
 

平成 25 年 8 月 23 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） 

 

 

会社分割（簡易分割・略式分割）に関するお知らせ 
 

 

当社は、平成 25 年 8 月 23 日開催の取締役会において、平成 25 年 10 月 1 日付で当社事業を吸収分

割の方法により、当社の 100％子会社である株式会社引越し侍、株式会社 A.T.サポート、株式会社エイ

チームライフスタイル（以下、三社を合わせて単に「子会社」といいます）へ、それぞれ承継させる組

織再編を行うことを決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

なお、本組織再編は会社分割をともなうものですが、本会社分割は当社が 100％子会社である三社に当

社の事業部門を承継させる吸収分割であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しています。 

 

記 

 

１． 会社分割の目的 

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。 

 

２． 会社分割の要旨  

(1)  会社分割の日程 

吸収分割契約承認日   平成 25 年 8 月 23 日 

吸収分割契約締結日   平成 25 年 8 月 26 日（予定） 

会社分割期日（効力発生日）  平成 25 年 10 月 1 日（予定） 

 

（注）本会社分割は、会社法第 784 条第 3 項に定める簡易分割及び同法第 796 条第 1 項に定める略

式分割の規定により、当社及び子会社において吸収分割契約に関する株主総会の承認を得るこ

となく行うものです。 

 

(2)  会社分割の方式 

当社を吸収分割会社、子会社を吸収分割承継会社とする吸収分割です。 



 

(3)  会社分割に係る割当ての内容 

当社は子会社の全株式を保有していますので、本会社分割による株式その他の金銭等の割り当て

及び交付はありません。 

 

(4)  吸収分割会社の新株予約権に関する取扱い 

当社が発行する新株予約権の取扱いにつき、本会社分割による変更はありません。 

 

(5)  会社分割により増減する資本金 

本会社分割に際して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 

承継会社 承継する権利義務 

株式会社引越し侍 
当社の引越し比較サービス事業に関する資産、債務、その他

の権利義務に関して吸収分割契約に定める範囲 

株式会社 A.T.サポート 
当社のテレマーケティング事業に関する資産、債務、その他

の権利義務に関して吸収分割契約に定める範囲 

株式会社エイチームライフスタイル 
当社の中古車一括査定サービス事業に関する資産、債務、そ

の他の権利義務に関して吸収分割契約に定める範囲 

 

(7)  債務履行の見込み 

当社及び子会社は、本会社分割の効力発生日以降に弁済期が到来する債務につき、子会社による

履行の見込みがあると判断しています。 

 

３． 会社分割の当事会社の概要（以下、特に記載のない限り平成 25 年 7 月 31 日現在） 

(1) 商号 株式会社エイチーム 

（吸収分割会社） 

株式会社引越し侍 

（吸収分割承継会社） 

(2) 事業内容 エンターテインメント事業 

ライフサポート事業 

引越し比較サービス事業 

(3) 設立年月日 平成12年2月29日 平成25年8月22日 

(4) 本店所在地 愛知県名古屋市西区 愛知県名古屋市西区 

(5) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 林高生 代表取締役社長 熊澤博之 

(6) 資本金 523,724千円 50,000千円 

※資本準備金は50,000千円 

(7) 発行済株式数 9,597,500株 100,000株 

(8) 決算期 7月31日 7月31日 

(9) 大株主及び持株比率 株式会社林家族     29.17％ 

牧野隆広        7.08％ 

林高生          6.43％ 

日本ﾄﾗｽﾃｨ・ｻｰﾋﾞｽ 

信託銀行株式会社     5.82％ 

グリー株式会社      4.04％ 

株式会社エイチーム   100％ 



(1) 商号 株式会社A.T.サポート 

（吸収分割承継会社） 

株式会社エイチームライフスタイル 

（吸収分割承継会社） 

(2) 事業内容 テレマーケティング事業 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 平成25年8月22日 

(4) 本店所在地 愛知県名古屋市西区 愛知県名古屋市西区 

(5) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 熊澤博之 代表取締役社長 間瀬文雄 

(6) 資本金 10,000千円 50,000千円 

※資本準備金は50,000千円 

(7) 発行済株式数 10,000株 100,000株 

(8) 決算期 7月31日 7月31日 

(9) 大株主及び持株比率 株式会社エイチーム   100％ 株式会社エイチーム   100％ 

 

(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績 

 株式会社エイチーム 

決算期 平成24年7月期 

純資産 1,999,439千円 

総資産 3,153,153千円 

1株あたり純資産 217.41円 

売上高 6,379,583千円 

営業利益 1,070,552千円 

経常利益 1,047,931千円 

当期純利益 590,771千円 

1株あたり当期純利益 69.99円 

※子会社については、設立から間もないことから、開示可能な経営指標はございません。 

 

４． 本件分割における分割する事業部門の概要 

(1)  分割する事業部門の事業内容 

承継会社 分割する事業部門の事業内容 

株式会社引越し侍 
① 引越し比較サービス事業 

② ①に付随する事業 

株式会社A.T.サポート 
① テレマーケティング事業 

② ①に付随する事業 

株式会社エイチームライフスタイル 
① 中古車一括査定サービス事業 

② ①に付随する事業 

 

(2)  分割又は承継する部門の経営成績 

分割又は承継する部門 売上高 

引越し比較サービス事業 1,253百万円 

テレマーケティング事業 0百万円 

中古車一括査定サービス事業 1,194百万円 

（平成24年7月期）



 

(3)  分割する資産、負債の項目および金額 

承継会社 分割する資産、負債の項目および金額 

株式会社引越し侍 資産 211百万円    負債   44百万円 

株式会社A.T.サポート 資産  18百万円    負債    5百万円 

株式会社エイチームライフスタイル 資産 181百万円    負債   66百万円 

（なお、上記の金額は、平成25年10月1日の効力発生を前提に平成25年7月31日時点で試算した

ものです。） 

 

５． 会社分割後の状況  

本会社分割による両当事会社の商号、本店所在地、代表者の役職・氏名、事業内容（本会社分割の

対象となっている事業を除く）、資本金及び決算期の変更はありません。   

 

６． 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。 

 

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 

 


