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設立 1987年

所在地 〒321-0982 
栃木県宇都宮市御幸ヶ原町81-14

主な事業内容
各種土木に関する設計や環境アセスメント業務を
中心に、測量・調査業務を展開するとともにＧＩＳを
利用した情報システムの開発　　　　

ホームページ https://www.daimic.co.jp/

　㈱ダイミックは、栃木県を主として橋梁、道路、河川、電線共同溝などの土木
設計を主要業務とする地域密着の建設コンサルタント会社です。その他、橋梁
点検、補修設計等や、宇都宮市街地で現在建設が進められているLRT（次世
代型路面電車システム）事業にも設計JVとして参画しています。また、地元で
は特色ある環境アセスメント業務も行い、その成果は高い評価を得ています。
民間では、創業当初からの大規模開発事業での経験を活かし、近年ではメガソ
−ラ開発事業の測量、設計、許認可申請、環境アセスなども行う中、北関東エ
リアを活動拠点とすべくさらなる営業活動を展開しています。

特定目的会社

　㈱エンジョイファームは、E・Jグループの特定目的会社として、岡山県矢掛町
の農業公園「水車の里フルーツトピア」の指定管理業務を請負っています。現
在、指定管理8年目となり、イベントでの矢掛町特産物の販売や、岡山県のア
ンテナショップ「とっとり・おかやま新橋館」への出店、ふるさと納税の返礼品取
扱事務、給食農産物納品など積極的活動を行っています。また、同施設は若
者の農業従事者の教育場所としても使われています。このように、安定的な地
元農産物の販売、雇用の確保・拡大にも貢献する施設として、地元からの支援
が拡大している状況です。

特定目的会社

　E・Jグループは、持続的成長を目指す上で、従来の受注型業務に加え、自らが主体
となる新しいビジネスモデルの構築に取り組んでいます。㈱ストロベリーファームが秋
田県仙北市で手掛ける事業は、流通量が年間消費量の1%に留まる「夏秋イチゴ」
の、高度な栽培技術による安定生産と、希少性と高品質を売りにした独自の高単価
販売を軸とした高付加価値農業モデルの発展、普及活動を進めています。また最近
では、シニアの積極採用や、障がい者福祉施設との農福連携といった社会貢献活
動にも注力しています。2019年度には生産面積を2倍に拡張し、収益力強化を図り
ました。今後は、地域の作付け希望者を募り、地域の産地化を目指していきます。

特定目的会社

　㈱那賀ウッドは、㈱エイト日本技術開発と地元行政・企業との共同出資により設
立され、徳島県那賀町を中心に地域密着の事業を展開しています。那賀町は徳
島県南部に位置し、町の面積約9割以上を森林が占めます。当社は、地元の森林
資源を活用した木粉や、木粉とプラスチックを混ぜ合わせたウッドプラスチック、その
他、木粉や木材を使った「災害用簡易トイレ」、「スマホスタンド」、「食器」、「SUP
ボード」など20点以上を製品化し販売しています。また、地元行政と連携しながら、
木育活動・森林教育活動を通じて地域の活力の源である「人材育成」を行っていま
す。これからも山や林業者と消費者をつなぐ存在として日々挑戦し続けていきます。

設立 1967年

所在地 〒670-0955　
兵庫県姫路市安田4丁目100

主な事業内容
建築に関する企画・調査・構想・計画や意匠・構
造・設備・インテリアに加え耐震診断、リノベーショ
ン企画・調査などの業務を展開　　　　

ホームページ https://futagami-sekkei.com/

設立 1996年

所在地
〒812-0016　
福岡県福岡市博多区博多駅南１丁目５－２４
サンシティ博多Ⅱ（２Ｆ）

主な事業内容
発注者支援業務・公物管理業務・行政事務補助業
務・土木工事積算を中心に、九州エリアで建設コ
ンサルタント業を展開

ホームページ https://www.ideve.co.jp/

株式会社アイ・デベロップ・コンサルタンツ

株式会社二神建築事務所

　都市開発設計㈱は、上下水道設計の専門業者として群馬県で起業し、
2021年3月に創立50周年を迎えました。設計を主とし、近年は老朽化施設に
おける劣化診断、耐震設計及び長寿命化計画等のインフラ保全に関する業
務へも拡大し、小水力発電や不明水調査も手掛けています。さらに経営戦略
やストックマネジメントあるいは新水道ビジョン等の策定に関する発注者への
支援を行っています。また、地質調査、補償業務、橋梁点検・補修設計及び砂
防施設の設計も手掛け、地すべり調査や下水道設計は、群馬県内は勿論のこ
と近隣県にも業務展開しています。

連結子会社

連結子会社 連結子会社

　1973年の近代設計札幌支社として開設以来、建設コンサルタント業務を
通じて、北海道内の道路部門を中心に業務を展開してきました。㈱北海道近
代設計は、近代設計の経営理念を継承し、北海道の発展に一層貢献すべく
2017年12月1日に新設分割方式で設立されました。社員数は32名で地域に
密着したエンジニアリングコンサルタントとして営業展開しています。得意分野
は①道路・橋梁の設計、②市街地での無電柱化計画及び電線共同溝設計、
③発注者支援業務です。特に無電柱化については北海道開発局の発注関
連業務でのシェア第１位です。

連結子会社

　㈱アークコンサルタントは、岡山県北部の地域建設コンサルタントとして、測量
全般、建設コンサルタント業務、補償コンサルタント業務を主業務としています。
創業時より「地域に密着、地域に貢献、そして還元」を社訓とし、日々努力邁進し
ながら地元地域の要請に応えています。近年、局地的な大災害が多発する中、
既存の公共施設の耐久性向上、長寿命化などが求められ、これらに対応するた
め、技術力の向上と品質の確保に向けて取り組みを進めています。また、「働き方
改革の推進」、「ワークライフバランスの実現」など時代の変化に対応できる会社
作りにより、さらなる飛躍を実現し、社会貢献と地域への還元を進めていきます。

連結子会社

連結子会社

　㈱アイ・デベロップ・コンサルタンツは、2019年７月１日より、Ｅ・Ｊグループの
グループ会社となりました。九州各県の道路･河川の管理や工事の為の書類
作成･調査等の､国土交通省や県市町村等の行政を補助する業務に特化し
た会社です。「社会資本整備を通して､国民財産を守っていく｣ことを事業の目
的としています｡九州の地元企業という地の利を生かし、九州地区内のお客さ
まを開拓し、「働き方改革」に積極的に取り組みつつ、社員が安心して働ける
環境作りにより、九州における道路や河川を守るという大きな使命感と熱い想
いを持って､社員一同精励しています。

　㈱二神建築事務所は、人々が活き活きと働く場、製造する場、心豊かに健康
的に生活する場、公共建築の場など、個と公の世界が互いに豊かになることを
目指しながら、医療福祉施設からマンション・工場に至るまでの設計・監理を主業
務としています。「Power of Design」というメッセージと共にお客さまの想いを形
に、幸せの連鎖、未来への継承を目指し、優れたデザイン、確かな技術、次の時代
に向かっての提案、一人ひとりの人間力の成長、そして当社が目指している理想
の会社（良い会社、楽しい会社、幸せな会社）に近づき、お客さまを応援し続けるこ
とによって、お客さまからも応援される会社になる努力をしています。

設立 2017年

所在地 〒060-0061 
札幌市中央区南1条西10丁目3番地 南1条道銀ビル

主な事業内容 ㈱近代設計の子会社として、北海道を中心に道路、
都市施設に関連する建設コンサルタント業務を展開

ホームページ https://www.kindai.co.jp/hokkaidokindai/

設立 2012年

所在地 〒014-0514 
秋田県仙北市西木町西荒井字荒田15番地

主な事業内容 地域創生のパイロット事業として、秋田県で夏秋い
ちごの生産・販売を展開

ホームページ http://www.sfarm.co.jp/

設立 1971年

所在地 〒709-4606
岡山県津山市中北上1646

主な事業内容 測量・補償と建設コンサルタント業務を地域密着型
で展開

ホームページ https://www.arkcon.jp/

設立 1972年

所在地 〒371-0843
群馬県前橋市新前橋町14番地の26

主な事業内容 上下水道施設の設計等を中心に建設コンサルタ
ント業務を関東・東日本で展開

ホームページ http://www.toshi.co.jp/

設立 2012年

所在地 〒700-8617
岡山県岡山市北区津島京町3丁目1-21

主な事業内容 岡山県小田郡矢掛町に位置する「水車の里フルーツトピ
ア」の指定管理事業として農園施設の運営管理を展開

ホームページ https://www.ej-hds.co.jp/enjoy/

設立 2014年

所在地 〒771-5408 
徳島県那賀郡那賀町吉野字弥八かへ１番

主な事業内容 徳島県内の森林資源を活用した木粉製造を中心
とした地域活性化事業

ホームページ https://www.nakawood.co.jp/

株式会社エンジョイファーム株式会社北海道近代設計

都市開発設計株式会社

株式会社ストロベリーファーム

株式会社那賀ウッド

株式会社アークコンサルタント

株式会社ダイミック

Corporate Data

主なグループ会社 （2021年５月31日時点）
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Corporate Data Corporate Data

資格・登録・認証 会社・株式概要

一級土木施工管理技士 417人

一級造園施工管理技士 46人

測量士 235人

地質調査技士 108人

農業土木技術管理士 7人

気象予報士 2人

博士 24人

技術士 658人

ＲＣＣＭ 332人

環境計量士 6人

補償業務管理士 146人

一級建築士 25人

二級建築士 17人

有資格者（E・Jグループ）

建設コンサルタント登録

地質調査業者登録

測量業者登録

一級建築士事務所登録

補償コンサルタント登録

計量証明事業登録

土壌汚染対策法に基づく指定調査機関登録

労働者派遣事業

建設業許可

主な登録事業（E・Jグループ）

ISO9001 認証登録 〈㈱エイト日本技術開発、㈱近代設計、㈱共立エンジニヤ、都市開発設計㈱、㈱北海道近代設計、㈱ダイミック〉

ISO14001 認証登録 〈㈱エイト日本技術開発東京支社 都市環境・資源・マネジメント部〉

ISO55001 認証登録 〈㈱エイト日本技術開発 アセットマネジメント戦略グループ〉　

国土強靭化貢献団体認証（レジリエンス認証）登録 〈㈱エイト日本技術開発〉

健康経営優良法人2021認定 〈日本インフラマネジメント㈱、㈱共立エンジニヤ、共立工営㈱〉

「女性活躍推進法」に基づく「えるぼし」認定 〈㈱エイト日本技術開発〉

認証取得（子会社）

（2021年５月31日時点） （2021年５月31日時点）

商 号 Ｅ・Ｊホールディングス株式会社
（Ｅ・Ｊ Holdings Inc.）

設 立 2007年6月1日

所 在 地 岡山県岡山市北区津島京町三丁目1番21号

事 業 内 容 グループ全体の最適化を図るための企画・運営・管理等を
行い、傘下各会社の権限と責任を明確にした上で、業務執
行を管理・統括し、グループ全体の経営を統括する

資 本 金 28億3百万円

従 業 員 数 単体 23名　連結 1,621名

会社概要 連結子会社
株式会社エイト日本技術開発

日本インフラマネジメント株式会社

株式会社近代設計

株式会社共立エンジニヤ

共立工営株式会社

都市開発設計株式会社

株式会社北海道近代設計

株式会社アークコンサルタント

株式会社アイ・デベロップ・コンサルタンツ

株式会社二神建築事務所

株式会社ダイミック

EJEC（Thailand）Co.,Ltd.

持分法適用関連会社
株式会社演算工房

株式の状況
発行済株式総数  …………………………………………………………… 16,078,920株

自己株式数  …………………………………………………………………………… 382株

総株主数（単元株主数）  ………………………………………………… 7,383（6,849）名

所有者別株式分布

外国法人等
2.99%

その他の法人
27.26%

金融機関
15.11%

証券会社
4.47%

自己名義株式
0.00%

個人・その他
50.17%

株価の推移
【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

決算年月 2017/5 2018/5 2019/5 2020/5 2021/5

最高（円） 1,143 1,755 1,649 1,952 1,194(2,718）

最低（円） 800 999 920 996 980（1,412）

※2020年12月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っています。 （　）内の数値は、分割以前の最高・最低株価です。


