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（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。 

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

   ３．第53期第３四半期連結累計期間、第53期第３四半期連結会計期間及び第53期の潜在株式調整後１株当たり四半

期（当期）純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期（当期）純損失であるため記

載しておりません。 

   ４．第54期第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有し

ている潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

   ５．第54期第３四半期連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期

純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

  
回次 
  

第53期
第３四半期 
連結累計期間 

第54期
第３四半期 
連結累計期間 

第53期
第３四半期 
連結会計期間 

第54期 
第３四半期 
連結会計期間 

第53期

  
会計期間 

  

自平成21年
１月１日 

至平成21年 
９月30日 

自平成22年
１月１日 

至平成22年 
９月30日 

自平成21年
７月１日 

至平成21年 
９月30日 

自平成22年 
７月１日 

至平成22年 
９月30日 

自平成21年
１月１日 

至平成21年 
12月31日 

売上高 (百万円)  25,631  28,328  5,005  6,480  35,260

経常利益又は 

経常損失（△） 
(百万円)  △657  873  △1,332  △543  △297

四半期純利益又は四半期

（当期）純損失（△） 
(百万円)  △2,045  45  △2,342  △727  △1,820

純資産額 (百万円) － －  50,942  48,933  50,307

総資産額 (百万円) － －  61,137  58,151  60,283

１株当たり純資産額  (円) － －  1,809.33  1,771.18  1,802.09

１株当たり四半期純利益

金額又は四半期（当期）

純損失金額（△） 

 (円)  △74.18  1.62  △85.22  △26.30  △66.13

潜在株式調整後１株当た

り四半期（当期）純利益

金額 

 (円)  －  －  －  －  －

自己資本比率  (％) － －  81.4  83.8  81.4

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円)  2,605  3,836 － －  △1,603

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円)  △1,356  △213 － －  △454

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円)  △591  △978 － －  △504

現金及び現金同等物の 

四半期末（期末）残高 
(百万円) － －  18,667  17,920  15,332

従業員数  (人) － －  2,064  2,038  2,056
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 当第３四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。  

  

  

  

  

 当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

  

  

  

(1）連結会社の状況 

 （注）  従業員数は就業人員（グループ外部から当社グループへの出向者を含むほか、当社グループからグループ外部

への出向者を含みません。）であり、臨時従業員数は（ ）内に当第３四半期連結会計期間の平均人員を外数

で記載しております。なお、臨時従業員には、パートタイマー、契約社員及び派遣社員を含んでおります。 

(2）提出会社の状況 

 （注）  従業員数は就業人員（社外から当社への出向者を含むほか、当社から社外への出向者を含みません。）であ

り、臨時従業員数は（ ）内に当第３四半期会計期間の平均人員を外数で記載しております。なお、臨時従業

員には、パートタイマー、契約社員及び派遣社員を含んでおります。 

  

２【事業の内容】

３【関係会社の状況】

４【従業員の状況】

  平成22年９月30日現在

従業員数（人） 2,038 ( ) 304

  平成22年９月30日現在

従業員数（人） 1,058 ( ) 227
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(1）生産実績 

 当第３四半期連結会計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売価格によっており、セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2）受注状況 

 当第３四半期連結会計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであります。 

 （注）１. セグメント間の取引については相殺消去しております。 

  ２. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(3）販売実績 

 当第３四半期連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２. 当社グループの主要事業である調査事業の売上高は、事業の性質上、上半期（第２四半期連結累計期間）に

多くなる傾向があります。 

３. 前第３四半期連結会計期間及び当第３四半期連結会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総

販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

４．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

事業の種類別セグメントの名称 
当第３四半期連結会計期間
（自 平成22年７月１日 
至 平成22年９月30日） 

前年同四半期比（％） 

調査事業（百万円）  4,014  128.1

計測機器事業（百万円）  2,466  131.8

合計（百万円）  6,480  129.5

事業の種類別セグメントの名称

  
受注高 

（百万円） 
  

前年同四半期比
（％） 

受注残高 
（百万円） 

前年同四半期比
（％） 

調査事業  7,562  82.1  14,624  77.8

計測機器事業  1,933  77.1  2,928  111.4

合計  9,495  81.1  17,552  81.9

事業の種類別セグメントの名称 
当第３四半期連結会計期間
（自 平成22年７月１日 
至 平成22年９月30日） 

  
前年同四半期比（％） 

  

調査事業（百万円）  4,014  128.1

計測機器事業（百万円）  2,466  131.8

合計（百万円）  6,480  129.5

相手先 

前第３四半期連結会計期間
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

当第３四半期連結会計期間
（自 平成22年７月１日 
至 平成22年９月30日） 

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％）

国土交通省  386  7.7  531  8.2
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当第３四半期連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。 

  

  

   

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

  

  

  

 文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断した

ものであります。 

  

（１）業績の状況 

 当第３四半期連結会計期間における国内経済は、新興国向けの輸出拡大や政府の経済対策により、製造業等の一部

業種で回復基調にありますが、円高基調など依然として先行き不透明な環境が継続しています。特に、当社国内グル

ープが活動する建設関連分野では、政府建設投資が引続き低調に推移しています。 

  また、海外経済は、欧米で先行き不透明感が残るものの、中国、新興国では景気拡大が継続し、探鉱市場など資

源・エネルギー開発分野は、回復基調に推移しています。 

 このような中、当社グループの当第３四半期連結会計期間の売上高は64億８千万円（前年同期比129.5％）となり

ました。損益面では、コスト削減に努め、売上原価46億６千万円（同123.8％）、販売管理費25億４千２百万円（同

95.4％）、営業損失７億２千２百万円（前年同期14億２千５百万円の損失）、経常損失５億４千３百万円（同13億３

千２百万円の損失）、四半期純損失７億２千７百万円（同23億４千２百万円の損失）となりました。 

  

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりです。 

①調査事業 

 当事業は、国内の公共事業市場ならびに民間建設投資市場を中心に活動しています。当第３四半期連結会計期間に

ついては、民間建設投資が回復の兆しを見せ始めていますが、政府建設投資が低調であり引続き厳しい環境が継続し

ています。 

  当第３四半期連結会計期間は、進行基準による大型業務の売上計上などが貢献し、売上高が40億１千４百万円（前

年同期比128.1％）となり、営業損失は10億１千２百万円（前年同期14億３千８百万円の損失）となりました。 

②計測機器事業 

 当事業は、地震計・物理探査装置・地下レーダ装置・地質調査機器・モニタリング装置等が主な製品です。 

 当第３四半期連結会計期間は、海外の地震計、各探査装置の販売が好調に推移したことにより、売上高が24億６千

６百万円（前年同期比131.8％）、営業利益が３億４百万円（同1,963.5％）となりました。 

  

 なお、季節的変動について、当社グループは、売上高の多くを占める調査事業において、官公庁を中心とした公共

機関との取引率が高いことから１～３月の年度末完成業務が多く、利益も売上高の多い上半期（第２四半期連結累計

期間）に偏る傾向があります。  

  

 所在地別セグメントの業績は次のとおりです。 

①日本 

 調査事業が中心の日本国内の事業は、売上高が44億６千１百万円（前年同期比131.5％）、営業損失が９億９千１

百万円（前年同期14億３千５百万円の損失）となりました。 

②北米（米国、カナダ） 

 計測機器事業が中心の北米の事業は、売上高が18億５千５百万円（前年同期比144.0％）、営業利益が２億５千１

百万円（同1,531.3％）となりました。 

③その他の地域 

 欧州の計測機器事業が中心であるその他地域では、売上高が１億６千３百万円（前年同期比50.2％）、営業利益が

２千２百万円（前年同期２百万円の損失）となりました。 

   

２【事業等のリスク】

３【経営上の重要な契約等】

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

- 4 -



（２）財政状態の分析 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ21億３千１百万円減少し、581億５千１百万円

となりました。 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べ18億９千４百万円減少し、314億６千８百万円となりました。これは主とし

て、受注残高減少の影響により未成業務支出金が20億４千３百万円減少したことによるものです。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べ２億３千７百万円減少し、266億８千３百万円となりました。これは主とし

て、建物などの減価償却により有形固定資産が１億９百万円減少したこと、ソフトウェア、のれんの償却により無形

固定資産が１億２千６百万円減少したことによるものです。 

 当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ７億５千８百万円減少し、92億１千８百万円

となりました。これは主として、受注残高減少の影響により業務未払金が減少し、流動負債が６億６千５百万円減少

したことによるものです。 

 当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ13億７千３百万円減少し、489億３千３百

万円となりました。これは主として、連結子会社の完全子会社化により少数株主持分が９億８千４百万円減少したこ

と、円高の影響により為替換算調整勘定が２億３千９百万円減少したことによるものです。 

 この結果、自己資本比率は83.8％、１株当たりの純資産額は、1,771円18銭となりました。 

  

（３）キャッシュ・フローの状況 

  当第３四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、第２四半期連結会計期間末

に比べ17億３百万円減少（前年同期比53.5％）し、179億２千万円（同96.0％）となりました。 

  当第３四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

  

   (営業活動によるキャッシュ・フロー) 

 営業活動の結果得られた資金は１億７千１百万円（前年同期は８億７千３百万円の資金減）となりました。  

  その主な要因は、税金等調整前四半期純損失６億７百万円（前年同期比45.2％）、たな卸資産の増加額８億１千２

百万円（同38.7％）、売上債権の減少額19億４千９百万円（同79.6％）であります。 

  

 (投資活動によるキャッシュ・フロー) 

 投資活動の結果使用した資金は４億３千３百万円（前年同期比32.2％）となりました。  

  その主な要因は、投資有価証券の取得による支出１億１千２百万円（同110.4％）、固定資産の取得による支出１

億５千５百万円（同94.1％）であります。  

  

 (財務活動によるキャッシュ・フロー) 

 財務活動の結果使用した資金は13億２千２百万円（前年同期比149.6％）となりました。  

  その主な要因は、短期借入金の返済による支出11億５千５百万円（同153.0％）、配当金の支払額１億７千３百万

円（同100.9％）であります。  

  

（４）事業上及び財務上の対処すべき課題 

  当第３四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき事項について重要な変更はありません。 

  

（５）研究開発活動 

  当第３四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、２億５千４百万円であります。 

 なお、当第３四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 

  

（６）経営戦略の現状と見通し 

  当社は、2009年に「応用地質グループ長期経営ビジョン（OYO2020）」を策定しました。当年８月、この長期経営

ビジョンのロードマップに沿った2010年から2013年までの新中期経営計画 OYO Hop 10を策定しました。 

  

  ＜新中期経営計画 OYO Hop 10の概要＞ 

  応用地質グループは、調査・コンサルティング事業を中心に、社会資本整備に貢献して参りました。しかし、国内

では公共事業に加えて民間設備投資の縮減が継続し、調査・コンサルティング事業が展開している建設投資関連市場

も縮小しています。 

  このような社会環境の中で2008年までは、計測機器事業の資源・エネルギー市場への積極展開や調査・コンサルテ

ィング事業における不採算部門の整理、人的資源の有効活用などの施策により、収益性の改善を行い一定の成果を挙

げてまいりました。 
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  しかし、内需産業が直面する閉塞感に満ちた経済環境と先行き不透明な社会環境において、応用地質グループの建

設投資関連分野を中心とした従来の調査・コンサルティング事業のスタイルでは成長が見込めず、「応用地質グルー

プ長期経営ビジョン（OYO2020）」を達成するために、事業スタイルを変革する必要があると考えています。 

  そして、応用地質グループが成長するために、調査・コンサルティング事業を海外に積極展開し、計測機器事業に

おける市場開拓やソリューションサービスを加えた総合サービスを展開いたします。 

  

① 新中期経営計画 OYO Hop 10の基本方針 

  新中期経営計画の基本方針は「成長に向けたビジネスモデルの再構築」であり、調査・コンサルティング事業を中

心に「地域拠点戦略」から「事業展開戦略」への転換を進めます。 

② 取組み内容 

  新中期経営計画では、新規事業への取組み強化、基盤事業の強化、そして新規事業と基盤事業を支える経営基盤の

強化を取組みの大きな柱としています。 

  １）新規事業への取組み強化 

      専門技術サービスを高度化し、戦略組織を強化します。 

  ２）基盤事業の強化 

      コア技術を強化し、総合コンサルティングサービスを強化します。 

  ３）経営基盤の強化 

      企業インフラの整備、人材育成の推進、コンプライアンスを強化します。 

③ 各事業分野の基本方針 

   調査・コンサルティング事業（国内） 

   ・ 既存事業は、市場、サービスを細分化し、フォーカスした事業に注力 

   ・ 新規事業の展開は、専門性の高い組織により、多数の事業を展開 

   ・ 専門サービスを活用したワンストップサービスを強化 

   調査・コンサルティング事業（海外）  

   ・ 政府の新成長戦略を成長の機会とし、ＪＩＣＡに加え新興国を対象とした社会資本整備関連事業への取組み

   ・ 国内社会資本整備関連事業の経験・ノウハウを活用し、エンジニアリングサービスを展開 

   ・ 地元政府・企業とwin-winの関係を構築し、長期の安定した経営基盤を形成 

  計測機器事業（国内） 

   ・ 製品開発と調達機能を強化し、社会ニーズにマッチした商品ならびにシステムを提供 

   ・ 計測システム、計測サービスを大きな柱として展開 

   ・ 調査・コンサルティング事業と連携強化 

  計測機器事業（海外） 

   ・ 高度なセンシング技術を差別化技術とし、競争優位の確立により高収益事業の展開 

   ・ 製品とソリューションサービスを組み合せたプロジェクト業務の開拓 

   ・ 資源・エネルギー市場に加え、維持管理市場、セキュリティ市場を拡大 

④ 数値目標 

 新中期経営計画 OYO Hop10の 終年（2013年）における数値目標は下記のとおりです。 

   · 連結売上高：430億円 

   · 連結営業利益率：５％（連結営業利益：21.5億円） 
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(1）主要な設備の状況 

  当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

(2）設備の新設、除却等の計画 

  当第３四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、除却等に

ついて、重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画

はありません。 

  

第３【設備の状況】
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①【株式の総数】 

  

②【発行済株式】 

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。  

 大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。

  

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  120,000,000

計  120,000,000

種類 
第３四半期会計期間末現
在発行数（株） 
（平成22年９月30日） 

提出日現在発行数（株）
（平成22年11月12日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容

普通株式  32,082,573  32,082,573
東京証券取引所 

（市場第一部） 
単元株式数100株

計  32,082,573  32,082,573 － － 

（２）【新株予約権等の状況】

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

（４）【ライツプランの内容】

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 
発行済株式総
数増減数 

（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高
（百万円） 

資本準備金増
減額 
 （百万円） 

資本準備金残
高（百万円） 

 平成22年７月１日

～ 

 平成22年９月30日 

 －  32,082,573  －  16,174  －  15,905

（６）【大株主の状況】
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 当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿が確定していないため、記載すること

ができないことから、直前の基準日（平成22年６月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。 

   

①【発行済株式】  

（注） 「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が700株（議決権の数７個）含まれて

おります。 

         なお、当第３四半期会計期間末日現在の自己保有株式数は、「完全議決権株式」が4,581,300株、「単元未

満株式」が23株であります。  

  

②【自己株式等】  

     当第３四半期会計期間末日現在の自己株式数は4,581,300株であり、「発行済株式総数に対する所有株式数

の割合」は14.28％であります。 

  

（７）【議決権の状況】

  平成22年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － －  

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） －  － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式   4,349,800 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式  27,611,600  276,116 － 

単元未満株式 普通株式     121,173 － － 

発行済株式総数          32,082,573 － － 

総株主の議決権 －  276,116 － 

  平成22年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

 応用地質株式会社 
東京都千代田区九段北 

４丁目２番６号  
 4,349,800      －  4,349,800  13.56

計 －  4,349,800      －  4,349,800  13.56
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【当該四半期累計期間における月別 高・ 低株価】 

 （注） 高・ 低株価は、東京証券取引所（市場第一部）におけるものであります。 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

(1）新任役員 

 該当事項はありません。 

(2）退任役員 

    該当事項はありません。 

  

(3）役職の異動 

 （注）役名についての異動はありません。 

  

２【株価の推移】

月別 
平成22年 
１月 

２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

高（円）  834  744  819  820  808  776  744  728  733

低（円）  677  659  728  770  713  712  652  645  664

３【役員の状況】

役名 新職名 旧職名 氏名 異動年月日

取締役社長 

(代表取締役) 
  戦略事業推進本部長 成田 賢 平成22年４月１日 

取締役  
専務執行役員戦略事業推進

本部長 
専務執行役員東京本社長  平田 啓一  平成22年４月１日 

取締役  常務執行役員事務本部長 常務執行役員管理本部長  河野 啓三  平成22年４月１日 
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

  当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。   

 なお、前第３四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び前第３四半期連結累計期間

（平成21年１月１日から平成21年９月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第３四半期連結

会計期間（平成22年７月１日から平成22年９月30日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成22年１月１日から平

成22年９月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

 また、当第３四半期連結会計期間（平成22年７月１日から平成22年９月30日まで）及び当第３四半期連結累計期間

（平成22年１月１日から平成22年９月30日まで）については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日内閣府令第５号）附則第７条第１項第１号ただし書き及び第４号

ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期連結会計期間（平成21年７月１日から

平成21年９月30日まで）及び前第３四半期連結累計期間（平成21年１月１日から平成21年９月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表並びに当第３四半期連結会計期間（平成22年７月１日から平成22年９月30日まで）及び当第３四半期

連結累計期間（平成22年１月１日から平成22年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任

監査法人による四半期レビューを受けております。 

  

第５【経理の状況】
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１【四半期連結財務諸表】 
（１）【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 14,764 12,941

受取手形及び売掛金 1,409 1,391

完成業務未収入金 4,178 6,002

有価証券 3,816 3,672

未成業務支出金 ※3  4,175 6,218

商品及び製品 629 595

仕掛品 ※3  679 605

原材料及び貯蔵品 1,241 1,182

その他 607 784

貸倒引当金 △33 △31

流動資産合計 31,468 33,363

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,685 5,917

土地 7,072 7,080

その他（純額） 1,134 1,006

有形固定資産合計 ※1  13,893 ※1  14,003

無形固定資産 610 737

投資その他の資産   

投資有価証券 8,452 8,639

その他 ※2  4,428 ※2  3,554

貸倒引当金 △701 △14

投資その他の資産合計 12,179 12,179

固定資産合計 26,683 26,920

資産合計 58,151 60,283

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 446 329

業務未払金 859 1,807

短期借入金 200 255

未払法人税等 174 185

賞与引当金 211 206

受注損失引当金 ※3  12 51

その他 2,950 2,684

流動負債合計 4,854 5,520

固定負債   

長期借入金 108 183

退職給付引当金 2,368 2,447
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年12月31日) 

その他 1,886 1,824

固定負債合計 4,363 4,456

負債合計 9,218 9,976

純資産の部   

株主資本   

資本金 16,174 16,174

資本剰余金 16,523 16,523

利益剰余金 27,055 27,741

自己株式 △4,782 △5,313

株主資本合計 54,971 55,125

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △196 △202

土地再評価差額金 △2,672 △2,670

為替換算調整勘定 △3,393 △3,153

評価・換算差額等合計 △6,262 △6,026

少数株主持分 223 1,207

純資産合計 48,933 50,307

負債純資産合計 58,151 60,283
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（２）【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 ※1  25,631 ※1  28,328

売上原価 18,490 20,452

売上総利益 7,141 7,875

販売費及び一般管理費 ※2  7,968 ※2  7,376

営業利益又は営業損失（△） △827 499

営業外収益   

受取利息 107 71

受取配当金 31 32

持分法による投資利益 85 223

その他 144 202

営業外収益合計 368 530

営業外費用   

支払利息 11 13

為替差損 108 33

投資事業組合運用損 55 72

その他 22 37

営業外費用合計 198 155

経常利益又は経常損失（△） △657 873

特別利益   

固定資産売却益 0 0

負ののれん発生益 － 296

貸倒引当金戻入額 14 －

その他 0 0

特別利益合計 15 297

特別損失   

固定資産売却損 － 0

固定資産除却損 5 7

投資有価証券評価損 31 53

たな卸資産評価損 37 －

貸倒引当金繰入額 － 669

事業整理損 88 －

その他 6 42

特別損失合計 170 772

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△812 397

法人税等 ※3  1,223 ※3  368

少数株主損益調整前四半期純利益 － 28

少数株主利益又は少数株主損失（△） 8 △16

四半期純利益又は四半期純損失（△） △2,045 45
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 ※1  5,005 ※1  6,480

売上原価 3,765 4,660

売上総利益 1,240 1,820

販売費及び一般管理費 ※2  2,665 ※2  2,542

営業損失（△） △1,425 △722

営業外収益   

受取利息 28 25

受取配当金 1 1

為替差益 17 －

持分法による投資利益 － 121

受取保険金及び配当金 42 －

不動産賃貸料 15 －

その他 11 63

営業外収益合計 116 211

営業外費用   

支払利息 5 5

デリバティブ評価損 7 －

為替差損 － 16

不動産賃貸原価 5 －

持分法による投資損失 3 －

その他 1 10

営業外費用合計 23 32

経常損失（△） △1,332 △543

特別利益   

固定資産売却益 － 0

貸倒引当金戻入額 6 6

その他 0 1

特別利益合計 6 7

特別損失   

投資有価証券評価損 3 53

事業整理損 11 17

その他 1 0

特別損失合計 16 71

税金等調整前四半期純損失（△） △1,342 △607

法人税等 ※3  1,058 ※3  126

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △733

少数株主損失（△） △58 △6

四半期純損失（△） △2,342 △727
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△812 397

減価償却費 638 676

負ののれん発生益 － △296

持分法による投資損益（△は益） △85 △223

賞与引当金の増減額（△は減少） 113 10

受取利息及び受取配当金 △138 △104

売上債権の増減額（△は増加） 3,875 1,096

たな卸資産の増減額（△は増加） △246 1,841

仕入債務の増減額（△は減少） △633 △825

その他 82 1,351

小計 2,793 3,924

利息及び配当金の受取額 138 104

利息の支払額 △11 △13

事業整理による支出 △36 △23

法人税等の支払額 △279 △236

法人税等の還付額 － 79

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,605 3,836

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △600 △678

定期預金の払戻による収入 496 1,372

有価証券の取得による支出 △804 △101

投資有価証券の取得による支出 △306 △217

有価証券の売却による収入 959 154

投資有価証券の売却による収入 468 10

関係会社株式の取得による支出 △166 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△283 －

有形及び無形固定資産の取得による支出 △667 △498

有形及び無形固定資産の売却による収入 4 6

その他 △456 △262

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,356 △213

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 965 1,210

短期借入金の返済による支出 △965 △1,265

長期借入金の返済による支出 △6 △75

自己株式の取得による支出 △224 △474

配当金の支払額 △344 △343

少数株主への配当金の支払額 △16 △4

その他 0 △26

財務活動によるキャッシュ・フロー △591 △978

現金及び現金同等物に係る換算差額 △237 △56

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 419 2,587

現金及び現金同等物の期首残高 18,248 15,332

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  18,667 ※  17,920
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

  
当第３四半期連結累計期間 
（自 平成22年１月１日 
至 平成22年９月30日） 

会計処理基準に関する事項の変更 （1）収益及び費用の計上基準の変更 

  調査業務に係る収益の計上基準については、従来、受注金額１億円以上かつ

工期１年以上の調査業務については進行基準を、その他の調査業務については

調査業務完了基準を適用しておりましたが、「工事契約に関する会計基準」

（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を第１四半

期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期間に着手した業務契約か

ら、当第３四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認め

られる業務については進行基準（業務の進捗率の見積りは原価比例法）を、そ

の他の業務については完了基準を適用しております。 

  これにより、当第３四半期連結累計期間の売上高は79百万円増加し、営業利

益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ４百万円増加してお

ります。  

  なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

  （2）企業結合に関する会計基準等の適用 

  「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26

日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12

月26日）、「「研究開発費等に係る会計基準」の一部改正」（企業会計基準第

23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準

第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第

16号 平成20年12月26日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計

基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）

が平成21年４月１日以後開始する連結会計年度において 初に実施される企業

結合及び事業分離等から適用することができることになったことに伴い、第１

四半期連結会計期間よりこれらの会計基準等を適用しております。 
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【表示方法の変更】

当第３四半期連結累計期間
（自 平成22年１月１日 
至 平成22年９月30日） 

（四半期連結損益計算書関係） 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づき「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）が平成21年４月

１日以後開始する連結会計年度の期首から適用できることになったことに伴い、当第３四半期連結累計期間では、新

たに「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。 

 前第３四半期連結累計期間において、特別損失に区分掲記しておりました「事業整理損」は、特別損失総額の100

分の20以下となったため、当第３四半期連結累計期間では特別損失の「その他」に含めて表示しております。なお、

当第３四半期連結累計期間の特別損失の「その他」に含まれる「事業整理損」は41百万円であります。  

当第３四半期連結会計期間
（自 平成22年７月１日 
至 平成22年９月30日） 

（四半期連結損益計算書関係） 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づき「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）が平成21年４月

１日以後開始する連結会計年度の期首から適用できることになったことに伴い、当第３四半期連結会計期間では、新

たに「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目で表示しております。 

 前第３四半期連結会計期間において、営業外収益に区分掲記しておりました「受取保険金及び配当金」は、営業外

収益総額の100分の20以下となったため、当第３四半期連結会計期間では営業外収益の「その他」に含めて表示して

おります。なお、当第３四半期連結会計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「受取保険金及び配当金」は26百

万円であります。 

 前第３四半期連結会計期間において、営業外収益に区分掲記しておりました「不動産賃貸料」は、営業外収益総額

の100分の20以下となったため、当第３四半期連結会計期間では営業外収益の「その他」に含めて表示しておりま

す。なお、当第３四半期連結会計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「不動産賃貸料」は13百万円でありま

す。 

 前第３四半期連結会計期間において、営業外費用に区分掲記しておりました「デリバティブ評価損」は、営業外費

用総額の100分の20以下となったため、当第３四半期連結会計期間では営業外費用の「その他」に含めて表示してお

ります。なお、当第３四半期連結会計期間の営業外費用の「その他」に含まれる「デリバティブ評価損」は２百万円

であります。 

 前第３四半期連結会計期間において、営業外費用に区分掲記しておりました「不動産賃貸原価」は、営業外費用総

額の100分の20以下となったため、当第３四半期連結会計期間では営業外費用の「その他」に含めて表示しておりま

す。なお、当第３四半期連結会計期間の営業外費用の「その他」に含まれる「不動産賃貸原価」は５百万円でありま

す。  

【簡便な会計処理】

  
当第３四半期連結累計期間 
（自 平成22年１月１日 
至 平成22年９月30日） 

固定資産の減価償却費の算定方法  定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を

期間按分して算定する方法によっております。 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

  
当第３四半期連結累計期間 
（自 平成22年１月１日 
至 平成22年９月30日） 

税金費用の計算  一部の連結子会社においては、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度

の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税

引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じる方法により計算しております。 

- 18 -



  

  

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第３四半期連結会計期間末 
（平成22年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成21年12月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、 百万円で

あり、減損損失累計額を含んでおります。 

14,826 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、 百万円で

あります。 

14,362

※２ 投資不動産の減価償却累計額は、 百万円であり

ます。 

※３ 損失が見込まれる業務契約に係るたな卸資産と受注

損失引当金は、相殺せずに両建てで表示しておりま

す。 

   損失の発生が見込まれる業務契約に係るたな卸資産

のうち、受注損失引当金に対応する額は 百万円（う

ち、未成業務支出金15百万円、仕掛品０百万円）であ

ります。  

109

16

※２ 投資不動産の減価償却累計額は、 百万円でありま

す。 

──────────── 

98

（四半期連結損益計算書関係）

前第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年９月30日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成22年１月１日 
至 平成22年９月30日） 

※１ 当社グループの主要事業である調査事業の売上高

は、事業の性質上、上半期（第２四半期連結累計期

間）に多くなる傾向があります。 

※１          同左 

  

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

給料及び手当 2,885百万円

賞与引当金繰入額 231百万円

貸倒引当金繰入額 8百万円

給料及び手当 2,743百万円

賞与引当金繰入額 135百万円

貸倒引当金繰入額 25百万円

※３ 法人税等調整額は「法人税等」に含めて表示してお

ります。 

※３                  同左 

前第３四半期連結会計期間 
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成22年７月１日 
至 平成22年９月30日） 

※１ 当社グループの主要事業である調査事業の売上高

は、事業の性質上、上半期（第２四半期連結累計期

間）に多くなる傾向があります。 

※１          同左 

  

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

給料及び手当 925百万円

賞与引当金繰入額 127百万円

給料及び手当 939百万円

賞与引当金繰入額 67百万円

※３ 法人税等調整額は「法人税等」に含めて表示してお

ります。 

※３                  同左 
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当第３四半期連結会計期間末（平成22年９月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至

平成22年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数  

  

２．自己株式の種類及び株式数 

  

３．新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。  

  

４．配当に関する事項 

（１）配当金支払額  

     （２）基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期

       間末後となるもの 

        該当事項はありません。  

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年９月30日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成22年１月１日 
至 平成22年９月30日） 

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に記載されている科目の金額との関係 

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に記載されている科目の金額との関係 

  

  （百万円） 

現金及び預金勘定  15,613

有価証券勘定  4,452

計  20,065

預入期間が３ヶ月を超える定期預

金 
 △270

株式及び償還期間が３ヶ月を超え

る債券等 
 △1,127

現金及び現金同等物 18,667

  （百万円） 

現金及び預金勘定  14,764

有価証券勘定  3,816

計  18,581

預入期間が３ヶ月を超える定期預

金 
 △370

株式及び償還期間が３ヶ月を超え

る債券等 
 △289

現金及び現金同等物 17,920

（株主資本等関係）

株式の種類 
当第３四半期
連結会計期間末 

 

 普通株式（株）  32,082,573   

株式の種類 
当第３四半期
連結会計期間末 

 

 普通株式（株）  4,581,323   

決議  株式の種類 
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年３月26日 

定時株主総会  
普通株式   170  6.25 平成21年12月31日 平成22年３月29日 利益剰余金 

平成22年８月10日 

取締役会  
普通株式   173  6.25 平成22年６月30日 平成22年９月27日 利益剰余金 
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前第３四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

当第３四半期連結会計期間（自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日） 

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年９月30日） 

（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

  
調査事業
（百万円） 

計測機器事業
（百万円） 

計（百万円）
消去又は全社 
（百万円） 

連結
 （百万円） 

売上高  

(1)外部顧客に対する売上高  3,134  1,870  5,005  －  5,005

(2)セグメント間の内部売上高  －  127  127 ( )127  －

計  3,134  1,998  5,133 ( )127  5,005

営業利益又は損失（△）  △1,438  15  △1,423 ( )1  △1,425

  
調査事業
（百万円） 

計測機器事業
（百万円） 

計（百万円）
消去又は全社 
（百万円） 

連結
 （百万円） 

売上高  

(1)外部顧客に対する売上高  4,014  2,466  6,480  －  6,480

(2)セグメント間の内部売上高  －  226  226 ( )226  －

計  4,014  2,692  6,707 ( )226  6,480

営業利益又は損失（△）  △1,012  304  △707 ( )14  △722

  
調査事業
（百万円） 

計測機器事業
（百万円） 

計（百万円）
消去又は全社 
（百万円） 

連結
 （百万円） 

売上高  

(1)外部顧客に対する売上高  19,756  5,875  25,631  －  25,631

(2)セグメント間の内部売上高  －  484  484 ( )484  －

計  19,756  6,360  26,116 ( )484  25,631

営業利益又は損失（△）  △875  29  △846  18  △827

  
調査事業
（百万円） 

計測機器事業
（百万円） 

計（百万円）
消去又は全社 
（百万円） 

連結
 （百万円） 

売上高  

(1)外部顧客に対する売上高  21,785  6,542  28,328  －  28,328

(2)セグメント間の内部売上高  －  624  624 ( )624  －

計  21,785  7,167  28,952 ( )624  28,328

営業利益又は損失（△）  △58  551  493  5  499
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 （注）１．事業区分の方法 

事業区分は、事業の内容、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

３．会計処理の方法の変更 

前第３四半期連結累計期間  

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

  「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」２.（1）に記載のとおり、第１四

半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日公

表分）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計

期間の「計測機器事業」の営業利益が４百万円減少しております。 

 （連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い） 

 「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」２.（3）に記載のとおり、第１四

半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務

対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に

比べて、当第３四半期連結累計期間の「計測機器事業」の営業利益が６百万円減少しております。 

  

当第３四半期連結累計期間  

 （収益及び費用の計上基準の変更） 

  「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」（1）に記載のとおり、第１四半

期連結会計期間より「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工

事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を適用し、第

１四半期連結会計期間に着手した業務契約から、当第３四半期連結会計期間末までの進捗部分について成

果の確実性が認められる業務については進行基準（業務の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の業

務については完了基準を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第３

四半期連結累計期間の「調査事業」の売上高が79百万円増加し、営業損失が４百万円減少しております。

  

事業区分 主要製品

調査事業 地質調査、設計、工事、環境調査、環境アセスメント、リスク分析事業等 

計測機器事業 
地質調査用計測機器、資源探査用計測機器、海上音波探査装置、地下レーダー、 

地震観測用計測機器、セキュリティー機器等 
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前第３四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

当第３四半期連結会計期間（自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日） 

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年９月30日） 

【所在地別セグメント情報】

  
日本 

（百万円） 
北米

（百万円） 
その他の地
域(百万円) 

計（百万円） 
消去又は全
社(百万円) 

連結
（百万円） 

売上高   

(1)外部顧客に対する売上高  3,392  1,288  325  5,005  －  5,005

(2)セグメント間の内部売上高  1  38  10  49 ( )49  －

計  3,393  1,326  335  5,055 ( )49  5,005

   営業利益又は損失（△）  △1,435  16  △2  △1,421 ( )3  △1,425

  
日本 

（百万円） 
北米

（百万円） 
その他の地
域(百万円) 

計（百万円） 
消去又は全
社(百万円) 

連結
（百万円） 

売上高   

(1)外部顧客に対する売上高  4,461  1,855  163  6,480  －  6,480

(2)セグメント間の内部売上高  1  53  11  67 ( )67  －

計  4,463  1,909  175  6,548 ( )67  6,480

   営業利益又は損失（△）  △991  251  22  △717 ( )5  △722

  
日本 

（百万円） 
北米

（百万円） 
その他の地
域(百万円) 

計（百万円） 
消去又は全
社(百万円) 

連結
（百万円） 

売上高   

(1)外部顧客に対する売上高  20,452  3,925  1,253  25,631  －  25,631

(2)セグメント間の内部売上高  9  97  17  123 ( )123  －

計  20,461  4,022  1,270  25,755 ( )123  25,631

   営業利益又は損失（△）  △868  △12  45  △835  7  △827

  
日本 

（百万円） 
北米

（百万円） 
その他の地
域(百万円) 

計（百万円） 
消去又は全
社(百万円) 

連結
（百万円） 

売上高   

(1)外部顧客に対する売上高  23,637  4,138  552  28,328  －  28,328

(2)セグメント間の内部売上高  5  191  29  227 ( )227  －

計  23,642  4,330  582  28,555 ( )227  28,328

   営業利益又は損失（△）  239  327  △55  511 ( )12  499
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 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1) 北米…………………米国、カナダ 

(2) その他の地域………北米を除くその他の地域 

３．会計処理の方法の変更 

前第３四半期連結累計期間  

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」２.（1）に記載のとおり、第１四

半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日公

表分）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計

期間の「日本」の営業損失が４百万円増加しております。 

 （連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い） 

 「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」２.（3）に記載のとおり、第１四

半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務

対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に

比べて、当第３四半期連結累計期間の「北米」の営業損失が６百万円増加しております。 

  

当第３四半期連結累計期間  

 （収益及び費用の計上基準の変更） 

  「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」（1）に記載のとおり、第１四半

期連結会計期間より「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工

事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を適用し、第

１四半期連結会計期間に着手した業務契約から、当第３四半期連結会計期間末までの進捗部分について成

果の確実性が認められる業務については進行基準（業務の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の業

務については完了基準を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第３

四半期連結累計期間の「日本」の売上高が79百万円増加し、営業利益が４百万円増加しております。 
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 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1) 北米…………………米国、カナダ 

(2) その他の地域………北米を除くその他の地域 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  当第３四半期連結会計期間末（平成22年９月30日）  

  著しい変動がないため記載を省略しております。 

 当第３四半期連結会計期間末（平成22年９月30日） 

  著しい変動がないため記載を省略しております。 

当第３四半期連結会計期間（自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日） 

 該当事項はありません。 

  

【海外売上高】

    北米 その他の地域 計

前第３四半期連結会計期間 

（自 平成21年７月１日 

至 平成21年９月30日） 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  551  1,127  1,679

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  5,005

Ⅲ 連結売上高に占める海

外売上高の割合（％） 
 11.0  22.5  33.5

    北米 その他の地域 計

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成22年７月１日 

至 平成22年９月30日） 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  838  1,222  2,060

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  6,480

Ⅲ 連結売上高に占める海

外売上高の割合（％） 
 12.9  18.9  31.8

    北米 その他の地域 計

前第３四半期連結累計期間 

（自 平成21年１月１日 

至 平成21年９月30日） 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  1,549  3,869  5,419

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  25,631

Ⅲ 連結売上高に占める海

外売上高の割合（％） 
 6.0  15.1  21.1

    北米 その他の地域 計

当第３四半期連結累計期間 

（自 平成22年１月１日 

至 平成22年９月30日） 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  1,894  3,013  4,907

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  28,328

Ⅲ 連結売上高に占める海

外売上高の割合（％） 
 6.7  10.6  17.3

（有価証券関係）

（デリバティブ取引関係）

（ストック・オプション等関係）
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１．１株当たり純資産額 

２．１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額等 

 （注） １株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

（１株当たり情報）

当第３四半期連結会計期間末 
（平成22年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成21年12月31日） 

１株当たり純資産額 1,771.18円 １株当たり純資産額 1,802.09円

前第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年９月30日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成22年１月１日 
至 平成22年９月30日） 

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損

失であるため記載しておりません。 

１株当たり四半期純損失金額 △74.18円

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。 

１株当たり四半期純利益金額 1.62円

  
前第３四半期連結累計期間
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年９月30日） 

当第３四半期連結累計期間
（自 平成22年１月１日 
至 平成22年９月30日） 

１株当たり四半期純利益金額又は 

１株当たり四半期純損失金額  
    

四半期純利益又は四半期純損失（△）（百万円）  △2,045  45

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る四半期純利益又は 

四半期純損失（△）（百万円） 
 △2,045  45

期中平均株式数（株）  27,567,338  27,766,283

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式

で、前連結会計年度末から重要な変動があったもの

の概要 

―――――――― ―――――――― 
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 （注） １株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

   該当事項はありません。 

平成22年８月10日開催の取締役会において、当期中間配当に関して次のとおり決議いたしました。  

（イ）中間配当による配当金の総額…………………… 173百万円  

（ロ）１株当たりの金額………………………………… ６円25銭  

（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日………… 平成22年９月27日  

 （注）平成22年６月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。 

  

前第３四半期連結会計期間 
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成22年７月１日 
至 平成22年９月30日） 

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損

失であるため記載しておりません。 

１株当たり四半期純損失金額 △85.22円

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式

が存在しないため記載しておりません。 

１株当たり四半期純損失金額 △26.30円

  
前第３四半期連結会計期間
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

当第３四半期連結会計期間
（自 平成22年７月１日 
至 平成22年９月30日） 

１株当たり四半期純損失金額      

四半期純損失（△）（百万円）  △2,342  △727

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る四半期純損失（△）（百万円）  △2,342  △727

期中平均株式数（株）  27,489,429  27,661,523

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式

で、前連結会計年度末から重要な変動があったもの

の概要 

―――――――― ―――――――― 

（重要な後発事象）

２【その他】
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 該当事項はありません。 

  

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
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  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成21年11月11日

応用地質株式会社 

取締役会 御中 

新日本有限責任監査法人 

  
指定有限責任社員
業務執行社員   公認会計士 布施木 孝叔  印 

  
指定有限責任社員
業務執行社員   公認会計士 和 田 慎 二  印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている応用地質株式会

社の平成21年１月１日から平成21年12月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成

21年９月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成21年１月１日から平成21年９月30日まで）に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半

期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連

結財務諸表に対する結論を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析

的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、応用地質株式会社及び連結子会社の平成21年９月30日現在の財政状

態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期

間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

 （注）１ 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。 

    ２ 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 



  

  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成22年11月11日

応用地質株式会社 

取締役会 御中 

新日本有限責任監査法人 

  
指定有限責任社員
業務執行社員   公認会計士 布施木 孝叔  印 

  
指定有限責任社員
業務執行社員   公認会計士 吉 澤 祥 次  印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている応用地質株式会

社の平成22年１月１日から平成22年12月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成22年７月１日から平成

22年９月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成22年１月１日から平成22年９月30日まで）に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半

期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連

結財務諸表に対する結論を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析

的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、応用地質株式会社及び連結子会社の平成22年９月30日現在の財政状

態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期

間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が、すべての重要な点において認められなかっ

た。 

  

追記情報 

 「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」(2)に記載されているとおり、会社は第１四 

 半期連結会計期間より企業結合に関する会計基準等を適用している。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

 （注）１ 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。 

    ２ 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 


