
 

平成 25年 8月 14日 

各  位 

会 社 名 株式会社エイチーム 

代 表 者 名 代表取締役社長  林  高 生 

（コード番号：3662） 

問 合 せ 先 取締役管理部担当 牧野 隆広 

（TEL．052-527-3070） 

 

 

子会社設立に関するお知らせ 
 

 

当社は、本日開催の取締役会において、平成 25 年 8月 22日に子会社を設立することを決議いたしま

したので下記のとおりお知らせいたします。 

 

 

記 

 

１． 子会社設立の理由  

当社は、引越し比較サービス事業、テレマーケティング事業、中古車一括査定サービス事業をそれ

ぞれ分離、独立事業会社化し、意思決定の迅速化及び事業の効率化を図るために、後述２．の通り当

社子会社 3 社を新たに設立いたします。なお、分離、独立事業会社化の方式等に関しては、決定次第

お知らせいたします。 

 

２． 設立する子会社の概要  

(1) 商号 株式会社引越し侍 

（英文表記 Hikkoshi Samurai Inc.） 

(2) 主な事業内容 引越し比較サービス事業 

(3) 設立年月日 平成25年8月22日（予定） 

(4) 本店所在地 愛知県名古屋市 

(5) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 熊澤博之 

(6) 資本金 50,000,000円 

※なお、資本準備金は50,000,000円です。 

(7) 決算期 7月31日 

(8) 出資比率 当社100％ 

(9) 当社との関係 ① 資本関係：当社の100％出資子会社です。 

② 人的関係：当該子会社の取締役1名は、当社取締役が兼任します。 

③ 取引関係：当社が管理部門事務の受託を行う予定です。 

 



 

(1) 商号 株式会社A.T.サポート 

（英文表記 A.T.Support Inc.） 

(2) 主な事業内容 テレマーケティング事業 

(3) 設立年月日 平成25年8月22日（予定） 

(4) 本店所在地 愛知県名古屋市 

(5) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 熊澤博之 

(6) 資本金 10,000,000円 

(7) 決算期 7月31日 

(8) 出資比率 当社100％ 

(9) 当社との関係 ① 資本関係：当社の100％出資子会社です。 

② 人的関係：当該子会社の取締役1名は、当社取締役が兼任します。 

③ 取引関係：当社が管理部門事務の受託を行う予定です。 

 

 

(1) 商号 株式会社エイチームライフスタイル 

（英文表記 Ateam Lifestyle Inc.） 

(2) 主な事業内容 中古車一括査定サービス事業 

(3) 設立年月日 平成25年8月22日（予定） 

(4) 本店所在地 愛知県名古屋市 

(5) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 間瀬文雄 

(6) 資本金 50,000,000円 

※なお、資本準備金は50,000,000円です。 

(7) 決算期 7月31日 

(8) 出資比率 当社100％ 

(9) 当社との関係 ① 資本関係：当社の100％出資子会社です。 

② 人的関係：当該子会社の取締役1名は、当社取締役が兼任します。 

③ 取引関係：当社が管理部門事務の受託を行う予定です。 

 

 

３． 業績に与える影響 

本件による当社の連結業績に与える影響は軽微であります。 



 

４． 代表者の経歴 

 

氏名   熊澤博之（くまざわひろゆき） 

生年月日 昭和 52年 5月 2日 

出身地  愛知県瀬戸市 

現住所  愛知県春日井市 

 

略歴 

昭和 52年 5月 愛知県瀬戸市 生まれ 

平成 10年 3月 名古屋市中央高等学校 卒業 

平成 10年 4月 有限会社中部設備 入社 

平成 17年 6月 株式会社エイチーム 入社 

平成 18年 6月 引越し価格の一括見積サイトを担当 

平成 19年 8月 インターネットメディア事業部(現在のライフサポート事業本部） 

企画営業グループ マネージャーに就任 

平成 23年 9月 ライフサポート事業本部 引越しメディア事業部 部長に就任 

平成 24年10月 執行役員 ライフサポート事業本部 引越しメディア事業部長に就任 

平成 25年 4月 執行役員 ライフサポート事業本部長 兼 引越しメディア事業部長に就任 

平成 25年 8月 株式会社引越し侍 設立 代表取締役社長に就任（現任） 

株式会社 A.T.サポート 設立 代表取締役社長に就任（現任） 

 

氏名   間瀬文雄（ませふみお） 

生年月日 昭和 59年 1月 27日 

出身地  愛知県半田市 

現住所  同上 

 

略歴 

昭和 59年 1月 愛知県半田市 生まれ 

平成 19年 3月 金沢大学教育学部 卒業 

平成 19年 4月 日興コーディアル証券株式会社 入社 

平成 20年11月 株式会社エイチーム 入社 

インターネットメディア事業部（現ライフサポート事業本部）に配属 

平成 22年 2月 中古車一括査定サイトを担当 

平成 22年12月 中古車一括査定サイトの単独事業化に伴い、 

ライフサポート事業本部 比較サイト事業部 マネージャーに就任 

平成 23年 9月 ライフサポート事業本部 比較サイト事業部 部長に就任 

平成 25年 8月 株式会社エイチームライフスタイル 設立 代表取締役社長に就任（現任） 

 

 

以  上 



 

（参考）平成 25年 7月期連結業績予想（平成 25年 7月 16日公表分）及び平成 24年 7月期実績 

 連結売上高 

（百万円） 

連結営業利益 

（百万円） 

連結経常利益 

（百万円） 

連結当期純利益 

（百万円） 

平成 25年 7月期 

業績予想 
11,000 1,802 1,802 1,050 

平成 24年 7月期 

実績 
6,379 1,070 1,047 590 

 


