第２四半期連結会計期間
（2017年６月30日）

帳簿価額 公正価値 帳簿価額 公正価値

金融資産：     

償却原価で測定する金融資産     

その他の金融資産 43,428 43,428 43,401 43,401

その他の包括利益を通じて公正価値で

測定する金融資産
    

その他の金融資産 39,703 39,703 46,799 46,799

合計 83,132 83,132 90,200 90,200

金融負債：     

償却原価で測定する金融負債     

借入金 579,888 575,254 469,180 464,363

純損益を通じて公正価値で測定する金

融負債
    

その他の金融負債 758 758 482 482

合計 580,646 576,012 469,663 464,845

 

①　公正価値の測定方法

1)　その他の金融資産

　その他の金融資産のうち非上場株式の公正価値については、類似企業比較法（類似企業の市場株価に対す

る各種財務数値の倍率を算定し、必要な調整を加える方法）や純資産に基づく評価モデル等によっておりま

す。なお、非上場株式の公正価値の評価方針及び手続の決定は、財務・経理部門により行われており、評価

モデルを含む公正価値測定については、個々の株式の事業内容、事業計画の入手可否及び類似上場企業等を

定期的に確認し、その妥当性を検証しております。その他の金融資産のうち敷金保証金は、将来キャッ

シュ・フローを現在の市場利率によって割引いた現在価値により測定しております。なお、市場利子率がマ

イナスの場合は、割引率をゼロとして算定しております。

 

2)　借入金

　借入金の公正価値については、元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り

引いた現在価値により測定しております。借入金のうち変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映

し、また、当社グループの信用状態は実行後、大きく異なっていないことから、公正価値は当該帳簿価額に

よっております。

 

3)　その他の金融負債

　金利スワップは、将来キャッシュ・フロー額を満期までの期間及び報告期末日現在の金利スワップ利率に

より割引いた現在価値により算定しております。
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②　公正価値ヒエラルキー

　各報告期間の末日における金融商品の公正価値ヒエラルキーは以下のとおりであります。

レベル１：活発な市場における同一の資産又は負債の市場価格

レベル２：レベル１以外の、観察可能な価格を直接又は間接的に使用して算出された公正価値

レベル３：観察不能なインプットを含む評価技法から算出された公正価値

 

　公正価値で測定される金融商品

　報告期間の末日に公正価値で測定される金融商品は以下のとおりであります。

 

前連結会計期間（2016年12月31日）

（単位：千円）
 

 レベル１ レベル２ レベル３ 合計

金融資産     

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する

金融資産
    

その他の金融資産 － － 39,703 39,703

合計 － － 39,703 39,703

 

 レベル１ レベル２ レベル３ 合計

金融負債     

純損益を通じて公正価値で測定する金融負債     

その他の金融負債 － 758 － 758

合計 － 758 － 758

 

当第２四半期連結会計期間（2017年６月30日）

（単位：千円）
 

 レベル１ レベル２ レベル３ 合計

金融資産     

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する

金融資産
    

その他の金融資産 － － 46,799 46,799

合計 － － 46,799 46,799

 

 

 レベル１ レベル２ レベル３ 合計

金融負債     

純損益を通じて公正価値で測定する金融負債     

その他の金融負債 － 482 － 482

合計 － 482 － 482
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③　レベル３に分類された金融商品の期首残高から期末残高への調整表

　各報告期間におけるレベル３に分類された金融商品の変動は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　2016年１月１日
至　2016年６月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　2017年１月１日
至　2017年６月30日）

期首残高 21,882 39,703

利得及び損失合計   

その他の包括利益（注） － 7,095

連結範囲の異動による変動 △7,920 －

その他 △775 －

期末残高 13,186 46,799

（注）その他の包括利益に含まれている利得及び損失は報告期間末時点に保有する市場で取引されていない株式等に関す

るものであります。

 

７．資本及びその他の資本項目

　新株予約権の行使による増資

　　当第２四半期連結累計期間において、新株予約権の一部について権利行使がありました。新株予約権の権利

　行使の概要は次のとおりであります。

 

　(1) 発行した株式の種類及び株式数　普通株式　547,700株

　(2) 増加した資本金　　　　　　　　145,457千円

　(3) 増加した資本準備金　　　　　　145,457千円
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８．１株当たり利益

　基本的１株当たり四半期利益又は基本的１株当たり四半期損失及び希薄化後１株当たり四半期利益は以下のと

おりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　2016年１月１日

至　2016年６月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　2017年１月１日
至　2017年６月30日）

親会社の所有者に帰属する四半期利益又は

四半期損失（△）（千円）
△603,832 7,502

   

期中平均普通株式数（株） 11,227,655 12,196,828

普通株式増加数   

新株予約権（株） － 114,814

希薄化後の期中平均普通株式数（株） 11,227,655 12,311,642

   

親会社の所有者に帰属する１株当たり四半期利益   

基本的１株当たり四半期利益又は基本的１株当たり

四半期損失（円）
△53.78 0.62

希薄化後１株当たり四半期利益（円） － 0.61

（注）前第２四半期連結累計期間の希薄化後１株当たり四半期利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

 

 
前第２四半期連結会計期間
（自　2016年４月１日

至　2016年６月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　2017年４月１日
至　2017年６月30日）

親会社の所有者に帰属する四半期利益又は

四半期損失（△）（千円）
△591,969 3,041

   

期中平均普通株式数（株） 11,799,907 12,234,284

普通株式増加数   

新株予約権（株） － 111,866

希薄化後の期中平均普通株式数（株） 11,799,907 12,346,150

   

親会社の所有者に帰属する１株当たり四半期利益   

基本的１株当たり四半期利益又は基本的１株当たり

四半期損失（円）
△50.17 0.25

希薄化後１株当たり四半期利益（円） － 0.25

（注）前第２四半期連結会計期間の希薄化後１株当たり四半期利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

 

９．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  

 

2017年８月14日

株式会社ホットリンク

取締役会　御中

 

有限責任 あずさ監査法人
 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 栗栖　孝彰　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 安藤　眞弘　　印

 
　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」に掲げられている株式会社ホット
リンクの2017年１月１日から2017年12月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（2017年４月１日から2017年
６月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2017年１月１日から2017年６月30日まで）に係る要約四半期連結財務諸
表、すなわち、要約四半期連結財政状態計算書、要約四半期連結損益計算書、要約四半期連結包括利益計算書、要約四半
期連結持分変動計算書、要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
 
要約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、「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」第93条の規定により国際会計基準第
34号「期中財務報告」に準拠して要約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要約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、独立の立場から要約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、上記の要約四半期連結財務諸表が、国際会計基準第34号「期中財務報

告」に準拠して、株式会社ホットリンク及び連結子会社の2017年６月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四

半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を

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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