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1. 株式会社A.T.brides 設立のご報告 
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ブライダル事業を分社化して新会社を設立 

商号 
株式会社A.T.brides （ A.T.brides Inc. ） 

（エイティブライズ） 

代表者 代表取締役社長  加藤厚史 

事業内容 すぐ婚navi の運営を中心とするブライダル事業 

本社 
名古屋市中村区名駅4-6-17 

名古屋ビルデイング 12F 

ウエディング 

デスク 

関東・関西・東海・九州に合計12店舗 

（2013年3月14日現在） 

設立年月日 2013年2月22日 

設立時資本金 3千万円 （資本準備金 3千万円） 

決算期 7月 

株主 株式会社エイチーム 100% 

営業開始日 2013年4月1日 営業開始予定 

名古屋ビルデイング 

（中央手前のビル） 
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株式会社A.T.brides 代表取締役社長 加藤厚史 

1981年4月  愛知県西尾市 生まれ 

2006年3月  京都大学大学院 法学研究科 卒業 

 

2006年4月  中京テレビ放送株式会社 入社 

  編成局編成部に配属 

 

2008年1月  株式会社エイチーム 入社 

2008年4月  新規事業案として「すぐ婚navi」を発案、事業化 

2009年2月  人材開発部長 就任 

2009年12月 マーケティング部長 就任 

2010年3月  「すぐ婚navi」事業の単独事業部化に伴い、ブライダル事業部長に就任 

2010年10月 取締役に就任 （現任） 

2010年12月 取締役ライフサポート事業本部長兼ブライダル事業部長に就任 

2013年2月  株式会社A.T.brides設立 

  代表取締役社長に就任 （現任） 

2013年4月  営業開始予定 
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2013年4月1日以降のエイチームの体制 

株主総会 

内部監査室 社長室 

ライフサポート 

事業本部 

エンターテインメント 

事業本部 

監査役会 

管理部 技術開発部 

取締役会 

代表取締役 
代表取締役社長 

林高生 

室長 

光岡昭典 

室長 

有藤速利 

牧野隆広   中内之公 

加藤厚史（A.T.brides 代表取締役社長） 

平山力 

山田一雄（非常勤） 
田嶋好博（非常勤） 

取締役 

中内之公 

執行役員 

熊澤博之 

執行役員 

高橋宏明 

（A.T.brides 取締役） 

取締役 

牧野隆広 

IR担当 

IR担当 新任 
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1. エイチームの2つの事業軸 
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2つの事業軸 

インターネットやモバイル端末を通じて、コンシューマー（個人利用者の皆様）

向けに自社サービスを提供 

ライフサポート事業 

「継続成長性」を重視 

「不安の解消」をテーマに 

日常生活に密着した 

比較サイト・情報サイトを 

企画・開発・運営 

インターネット・モバイル端末 

コンシューマー（個人利用者の皆様） 

エンターテインメント事業 

「爆発性」を重視 

「人と人とのつながり」をテーマに 

携帯電話・タブレット端末向け 

ゲーム・デジタルコンテンツを 

企画・開発・運営 
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代表的なサービス 

エンターテインメント事業 

 ダークサマナー （モンスターバトル） 

 麻雀 雷神 – Rising – （麻雀） 

 エターナルゾーン （MMORPG） 

 [＋]HOME （スマホきせかえ） 

 快眠サイクル時計 （快眠サポート） 

 グリー株式会社との協業2タイトル 

 

ライフサポート事業 

 引越し侍 （引越し価格の一括見積り） 

 ナビクル （中古車価格の一括査定） 

 すぐ婚navi （半年以内の結婚式場情報） 

 ラルーン （女性の悩み相談・体調管理） 
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2. 第14期 （2013年7月期） 第2四半期決算 
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第2四半期のトピック 

第2四半期累計期間の前年同期比で 

売上238%、営業利益271%、経常利益276%、四半期純利益306%を達成 

 

ダークサマナーの売上が堅調に推移 

 英語版の売上、利益が順調に拡大 

 

ライフサポート事業が四半期ベースで過去最高の売上を達成 

 

ダークサマナーのTVCMを実施し、プロモーション費用が大幅に増加 

 第1四半期の決算発表でご説明した計画通りに実施 

 全国で2013年1月後半～2月にかけて約1か月間放映 
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第14期 （2013年7月期） 第2四半期 業績概要 

第13期 

（2012年7月期） 
第2四半期 

累計期間 

（前年同期） 

構成比 

第14期 

（2013年7月期）  
第2四半期 

累計期間 

構成比 
前年 

同期比 

第14期 

（2013年7月期） 
通期予想 

進捗率 

売上高 

全社 2,331 100.0% 5,553 100.0% 238.2% 9,824 56.5% 

エンターテイン 

メント事業 
1,194 51.3% 3,568 64.3% 298.7% ー ー 

ライフサポート 

事業 
1,136 48.7% 1,984 35.7% 174.7% ー ー 

営業利益 360 15.4% 978 17.6% 271.8% 1,802 54.3% 

経常利益 354 15.2% 981 17.7% 276.6% 1,802 54.5% 

当期（四半期）純利益 193 8.3% 593 10.7% 306.8% 1,050 56.5% 

（単位：百万円） 
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直近の四半期売上推移 

第12期（2011年7月期） 第13期（2012年7月期） 第14期 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 

266 

721 

311 

617 

488 

596 

497 

564 

510 

594 

625 

600 

1,015 

860 

948 

1,223 

987 
929 

1,084 1,062 1,105 

1,225 

1,876 

2,172 

939 

1,836 

1,045 

1,732 

第2四半期会計期間には大型の新規サービス・タイトルが 

なかったものの、ライフサポート事業が伸びて増収 

エンターテインメント事業 

ライフサポート事業 

5億円 

10億円 

15億円 

20億円 

（単位：百万円） 

2,775 2,777 
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主な経営指標の四半期推移 

ダークサマナーのプロモーション費用を中心にコストが増加し、営業利益は

前四半期比で減少 

第13期 

第1四半期 

第13期 

第2四半期 

第13期 

第3四半期 

第13期 

第4四半期 

第14期 

第1四半期 

第14期 

第2四半期 

売上 1,105  1,225  1,876  2,172  2,775  2,777  

営業利益 146 204 400 312 669 308 

広告宣伝費 314  409  702  905  933  1,238  

人件費・採用費 352  352  415  419  445  515  

キャリア手数料・支払手数料 94  108  161  259  406  416  

外注費・サーバー費 52 43 56 98 104 110 

オフィス賃料 45  46  47  50  76  81  

四半期末人員数 （単位：人） 261  262  288  300  343  386  

（単位：百万円） 

※  四半期末人員数には取締役4名、監査役3名、正社員、契約社員、アルバイトを含む 
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セグメント別の広告宣伝費の推移 

エンターテインメント事業の広告費が増加 

 第13期末から第14期初にかけてエンターテインメント事業の広告費を積み増し 

 第14期第2四半期末から第3四半期にかけてダークサマナーのTVCMを中心に、 

エンターテインメント事業の広告費を積み増し 

 ライフサポート事業についても競合との競争激化により広告費が増加傾向 

広告宣伝費 
第13期 

第1四半期 
第13期 

第2四半期 
第13期 

第3四半期 
第13期 

第4四半期 
第14期 

第1四半期 
第14期 

第2四半期 

エンターテインメント 

事業部 
18  24  85  271  304  529  

ライフサポート 

事業部 
295  385  616  617  625  673  

管理部・技術開発部 

その他共通部門 
百万円未満 百万円未満 百万円未満 16  3  35  

全社合計 314  409  702  905  933  1,238  

（単位：百万円） 
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セグメント別の人員数の推移 

四半期末人員数 
第13期 

第1四半期 
第13期 

第2四半期 
第13期 

第3四半期 
第13期 

第4四半期 
第14期 

第1四半期 
第14期 

第2四半期 

エンターテインメント 

事業部 
144  141  146  157  172  193  

ライフサポート 

事業部 
65  75  82  93  101  138  

管理部・技術開発部 

その他共通部門 
52  46  60  50  70  55  

全社合計 261  262  288  300  343  386  

第13期末から技術者を中心に採用スピードを加速 

 第13期第3四半期末（4月末）の共通部門の人員数には新卒社員を含む 

 第14期第1四半期末（10月末）の共通部門の人員数には9月に開始したエイチーム 

キャンプ生（アルバイト）を含む 

（単位：人） 

※  四半期末人員数には取締役4名、監査役3名、正社員、契約社員、アルバイトを含む 
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3. エンターテインメント事業 トピック 
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エンターテインメント事業の四半期売上とセグメント利益の推移 

第13期（2012年7月期） 第14期 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 

スマートフォン向け主力タイトルは堅調に推移 

公式サイトの売上の減少とダークサマナーのプロモーションなどの影響で 

第1四半期対比では減収減益 

2億円 

6億円 

10億円 

594 600 

860 

1,223 

（単位：百万円） 

1,836 

1,732 

14億円 

197 
251 

337 341 

749 

397 
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エンターテインメント事業 トピック 

ダークサマナー、グリー株式会社との協業2タイトルが堅調に推移し、計画 

通りの実績となった 

 

 ダークサマナーは日本語版、英語版ともに月商1億円以上を維持 

 英語版が順調に伸び、2012年12月以降、月次では英語版の売上が日本語版を 

上回る 

 フィーチャーフォンの公式サイトの売上は減少傾向 

 毎年秋（9月～10月）と春（4月～5月）にゲーム内で大型イベントを行っている 

エターナルゾーンの第2四半期会計期間（11月～1月）の売上は毎年低調 

 

 第1四半期比でダークサマナーの広告費を大幅に積み増したことなどを要因とし、 

第2四半期会計期間の利益は減少 
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スマホアプリと公式サイトの売上比率のイメージ 

第13期（2012年7月期） 第14期 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 

協業・SNS向けタイトル等を除く 

スマホアプリと公式サイトの 

売上比率のイメージ 

公式サイト 

スマホアプリ 

スマホアプリが順調に伸びている反面、公式サイト売上は減少傾向 

 エターナルゾーンの春と秋の大型イベントの影響で 

公式サイト売上は第1四半期に最大になる傾向 

 春のイベントは第3四半期末～第4四半期初 

にまたがっているため 
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ダークサマナー （Dark Summoner） 

世界中で人気の高い「ダークファンタジー」をテーマにしたオンライン 

モンスターバトルゲーム 

 日本語版、英語版の合計で500万ダウンロード以上 

 iPhone版を2012年2月24日リリース （課金開始は2012年3月20日） 

 Android版を2012年7月18日リリース 

 当社が独自で発案、企画、開発し、運営しているオリジナルタイトル 

 北米市場をメインターゲットにゲームデザインし、総勢1,200種類以上登場する 

モンスターイラストには有名クリエイターを多数起用 

 グラフィック、ムービー、音響効果にこだわり、スマートフォンの性能を最大限に活かして 

ダークファンタジーの世界観を演出 
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ダークサマナーは世界各国でトップセールスランキング上位を維持 

iPhone App Store 国内総合トップセールスで最高1位 

 iPhone版は課金開始翌月となる2012年4月には月商1億円以上の売上規模に 

 海外11か国で総合トップセールス（Top Grossing）10位以内にランクイン 

 米国で最高9位、カナダ・ポルトガルで最高4位など 

 

Android Google Play 米国の総合トップセールスで最高1位 

 Android版も課金開始翌月となる2012年8月には月商1億円以上の売上規模に 

 海外23か国で総合トップセールス（Top Grossing）10位以内にランクイン 

 米国・フィンランド・エジプトで最高１位、カナダ・ベルギー・トルコで最高2位など 

 国内総合トップセールスランキングで最高5位 

（順位は2013年2月28日現在） 
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AKB48ステージファイター 

「AKB48」のセンターポジション争奪をモチーフとしたカードバトルゲーム 

 http://gree.co.jp/news/press/2011/20111021.html 

 人気アイドルグループ「AKB48」初の公式ソーシャルゲーム 

 グリー株式会社との業務提携契約に基づいた協業案件 

 グリー株式会社のタイトルとして提供され、共同で企画・開発・運営 

 収益はグリー株式会社からのレベニューシェア 

 2011年10月に従来型携帯電話向けソーシャルゲームとして新規リリースし、2012年2月

にスマートフォン版（iPhoneおよびAndroidのブラウザ版）を追加リリース 

 2013年1月にiPhoneおよびAndroidのアプリ版も追加リリース 

© AKS 

© GREE, Inc.／エイチーム 

http://gree.co.jp/news/press/2011/20111021.html
http://gree.co.jp/news/press/2011/20111021.html
http://gree.co.jp/news/press/2011/20111021.html
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快眠サイクル時計 

毎日の快眠生活をサポートするスマートフォン向けアプリ 

 就寝時にはリラクゼーション効果のある「快眠ミュージック」で入眠をサポート 

 就寝後スマートフォンの加速度センサーで睡眠状態を分析し、最も気持ち良く起きられる

タイミングで目覚ましアラームが作動 

 起床後はその日の睡眠状態をグラフで確認 

130万ダウンロードを超えるヒットに 

 2012年9月にiPhone版、2013年1月にAndroid版をリリース 

 2013年1月にauスマートパス（ http://pass.auone.jp/ ）でも提供開始 

 

http://pass.auone.jp/
http://pass.auone.jp/
http://pass.auone.jp/
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4. ライフサポート事業 トピック 
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ライフサポート事業の四半期売上とセグメント利益の推移 

主力4サービスが順調に伸び、四半期売上として過去最高 

第13期（2012年7月期） 第14期 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 

（単位：百万円） 

510 

625 

948 939 

1,015 
1,045 

2億円 

4億円 

6億円 

8億円 

74 
93 

143 108 

227 

145 
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ライフサポート事業 トピック 

主要4サービスがすべて増収（前年同期比、前四半期比ともに） 

 引越し侍 （引越し価格の一括見積り） 

 ナビクル （中古車価格の一括査定） 

 すぐ婚navi （半年以内の結婚式場情報） 

 ラルーン （女性の悩み相談・体調管理） 

 

引越し侍・ナビクルは広告費が引き続き上昇傾向 

 大手の参入などで競争が激化 

 今期の短期的な利益よりもシェア、配信件数を重視 
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ライフサポート事業 トピック 

引越し侍（ 引越し価格の一括見積り） 

 繁忙期にさしかかり堅調に売上が推移 

 業界トップクラスのシェアを維持（当社調べ） 

 引越し侍のTVCMが人気となり、ブランドが浸透 

 引越し侍TVCM 「パワフル引越しセンター」篇 

http://hikkoshizamurai.jp/gallery/ 

 

 

ナビクル （中古車価格の一括査定） 

 四半期売上として過去最高 

 業界トップクラスのシェアを維持（当社調べ） 

 広告媒体別に8ブランド（ナビクル・オトクル・カカクル・ウルクル・ヒカクル・ハヤクル・ 

ラククル・タカクル）展開していたサイトを「ナビクル」に統一し、「ナビクル」ブランドを訴求 

 

http://hikkoshizamurai.jp/gallery/
http://hikkoshizamurai.jp/gallery/
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ライフサポート事業 トピック 

すぐ婚navi （半年以内の結婚式場情報） 

 四半期売上として過去最高 

 2013年1月、ウエディングデスクを銀座エリアに出店 

 「すぐ婚naviウエディングデスク有楽町イトシア店」 

 ウエディングデスクは関東3店舗、関西4店舗、東海4店舗、九州1店舗の12店舗体制に 

 （2013年3月14日現在） 

 

ラルーン （女性の悩み相談・体調管理） 

 四半期売上として過去最高 

 登録会員数 100万人を突破 

 目先の売上より顧客満足度と継続率を重視 
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5. 第14期（2013年7月期）の見通し 
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第14期（2013年7月期）の業績予想（再掲） 

2012年9月14日発表の業績予想からの修正はありません。 

 

「平成24年7月期決算短信〔日本基準〕（非連結）」から抜粋 

第14期（2013年7月期） 
予想 

第13期（2012年7月期） 
実績 

構成比 前期比 構成比 

売上 9,824 100.0% 154.0% 6,379 100.0% 

営業利益 1,802 18.3% 168.3% 1,070 16.8% 

経常利益 1,802 18.3% 172.0% 1,047 16.4% 

当期純利益 1,050 10.7% 177.8% 590 9.3% 

（単位：百万円） 
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第3四半期以降の留意点 

エンターテインメント事業で予定している新規タイトルの売上動向次第で業績

が大幅に変動する可能性があります 

 第3四半期の後半に1～2タイトル、第4四半期に1～2タイトルのリリースを予定 

 

既存タイトルの売上は計画通り堅調に推移 

 現在の業績予想は第3四半期以降も既存タイトルが堅調に推移すれば達成できるものと

想定 

 

ライフサポート事業は計画通り順調に成長 

 ブライダル事業を分社化したことにより、ブライダル事業の成長が加速することを期待して

いるものの、今期の業績への影響は軽微 

（業績予想に関する基本的な考え方は過去の開示情報から変更はありません。） 
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6. 中長期的な展望 
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2つの事業軸で安定と成長のバランスを重視 

収益モデルの異なる２つの事業を並行して手掛けることにより、経営の安定

性と高い成長性のバランスを実現し、「今から100年続く会社」を目指します 

 エンターテインメント事業 

 ヒットタイトルが生まれることで大きな利益を獲得できる爆発性を持つ反面、飽きられ

ないよう常に更新し続ける必要性があります 

 「スマートフォン」という共通の技術仕様に基づき世界中に共通のタイトルを提供する

ことが可能です 

 ライフサポート事業 

 サービスが軌道に乗り安心して使って 

いただけるブランドになれば安定的、 

継続的な収益向上が期待できます 

 人生のさまざまなライフステージで 

利用していただけるようにサービスを 

拡充します 

 ライフサポート事業 

エンターテインメント事業 

売上 

将来 
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中長期的な事業の展望 （数字をお約束するものではありません） 

エンターテインメント事業 

 日本で企画・開発・運営し、世界中にサービスを提供します 

 北米だけでなく、韓国・中国などアジア圏、欧州の大きな市場を狙います 

 全世界に向けて月商10億円規模のアプリを複数タイトル産み出すことを目指します 

 全世界のマーケットの合計で年商数百億円規模をイメージ 

 英語版を中心に海外売上比率が50%以上 

ライフサポート事業 

 既存4サービスをそれぞれ年商20億円～50億円規模にすることを目指します 

 4サービスの合計で年商100億円～200億円規模をイメージ 

 5つめ、6つめの新規サービスを育てます 

新規事業 

 上記2つの事業軸を基本としながらも、枠にとらわれず、さまざまな新規事業にチャレンジ

して新たな収益源を創出します 
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大切にしていること 

「みんなで幸せになれる会社」 

「今から100年続く会社」  

を目指して 

 

社員が愛社精神を持ち、共に働く仲間をお互いに認め合えるような環境を 

維持することを重視しています 

 

人間性、協調性を重視して、正社員の採用を慎重に行っています 
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（参考資料） 

株式会社エイチーム 会社概要 
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会社概要 （2013年2月28日現在） 

商号 株式会社エイチーム （ Ateam Inc. ） 

株式公開市場 東京証券取引所 第一部 （コード：3662） 

本社 名古屋ルーセントタワー 32F・36F 

大阪スタジオ 梅田阪急ビル オフィスタワー 26F 

設立 2000年2月29日 

決算期 7月 

取引銀行 
三菱東京UFJ銀行 名古屋営業本部 

三井住友銀行 名古屋駅前法人営業部 

監査法人 有限責任監査法人トーマツ 

売上高 6,379,583千円 （2012年7月期） 

経常利益 1,047,931千円 （同上） 

従業員数 
正社員 262名 

契約社員 70名  アルバイト 55名 

名古屋ルーセントタワー 

梅田阪急ビル 

名古屋ルーセントタワー 32F 執務スペース 
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経営理念 

「みんなで幸せになれる会社」 

「今から100年続く会社」  

を目指して 

 

よろこび・楽しさを提供できる感性と技術 

 お客様に満足して頂ける商品・サービスを提供できるよう努力し続けていきます 

 

一緒に働く人たちが幸せになれる会社 

 明るく楽しい職場をつくり、働くことに喜びを感じ、社員自身だけでなく家族や取引先も 

幸せになれる会社を目指します 

 

誰からも応援されて永続的に成長する会社 

 社会の一員としての責任を果たし、周囲から好かれ、応援される会社を目指します 
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みんなで幸せになれる会社にする 

 必要とされる存在であること 

 社内、社会の皆さまから 

 利益を上げること 

 社員、株主、社会への還元 

 幸せにしたい人を幸せにできること 

 

今から100年続く会社にする 

 永続的に存続する企業 
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代表取締役社長 林高生 略歴 

1971年12月18日   岐阜県土岐市に生まれる 

1982年12月   コンピュータープログラミング 開始 

1997年6月   個人事業として 「エイチーム」 創業 

学習塾経営・さまざまなアルバイト 

2000年2月29日   有限会社エイチーム 設立 

1987年3月   多治見市立多治見中学校 卒業 
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取締役 略歴 

取締役 管理部担当  牧野 隆広 

 1968年6月生まれ   名古屋大学卒 

 株式会社電通国際情報サービス → 日本マイクロソフト株式会社 → 

株式会社インスパイア → 株式会社ウイングトップ（代表取締役） → 株式会社エイチーム 

取締役 エンターテインメント事業本部長  中内 之公 

 1975年8月生まれ   慶應義塾大学卒 

 GMOインターネット株式会社 → GMOインターテインメント株式会社（代表取締役） → 

GMO Games株式会社（代表取締役） → 株式会社インクルーズ（執行役員COO） →  

株式会社エイチーム 

取締役  加藤 厚史 

 1981年4月生まれ   京都大学大学院卒 

 中京テレビ放送株式会社 → 株式会社エイチーム 

 株式会社A.T.brides 代表取締役社長 （エイチームの子会社として2013年2月設立） 

＊会社名表記は現在の社名です。 
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執行役員 略歴 

執行役員 技術開発部担当  高橋 宏明 

 1974年11月生まれ   慶應義塾大学大学院卒 

 株式会社野村総合研究所 → 株式会社ネクスト → 株式会社エイチーム 

 株式会社A.T.brides 取締役 （エイチームの子会社として2013年2月設立） 

執行役員 ライフサポート事業本部長  熊澤博之 

 1977年5月生まれ   名古屋市立中央高等学校卒 

 有限会社中部設備 → 株式会社エイチーム 
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監査役 略歴 

常勤監査役（社外監査役）  平山 力 

 1942年10月生まれ   東京大学卒 

 トヨタ自動車株式会社 → 日本ヒューレット・パッカード株式会社 →  

モビリティアライアンス株式会社（代表取締役） → 株式会社エイチーム 

監査役（社外監査役）  山田 一雄 （公認会計士・税理士） 

 1963年2月生まれ   筑波大学卒 

 株式会社セガ → 監査法人東海会計社 → 公認会計士・税理士登録 → 

公認会計士・税理士山田一雄事務所 

監査役（社外監査役）  田嶋 好博 （弁護士） 

 1939年3月生まれ   中央大学卒 

 弁護士登録 → 名古屋弁護士会副会長 → 田嶋・水谷法律事務所 

 表示灯株式会社、岐建株式会社、株式会社ヨシタケの監査役を兼務 

＊会社名表記は現在の社名です。 
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沿革 

1997年6月 岐阜県土岐市にて林高生の個人事業としてソフトウエアの受託開発を開始 

2000年2月 有限会社エイチームを岐阜県多治見市に設立 

2003年12月 現在のエンターテインメント事業の初サービスとなる携帯電話向け公式サイトをオープン 

2004年11月 株式会社に組織変更 

2006年6月 現在のライフサポート事業の初サービスとなる引越し価格の一括見積サイトをオープン 

2006年9月 KDDI株式会社 EZアプリ（BREW）初のMMORPG 「エターナルゾーン」 をリリース 

2007年2月 本社を現在の名古屋ルーセントタワーに移転 

2007年9月 中古車買取価格の一括査定サイトをオープン 

2008年10月 
結婚式場の検索・予約・情報サイト「すぐ婚navi」をオープン 

当社初のスマートフォンアプリをリリース 

2009年8月 当社初のSNS向けソーシャルアプリをリリース 

2010年7月 女性向け体調管理・悩み相談サイト「ラルーン」をオープン 

2011年8月 グリー株式会社と業務提携 

2012年4月 ４日に東証マザーズに上場 

2012年9月 大阪に開発拠点「大阪スタジオ」をオープン 

2012年11月 22日に東証第一部に上場 （マザーズ上場から233日での東証一部上場は史上最短） 

2013年2月 子会社として株式会社A.T.bridesを設立 
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エンターテインメント事業 概要 

ソーシャルアプリ 

 

GREE 

Mobage 

mixi 

スマートフォンアプリ 

 

iPhone 

Android 

タブレット端末 

公式サイト 

 

KDDI 

NTTドコモ 

ソフトバンクモバイル 

人と人とのつながり（オンライン性） 

携帯電話・タブレット端末向けゲーム・エンターテインメント系 

デジタルコンテンツの企画・開発・運営 
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ソーシャル ・ スマートフォンアプリ 

エンターテインメント事業の収益の柱 

 2012年2月にリリースした「ダークサマナー」が日本・海外でヒット 

 「麻雀 雷神 – Rising – 」は500万ダウンロード以上の実績 

 グリー株式会社との協業案件が順調 

 「AKB48ステージファイター」  「NARUTO -ナルト- 忍マスターズ」 

 スマートフォン向けきせかえアプリ 「[+]HOME」 

これまでに100タイトル以上をリリースした実績 

麻雀 雷神 – Rising – ダークサマナー [+] HOME 

© 岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ 

© GREE, Inc.／エイチーム 

© AKS 

© GREE, Inc.／エイチーム 
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公式サイト 

3キャリアで300サイト以上を効率よく運営している実績 

 公式サイトを構築・運営・一元管理するシステムを内製開発 

 ゲームを中心としながら、きせかえ、音楽などさまざまなカテゴリーに展開 

 

大規模なMMORPG（多人数同時参加型オンラインRPG）を携帯電話向け 

アプリでいち早く実現した高い技術力 

 2006年 「エターナルゾーン」、2007年「ミリオンヴァーサス」など 

 

現在はスマートフォンに特化しているため、公式サイトの新規開発は中止 
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ライフサポート事業 概要 

引越し価格 

一括見積 

 

引越し侍 

中古車 

一括査定 

 

ナビクル 

女性の 

お悩み相談 

 

ラルーン 

不安の解消 

日常生活に密着した比較サイトや情報サイトなどの 

企画・開発・運営 

結婚式場情報 

検索・予約 

 

すぐ婚navi 
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引越し侍 

1度の入力で、同時に最大10社の引越し事業者が見積もり 

 現住所・引越し先住所・引越し希望日・荷物の量など 

 主な収益は引越し事業者に見込み客を紹介することに対する紹介手数料および 

成約報酬 

 

全国170社以上の引越し事業者と提携 

（2013年2月28日現在） 

 

インターネット回線など、引越しに関連するサービス紹介を拡充 

 引越し前後に利用するサービスの紹介 

 

「引越し侍」ブランドを訴求 
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「引越し侍」のビジネスモデル 

利用者 引越し事業者 （最大10社） 

エイチーム 

① 

PC、携帯電話から 

住所 

引越し先 

荷物の量 

希望日程等 

を入力 

② 

1件の見積もり依頼に対し 

同時に最大10社に 

見積もり照会 

⑤ 

紹介手数料 

成約手数料 

③ 

最大10社から見積もり提案 

（メール、電話、訪問） 

④ 

各社の提案を比較して 

決定、1社に依頼 
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ナビクル 

一度の入力で、同時に最大10社の中古車買取事業者が見積もり 

 メーカー・車種・年式・走行距離など 

 主な収益は中古車買取事業者に見込み客を紹介することに対する紹介手数料 

 

全国の中古車買取事業者と提携 

 一般社団法人日本自動車流通研究所 

（略称 JADRI）に加盟する事業者 
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すぐ婚navi 

「半年以内の空き日程だからこその特別プラン」をコンセプトにした 

結婚式場の見学・予約・情報サイト 

 主な収益はサイトへの情報掲載料、結婚式場に見込み客を紹介することに対する 

紹介手数料及び成約した結婚式代金に応じた成約報酬 

 

関東、関西、東海、九州、海外の結婚式場と提携 

 

直営のウエディングデスクを12店舗運営 

 関東3店舗、関西4店舗、東海4店舗、九州1店舗 

（2013年3月14日現在） 

 

ドレス・指輪・2次会など、結婚式に 

関連するサービス紹介を拡充 
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ラルーン 

「すべての女性に安心を」をコンセプトとした女性の悩み相談・体調管理 

サイト 

 主な収益はサイトに掲載する広告からの収益 

 会員数 100万人超 

 生理日予測・基礎体温管理・体重管理などに加え、コミュニティ機能を充実させ、会員 

同士の悩み相談などを基本無料で 

 恋愛・結婚・出産・育児など、人生の各ステージで継続的に利用してもらえるような 

ポータルサービスに 

 EMA（一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構）認定サイト 
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将来見通しに関する注意事項 

本発表において提供される資料並びに情報は、いわゆる「見通し情報 

（forward-looking statements）」を含みます。これらは、現在における 

見込み、予測及びリスクを伴う想定に基づくものであり、実質的にこれら 

の記述とは異なる結果を招き得る不確実性を含んでいます。 

 

それらリスクや不確実性には、一般的な業界並びに市場の状況、金利、 

通貨為替変動といった一般的な国内および国際的な経済状況が含まれ 

ます。 

 

今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合であっても、当社は、 

本発表に含まれる「見通し情報」の更新・修正をおこなう義務を負うもの 

ではありません。 



www.a-tm.co.jp/ir/ 

株式会社エイチーム （証券コード：3662）  

〒451-6032 名古屋市西区牛島町6番1号 

名古屋ルーセントタワー 


