
 

平成 25年 9月 13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 社長室長     光岡 昭典 

（TEL．052-527-3091） 

 

 

役員および子会社の代表取締役の異動に関するお知らせ 
 

 

当社は、平成 25 年 9月 13日開催の取締役会において、以下のとおり内定いたしましたのでお知らせ

いたします。 

なお、本件につきましては、平成 25 年 10月 30日開催予定の第 14期定時株主総会およびその終了

後に開催される取締役会で正式に決定される予定です。 

 

 

記 

 

 

1. 役員の異動 

 

(1) 取締役の異動 

氏名 新役職名 現役職名 

加藤 厚史 
取締役 新規事業担当 

株式会社 A.T.brides取締役（兼任） 

取締役 

株式会社 A.T.brides代表取締役社長 

牧野 隆広 取締役（非常勤） 取締役 管理部担当 

 

(2) 監査役の異動 

氏名 新役職名 現役職名 

有藤 速利 常勤監査役 内部監査室長 

平山 力 （退任） 常勤監査役 

 

(3) 執行役員の異動 

氏名 新役職名 現役職名 

佐藤 智洋 執行役員 管理部長 管理部長 

 



 

2. 新任役員の略歴 

 

(1) 新任監査役の略歴 

氏名 

生年月日 
略歴 

有藤 速利 

（うとう はやとし） 

 

昭和 43年 

3月 7日生 

 

平成 4年 3月 中央大学 法学部卒業 

平成 4年 4月 新東工業株式会社入社 

平成 10年 10月 株式会社メルコ（現 株式会社バッファロー）入社 

平成 17年 10月 当社入社 

管理部長就任 

平成 21年 8月 インターネットメディア事業部 営業推進グループ 

マネージャー就任 

平成 22年 11月 内部監査室長就任 

平成 25年 10月 当社常勤監査役就任（予定） 

 

(2) 新任執行役員の略歴 

氏名 

生年月日 
略歴 

佐藤 智洋 

（さとう ちひろ） 

 

昭和 45年 

2月 5日生 

 

平成 4年 3月 愛知大学 法経学部卒業 

平成 4年 4月 岐阜信用金庫入社 

平成 16年 5月 株式会社日本一ソフトウェア入社 

平成 18年 6月 株式会社日本一ソフトウェア 取締役就任 

平成 22年 5月 当社入社 

管理部 マネージャー就任 

平成 22年 8月 管理部長就任 

平成 25年 10月 執行役員 管理部長就任（予定） 

 

 

3. 子会社の代表取締役の異動 

 

氏名 新役職名 現役職名 

武藤 功樹 株式会社 A.T.brides代表取締役社長 株式会社 A.T.brides取締役 

 



 

4. 子会社の新任代表取締役の略歴 

 

氏名 

生年月日 
略歴 

武藤 功樹 

（むとう こうき） 

 

昭和 58年 

7月 11日生 

 

平成 18年 3月 愛知大学 文学部卒業 

平成 18年 4月 株式会社プロトコーポレーション入社 

平成 20年 3月 当社入社 

平成 22年 3月 ライフサポート事業本部 

ブライダル事業部 すぐ婚 navi担当 

平成 23年 2月 ライフサポート事業本部 

ブライダル事業部 マネージャー就任 

平成 24年 8月 ライフサポート事業本部 

ブライダル事業部 部長就任 

平成 25年 4月 株式会社 A.T.brides 取締役就任 

平成 25年 10月 株式会社 A.T.brides 代表取締役社長就任（予定） 

 

 

5. 異動の要旨 

 

新規事業としてブライダル事業「すぐ婚 navi」を発案し、ブライダル事業を行う子会社として分

社化した株式会社 A.T.brides の代表取締役社長に就任していた加藤厚史は、現在事業化検討中の新

規事業の責任者を兼務することとなったため、ブライダル事業で加藤とともに実績を残してきた武

藤功樹に A.T.biridesの代表権を譲ります。なお、加藤は引き続き A.T.brides取締役を兼務し、これ

までと同様に A.T.bridesの事業推進に積極的に携わります。 

 

平成 17 年に取締役に就任して以来、管理部門を担当し、上場後は社長室とともに IR を担当して

きた牧野隆広は、平成 22年に入社し管理部長として実績を残してきた佐藤智洋に管理部門担当役員

を譲ります。IR はこれまで通り、代表取締役社長 林高生が直轄する社長室（社長室長 光岡昭典）

が担当します。なお、牧野は当社取締役として引き続き当社グループの経営に携わります。 

 

平成 18 年から常勤監査役としての職務を担ってきた平山力は、平成 17 年に入社し管理部長、内

部監査室長などを歴任した有藤速利に監査役を譲ります。 

 

以 上 

 



（参考）平成 25 年 10月 30日以降の組織体制 

株式会社エイチーム 

役職 氏名 

代表取締役社長 林 高生 

取締役 エンターテインメント事業本部長 中内 之公 

取締役 新規事業担当 加藤 厚史 

取締役（非常勤） 牧野 隆広 

常勤監査役 有藤 速利 

監査役（非常勤） 山田 一雄（公認会計士・税理士） 

監査役（非常勤） 田嶋 好博（弁護士） 

執行役員 技術統括 高橋 宏明 

執行役員 管理部長 佐藤 智洋 

 

株式会社 A.T.brides 

役職 氏名 

代表取締役社長 武藤 功樹 

取締役 加藤 厚史 

取締役 高橋 宏明 

取締役 林 高生 

監査役 加藤 淳也（弁護士） 

 

株式会社引越し侍 

役職 氏名 

代表取締役社長 熊澤 博之 

取締役 徳久 佑介 

取締役 林 高生 

監査役 有藤 速利 

 

株式会社 A.T.サポート 

役職 氏名 

代表取締役社長 熊澤 博之 

取締役 徳久 佑介 

取締役 林 高生 

監査役 有藤 速利 

 

株式会社エイチームライフスタイル 

役職 氏名 

代表取締役社長 間瀬 文雄 

取締役 佐藤 智洋 

取締役 林 高生 

監査役 有藤 速利 

 


