
臨時株主総会招集ご通知

https://s.srdb.jp/9797/

パソコン・スマートフォン・
タブレット端末からも
ご覧いただけます。

日時
2021年４月23日（金曜日）
午前10時（受付開始：午前９時）

場所
東京都千代田区神田練塀町300番地
住友不動産秋葉原駅前ビル４階
当社 本社会議室
ご来場の際は、末尾記載の「株主総会会場ご案内
図」をご参照ください。

議決権行使期限
株主総会当日にご出席されない場合は、書面
またはインターネット等により議決権を行使
することができますので、2021年４月22日
（木曜日）午後５時30分までに議決権を行使
していただきたくお願い申し上げます。

新型コロナウイルスに関するお知らせ
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、株
主の皆様の安全を第一に考え、ご来場をお控えい
ただき、書面またはインターネット等による議決
権の事前行使をお願いしております。ご来場を検
討されている株主様は、株主総会当日の感染状況
やご自身の体調をお確かめのうえ、マスク着用な
どの感染予防にご配慮いただき、ご来場賜ります
ようお願い申し上げます。また、本総会会場にお
いて、感染予防のための措置を講じる場合がござ
いますので、ご協力のほどお願い申し上げます。
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臨時株主総会における
新型コロナウイルス感染防止への対応について

当社は、臨時株主総会の開催にあたりまして、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、株主の皆様の安
全を第一に考え、ご来場をお控えいただき、書面またはインターネット等による議決権の事前行使をお願いして
おります。
なお、状況により次の対応をとらせていただきますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

◇ご来場を検討されている株主様へのお願い
・当日までの健康状態にご留意いただき、くれぐれもご無理をなさらないでください。
・来場時および会場内では感染予防にご配慮いただき、必ずマスクを着用してください。
・議長および登壇役員、また株主総会運営係員においてもマスク等を着用させていただきます。
・会場入口での係員による検温にご協力ください。
・37度５分以上の発熱、若しくは咳症状が見受けられる方は、入場をお断りさせていただきます。
・会場への入場の際には、アルコール消毒液にて手指の消毒をお願いします。
・座席の間隔を広く取りますので、十分な席数が確保できない場合がございます。
・会場内で咳き込むなど、体調不良がうかがえる場合は退場していただくことがございます。
・お席でのご発言、大声でのご発声はお控えください。
・株主総会所要時間の短縮を目指して運営いたします。株主様からのご質問、ご発言につきましても、回
数、時間の制限をさせていただく場合がございます。

・当日は株主総会の模様をインターネットにてライブ配信いたします。中継の映像は、議長席および役員
席付近のみとさせていただきますが、やむを得ずご出席株主様が映り込んでしまう場合がございますこ
とを予めご了承ください。

◇議決権行使のご案内
・書面またはインターネット等による投票は、2021年４月22日（木曜日）午後５時30分到着分まで有
効となります。詳しくは３頁をご確認くださいますようお願い申し上げます。

◇インターネットによるライブ配信のご案内
・本総会の模様をインターネットにてライブ配信いたします。詳しくは同封している別紙「臨時株主総会
インターネットによるライブ配信のご案内」をご確認くださいますようお願い申し上げます。

◇ご質問・ご意見受付のご案内
・2021年４月７日（水曜日）午前10時より2021年４月20日（火曜日）午後５時30分まで、当社ウェ
ブサイト（https://www.ne-con.co.jp/）にて株主の皆様からのご質問・ご意見をお受けいたします。
頂戴いたしましたご質問・ご意見につきましては、目的事項に関係あるものについて整理したうえ、株
主総会におきましてご回答申し上げる予定です。なお、目的事項に関係ないご質問・ご意見等につきま
しては、ご回答を控えさせていただくことがございますことを予めご了承ください。

今後の状況により株主総会の運営に大きな変更が生じる場合は、当社ウェブサイト
（https://www.ne-con.co.jp/）にてお知らせ申し上げます。
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証券コード 9797
2021年４月７日

株 主 各 位
東京都千代田区神田練塀町300番地
大日本コンサルタント株式会社
代表取締役会長 高 久 晃

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げま

す。
なお、当日ご出席されない場合は、書面またはインターネット等により議決権を行使すること

ができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、後述のご案内
に従って、2021年４月22日（木曜日）の午後５時30分までに議決権を行使していただきたく
お願い申し上げます。

敬 具
　

記

１．日 時 2021年４月23日（金曜日）午前10時
（受付開始：午前９時）

２．場 所 東京都千代田区神田練塀町300番地
住友不動産秋葉原駅前ビル４階
当社 本社会議室
※ご来場の際は、末尾記載の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。
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３．目 的 事 項
決 議 事 項
第１号議案 株式移転計画承認の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役４名選任の件
第４号議案 監査役３名選任の件
第５号議案 取締役の報酬額設定の件
第６号議案 取締役に対するストック･オプションに関する報酬等の決定の件
第７号議案 監査役の報酬額設定の件

以 上

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上
げます。
◎本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、次の事項につきましては法令および定款第16条の規定に基づ
き、インターネット上の当社ウェブサイト（https://www.ne-con.co.jp/）に掲載しておりますので、本招
集ご通知には掲載しておりません。
『「第１号議案 株式移転計画承認の件」別添会社法施行規則第２０６条に定める内容の概要
他の株式移転完全子会社（株式会社ダイヤコンサルタント）の最終事業年度に係る計算書類等の内容』
◎株主総会参考書類に修正が生じた場合は、修正後の事項を当社ウェブサイト（https://www.ne-con.co.jp/）
に掲載いたしますのでご了承ください。
◎株主総会にご出席の株主の皆さまへのお土産のご用意はございません。また、会場内への危険物のお持ち込み
はできません。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
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議決権
行使書

議決権行使書副票（右側）

詳しくはP５へ

スマートフォンでの議決権行使は、
1回に限り「ログインID」「仮パスワード」の入力が不要になりました︕

「ログイン用
QRコード」はこちら

議決権行使についてのご案内

書面により議決権を行使される場合
同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき
ご送付ください。

行使期限 2021年４月22日（木曜日）午後５時30分必着

インターネット等により議決権を行使される場合
後記（５頁～６頁）のインターネット等による議決権行使のご
案内をご高覧の上、画面の案内に従って、賛否を入力してくだ
さい。

行使期限 2021年４月22日（木曜日）午後５時30分まで

株主総会にご出席される場合
当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知をご持参いただ
くとともに同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださ
いますようお願い申し上げます。

開催日時 2021年４月23日（金曜日）午前10時
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招集ご通知の掲載内容をコンパクトにまとめ、スムーズな画面遷移を実現した「ネットで招集」。
パソコン・スマートフォン・タブレット端末からいつでもどこからでもご覧いただけます。

本招集ご通知は、「ネットで招集」を採用しています。
ぜひ、ご活用ください。

招集ご通知をインターネットで簡単・便利に!!

「ネットで招集」のご案内

開催日時はGoogleカレンダーと連携しています。Googleカレン
ダーを利用している方は簡単にスケジュール登録をすることがで
きます。

開催場所の地図はGoogleマップと連携しています。

「議決権行使」ボタ
ンをタッチ後「読
取」を選択。カメラ
が起動します。

「OK」を選択後、「ロ
グインID」および「仮パ
スワード」が入力不要で
ログインいただけます。

https://s.srdb.jp/9797/アクセスはこちら！！

こちらを押すと「読取」か「移動」ボタンが選択できます。「読取」を選択す
ると自動でカメラが起動しますので、同封の議決権行使書副票（右側）に記載
された「ログイン用QRコード」を読み取りください。1回に限り「ログイン
ID」および「仮パスワード」が入力不要でログインいただけます。
（「移動」を選択した場合、議決権行使ウェブサイトへアクセス可能です。）

POINT 1 ＱＲコードの読み取り、議決権行使ウェブサイトへ簡単アクセス！

POINT 2 簡単スケジュール登録

POINT 3 株主総会会場へのアクセスにも便利

議決権行使書用紙
のQＲコードを撮
影し、撮影した写
真の画面で「写真
を使用」をタッチ。

写真を使用

Googleカレンダーに登録

地図・交通案内

※「移動」を押すと議決権行使ウェブサ
イトへジャンプします（ログインには
ID・仮パスワードが必要です）。
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スマートフォンの場合 QRコードを読み取る方法

1.QRコードを読み取る

お手持ちのスマートフォンにて、
同封の議決権行使書副票（右
側）に記載の「ログイン用QR
コード」を読み取る。

「ログイン用
QRコード」はこちら

議決権行使書副票（右側）

2.議決権行使方法を選ぶ
議案賛否方法の選択画面
が表示されるので、議決
権行使方法を選ぶ。

3.各議案の賛否を選択

画面の案内に従っ
て行使完了です。

画面の案内に従って各議案の
賛否を選択。

２回目以降のログインの際は…
次頁の記載のご案内に従ってログインしてください。

「ログイン用QRコード」を読み取りいただくことで、「ログインID」および「仮パスワード」
が入力不要でログインいただけます。
※下記方法での議決権行使は1回に限ります。

インターネット等による議決権行使のご案内

インターネットによる議決権行使は、スマートフォンまたは
パソコン等から議決権行使ウェブサイトにアクセスいただ
き、画面の案内に従って行使していただきますようお願いい
たします。

議決権行使期限
2021年４月22日（木曜日）

午後５時30分まで
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ログインID・仮パスワードを入力する方法

1.議決権行使ウェブサイトに
アクセスする

2.お手元の議決権行使書用紙の
副票(右側)に記載された「ログイン
ID」および「仮パスワード」を入力

3.「新しいパスワード」と
「新しいパスワード（確認用）」
の両方に入力

以降は画面の案内に従って賛否を
ご入力ください。

「次の画面へ」をクリック

「ログイン」をクリック

議決権行使ウェブサイト
https://evote.tr.mufg.jp/

ご注意事項
■インターネットより議決権を行使される
場合は、郵送によるお手続きは不要です。
■郵送とインターネットにより、二重に議
決権行使をされた場合は、インターネット
による議決権行使の内容を有効として取り
扱わせていただきます。
■インターネットにより、複数回数にわた
り議決権行使をされた場合は、最終に行わ
れた議決権行使の内容を有効として取り扱
わせていただきます。

【議決権行使サイトの操作方法に関する
お問い合わせについて】
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

0120－173－027
（通話料無料、受付時間：9：00～21：00）

「送信」をクリック
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株主総会参考書類

議案および参考事項
第１号議案 株式移転計画承認の件
当社と株式会社ダイヤコンサルタント（以下「ダイヤコンサルタント」といい、当社とダイヤ
コンサルタントを総称して、以下「両社」といいます。）は、共同株式移転の方式により2021年
７月14日（以下「効力発生日」といいます。）をもって両社の完全親会社となる「DNホールデ
ィングス株式会社」（以下「共同持株会社」といいます。）を設立すること（以下「本株式移転」
といいます。）について合意し、2021年２月12日開催の両社の取締役会において決議の上、同
日付で、両社間で「経営統合契約書」を締結いたしました。また、同日開催の両社の取締役会に
おいて決議の上、「株式移転計画書」を共同で作成いたしました。
つきましては、本株式移転に関する株式移転計画（以下「本株式移転計画」といいます。）の
ご承認をお願いいたしたいと存じます。
株式移転を行う理由、本株式移転計画の内容の概要その他本議案に関する事項は以下のとおり
であります。

１．株式移転を行う理由
企業の持続的な発展のために業務領域の拡大は不可欠であり、既存の事業領域においても果
たすべき役割の変化やニーズの多様化が急速に進んでいます。
当社は、橋梁を中心とした構造物の計画・設計に強い当社と地質・地盤の調査・解析に強い
ダイヤコンサルタントが得意分野を融合することによって、調査・設計・維持管理に対応でき
るプロフェッショナル集団が、自然災害の頻発化・激甚化、地球環境問題の深刻化、既設の社
会インフラの老朽化にも対応できる総合建設コンサルタントとして、「人と社会と地球の安
全・安心に貢献する」、「安全・安心な国土の形成」、「活力や魅力の溢れる地域づくり」のた
め、高度な技術サービスを提供する企業を目指します。具体的には、ダイヤコンサルタントと
の経営統合を通じて、以下の目標の実現を目指します。
① 企業規模の拡大による成長力の強化
両社が保有する人材、技術、情報などの経営資源を相互活用し、また両社の事業を相互に
補完、活用することで事業領域及び収益の一層の拡大を目指します。
また、経営統合により安定した受注、間接費の削減、業務の効率化を図り、強固な経営基
盤の構築を目指します。
② 業務遂行能力の向上による受注の拡大
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両社が得意とする分野を融合することにより、調査から設計・維持管理までのワンストッ
プ化・効率化を進め、国土保全分野での業務遂行能力の向上による受注拡大を目指します。
③ 新規事業への参入可能性の向上
両社の知見や設計技術を組み合わせることで新規事業への参入・拡大を目指すと共に、エ

ネルギー・環境関連分野においても新たな市場の開拓を目指します。

２．株式移転計画の内容の概要
本株式移転計画の内容は、次に掲げる「株式移転計画書（写）」に記載のとおりであります。
なお、「株式移転計画書（写）」第６条における別紙①-１～別紙④-２（新株予約権の内容）

につきましては、「株主総会参考書類 第1号議案 別冊」に記載しております。

株式移転計画書（写）

大日本コンサルタント株式会社（以下「甲」という。）及び株式会社ダイヤコンサルタント
（以下「乙」という。）は、共同株式移転の方法による株式移転を行うことにつき合意したので、
以下のとおり共同して株式移転計画書（以下「本計画」という。）を作成する。

第１条（本株式移転）
本計画の定めるところに従い、甲及び乙は、共同株式移転の方法により新たに設立する株式移
転設立完全親会社（以下「本持株会社」という。）の成立日（第７条に定義する。以下同じ。）に
おいて、甲及び乙の発行済株式の全部を本持株会社に取得させる共同株式移転（以下「本株式移
転」という。）を行うものとし、これにより甲及び乙は、それぞれ本持株会社の完全子会社とな
る。
第２条（目的、商号、本店の所在地、発行可能株式総数その他定款で定める事項）
１．本持株会社の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数は以下のとおりとする。
(1) 目的
本持株会社の目的は、別紙の定款第２条に記載のとおりとする。
(2) 商号
本持株会社の商号は、「DNホールディングス株式会社」とし、英文では「DN HOLDINGS
CO., LTD.」と表示する。
(3) 本店の所在地
本持株会社の本店の所在地は、東京都千代田区とし、本店の所在場所は、東京都千代田区神

2021年03月24日 17時30分 $FOLDER; 10ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



― 9 ―

田練塀町300番地とする。
(4) 発行可能株式総数
本持株会社の発行可能株式総数は、39,000,000株とする。

２．前項に掲げるもののほか、本持株会社の定款で定める事項は、別紙の定款記載のとおりとす
る。

第３条（設立時取締役の氏名及び設立時会計監査人の名称）
１．本持株会社の設立時取締役の氏名は次のとおりとする。
(1) 設立時取締役（設立時監査等委員である設立時取締役を除く。）
代表取締役 新井 伸博
代表取締役 野口 泰彦
取締役 高久 晃

(2) 設立時取締役（設立時監査等委員）
取締役 吉村 実義
取締役 林田 和久
取締役 井上 毅

２．本持株会社の設立時監査等委員の補欠取締役の氏名は次のとおりとする。
補欠取締役 矢島 一昭
補欠取締役 吉川 直明
補欠取締役 川端 基彦
ただし、矢島一昭氏は、吉村実義氏が欠けた場合、吉川直明氏は、林田和久氏が欠けた場
合、川端基彦氏は、井上毅氏が欠けた場合に就任する監査等委員である補欠取締役とする。

３．本持株会社の設立時会計監査人の名称は次のとおりとする。
会計監査人 有限責任監査法人トーマツ

第４条（本株式移転に際して交付する株式及びその割当て）
１．本持株会社は、本株式移転に際して、甲及び乙の発行済株式の全部を取得する時点の直前時
（以下「基準時」という。）における甲及び乙の株主に対し、それぞれその所有する甲及び乙
の株式に代わり、(i)甲が基準時に発行している株式数に１を乗じた数、及び(ii)乙が基準時
に発行している株式数に１を乗じた数を合計した数と同数の本持株会社の株式（以下「交付
株式」という。）を交付する。

２．本持株会社は、前項の定めにより交付される交付株式を、基準時における甲及び乙の株主に
対して、以下の割合（以下「株式移転比率」という。）をもって割り当てる。
(1) 甲の株主に対しては、その所有する甲の株式１株に対して本持株会社の株式１株
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(2) 乙の株主に対しては、その所有する乙の株式１株に対して本持株会社の株式１株
３．前二項の計算において、甲又は乙の株主に対して交付しなければならない本持株会社の株式
の数に１株に満たない端数が生じる場合には、会社法（平成17年７月26日法律第86号。そ
の後の改正を含む。以下同じ。）第234条その他関係法令の規定に従い処理するものとする。

第５条（本持株会社の資本金及び準備金の額に関する事項）
成立日における本持株会社の資本金及び準備金の額は、次のとおりとする。
(1) 資本金の額
2,000,000,000円

(2) 資本準備金の額
500,000,000円

(3) 利益準備金の額
０円

第６条（本株式移転に際して交付する新株予約権及びその割当て）
１．本持株会社は、本株式移転に際して、基準時における以下の表の①から④までの第１欄に掲
げる甲が発行している各新株予約権の新株予約権者に対して、それぞれその所有する甲の新
株予約権に代わり、基準時における当該新株予約権の総数と同数の、第２欄に掲げる本持株
会社の新株予約権をそれぞれ交付する。

第１欄 第２欄
名称 内容 名称 内容

① 大日本コンサルタント株式
会社
第１回新株予約権

別紙①-１記載
のとおり。

DNホールディングス株式会
社
第１回新株予約権

別紙①-２記載
のとおり。

② 大日本コンサルタント株式
会社
第２回新株予約権

別紙②-１記載
のとおり。

DNホールディングス株式会
社
第２回新株予約権

別紙②-２記載
のとおり。

③ 大日本コンサルタント株式
会社
第３回新株予約権

別紙③-１記載
のとおり。

DNホールディングス株式会
社
第３回新株予約権

別紙③-２記載
のとおり。

④ 大日本コンサルタント株式
会社
第４回新株予約権

別紙④-１記載
のとおり。

DNホールディングス株式会
社
第４回新株予約権

別紙④-２記載
のとおり。
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２．本持株会社は、本株式移転に際し、基準時における甲の新株予約権者に対して、その所有す
る前項の表①から④までの第１欄に掲げる新株予約権１個につき、それぞれ第２欄に掲げる
本持株会社の新株予約権１個を割り当てる。

第７条（本持株会社の成立日）
本持株会社の設立の登記をすべき日（以下「成立日」という。）は、2021年７月14日とする。

ただし、本株式移転の手続進行上の必要性その他の事由により必要な場合は、甲乙協議の上、合
意によりこれを変更することができる。
第８条（株主総会による承認）
甲及び乙は、それぞれ、成立日の前日までに、本計画の承認及び本株式移転に必要な事項に関
する決議を得るものとする。
第９条（株式上場、株主名簿管理人）
１．甲及び乙は、本持株会社の発行する普通株式が成立日に株式会社東京証券取引所に上場され
るよう、そのために必要となる一切の手続について誠実に協議の上、これを相互に協力して
行う。

２．本持株会社の設立時における株主名簿管理人は、三菱UFJ信託銀行株式会社とする。
第10条（会社財産の管理等）
甲及び乙は、本計画作成後成立日までの間、それぞれ善良な管理者の注意をもって自らの業務
の遂行並びに財産の管理及び運営を行い、それぞれの財産又は権利義務に重大な影響を及ぼし得
る行為については、本計画において別途定める場合を除き、あらかじめ甲及び乙が協議し、合意
の上、これを行う。
第11条（本計画の効力）
本計画は、第12条に基づき本株式移転を中止する場合には、その効力を失う。
第12条（本株式移転の条件の変更及び本株式移転の中止）
本計画作成後成立日に至るまでの間において、(i)甲若しくは乙のいずれか一方又は双方の株主
総会において本計画が承認されなかった場合、(ii)本株式移転について、国内外の法令に定める
関係官庁の許可・認可・承認等が得られなかった場合又は(iii)本持株会社の発行する株式の株式
会社東京証券取引所への上場申請が承認されなかった場合等、本株式移転の目的の達成が著しく
困難となった場合には、甲及び乙の合意により、本株式移転の条件その他本計画の内容を変更
し、又は、本株式移転を中止することができる。
第13条（協議事項）
本計画に定める事項のほか、本計画に定めのない事項、その他本株式移転に必要な事項は、本

計画の趣旨に従い、甲及び乙は誠意をもって協議の上、合意により定める。
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本計画の成立を証するため、本書２通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各１通を保有する。

2021年２月12日

甲：東京都千代田区神田練塀町300番地
住友不動産秋葉原駅前ビル ４F
大日本コンサルタント株式会社
代表取締役社長執行役員 新井 伸博 印

乙：東京都千代田区三番町６番３号
株式会社ダイヤコンサルタント
代表取締役社長 野口 泰彦 印
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（別紙）
DNホールディングス株式会社 定款

第１章 総則
（商号）
第１条 当会社は、DNホールディングス株式会社と称する。英文ではDN HOLDINGS

CO., LTD．と表示する。
（目的）
第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

１．次の事業を営む会社およびこれに相当する業務を営む海外会社の株式又は持分を所有
することによる当該会社の事業活動の支配、管理
(1) 土木、建築に関する工事の調査、企画、立案、設計、工事監理およびこれらに関
するコンサルティング

(2) 測量およびこれに関するコンサルティング
(3) 地質および土質に関する調査、計測、評価ならびにこれらに関するコンサルティ
ング

(4) 資源開発に関する計画、調査、設計、施工およびこれらに関するコンサルティン
グ

(5) 環境に関する調査、計測、評価、設計ならびにこれらに関するコンサルティング
(6) 都市計画・都市開発・地域開発に関する企画、調査および設計ならびにこれらに
関するコンサルティング

(7) 公共施設またはこれらに準ずる施設の企画、建設、保有、維持管理および運営な
らびにこれらに関するコンサルティング

(8) 情報処理システムおよびソフトウェアの開発、販売、賃貸ならびに情報処理なら
びにこれらに関するコンサルティング

(9) 土木、造園、造成、建築工事および資源開発に関する工事の請負
(10) 計測機器、調査機器、装置の開発、製造、販売および賃貸
(11) 再生可能エネルギーによる発電事業およびその事業開発、管理、運営ならびに電

気および熱の供給、販売
(12) 労働者派遣事業
(13) 不動産の売買、貸借、仲介および管理

２．前各号に関連、または附帯する一切の業務および投資
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（本店の所在地）
第３条 当会社は、本店を東京都千代田区に置く。
（機関）
第４条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。

(1) 取締役会
(2) 監査等委員会
(3) 会計監査人

（公告方法）
第５条 当会社の公告は、電子公告により行う。

2. やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に
掲載する方法により行う。

第２章 株式
（発行可能株式総数）
第６条 当会社の発行可能株式総数は、3,900万株とする。
（自己株式の取得）
第７条 当会社は、会社法第165条第２項の定めにより、取締役会の決議によって市場取引

等にて自己株式を取得することができる。
（単元株式数）
第８条 当会社の１単元の株式数は100株とする。
（単元未満株式の売渡請求）
第９条 当会社の単元未満株式を有する株主は、株式取扱規則に定めるところにより、その

有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売渡すこと（以下、買
増しという。）を当会社に対し請求することができる。

（単元未満株式についての権利制限）
第１０条 当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、以下に

掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1) 会社法第189条第２項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第１項の規定による請求をする権利
(3) 募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 前条に規定する単元未満株式の買増しを請求することができる権利
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（株主名簿管理人）
第１１条 当会社は、株主名簿管理人を置く。

2. 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定し、公告
する。
3. 当会社の株主名簿および新株予約権原簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所に備え
置き、株主名簿および新株予約権原簿への記載または記録、単元未満株式の買取り・
買増し、その他株式ならびに新株予約権に関する事務は、株主名簿管理人に取扱わ
せ、当会社においてはこれを取扱わない。

（株式取扱規則）
第１２条 当会社の株主の権利行使の手続きその他株式に関する取扱いは、法令または定款の

ほか、取締役会で定める株式取扱規則による。
（基準日）
第１３条 当会社は、毎年６月30日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有す

る株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することが
できる株主とする。
2. 前項にかかわらず、必要のある場合は、取締役会の決議によって、予め公告して、
一定の日の最終の株主名簿に記載または記録されている株主または登録株式質権者を
その権利を行使することができる株主または登録株式質権者とする。

第３章 株主総会
（招集）
第１４条 定時株主総会は毎年９月に、臨時株主総会は必要あるごとに招集する。
（招集権者および議長）
第１５条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、社長執行役員を兼務する取締役

がこれを招集し、議長となる。
2. 前項に定めた社長執行役員を兼務する取締役に事故があるときは、予め取締役会で
定めた順序により、他の取締役がこれにあたる。

（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）
第１６条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および

連結計算書類に記載または表示すべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに
従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したも
のとみなすことができる。
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（決議の方法）
第１７条 株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めのある場合のほか、出席した議決

権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2. 会社法第309条第２項によるべき決議は、定款の定めがある場合を除き、議決権を
行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決
権の３分の２以上をもって行う。

（議決権の代理行使）
第１８条 株主またはその法定代理人は、当会社の議決権のある他の株主１名を代理人とし

て、議決権を行使することができる。
2. 前項の場合には、株主またはその代理人は代理権を証明する書面を株主総会毎に当
会社に提出しなければならない。

（株主総会の議事録）
第１９条 株主総会の議事は、その要領および結果ならびにその他法令に定める事項を議事録

に記載または記録する。
2. 株主総会の議事録は、その原本を決議の日から１０年間本店に備え置く。

第４章 取締役および取締役会
（取締役の員数）
第２０条 当会社は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名以内を置く。

2. 当会社の監査等委員である取締役は、４名以内とする。
（取締役の選任方法）
第２１条 取締役は、株主総会の決議により選任する。ただし、監査等委員である取締役は、

それ以外の取締役と区別して選任するものとする。
2. 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上
を有する株主が株主総会に出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3. 取締役の選任については、累積投票によらない。
4. 当会社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備
え、株主総会において補欠の監査等委員である取締役を選任することができる。

（取締役の任期）
第２２条 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後１年以内に終了する

事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
2. 監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終
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のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
3. 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委
員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時まで
とする。ただし、補欠の監査等委員である取締役が監査等委員である取締役に就任し
た場合は、当該補欠の監査等委員である取締役としての選任後２年以内に終了する事
業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時を超えることはできないもの
とする。

（補欠の監査等委員である取締役の予選決議の有効期間）
第２３条 補欠の監査等委員である取締役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議

後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会開始の時まで
とする。

（取締役会規則）
第２４条 取締役会に関する事項については、法令または定款に別段の定めがある場合を除

き、取締役会の定める取締役会規則による。
（取締役会の招集権者および議長）
第２５条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会において予め定められ

た取締役がこれを招集し、議長となる。予め定められた取締役に事故があるときは、
取締役会において予め定められた順序に従い、他の取締役が招集し、議長となる。
2. 前項の招集は、取締役会の日の３日前までに各取締役に対しその通知を発する。た
だし、緊急に招集の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
3. 取締役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開くことがで
きる。

（取締役会の決議方法）
第２６条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その出席

取締役の過半数をもって行う。
（取締役会の決議の省略）
第２７条 当会社は取締役全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同

意した場合には、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議事項があったものとみ
なす。

（重要な業務執行の決定の委任）
第２８条 当会社は、会社法第399条の13第６項の規定により、取締役会の決議によって重

要な業務執行（同条第５項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部または一部を取
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締役に委任することができる。
（代表取締役）
第２９条 当会社は、取締役会の決議によって取締役（監査等委員である取締役を除く。）の

中から代表取締役を選定する。
（執行役員および役付執行役員）
第３０条 取締役会の決議によって、執行役員を選任し、当会社の業務を分担して執行させる

ことができる。なお、執行役員の選任、退任、身分、職務等については、取締役会に
おいて定める執行役員規則による。
2. 取締役会の決議によって、代表取締役の中から社長執行役員１名、副社長執行役員
１名を選定する。

（取締役会の議事録）
第３１条 取締役会の議事は、その要領および結果ならびにその他法令で定める事項を議事録

に記載または記録し、出席した取締役がこれに記名押印または電子署名する。
2. 取締役会の議事録は、決議の日から１０年間本店に備え置く。

（取締役の報酬等）
第３２条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益

は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によ
って定める。

（取締役の責任免除）
第３３条 当会社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議によって、取締役

（取締役であった者を含む。）の会社法第423条第１項の賠償責任について法令に定め
る要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して
得た額を限度として免除することができる。
2. 当会社は、会社法第427条第１項の規定により、取締役（業務執行取締役等である
ものを除く。）との間で、会社法第423条第１項の賠償責任について法令に定める要
件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、
当該契約に基づく賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項各号に規定する金額の
合計額とする。

第５章 監査等委員会
（監査等委員会の招集通知）
第３４条 監査等委員会の招集は、監査等委員会の日の３日前までに各監査等委員に対しその
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通知を発する。ただし、緊急に招集の必要があるときは、この期間を短縮することが
できる。
2. 監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査等委員会を開く
ことができる。

（監査等委員会の決議方法）
第３５条 監査等委員会の決議は、議決に加わることができる監査等委員の過半数が出席し、

その出席監査等委員の過半数をもって行う。
（監査等委員の議事録）
第３６条 監査等委員会の議事は、その要領および結果ならびにその他法令で定める事項を議

事録に記載または記録し、出席した監査等委員がこれに記名押印または電子署名す
る。

（常勤の監査等委員）
第３７条 監査等委員会は、その決議によって、常勤の監査等委員を選定することができる。
（監査等委員会規則）
第３８条 監査等委員会に関する事項については、法令または定款に別段の定めがある場合を

除き、監査等委員会の定める監査等委員会規則による。

第６章 会計監査人
（会計監査人の選任）
第３９条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
（会計監査人の任期）
第４０条 会計監査人の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す

る定時株主総会終結の時までとする。
2. 会計監査人は前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該
定時株主総会において再任されたものとみなす。

（会計監査人の報酬等）
第４１条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める。

第７章 計算
（事業年度）
第４２条 当会社の事業年度は、毎年７月１日から翌年６月30日とする。
（剰余金の配当等）
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第４３条 当会社は、株主総会の決議によって毎年６月30日の最終の株主名簿に記載または
記録された株主または登録株式質権者に対し金銭による剰余金の配当（以下「期末配
当金」という。）を支払う。

（配当金の除斥期間）
第４４条 期末配当金が支払開始の日から満３年を経過しても受領されないときは、当会社は

その支払の義務を免れるものとする。
2. 未払の配当金には利息をつけない。
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附則
（最初の事業年度）
第１条 当会社の最初の事業年度は、第42条の規定にかかわらず、当会社の成立の日から

令和４年６月30日までとする。
（最初の取締役の報酬等）
第２条 第32条の規定にかかわらず、当会社の成立の日から最初の定時株主総会終結の時

までの取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等のうち金銭で支給するも
のの総額は年額120百万円以内とする。

２． 第32条の規定にかかわらず、当会社の成立の日から最初の定時株主総会終結の時
までの監査等委員である取締役の報酬等のうち金銭で支給するものの総額は年額50
百万円以内とする。

３． 第32条の規定および本条第１項の規定にかかわらず、当会社の成立の日から最初
の定時株主総会終結の時までの取締役（監査等委員である取締役を除く。以下本項に
おいて同じ）の報酬等のうち、株式報酬型ストック・オプションとして割り当てる新
株予約権に関する報酬等の額は年額80百万円以内とし、当該新株予約権の内容は次
のとおりとする。

（１）株式報酬型ストック・オプション（業績達成型）
①新株予約権の目的である株式の種類および数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的である
株式の数（以下、（１）において「付与株式数」という。）は１個当たり100株とす
る。ただし、新株予約権を割り当てる日以降に、当社が普通株式につき、株式分割
（当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合
を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されて
いない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたとき
は、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うこと
ができる。なお、上記の調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。
②新株予約権の総数
当社の成立の日から最初の定時株主総会終結の時までに取締役に対して割り当てる
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当社の新株予約権の総数は、400個を上限とする。
③新株予約権の払込金額
各新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当てに際してブラック・ショールズ・
モデル等の公正な算定方式により算定された新株予約権の公正価格を基準として取締
役会において定める金額とする。なお、新株予約権の割当てを受けた者（以下、（１）
において「新株予約権者」という。）は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対
する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭の払込みを要しないものとする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使によ
り交付を受けることができる株式１株当たりの払込金額を１円とし、これに付与株式
数を乗じた金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を割り当てる日の翌日から11年以内の範囲で、当社の取締役会におい
て定めるものとする。
⑥新株予約権の行使の条件
（ア） 新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役の地

位にあることを要する。ただし、任期満了による退任その他正当な理由があ
る場合は、この限りではない。

（イ） その他の新株予約権の行使条件については、新株予約権の募集事項を決定す
る取締役会において定めるものとする。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとす
る。
⑧新株予約権の取得条項
（ア） 新株予約権者が権利行使をする前に、⑥の定め又は新株予約権割当契約の定

めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別
途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。

（イ） 当社は、以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社の株主総会で承認され
た場合（株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合）
は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することが
できる。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
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ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得に

ついて当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承
認の議案

ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類
の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式に
ついて当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑨付与の条件
（ア） 当社は一定の業績目標の達成を条件として、取締役に対して新株予約権を付

与するものとする。
（イ） （ア）に係る業績判定となる連結会計年度の有価証券報告書における目標業

績の達成を条件に新株予約権を付与する業績目標、業績判定期間その他具体
的な算定方法については当社の取締役会において定めるものとする。

⑩その他の新株予約権の内容
新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集事項を決定する取
締役会において定めるものとする。

（２）株式報酬型ストック・オプション（中長期インセンティブ型）
①新株予約権の目的である株式の種類および数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的である
株式の数（以下、（２）において「付与株式数」という。）は１個当たり100株とす
る。ただし、新株予約権を割り当てる日以降に、当社が普通株式につき、株式分割
（当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合
を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されて
いない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたとき
は、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うこと
ができる。なお、上記の調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。
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②新株予約権の総数
当社の成立の日から最初の定時株主総会終結の時までに取締役に対して割り当てる
当社の新株予約権の総数は、800個を上限とする。
③新株予約権の払込金額
各新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当てに際してブラック・ショールズ・
モデル等の公正な算定方式により算定された新株予約権の公正価格を基準として取締
役会において定める金額とする。なお、新株予約権の割当てを受けた者（以下、（２）
において「新株予約権者」という。）は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対
する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭の払込を要しないものとする。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使によ
り交付を受けることができる株式１株当たりの払込金額を１円とし、これに付与株式
数を乗じた金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を割り当てる日の翌日から30年以内の範囲で、当社の取締役会におい
て定めるものとする。
⑥新株予約権の行使の条件
（ア） 新株予約権者は、当社及び当社子会社の取締役の地位を喪失した日の翌日か

ら10日（10日目が休日に当たる場合には翌営業日）を経過する日までの間
に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。

（イ） その他の新株予約権の行使条件については、新株予約権の募集事項を決定す
る取締役会において定めるものとする。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとす
る。
⑧新株予約権の取得条項
（ア） 新株予約権者が権利行使をする前に、⑥の定め又は新株予約権割当契約の定

めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別
途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。

（イ） 当社は、以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社の株主総会で承認され
た場合（株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合）
は、当社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することが
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できる。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得に

ついて当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承
認の議案

ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類
の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式に
ついて当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑨その他の新株予約権の内容
新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集事項を決定する取
締役会において定めるものとする。

（本附則の削除）
第３条 本附則は、当会社の成立後最初の定時株主総会終結の時をもって、削除する。

以上、株式移転計画書（写）

３．会社法第773条第１項第５号及び第６号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
（１）共同持株会社が本株式移転に際して両社の株主に対して交付する共同持株会社の株式及び

共同持株会社の株式の割当てに関する事項
両社は、本株式移転による共同持株会社の設立に際し、両社のそれぞれの株主に対し割当
て交付する共同持株会社の普通株式の割当て比率（以下「株式移転比率」といいます。）を
以下のとおり、決定いたしました。
① 本株式移転に係る割当ての内容（株式移転比率）

会社名 当社 ダイヤコンサルタント

株式移転比率 １ １
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（注１）本株式移転に係る株式の割当ての詳細
当社の普通株式１株に対して共同持株会社の普通株式１株を、ダイヤコンサルタントの
普通株式１株に対して共同持株会社の普通株式１株を割当て交付いたします。但し、上記
株式移転比率は算定の基礎となる諸条件に重大な変更が生じた場合は、両社協議の上変更
することがあります。
なお、共同持株会社の単元株式数は、100株とする予定です。
本株式移転により、当社又はダイヤコンサルタントの株主に割当て交付する共同持株会
社の普通株式の数に１株に満たない端数が生じた場合には、会社法第234条その他関連法
令の規定に従い、１株に満たない端数部分に応じた金銭をお支払いいたします。

（注２）共同持株会社が本株式移転により交付する新株式数（予定）
普通株式：10,070,000株
上記は当社の発行済株式総数7,660,000株（2020年12月31日時点）及びダイヤコン
サルタントの発行済株式総数4,700,000株（2020年12月31日時点）に基づいて記載し
ております。但し、ダイヤコンサルタントは、本株式移転の効力発生日までに、
2,640,000株を上限として本自己株式取得を実施したうえで、150,000株について、ダ
イヤコンサルタント従業員持株会を割当先とする本自己株式処分を行い、残りを実務上消
却可能な範囲で消却することを予定しているため、本自己株式取得の上限数（2,640,000
株）からダイヤコンサルタント従業員持株会が保有するダイヤコンサルタントの株式
200,000株及び本自己株式処分の対象となる150,000株を控除した数（2,290,000株）
については、上記算出において、新株式交付の対象から除外しております。なお、本株式
移転の効力発生日までに実際に消却される自己株式数は現状において未確定であるため、
共同持株会社が発行する上記株式数は変動することがあります。また、本株式移転の効力
発生の直前までに当社の新株予約権の行使等がなされた場合においても、共同持株会社が
交付する新株式数は変動することがあります。

（注３）単元未満株式の取扱い等について
本株式移転により両社の株主の皆様に割当てられる共同持株会社の株式は株式会社東京
証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）に新規上場申請を行うことが予定さ
れており、当該申請が承認された場合、共同持株会社の株式は東京証券取引所での取引が
可能となることから、当社の株式を100株以上、又はダイヤコンサルタントの株式を100
株以上保有するなどして、本株式移転により共同持株会社の株式の単元株式数である100
株以上の共同持株会社の株式の割当てを受ける当社又はダイヤコンサルタントの株主の皆
様に対しては、引き続き共同持株会社の株式の流動性を提供できるものと考えておりま
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す。
なお、100株未満の共同持株会社の株式の割当てを受ける当社又はダイヤコンサルタン
トの株主の皆様につきましては、かかる割当てられた株式を東京証券取引所その他の金融
商品取引所において売却することはできませんが、そのような単元未満株式を保有するこ
ととなる株主の皆様は、共同持株会社に対し、自己の保有する単元未満株式を買い取るこ
とを請求することが可能です。また、その保有する単元未満株の数と合わせて１単元とな
る数の株式を共同持株会社から買い増すことも可能です。

② 割当ての内容の根拠及び理由
上記①「本株式移転に係る割当ての内容」に記載の株式移転比率の決定にあたって公正
性を期すため、当社は山田コンサルティンググループ株式会社（以下「山田コンサル」と
いいます。）を、ダイヤコンサルタントは株式会社日本政策投資銀行（以下「日本政策投
資銀行」といいます。）をそれぞれ第三者算定機関として選定いたしました。両社は、そ
れぞれ、当該第三者算定機関に対し、本株式移転に用いられる株式移転比率の算定を依頼
し、第三者算定機関による算定結果を参考に、それぞれ両社の財務の状況、資産の状況、
将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、両社で株式移転比率について慎重に交渉・協議
を重ねた結果、最終的に上記①「本株式移転に係る割当ての内容」に記載の株式移転比率
が妥当であるとの判断にいたり、2021年２月12日に開催された各社の取締役会において
本株式移転における株式移転比率を決定し、合意いたしました。

③ 算定に関する事項
ア．算定機関の名称及び両者との関係
当社の第三者算定機関である山田コンサル及びダイヤコンサルタントの第三者算定機
関である日本政策投資銀行は、いずれも当社、ダイヤコンサルタント及び、三菱マテリ
アル株式会社（以下「三菱マテリアル」といいます。）の関連当事者には該当せず、本
株式移転に関して記載すべき重要な利害関係を有しません。

イ．算定の概要
両社は、本株式移転に用いられる株式移転比率の公正性・妥当性を確保するため、当

社は山田コンサルに、ダイヤコンサルタントは日本政策投資銀行に対し、それぞれ株式
移転比率の算定を依頼し、株式移転比率算定書を受領いたしました。
山田コンサルは、上場会社である当社について、市場株価が存在することから市場株
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価法による算定を行い、また、両社について、将来の事業活動の状況を算定に反映する
ためディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法（以下「DCF法」といいます。）を用
いて評価の上、株式移転比率の算定を行いました。各手法における株式移転比率の算定
レンジは以下のとおりです。以下の株式移転比率の算定レンジは、当社の普通株式１株
に対して共同持株会社の普通株式１株を割当てる場合に、ダイヤコンサルタントの普通
株式１株に対して割当てられる共同持株会社の普通株式数の評価レンジを記載したもの
であります。
採用手法

株式移転比率の算定レンジ
当社 ダイヤコンサルタント
市場株価法 DCF法 0.85～1.71
DCF法 DCF法 0.46～1.08
市場株価法については、2021年２月10日を算定基準日とし、東京証券取引所における
当社普通株式の算定基準日の終値、算定基準日までの１ヶ月間、３ヶ月間及び６ヶ月間に
おける終値単純平均株価を採用しております。
山田コンサルは、株式移転比率の算定に際して、両社から提供を受けた情報及び一般に

公開された情報等を原則としてそのまま採用し、採用したそれらの資料及び情報等が全て
正確かつ完全なものであること、並びに株式移転比率の算定に重大な影響を与える可能性
がある事実で山田コンサルに対して未開示の事実はないこと等を前提としており、独自に
それらの正確性及び完全性の検証は行っておりません。また、両社の資産及び負債（偶発
債務を含みます。）について、独自の評価又は査定を行っていないことを前提としており
ます。また、かかる算定において参照した両社の財務見通し（以下「事業計画」といいま
す。）については、両社により現時点で得られる最善の予測及び判断に基づき合理的に準
備・作成されたことを前提としております。
なお、山田コンサルがDCF法において使用した算定の基礎となる両社の将来の事業計画
においては、大幅な増減益を見込んでおりません。また、当該事業計画は、本株式移転の
実施を前提としておりません。
日本政策投資銀行は、上場会社である当社について、市場株価が存在することから市場
株価法による算定を行い、また、ダイヤコンサルタントについては、非上場会社であるも
のの比較可能な上場類似会社が存在し、類似会社比較による株式価値の類推が可能である
ことから類似会社比較法を、加えて、両社について、将来の事業活動の状況を算定に反映
するためDCF法を用いて評価の上、株式移転比率の算定を行いました。各手法における株
式移転比率の算定レンジは以下のとおりです。以下の株式移転比率の算定レンジは、当社
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の普通株式１株に対して共同持株会社の普通株式１株を割当てる場合に、ダイヤコンサル
タントの普通株式１株に対して割当てられる共同持株会社の普通株式数の評価レンジを記
載したものであります。
採用手法

株式移転比率の算定レンジ
当社 ダイヤコンサルタント
市場株価法 類似会社比較法 1.00～1.69
DCF法 DCF法 0.44～1.12
市場株価法については、2021年２月10日を算定基準日とし、東京証券取引所における
当社普通株式の算定基準日の終値、算定基準日までの１ヶ月間、３ヶ月間及び６ヶ月間に
おける終値単純平均株価を採用しております。
日本政策投資銀行は、株式移転比率の算定に際して、両社から提供を受けた情報及び一
般に公開された情報等を原則としてそのまま採用し、採用したそれらの資料及び情報等が
全て正確かつ完全なものであること、並びに株式移転比率の算定に重大な影響を与える可
能性がある事実で日本政策投資銀行に対して未開示の事実はないこと等を前提としてお
り、独自にそれらの正確性及び完全性の検証は行っておりません。また、両社の資産及び
負債（偶発債務を含みます。）について、独自の評価又は査定を行っていないことを前提
としております。また、かかる算定において参照した両社の事業計画については、両社に
より現時点で得られる最善の予測及び判断に基づき合理的に準備・作成されたことを前提
としております。
なお、日本政策投資銀行がDCF法において使用した算定の基礎となる両社の将来の事業
計画においては、大幅な増減益を見込んでおりません。また、当該事業計画は、本株式移
転の実施を前提としておりません。

④ 公正性を担保するための措置
本株式移転の公正性・妥当性を担保するために、各社から独立した第三者算定機関とし

て、当社は山田コンサルを、ダイヤコンサルタントは日本政策投資銀行をそれぞれ選定
し、本株式移転に用いられる株式移転比率の合意の基礎とすべく株式移転比率算定書を受
領しております。なお、両社は、第三者算定機関より、合意された株式移転比率がそれぞ
れの株主にとって財務的見地から公正である旨の意見書（フェアネス・オピニオン）を取
得しておりません。
また、法務アドバイザーとして、当社は北浜法律事務所を、ダイヤコンサルタントは
TMI総合法律事務所をそれぞれ選定し、それぞれ本株式移転の手続及び意思決定の方法・
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過程等についての助言を受けております。
なお、北浜法律事務所及びTMI総合法律事務所は、いずれも当社、ダイヤコンサルタン
ト及び三菱マテリアルの関連当事者には該当せず、本株式移転に関して記載すべき重要な
利害関係を有しません。

（２）共同持株会社の資本金及び準備金の額に関する事項
当社及びダイヤコンサルタントは、本株式移転による共同持株会社の設立に際し、共同

持株会社の資本金及び準備金の額を以下のとおり決定いたしました。
① 資本金の額 2,000,000,000円
② 資本準備金の額 500,000,000円
③ 利益準備金の額 ０円
これらの資本金及び準備金の額につきましては、共同持株会社の規模その他の諸事情を

総合的に勘案・検討し、当社とダイヤコンサルタントが協議の上、会社計算規則第52条
の規定の範囲内で決定したものであります。

４．会社法第773条第１項第９号及び第10号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事
項
共同持株会社は、本株式移転に際して、基準時における以下の表の①から④までの第１
欄に掲げる当社又はダイヤコンサルタントが発行している各新株予約権の新株予約権者に
対して、当該新株予約権の内容及び株式移転比率を踏まえ、それぞれその所有する当社又
はダイヤコンサルタントの新株予約権に代わり、基準時における当該新株予約権の総数と
同数の、第2欄に掲げる共同持株会社の新株予約権をそれぞれ割当交付いたします。
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第１欄 第２欄
名称 内容 名称 内容

① 大日本コンサルタント株式
会社
第１回新株予約権

別紙①-１記載
のとおり。

DNホールディングス株式会
社
第１回新株予約権

別紙①-２記載
のとおり。

② 大日本コンサルタント株式
会社
第２回新株予約権

別紙②-１記載
のとおり。

DNホールディングス株式会
社
第２回新株予約権

別紙②-２記載
のとおり。

③ 大日本コンサルタント株式
会社
第３回新株予約権

別紙③-１記載
のとおり。

DNホールディングス株式会
社
第３回新株予約権

別紙③-２記載
のとおり。

④ 大日本コンサルタント株式
会社
第４回新株予約権

別紙④-１記載
のとおり。

DNホールディングス株式会
社
第４回新株予約権

別紙④-２記載
のとおり。

（注）各内容欄に記載した別紙は、株式移転計画書（写）の別紙を示し、「株主総会参考書
類 第１号議案 別冊」に記載しております。

５．ダイヤコンサルタントに関する事項
（１）最終事業年度（2020年３月期）に係る計算書類等の内容

ダイヤコンサルタントの2020年３月期に係る計算書類等の内容につきましては、法令及
び 当 社 定 款 第 16 条 に 基 づ き、 イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の 当 社 ウ ェ ブ サ イ ト
（https://www.ne-con.co.jp/）に記載しております。

（２）最終事業年度の末日後に生じた会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容
該当事項はありません。

６．当社において最終事業年度の末日後に生じた会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内
容
該当事項はありません。
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７．共同持株会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）となる者についての会社法施行
規則第74条に規定する事項
共同持株会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）となる者は、次のとおりであ
ります。

氏 名
（生年月日）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

（１）所有する当社の
株式の数

（２）所有するダイヤ
コンサルタント
の株式の数

（３）割当てられる共
同持株会社の株
式の数

新
あ ら い
井 伸

のぶひろ
博

（1956年１月15日）
1980年４月
2006年７月
2007年９月
2009年９月

2010年７月
2011年７月
2011年９月

2013年７月

2013年９月

2014年９月
2016年９月

当社入社
当社構造事業部事業部長
当社執行役員
当社常務執行役員
当社技術統括部副統括部長
当社東京支社副支社長
当社東京支社支社長
当社取締役
当社事業戦略担当(関東地域)
当社執行役員
当社技術総括担当
当社技術統括部統括部長
当社技術統括部構造保全事業統括
当社復興防災推進部部長
当社常務取締役
当社情報セキュリティ責任者
当社技術統括担当
当社代表取締役社長執行役員(現任)

（１）53,700株
（２）― 株
（３）53,700株

【取締役候補者とした理由】
同氏は、1980年に当社に入社以来、橋梁設計などの構造保全事業に従事し、その後、東京支社支社長、技術
統括部統括部長、取締役として事業戦略担当（関東地域）、技術統括担当などを経て、2016年９月から代表取締
役社長執行役員を務めて今日に至っており、豊富な業務経験と企業経営に関する知見を有しております。こうし
た経験と知見を活かし、共同持株会社の代表取締役としてさらなるリーダーシップを発揮し、企業価値向上へと
導くことができると判断し、同氏を取締役候補者といたしました。
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氏 名
（生年月日）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

（１）所有する当社の
株式の数

（２）所有するダイヤ
コンサルタント
の株式の数

（３）割当てられる共
同持株会社の株
式の数

野
の ぐ ち
口 泰

やすひこ
彦

（1955年５月31日）
1978年４月
2005年９月
2009年６月

2010年１月

2010年６月

2011年４月

2013年４月
2015年４月
2016年４月

通商産業省入省
日本アルミニウム協会専務理事
三菱マテリアル株式会社直島精錬所副所長
同社九州工場副工場長
同社執行役員兼地球環境プロジェクト・資
源リサイクル事業担当役員補佐
同社執行役員地球環境プロジェクト担当役
員補佐兼資源・リサイクル事業本部副事業
本部長
同社資源・リサイクル事業本部事業本部長
補佐
同社顧問、環境CSR担当役員補佐
同社顧問（非常勤）（現任）
株式会社ダイヤコンサルタント代表取締役
社長（現任）

（１）― 株
（２）― 株
（３）― 株

【取締役候補者とした理由】
同氏は、長年の通商産業省での職務経験に加え、三菱マテリアルにおいて、精錬所副所長、副工場長として、

製造現場のマネジメント経験を有するとともに、地球環境関連の職務を歴任する等、環境関連事業に関する幅広
い経験と知見を有しています。また、同社において役員、顧問等の立場で企業、部門全体の経営に携わり、さら
に2016年以降は、ダイヤコンサルタント代表取締役社長として、その経営にあたるなど、企業経営における幅
広い経験と知見を有しています。環境関連事業および企業経営に関する豊富な経験と知見を有する同氏が、共同
持株会社の取締役としてその経営に携わることにより、共同持株会社の企業価値が向上するものと判断し、同氏
を取締役候補者といたしました。
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氏 名
（生年月日）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

（１）所有する当社の
株式の数

（２）所有するダイヤ
コンサルタント
の株式の数

（３）割当てられる共
同持株会社の株
式の数

高
た か く
久 晃

あきら

（1954年７月２日）
1978年４月
2004年７月
2005年５月
2006年７月
2006年９月
2007年７月
2007年９月

2009年９月

2010年10月
2011年９月

2012年９月
2013年１月
2013年９月

2016年９月

当社入社
当社東北支社支社長
当社経営統括部経営企画室室長
当社経営統括部部長
当社取締役
当社経営統括部統括部長
当社経営企画担当
当社執行役員
当社業務管理担当
当社業務統括部統括部長
当社海外事業担当
当社常務取締役
当社技術総括担当
当社西日本経営総括担当
(近畿、中国、四国、九州地域)
当社専務取締役
当社情報セキュリティ責任者
当社代表取締役社長
当社執行役員
当社代表取締役会長(現任)

（１）81,000株
（２）― 株
（３）81,000株

【取締役候補者とした理由】
同氏は、1978年に当社に入社以来、長きにわたり海外事業に従事し、その後、取締役として経営企画担当、

業務管理担当などを経て、2013年9月から代表取締役社長を３年間、2016年9月から代表取締役会長を務めて
今日に至っており、豊富な業務経験と企業経営に関する知見を有しております。こうした経験と知見を活かし、
共同持株会社の取締役として、企業価値向上へと導くことができると判断し、同氏を取締役候補者といたしまし
た。
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（注）１．所有する両社の株式の数は、2020年12月31日現在の所有状況に基づき記載しており、また、割当
てられる共同持株会社の株式の数は、当該所有状況に基づき、株式移転比率を勘案して記載してお
ります。なお、実際に割当てられる共同持株会社の株式の数は、共同持株会社の設立日の直前の所
有株式数に応じて変動することがあります。

２．各候補者と両社との間には特別の利害関係はなく、共同持株会社との間で特別の利害関係が生じる
予定もありません。

３．共同持株会社は、取締役を被保険者とする役員賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保険）契約を保険会社との間
で締結する予定であります。当該保険契約によって、被保険者がその地位に基づいて行った行為に
起因して、損害賠償請求された場合の法律上の損害賠償金および訴訟費用が補償されます。各候補
者が就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。
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８．共同持株会社の監査等委員である取締役（補欠取締役も含む。）となる者についての会社法
施行規則第74条の３に規定する事項
共同持株会社の監査等委員である取締役となる者は、次のとおりであります。

氏 名
（生年月日）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

（１）所有する当社の
株式の数

（２）所有するダイヤ
コンサルタント
の株式の数

（３）割当てられる共
同持株会社の株
式の数

吉
よしむら
村 実

み よ し
義

（1957年９月29日）
1982年４月
2007年４月

2010年４月

2011年４月

2013年４月

2014年４月

2015年４月

2016年４月

2017年４月

2020年４月

株式会社ダイヤコンサルタント入社
同社ジオエンジニアリング事業本部地質解
析センター地質環境グループマネージャー
同社ジオエンジニアリング事業本部地圏環
境センター副センター長
同社ジオエンジニアリング事業本部地圏環
境センター長
同社執行役員ジオエンジニアリング事業本
部地圏環境事業部長
同社執行役員ジオエンジニアリング事業本
部副本部長
同社執行役員ジオエンジニアリング事業本
部本部長補佐
同社執行役員ジオエンジニアリング事業本
部長
同社取締役ジオエンジニアリング事業本部
長
同社取締役（現任）

（１）― 株
（２）― 株
（３）― 株

【取締役候補者とした理由】
同氏は、1982年にダイヤコンサルタントに入社後、一貫して建設コンサルタント事業および地質調査事業に
携わっており、当該分野について深い経験と知見を有しています。また、2013年以降、執行役員として事業、
組織のマネジメントを行い、2017年以降は取締役として全社の経営に携わるなど、経営に関する幅広い経験と
知見を有しています。建設コンサルタント事業および地質調査事業並びに企業経営に関する豊富な経験と知見を
有する同氏が、共同持株会社の取締役としてその経営に携わることにより、共同持株会社の企業価値が向上する
ものと判断し、同氏を取締役候補者といたしました。
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氏 名
（生年月日）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

（１）所有する当社の
株式の数

（２）所有するダイヤ
コンサルタント
の株式の数

（３）割当てられる共
同持株会社の株
式の数

林
はやしだ
田 和

かずひさ
久

（1973年12月18日）
2007年８月

2014年２月

2016年９月
2017年６月
2017年12月
2019年６月
2020年７月

新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査
法人)入所
林田和久公認会計士事務所開設 所長(現
任)
当社取締役(監査等委員)(現任)
株式会社BlueMeme監査役(現任)
株式会社OpenModels監査役(現任)
日本トムソン株式会社監査役(現任)
株式会社学びエイド監査役(現任)

（１）100株
（２）― 株
（３）100株

【社外取締役候補者とした理由】
同氏は、公認会計士としての専門的知識とＩＰＯ支援、財務会計相談、内部統制構築支援、各種法定監査など
の豊富な経験を有しており、現在は当社の監査等委員である取締役として適切に職務を遂行していただいており
ます。その専門的知識と豊富な経験を、共同持株会社の業務執行の監督および監査に活かしていただくため、同
氏を社外取締役候補者といたしました。
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氏 名
（生年月日）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

（１）所有する当社の
株式の数

（２）所有するダイヤ
コンサルタント
の株式の数

（３）割当てられる共
同持株会社の株
式の数

井
いのうえ
上 毅

つよし

（1952年４月４日）
1976年４月
1993年３月
1995年３月
1997年３月
1999年10月
2000年６月
2002年５月
2004年６月
2006年６月
2008年10月
2010年６月

2013年６月

2014年６月

2015年６月
2016年６月

日本開発銀行入行
同行審査部副長
同行総務部副長
同行人事部次長
日本政策投資銀行人事部次長
同行秘書役
同行産業・技術部長
同行東北支店長
同行監事
株式会社日本政策投資銀行常勤監査役
日本原燃株式会社常務取締役経営企画室・
担当（原価管理、経理）
同社取締役常務執行役員経営本部・担当
（原価管理、経理）
株式会社価値総合研究所代表取締役社長
三菱製紙株式会社監査役
富士石油株式会社監査役（現任）
株式会社日本経済研究所代表取締役社長
トピー工業株式会社取締役
現在、富士石油株式会社監査役を除き退任

（１）― 株
（２）― 株
（３）― 株

【社外取締役候補者とした理由】
同氏は、1976年に日本開発銀行に入行後、融資に関連する部署に留まらず、幅広い職務を経験しており、企
業財務、会計の他、リスクマネジメント、組織や人材の管理運営、産業動向等幅広い知見と経験を有していま
す。また、2006年以降、同行監事として、2008年以降は日本政策投資銀行の常勤監査役として、それぞれ銀行
の経営に携わった他、2010年以降は、様々な業種の企業において、代表取締役、取締役、監査役の職を歴任す
る等、企業経営に関する幅広い経験と知見を有しています。企業財務、会計その他各種分野に関する幅広い業務
経験および知見と、幅広い企業経営に関する経験と知見を有する同氏が、共同持株会社の取締役としてその経営
に携わることにより、共同持株会社の企業価値が向上するものと判断し、同氏を社外取締役候補者といたしまし
た。
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氏 名
（生年月日）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

（１）所有する当社の
株式の数

（２）所有するダイヤ
コンサルタント
の株式の数

（３）割当てられる共
同持株会社の株
式の数

矢
や じ ま
島 一

かずあき
昭

（1955年10月９日）
1978年４月
1994年４月

1999年１月
2005年４月

2007年４月

2010年３月

2010年４月

2013年４月

2016年４月
2019年４月

株式会社ダイヤコンサルタント入社
同社東京事業本部東京事業部地質部技術第
1課長
同社東京事業部地質部次長
同社ジオエンジニアリング事業本部地質解
析センター地質環境グループマネージャー
同社ジオエンジニアリング事業本部地質解
析センター長
同社執行役員ジオエンジニアリング事業本
部地質解析センター長
同社執行役員ジオエンジニアリング事業本
部副本部長
同社取締役ジオエンジニアリング事業本部
本部長
同社常務取締役
同社取締役（現任）

（１）― 株
（２）― 株
（３）― 株

【補欠取締役候補者とした理由】
同氏は、1978年にダイヤコンサルタントに入社後、一貫して建設コンサルタント事業および地質調査事業に
携わっており、当該分野について深い経験と知見を有しています。また、2010年以降、執行役員として同社地
質調査事業のマネジメントを行い、2013年以降は取締役として全社の経営に携わるなど、経営に関する幅広い
経験と知見を有しています。建設コンサルタント事業および地質調査事業並びに企業経営に関する豊富な経験と
知見を有する同氏が、共同持株会社の取締役としてその経営に携わることにより、共同持株会社の企業価値が向
上するものと判断し、同氏を補欠の取締役候補者といたしました。
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氏 名
（生年月日）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

（１）所有する当社の
株式の数

（２）所有するダイヤ
コンサルタント
の株式の数

（３）割当てられる共
同持株会社の株
式の数

吉
よしかわ
川 直

なおあき
明

（1957年２月１日）
1975年４月
2013年７月
2015年７月
2016年７月
2017年８月

札幌国税局入局
萩税務署長
東京国税局調査第一部調査開発課課長
柏税務署長
吉川直明税理士事務所開設 所長（現任）

（１）― 株
（２）― 株
（３）― 株

【補欠社外取締役候補者とした理由】
同氏は、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、国税局での要職を歴任し、退官後も税理士として
の専門的知識と豊富な経験を有しており、法令に定める監査等委員である取締役を欠けることになる場合に、速
やかに監査等委員としての職務を適切に遂行していただける人物であると判断し、その専門的知識と豊富な経験
を共同持株会社の業務執行の監督および監査に活かしていただくため、同氏を補欠の社外取締役候補者といたし
ました。
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氏 名
（生年月日）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

（１）所有する当社の
株式の数

（２）所有するダイヤ
コンサルタント
の株式の数

（３）割当てられる共
同持株会社の株
式の数

川
かわばた
端 基

もとひこ
彦

（1955年９月１日）
2005年３月 ＣＬＳ日比谷東京法律事務所開設 代表パ

ートナー（現任）
（１）― 株
（２）― 株
（３）― 株

【補欠社外取締役候補者とした理由】
同氏は、弁護士としての法的視点および幅広い見識に基づいた、企業法務分野を中心とする法令やリスク管理
等に関わる豊富な業務経験を有しています。同氏は、取締役として直接企業経営に関与された経験を有さないも
のの、同氏の弁護士としての法的視点および見識並びに法令やリスク管理等に関する豊富な経験が、共同持株会
社の企業価値向上に資するものと考え、同氏を補欠の社外取締役候補者といたしました。

（注）１．所有する両社の株式の数は、2020年12月31日現在の所有状況に基づき記載しており、また、割当
てられる共同持株会社の株式の数は、当該所有状況に基づき、株式移転比率を勘案して記載してお
ります。なお、実際に割当てられる共同持株会社の株式の数は、共同持株会社の設立日の直前の所
有株式数に応じて変動することがあります。

２．各候補者と両社との間には特別の利害関係はなく、共同持株会社との間で特別の利害関係が生じる
予定もありません。

３．林田和久氏および井上 毅氏は、社外取締役候補者であります。また、吉川直明氏および川端基彦
氏は、補欠の社外取締役候補者であります。

４．共同持株会社は、林田和久氏および井上 毅氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同
取引所に届け出る予定であります。また、吉川直明氏および川端基彦氏が監査等委員である取締役
に就任した場合においても独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

５．共同持株会社は、監査等委員である取締役が就任した場合には、会社法第423条第１項の損害賠償
責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく賠償の限度額は、法令が規定す
る最低責任限度額であります。

６．共同持株会社は、監査等委員である取締役を被保険者とする役員賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保険）契約
を保険会社との間で締結する予定であります。当該保険契約によって、被保険者がその地位に基づ
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いて行った行為に起因して、損害賠償請求された場合の法律上の損害賠償金および訴訟費用が補償
されます。各候補者が就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。
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９．共同持株会社の会計監査人となる者についての会社法施行規則第77条に規定する事項
共同持株会社の会計監査人となる者は、次のとおりであります。

名称 有限責任監査法人トーマツ
主たる
事務所の
所在地

東京都千代田区丸の内三丁目２番３号 丸の内二重橋250ビルディング

沿革

1968年５月 等松・青木監査法人設立
1975年５月 トウシュ ロス インターナショナル＜TRI＞（現デロイトトウシ

ュ トーマツリミテッド＜DTTL＞）へ加盟
1990年２月 監査法人トーマツに名称変更
2009年７月 有限責任監査法人への移行に伴い、名称を有限責任監査法人トーマ

ツに変更
監査関与
会社数 3,296社（2020年５月末日現在）

資本金 1,077百万円（2020年11月末日現在）

構成人員

6,851名（2020年８月末日現在）
社員（公認会計士）
特定社員
職員 会計士試験

公認会計士試験合格者等（会計士補を含む）
その他専門職
事務職

合計

510名
56名

2,757名
1,133名
2,238名
157名
6,851名

（注）有限責任監査法人トーマツを会計監査人候補者とした理由は、同監査法人が共同持株会
社の会計監査人に求められる専門性、独立性および内部管理体制等を有しており、適任
であると判断したためであります。
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第２号議案 定款一部変更の件
１．提案の理由

定款一部変更を提案する理由は、次のとおりであります。
（1） 当社は、2021年２月12日付で公表した「大日本コンサルタント株式会社による

株式会社ダイヤコンサルタントの株式取得および共同持株会社設立（共同株式移転）
による経営統合に関するお知らせ」に記載のとおり、共同株式移転の方式により両
社の親会社となるDNホールディングス株式会社を設立し（以下「本株式移転」とい
います。）、経営統合を行うことを決議いたしました。当社は、本株式移転の効力発
生日以降は株式移転完全子会社となることから、株式譲渡制限会社への移行と経営
統合に伴う組織体制の変更として、経営の透明性を最大限確保しつつ経営戦略の確
実な実行を期すため、監査役設置会社に移行いたしたく、監査役に関する規定の新
設並びに監査等委員会および監査等委員である取締役に関する規定の削除等を行う
ものであります。また、かかるガバナンス体制の見直しに伴い、取締役の任期の変
更並びに役付取締役および役付執行役員の地位の変更を行うものであります。

（2） 上記各変更に伴う条数の変更とともに、あわせて字句の修正、その他所要の変更
を行うものであります。
本議案における定款変更については、本株式移転の効力発生日をもって効力が発

生するものといたします。
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２．変更の内容
　 変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更箇所を示しております。）
現行定款 変更案

第 １ 章 総 則
第 １ 条 ～ 第 ３ 条 （条文省略）
（機 関）
第 ４ 条 当会社は、株主総会および取締役の

ほか、次の機関を置く。
(1) 取締役会
(2) 監査等委員会
(3) 会計監査人

第 ５ 条 （条文省略）

第 ２ 章 株 式
第 ６ 条 （条文省略）

（新設）

第 ７ 条 ～ 第１２条 （条文省略）
（基 準 日）
第１３条 当会社は、毎年６月３０日の最終の

株主名簿に記載または記録された議決
権を有する株主をもって、その事業年
度に関する定時株主総会において権利
を行使することができる株主とする。

2． 前項にかかわらず、必要のある場合
は、取締役会の決議によって、予め公
告して、一定の日における株主名簿に
記載または記録されている株主または
登録株式質権者をその権利を行使する
ことができる株主または登録株式質権
者とする。

第 ３ 章 株 主 総 会
第１４条 （条文省略）

第 １ 章 総 則
第 １ 条 ～ 第 ３ 条 （現行どおり）
（機関構成）
第 ４ 条 当会社は、株主総会および取締役の

ほか、次の機関を置く。
(1) 取締役会
(2) 監査役
(3) 会計監査人

第 ５ 条 （現行どおり）

第 ２ 章 株 式
第 ６ 条 （現行どおり）
（株式の譲渡制限）
第 ７ 条 当会社の株式を譲渡により取得する

には、当会社取締役会の承認を受けな
ければならない。当会社の株主が当会
社の株式を譲渡により取得する場合に
おいては当会社が承認したものとみな
す。

第 ８ 条 ～ 第１３条 （現行どおり）
（基 準 日）
第１４条 当会社は、毎事業年度末日の最終の

株主名簿に記載または記録された議決
権を有する株主を、その事業年度に関
する株主総会において権利を行使する
ことができる株主と定める。

2． 前項のほか、必要がある場合は、取
締役会の決議によって、予め公告して、
一定の日の最終の株主名簿に記載また
は記録された株主または登録株式質権
者を、その権利を行使することができ
る株主または登録株式質権者と定める
ことができる。

第 ３ 章 株 主 総 会
第１５条 （現行どおり）
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現行定款 変更案
（招集権者および議長）
第１５条 株主総会は、法令に別段の定めがあ

る場合を除き、代表取締役会長が招集
し、その議長となる。

2． 前項に定めた代表取締役会長に事故
があるときは、予め取締役会で定めた
順序により、他の取締役がこれにあた
る。

第１６条 （条文省略）
（新設）

（決議の方法）
第１７条 株主総会の決議は、法令または定款

に別段の定めのある場合のほか、出席
した議決権を行使することができる株
主の議決権の過半数をもって行う。

2． 会社法第３０９条第２項によるべき
決議は、定款に別段の定めがある場合
を除き、議決権を行使することができ
る株主の議決権の３分の１以上を有す
る株主が出席し、その議決権の３分の
２以上をもって行う。

第１８条 （条文省略）
（株主総会の議事録）
第１９条 株主総会の議事は、その要領および

結果ならびにその他法令に定める事項
を議事録に記載または記録する。

2． （条文省略）

第 ４ 章 取締役および取締役会
（取締役の員数）
第２０条 当会社は、取締役（監査等委員であ

る取締役を除く。）５名以内を置く。
2． 当会社の監査等委員である取締役は、
４名以内とする。

（招集権者）
第１６条 株主総会は、法令に別段の定めがあ

る場合を除き、取締役会の決議によっ
て、取締役社長が招集する。取締役社
長に事故があるときは、予め取締役会
で定めた順序により、他の取締役が招
集する。

（削除）

第１７条 （現行どおり）
（株主総会の議長）
第１８条 株主総会においては、取締役社長が

議長となる。取締役社長に事故がある
ときは、予め取締役会で定めた順序に
より、他の取締役が議長となる。

（株主総会の決議方法）
第１９条 株主総会の決議は、法令または定款

に別段の定めがある場合を除き、出席
した議決権を行使することができる株
主の議決権の過半数をもって行う。

2． 会社法第３０９条第２項の定めによ
る決議は、定款に別段の定めがある場
合を除き、議決権を行使することがで
きる株主の議決権の３分の１以上を有
する株主が出席し、その議決権の３分
の２以上をもって行う。

第２０条 （現行どおり）
（議事録）
第２１条 株主総会の議事は、その要領および

結果ならびにその他法令に定める事項
を議事録に記載または記録し、議長お
よび出席した取締役がこれに署名もし
くは記名押印または電子署名する。

2． （現行どおり）

第 ４ 章 取締役および取締役会
（取締役の員数）
第２２条 当会社は、取締役１０名以内を置く。

（削除）
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現行定款 変更案
（取締役の選任方法）
第２１条 取締役は、株主総会の決議により選

任する。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別して
選任するものとする。

2． （条文省略）
3． （条文省略）
4． 当会社は、法令に定める監査等委員
である取締役の員数を欠くことになる
場合に備え、株主総会において補欠の
監査等委員である取締役を選任するこ
とができる。

（取締役の任期）
第２２条 取締役（監査等委員である取締役を

除く。）の任期は、選任後１年以内に終
了する事業年度のうち最終のものに関
する定時株主総会終結の時までとする。

（新設）

2． 監査等委員である取締役の任期は、
選任後２年以内に終了する事業年度の
うち最終のものに関する定時株主総会
終結の時までとする。

3． 任期の満了前に退任した監査等委員
である取締役の補欠として選任された
監査等委員である取締役の任期は、退
任した監査等委員である取締役の任期
の満了する時までとする。ただし、補
欠の監査等委員である取締役が監査等
委員である取締役に就任した場合は、
当該補欠の監査等委員である取締役と
しての選任後２年以内に終了する事業
年度のうち最終のものに関する定時株
主総会終結の時を超えることはできな
いものとする。

（補欠の監査等委員である取締役の予選決議の有
効期間）

第２３条 補欠の監査等委員である取締役の選
任に係る決議が効力を有する期間は、
当該決議後２年以内に終了する事業年
度のうち最終のものに関する定時株主
総会開始の時までとする。

第２４条 （条文省略）

（取締役の選任方法）
第２３条 取締役は、株主総会の決議により選

任する。

2． （現行どおり）
3． （現行どおり）

（削除）

（取締役の任期）
第２４条 取締役の任期は、選任後２年以内に

終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会終結の時までとす
る。

2． 任期満了前に退任した取締役の補欠
または増員により選任された取締役の
任期は、他の取締役の残任期間とする。

（削除）

（削除）

（削除）

第２５条 （現行どおり）
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現行定款 変更案
（取締役会の招集権者および議長）
第２５条 取締役会は、法令に別段の定めがあ

る場合を除き、取締役会長が招集し議
長となる。ただし、取締役会長に事故
があるときは、予め取締役会の定めた
順序により他の取締役が招集し、議長
となる。

2． 前項の招集は、取締役会の日の３日
前までに各取締役に対しその通知を発
する。ただし、緊急に招集の必要があ
るときは、この期間を短縮することが
できる。

3． 取締役全員の同意があるときは、招
集の手続きを経ないで取締役会を開く
ことができる。

（取締役会の決議方法）
第２６条 取締役会の決議は、議決に加わるこ

とができる取締役の過半数が出席し、
その出席取締役の過半数をもって行う。

（新設）

（取締役会の決議の省略）
第２７条 当会社は取締役全員が取締役会の決

議事項について書面または電磁的記録
により同意した場合には、当該決議事
項を可決する旨の取締役会の決議事項
があったものとみなす。

（重要な業務執行の決定の委任）
第２８条 当会社は、会社法第３９９条の１３

第６項の規定により、取締役会の決議
によって重要な業務執行（同条第５項
各号に掲げる事項を除く。）の決定の全
部または一部を取締役に委任すること
ができる。

（代表取締役および役付取締役）
第２９条 当会社は、取締役会の決議によって

取締役（監査等委員である取締役を除
く。）の中から代表取締役を選定する。

（新設）

（取締役会の招集権者および議長）
第２６条 取締役会は、法令に別段の定めがあ

る場合を除き、取締役社長が招集し議
長となる。ただし、取締役社長に事故
があるときは、予め取締役会の定めた
順序により他の取締役が招集し、議長
となる。

2． 前項の招集は、取締役会の日の３日
前までに各取締役および監査役に対し
その通知を発する。ただし、緊急に招
集の必要があるときは、この期間を短
縮することができる。

3． 取締役および監査役の全員の同意が
あるときは、招集の手続きを経ないで
取締役会を開くことができる。

（取締役会の決議方法）
第２７条 取締役会の決議は、議決に加わるこ

とのできる取締役の過半数が出席し、
その出席取締役の過半数をもって行う。

2． 決議について特別の利害関係がある
取締役は、議決権を行使することがで
きない。

（取締役会の決議の省略）
第２８条 当会社は、取締役全員が取締役会の

決議事項について書面または電磁的記
録により同意した場合は、当該決議事
項を可決する旨の取締役会の決議事項
があったものとみなす。ただし、監査
役が異議を述べたときはこの限りでは
ない。

（削除）

（代表取締役および役付取締役）
第２９条 当会社は、取締役会の決議によって

代表取締役を選定する。

2． 代表取締役は、会社を代表し、会社
の業務を執行する。
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現行定款 変更案
2． 取締役会の決議によって、取締役会
長１名を選定する。また、専務取締役
若干名を選定することができる。

（相談役および顧問）
第３０条 取締役会の決議によって、相談役お

よび顧問各若干名を置くことができる。
（執行役員および役付執行役員）
第３１条 取締役会の決議によって、執行役員

を選任し、当会社の業務を分担して執
行させることができる。なお、執行役
員の選任、退任、身分、職務等につい
ては、取締役会において定める執行役
員規則による。

2． 取締役会の決議によって、代表取締
役の中から社長執行役員１名を選定す
るほか、副社長執行役員、専務執行役
員、常務執行役員各若干名を選定する
ことができる。

（新設）

（新設）

（取締役会の議事録）
第３２条 取締役会の議事は、その要領および

結果ならびにその他法令で定める事項
を議事録に記載または記録し、出席し
た取締役がこれに記名押印または電子
署名する。

2． （条文省略）
（取締役の報酬等）
第３３条 取締役の報酬、賞与その他の職務執

行の対価として当会社から受ける財産
上の利益は、監査等委員である取締役
とそれ以外の取締役とを区別して、株
主総会の決議によって定める。

3． 取締役会は、その決議によって、取
締役社長１名を選定する。また必要に
応じ、取締役会長１名、取締役副社長
を若干名選定することができる。

（相談役および顧問）
第３０条 取締役会の決議によって、相談役お

よび顧問を置くことができる。
（執行役員）
第３１条 取締役会の決議によって、執行役員

を置くことができる。

（削除）

2． 執行役員は、取締役から業務執行の
権限を受け、業務を執行するものとす
る。

3． 執行役員の選任、退任、身分、職務
等については、取締役会において定め
る執行役員規則による。

（取締役会の議事録）
第３２条 取締役会の議事は、その要領および

結果ならびにその他法令で定める事項
を議事録に記載または記録し、出席し
た取締役および監査役がこれに記名押
印または電子署名する。

2． （現行どおり）
（取締役の報酬等）
第３３条 取締役の報酬等は、株主総会の決議

によって定める。
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現行定款 変更案
（取締役の責任免除）
第３４条 当会社は、会社法第４２６条第１項

の規定により、取締役会の決議によっ
て、取締役（取締役であった者を含
む。）の会社法第４２３条第１項の賠償
責任について法令に定める要件に該当
する場合には、賠償責任額から法令に
定める最低責任限度額を控除して得た
額を限度として免除することができる。

2． 当会社は、会社法第４２７条第１項
の規定により、取締役（業務執行取締
役等であるものを除く。）との間で、会
社法第４２３条第１項の賠償責任につ
いて法令に定める要件に該当する場合
には、賠償責任を限定する契約を締結
することができる。ただし、当該契約
に基づく賠償責任の限度額は、会社法
第４２５条第１項各号に規定する金額
の合計額とする。

第 ５ 章 監査等委員会
（監査等委員会の招集通知）
第３５条 監査等委員会の招集は、監査等委員

会の日の３日前までに各監査等委員に
対しその通知を発する。ただし、緊急
に招集の必要があるときは、この期間
を短縮することができる。

2． 監査等委員全員の同意があるときは、
招集の手続きを経ないで監査等委員会
を開くことができる。

（監査等委員会の決議方法）
第３６条 監査等委員会の決議は、議決に加わ

ることができる監査等委員の過半数が
出席し、その出席監査等委員の過半数
をもって行う。

（監査等委員会の議事録）
第３７条 監査等委員会の議事は、その要領お

よび結果ならびにその他法令で定める
事項を議事録に記載または記録し、出
席した監査等委員がこれに記名押印ま
たは電子署名する。

(取締役の責任免除)
第３４条 当会社は、取締役会の決議によって、

取締役（取締役であった者を含む。）の
会社法第４２３条第１項の賠償責任に
ついて法令に定める要件に該当する場
合には、賠償責任額から法令に定める
最低責任限度額を控除して得た額を限
度として免除することができる。

2． 当会社は、取締役（業務執行取締役
等であるものを除く。）との間で、会社
法第４２３条第１項の賠償責任につい
て法令に定める要件に該当する場合に
は、賠償責任を限定する契約を締結す
ることができる。ただし、当該契約に
基づく賠償責任の限度額は、会社法第
４２５条第１項各号に限定する金額の
合計とする。

（削除）
（削除）

（削除）

（削除）
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現行定款 変更案
（常勤の監査等委員）
第３８条 監査等委員会は、その決議によって、

常勤の監査等委員を選定することがで
きる。

（監査等委員会規則）
第３９条 監査等委員会に関する事項について

は、法令または定款に別段の定めがあ
る場合を除き、監査等委員会の定める
監査等委員会規則による。

（新設）
（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（削除）

（削除）

第 ５ 章 監査役
（監査役の員数)
第３５条 当会社は、監査役４名以内を置く。
（監査役の選任方法）
第３６条 監査役は、株主総会の決議により選

任する。
2． 監査役の選任決議は、議決権を行使
することができる株主の議決権の３分
の１以上を有する株主が株主総会に出
席し、その議決権の過半数をもって行
う。

（監査役の任期）
第３７条 監査役の任期は、選任後４年以内に

終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会終結の時までとす
る。

2． 補欠のため選任された監査役の任期
は、前任者の残任期間とする。

（監査役の報酬等）
第３８条 監査役の報酬等は株主総会の決議に

よって定める。
(監査役の責任免除)
第３９条 当会社は、取締役会の決議によって、

監査役（監査役であったものを含む。）
の会社法第４２３条第１項の賠償責任
について法令に定める要件に該当する
場合には、賠償責任額から法令に定め
る最低責任限度額を控除して得た額を
限度として免除することができる。
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現行定款 変更案

第 ６ 章 会計監査人
第４０条 ～ 第４１条 （条文省略）
（会計監査人の報酬等）
第４２条 会計監査人の報酬等は、代表取締役

が監査等委員会の同意を得て定める。

第 ７ 章 計 算
第４３条 ～ 第４４条 （条文省略）
（配当金の除斥期間）
第４５条 期末配当金が支払開始の日から満３

年を経過しても受領されないときは、
当会社はその支払の義務を免れるもの
とする。

2． 未払の配当金には利息をつけない。

付 則
（監査役の責任免除に関する経過措置）
第 １ 条 当会社は、会社法第４２６条第１項

の規定により、第５４回定時株主総会
において決議された定款一部変更の効
力が生じる前の任務を怠ったことによ
る監査役（監査役であった者を含
む。 ）の会社法第４２３条第１項の損
害賠償責任を、法令の限度において取
締役会の決議によって免除することが
できる。

（社外監査役の責任限定契約に関する経過措置）
第 ２ 条 第５４回定時株主総会終結前の社外

監査役（社外監査役であった者を含
む。 ）の行為に関する会社法第４２３
条第１項の損害賠償責任を限定する契
約については、なお従前の例による。

2． 当会社は、監査役との間で、会社法
第４２３条第１項の賠償責任について
法令に定める要件に該当する場合には、
賠償責任を限定する契約を締結するこ
とができる。ただし、当該契約に基づ
く賠償責任の限度額は、会社法第４２
５条第１項各号に限定する金額の合計
とする。

第 ６ 章 会計監査人
第４０条 ～ 第４１条 （現行どおり）
（会計監査人の報酬等）
第４２条 会計監査人の報酬等は、代表取締役

が監査役（監査役が二人以上ある場合
にあっては、その過半数）の同意を得
て定める。

第 ７ 章 計 算
第４３条 ～ 第４４条 （現行どおり）
（配当金の除斥期間）
第４５条 期末配当金が支払い開始の日から満

３年を経過しても受領されないときは、
当会社はその支払いの義務を免れるも
のとする。

2． 未払いの配当金には利息を付けない。

（削除）
（削除）

（削除）
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第３号議案 取締役４名選任の件
第２号議案の１．提案の理由に記載しましたとおり、当社は第２号議案「定款一部変更の
件」の承認可決を条件として、監査役設置会社へと移行いたします。つきましては、取締役全
員６名は、定款変更の効力の発生をもって任期満了となりますので、改めて監査役設置会社に
移行後の取締役４名の選任をお願いしたいと存じます。なお、本議案は第２号議案に係る定款
変更の効力が発生することを条件として効力を生じるものといたします。
取締役候補者の選任については、諮問委員会に諮問（指名に関する事項）し、答申を受けて
おります。また、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であると判断して
おります。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号 氏名 当社における地位、担当 出席回数／取締役会

１ 再任 あら い のぶひろ

新井 伸博 代表取締役社長執行役員 100％（12回／12回）

２ 再任
くすもと よしのり

楠本 良徳 専務取締役 100％（12回／12回）

３ 新任
なかおか かずのぶ

中岡 和伸 専務執行役員海外総括 ―％（―回/―回）

４ 新任
はら だ まさひこ

原田 政彦
常務執行役員
経営統括部統括部長 ―％（―回/―回）
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候補者
番 号 １ あら い のぶ ひろ

新井 伸博 再任

生年月日
1956年１月15日生

取締役会への出席状況
12回中12回（100％）

所有する当社株式の数
53,700株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1980年 ４月 当社入社
2006年 ７月 当社構造事業部事業部長
2007年 ９月 当社執行役員
2009年 ９月 当社常務執行役員

当社技術統括部副統括部長
2010年 ７月 当社東京支社副支社長
2011年 ７月 当社東京支社支社長

９月 当社取締役
当社事業戦略担当（関東地域）
当社執行役員

2013年 ７月 当社技術総括担当
当社技術統括部統括部長
当社技術統括部構造保全事業統括
当社復興防災推進部部長

９月 当社常務取締役
当社情報セキュリティ責任者

2014年 ９月 当社技術統括担当
2016年 ９月 当社代表取締役社長執行役員（現任）

取締役候補者とした理由
1980年の入社以来、橋梁設計などの構造保全事業に従事し、その後、東京支社支社長、技術統括部統括部長、取締役とし
て事業戦略担当（関東地域）、技術統括担当などを経て、2016年９月から代表取締役社長執行役員として今日に至っており
ます。当社における豊富な業務経験と企業経営に関する知見を有しており、引き続き選任をお願いするものであります。
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候補者
番 号 ２ くす もと よし のり

楠本 良徳 再任

生年月日
1958年11月２日生

取締役会への出席状況
12回中12回（100％）

所有する当社株式の数
36,800株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1982年 ４月 当社入社
2007年 ９月 当社執行役員社会創造事業部事業部長
2010年 ７月 当社東北支社支社長
2012年 ９月 当社常務執行役員
2013年 ７月 当社専務執行役員

９月 当社取締役
当社東日本震災復興担当
当社執行役員

2014年 ７月 当社経営企画担当
当社経営統括部副統括部長

９月 当社海外事業担当
当社経営統括部統括部長

2016年 ９月 当社常務執行役員
2019年 ７月 当社専務執行役員

当社経営総括
９月 当社専務取締役（現任）

取締役候補者とした理由
1982年の入社以来、道路設計等の社会創造事業に従事し、その後、東北支社支社長、2013年９月から取締役として東日本
震災復興担当、経営企画担当などを務め、2016年９月に監査等委員会設置会社への移行に伴い取締役を退任し、常務執行
役員経営統括部統括部長、専務執行役員経営総括を経て、2019年９月から専務取締役として今日に至っております。当社
における豊富な業務経験と企業経営に関する知見を有しており、引き続き選任をお願いするものであります。
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候補者
番 号 ３ なか おか かず のぶ

中岡 和伸 新任

生年月日
1958年４月30日生

取締役会への出席状況
―

所有する当社株式の数
29,200株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1982年 ４月 当社入社
2010年 ７月 当社構造保全事業部事業部長

９月 当社執行役員
2012年 ７月 当社復興防災推進部部長
2013年 ７月 当社専務執行役員

当社東京支社支社長
９月 当社取締役

当社事業戦略担当（関東地域）
当社執行役員

2014年 ７月 当社事業戦略担当（東日本地域）
2015年 ７月 当社関東支社支社長
2016年 ９月 当社常務執行役員
2017年 ７月 当社海外事業部事業部長
2020年 ７月 当社海外総括（現任）

当社専務執行役員（現任）

取締役候補者とした理由
1982年の入社以来、橋梁設計等の構造保全事業に従事し、その後、東京支社支社長、2013年９月から当社取締役として事
業戦略担当（東日本地域）などを務め、2016年９月に監査等委員会設置会社への移行に伴い取締役を退任し、常務執行役
員海外事業部事業部長を経て、現在は専務執行役員海外総括として業務執行に携わり今日に至っております。当社における
豊富な業務経験と企業経営に関する知見を有しており、選任をお願いするものであります。
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候補者
番 号 ４ はら だ まさ ひこ

原田 政彦 新任

生年月日
1962年7月22日生

取締役会への出席状況
―

所有する当社株式の数
4,500株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1985年 ４月 当社入社
2014年 ７月 当社大阪支社副支社長
2016年 ７月 当社大阪支社支社長

９月 当社執行役員
2018年 ７月 当社常務執行役員（現任）
2019年 ７月 当社経営統括部統括部長（現任）

取締役候補者とした理由
1985年の入社以来、橋梁設計等の構造保全事業に従事し、その後、大阪支社副支社長を２年間、大阪支社支社長を３年間
務め、現在は常務執行役員経営統括部統括部長として業務執行に携わり今日に至っております。当社における豊富な業務経
験と企業経営に関する知見を有しており、選任をお願いするものであります。
（注）１．各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２．当社は、役員賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保険）契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその地位に基づいて行
った行為に起因して、損害賠償請求された場合の法律上の損害賠償金および訴訟費用を補償することとしてお
ります。各取締役候補者は、既に当該保険契約の被保険者であります。当社が現在保険会社と締結している役
員賠償責任保険契約の内容の概要は69頁をご参照ください。なお、第１号議案「株式移転計画承認の件」の
承認可決を条件として、株式移転設立完全親会社となるDNホールディングス株式会社の完全子会社となるこ
とから、今後、役員賠償責任保険契約の見直しを行う予定であります。

３．各候補者の所有する当社株式の数は、本総会の基準日（2021年３月12日）現在の株式数を記載しておりま
す。

４．各候補者の取締役会への出席状況における開催回数は、当事業年度開始日から本招集ご通知発送日（2021年
４月７日）までの回数であります。
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第４号議案 監査役３名選任の件
第２号議案の１．提案の理由に記載しましたとおり、当社は第２号議案「定款一部変更の
件」の承認可決を条件として、監査役設置会社へと移行いたします。つきましては、監査役
設置会社に移行後の監査役３名の選任をお願いしたいと存じます。なお、本議案は第２号議
案に係る定款変更の効力が発生することを条件として効力を生じるものといたします。
監査役候補者の選任については、諮問委員会に諮問（指名に関する事項）し、答申を受け
ております。また、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号 氏名 当社における地位 出席回数／取締役会

１ 新任
うめもと ひであき

梅基 英明 取締役（常勤監査等委員） 100％（７回／７回）

２ 新任 や じま かずあき

矢島 一昭 ― ―％（―回／―回）

３ 新任
とうかい ひで き

東海 秀樹 取締役（監査等委員） 100％（７回／７回）
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候補者
番 号 １ うめ もと ひであ き

梅基 英明 新任

生年月日
1956年１月25日生

取締役会への出席状況
７回中７回（100％）

監査等委員会への出席状況
７回中７回（100％）

所有する当社株式の数
11,100株

略歴、地位及び重要な兼職の状況
1974年 ３月 当社入社
2009年 ７月 当社北陸支社支社長

当社東日本技術統括部担当部長
2011年 ９月 当社執行役員
2013年 ７月 当社社会創造技術統括部担当部長

９月 当社常務執行役員
2015年 ７月 ＮＥテクノ株式会社 取締役
2016年 ９月 当社執行役員
2017年 ７月 当社働き方改革推進部推進部長
2019年 ７月 当社技術統括部顧問（働き方改革プロジェクトリーダー）
2020年 ７月 当社技術統括部顧問

９月 当社取締役（常勤監査等委員）（現任）

監査役候補者とした理由
1974年の入社以来、道路設計等の社会創造事業に従事し、その後、北陸支社支社長、社会創造技術統括部担当部長、2013
年９月に常務執行役員、2015年７月に連結子会社でありますＮＥテクノ株式会社の取締役を兼職し、働き方改革推進部推
進部長、技術統括部顧問を経て、現在は取締役（常勤監査等委員）として今日に至っております。当社における豊富な業務
経験と監査に関する知見および連結子会社での取締役としての監督経験を有しており、選任をお願いするものであります。
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候補者
番 号 ２ や じま かず あき

矢島 一昭 新任

生年月日
1955年10月９日生
取締役会への出席状況
―
監査等委員会への出席状況
―
所有する当社株式の数
―株

略歴、地位及び重要な兼職の状況
1978年４月 株式会社ダイヤコンサルタント入社
1994年４月 同社東京事業本部東京事業部地質部技術第１課長
1999年１月 同社東京事業部地質部次長
2005年４月 同社ジオエンジニアリング事業本部

地質解析センター地質環境グループマネージャー
2007年４月 同社ジオエンジニアリング事業本部地質解析センター長
2010年３月 同社執行役員ジオエンジニアリング事業本部地質解析センター長

４月 同社執行役員ジオエンジニアリング事業本部副本部長
2013年４月 同社取締役ジオエンジニアリング事業本部本部長
2016年 ４月 同社常務取締役
2019年 ４月 同社取締役（現任）

監査役候補者とした理由
1978年に株式会社ダイヤコンサルタント入社以来、地質調査事業に従事し、同社ジオエンジニアリング事業本部地質解析
センター長、同社取締役ジオエンジニアリング事業本部本部長、同社常務取締役を経て、現在は同社取締役として今日に至
っております。建設コンサルタント業界における豊富な業務経験と、株式会社ダイヤコンサルタントでの取締役としての監
督経験を有しており、選任をお願いするものであります。
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候補者
番 号 ３ とう かい ひで き

東海 秀樹 新任

生年月日
1954年１月18日生
取締役会への出席状況
７回中７回（100％）
監査等委員会への出席状況
７回中７回（100％）
所有する当社株式の数
―株

略歴、地位及び重要な兼職の状況
1972年 ４月 東京国税局入局
2007年 ７月 気仙沼税務署長
2008年 ７月 国税庁長官官房主任監察官
2009年 ７月 国税庁長官官房次席監察官
2011年 ７月 柏税務署長
2012年 ７月 東京国税局調査第三部次長
2013年 ７月 芝税務署長
2014年 ９月 東海秀樹税理士事務所開設 所長（現任）
2015年 ５月 ミニストップ株式会社 監査役（現任）
2018年 ６月 株式会社エーアンドエーマテリアル 取締役（現任）
2020年 ６月 新日本空調株式会社 取締役（現任）

９月 当社取締役（監査等委員）（現任）

監査役候補者とした理由
直接会社の経営に関与された経験はありませんが、国税局での要職を歴任し、退官後も税理士としての専門的知識と豊富な
経験を有しており、2020年９月から当社の監査等委員である取締役として適切に職務を遂行していただいております。そ
の専門的知識と豊富な経験を当社の監査に活かしていただくため、選任をお願いするものであります。
（注）１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２．当社と梅基英明氏および東海秀樹氏とは、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結してお
り、当該契約に基づく賠償の限度額は、法令が規定する最低責任限度額であります。両氏が選任された場合に
は、改めて同様の契約を締結する予定であります。また、矢島一昭氏につきましても、同氏が選任された場合
には、当社と同氏との間で同様の契約を締結する予定であります。

３．当社は、役員賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保険）契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその地位に基づいて行
った行為に起因して、損害賠償請求された場合の法律上の損害賠償金および訴訟費用を補償することとしてお
ります。梅基英明氏および東海秀樹氏は、既に当該保険契約の被保険者であります。矢島一昭氏が選任された
場合、選任後被保険者となる予定であります。当社が現在保険会社と締結している役員賠償責任保険契約の内
容の概要は69頁をご参照ください。なお、第１号議案「株式移転計画承認の件」の承認可決を条件として、株
式移転設立完全親会社となるDNホールディングス株式会社の完全子会社となることから、今後、役員賠償責
任保険契約の見直しを行う予定であります。

４．各候補者の所有する当社株式の数は、本総会の基準日（2021年3月12日）現在の株式数を記載しております。
５．梅基英明氏および東海秀樹氏の取締役会および監査等委員会への出席状況における開催回数は、取締役に就任
した時点から本招集ご通知発送日（2021年４月７日）までの回数であります。
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第５号議案 取締役の報酬額設定の件
当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額は、2017年９月22日開催の

第55回定時株主総会において年額120百万円以内（使用人分給与は含まない。）とご承認い
ただき今日に至っておりますが、第２号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件とし
て、監査役設置会社へと移行いたします。つきましては、会社法第361条第１項の定めに従
い、現在の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額に代えて、取締役の報酬額
を経済情勢等諸般の事情を考慮し、金銭で支給するものの総額は年額120百万円以内と定め
ることといたしたく存じます。また、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の
使用人分給与は含まないものといたしたいと存じます。
本議案については、諮問委員会に諮問（報酬に関する事項）し、答申を受けております。

また、当社の監査等委員会において検討がなされましたが意見はございませんでした。な
お、現在取締役（監査等委員である取締役を除く。）は３名でありますが、第２号議案「定
款一部変更の件」および第３号議案「取締役４名選任の件」が原案どおり承認可決されます
と、取締役は４名（うち社外取締役０名）となります。
本議案は第２号議案に係る定款変更の効力が発生することを条件として効力を生じるもの
といたします。

第６号議案 取締役に対するストック･オプションに関する報酬等の決定の件
当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等は、2017年９月22日開催の
第55回定時株主総会において、年額120百万円以内（使用人分給与は含まない。）とご承認
いただき今日に至っております。また、当該報酬等の額の範囲内において、年額30百万円
以内の範囲で、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対して①在任中に権利行使可
能な株式報酬型ストック・オプション（業績達成型）および②退任時に権利行使可能な株式
報酬型ストック・オプション（中長期インセンティブ型）の２種類の株式報酬型ストック・
オプションとしての新株予約権を割り当てることにつきご承認をいただいております。
当社は、第１号議案「株式移転計画承認の件」の承認可決を条件として、株式移転設立完
全親会社となるDNホールディングス株式会社（以下「DNホールディングス」とします。）
の完全子会社となります。また、第２号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件とし
て、監査役設置会社へと移行いたします。つきましては、監査役設置会社移行後における当
社取締役の報酬として、当社が完全子会社となった後においても、DNホールディングスの
株主の皆様と株価変動のメリットとリスクを共有し、長期的な業績向上および企業価値向上
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に向けた動機付けを高めることを目的として、第５号議案の承認可決を条件として、同議案
において定める取締役に対する報酬等の額とは別枠にて、当社の取締役に対し、年額50百
万円以内の範囲で、DNホールディングスから発行されるストック･オプションとして上記２
種類の株式報酬型ストック・オプションと同様の設計の新株予約権（以下「新株予約権」と
します。）を割り当てることにつき、ご承認をお願いするものであります。なお、本議案に
おいて定める取締役に対するストック・オプションに関する報酬等の額については、当社に
おいて過去に割り当てた新株予約権を所有する者に対して割り当てるDNホールディングス
のストック・オプションの報酬等の額を加味した金額としており、翌事業年度に係る定時株
主総会においては当該報酬等の額を見直す可能性がございます。
ストック･オプションの付与については、新株予約権の割当てを受ける取締役（以下「対

象取締役」とします。）に対し払込金額と同額の報酬を付与し、当社が各対象取締役に対し
て負うストック･オプション報酬に係る債務をDNホールディングスに引受けさせ、これによ
り各対象取締役がDNホールディングスに対して有することとなる報酬請求権と新株予約権
の払込金額の払込債務とを相殺することにより付与するものであります。ストック･オプシ
ョンの報酬等の額は、新株予約権を割り当てる日において算出した新株予約権１個当たりの
公正価額に、割り当てる新株予約権の総数を乗じて得た額となります。
本議案については、諮問委員会に諮問（報酬に関する事項）し、答申を受けております。

また、当社の監査等委員会において検討がなされましたが意見はございませんでした。
現在取締役（監査等委員である取締役を除く。）は３名でありますが、第２号議案「定款

一部変更の件」および第３号議案「取締役４名選任の件」が原案どおり承認可決されます
と、取締役は４名（うち社外取締役０名）となります。
なお、本議案は第２号議案に係る定款変更の効力が発生することを条件として効力を生じ
るものといたします。

取締役に対するストック･オプションとしての新株予約権の具体的な内容は次のとおりで
す。

（１）株式報酬型ストック・オプション（業績達成型）
①新株予約権の目的である株式の種類および数

新株予約権の目的である株式の種類はDNホールディングスの普通株式とし、新
株予約権の目的である株式の数（以下（１）において「付与株式数」とします。）は
１個当たり100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日以降に、DNホール
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ディングスが普通株式につき、株式分割（DNホールディングスの普通株式の無償
割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う場合には、
DNホールディングスの新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行
使されていないDNホールディングスの新株予約権について、付与株式数を次の計
算により調整する。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたとき

は、DNホールディングスは、DNホールディングスの取締役会において必要と認め
られる付与株式数の調整を行うことができる。なお、上記の調整の結果生じる１株
未満の端数は、これを切り捨てる。

②新株予約権の総数
各事業年度に係る定時株主総会の日から１年以内に割り当てる新株予約権の数は

200個を上限とする。
③新株予約権の払込金額

各新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当てに際してブラック・ショール
ズ・モデル等の公正な算定方式により算定された新株予約権の公正価格を基準とし
て取締役会において定める金額とする。なお、新株予約権の割当てを受けた者（以
下、（１）において「新株予約権者」とします。）は、当該払込金額の払込みに代え
て、DNホールディングスに対する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭の払
込みを要しないものとする。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使に

より交付を受けることができる株式１株当たりの払込金額を１円とし、これに付与
株式数を乗じた金額とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を割り当てる日の翌日から11年以内の範囲で、DNホールディングス

の取締役会において定めるものとする。
⑥新株予約権の行使の条件
（ア） 新株予約権者は、権利行使時において、DNホールディングスまたはDNホ

ールディングスのグループ会社の取締役の地位にあることを要する。ただし、
任期満了による退任その他正当な理由がある場合は、この限りではない。

（イ） その他の新株予約権の行使条件については、新株予約権の募集事項を決定
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する取締役会において定めるものとする。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、DNホールディングスの取締役会の承
認を要するものとする。

⑧新株予約権の取得条項
（ア） 新株予約権者が権利行使をする前に、⑥の定め又は新株予約権割当契約の

定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、DNホールディングスは
DNホールディングスの取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無
償で取得することができる。

（イ） DNホールディングスは、以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につきDNホー
ルディングスの株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合はDN
ホールディングスの取締役会で承認された場合）は、DNホールディングスの
取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
イ DNホールディングスが消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ DNホールディングスが分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議
案

ハ DNホールディングスが完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計
画承認の議案

ニ DNホールディングスの発行する全部の株式の内容として譲渡による当
該株式の取得についてDNホールディングスの承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案

ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類
の株式の取得についてDNホールディングスの承認を要すること又は当
該種類の株式についてDNホールディングスが株主総会の決議によって
その全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議
案

⑨付与の条件
（ア） DNホールディングスは一定の業績目標の達成を条件として、当社取締役に

対して新株予約権を付与するものとする。
（イ） （ア）に係る業績判定となる連結会計年度の有価証券報告書における目標業

績の達成を条件に新株予約権を付与する場合の業績目標、業績判定期間その
他具体的な算定方法についてはDNホールディングスの取締役会において定め
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るものとする。
⑩その他の新株予約権の内容
新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集事項を決定する
DNホールディングスの取締役会において定めるものとする。

（２）株式報酬型ストック・オプション（中長期インセンティブ型）
①新株予約権の目的である株式の種類および数

新株予約権の目的である株式の種類はDNホールディングスの普通株式とし、新
株予約権の目的である株式の数（以下、（２）において「付与株式数」とします。）
は１個当たり100株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日以降に、DNホー
ルディングスが普通株式につき、株式分割（DNホールディングスの普通株式の無
償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う場合には、
DNホールディングスの新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行
使されていないDNホールディングスの新株予約権について、付与株式数を次の計
算により調整する。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたとき

は、DNホールディングスは、DNホールディングスの取締役会において必要と認め
られる付与株式数の調整を行うことができる。なお、上記の調整の結果生じる１株
未満の端数は、これを切り捨てる。

②新株予約権の総数
各事業年度に係る定時株主総会の日から１年以内に割り当てる新株予約権の数は

200個を上限とする。
③新株予約権の払込金額

各新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当てに際してブラック・ショール
ズ・モデル等の公正な算定方式により算定された新株予約権の公正価格を基準とし
て取締役会において定める金額とする。なお、新株予約権の割当てを受けた者（以
下、（２）において「新株予約権者」とします。）は、当該払込金額の払込みに代え
て、DNホールディングスに対する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭の払
込を要しないものとする。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権の行使に
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より交付を受けることができる株式１株当たりの払込金額を１円とし、これに付与
株式数を乗じた金額とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を割り当てる日の翌日から30年以内の範囲で、DNホールディングス

の取締役会において定めるものとする。
⑥新株予約権の行使の条件
（ア） 新株予約権者は、DNホールディングス及びDNホールディングスのグルー

プ会社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日（10日目が休日に当たる
場合には翌営業日）を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括しての
み行使できるものとする。

（イ） その他の新株予約権の行使条件については、新株予約権の募集事項を決定
する取締役会において定めるものとする。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、DNホールディングスの取締役会の承

認を要するものとする。
⑧新株予約権の取得条項
（ア） 新株予約権者が権利行使をする前に、⑥の定め又は新株予約権割当契約の

定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、DNホールディングスは
DNホールディングスの取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無
償で取得することができる。

（イ） DNホールディングスは、以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につきDNホー
ルディングスの株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合はDN
ホールディングスの取締役会で承認された場合）は、DNホールディングスの
取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
イ DNホールディングスが消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ DNホールディングスが分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議
案

ハ DNホールディングスが完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計
画承認の議案

ニ DNホールディングスの発行する全部の株式の内容として譲渡による当
該株式の取得についてDNホールディングスの承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
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ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類
の株式の取得についてDNホールディングスの承認を要すること又は当
該種類の株式についてDNホールディングスが株主総会の決議によって
その全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議
案

⑨その他の新株予約権の内容
新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集事項を決定する
DNホールディングスの取締役会において定めるものとする。

第７号議案 監査役の報酬額設定の件
当社は、第２号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査役設置会社に移
行いたします。つきましては、会社法第387条第１項の定めに従い、 監査役の報酬額を経
済情勢等諸般の事情を考慮して、年額50百万円以内と定めることといたしたく存じます。
本議案については、諮問委員会に諮問（報酬に関する事項）し、答申を受けております。
第２号議案「定款一部変更の件」および第４号議案 「監査役３名選任の件」が原案どお
り承認可決されますと、監査役は３名となります。なお、本議案は第２号議案に係る定款変
更の効力が発生することを条件として効力を生じるものといたします。
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【役員賠償責任保険契約の内容の概要】
当社が現在締結しております役員賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保険）契約の概要は次のとおりであり
ます。

補償地域は、全世界、保険期間は2020年６月１日から2021年６月１日であります。

補償対象としている保険事故の概要は次のとおりであります。
① 会社の役員としての業務につき行なった行為または不作為に起因して、保険期間中に株

主または第三者から損害賠償請求された場合に、それによって役員が被る損害（法令上
の損害賠償金、訴訟費用）を補償対象としております。

② このほか、現に損害賠償請求がなされていなくても、損害賠償請求がなされるおそれが
ある状況が発生した場合に、被保険者である役員がそれらに対応するために要する費用
も補償対象としております。

また、役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、公序良俗に反
する以下の行為を免責としております。
① 役員が私的な利益または便宜の供与を違法に得たことに起因する損害賠償請求
② 役員の犯罪行為、または役員が違法であることを認識しながら行なった行為
③ 役員に報酬または賞与等が違法に支払われたことに起因する損害賠償請求
④ 役員が行なったインサイダー取引に起因する損害賠償請求
⑤ 違法な利益の供与に起因する損害賠償請求
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【ご参考】
当社では、第３号議案「取締役４名選任の件」における取締役候補者および第４号議案

「監査役３名選任の件」における監査役候補者の選任にあたり「取締役選任・解任・解職規
定」を監査等委員会の同意の上、取締役会において決議し、当該規定に基づき取締役候補者
および監査役候補者の選任を行っております。規定の概要を示すと下記のとおりであります。
なお、監査役候補者の選任については、下記規定の監査等委員である取締役候補者を監査役
候補者に読み替えて適用しております。

（１）取締役候補者の選任要件
取締役候補者は、次に掲げる①～③の全ての要件を満たす者を選任し、かつ独立役員とす
る者に関しては④の要件も満たす者を選任する。
① 会社法上求められる取締役の欠格事由に該当しないこと。
② 性別、年齢、国籍は問わず、取締役としての人格、見識、能力および豊富な経験ととも
に、高い倫理観を有している者であること。

③ 取締役として、その職務を誠実に遂行するために必要な時間を確保できる者であり、か
つ当社以外に３社を超えて他の上場会社の役員を兼任していないこと。

④ 東京証券取引所が定める独立役員として届け出る社外取締役は、（４）独立性判断基準
を満たす者であること。

（２）代表取締役候補者の選定要件
代表取締役は、取締役（社外取締役を除く。）および経営幹部の中から、次に掲げる①～
③の要件を満たす者を後継者候補とする。後継者候補に対してより重要な職務を委嘱するこ
となどを通して代表取締役としての適性を判断し、諮問委員会に諮問（指名に関する事項）
し、諮問委員会の答申を受けたのち、取締役会が決定する。
① 経営理念の実現に向けたイノベーションの気概
② ビジョンを掲げる力とリーダーシップ
③ 社内外からの人望、見識・専門性などに基づいた経営判断能力

（３）選任手続
取締役候補者は、次に掲げる手続をもって選任し、株主総会に付議する。
① 代表取締役会長から諮問委員会に取締役候補者について諮問（指名に関する事項）し、
諮問委員会の答申を受けたのち、取締役会において決定する。

② 監査等委員である取締役候補者の選任については、①の手続のほかに監査等委員会の同
意を要する。
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（４）独立性判断基準
社外取締役候補者のうち、次に掲げる全ての基準を満たす者は、当社からの独立性を有
し、一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと判断する。
① 現在、当社または当社の子会社の役員および使用人であってはならず、かつ、その就任
の前１０年間において、当社または当社の子会社の役員および使用人であってはならな
い。

② 直近事業年度から先行する３事業年度のいずれかにおいて、下記③～⑨までに掲げる者
であってはならない。

③ 当社または当社の子会社を主要な取引先とする者（その者の直近事業年度における年間
（連結）売上高の２％以上の支払いを、当社または当社の子会社から受けた者）または
その法人・団体等の業務執行者であってはならない。

④ 当社または当社の子会社の主要な取引先である者（当社の直近事業年度における年間
（連結）売上高の２％以上の支払いを行っている者）またはその法人・団体等の業務執
行者であってはならない。

⑤ 当社または当社の子会社から役員報酬以外に年間１,０００万円以上の金銭その他の財
産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家（当該財産を得ている者が法
人・団体等である場合には、当該団体に所属する者をいう。）であってはならない。

⑥ 当社または当社の子会社から年間１,０００万円以上の寄付を受けている者またはその
寄付を受けている法人・団体等の業務執行者であってはならない。

⑦ 当社の総議決権の１０％以上の議決権を直接または間接的に保有している者またはその
法人・団体等の業務執行者であってはならない。

⑧ 当社または当社の子会社が総議決権の１０％以上の議決権を直接または間接的に保有し
ている法人・団体等の業務執行者であってはならない。

⑨ 当社または当社の子会社から役員を受入れしている会社またはその親会社もしくは子会
社の業務執行者であってはならない。

⑩ 上記①～⑨までに掲げる者の配偶者または二親等内の親族もしくは同居の親族であって
はならない。

⑪ 当社において、現任社外取締役の地位にある者が、再任されるためには、通算の在任期
間が８年間を超えてはならない。

⑫ その他、社外取締役としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有していな
いこと。
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（５）取締役の解任提案要件
取締役は、次に掲げる①～④のいずれか一つでも該当した場合、解任提案の対象とする。
① 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係が認められること
② 法令もしくは定款その他規程に違反し、当社に多大な損害もしくは業務上の支障を生じ
させたこと

③ 職務執行に著しい支障が生じたこと
④ （１）取締役候補者の選任要件の要件を欠くことが明らかになったこと

（６）代表取締役の解職提案要件
代表取締役は、次に掲げる①～③のいずれかに該当した場合、解職提案の対象とする。
① 会社の業績等の適切な評価を踏まえ、その機能を十分発揮していないと認められること
② 職務執行に支障が生じたこと
③ （２）代表取締役候補者の選定要件の要件を欠くことが明らかになったこと

（７）取締役の解任手続
取締役の解任は、次に掲げる手続を経て株主総会に付議し、決定する。
① 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の解任については、代表取締役会長が諮問
委員会に諮問（解任に関する事項）し、諮問委員会の答申を受けて作成する解任議案
を、同案に対する監査等委員会の意見を踏まえて取締役会が審議し、株主総会への付議
を決定する。

② 監査等委員である取締役の解任については、代表取締役会長が諮問委員会に諮問（解任
に関する事項）し、諮問委員会の答申を受けて作成する解任議案を取締役会が審議し、
株主総会への付議を決定する。

（８）代表取締役の解職手続
代表取締役の解職は、次に掲げる手続をもって行う。
選定監査等委員から諮問委員会に解職について諮問（解職に関する事項）し、諮問委員
会の答申を受けたのち、取締役会で決定する。

以 上
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〈メ モ 欄〉
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神田
消防庁

富士
ソフト

ヨドバシ
カメラ

秋葉原
ＵＤＸ

秋葉原
ダイビル

電気街口 中央改札口

昭和通り口

2番出口

ＪＲ秋葉原駅
千葉▶◀新宿

東京
▼

▲
上野

Ａ3出口

日
比
谷
線
秋
葉
原
駅

つ
く
ば
エ
ク
ス
プ
レ
ス
秋
葉
原
駅

東
京
メ
ト
ロ
日
比
谷
線

つ
く
ば
エ
ク
ス
プ
レ
ス

■つくばエクスプレス
「秋葉原駅」より徒歩1分
■ＪＲ線・日比谷線
「秋葉原駅」より徒歩２分

大日本コンサルタント㈱
本 社

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

株主総会会場ご案内図
東京都千代田区神田練塀町300番地
住友不動産秋葉原駅前ビル４階
当社 本社会議室

お願い
１．駐車場のご用意はございませんので、お車でのご来場はご遠慮くださ
いますようお願い申し上げます。

２．株主総会ご来場の株主様へのお土産のご用意はございません。何卒ご
理解いただきますよう、お願い申し上げます。
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