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株主の皆様にはますますご清栄のこととお喜び

申し上げます。平素は格別のご支援を賜り厚く御

礼申し上げます。ここに第54期（2010年1月1日

から2010年12月31日まで）報告書をお届けし、

業績等についてご報告させていただきます。ご高

覧のほど、よろしくお願い申し上げます。

さて、当期の当社グループを取り巻く環境は、

一部で景気が回復する兆しを見せる一方、建設・

不動産関連市場は低調であり、特に、政府建設

投資は公共事業の縮小に伴い削減が継続いたし

ました。海外では、資源・エネルギー開発分野が

回復基調で推移いたしました。

このような中、当社グループは、コスト削減に

取組み収益性の向上を図るとともに、調査事業に

おいては得意分野のシェア拡大、計測機器事業

においては新製品の積極的な市場投入に注力い

たしました。その結果、当期の業績は前連結会計

年度に比べて大幅に収益を回復いたしました。

今後は、2010年8月に公表した「新中期経営

計画 OYO Hop 10（2010年～2013年）」に基づ

いた事業活動を推進し、成長に向けたビジネスモ

デルの再構築を図ってまいります。

株主の皆様におかれましては、長期的な視野

に立って当社事業に、なお一層のご理解とご支

援を賜りたくお願い申し上げます。

2011年3月

株主の皆様へ

新中期経営計画を着実に実行し、成長に向けた
ビジネスモデルの再構築を目指していきます。

Corporate Philosophy

安全と安心の創造

21世紀の社会ニーズは、時代の流れとともに大きく変化し、幅広く多様化してきています。

これからは、地域や国境を越えた「かけがえのない地球」に生きる人びとにとって、

常に自然環境と調和した「持続可能な社会の発展」を目指すことを根底にした考え方が

必要です。

わたしたちの技術には、環境調和型社会の形成に向けて必要なエンジニアリングや

コンサルティングが要求されています。また、企業として社会貢献を果たしていくためには、

新たな価値創造を社会に提供できることが必要です。

わたしたちは、これまで培ってきた技術に加え、創造的技術を社会に提供することにより、

安全な社会、人びとの安心した暮らしを守ることに役立つことが、応用地質株式会社の

社会的使命であると考えています。

■　表紙写真：リーセフィヨルド（ノルウェー）
フィヨルドは、氷河によって削られてできたU字谷が海面下に沈み、海水が浸入してできた湾のことである。リーセフィヨル
ドは、ノルウェー南西に位置し、全長42km。ノルウェーの4大フィヨルドの一つに数えられ、海面まで600ｍにも及ぶ絶壁が
あることで有名。ノルウェー語で「光のフィヨルド」を意味するこの名前は、周辺で見られる花崗岩が光る性質に由来する。

人と自然の調和を図るとともに
安全と安心を技術で支え
社業の発展を通じて社会に貢献する

経営理念
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代表取締役社長



各事業の基本方針 当期の取組み

調査・コンサル
ティング事業
（国内）

■ 既存事業は、市場とサービスを細分化し、
フォーカスした事業に注力
■ 新事業の展開は、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

新規・注力事業への調査・試験設備の導入・開発
●路面下探査車「ロード・ビジュアライザー」の開発（維持管理分野）
●CCS＊1室内試験装置の開発（CCS分野）
●深部振源装置の導入（CCSおよび原子力関連分野）
●スワス測深機の導入（海洋探査分野）

地盤関連データベースの整備
●住宅・不動産関連企業の支援サービスの開始

地域活動から事業活動へのリソースの移動
●応用地質本体を中心に人的資源を再配置
＊1 Carbon Dioxide Capture and Storageの略。二酸化炭素を回収・貯留する技術です。

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
連事業を展開

■ 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

グアムに現地法人「OYO Pacific」を設立
●社会資本整備事業への参入

マレーシアに駐在員事務所を設立
●東南アジアの新興国を中心に市場調査活動推進
●新興国の社会資本整備事業への参入準備
●東南アジアにおける現地パートナー企業の選定と連携強化

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

廉価タイプのモニタリング機器の開発・販売
●S&DL mini（地下水位の変動把握）
●S&DL 伸縮計Jr. Lite（地盤の挙動把握）
●ストラクチャスキャンミニ（非破壊検査装置）

アジアのマーケティング
●社会資本整備事業分野、防災分野のニーズ把握

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を展開

■ 製品とソリューションサービスを組み合わせ
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

ソリューションサービスを組み合わせた地震防災トータルサービスの展開
●アブダビで大型地震防災業務(15百万米＄)を受注

差別化した資源探査装置の販売強化
●小規模な資源開発を対象とした探査装置

維持管理市場、セキュリティ市場にセンシング技術を
活用した製品・システムを投入・販売
●コンクリート（鉄筋）診断装置
●人命救助・探索
●侵入検知センサ

※新中期経営計画 OYO Hop 10では、調査事業を、調査・コンサルティング事業としています。

新中期経営計画　OYO Hop10（2010年～2013年）の進捗報告

当社は、当社グループが社会の持続可能な成長に

向けた課題解決に貢献できる企業集団となることを

目指した「応用地質グループ長期経営ビジョン

（OYO2020）」を公表しています。「新中期経営計画 

OYO Hop 10（2010年～2013年）」は、この長期ビジョ

ンの準備段階と位置付けています。

新中期経営計画では、調査事業を中心にこれまで

の「地域拠点戦略」から「事業展開戦略」へと転換

を図り、「成長に向けたビジネスモデルの再構築」を

基本方針とし、「新規事業への取組み強化」「基盤事

業の強化」「経営基盤の強化」を活動の柱としています。

当期は、国内の調査事業において、各地域に展開

していた人的資源の再配置を開始するとともに、CO2

排出対策分野、原子力関連分野および維持管理分野

などの新規・注力事業を中心に設備投資を行いまし

た。海外ではアジア方面の拠点整備を進めました。

計測機器事業では、廉価な製品を積極的に国内市

場に投入し好評を博しました。海外では、資源・エ

ネルギー開発分野、構造物監視・診断分野などに投

入した製品が販売を伸ばしています。また、地震計

とソリューションサービスを組み合わせたトータル

サービスを展開することにより、大型地震防災プロ

ジェクト業務を受注いたしました。

「OYO2 0 2 0」の準備段階として
新たな取組みを進めています。

CCS室内試験装置

S&DL mini

全体の基本方針

〈基本方針と当期の取組み〉

成長に向けたビジネスモデルの再構築

「地域拠点戦略」から「事業展開戦略」への転換
・ 基盤事業の強化
・ 新規事業への取組み強化
・ 経営基盤の強化
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■ 計測機器事業（海外）
■ 計測機器事業（国内）
■ 調査・コンサルティング事業（海外）
■ 調査・コンサルティング事業（国内）

〈セグメント別売上高〉

連結売上高 ： 430億円
連結営業利益率 ： 5％（21.5億円）

2013年目標
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当期は、公共事業の縮小に伴う政府建設投資の削
減および不動産関連市場の低迷により、受注高は
246億4千1百万円（前年同期比89.1％）と減少しま
したが、前連結会計年度からの繰越受注残業務が貢
献したことから、売上高は272億2千8百万円（同
101.6％）と、前連結会計年度とほぼ同水準となりま
した。収益面では、売上原価率の低減と販売管理費
の削減により収益性は改善されたものの、営業損失3
億2千5百万円（前年同期は9億3千4百万円の営業損
失）を計上することとなりました。
次期以降は、エネルギーおよび維持管理などの注

力分野でのシェアの拡大と、新興国を中心とした海
外展開の拡大を図ってまいります。

当期は、構造物・コンクリート診断用探査装置な
どの販売が堅調に推移したほか、大型地震防災プロ
ジェクトを受注したことにより、受注高は99億1千1
百万円（前年同期比114.5％）となりました。売上高は、
国内販売の維持と海外事業の堅調さから、86億5
千万円（同102.2％）と、前連結会計年度の水準を
維持しました。損益面では、収益性の高い海外事業
の貢献により、7億5千万円（同186.0％）の営業利
益を計上いたしました。
次期以降は、回復基調にある資源探査・エネルギー
分野にさらに注力するとともに、グループが保有する
センシング技術を差別化技術として応用し、研究開
発に注力する中で新たな市場参入にも積極展開を
図ってまいります。
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新中期経営計画に沿って
事業展開戦略を積極的に展開

海外を中心に資源・エネルギー
開発関連に注力

調査事業
科目 2009年12月期 2010年12月期 増減比

売上高 352.6億円 358.7億円 1.8％
営業利益 △5.0億円 4.3億円 ̶
経常利益 △2.9億円 9.8億円 ̶
当期純利益 △18.2億円 3.8億円 ̶
総資産 602.8億円 575.9億円 △4.5％
純資産 503.0億円 487.5億円 △3.1％

一株当たり当期純利益 △66.13円 13.94円 ̶
一株当たり純資産 1,802.09円 1,791.61円 △0.6％
一株当たり配当金 12.50円 12.50円 ̶

研究開発費 10.6億円 9.6億円 △9.4％
設備投資 8.2億円 6.6億円 △19.5％
減価償却費 9.0億円 9.1億円 1.0％

主要連結財務データ 

事業別概況財務ハイライト

連結売上高 連結営業利益 連結経常利益（単位：億円） （単位：億円） （単位：億円）
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計測機器事業
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連結財務諸表

科目 当期
（2010年12月31日現在）

前期
（2009年12月31日現在）

（資産の部）
流動資産 30,185 33,363
現金及び預金 11,325 12,941
受取手形及び売掛金 1,479 1,391
完成業務未収入金 5,795 6,002
有価証券 3,489 3,672
未成業務支出金 4,958 6,218
商品及び製品 676 595
仕掛品 627 605
原材料及び貯蔵品 1,207 1,182
繰延税金資産 296 220
その他 356 564
貸倒引当金 △25 △31

固定資産 27,405 26,920
有形固定資産 13,764 14,003
建物及び構築物 5,609 5,917
機械装置及び運搬具 802 715
工具器具及び備品 152 184
土地 7,055 7,080
リース資産 112 106
建設仮勘定 31 0
無形固定資産 551 737
ソフトウェア 246 300
のれん 179 274
その他 124 162
投資その他の資産 13,089 12,179
投資有価証券 8,591 8,639
長期貸付金 10 10
投資不動産 420 436
その他 4,418 3,107
貸倒引当金 △350 △14

資 産 合 計 57,591 60,283
注　記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

科目 当期
（2010年12月31日現在）

前期
（2009年12月31日現在）

（負債の部）
流動負債 4,620 5,520
支払手形及び買掛金 337 329
業務未払金 943 1,807
短期借入金 200 255
リース債務 37 30
未払法人税等 211 185
未成業務受入金 703 883
賞与引当金 93 206
受注損失引当金 20 51
その他 2,072 1,770

固定負債 4,217 4,456
長期借入金 83 183
退職給付引当金 2,240 2,447
リース債務 81 85
繰延税金負債 1,056 872
再評価に係る繰延税金負債 694 698
その他 60 168

負 債 合 計 8,838 9,976
（純資産の部）
株主資本 55,041 55,125
資本金 16,174 16,174
資本剰余金 16,523 16,523
利益剰余金 27,399 27,741
自己株式 △5,055 △5,313

評価・換算差額等 △6,507 △6,026
その他有価証券評価差額金 △68 △202
繰延ヘッジ損益 △0 ―
土地再評価差額金 △2,676 △2,670
為替換算調整勘定 △3,762 △3,153

少数株主持分 218 1,207
純 資 産 合 計 48,753 50,307
負 債 純 資 産 合 計 57,591 60,283

連結貸借対照表 （単位：百万円）

科目 当期
（2010年1月1日から2010年12月31日まで）

前期
（2009年1月1日から2009年12月31日まで）

売上高 35,878 35,260
調査収入 27,228 26,796
機器売上高 8,650 8,464
売上原価 25,681 25,259
完成調査原価 20,224 19,850
機器売上原価 5,456 5,408
売上総利益 10,197 10,000
販売費及び一般管理費 9,762 10,508
営業利益（△損失） 435 △507
営業外収益 686 412
受取利息 86 126
受取配当金 44 43
持分法による投資利益 325 59
受取保険金及び配当金 67 57
不動産賃貸料 53 60
その他 109 66
営業外費用 137 203
支払利息 12 8
為替差損 4 108
不動産賃貸原価 23 22
投資事業組合運用損 72 56
デリバティブ評価損 ― 0
その他 24 6

経常利益（△損失） 984 △297
特別利益 311 20
貸倒引当金戻入額 ― 19
投資有価証券売却益 1 0
負ののれん発生益 296 ―
その他 13 0

特別損失 435 195
投資有価証券評価損 51 26
たな卸資産評価損 ― 37
貸倒引当金繰入額 323 ―
事業整理損 44 86
その他 16 45

税金等調整前当期純利益（△損失） 860 △473
法人税・住民税及び事業税 334 214
法人税等調整額 160 1,121

少数株主利益 △20 11
当期純利益（△損失） 385 △1,820

連結損益計算書 （単位：百万円）
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個別財務諸表連結財務諸表

科目

株主資本 評価・換算差額等
少数株主
持分

純資産
合計資本金 資本

剰余金
利益
剰余金 自己株式

株主
資本
合計

その他有
価証券評
価差額金

繰延
ヘッジ
損益

土地
再評価
差額金

為替換算
調整勘定

評価・換
算差額等
合計

2009年12月31日　残高 16,174 16,523 27,741 △5,313 55,125 △202 ― △2,670 △3,153 △6,026 1,207 50,307

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 △343 △343 △343

当期純利益 385 385 385

自己株式の取得 △748 △748 △748

自己株式の処分 △0 0 0 0

株式交換による自己株式の割当 △389 1,006 616 616

土地再評価差額金取崩 6 6 6

 株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額）

134 △0 △6 △608 △480 △989 △1,469

連結会計年度中の変動額合計 ― ― △342 258 △84 134 △0 △6 △608 △480 △989 △1,554

2010年12月31日　残高 16,174 16,523 27,399 △5,055 55,041 △68 △0 △2,676 △3,762 △6,507 218 48,753

連結株主資本等変動計算書　　（2010年1月1日から2010年12月31日まで）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

科目
当期

2010年 1月 1日から（2010年12月31日まで）
前期

2009年 1月 1日から（2009年12月31日まで）
営業活動によるキャッシュ・フロー 855 △1,603

投資活動によるキャッシュ・フロー △766 △454

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,286 △504

現金及び現金同等物に係る換算差額 △152 △353

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,351 △2,915

現金及び現金同等物の期首残高 15,332 18,248

現金及び現金同等物の期末残高 13,981 15,332

連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円）

受注高 受注残高 売上高

調査事業 24,641 15,116 27,228

計測機器事業 9,911 4,097 8,650

合計 34,552 19,213 35,878

事業の種類別セグメント情報 （単位：百万円）
（2010年1月1日から2010年12月31日まで）

科目 当期
（2010年12月31日現在）

前期
（2009年12月31日現在）

（資産の部）
流動資産 21,327 23,226
固定資産 32,096 31,218
有形固定資産 9,704 9,822
無形固定資産 242 282
投資その他の資産 22,149 21,114
資産合計 53,424 54,445
（負債の部）
流動負債 2,390 3,048
固定負債 2,808 3,061
負債合計 5,199 6,110
（純資産の部）
株主資本 50,966 51,207
資本金 16,174 16,174
資本剰余金 15,905 15,905
利益剰余金 23,942 24,440
自己株式 △5,055 △5,313

評価・換算差額等 △2,742 △2,872
純資産合計 48,224 48,334
負債純資産合計 53,424 54,445

個別貸借対照表 （単位：百万円）

科目
当期

2010年 1月 1日から（2010年12月31日まで）
前期

2009年 1月 1日から（2009年12月31日まで）
売上高 21,534 19,723

売上原価 16,698 15,162

売上総利益 4,836 4,561

販売費及び一般管理費 4,812 5,372

営業利益（△損失） 23 △811

営業外収益 672 850

営業外費用 152 134

経常利益（△損失） 543 △95

特別利益 1 14

特別損失 277 132

税引前当期純利益（△損失） 267 △213

法人税・住民税及び事業税 42 62

法人税等調整額 △4 1,087
当期純利益（△損失） 229 △1,362

個別損益計算書 （単位：百万円）

科目

株主資本 評価・換算差額等
純資産
合計資本金 資本

剰余金
利益
剰余金 自己株式

株主
資本
合計

その他有価
証券評価差
額金

繰延
ヘッジ
損益

土地
再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

2009年12月31日　残高 16,174 15,905 24,440 △5,313 51,207 △202 ̶ △2,670 △2,872 48,334
事業年度中の変動額
剰余金の配当 △343 △343 △343
当期純利益 229 229 229
自己株式の取得 △748 △748 △748
自己株式の処分 △0 0 0 0
株式交換による自己株式の割当 △389 1,006 616 616
土地再評価差額金取崩 6 6 6
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額） 136 △0 △6 130 130

事業年度中の変動額合計 ― ― △498 258 △240 136 △0 △6 130 △110
2010年12月31日　残高 16,174 15,905 23,942 △5,055 50,966 △65 △0 △2,676 △2,742 48,224

個別株主資本等変動計算書　　（2010年1月1日から2010年12月31日まで）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）
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今回より、スタッフは目
立つように白いジャン
パーを着用し、展示説明

【環境】 地域の環境ネットワーク「ジオネットワークつくば」に参加

当社は、各地の総合教育や防災活動などに積極的に参画し、地域
活動を支援しています。
茨城県つくば市は、市をあげて地球環境科学の成果の普及と活用

を促進しています。その一環として、つくば市を中心に自治体や当社
を含めた数多くの機関が連携組織するのが「ジオネットワークつくば」
です。研究者の話を気軽に聞くイベント「サイエンスカフェ」をはじめ、
自然環境に精通した人材の育成を図る「ジオマイスター制度」など様々
な活動を展開しています。
当社は第4回（1月開催）と第8回（11月開催）の「野外観察会」を
共催し、好評を博しました。

Geometrics, Inc.（以下ジオメトリックス社）は、物
理探査、磁気探査、電磁波探査など陸海空の探査機
器の開発製造を手がける専門メーカーです。1968年、
米国カリフォルニア州のシリコンバレーで設立後、
1997年にOYOグループの一員となりました。現在、
米国カリフォルニア州サンノゼ市に本社を、アリゾナ
州メサ市に工場があります。
ヒット商品の一つである弾性波探査装置「ジオード」
は、1999年より販売を開始し、現在も海底資源探査
機器として世界各地で活躍しています。さらに、三次
元弾性波探査装置「ジオードDZ」や海上弾性波探査
装置「ジオイール」とラインナップも充実しています。
磁気探査装置は、磁力の微小な変化を捉えることが

可能な、小型・高精度のセシウム磁力計を軸に、地上
探査用、海上探査用、空中探査用を取り揃えており、
鉱物資源調査等に活用されています。中でも、超小型
磁気センサは火星での無人探査機へ搭載されています。

【イベント】 商談会を目指した第37回「OYO展」開催

2010年10月13・14日、東京都秋葉原のUDXにおいて恒例の「OYO
展」を開催し、約1,500名にご来場いただきました。37回を数える今
回のOYO展は、「大地といきる ～リスクへの挑戦～」をテーマに、社
会ニーズに応える当社の技術サービスや製品をアピールするための工
夫を凝らしました。これまでの技術的特長の説明を中心とした展示会
から、事業展開に結びつける商談会的な展示会へと位置付けを変え、
ビジネスに直結する取組みを展開いたしました。
セミナーはいずれも盛況で、特に2010年4月に施行された改正土壌
汚染対策法を踏まえた地盤環境関連のメインセミナーは、ご来場者か
ら高い関心を集めました。また、自然リスクに対する注意を促すために、
2種類の小冊子「自然災害リスクの低減を目指して」「自然に潜む重
金属のリスク ～自然由来の重金属問題Q&A」を無料配布いたしました。

地球物理探査装置の専門メーカー

ジオイールを曳航する調査船とジオイール（右）

社 名
所 在 地
設 立
買 収
資 本 金
年 商
従 業 員
事業内容

Geometrics, Inc.
米国カリフォルニア州サンノゼ市
1968年
1997年5月
817千米ドル 
17.64億円（1ドル＝82円）
83名
物理探査機器（地震探鉱器、磁力計、電磁計）
の製造販売

会社概要　（2010年9月30日現在）

米ジオメトリックス社
Geometrics, Inc.

OYOグループ　技術探訪トピックス

1350m孔 ・ 検層機器を見学

砕氷船の後を進む調査船

次回は
2011年10月に
開催予定です。
是非お越し
ください。

「ジオネットワークつくば」のHPはこちら

http://www.geonet-tsukuba.jp/

超小型磁気センサのイラスト（a）と、
実物の拡大写真（b）

出典 ：
Schwindt, P. D. D., et al. (2004): Chip-scale 
atomic magnetometer, Applied Physics 
Letters, vol. 85, 26, pp. 6409-6411.
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株式の状況会社概要

社 名
設 立
資 本 金
従 業 員
株式市場
事業内容

応用地質株式会社（OYO CORPORATION）
1957年（昭和32年）5月2日
161億7,460万円
1,053名
東京証券取引所市場第一部
1. 道路・都市計画ならびに土地構造物及び建築構造物などの建設に
ともなう地盤の調査から設計・施工監理にいたるまでの一連の技
術業務

2. 地すべり、崖崩れ、地震災害、風水害等の調査、自然災害リスク
の調査、解析、予測、診断、評価から対策工にいたる技術業務

3. 環境保全・環境リスクの調査、解析、予測、診断、評価から対策
工にいたる技術業務

4.地盤・環境・災害情報等、地球に関する情報の収集、加工、販売
5. 各種の測定用機器・セキュリティ機器・ソフトウェア・システム
の開発、製造、販売、リース、レンタル

会社概要　（2010年12月31日現在）

本社
本部・事業部
支社
支店・営業所 札幌支社

日本
エヌエス環境株式会社
株式会社ケー・シー・エス
応用アール・エム・エス株式会社
株式会社イー・アール・エス

ヨーロッパ
ROBERTSON GEOLOGGING LTD.
IRIS INSTRUMENTS SAS

北アメリカ
OYO CORPORATION U.S.A.
KINEMETRICS,INC.
GEOMETRICS,INC.
GEOPHYSICAL SURVEY SYSTEMS,INC.
OYO GEOSPACE CORPORATION

東北支社

本社

エネルギー事業部中部支社

四国支社

中国事業部

九州支社

関西支社

応用生態工学研究所

つくばオフィス
機器事業本部
エンジニアリング本部

岩本町オフィス
戦略事業推進本部
データベース事業部

大宮オフィス
直轄事業運営本部
サービス開発本部
エンジニアリング本部
工務本部

コアラボ試験センター

事業所　（2010年12月31日現在）

主なグループ会社
（2010年12月31日現在）

発行可能株式総数 120,000,000株
発行済株式の総数 32,082,573株
 （うち自己株式　4,992,723株）

株 　　主 　　数 8,838名

株式の状況　（2010年12月31日現在）

株主名 所有株式数（株） 持株比率（％）

深田　淳夫 3,012,822 11.12

財団法人　深田地質研究所 2,948,500 10.88

応用地質従業員持株会 1,275,913 4.71

株式会社　みずほコーポレート銀行 860,000 3.17

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 678,600 2.50

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 570,400 2.11

日本生命保険相互会社 527,736 1.95

シービーエヌワイデイエフエイインターナショナルキャップバリューポートフォリオ 516,400 1.91

シティグループ．グローバル．マーケッツ．インク 501,900 1.85

陶山　たま 476,967 1.76
（注） 1.　持株比率は自己株式（4,992,723株）を控除して計算しております。
  2.　 深田淳夫氏（当時、当社名誉顧問）は、2010年12月10日に逝去いたしましたが、事業年度末日現在名義変更手続きが未了のため、

2010年12月31日現在の株主名簿に基づき記載しております。

大株主

自己株式
15.59%

個人その他
42.48%

外国人
8.08%

金融機関
14.58%

証券会社
1.05%

その他の
国内法人
18.22%

所有者別株式分布

成田　　賢
岩﨑　恒明
平田　啓一
兼森　　孝
河野　啓三
堂元　史博
吉長　健二
長瀬　雅美
殿内　啓司
石北　俊彦
齋藤　俊二
関根　　攻
佐々木和彦
河本　光司
西田　和範
吉岡　　正
曽根　好徳
重信　　純
田中　　晃
佐藤　謙司
平松　晋一
熊谷　茂一
原田　益雄
栗田　好文
田中　敏彦
川地　真人
中川　　渉

代 表 取 締 役 社 長
代 表 取 締 役 副 社 長
取 締 役 専 務 執 行 役 員
取 締 役 常 務 執 行 役 員
取 締 役 常 務 執 行 役 員
取 締 役 常 務 執 行 役 員
取 締 役 常 務 執 行 役 員
取 締 役 常 務 執 行 役 員
常 勤 監 査 役
常 勤 監 査 役
監 査 役
監 査 役
常 務 執 行 役 員
常 務 執 行 役 員
常 務 執 行 役 員
常 務 執 行 役 員
執 行 役 員
執 行 役 員
執 行 役 員
執 行 役 員
執 行 役 員
執 行 役 員
執 行 役 員
執 行 役 員
執 行 役 員
執 行 役 員
執 行 役 員

役員　（2011年3月25日現在）

※執行役員は2011年4月1日就任予定
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応用地質に関するお問い合わせは
〒102-0073　東京都千代田区九段北4-2-6

TEL：（03）3234-0811（代）
応用地質株式会社　社長室

URL：http://www.oyo.co.jp/
E-mail：prosight@oyonet.oyo.co.jp

株式に関する各種手続の申出先について
・住所変更、単元未満株式の買取請求・買増請求、配当金受取方法の指定等は、お取引口座のある証券会社にお申し出ください。た
だし、特別口座に記録された株式に係る各種手続につきましては、特別口座の口座管理機関である東京証券代行株式会社にお申し
出ください。

・未支払配当金のお支払につきましては、株主名簿管理人である東京証券代行株式会社にお申し出ください。
・配当金を銀行等口座振込（株式数比例配分方式を除きます。）または配当金領収証にてお受取りの場合、お支払の際ご送付してい
る「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。確定申告を行う際は、その添付資料と
してご使用いただくことができます。なお、株式数比例配分方式をご選択されている株主様におかれましては、お取引の証券会社
等にご確認ください。

事 業 年 度
定 時 株 主 総 会
剰余金の配当受領株主確定日

公 告 の 方 法

単 元 株 式 数
株 主 名 簿 管 理 人

郵 便 物 送 付 先
（ 連 絡 先 ）

毎年1月1日から12月31日まで
毎年3月下旬
期末配当12月31日
中間配当6月30日
電子公告により行います。
ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告ができない場合は、
東京都において発行される日本経済新聞に掲載して行います。
100株
東京証券代行株式会社
〒100-0004　東京都千代田区大手町二丁目6番2号（日本ビル4階）
東京証券代行株式会社　事務センター
〒168-8522　東京都杉並区和泉二丁目8番4号
お問い合わせ先： 0120-49-7009
取次事務は、中央三井信託銀行株式会社の本店および全国各支店で行っております。

株主メモ




