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報告対象
期 間

組 織

2018年12月期
（2018年1月1日～2018年12月31日）
※上記期間以外の情報も一部掲載しています。
応用地質グループ

本レポートに記載されている将来の計画数値、施策など見通しに関する内容は、
現在入手可能な情報から当社が現時点で合理的であるとした判断及び仮定に
基づいて算定されています。従いまして、実際の業績は、内外主要市場の経済状
況や為替相場の変動などさまざまな重要な要素により、記載の見通しとは大き
く異なる可能性があります。

※将来見通しに関する注意事項
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4つの事業セグメント
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 環境
 資源・エネルギー
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当社は地盤三次元化技術の確立により、
新たな価値の創造と市場の創出を目指し
ています。三次元化技術は、従来は専門家
だけが理解できた地盤の世界を一般の方
にも開放し、土木や建築の世界だけでな
く、様々な市場で、新たなビジネスを生む
可能性を秘めています。
表紙の画像は、好奇心旺盛な子供が地面
の下をのぞき込んでいます。まさに三次元
での地盤の可視化とそこから生まれる未
来の可能性を象徴するようなイメージとし
て、今回のコーポレートレポートに採用す
ることにいたしました。

表紙について

地球にかかわる総合コンサルタントとして
地域社会に貢献するとともに

独創的な技術により
新しい市場を自ら創造できる企業

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

経営ビジョン

経営理念
社 名 応用地質株式会社（OYO Corporation）

住 所 〒101‐8486　東京都千代田区神田美土代町7番地

電 話 03‐5577‐4501（代表）

設 立 1957年（昭和32年）5月2日

資 本 金 161億7,460万円

株 式 市 場 東京証券取引所市場第一部

社 員 数 2,058名（連結）、1,102名（単体）

事 業 内 容 土木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地すべり、崖崩れ、地震災害、風水害等の
調査、解析、予測、診断、評価から対策工にいたる技術業務振動、騒音、水質等
の環境保全・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
術業務地盤・地形・環境・災害情報等、地球に関する情報の収集、加工、販売各
種の測定用機器・ソフトウエア、システムの開発、製造、販売、リース、レンタルセ
キュリティー機器の開発、製造、販売

会社概要

発行可能株式総数  ..................................................................................  120,000,000株
発行済株式総数  .........................................................................................  27,582,573株

（うち自己株式 1,118,901株）
株主総数  ............................................................................................................... 7,146名

株式の概要

2018/12

所有者別株式分布

会 社・株 式 の 概 要（2018年12月31日現在）

※自己名義株式には、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託E口）が保有
する3,506単元は含まれておりません

■ 個人その他 30.38％ 83,790単元

■ 金融機関 22.04％ 60,799単元

■ その他の法人 21.23％ 58,560単元

■ 外国法人等 20.74％ 57,215単元

■ 金融商品取引業者 1.55％ 4,270単元

■ 自己名義株式 4.06％ 11,189単元
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1954
1957

1958
1963
1964
1971
1972

財団法人 深田地質研究所設立（企業の母体）
「地質工学の創造」を旗印に
応用地質調査事務所設立
資源分野の物理探査手法を土木分野へ適用開始
創造の拠点として、浦和研究所竣工
新潟地震発生、初の災害調査団派遣
サンフェルナンド地震、初めての海外調査団派遣
第1回社内技術発表会

1974
1976
1979
1979

1980
1985

第1回地質調査機器展開催（現在のOYOフェア）
長良川堤防決壊災害 風水害による被害調査開始
初めての長期ビジョン「OYO2000年ビジョン」
「土木と化学の境界領域を開拓」 
化学環境試験室開設
本格的に海外事業を開始
商号を「応用地質株式会社」に変更

1992

1995
1995
1998

2000
2004
2006

岩と土と水の総合的な試験・研究センター
「コアラボ」開設（民間で最大級）
東京証券取引所市場第一部に上場
阪神淡路大震災への対応（延べ4,000人の動員）
土木工学と生態学の融合をめざして、
応用生態工学研究所開設
執行役員制導入
経営理念、経営ビジョンを刷新
コンプライアンスマニュアル策定

2009

2010
2011
2014
2014
2016
2018
2018

応用地質グループ長期経営ビジョン
「OYO2020」策定
中期経営計画「OYO Hop10」策定
東日本大震災への対応
中期経営計画「OYO Step14」策定
CSR活動方針策定
ワークライフバランスの取り組みを開始
中期経営計画「OYO Jump18」策定
事業セグメントの変更

1970 20101998
1954
（創業）

1957
（創立）

創業～基盤構築期 成長期 変革期 再成長期

2006 イスタンブール市マイクロゾーニング1994 香川県豊島産業廃棄物対策業務
（写真：読売新聞／アフロ）

情報サービス分野の始まり

維持管理分野の初期

エネルギー分野の始まり

環境分野の初期

防災分野の始まり

機器分野の始まり1957

1964

1973

1975

1992

2010

2000 20051990 1995 2010 20151980 198519701965 19751960

500

400

300

200

100

0

売上高（連結）
売上高（個別）

過去最高売上高

売上高100億円を突破

（億円）

1957

2011 東日本大震災 2016 熊本地震

1964 新潟地震1958 中央自動車道地表踏査

1957 真空管式地震探査装置開発 1959 新潟地盤沈下調査

2015 関東・東北豪雨災害対応
（写真：読売新聞／アフロ）

2018 平成30年7月豪雨（写真：アフロ）2007 コンストラクションマネジメント業務1995 阪神・淡路大震災

1965 本州四国連絡橋調査

1986 小山内裏トンネル設計・施工管理

1982 関西国際空港土質調査

1972 高圧孔内水平載荷試験装置
エラストメータ200開発

O Y O の あゆみ

第 1 章 OYOの価値創造
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売上高（億円）

452億円

2014 2015 2016 2017

486 492 513
459

セグメント別（億円）

2014 2015 2016 2017

／率（%）営業利益（億円）

14億円

2014 2015 2016 2017

42

21
15

8

親会社株主に帰属する当期純利益（億円）

8億円

2014 2015 2016 2017

35

23

13

7

研究開発費（億円）

17億円

2014 2015 2016 2017

15

19 20

16

配当性向（％）

91.1%

2014 2015 2016 2017

19.8
32.1

54.9

137.6※

196

連結連結

34万地点以上

※基幹職・新卒のみ、2018年実績

※創立60周年特別記念配当10円を含む

※1 地質調査:日経コンストラクション調べ
※2 単体売上高は24,718百万円（2018年実績）

6,001件

130カ国以上 93件 32.6％

売上高業界第1位※1

年間受注件数

事業展開国数 特許件数 女性採用比率

連結

66名

699名

博士

技術士

連結

顧客セグメント別受注比率

12,013百万円※2

保有地盤データ

51.7％
官公庁

48.3％
民間

8.7

96

79

87

2018

452
486 492 513

459 452

2018

2018

14

2018

8

2018

17

2018

91.1

192

単体 単体

単体 単体

単体

インフラ・メンテナンス 防災・減災
環境 資源・エネルギー

3.3
1.9

3.1
4.4

85

92

82

調査深度総延長:7,585km

※2019年3月31日現在

グループ社数

1,775名

人員数

404名

国 内 海外

15社 22社

国 内 海外

第 1 章 OYOの価値創造

O Y O の 現 在 　財務ハイライト（連結）・非財務情報
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国 内 海外
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私たちは今、これまでに経験したことのない変化のスピードを目の当たりにしています。情報通信技術

の爆発的な発達は経済や社会のグローバル化を急伸させ、産業の構造も大きく変化させています。第

４次産業革命と呼ばれるさまざまな技術革新は、経済だけでなく私たちの価値観やライフスタイルまで

変えつつあります。その一方で、世界経済の発展と人口の増加は、地球規模での資源の枯渇や生物多

様性への脅威といった負の影響も生み出しています。地球温暖化に伴う気候変動は、世界各地でさま

ざまな自然災害を引き起こしています。新たな価値観や課題が日々生み出され、激しく交錯していく中

で、当社グループは、人類の変わらぬ価値観としての安全と安心を独創的な技術で支え、提供すること

で、持続可能な社会の構築に貢献していきます。

地球科学に関わる
グローバルな
総合専門企業グループとして
社会の安全と安心に寄与する

OYOを取り巻く社会課題 成長戦略の推進OYOグループの強み

60年に亘りフィール
ドで蓄積した“地球
科学”の豊富な知見

サービス・センサ・
ICTの各部門を持
ち、相乗効果を発揮

必要な投資を継続し
て行うことができる
健全な財務体質

自然科学の境界領域
を開拓し続ける冒険
者精神

多様な課題に対応
可能な各分野の豊
富なスペシャリストDNA

多様性知見

総合力 財務体質

理念の実現

社業の発展を
通じて

社会に貢献

人と自然の
調和

安全と安心を
技術で支える

長期経営ビジョンの追求

地球科学に関わるグローバルな
総合専門企業グループ

価値創造型
ビジネスモデルへの転換

市場と戦略に即した4つの事業セグメント

インフラ・メンテナンス

防災・減災

環境

資源・エネルギー

ガバナンスの重要性拡大

第4次産業革命による
技術と価値観の変化

自然災害の頻発化・激甚化

生物多様性の確保

エネルギーの多様化

社会インフラの老朽化

第 1 章 OYOの価値創造

価 値 創 造 プ ロセス  （ 1 ）全 体 像

06 OYO Corporat ion



私たちは今、これまでに経験したことのない変化のスピードを目の当たりにしています。情報通信技術

の爆発的な発達は経済や社会のグローバル化を急伸させ、産業の構造も大きく変化させています。第

４次産業革命と呼ばれるさまざまな技術革新は、経済だけでなく私たちの価値観やライフスタイルまで

変えつつあります。その一方で、世界経済の発展と人口の増加は、地球規模での資源の枯渇や生物多

様性への脅威といった負の影響も生み出しています。地球温暖化に伴う気候変動は、世界各地でさま

ざまな自然災害を引き起こしています。新たな価値観や課題が日々生み出され、激しく交錯していく中

で、当社グループは、人類の変わらぬ価値観としての安全と安心を独創的な技術で支え、提供すること

で、持続可能な社会の構築に貢献していきます。

地球科学に関わる
グローバルな
総合専門企業グループとして
社会の安全と安心に寄与する

OYOを取り巻く社会課題 成長戦略の推進OYOグループの強み

60年に亘りフィール
ドで蓄積した“地球
科学”の豊富な知見

サービス・センサ・
ICTの各部門を持
ち、相乗効果を発揮

必要な投資を継続し
て行うことができる
健全な財務体質

自然科学の境界領域
を開拓し続ける冒険
者精神

多様な課題に対応
可能な各分野の豊
富なスペシャリストDNA

多様性知見

総合力 財務体質

理念の実現

社業の発展を
通じて

社会に貢献

人と自然の
調和

安全と安心を
技術で支える

長期経営ビジョンの追求

地球科学に関わるグローバルな
総合専門企業グループ

価値創造型
ビジネスモデルへの転換

市場と戦略に即した4つの事業セグメント

インフラ・メンテナンス

防災・減災

環境

資源・エネルギー

ガバナンスの重要性拡大

第4次産業革命による
技術と価値観の変化

自然災害の頻発化・激甚化

生物多様性の確保

エネルギーの多様化

社会インフラの老朽化
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「地質工学の創造」を旗印に事業を開始して以来、当社は地質調査分野から社会インフラの建

設・維持管理、防災・減災、環境、資源・エネルギーの各分野へと領域を拡大し、専門企業グルー

プを形成してきました。地球科学に関わるこれら4つの領域は、世界が解決を望む地球規模での

安全・安心に関わる課題とも直結しています。当社グループでは、これら4つの領域が相互に連

携し、複合的な課題に対する最適解を導くとともに、独自のセンシング技術を融合することで、

総合的なソリューションを生み出す強みを持っています。

地球科学に関わる最先端の知見と
技術、センシングの融合により、
4つの事業ドメインで
社会の安全・安心を創造

競争力の源泉

提供価値と社会背景

環境保全
（負荷軽減）を
支援

社会の
自然災害に対する
強靭化を支援

資源・エネルギーの
開発・多様化・
有効活用を支援

社会インフラや
各種施設の維持管理
（整備・更新）を支援

人口問題

気候変動

インフラの
老朽化・
更新需要

生物多様性への
関心の高まり

ESG投資

資源需要の
高まり

再生可能
エネルギーの
利用拡大

さまざまな
環境問題

など

4つの事業ドメイン

防災・減災
2セグメント

モニタリングシステムの開発・設置・更新

自然災害リスクの調査、損失予測、対策のコンサルティング

など

資源・エネルギー
4セグメント

資源探査用システムの開発、海底三次元探査サービス

メタンハイドレート開発研究、再生可能エネルギー事業化支援

発電所などの立地に係る高度な地質コンサルティング

など

環　境
3セグメント

インフラ・メンテナンス
1セグメント

非破壊検査製品の開発・販売

災害に強いインフラ整備のための調査・設計・計測サービス

インフラの老朽化調査、維持管理システムの構築

など

地球科学に関わる最先端の知見と技術、
センシングの融合

自然災害の
頻発化・激甚化

アスベスト分析・除去工事ワンストップサービス

土壌・地下水汚染や廃棄物等を対象とした「生活環境分野」

生物多様性の保全を中心とした「自然環境分野」

など

国や自治体の防災計画に係る地震・津波・火災等の
被害予測、防災計画の策定支援

第 1 章 OYOの価値創造

価 値 創 造 プ ロセス  （ 2 ）ビジネスモデ ル
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「地質工学の創造」を旗印に事業を開始して以来、当社は地質調査分野から社会インフラの建

設・維持管理、防災・減災、環境、資源・エネルギーの各分野へと領域を拡大し、専門企業グルー

プを形成してきました。地球科学に関わるこれら4つの領域は、世界が解決を望む地球規模での

安全・安心に関わる課題とも直結しています。当社グループでは、これら4つの領域が相互に連

携し、複合的な課題に対する最適解を導くとともに、独自のセンシング技術を融合することで、

総合的なソリューションを生み出す強みを持っています。

地球科学に関わる最先端の知見と
技術、センシングの融合により、
4つの事業ドメインで
社会の安全・安心を創造

競争力の源泉

提供価値と社会背景

環境保全
（負荷軽減）を
支援

社会の
自然災害に対する
強靭化を支援

資源・エネルギーの
開発・多様化・
有効活用を支援

社会インフラや
各種施設の維持管理
（整備・更新）を支援

人口問題

気候変動

インフラの
老朽化・
更新需要

生物多様性への
関心の高まり

ESG投資

資源需要の
高まり

再生可能
エネルギーの
利用拡大

さまざまな
環境問題

など

4つの事業ドメイン

防災・減災
2セグメント

モニタリングシステムの開発・設置・更新

自然災害リスクの調査、損失予測、対策のコンサルティング

など

資源・エネルギー
4セグメント

資源探査用システムの開発、海底三次元探査サービス

メタンハイドレート開発研究、再生可能エネルギー事業化支援

発電所などの立地に係る高度な地質コンサルティング

など

環　境
3セグメント

インフラ・メンテナンス
1セグメント

非破壊検査製品の開発・販売

災害に強いインフラ整備のための調査・設計・計測サービス

インフラの老朽化調査、維持管理システムの構築

など

地球科学に関わる最先端の知見と技術、
センシングの融合

自然災害の
頻発化・激甚化

アスベスト分析・除去工事ワンストップサービス

土壌・地下水汚染や廃棄物等を対象とした「生活環境分野」

生物多様性の保全を中心とした「自然環境分野」

など

国や自治体の防災計画に係る地震・津波・火災等の
被害予測、防災計画の策定支援
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当社グループは地質調査を起点に事業をスタートし、インフラ・メンテナンス、防災・減災、環境、資源・エ

ネルギー分野へと領域を拡大するとともに、これら4つの領域の融合により、市場における独自のポジ

ションを形成してきました。当社グループの強みは、調査・分析・コンサルティング部門とセンシング部

門、システム開発部門を保有し、安全・安心に関わる主要な社会課題に対しソフト・ハードを組み合わせ

た総合的なソリューションが提供できることです。また、1964年の新潟地震以来、国内外の大規模自

然災害の発生に際して自社の調査団を派遣し、被害の実態と災害のメカニズムを分析することで防災・

減災に関わる知見の蓄積を図っているほか、土質・岩盤力学や生態環境に関する独自の研究所も運営

するなど、さらなる事業優位性を確保する取り組みも行っています。

地盤や生態環境に関する
独自の研究所

独自のセンサ開発・
製造部門を保有

地球科学に関わる
各分野の

エキスパート企業を
グループに包含

創業以来蓄積された
地質に関わる
データベース

大規模自然災害に
対する調査・研究と
知見の蓄積

応用生態工学研究所

コアラボ試験センター

第 1 章 OYOの価値創造

価 値 創 造 プ ロセス  （ 3 ）競 争 力 の 源 泉
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当社グループは地質調査を起点に事業をスタートし、インフラ・メンテナンス、防災・減災、環境、資源・エ

ネルギー分野へと領域を拡大するとともに、これら4つの領域の融合により、市場における独自のポジ

ションを形成してきました。当社グループの強みは、調査・分析・コンサルティング部門とセンシング部

門、システム開発部門を保有し、安全・安心に関わる主要な社会課題に対しソフト・ハードを組み合わせ

た総合的なソリューションが提供できることです。また、1964年の新潟地震以来、国内外の大規模自

然災害の発生に際して自社の調査団を派遣し、被害の実態と災害のメカニズムを分析することで防災・

減災に関わる知見の蓄積を図っているほか、土質・岩盤力学や生態環境に関する独自の研究所も運営

するなど、さらなる事業優位性を確保する取り組みも行っています。

地盤や生態環境に関する
独自の研究所

独自のセンサ開発・
製造部門を保有

地球科学に関わる
各分野の

エキスパート企業を
グループに包含

創業以来蓄積された
地質に関わる
データベース

大規模自然災害に
対する調査・研究と
知見の蓄積

応用生態工学研究所

コアラボ試験センター
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　2018年の連結業績は、売上高が前期比1.6％の

減収となったものの、営業利益については同73.2％

の大幅増益となりました。

　 増 益の要 因は様々ですが 、前 中 期 経 営 計 画

『OYO Step14』（2014～2017年）から取り組ん

できた成果、すなわち、「新たな事業スタイルへの転

換」（過去の成功体験からの脱却）を目指し、市場や

商品の明確化と新たな市場創出に向けた取り組み

の成果が徐々に出始めてきたことも、その1つである

と考えております。

　たとえば、インフラ・メンテナンス事業においては、

海外グループ会社「GSSI社（Geophysical Survey 

Systems, Inc.）」が世界トップシェアを誇る地下レー

ダ探査装置分野を自らのコアと見定め、ターゲットと

する市場を従来の研究者・専門家向けの狭い市場か

らより広い民間の維持管理市場へと拡げていくこと

を成長戦略として推し進めてきた結果、2018年に

は売上・利益ともに過去最高を更新しました。防災・

減災事業では、2018年7月に発生した西日本豪雨

災害に対して、事業部が主導する形で各地の支社職

員と連携した顧客ニーズ対応を積極的に進めた結

果、受注・売上に大きく貢献しました。環境事業では、

東日本大震災の復興事業で得た災害廃棄物処理に

関わる独自のノウハウと、地震防災分野における当

社の優位技術を融合した差別化サービスを展開し

てきたことで、災害廃棄物処理計画などの市場が大

きく拡大しています。資源・エネルギー事業では、原

子力関連事業の縮小を睨み、新たに再生可能エネル

代 表 取 締 役 社 長

市場創造型の取り組みにより
社会課題解決を実現する

トップメッセージ

第 2 章 OYOの成長戦略

市場・商品の明確化と
新たな市場創出の取り組みが増益に貢献

2018年は、中期経営計画
『OYO Jump18』の初年度でした。
どのような成果がありましたか。

1
Q

成 田  賢
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ギー市場の開拓を目指した取り組みを、エネルギー

事業部が中心となって行っております。2018年は特

に、今後の拡大が期待される洋上風力発電市場に

向けて新しい海底調査技術の開発を推し進めるとと

もに、市場で不足している海上足場への新規設備投

資を実行しました。これにより、来期より新たな収益

の獲得が可能であると考えております。

　当社単体では、市場や事業分野ごとに編成した

「事業部」中心の事業運営スタイルにシフトしてい

きつつも、急激な変化による市場への影響も考慮し

ながら、従来の「支社制」も併存した組織体制となっ

ていました。しかしながら、支社制は、基本的には過

去の成功体験に基づき、地域の公共事業を「待ち受

ける」ことに適応した組織形態です。社会や市場が

変化し、公共事業における競争も年々激化している

中で、受身型の営業スタイルが一部で存続したこと

は、結果として、地域と連携して全国に事業を展開す

る事業部中心の成長戦略にブレーキを掛ける構図

も生じました。

　過去の成功体験からの脱却がいかに困難なこと

であるかを改めて痛感したとともに、一刻も早く事業

部制に完全移行することが必要との決意を強くしま

した。その意味では、収穫のあった1年でもあります。

2018年は、
事業部制と支社制の併存状態に
終止符を打つ年となりました。
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　中期経営計画『OYO Jump18』が目指す“飛躍”

を実現していくためには、今後、「新たな事業スタイ

ルへの転換」をグループ全体に拡大していかなけれ

ばなりません。そして、そのためには、市場・商品の明

確化と、組織・意識の変革を推し進めることが不可欠

であると考えています。

　市場・商品の明確化とは、自社のコアとなる技術

や資源、ターゲットとすべき市場を特定した上で、

その市場に向けた、誰もがわかりやすい、明確なソ

リューションを提供するということです。このような

明確化に至っていない部門やグループ会社もまだ多

く存在しますので、前述のような成功事例をグルー

プ全体に拡げていきます。

　組織の変革については、まずは、成功体験への依

存が最も根強い当社単体において着手しています。

2019年1月より、事業部制へ完全に移行しました。

従来の「支社」を全廃し、名称も「事務所」に変更した

上、組織の権限と役割も大きく縮小させました。事務

所に駐在する技術職員は全員、事業部に所属するも

のとし、総務、購買、営業などに携わる社員はすべて

本社の本部所属としました。経営のベースを地域拠

点から事業ベースにしたのです。この結果、新組織

は、すべての社員が、市場と商品を明確化した各事

業部において、各事業部長の指揮下で市場開拓に

取り組む体制へと生まれ変わりました。また、事業部

による市場展開をさらに拡充するため、新たな事業

部も新設しました。インフラ・メンテナンス事業に属

する「流域・水資源事業部」（2018年1月創設）と、防

災・減災事業を強化する「地震防災事業部」（2019

年1月創設）の2事業部です。特に、地震防災分野に

ついては、南海トラフや相模トラフを震源とした巨大

地震への懸念などから、民間企業においても事業継

続計画（BCP）の策定やリスク対策への需要が高ま

りつつあります。このような需要の高まりに対応し、

これまで様々な地震防災関連のサービスを開発・提

市場・商品の明確化と組織・意識の
変革を推し進めることが
不可欠であると考えています。

『OYO Jump18』が目指す“飛躍”を
実現していくための重要なポイントは
何だとお考えですか。

2
Q

トップメッセージ

第 2 章 OYOの成長戦略

経営改革の進捗状況 経営改革の展開イメージ

各セグメントで成長のための経営施策を実行し、
事業を拡大する

他社との連携事業を活発化
（2018年）

ICTプラットフォーム構築着手
（2018年）

グループ会社の事業の明確化はほぼ完了（残2社）
（2018年）

基幹システムの入れ替え完了
（2018年）

当社は事業部制に完全移行
（2019年1月）

情報企画本部の設立
（2019年1月） 事業セグメント

インフラ・
メンテナンス 防災・減災 環境 資源・

エネルギー

事業拡大

研究開発 製品・
サービス M＆A 働き方改革
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供してきた結果、徐々に市場の定着と拡大が進んで

います。いわば、市場創造型の取り組みの結果、新

事業部が生まれた好例と言えます。

　意識の変革については、全社員の意識改革に向

けた「教育の徹底」に取り組みます。事業部制とい

う新たな組織への移行と共に古い組織形態で醸成

された社員の意識も変革し、事業部制に相応しい

考え方、働き方に変えていかなければなりません。

そのためには、教育研修が特に重要と考えておりま

す。今後、事業部制に最適化された社員のキャリア、

待遇、管理職の在り方なども全面的に見直して行く

予定です。

　OYOグループでは、次世代の技術基盤の構築

と、それらを活用した新たなビジネスの創出を目指

して、積極的な研究開発と設備投資を行っていま

す。特に重視しているキーワードは、ICT（情報通信

技術）、三次元化、AI（人工知能）の3つです。現在、

OYOグループの新ビジネス創出や業務効率化を担

うための次世代技術基盤として、「地盤情報ICTプ

ラットフォーム」の構築を推し進めています。これが、

2018年における設備投資の中心となりました。次

に、研究開発投資の主要な対象としては、地盤の見

える化を目指した「三次元物理探査（技術・製品）」の

開発、AIを用いたサービスの開発などがあります。

後者については、AIに優れた技術や知見を有する

外部企業とのアライアンスにより、三次元地盤モデ

ルや災害危険箇所抽出モデルなどへのAI実装技術

の開発を進めています。さらに、より長期の視点か

らの研究開発にも力を注いでいます。たとえば、防

災・減災分野では、産官学にわたる共同研究・開発

活動を展開しています。“産”との間では、KDDI・トヨ

タ自動車・当社の3社共同により、次世代の防災・減

災サービスの開発に向けた検討を開始しています。

“官”“学”との間では、内閣府が科学技術イノベー

ション実現のために創設した国家プロジェクト「戦略

研究開発から働き方改革まで、
積極的な経営改革を推し進めています。

今後の事業拡大に向け、
具体的にどのような取り組みを
行っていますか。

3
Q

経営改革の進捗状況 経営改革の展開イメージ

各セグメントで成長のための経営施策を実行し、
事業を拡大する

他社との連携事業を活発化
（2018年）

ICTプラットフォーム構築着手
（2018年）

グループ会社の事業の明確化はほぼ完了（残2社）
（2018年）

基幹システムの入れ替え完了
（2018年）

当社は事業部制に完全移行
（2019年1月）

情報企画本部の設立
（2019年1月） 事業セグメント

インフラ・
メンテナンス 防災・減災 環境 資源・

エネルギー

事業拡大

研究開発 製品・
サービス M＆A 働き方改革
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長期経営計画の進捗と最終年度目標
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的イノベーション創造プログラム（SIP）」の第2期の

課題である「国家レジリエンス（防災・減災）の強化」

に対し、2件の応募を行い2件ともに採択され、共同

研究を行っています。さらに、“学”との間では、最先

端の減災対策研究のために、名古屋大学減災連携

研究センターにおける寄付講座に継続的に参画して

いるほか、バイオマスを中心とした循環型廃棄物処

理等の研究を目的とした北海道大学の寄付分野な

どにも協力しています。

　事業のグローバル化に向けて、海外有力企業の

M&Aについても積極的に取り組んでいます。2018

年は、海外におけるインフラ・メンテナンス事業の強

化を目的に、シンガポールの2社「Fong Consult 

Pte. Ltd.」と「FC Inspection Pte. Ltd.」の株式取

得を決定し、2019年1月に同2社を子会社化しまし

た。今後、グループシナジーを発揮し、海外インフラ

維持管理市場への展開を拡大していきます。

　働きやすい職場づくりと生産性向上を図るための

働き方改革も継続して進めています。2019年より、

当社は事業部制へ完全移行しましたが、働き方改革

は、この事業部制の確立とともに進められています。

従来の支社制では、お客様の要望を受けてから仕事

を一から組み立てていたため、効率が悪く、成果の品

質も地域によって差が生じることもありました。一方、

事業部制では、各事業部が自ら商品・サービスを開発

し、同一品質の成果を多数のお客様に提供すること

が可能になります。事業部が予めビジネスのスキーム

を設計し、作業を効率化したり、業務プロセスを短縮・

改善したりすることも出来るため、生産性も向上し、

労働時間の短縮も期待できます。また、勤務形態に

ついても、事業部制となることで、従来のような住居

の移動を伴う転勤を必要としなくなりました。ICTや

効率化ツールを活用することで、オフィス以外でも仕

事をすることができます。現在は、在宅勤務制度の導

入、サテライトオフィスの活用など、働きやすい職場環

境づくりに向けた多様な施策を展開しています。

　働きやすい職場づくりは、当社単体だけでなく、グ

ループ各社でも積極的に取り組んでいます。そして、

各社の成果や成功事例は、グループ社長会の場を通

じて水平展開し、さらなる働きやすさの実現に向け

て、グループ一丸となって取り組んでいます。

トップメッセージ

第 2 章 OYOの成長戦略
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長期経営計画の進捗と最終年度目標
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　OYOグループは今後、4つの事業セグメントにお

いて当社の各事業部および国内外グループ会社が

それぞれにマーケティングと商品・サービスの開発を

行い、「市場創造型のビジネスモデル」を推進してい

きます。それにより、従来市場だけでなく、他の様々

な国や業界からの新たなニーズを獲得するとともに、

「OYOブランド」の確立と浸透を狙っています。この

ような取り組みは、これまでお話ししてきたように、

一部で成果を見せつつあります。

　OYOグループが手掛ける事業はほぼすべて、“社

会の安全・安心”に貢献するものです。だからこそ、

私たちは、国連サミットで採択された持続可能な開

発目標（SDGs）に対しても社会的企業としてコミット

し、常に“社会課題起点”からの事業運営を追求して

いくことが、グループのあるべき姿であると確信して

います。2019年中には、具体的な目標の設定とゴー

ルに向けたコミットメントの策定を行い、次期中期経

営計画にも反映していきたいと考えています。

　「第4次産業革命」と呼ばれる大きな産業革新の

中で、わが国でも様々な業界で市場の再編や構造

変化が進行しています。この巨大な変化を勝ち抜く

ためには、“自ら積極的に変わる”必要があると考え

ています。そして、変化の先の将来がどのような姿に

なっているのか、OYOグループとしてもしっかりと

見極めながら、次の成長ステージへ向かわなければ

なりません。

　ステークホルダーの皆様には、OYOグループの

経営にご期待いただきますとともに、引き続きご支

援賜りますようお願い申し上げます。

SDGsを次期中期経営計画に
取り込み、“社会課題起点”からの
事業を推進します。

最後に、OYOグループの中長期展望を
お聞かせください。4

Q

時代の大きなうねりを
的確に見極め、次の成長ステージへと
進んでまいります。
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さまざまな方策を行う
試行期間

試行結果の展開期間

事業の飛躍期間

『OYO 2020』は、2009年1月に策定された長期経営
ビジョンです。過去の成功体験から脱却し、グループが
2020年に向けてめざすべきビジョンと、そのビジョン
を達成するための基本方針を明らかにしたものです。国
内外の持続可能な社会の実現に貢献すべく、地球科学
に関わる様々な分野でアイデアに満ちたソリューション
を提供する総合専門企業グループとなることをめざし
ています。

『OYO 2020』は活動期間を「計画：助走」「試行：Hop」
「展開：Step」「飛躍：Jump」の４期に区分しています。
『OYO Hop10』では、これまでのOYOグループの成
功体験に変わる次の事業を模索・試行し、続く『OYO 
Step14』では、成長の可能性のある事業と成功体験事
業（＝従来型事業）との入れ替えを行い、最後の『OYO 
Jump18』では、入れ替えた事業を成長させるという計
画です。

2009年に策定したロードマップに基づき、
長期経営ビジョン『OYO 2020』の実現をめざす取り組みを推し進める

OYO 2020
応用地質グループ長期経営ビジョン OYO Jump18

2018-2020

中期経営計画
の概要

長期経営計画
の概要

～成功体験型事業スタイルによる事業の縮小から脱却し、事業スタイルの転換による事業の拡大をめざす～
地球科学に関わるグローバルな総合専門企業グループ

20202019201820172016201520142013201220112010

縮小する成功体験型事業と
転換した事業と入れ替え

OYO Step14
4ヵ年中期経営計画

転換した
事業スタイルで
事業拡大

OYO Jump18
3ヵ年中期経営計画

成功体験型事業から転換する
次の事業の模索

OYO Hop10
4ヵ年中期経営計画

前中期経営計画『OYO Step14』の成果を拡大し、
社会の課題を解決するソリューションサービスを提供することで、

持続的成長をめざす

成長戦略

インフラ・
メンテナンス 防災・減災 環境 資源・

エネルギー

技術戦略

グローバル戦略

ガバナンス

『OYO Step14』で展開した事業分野で“OYOブランド”を確立

地盤三次元化技術の確立で新たな価値を創造し、市場を開拓

事業展開戦略をM&Aで加速、ソリューションシステムの海外展開

社員QOL向上を含む、企業ガバナンス強化

1

2

3

4

『OYO Step14』で展開してきた領域を
次の4セグメントとして、
事業拡大を推進
（2018年度よりセグメントを変更）

めざす姿（長期経営ビジョン） 基本方針

基本戦略ビジョン達成へのロードマップ

中 長 期 経 営 計 画

第 2 章 OYOの成長戦略

18 OYO Corporat ion



さまざまな方策を行う
試行期間

試行結果の展開期間

事業の飛躍期間

『OYO 2020』は、2009年1月に策定された長期経営
ビジョンです。過去の成功体験から脱却し、グループが
2020年に向けてめざすべきビジョンと、そのビジョン
を達成するための基本方針を明らかにしたものです。国
内外の持続可能な社会の実現に貢献すべく、地球科学
に関わる様々な分野でアイデアに満ちたソリューション
を提供する総合専門企業グループとなることをめざし
ています。

『OYO 2020』は活動期間を「計画：助走」「試行：Hop」
「展開：Step」「飛躍：Jump」の４期に区分しています。
『OYO Hop10』では、これまでのOYOグループの成
功体験に変わる次の事業を模索・試行し、続く『OYO 
Step14』では、成長の可能性のある事業と成功体験事
業（＝従来型事業）との入れ替えを行い、最後の『OYO 
Jump18』では、入れ替えた事業を成長させるという計
画です。

2009年に策定したロードマップに基づき、
長期経営ビジョン『OYO 2020』の実現をめざす取り組みを推し進める

OYO 2020
応用地質グループ長期経営ビジョン OYO Jump18

2018-2020

中期経営計画
の概要

長期経営計画
の概要

～成功体験型事業スタイルによる事業の縮小から脱却し、事業スタイルの転換による事業の拡大をめざす～
地球科学に関わるグローバルな総合専門企業グループ

20202019201820172016201520142013201220112010

縮小する成功体験型事業と
転換した事業と入れ替え

OYO Step14
4ヵ年中期経営計画

転換した
事業スタイルで
事業拡大

OYO Jump18
3ヵ年中期経営計画

成功体験型事業から転換する
次の事業の模索

OYO Hop10
4ヵ年中期経営計画

前中期経営計画『OYO Step14』の成果を拡大し、
社会の課題を解決するソリューションサービスを提供することで、

持続的成長をめざす

成長戦略

インフラ・
メンテナンス 防災・減災 環境 資源・

エネルギー

技術戦略

グローバル戦略

ガバナンス

『OYO Step14』で展開した事業分野で“OYOブランド”を確立

地盤三次元化技術の確立で新たな価値を創造し、市場を開拓

事業展開戦略をM&Aで加速、ソリューションシステムの海外展開

社員QOL向上を含む、企業ガバナンス強化

1

2

3

4

『OYO Step14』で展開してきた領域を
次の4セグメントとして、
事業拡大を推進
（2018年度よりセグメントを変更）

めざす姿（長期経営ビジョン） 基本方針

基本戦略ビジョン達成へのロードマップ
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社会における価値・役割の明確化、企業価値の向上

当社は、前中期経営計画『OYO Step14』において、持続可能な社会の構築に向けて世界が取り組

むべき課題から注力すべき事業分野を見定めました。これを基礎に、現中期経営計画『OYO 

Jump18』の初年度（2018年度）からは、「インフラ・メンテナンス」「防災・減災」「環境」「資源・エネル

ギー」の4つのセグメントで事業を展開しています。

各マーケットにおけるグループ事業のプレゼンスを向上させることで、社会における当社グループの価

値・役割を明確にし、企業価値の向上をめざしています。

事業を展開するマーケット別に
セグメントを変更、
社会における価値の
わかりやすい企業をめざす

事業領域に基づいた新セグメント

社会インフラや各種施設の
維持管理（整備・更新）を
支援するための

ソリューションサービスの提供

GSSI、OYOPacific

メンテナンス事業部
流域水資源事業部

東北ボーリング、ケー・シー・エス
宏栄コンサルタント
応用計測サービス　他

インフラ・
メンテナンス

1セグメント

を参照詳細は P22-23

社会の自然災害に対する
強靭化を支援するための

ソリューションサービスの提供

Kinemetrics

砂防・防災事業部
地震防災事業部

応用地震計測
応用アール・エム・エス
OYOインターナショナル

防災・減災

2セグメント

を参照詳細は P24-25

環境保全（負荷軽減）を
支援するための

ソリューションサービスの提供

地球環境事業部

エヌエス環境

環　境

3セグメント

を参照詳細は P26-27

資源・エネルギーの
開発・保全・有効活用を
支援するための

ソリューションサービスの提供

エネルギー事業部

Geometrics
NCS SubSea

Robertson Geologging

資源・エネルギー

4セグメント

を参照詳細は P28-29

海外グループ企業
国内グループ企業
単体の事業部

防災・減災

92億円
20.4%

環境

85億円
18.8%

192億円
42.4%

インフラ・メンテナンス

82億円
18.3%

資源・エネルギー

売上高構成比

2018（年度）
売上高

452億円

持続可能な社会の構築社会の課題

地球と人間社会の調和OYOグループの役割

4 つ の 事 業セグメント

第 3 章 セグメント別の戦略
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社会における価値・役割の明確化、企業価値の向上

当社は、前中期経営計画『OYO Step14』において、持続可能な社会の構築に向けて世界が取り組

むべき課題から注力すべき事業分野を見定めました。これを基礎に、現中期経営計画『OYO 

Jump18』の初年度（2018年度）からは、「インフラ・メンテナンス」「防災・減災」「環境」「資源・エネル

ギー」の4つのセグメントで事業を展開しています。

各マーケットにおけるグループ事業のプレゼンスを向上させることで、社会における当社グループの価

値・役割を明確にし、企業価値の向上をめざしています。

事業を展開するマーケット別に
セグメントを変更、
社会における価値の
わかりやすい企業をめざす

事業領域に基づいた新セグメント

社会インフラや各種施設の
維持管理（整備・更新）を
支援するための

ソリューションサービスの提供

GSSI、OYOPacific

メンテナンス事業部
流域水資源事業部

東北ボーリング、ケー・シー・エス
宏栄コンサルタント
応用計測サービス　他

インフラ・
メンテナンス

1セグメント

を参照詳細は P22-23

社会の自然災害に対する
強靭化を支援するための

ソリューションサービスの提供

Kinemetrics

砂防・防災事業部
地震防災事業部

応用地震計測
応用アール・エム・エス
OYOインターナショナル

防災・減災

2セグメント

を参照詳細は P24-25

環境保全（負荷軽減）を
支援するための

ソリューションサービスの提供

地球環境事業部

エヌエス環境

環　境

3セグメント

を参照詳細は P26-27

資源・エネルギーの
開発・保全・有効活用を
支援するための

ソリューションサービスの提供

エネルギー事業部

Geometrics
NCS SubSea

Robertson Geologging

資源・エネルギー

4セグメント

を参照詳細は P28-29

海外グループ企業
国内グループ企業
単体の事業部

防災・減災

92億円
20.4%

環境

85億円
18.8%

192億円
42.4%

インフラ・メンテナンス

82億円
18.3%

資源・エネルギー

売上高構成比

2018（年度）
売上高

452億円

持続可能な社会の構築社会の課題

地球と人間社会の調和OYOグループの役割
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　国内外でインフラ構造物の老朽化対策と更新需要
が拡大しています。特に日本国内では、国土交通省の
推計によると、今後30年間で必要となる維持管理・更
新費用は、約195兆円に及ぶとされています。これは、
平均すると年6.5兆円の規模であり、1年分の公共事業
費に匹敵する巨大市場です。当社でも2018年はトンネ
ル、道路、斜面などを対象とした業務で約50億円の受
注がありました。また、市場の拡大を見据え、今期は路
面下空洞探査車のAI実装をはじめ、地下埋設物の三次
元マップ化のための研究開発、衛星画像を用いた高精
度かつ広域での地盤変動モニタリング技術の開発など
にも取り組みました。
　海外では、GSSI社がアジアを中心に業績が好調であ

り、構造物内部の検査用レーダ製品の販売などで、過
去最高の業績を収めました。さらに、本セグメントとの
関連では、シンガポール企業の2社を新たに子会社化し
ています。今後、シンガポールを起点にアジア全域で当
社およびGSSIの製品・サービスを投入し、グループシナ
ジーを最大限に発揮しながら、本セグメントのグローバ
ル展開を推進していきたいと考えております。

グループシナジーを発揮して
インフラ・メンテナンス事業の
グローバル展開をめざす 田中  敏 彦

応用地質株式会社
インフラ・メンテナンス事業部

常務執行役員 事業部長

主なサービス

など

● インフラの老朽化調査、維持管理システムの構築
● 災害に強いインフラ整備のための調査・設計・計測サービス
● 非破壊検査製品の開発・販売

主な顧客

● 幅広いインフラ管理者（国の機関、自治体、民間企業）
20162015 2017 2018

（年度）

（億円）

売上高 従業員数

インフラ・メンテナンスの「取り組み事例」

各種インフラ構造物検査用
レーダ探査器

道路や鉄道、空港、港湾などインフラ構造物は、老朽
化や周辺環境の影響などで歪みや変状が生じ、将来、
大きな事故に繋がる恐れもありますが、長大・広域に
及ぶインフラの点検には、極めて膨大な時間と労力、
コストを要します。衛星画像を用いた高精度地盤変動
モニタリングサービスは、広域における地盤の変動を
ミリ単位で分析し、異常個所をピンポイントで把握。早
期かつ効率的な対策を実現する新しいインフラモニタ
リングサービスです。

衛星画像を用いた高精度地盤変動モニタリングサービス

アジアを中心とする世界的なインフラ更新需要を受け、米
国の電磁波レーダ探査器の製造子会社GSSI社は、過去最
高の業績を達成しました。以前はレーダ周波数別の製品ラ
インアップのみでしたが、現在は埋設管用、橋梁用、道路舗
装の劣化診断用など、対象と目的を明確にした商品戦略で
確固たる市場プレゼンスを獲得しています。

AIを実装した
路面下空洞探査サービス
道路路面下の空洞探査サービスでは、業務にAIを実
装。AIにより空洞の分析時間が大幅に短縮され、そ
の分、道路陥没リスクをより早期に低減、事故を未
然に防ぐことに貢献しています。

196 192

埋設管探査用ユーティリティスキャン 舗装検査査用ペイブスキャン

（2018年12月31日現在）

750

2,058名
グループ全体

（名）

インフラ・
メンテナンス

セグメント 1
第 3 章 セグメント別の戦略
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　国内外でインフラ構造物の老朽化対策と更新需要
が拡大しています。特に日本国内では、国土交通省の
推計によると、今後30年間で必要となる維持管理・更
新費用は、約195兆円に及ぶとされています。これは、
平均すると年6.5兆円の規模であり、1年分の公共事業
費に匹敵する巨大市場です。当社でも2018年はトンネ
ル、道路、斜面などを対象とした業務で約50億円の受
注がありました。また、市場の拡大を見据え、今期は路
面下空洞探査車のAI実装をはじめ、地下埋設物の三次
元マップ化のための研究開発、衛星画像を用いた高精
度かつ広域での地盤変動モニタリング技術の開発など
にも取り組みました。
　海外では、GSSI社がアジアを中心に業績が好調であ

り、構造物内部の検査用レーダ製品の販売などで、過
去最高の業績を収めました。さらに、本セグメントとの
関連では、シンガポール企業の2社を新たに子会社化し
ています。今後、シンガポールを起点にアジア全域で当
社およびGSSIの製品・サービスを投入し、グループシナ
ジーを最大限に発揮しながら、本セグメントのグローバ
ル展開を推進していきたいと考えております。

グループシナジーを発揮して
インフラ・メンテナンス事業の
グローバル展開をめざす 田中  敏 彦

応用地質株式会社
インフラ・メンテナンス事業部

常務執行役員 事業部長

主なサービス

など

● インフラの老朽化調査、維持管理システムの構築
● 災害に強いインフラ整備のための調査・設計・計測サービス
● 非破壊検査製品の開発・販売

主な顧客

● 幅広いインフラ管理者（国の機関、自治体、民間企業）
20162015 2017 2018

（年度）

（億円）

売上高 従業員数

インフラ・メンテナンスの「取り組み事例」

各種インフラ構造物検査用
レーダ探査器

道路や鉄道、空港、港湾などインフラ構造物は、老朽
化や周辺環境の影響などで歪みや変状が生じ、将来、
大きな事故に繋がる恐れもありますが、長大・広域に
及ぶインフラの点検には、極めて膨大な時間と労力、
コストを要します。衛星画像を用いた高精度地盤変動
モニタリングサービスは、広域における地盤の変動を
ミリ単位で分析し、異常個所をピンポイントで把握。早
期かつ効率的な対策を実現する新しいインフラモニタ
リングサービスです。

衛星画像を用いた高精度地盤変動モニタリングサービス

アジアを中心とする世界的なインフラ更新需要を受け、米
国の電磁波レーダ探査器の製造子会社GSSI社は、過去最
高の業績を達成しました。以前はレーダ周波数別の製品ラ
インアップのみでしたが、現在は埋設管用、橋梁用、道路舗
装の劣化診断用など、対象と目的を明確にした商品戦略で
確固たる市場プレゼンスを獲得しています。

AIを実装した
路面下空洞探査サービス
道路路面下の空洞探査サービスでは、業務にAIを実
装。AIにより空洞の分析時間が大幅に短縮され、そ
の分、道路陥没リスクをより早期に低減、事故を未
然に防ぐことに貢献しています。

196 192

埋設管探査用ユーティリティスキャン 舗装検査査用ペイブスキャン

（2018年12月31日現在）

750

2,058名
グループ全体

（名）

インフラ・
メンテナンス

セグメント 1
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　近年の自然災害の頻発化・激甚化の傾向を受け、国
内外で防災・減災に対する意識が高まっています。
2018年は、国内だけでも大阪府北部地震、平成30年
7月豪雨、平成30年北海道胆振東部地震など大規模
な災害が立て続けに発生しました。このような状況の
中で、防災・減災を主たる事業に据える当社および当セ
グメントに対する社会的期待は、年々大きくなっている
と感じます。そして、これを裏付けるように、当セグメン
トの今期の業績は増収・増益を達成しました。
　少子高齢化や財政難が課題となる中で、ICTを活用
した災害情報の共有、被害予測、避難誘導等のソフト
対策が今後の防災・減災対策に不可欠となると考えて
います。昨年は、平成30年7月豪雨でクローズアップさ

れた住民の避難誘導の問題に対して、避難誘導タイム
ラインシステムを開発したほか、KDDI・トヨタの2社と
共に「自治体むけ災害対策情報支援システム」の開発
に着手しました。米国Kinemetrics社は、地震計システ
ムを建物診断・避難誘導システムに発展させたOASIS 
Plusを開発し、高層ビルや病院等で販売を拡大させて
います。
　国土強靭化関連予算が大きく配分され、当セグメン
トの事業には今、追い風が吹いています。防災・減災と
いう社会的な課題に直接的に向き合い、ソリューション
を提供し続けることで、安全・安心な社会の実現と当社
グループの企業価値向上に貢献していきたいと考えて
います。

20162015 2017 2018
（年度）

（億円）

売上高

防災・減災の「取り組み事例」

KDDI株式会社、トヨタ自動車株式会社と共に、IoTおよび
ビッグデータ解析を用いた災害対策情報支援システムの商
用化に向けた開発を行っています。本システムは、各種セン
サによる計測データや人口動態データ、自動車の発信する
プローブデータなどから、リアルタイムかつ網羅的に災害の
発生やインフラの異常を検知するもので、避難勧告や警戒
避難対応における意思決定の精度とスピードの向上を図
り、地域の更なる防災・減災の実現をめざすものです。

国・自治体むけ
災害対策情報支援システム

戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）とは、分
野の枠を超えた科学技術イノベーション実現のため
に内閣府が創設した国家プロジェクトです。当社は
共同研究機関とともに「国家レジリエンス（防災・減
災）の強化」に応募し、「災害時地下水利用システム
開発」および「市町村災害対応統合システム開発」の
2テーマが採択されました。

戦略的イノベーション
創造プログラムSIPへの参画

土砂災害避難誘導タイムラインシステム
豪雨災害の頻発化・激甚化に対応するため、国は水防法の一部を
改正し、「逃げ遅れゼロ」をめざしたハード・ソフト一体での減災体
制の構築を進めています。当社ではこの「逃げ遅れゼロ」の取り組
みに最適化した避難誘導・タイムラインシステムを開発しました。
気象・ハザード情報や各種センサと連携し、初期警戒、避難誘導、
復旧活動など、地域住民と行政の最短距離の減災行動をサポー
トするとともに、避難後の被災者のケアにも対応します。

79
92

土砂災害避難誘導タイムラインシステムの画像イメージ（写真は九州北部豪雨）

災害時地下水利用
システム開発で
モデル地域となる
濃尾平野

従業員数

（2018年12月31日現在）

323

2,058名
グループ全体

（名）

など

主なサービス

● 国や自治体の防災計画に係る
地震・津波・火災等の被害予測、防災計画の策定支援

● 自然災害リスクの調査、損失予測、対策のコンサルティング
● モニタリングシステムの開発・設置・更新

主な顧客

● 国や全国の地方自治体
● 国の研究機関（防災科学技術研究所・米国地質調査所など）
● 民間企業（メーカー、不動産会社、金融機関など）

大曾根  啓 介

応用地質株式会社
砂防・防災事業部
執行役員 事業部長

社会的な防災・減災意識の高まりと
大型の国土強靭化関連予算で
市場機会は拡大

防災・減災

セグメント 2
第 3 章 セグメント別の戦略
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　近年の自然災害の頻発化・激甚化の傾向を受け、国
内外で防災・減災に対する意識が高まっています。
2018年は、国内だけでも大阪府北部地震、平成30年
7月豪雨、平成30年北海道胆振東部地震など大規模
な災害が立て続けに発生しました。このような状況の
中で、防災・減災を主たる事業に据える当社および当セ
グメントに対する社会的期待は、年々大きくなっている
と感じます。そして、これを裏付けるように、当セグメン
トの今期の業績は増収・増益を達成しました。
　少子高齢化や財政難が課題となる中で、ICTを活用
した災害情報の共有、被害予測、避難誘導等のソフト
対策が今後の防災・減災対策に不可欠となると考えて
います。昨年は、平成30年7月豪雨でクローズアップさ

れた住民の避難誘導の問題に対して、避難誘導タイム
ラインシステムを開発したほか、KDDI・トヨタの2社と
共に「自治体むけ災害対策情報支援システム」の開発
に着手しました。米国Kinemetrics社は、地震計システ
ムを建物診断・避難誘導システムに発展させたOASIS 
Plusを開発し、高層ビルや病院等で販売を拡大させて
います。
　国土強靭化関連予算が大きく配分され、当セグメン
トの事業には今、追い風が吹いています。防災・減災と
いう社会的な課題に直接的に向き合い、ソリューション
を提供し続けることで、安全・安心な社会の実現と当社
グループの企業価値向上に貢献していきたいと考えて
います。

20162015 2017 2018
（年度）

（億円）

売上高

防災・減災の「取り組み事例」

KDDI株式会社、トヨタ自動車株式会社と共に、IoTおよび
ビッグデータ解析を用いた災害対策情報支援システムの商
用化に向けた開発を行っています。本システムは、各種セン
サによる計測データや人口動態データ、自動車の発信する
プローブデータなどから、リアルタイムかつ網羅的に災害の
発生やインフラの異常を検知するもので、避難勧告や警戒
避難対応における意思決定の精度とスピードの向上を図
り、地域の更なる防災・減災の実現をめざすものです。

国・自治体むけ
災害対策情報支援システム

戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）とは、分
野の枠を超えた科学技術イノベーション実現のため
に内閣府が創設した国家プロジェクトです。当社は
共同研究機関とともに「国家レジリエンス（防災・減
災）の強化」に応募し、「災害時地下水利用システム
開発」および「市町村災害対応統合システム開発」の
2テーマが採択されました。

戦略的イノベーション
創造プログラムSIPへの参画

土砂災害避難誘導タイムラインシステム
豪雨災害の頻発化・激甚化に対応するため、国は水防法の一部を
改正し、「逃げ遅れゼロ」をめざしたハード・ソフト一体での減災体
制の構築を進めています。当社ではこの「逃げ遅れゼロ」の取り組
みに最適化した避難誘導・タイムラインシステムを開発しました。
気象・ハザード情報や各種センサと連携し、初期警戒、避難誘導、
復旧活動など、地域住民と行政の最短距離の減災行動をサポー
トするとともに、避難後の被災者のケアにも対応します。

79
92

土砂災害避難誘導タイムラインシステムの画像イメージ（写真は九州北部豪雨）

災害時地下水利用
システム開発で
モデル地域となる
濃尾平野

従業員数

（2018年12月31日現在）

323

2,058名
グループ全体

（名）

など

主なサービス

● 国や自治体の防災計画に係る
地震・津波・火災等の被害予測、防災計画の策定支援

● 自然災害リスクの調査、損失予測、対策のコンサルティング
● モニタリングシステムの開発・設置・更新

主な顧客

● 国や全国の地方自治体
● 国の研究機関（防災科学技術研究所・米国地質調査所など）
● 民間企業（メーカー、不動産会社、金融機関など）

大曾根  啓 介

応用地質株式会社
砂防・防災事業部
執行役員 事業部長

社会的な防災・減災意識の高まりと
大型の国土強靭化関連予算で
市場機会は拡大

防災・減災

セグメント 2
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マイクロプラスチック問題など、
世界的な環境課題に向けて
ソリューション開発に取り組んでいく

　マイクロプラスチック問題に象徴される世界的な環
境意識の高まりや、ESG投資の拡がりなど、当セグメン
トの市場機会はますます拡大しておりますが、当セグメ
ントの強みであり、またユニークな面でもあるのが、環
境分野からの災害復興ソリューションを持つというとこ
ろです。
　平成30年7月豪雨では、膨大な量の災害廃棄物の
処理が被災地の課題としてクローズアップされました。
当社は東日本大震災における津波がれきの処理事業
で独自のノウハウを確立し、現在も災害廃棄物処理計
画や早期処理支援において市場を大きくリードしてい
ます。また、福島の復興事業においても、汚染土壌の運
搬管理、放射線モニタリング、地下水対策などグルー

プの保有する様々な資源を組み合わせた顧客事業支
援を展開しており、当セグメントの売上に大きく貢献し
ています。
　災害復興以外でも、再生可能エネルギー市場の拡大
に伴う風力発電関連の環境アセスメントや、環境経営
への社会的要望を背景としたエネルギー診断なども、
近年受注を伸ばしています。
　今後の新たな取り組みとしては、プラスチック資源循
環戦略の策定に係る事業への参画です。マイクロプラ
スチック問題を受けて「海岸漂着物処理推進法」が改正
されましたが、当セグメントの更なる市場機会と捉え、
現在、ソリューションの設計に取り組んでいます。

環 境

セグメント 3
20162015 2017 2018

（年度）

（億円）

売上高
主な事業内容

など

● 生物多様性の保全を中心とした「自然環境分野」
● 土壌・地下水汚染や廃棄物等を対象とした「生活環境分野」
● アスベスト分析・除去工事ワンストップサービス

など

主な顧客

● 環境省（廃棄物、資源循環分野）
● 国土交通省
● 全国の地方自治体
● 民間企業（不動産関連会社、商社、メーカーなど）

環境の「取り組み事例」

96
85

大規模災害の発生を想定した廃棄物処理計画支援システムを開発・
提供しています。データベース化された地盤モデルや地形、建物な
どの情報に基づき、全半壊する建物の予測と廃棄物発生量を推定、
仮置き場への最適な運
搬計画などを瞬時に計
算。最短での復旧をめ
ざした危機管理体制の
構築に貢献します。

災害廃棄物処理計画・早期処理支援サービス

建物の更新時期の到来に伴い、解体工事などにより飛散するアス
ベストが課題となります。アスベストを使用した建物の解体ピーク
は2020年～2040年とも言われています。当社グループでは、分
析から除去工事までの一貫した対策サービスにより、アスベストに
よる住民の健康被害を最小化することに取り組んでいます。

アスベスト分析・除去工事
ワンストップサービス

福島では現在、除染で取り除いた土壌や廃棄物を分別・保管す
る中間処理施設の整備、仮置き場から中間貯蔵施設への運搬
工事等が進められています。当社グループでは、土壌の運搬処
理工事の施工管理から貯蔵施設の地下水対策、廃棄物の減容
化検討、空間線量測定など、事業の安全な遂行と早期化に向け
た多種多様な支援サービスを展開しています。

福島環境再生支援サービス、
災害廃棄物関連サービス

災害廃棄物処理計画支援システム

除染廃棄物の放射線量の測定

アスベスト分析（エヌエス環境）

611

2,058名
グループ全体

（2018年12月31日現在）

（名）

従業員数

岩下  信 一

応用地質株式会社
地球環境事業部

執行役員 事業部長
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マイクロプラスチック問題など、
世界的な環境課題に向けて
ソリューション開発に取り組んでいく

　マイクロプラスチック問題に象徴される世界的な環
境意識の高まりや、ESG投資の拡がりなど、当セグメン
トの市場機会はますます拡大しておりますが、当セグメ
ントの強みであり、またユニークな面でもあるのが、環
境分野からの災害復興ソリューションを持つというとこ
ろです。
　平成30年7月豪雨では、膨大な量の災害廃棄物の
処理が被災地の課題としてクローズアップされました。
当社は東日本大震災における津波がれきの処理事業
で独自のノウハウを確立し、現在も災害廃棄物処理計
画や早期処理支援において市場を大きくリードしてい
ます。また、福島の復興事業においても、汚染土壌の運
搬管理、放射線モニタリング、地下水対策などグルー

プの保有する様々な資源を組み合わせた顧客事業支
援を展開しており、当セグメントの売上に大きく貢献し
ています。
　災害復興以外でも、再生可能エネルギー市場の拡大
に伴う風力発電関連の環境アセスメントや、環境経営
への社会的要望を背景としたエネルギー診断なども、
近年受注を伸ばしています。
　今後の新たな取り組みとしては、プラスチック資源循
環戦略の策定に係る事業への参画です。マイクロプラ
スチック問題を受けて「海岸漂着物処理推進法」が改正
されましたが、当セグメントの更なる市場機会と捉え、
現在、ソリューションの設計に取り組んでいます。

環 境

セグメント 3
20162015 2017 2018

（年度）

（億円）

売上高
主な事業内容

など

● 生物多様性の保全を中心とした「自然環境分野」
● 土壌・地下水汚染や廃棄物等を対象とした「生活環境分野」
● アスベスト分析・除去工事ワンストップサービス

など

主な顧客

● 環境省（廃棄物、資源循環分野）
● 国土交通省
● 全国の地方自治体
● 民間企業（不動産関連会社、商社、メーカーなど）

環境の「取り組み事例」

96
85

大規模災害の発生を想定した廃棄物処理計画支援システムを開発・
提供しています。データベース化された地盤モデルや地形、建物な
どの情報に基づき、全半壊する建物の予測と廃棄物発生量を推定、
仮置き場への最適な運
搬計画などを瞬時に計
算。最短での復旧をめ
ざした危機管理体制の
構築に貢献します。

災害廃棄物処理計画・早期処理支援サービス

建物の更新時期の到来に伴い、解体工事などにより飛散するアス
ベストが課題となります。アスベストを使用した建物の解体ピーク
は2020年～2040年とも言われています。当社グループでは、分
析から除去工事までの一貫した対策サービスにより、アスベストに
よる住民の健康被害を最小化することに取り組んでいます。

アスベスト分析・除去工事
ワンストップサービス

福島では現在、除染で取り除いた土壌や廃棄物を分別・保管す
る中間処理施設の整備、仮置き場から中間貯蔵施設への運搬
工事等が進められています。当社グループでは、土壌の運搬処
理工事の施工管理から貯蔵施設の地下水対策、廃棄物の減容
化検討、空間線量測定など、事業の安全な遂行と早期化に向け
た多種多様な支援サービスを展開しています。

福島環境再生支援サービス、
災害廃棄物関連サービス

災害廃棄物処理計画支援システム

除染廃棄物の放射線量の測定

アスベスト分析（エヌエス環境）

611

2,058名
グループ全体

（2018年12月31日現在）

（名）

従業員数

岩下  信 一

応用地質株式会社
地球環境事業部

執行役員 事業部長

27Corporate Repor t 2019



　2018年の当セグメントの市場環境は、国内では東日
本大震災以来の原子力施設に対する耐震関連事業が
一巡したこと、海外では資源探査市場の回復が思いの
ほか進展しなかったことなどで、大変厳しい状況でし
た。そのような中で明るい材料となっているのが、再生
可能エネルギー、とりわけ国内における洋上風力発電
事業が大きく動き始めたことです。当セグメントの新た
な事業の柱とすべく、2018年には専門組織を新設し、
新たな海上調査技術の開発や、新規設備投資なども行
いました。これらの施策により、2019年には市場シェア
を相当伸ばすことが出来ると読んでいます。
　一方、原子力分野では、廃炉に向けた放射性廃棄物
の処分問題について、もう一つの新たな市場機会とし

て、社会動向を注視しています。
　海外においては、資源価格は依然として不安定であ
り、市場の動きも軟調ですが、2019年より新たな海底
油田開発の動きも出てきています。海外グループ各社
も長引く資源不況の中で経営改革と新規顧客開拓な
どに積極的に取り組んでおり、厳しい市場環境の中で
も収益は着実に回復し続けています。

主な事業内容

など

● 発電所などの立地に係る高度な地質コンサルティング
● メタンハイドレート開発研究、
再生可能エネルギー事業化支援

● 資源探査用システムの開発、海底三次元探査サービス

など

主な顧客

● 発電事業者
● 石油、ガス事業者
● 資源開発会社

● 建設会社
● 官公庁・国の研究機関

20162015 2017 2018
（年度）

（億円）

売上高

（2018年12月31日現在）

資源・エネルギーの「取り組み事例」

日本での洋上風力発電市場の急速
な拡大に伴い、当社では、需要が逼
迫している調査用の海上足場を新
たに設備投資したほか、建築基準
法に準じた耐震設計に対応するた
めの新たな海底地盤調査技術を開
発しました。海底の地質調査以外に
も、事業性評価から環境アセスメン
トまで、様々な技術サービスをワン
ストップで提供し、事業者の円滑な
事業推進をグループ全体でサポー
トしています。

洋上風力発電関連
サービス

288
87 82

海底三次元反射法探査システムP-Cable
は、三次元かつ高分解能で地質構造を可
視化し、石油採掘リスクを大きく軽減する
ソリューションとして市場で高い評価を得
ています。従来は北欧や米国周辺海域で
の実績に限られていましたが、2019年は
東南アジアやアフリカ等でも市場の拡大
が期待されます。

海底三次元石油
貯留層探査サービス

2,058名
グループ全体

（名）

従業員数

地震計を用いた新しい海底調査技術

海底調査に用いる鋼製櫓

大 島  雅 浩

応用地質株式会社
エネルギー事業部

執行役員 エネルギー事業部長

セグメント 4
資源・

エネルギー

新たなエネルギー政策に対応した
ソリューションを強化する
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　2018年の当セグメントの市場環境は、国内では東日
本大震災以来の原子力施設に対する耐震関連事業が
一巡したこと、海外では資源探査市場の回復が思いの
ほか進展しなかったことなどで、大変厳しい状況でし
た。そのような中で明るい材料となっているのが、再生
可能エネルギー、とりわけ国内における洋上風力発電
事業が大きく動き始めたことです。当セグメントの新た
な事業の柱とすべく、2018年には専門組織を新設し、
新たな海上調査技術の開発や、新規設備投資なども行
いました。これらの施策により、2019年には市場シェア
を相当伸ばすことが出来ると読んでいます。
　一方、原子力分野では、廃炉に向けた放射性廃棄物
の処分問題について、もう一つの新たな市場機会とし

て、社会動向を注視しています。
　海外においては、資源価格は依然として不安定であ
り、市場の動きも軟調ですが、2019年より新たな海底
油田開発の動きも出てきています。海外グループ各社
も長引く資源不況の中で経営改革と新規顧客開拓な
どに積極的に取り組んでおり、厳しい市場環境の中で
も収益は着実に回復し続けています。

主な事業内容

など

● 発電所などの立地に係る高度な地質コンサルティング
● メタンハイドレート開発研究、
再生可能エネルギー事業化支援

● 資源探査用システムの開発、海底三次元探査サービス

など

主な顧客

● 発電事業者
● 石油、ガス事業者
● 資源開発会社

● 建設会社
● 官公庁・国の研究機関

20162015 2017 2018
（年度）

（億円）

売上高

（2018年12月31日現在）

資源・エネルギーの「取り組み事例」

日本での洋上風力発電市場の急速
な拡大に伴い、当社では、需要が逼
迫している調査用の海上足場を新
たに設備投資したほか、建築基準
法に準じた耐震設計に対応するた
めの新たな海底地盤調査技術を開
発しました。海底の地質調査以外に
も、事業性評価から環境アセスメン
トまで、様々な技術サービスをワン
ストップで提供し、事業者の円滑な
事業推進をグループ全体でサポー
トしています。

洋上風力発電関連
サービス

288
87 82

海底三次元反射法探査システムP-Cable
は、三次元かつ高分解能で地質構造を可
視化し、石油採掘リスクを大きく軽減する
ソリューションとして市場で高い評価を得
ています。従来は北欧や米国周辺海域で
の実績に限られていましたが、2019年は
東南アジアやアフリカ等でも市場の拡大
が期待されます。

海底三次元石油
貯留層探査サービス

2,058名
グループ全体

（名）

従業員数

地震計を用いた新しい海底調査技術

海底調査に用いる鋼製櫓

大 島  雅 浩

応用地質株式会社
エネルギー事業部

執行役員 エネルギー事業部長

セグメント 4
資源・

エネルギー

新たなエネルギー政策に対応した
ソリューションを強化する
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事業部を中心とした全国横断的な体制でタイムリーな顧客支援を展開
　気象庁から11府県に対して大雨特別警報が発令された7
月6日の前後から、国の機関や自治体などから道路斜面の点
検や土砂崩壊地の緊急調査等の依頼が相次いで寄せられま
した。当社では、関西支社（当時）に現地災害対策本部を設置
し、全社へ情報発信するとともに、続々と寄せられる各地から
の要請に対応するため、事業部を中心に全社横断的な支援
体制を構築し、対応を行いました。本災害では、復旧活動を阻
む膨大な災害廃棄物の発生や、自治体による避難指示のタイ
ミングの難しさ、住民の避難行動に対する判断の遅れの問題
などが、連日の報道で明らかになりました。当社では、このよ
うな問題に対するソリューションとなるサービスを開発・提供
しておりますが、その一部を以下に紹介します。

• 「降水量の総和」（全国の比較可能なアメダス966地点で観測された降水量の総和）は、「『平成30年7月豪雨』及び7
月中旬以降の記録的な高温の特徴と要因について」（報道発表気象庁）より
• 平成30年7月豪雨の「死者・行方不明者」と「全半壊」は、「内閣府平成30年7月豪雨による被害状況等について：平成
31年1月9日17：00現在」より
• 平成29年7月九州北部豪雨、平成27年9月関東・東北豪雨、平成26年8月豪雨の「死者・行方不明者」と「全半壊」は、
「消防白書」より

出典

「平成30年7月豪雨」による主な被害状況

本災害で当社が行っている支援業務の概要

災害廃棄物の迅速な処理とリサイクルで、復興を早期化
本災害においても、当社は環境省の要請に基づきいち早く
現地入りし、ドローンなどを用いて迅速に災害廃棄物量の算
定を行ったほか、広島県などの自治体において災害廃棄物
の早期処理支援を行いました。

1課 題

1ソリューション

膨大な災害廃棄物

災害廃棄物処理計画・早期処理支援サービス

ハザードを予測し、適切な避難指示と住民の自主的な避難行動を誘導
気象・ハザード情報や各種センサと連携するとともに、各地
の被災状況をリアルタイムで集計し、自治体・住民双方で情
報共有することで、適切なタイミングでの避難指示と住民の
自主的な避難行動を誘導します。『逃げ遅れゼロ』を目指し
たICTソリューションです。

2課 題

2ソリューション

自治体の避難指示

水害・土砂災害タイムラインシステム

土石流から地域の人命と財産を守る
既存の砂防施設の損傷や劣化の状況を調べ、補修や長寿命
化策の提案を行います。また、昨今の豪雨災害の増加と激甚
化に鑑み、土石流の原因となる流木や土砂の量を算定し、砂
防施設の補強や配置の適正性を評価します。

3課 題

3ソリューション

土石流による甚大な被害

砂防設備の老朽化・健全度調査と土砂・流木シミュレーション

平成30年7月豪雨への対応
　2018年7月、梅雨前線が日本付近に停滞し、また台風第7号が南海上に発
生・北上して暖かく非常に湿った空気が供給され続け、大雨となりやすい状況が
続いたことで、西日本を中心に全国的に広い範囲で記録的な大雨と各地で甚大
な被害が発生しました。
　当社は、事業部を中心とした全国的な体制構築により、各種インフラ施設の被
害状況調査や対策工事の設計、災害査定支援など、早期復旧に向けた様々な支
援業務を行いました。

平成30年7月豪雨による被害の様子（岡山県倉敷市真備町）（写真：アフロ）

特 集 1： 激 甚 化・頻 発 化する自 然 災 害に向 けて

第 3 章 セグメント別の戦略

名称 降水量の総和
（　）内は、1地点あたり

人的被害
死者・行方不明者

住家被害
全半壊

平成30年7月
豪雨 208,035.5mm（215.4mm） 245名 18,010棟

平成29年7月
九州北部豪雨 90,880.5mm （94.1mm） 43名 1,412棟

平成27年9月
関東・東北豪雨 132,956.5mm（137.6mm） 8名 7,125棟

平成26年8月
豪雨 174,047.0mm（180.2mm） 8名 164棟
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事業部を中心とした全国横断的な体制でタイムリーな顧客支援を展開
　気象庁から11府県に対して大雨特別警報が発令された7
月6日の前後から、国の機関や自治体などから道路斜面の点
検や土砂崩壊地の緊急調査等の依頼が相次いで寄せられま
した。当社では、関西支社（当時）に現地災害対策本部を設置
し、全社へ情報発信するとともに、続々と寄せられる各地から
の要請に対応するため、事業部を中心に全社横断的な支援
体制を構築し、対応を行いました。本災害では、復旧活動を阻
む膨大な災害廃棄物の発生や、自治体による避難指示のタイ
ミングの難しさ、住民の避難行動に対する判断の遅れの問題
などが、連日の報道で明らかになりました。当社では、このよ
うな問題に対するソリューションとなるサービスを開発・提供
しておりますが、その一部を以下に紹介します。

• 「降水量の総和」（全国の比較可能なアメダス966地点で観測された降水量の総和）は、「『平成30年7月豪雨』及び7
月中旬以降の記録的な高温の特徴と要因について」（報道発表気象庁）より
• 平成30年7月豪雨の「死者・行方不明者」と「全半壊」は、「内閣府平成30年7月豪雨による被害状況等について：平成
31年1月9日17：00現在」より
• 平成29年7月九州北部豪雨、平成27年9月関東・東北豪雨、平成26年8月豪雨の「死者・行方不明者」と「全半壊」は、
「消防白書」より

出典

「平成30年7月豪雨」による主な被害状況

本災害で当社が行っている支援業務の概要

災害廃棄物の迅速な処理とリサイクルで、復興を早期化
本災害においても、当社は環境省の要請に基づきいち早く
現地入りし、ドローンなどを用いて迅速に災害廃棄物量の算
定を行ったほか、広島県などの自治体において災害廃棄物
の早期処理支援を行いました。

1課 題

1ソリューション

膨大な災害廃棄物

災害廃棄物処理計画・早期処理支援サービス

ハザードを予測し、適切な避難指示と住民の自主的な避難行動を誘導
気象・ハザード情報や各種センサと連携するとともに、各地
の被災状況をリアルタイムで集計し、自治体・住民双方で情
報共有することで、適切なタイミングでの避難指示と住民の
自主的な避難行動を誘導します。『逃げ遅れゼロ』を目指し
たICTソリューションです。

2課 題

2ソリューション

自治体の避難指示

水害・土砂災害タイムラインシステム

土石流から地域の人命と財産を守る
既存の砂防施設の損傷や劣化の状況を調べ、補修や長寿命
化策の提案を行います。また、昨今の豪雨災害の増加と激甚
化に鑑み、土石流の原因となる流木や土砂の量を算定し、砂
防施設の補強や配置の適正性を評価します。

3課 題

3ソリューション

土石流による甚大な被害

砂防設備の老朽化・健全度調査と土砂・流木シミュレーション

平成30年7月豪雨への対応
　2018年7月、梅雨前線が日本付近に停滞し、また台風第7号が南海上に発
生・北上して暖かく非常に湿った空気が供給され続け、大雨となりやすい状況が
続いたことで、西日本を中心に全国的に広い範囲で記録的な大雨と各地で甚大
な被害が発生しました。
　当社は、事業部を中心とした全国的な体制構築により、各種インフラ施設の被
害状況調査や対策工事の設計、災害査定支援など、早期復旧に向けた様々な支
援業務を行いました。

平成30年7月豪雨による被害の様子（岡山県倉敷市真備町）（写真：アフロ）

防災分野 ● 土石流・斜面崩壊現場の防災診断、 
緊急現地点検、対策工事の概略設計

● 崩壊危険箇所への監視センサの設置、 
地盤調査

環境分野 ● 災害廃棄物の受入、算定、処分等に関する
行政支援

インフラ・ 
メンテナンス 
分野

● 道路法面、盛土、トンネル等の緊急点検、 
対策工事の設計

● 宅地・工場敷地等の変状調査、対策検討
● 河川の護岸被害状況調査
● 内水氾濫、洪水状況調査
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「三次元地盤情報サービス」
の技術と可能性
地盤情報の「見える化」により、地下工事のリスクを最小化
　横浜のマンション傾斜問題や博多駅前の大規模な陥没
事故など、地盤に起因する事故がたびたび発生し、報道さ
れています。
　この様な事故は何故起こるのでしょうか。それは、簡単に
言うと、地面の下の状況は「目には見えない」からです。この
ため地下工事に際しては、通常は事前のボーリング調査等
で入手した地盤内部の情報をもとに、地質構造を推測し、施
工事故のリスクを軽減する努力をしています。しかし、限られ

た情報に基づく「推測」だけでは、急激な地質構造の変化な
ど隠れたリスクを見落としてしまうことがあります。
　当社の三次元地盤モデル化技術や現在開発中の三次元
物理探査は、地盤内部の構造や物理的性質を点や線の情
報ではなく、立体的に可視化します。このため、専門家の推
測によらずとも、地下に一体どんな問題があるのか、誰の
目にも明らかになります。

大都市の再開発プロジェクトにも活用が期待
　地下には下水道や共同溝、地下鉄など様々な構造物が
存在しており、これらの位置を正確に把握することが出来な
ければ、掘削工事等の際、大きな事故に繋がる恐れがあり
ます。2020年に開催予定の東京オリンピック・パラリンピッ
クや外国人観光客の増加を契機に、都市の利便性を高める
ための大規模な地下工事を含むインフラ整備や再開発事
業が各地で計画されています。地盤の三次元化技術は、こ
れらプロジェクトを安全に進める上での画期的なソリュー
ションとして、市場から大きな期待が寄せられています。

　地下埋設物の三次元マップ化に向けて、つくばオフィス
の敷地に専用の実験場も建設中です。2019年4月には
完成し、5月より運用を開始する予定です。敷地内には、
様々な種類の地下埋設物を埋めた道路を整備し、埋設物
の種類、その素材や埋設状況など、情報の取得精度を高
めることを目的に、探査条件や解析手法を検証し、技術の
向上を図っていきます。
　本施設は、各種業界団体とも連携しながら、業界内外
の企業・団体様も広く利用を可能とする「オープン施設」と
する予定です。わが国のi-Construction※及び国土強靭
化の取り組みと技術の発展に向けて貢献することを目指
しています。

東京・日本橋の
三次元地盤モデル

つくば実証試験場の三次元物理探査データ つくば実証試験場（つくばオフィス敷地内に2019年4月完成）

三次元物理探査技術の開発 地下埋設物の三次元マップ化
　国の社会資本整備審議会・交通政策審議会は「地下空
間の利活用に関する安全技術の確立について」の答申の
中で、地下工事の安全性を確保するため、探査技術の高
度化や三次元モデルの構築、地下埋設物の三次元データ
化の必要性などを提言しています。このような社会的要
請を受けて、当社では、茨城県つくば市にある当社オフィ
スの敷地において、三次元物理探査技術の開発と、地下
埋設物の三次元可視化技術の開発に取り組んでいます。
　三次元物理探査技術とは、電流や振動など様々な物理
現象を用いて地盤の内部構造を三次元で可視化する技術
です。医療分野でX線CTやMRIによって人体を三次元で透
視し、治療に必要な情報を得ているように、地盤の三次元
物理探査は地盤内部の構造を三次元で透視することで、
精度の高い地盤情報を獲得することが可能になります。
　現在、グループ各社で開
発した最新の探査システム
と当社開発の解析ソフトを
連携させ、フィールドでの実
証試験などを行っていま
す。既に地盤表層部の三次
元化は開発をほぼ完了して
おり、2019年中には、深度
30m程度までのより深い
地中の三次元化技術の完
成を予定しています。

1研究開発の状況 2研究開発の状況

※ 少子高齢化や熟練工の減少による建設現場の非生産性を解消するため、測量から設計、
施工、検査、維持管理に至る全てのプロセスにICTを導入することにより、建設生産シス
テム全体の生産性向上を目指す取り組み・政策。

　BIMとは、Building Information Modellingの略
で、土木・建築事業の調査・設計、施工、維持管理の各
段階で三次元モデルを共有し、連携・発展させること
で、建設生産システム全体の効率化を図るイノベー
ションです。世界中で実用化の動きが拡がる中で、BIM
の国際標準化や共通データフォーマット（IFC）を策定す
る国際的な取り組みも急ピッチで進められています。
　当社は2018年、この国際的なBIMの標準化活動
組織「Building SMART International」に加入しま
した。BIMの世界的な市場拡大を見据え、地盤の三次
元モデルの国際標準化と市場の獲得を目指して活動
しています。

BIM市場における国際標準化組織に加入

「三次元地盤情報サービス」
の技術と可能性

Building

Information

Modelling

Building

Information

Modelling

博多駅前の大規模陥没事故（写真：アフロ）

模擬道路

埋設物設置ゾーン

模擬空洞ゾーン

埋設物設置ゾーン

特 集 2： 将 来 の 市 場 創 造に向 けた技 術 戦 略

第 3 章 セグメント別の戦略
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「三次元地盤情報サービス」
の技術と可能性
地盤情報の「見える化」により、地下工事のリスクを最小化
　横浜のマンション傾斜問題や博多駅前の大規模な陥没
事故など、地盤に起因する事故がたびたび発生し、報道さ
れています。
　この様な事故は何故起こるのでしょうか。それは、簡単に
言うと、地面の下の状況は「目には見えない」からです。この
ため地下工事に際しては、通常は事前のボーリング調査等
で入手した地盤内部の情報をもとに、地質構造を推測し、施
工事故のリスクを軽減する努力をしています。しかし、限られ

た情報に基づく「推測」だけでは、急激な地質構造の変化な
ど隠れたリスクを見落としてしまうことがあります。
　当社の三次元地盤モデル化技術や現在開発中の三次元
物理探査は、地盤内部の構造や物理的性質を点や線の情
報ではなく、立体的に可視化します。このため、専門家の推
測によらずとも、地下に一体どんな問題があるのか、誰の
目にも明らかになります。

大都市の再開発プロジェクトにも活用が期待
　地下には下水道や共同溝、地下鉄など様々な構造物が
存在しており、これらの位置を正確に把握することが出来な
ければ、掘削工事等の際、大きな事故に繋がる恐れがあり
ます。2020年に開催予定の東京オリンピック・パラリンピッ
クや外国人観光客の増加を契機に、都市の利便性を高める
ための大規模な地下工事を含むインフラ整備や再開発事
業が各地で計画されています。地盤の三次元化技術は、こ
れらプロジェクトを安全に進める上での画期的なソリュー
ションとして、市場から大きな期待が寄せられています。

　地下埋設物の三次元マップ化に向けて、つくばオフィス
の敷地に専用の実験場も建設中です。2019年4月には
完成し、5月より運用を開始する予定です。敷地内には、
様々な種類の地下埋設物を埋めた道路を整備し、埋設物
の種類、その素材や埋設状況など、情報の取得精度を高
めることを目的に、探査条件や解析手法を検証し、技術の
向上を図っていきます。
　本施設は、各種業界団体とも連携しながら、業界内外
の企業・団体様も広く利用を可能とする「オープン施設」と
する予定です。わが国のi-Construction※及び国土強靭
化の取り組みと技術の発展に向けて貢献することを目指
しています。

東京・日本橋の
三次元地盤モデル

つくば実証試験場の三次元物理探査データ つくば実証試験場（つくばオフィス敷地内に2019年4月完成）

三次元物理探査技術の開発 地下埋設物の三次元マップ化
　国の社会資本整備審議会・交通政策審議会は「地下空
間の利活用に関する安全技術の確立について」の答申の
中で、地下工事の安全性を確保するため、探査技術の高
度化や三次元モデルの構築、地下埋設物の三次元データ
化の必要性などを提言しています。このような社会的要
請を受けて、当社では、茨城県つくば市にある当社オフィ
スの敷地において、三次元物理探査技術の開発と、地下
埋設物の三次元可視化技術の開発に取り組んでいます。
　三次元物理探査技術とは、電流や振動など様々な物理
現象を用いて地盤の内部構造を三次元で可視化する技術
です。医療分野でX線CTやMRIによって人体を三次元で透
視し、治療に必要な情報を得ているように、地盤の三次元
物理探査は地盤内部の構造を三次元で透視することで、
精度の高い地盤情報を獲得することが可能になります。
　現在、グループ各社で開
発した最新の探査システム
と当社開発の解析ソフトを
連携させ、フィールドでの実
証試験などを行っていま
す。既に地盤表層部の三次
元化は開発をほぼ完了して
おり、2019年中には、深度
30m程度までのより深い
地中の三次元化技術の完
成を予定しています。

1研究開発の状況 2研究開発の状況

※ 少子高齢化や熟練工の減少による建設現場の非生産性を解消するため、測量から設計、
施工、検査、維持管理に至る全てのプロセスにICTを導入することにより、建設生産シス
テム全体の生産性向上を目指す取り組み・政策。

　BIMとは、Building Information Modellingの略
で、土木・建築事業の調査・設計、施工、維持管理の各
段階で三次元モデルを共有し、連携・発展させること
で、建設生産システム全体の効率化を図るイノベー
ションです。世界中で実用化の動きが拡がる中で、BIM
の国際標準化や共通データフォーマット（IFC）を策定す
る国際的な取り組みも急ピッチで進められています。
　当社は2018年、この国際的なBIMの標準化活動
組織「Building SMART International」に加入しま
した。BIMの世界的な市場拡大を見据え、地盤の三次
元モデルの国際標準化と市場の獲得を目指して活動
しています。

BIM市場における国際標準化組織に加入

「三次元地盤情報サービス」
の技術と可能性

Building

Information

Modelling

Building

Information

Modelling

博多駅前の大規模陥没事故（写真：アフロ）

模擬道路

埋設物設置ゾーン

模擬空洞ゾーン

埋設物設置ゾーン
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企業の
持続的な成長を
めざして

応用地質グループの経営理念は、「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」です。

E n v i r o m e n t（ 環境）、S o c i a l（ 社会）、

Governance（企業統治）の課題への対応は、

グループの事業活動と直結しています。私たちは、

ESG経営に積極的に取り組むことで、社会の持続

的発展とグループの成長に繋げていきます。

E S G 概 要

第 4 章 E S G
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企業の
持続的な成長を
めざして

応用地質グループの経営理念は、「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」です。

E n v i r o m e n t（ 環境）、S o c i a l（ 社会）、

Governance（企業統治）の課題への対応は、

グループの事業活動と直結しています。私たちは、

ESG経営に積極的に取り組むことで、社会の持続

的発展とグループの成長に繋げていきます。

ステークホルダーから信頼される企業グループになるために

社会に貢献し、社会から信用され、また社員が安心して働ける会社となるために、自ら変化し続けることが重要です。
応用地質では、ISO26000を参考に2014年にCSR活動方針を策定しています。

CSR活動方針

お客様 1  安全で安心な製品又はサービスの提供
 私たちは、お客様の課題を解決するために安全で安心な製品又はサービスを安定的に提供します。
2  公正な競争と適正な契約
 私たちは、公正で自由な競争の下、適切な情報を提供した上でお客様と適正な契約を行います。
3  お客様情報の適切な管理
 私たちは、お客様に係わる情報（事業に係わる情報、個人情報等）を適切に管理します。

従業員 1  差別のない雇用
 私たちは、人種・皮膚の色・性・宗教・政治的見解・国民的出身又は社会的出身に基づくあらゆる差別を排除し、雇用における公正

な機会及び待遇の均等を提供します。
2  人権尊重と成長支援
 私たちは、従業員の人権を尊重します。また、企業の成長に必要な従業員の能力・技術の向上に努めるとともに、従業員の成長を

支援します。
3  働きやすい職場づくり
 私たちは、従業員を公正に評価し健康と安全が確保される就業環境を構築するとともに、従業員一人ひとりが豊かな発想がで

き、挑戦意欲を発揮できる職場づくりに努めます。
4  相互信頼・相互責任の価値観の構築と共有
 私たちは、従業員とのコミュニケーションを誠実かつ積極的に行い、相互信頼・相互責任の価値観を構築し共有します。
5  倫理的行動の徹底
 私たちは、経営層の率先垂範の下、社内教育などにより倫理的な行動を徹底するとともに、そのために必要な実効性のある社内

体制を整備します。

取引先 1  相互信頼の構築
 私たちは、取引先を尊重し、相互信頼に基づく共存共栄の実現に取り組み、取引先と社会的責任の推進に取り組みます。
2  公正な取引の維持
 私たちは、取引先の決定にあたっては、総合的かつ公正に判断します。そして、公正かつ自由な競争の取引を維持します。

株主 1  企業価値の向上
 私たちは、持続可能な社会の構築に貢献することで、確実で安定した成長をめざします。そして、企業価値の向上をめざすととも

に、株主に利益を還元します。
2  適切な情報開示
 私たちは、株主及び投資家に向けて、適正な手続きによって整理した業績・財務などの情報を適切に開示します。

地域社会・
グローバル
社会

1  地球環境の保全への貢献
 私たちは、自社の事業活動に伴う環境負荷を軽減するとともに、独創的で優れた技術を追求し、製品又はサービスをお客様に提

供することで、地球環境の保全に貢献します。
2  防災・減災への貢献
 私たちは、独創的で優れた技術を追求し、製品又はサービスをお客様に提供することで、防災・減災に貢献します。
3  地域社会への貢献
 私たちは、地球科学分野の専門知識を活かして、地域社会と良好な関係を構築するとともにその維持に努め、安全で安心な環境

づくりを支援します。また、従業員の社会貢献活動を奨励します。
4  反社会的勢力への対処
 私たちは、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力や組織には毅然とした態度で対応し、取引をしません。
5  社会的・文化的権利を認めた事業活動の推進
 私たちは、事業活動を行う国・地域の文化・慣習・歴史を尊重し、企業活動に関連する差別的行為を排除することで国際基準に

沿った企業行動に努め、誠意と相互信頼をもって事業活動を行う国・地域の発展に貢献します。
6  政府機関・取引先等との公正な関係維持（腐敗防止）
 私たちは、事業活動を行う国・地域の行政府諸機関・取引先等に対する贈収賄を許さず、賄賂を直接にも間接にも与えたり受け

取ったりしません。そして、公正な商取引により製品又はサービスの提供を行い、行政府諸機関・取引先等との誠実かつ公正な関
係を維持します。
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社会課題を起点とした経営により、
仕事の価値が社会から
わかりやすい企業へ

「持続可能な開発目標（SDGs）」は、さまざまなステー
クホルダーが解決すべき17の目標です。世界の均衡
的な発展をめざすため、2030年までの「人間、地球
および繁栄のための行動計画」が、2015年9月の国
連サミットにおいて150を超える国連加盟国首脳の
参加のもとで採択されました。

働きやすい企業となる

社会課題起点
による経営

仕事の価値が社会から
わかりやすい企業となる

各事業でSDGsを追求

事業展開

ESG重視の経営を推進
経営の基礎

当社グループが目指す企業像 1

当社グループが目指す企業像 2

事業セグメントとSDGsとの関係（対応項目）

インフラ・
メンテナンス

途上国の防災支援、
地域の総合学習支援、
女性の働き易い環境整備、
コンプライアンスの徹底、
地域社会の防災支援、他

1セグメント 2セグメント 3セグメント 4セグメント
防災・減災 環　境 資源・

エネルギー
社会貢献
活動

社会インフラの整備、
維持管理、更新、他

地震災害、火山災害、
風水害、土砂災害、

火災、他

土地汚染浄化、
生活環境保全、
廃棄物処理、

自然環境保全、他 

探鉱、石油開発、
再生可能エネルギー開発、
電力施設整備・更新

S D G s 追 求 型 経 営による企 業 価 値 向 上

第 4 章 E S G
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社会課題を起点とした経営により、
仕事の価値が社会から
わかりやすい企業へ

「持続可能な開発目標（SDGs）」は、さまざまなステー
クホルダーが解決すべき17の目標です。世界の均衡
的な発展をめざすため、2030年までの「人間、地球
および繁栄のための行動計画」が、2015年9月の国
連サミットにおいて150を超える国連加盟国首脳の
参加のもとで採択されました。

働きやすい企業となる

社会課題起点
による経営

仕事の価値が社会から
わかりやすい企業となる

各事業でSDGsを追求

事業展開

ESG重視の経営を推進
経営の基礎

当社グループが目指す企業像 1

当社グループが目指す企業像 2

事業セグメントとSDGsとの関係（対応項目）

インフラ・
メンテナンス

途上国の防災支援、
地域の総合学習支援、
女性の働き易い環境整備、
コンプライアンスの徹底、
地域社会の防災支援、他

1セグメント 2セグメント 3セグメント 4セグメント
防災・減災 環　境 資源・

エネルギー
社会貢献
活動

社会インフラの整備、
維持管理、更新、他

地震災害、火山災害、
風水害、土砂災害、

火災、他

土地汚染浄化、
生活環境保全、
廃棄物処理、

自然環境保全、他 

探鉱、石油開発、
再生可能エネルギー開発、
電力施設整備・更新
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当社は会社法に基づく監査役会設置会社であり、執行役員制度を採用しています。取締役会による経
営の意思決定・監督機能、監査役会による経営の監視、執行役員による業務執行機能をそれぞれ分離・
確保することで、経営の透明性向上、責任の明確化、意思決定の迅速化を図っています。

当社は、株主、投資家、顧客、従業員、取引先、地域社会等のステークホルダーとの適切な関係を保ちながら、
「社会から信頼され、安全・安心で持続的可能な社会の構築に貢献する企業」をめざし、持続的な成長と中長期
的な企業価値の向上を図ることを経営の重要課題として、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでいます。

基本的な考え方

活動状況と取組み

2017年度（第61期） 2018年度（第62期） 2019年度（第63期）

取締役（任期１年） 7名（内 社外取締役 2名） 8名（内 社外取締役 3名） 8名（内 社外取締役 3名）

監査役（任期4年） 4名（内 社外監査役 2名） 4名（内 社外監査役 2名） 3名（内 社外監査役 2名）

※社外役員は全員が独立役員に指定されています。

コーポレート・ガ バ ナンス

第 4 章 E S G

当社は、経営効率の維持・向上のため、当社事業に精通した取締役5名と、一般株主と利益相反が生じる恐れ
のない独立役員の社外取締役3名、そして、常勤監査役1名と独立役員である社外監査役2名で取締役会を構成
しております。取締役会は、取締役及び監査役が出席し、3ヵ月に1回以上開催する定時取締役会と、必要ある場
合に開催する臨時取締役会があり、当社の経営方針等の重要事項に関する意思決定を行い、取締役の職務執行
を監督しています。2018年度は計13回開催されました。社外役員との意見交換会も任意の会議体として開催
し、社外取締役の豊富な経験が当社の経営に活かされるよう努めています。外部の客観的な視点から経営に対
する監督・助言を受けることは、ガバナンス上の重要な機会の一つと位置づけ、2018年度より独立社外取締役
を1名増員し、2019年3月27日現在、取締役は8名（うち独立社外取締役3名）となっております。

取締役会

当社は、執行役員制度を導入しており、機能の特化、意思決定の迅速化、監督・監視機能の強化を図っていま
す。執行役員会は、取締役5名（執行役員を兼務）と執行役員17名（2019年4月1日現在）で構成され、業務執行
については、取締役会とは別に執行役員会を原則として月1回以上開催し、取締役会の決定した方針に従い、経
営全般の問題の協議、重要な業務執行の審議等を行っています。

執行役員会

監査役会は、監査役3名（うち独立社外監査役2名）で構成され（2019年3月27日現在）、原則として月に1回
開催されています。監査役は原則、取締役会にもすべて出席し、取締役の職務執行の適正性および妥当性につい
て経営の監視を行う体制となっています。

監査役会

38 OYO Corporat ion



内部統制

監査役会／監査役

執行役員会／執行役員

代表取締役

取締役会／取締役

株 主 総 会

コンプライアンス室

グ
ル
ー
プ
会
社

会計監査人

選
任・解
任

付
議・

報
告

選
定・

解
職

選任・解任 選任・解任 選任・解任

内部監査

連
携

指
示

監査

監
査

調査

報
告

報
告

指
示・

監
査

報
告

指
示・

監
査

内
部

監
査

報告

報告監査

監査

本部・室・事業部

コーポレート・ガバナンス体制図

その他の取組みとして、常勤役員を中心に経営事項に関して自由な議論を行う「経営戦略会議」、社外役員に
対し当社事業への理解を深めてもらうための「事業分野報告会」など、任意の会議体を設け、取締役会の意思決
定機能と監督機能の充実に向けた体制整備に努めています。

任意の会議体

当社は、2006年5月12日の取締役会において内部統制基本方針を決議し、リスク管理体制の強化、コンプラ
イアンス経営の徹底及び当社グループ経営体制の強化等に取組んでいます。また、2015年5月8日の取締役会
において、監査役監査を充実する事項、企業集団の内部統制システムとして運用する事項を改正した内部統制
基本方針を修正決議しています。

内部統制システム整備の状況

当社は、部門ごとにリスクの抽出、分析、対応策の検討及び定期的な見直しによりリスク管理を行っており、管
理状況を定例の経営会議で審議しています。また、当社グループの役職員が遵守すべき行動規範として「応用地
質企業行動指針」を定め、この行動指針に準拠した具体的行動規範として「コンプライアンス・マニュアル」を定め
てコンプライアンス経営の周知徹底を図っています。（詳しくはP44～45を参照）

リスク管理体制の整備の状況

組織としての取組みでは、コンプライアンス室を中心とした内部監査チームが内部監査プログラムに従い監査
を実施し、業務処理及び会計処理に関する活動が合法的、合理的に行われているかを検証・評価し改善を行ってい
ます。内部監査チームは、コンプライアンス室を中心に、必要に応じて関連部署を加えた複数名で構成しています。

内部監査チームと監査役とは監査計画、監査結果について定期的に情報交換や意見交換を行っているほか、
会計監査人の監査役への監査報告の一部に内部監査チームが立ち会うなどの相互連携をしています。また、常
勤監査役は随時、本社・事業所の各部署において必要な業務監査を行っています。

内部監査及び監査役監査の状況
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コーポレート・ガ バ ナンス

第 4 章 E S G

役員報酬

当社の役員報酬制度は、当社グループの企業価値の継続的な向上を可能とするよう、短期のみでなく中長期
的な業績向上への貢献意欲を高める目的で設計しています。取締役（社外取締役除く）の報酬は、職務執行の
対価としての固定報酬と当該事業年度の連結業績と連動した役員賞与で構成しています。固定報酬と役員賞
与は、取締役会決議による役員報酬基準に基づいて決定しています。社外取締役の報酬は、業績に連動しない
固定報酬とし、多様で優秀な人材の確保を図るべく、社会水準等を勘案して、代表取締役の提案で決定します。

取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するにあたっては、役員報酬規程を定めるとともに、報酬決定
の妥当性と透明性を高めるために、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬諮問委員会を設置していま
す。当社の取締役報酬は、役員報酬規程等に基づいた報酬案を指名・報酬諮問委員会に諮問し、同委員会から
の答申内容を参考にして、2018年度（第62期）の取締役報酬から取締役会で決議しています。

また、当社取締役（社外取締役を除く）を対象に、中期経営計画の達成状況に応じて変動する株式給付信託方
式による報酬制度を株主総会で決議し、採用しています。本制度は、取締役の報酬と当社グループの連結業績
および株式価値との連動性を明確にし、取締役が株価変動リスクを株主の皆様と共有することで、中期経営計
画の達成と中長期的な当社の企業価値増大に貢献する意識を高めることを目的としています。なお、当社取締
役が当社株式の給付を受ける時期は、原則として取締役の退任時となります。

社外役員の独立性

当社は、2019年3月27日の第62回定時株主総会で、社外取締役3名及び、社外監査役2名を選任しており、
5名の社外役員が就任しています。社外役員を選任するための独立性に関する基準はコーポレート・ガバナンス
基本方針の中で定めており、当社ウェブサイト（https://www.oyo.co.jp/）に掲載しています。また、当社の5
名の社外役員は、東京証券取引所が定める独立役員として、東京証券取引所に届け出ています。

当社は、当社の業務に高い知識と見識を持つ取締役と、行政又は他企業で要職を経験した独立役員3名の社
外取締役が経営に参画することが、一般株主との利益相反が生じること無く経営の適正性と効率性を高めるの
に効果的であると考えています。また、社外取締役に加えて、独立性を有する社外監査役2名が、法令遵守とい
う観点から客観的かつ中立的な視点で経営を監視し、金融機関において培われた、又は弁護士としての経験や
知識を活かして、当社の監査体制の更なる強化を図っています。
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社外取締役の選任理由

氏名 選任理由

中村 　薫 

　中村 薫氏は、経済産業省を中心に要職を歴任され、他社の監査役、代表取締役、財団の会長として
の実績を有するとともに、当社の資源・エネルギー分野等の知見も有しています。同氏のこれまでの行
政並びに経営に関する経験を踏まえた外部からの視点が、当社の経営体制の一層の充実に有用であ
り、コーポレート・ガバナンスの強化に貢献していだけると判断しています。（当社社外取締役の在任期
間： 2019年3月27日時点で4年）

重要な
兼職の状況

■ 一般財団法人新エネルギー財団　会長（代表理事）
■ ユー・エム・シー・エレクトロニクス㈱　社外監査役

太田 道彦

　太田 道彦氏は、丸紅㈱において要職を歴任され、他社の社外取締役、社外監査役としての実績を有
しています。商社での国内外の事業に関する知見並びに経営に関する経験を踏まえた同氏の外部の
視点が、当社の経営体制の一層の充実に有用であり、コーポレート・ガバナンスの強化に貢献していだ
けると判断しています。（当社社外取締役の在任期間： 2019年3月27日時点で1年）

重要な
兼職の状況

■ セビオホールディングス㈱　社外取締役
■ セゾン自動車火災保険㈱　社外監査役

尾﨑 聖治

　尾﨑 聖治氏は、サッポロビール㈱において要職を歴任され、サッポロホールディングス㈱のグルー
プ各社の取締役、監査役の実績を有しています。同氏のこれまでの実績に基づく外部の視点が、当社
の経営体制の一層の充実に有用であり、コーポレート・ガバナンスの強化に貢献していだけると判断し
ています。（当社社外取締役の在任期間： 2019年3月27日に新任）

重要な
兼職の状況 重要な兼務先はありません。

社外監査役の選任理由

氏名 選任理由

内藤 　潤

　内藤 潤氏は、弁護士として法務の専門知識と豊富な経験を有するとともに、他社の監査役としての
経験を有しています。同氏の法務に関する経験並びに企業における監査業務で得た知見により、的確
な監査が期待でき、コーポレート・ガバナンスの強化に貢献していだけると判断しています。（当社社外
監査役の在任期間： 2019年3月27日時点で4年）

重要な
兼職の状況

■ イノテック㈱　社外監査役
■ ㈱ヤマタネ　社外監査役
■ 長島・大野・常松法律事務所　顧問

酒井 忠司

　酒井 忠司氏は、銀行、証券会社等において、企画・管理部門等の業務及び会社経営の経験と、他社
の監査役の実績を有しています。同氏の金融機関での豊富な経験並びに企業における監査業務で得
た知見により、的確な監査が期待でき、コーポレート・ガバナンスの強化に貢献していだけると判断し
ています。（監査役の在任期間： 2019年3月27日時点で1年）

重要な
兼職の状況

■ TANAKAホールディングス㈱　常勤監査役
■ ㈱デイ・シイ　社外監査役
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役 員 構 成（2019年3月27日現在）

第 4 章 E S G

1979年 4月 当社入社
2004年 3月 当社取締役
2005年 4月 当社専務執行役員
2005年 9月 新規事業企画室長
2007年 3月 当社取締役副社長
2009年 3月 当社代表取締役社長（現任）

1953年11月生まれ

成田　賢

代表取締役社長
な り た まさる

1983年 4月 ㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
2009年 4月 ㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行） 米州審査部長
2011年 4月 同行業務監査部長
2013年 8月 当社入社
2014年 8月 当社執行役員
2015年 4月 当社常務執行役員
2016年 3月 当社取締役（現任）
2016年 4月 事務本部長（現任）
2017年 4月 当社専務執行役員（現任）

1959年11月生まれ

平嶋　優一

取締役専務執行役員
ひ ら し ま ゆ う い ち

1983年 4月 当社入社
2005年 4月 当社執行役員
2005年 4月 四国支社長
2010年 4月 工務本部長（現生産管理本部長／現任）
2012年 4月 東日本統括支社副統括支社長
2014年 4月 当社常務執行役員（現任）
2016年 3月 当社取締役（現任）

1958年8月生まれ

重信　純

取締役常務執行役員
し げ の ぶ じゅん

1983年 4月 当社入社
2007年 4月 当社執行役員
2007年 4月 札幌支社長
2010年 4月 エンジニアリング本部副本部長
2014年 4月 東京支社長
2015年 4月 当社常務執行役員（現任）
2015年 4月 サービス開発本部長（現任）
2016年 3月 当社取締役（現任）
2016年 11月 三洋テクノマリン㈱ 社外取締役（現任）

1958年8月生まれ

佐藤　謙司

取締役常務執行役員
さ と う け ん じ

1990年 4月 玉野総合コンサルタント㈱入社
2003年 9月 ㈱ケー・シー・エス入社
2004年 6月 同社中部支社長
2005年 8月 同社取締役
2005年 10月 同社代表取締役
2017年 3月 当社取締役（現任）
2017年 4月 当社常務執行役員（現任）
2017年 4月 情報技術企画室長（現情報企画本部長／現任）

1966年1月生まれ

天野　洋文

取締役常務執行役員
あ ま の ひ ろ ふ み
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※1 会社法第2条15号に定める社外取締役　※2 会社法第2条16号に定める社外監査役
※3 尾﨑聖治氏は、2018年3月28日をもってサッポロビールホールディングス（株）の常勤監査役を退任しております。

1982年 4月 弁護士登録
1982年 4月 長島・大野法律事務所入所
2000年 1月 長島・大野・常松法律事務所 パートナー
2007年 6月 イノテック㈱ 社外監査役（現任）
2013年 1月 長島・大野・常松法律事務所 顧問（現任）
2015年 3月 当社社外監査役（現任）
2016年 6月 ㈱ヤマタネ 社外監査役（現任）

1956年1月生まれ

内藤　潤

監査役※2

な い と う じゅん

1979年 4月 ㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行
2002年 4月 みずほ証券㈱ 経営企画グループ国際部付シニアマネージャー
2004年 4月 同社経営企画グループ国際部付シニアマネージャー スイスみずほ銀行社長
2006年 3月 同社執行役員スイスみずほ銀行社長
2008年 5月 ㈱みずほプライベートウェルスマネジメント 常務取締役
2013年 4月 同社非常勤取締役
2013年 6月 TANAKAホールディングス㈱ 常勤監査役（現任）
2015年 6月 ㈱デイ・シイ 社外監査役（現任）
2018年 3月 当社社外監査役（現任）

1956年8月生まれ

酒井　忠司

監査役※2

さ か い た だ し

1948年6月生まれ

中村　薫　　

取締役※1

な か む ら かおる

1972年 4月 通商産業省入省（現経済産業省）
1990年 6月 通商産業省機械情報産業局情報処理振興課長
1999年 7月 内閣官房内閣内政審議室内閣審議官
2002年 7月 経済産業省産業技術環境局長　
2005年 10月 日本IBM㈱特別顧問 常勤監査役
2010年 7月 日本電子計算機㈱（現㈱JECC） 代表取締役社長
2015年 3月 当社社外取締役（現任）
2016年 6月 一般財団法人新エネルギー財団 会長（代表理事）（現任）
2017年 6月 ユー・エム・シー・エレクトロニクス㈱ 社外監査役（現任）

1952年12月生まれ

太田　道彦

取締役※1

お お た み ち ひ こ

1975年 4月 丸紅㈱入社
2008年 4月 同社常務執行役員ライフスタイル部門長
2009年 6月 同社代表取締役常務執行役員
2010年 4月 同社代表取締役専務執行役員
2012年 4月 同社代表取締役副社長執行役員
2013年 4月 同社副社長執行役員アセアン支配人、東アジア総代表、南西アジア支配人、丸紅アセアン会社社長
2014年 6月 同社代表取締役副社長執行役員
2015年 4月 同社副会長
2016年 6月 ゼビオホールディングス㈱社外取締役（現任）
2017年 6月 セゾン自動車火災保険㈱社外監査役（現任）
2018年 3月 当社社外取締役（現任）

1955年8月生まれ

尾﨑　聖治

取締役※1

お さ き し ょ う じ

1957年6月生まれ

香川　眞一

常勤監査役
か が わ し ん い ち

1980年 4月 当社入社
1998年 4月 事務本部財務部副部長
2002年 9月 エヌエス環境㈱へ転籍、同社事務本部長
2004年 4月 同社常勤監査役
2007年 2月 当社入社、管理本部総務部長兼事務センター長
2011年 4月 事務本部経理部長兼総務部長
2013年 2月 天津澳優星通伝感技術有限公司監事
2015年 3月 ㈱ケー・シー・エス 取締役副社長
2016年 4月 当社執行役員
2016年 4月 コンプライアンス室長
2018年 3月 当社常勤監査役（現任）

1979年 4月 サッポロビール㈱入社
2005年 3月 同社ワイン洋酒事業部長兼サッポロワイン㈱取締役
2006年 3月 兼㈱恵比寿ワインマート代表取締役社長
2007年 10月 同社中四国本部長
2010年 3月 同社執行役員東海北陸本部長
2012年 3月 サッポロ飲料㈱監査役兼サッポロビール㈱監査役

兼サッポログループマネジメント㈱監査役
兼サッポロインターナショナル㈱監査役

2013年 3月 ポッカサッポロフード＆ビバレッジ㈱常勤監査役
2015年 3月 サッポロホールディングス㈱常勤監査役※3

2019年 3月 当社社外取締役（現任）
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災害が発生した場合、応用地質は行政機関等の要請に基づき、被災地の復旧・支援に向けた初期の調
査活動を実施します。当社は、さまざまなリスクを分析し、問題を事前に回避する施策・体制を整えると
同時に、万一に備え、迅速にリカバーできるリスクマネジメント体制を構築しています。

大規模災害の発生に備え、リスク発生時における被災地域拠点への緊急支援体制や情報収集、バックアップ
機能などの整備を進めています。事業継続計画（BCP）に基づき災害対策本部を設置し、被災地の現状把握や支
援に向けた行動をリスクマネジメント責任者の下、実行します。緊急地震速報システムは主要な事業所に配備さ
れています。一方、法令違反等のリスクについては、コンプライアンス室を中心に、グループ全体の教育を徹底す
ると同時に、継続的にモニタリングを行い、管理体制を強化しています。

体制の強化

事業継続計画（BCP）

当社グループは、大規模な自然災害が発生した場合には、速やかに会社の事業継続体制を整え、被災地の支
援・復旧活動を行うことを社会的使命と認識しています。当社グループでは、災害の規模に応じて現地災害対策
本部/本社災害対策本部を発足させ対応に当たるとともに、日頃よりBCPに基づく訓練を実施しています。

■ 社員とその家族及び協力会社関係者等の安全確保を最優先とする
■ 業務実施体制を速やかに回復させ、国・地方自治体の要請に応じて、地域の安全と復旧のために全

社を挙げて対応する
■ 緊急時事業継続マニュアルを整備し、その実践に向けた訓練を行うと同時にその内容を継続的に改

善する

基本
方針

情報サービスを事業領域とし、また事業の特性上、守秘義務を伴う情報を取り扱う機会の多い当社にとって、
情報の管理は経営の最重要課題の一つです。グループでは情報セキュリティ基本指針及び情報セキュリティポリ
シーを策定し、最新のIT基盤の整備を含めた情報の管理強化に取り組んでいます。また、役員以下すべての職員
を対象に、ｅラーニングや標的型攻撃メールの模擬訓練等を繰り返し実施し、情報セキュリティに関する職員の意
識向上に努めています。

情報セキュリティへの取組み

リスクマネジメント

第 4 章 E S G

内閣官房国土強靭化推進室「国土強靭化貢献団体の認証に関するガイドライン」に基づく
国土強靱化貢献団体認証（以下、レジリエンス認証）の「事業継続および社会貢献」を取得し
ました。

レジリエンス認証は、企業、学校、病院等各種の団体における事業継続（BC）の積極的な取
組を広めることにより、裾野の広い、社会全体の強靭化を進めることを目的とし、事業継続に
関する取組を積極的に行っている事業者を「国土強靱化貢献団体」として認証するものです。
当社は2016年12月にレジリエンス認証を取得しましたが、今回、「事業継続」の取組について再度の評価をいた
だくとともに、新たに「社会貢献（大規模自然災害時等における社会貢献活動の実績を評価・認定するもの）」に関
する審査においても、「適合」と認定されました。1964年の新潟地震以来、国内外の大規模災害時に自社独自の
調査団を派遣し、得られた知見をウェブサイト等で公開してきた活動や、社会貢献の一環として「防災・減災のスス
メ」を毎年発行するなど防災・減災に関わるシステム構築や啓蒙活動等の活動が評価されたものです。

国土強靭化貢献団体認証（レジリエンス認証）
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会社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上のために、コンプライアンスの徹底は不可欠です。こ
のため当社グループでは、応用地質企業行動指針を定め、すべてのグループ企業にマニュアルを配布
し、グループの一員に相応しい倫理観と良識を求め、コンプライアンスの徹底を図っています。

当社では、コンプライアンスを所管する社長直轄の「コンプライアンス室」が、監査役会及び内部監査チームと
連携を取りながら、コンプライアンスの徹底を図っています。2006年にコンプライアンス・マニュアルを策定し、
2015年にはグループ全体で運用できるよう改訂しました。全役職員にマニュアルを配布し、eラーニングや講話
等を通じて繰り返し教育を実施することで、規範意識の徹底に努めています。

コンプライアンス体制の強化

近年、企業の不祥事が多発しています。社会環境の変化がますます激しくなる中で、企業の組織風土が変化
に対応できていないことがその一因とも言われています。当社グループでは、時代に適応した新たな社内施策や
ルールを徹底し、コンプライアンス上のリスクを確実に摘むとともに、ビジネスモデルの転換に伴う事業展開型の
働き方と意識改革を推進することを目的として、2018年より社長直轄組織としての教育研修室（現・経営企画本
部　教育研修部）を設置しました。

教育研修の強化

当社では、1994年に「独占禁止法コンプライ
アンスマニュアル」を発行して以来、関連法規の
改正のたびにマニュアルを改訂し、教育・研修を
徹底しています。

当社グループでは内部通報制度を導入してい
ます。社内の通報窓口に加え、弁護士による社
外の通報窓口も設置しております。制度の運用
状況、通報・相談事項については、定期的に監査
役への報告を行っています。

コンプライアンスマニュアル

コンプライアンス教育の取組み 内部通報制度

OYOグループ・ヘルプラインポスター

コンプライアンス
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企業が持続的に存続・成長するためには、従業員が意欲を持ち安心して働くことができる環境が必要
です。当社は、「働き方改革」を生産性向上、業務改革、業績向上と一体のものとして捉え、就労環境の
改善に取り組んでいます。

企業活動における安全への配慮は社会的な要請であ
り、自動車事故や労働災害は企業経営に大きな影響をもた
らします。当社では、各事業所において労働環境の改善を
目的とした衛生委員会を毎月実施しているほか、グループ
会社のケー・シー・エスが開発した自動車安全管理システム

「セーフティeye」を用い
て、運転技術の監視と指
導を行っています。これら
の安全教育の積み重ね
によって、近年は事故発
生件数が着実に減少し
ています。

安全・衛生
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事業部制の導入に連動した働き方改革の推進

安全運転管理者研修の様子

（自動車事故／地下埋設物損傷事故／労災事故／その他事故合算）

ワークライフバランス

第 4 章 E S G

当社は、事業部制の導入と連動した独自の働き方改革
を推進しています。

地域によってサービスの品質や効率に差のあった支社
制と異なり、効率化された同一品質の商品・サービスを全
国に展開する事業部制となることで、労働時間の短縮、生
産性の向上が期待出来ます。勤務形態についても、地域
拠点をベースとする支社から、事業をベースとする事業部
制に移行することで、住居の移動を伴う転勤の必要性が
減り、社員やその家族の負担を減らすことが出来るように
なりました。ICTや効率化ツール、在宅勤務制度、サテライ
トオフィス等の導入により、更なる働きやすさと生産性の
向上にも努めています。

働きやすい職場づくり・社員のQOL向上

地域拠点型から事業展開型への転換および
ICTなど効率化ツールの導入

在宅勤務制度の導入、サテライトオフィスの設置、
住居の移動を伴う転勤の縮小

事業部制で全国同一品質、
効率化された独自のサービス設計可能

生産性向上・労働時間の短縮

事故件数比較
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当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上が、従業員をはじめとするステークホル
ダーによるリソースの提供と貢献の結果であることを十分に認識しています。また、市場のグローバル
化やニーズの多様化に伴い、国籍や性別に捉われないさまざまな能力を持った人材の確保は、当社グ
ループの今後の成長と事業拡大のカギとなります。このため、従業員満足度とガバナンスのさらなる向
上に向け、柔軟な働き方や能力開発を支援する各種の制度づくりを進めています。

人 材 の 確 保・育 成と最 適 配 置

当社では、新入社員から役職員まで、各キャリア別に教育研修制
度を設けています。また、キャリアパスに応じた資格取得支援、海外
留学制度や博士号取得に向けた社会人留学制度、研究機関や他
の民間企業との人材交流など、将来の会社の成長を担う人材の育
成に積極的に取り組んでいます。 デルフト工科大学

（TU Delft Geoscience department）

キャリア開発

中長期の経営計画に則り、これまで、
支社・支店などの「地域拠点」をベース
とした事業運営スタイルから、市場や事
業分野ごとに展開する「事業部」中心の
事業運営スタイルへの転換を段階的に
進めてきました。これに伴い、人員配置
も事業部へのシフトを進めてきました
が、2019年1月より「事業部制」への完
全移行を行ったことから、現在、当社の
従業員はすべて各事業部への所属となり、組織改革が着実に進んでいます。今後は、教育・研修活動の活発化な
どを通じて意識改革を併せて推し進めることで、「事業部制」の組織的かつ人的な強化を図っていきます。

2018

事業部

2013

事業部 地域拠点 地域拠点

4事業部
5拠点支社

事業部 7事業部
5拠点支社

事業部

2019

529人
事業部

1,016人132人 782人 439人

8事業部事業部

事業部制への完全移行に対応した人材の最適配置

従業員構成の変化（当社単体）

人材の確保

働きやすい職場づくりとワークライフバランス推進の取組
みでは、国の認定も獲得しています。「女性の職業生活におけ
る活躍の推進に関する法律」（女性活躍推進法）に基づく厚
生労働省の認定「えるぼし」（2段階目）のほか、次世代育成支
援対策推進法に基づく「子育てサポート企業」の認定「プラチ

ナくるみん」を受けてい
ます。

このような取組みの結果、新卒採用に係る女性・外国人の割合も、徐々
に増加する傾向にあります。2018年の採用実績では、女性が全体の
33％、外国人は4%となりました。

新卒採用に係る女性・外国人の割合（当社単体）

2018

外国人

2018

女性 男性 日本人
4％33％ 67％ 96％

※本社組織を含まない（技術本部除く）

47Corporate Repor t 2019



環 境 課 題 へ の 対 応

第 4 章 E S G
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世界人口の増加に伴うエネルギー消費の拡大や、CO2排出量の増大、気候変動、資源の枯渇、生態系
の破壊など、さまざまな環境問題が地球規模で起こっています。当社グループは、自社の環境経営はも
ちろん、お客様への環境負荷低減サービスを通じて、持続可能な社会の実現に貢献していきます。

生物多様性への対応（経済活動や開発行為に伴う生態環境への影響の軽減・自然環境の再生）

ウズベキスタン共和国は国土の大部分が砂
漠化した平地であり、灌漑による更なる砂漠化
の進行や環境汚染を食い止めるため、灌漑によ
らない森林の再生が求められています。当社で
は、保育ブロック工法※による新たな緑化技術の
確立のため、ウズベキスタンのタシケント農業大
学と現地での共同研究を行っています。

乾燥地における緑化技術の研究

※保育ブロック：
 苗の直根を地中深くに誘導し、水

分を効率良く吸収させるとともに、
樹木の根を強固に地盤に活着させ
る育林工法。土砂災害の防止や砂
漠の緑化技術として期待される。

外来生物の増殖などにより、固有種の生息域が急速に縮小し、水域の環
境変化や水産業への影響が懸念されています。外来種は繁殖力が強く、そ
の根絶には多額のコストがかかります。当社は、河川や湖沼の水を採取し、
そこに含まれる生体DNAを抽出することで周辺の生物の種類や数を迅速
に調査する「環境DNA分析」を用いた新たな水域環境の管理手法を国立研
究開発法人土木研究所と共に研究しています。

環境DNA分析

湖での採水の様子

国民の安全・安心を守る環境リスク対策

欧米では一般化しているWET試験

省エネ、CO2削減をサポートする
カーボンマネジメントサービス

グローバルなESG投資の潮流の中、企業の持
続的な成長を支える環境経営への期待がますま
す高まっています。当社グループでは、生物応答
を用いた排水管理手法（WET）や、気候変動情
報に関する開示ニーズの高まりを受けたカーボ
ンマネジメントサービスなど、企業の環境経営を
支援する様々なサービスを提供しています。

環境経営支援サービス

日本の国土には重金属（ヒ素や鉛など）を含む地層が多く分布しています。そのため、大規模な建設プロジェクト
における掘削工事などにおいて、自然由来重金属の流出が環境に影響を与える可能性があります。当社ではこの
問題にいち早く着目し、地質の評価、掘削土の分析・処理などワンストップでのソリューションを提供しています。

自然由来重金属の対策



社 会 貢 献

当社グループは、経営理念と応用地質企業行動指針に基づき、地球科学分野の専門企業グループとし
てお客様の課題解決に向けて活動することで、社会の持続可能な発展に貢献します。また、組織の適切
な意思決定の下で、事業活動を行う国・地域の法令を遵守するとともに、法令の精神と人権及び文化・
慣習・歴史を尊重し、倫理観と良識を持って、誠実かつ地球環境に配慮した事業活動を行うことで、社
会にとって有益な存在であり続けます。透明で公正な社内外のコミュニケーションを通じ、すべてのス
テークホルダーに配慮した経営を行います。

近況の主な活動

地域社会・グローバル社会

ジオハザード・インターショナル（GHI）への支援活動
ジオハザード・インターナショナル財団（GHI）は、世界で最も脆弱な地域

社会が、地震や津波、地すべり、豪雨、強風などに備え、予防可能な死や自
然災害による苦しみから解放されることを目的に活動する非営利組織で
す。当社は1991年のGHI設立から現在に至るまで、GHIの活動とそのミッ
ションに対し支援をし続けています。これまでGHIは、20以上の国で災害リスクの啓蒙や学校校舎の耐震安全性
の改善、地域政府の災害対応能力を高めるためのプログラム支援などを行ってきました。

途上国の建築物の耐震化に向けて
ミャンマー連邦共和国は日本と同様、地震多

発国であり、過去にも度々大地震による被害を
受けてきました。国内グループ会社のOYOイ
ンターナショナル（株）と持分法適用会社の（株）
イー・アール・エスは、国土交通省の補助の下、
日本の各専門家とともに、現地の技術者・行政
関係者に向けて、建築物の耐震診断や改修手法などの技術の普及を目的
としたセミナーを開催しました。

学生企業訪問受け入れ
中学校や高等学校の学生による企業訪問を随時受け入れています。企

業訪問は、キャリア教育の一環として、修学旅行などの機会に学生が実際
の企業を訪問し、事業の内容や働くことの意義、仕事の役割などを学ぶ学
習プログラムです。当社では、2013年より本プログラムに協力するととも
に、このような機会を通じて自然災害のメカニズムや地学の面白さ、防災
活動の重要性などをお伝えし、社会の防災意識の向上に努めています。

【ISO26000の7つの中核主題】コミュニティへの参画及びコミュニティへの発展（教育及び文化）

小冊子「防災・減災のススメ」を毎年発行
地域の防災・減災活動や防災教育に役立てていただくため、毎年「防災・減

災のススメ」を発行し、ウェブサイトで無償公開しています。本冊子は災害の
前兆現象や身近に潜む危険について一般の方向けに解説したもので、企業
の事業継続活動や地域の防災訓練等でも多数ご活用いただいております。

地域の防災訓練で配布

2018年11月13日
福岡県立福岡高等学校の皆さん

（オフィス内見学の様子）
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主 要 財 務 デ ータ（ 連 結 ）

第 5 章 デ ー タ 編

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

会 計 年 度

売上高 46,652 35,260 35,878 36,718 40,704 47,033 48,634 49,230 51,323 45,957 45,232

営業利益 2,023 △ 507 435 1,396 2,465 3,679 4,211 2,188 1,579 855 1,481

親会社株主に帰属する当期純利益 1,014 △ 1,820 385 1,076 5,756 2,595 3,550 2,361 1,381 747 804

フリーキャッシュ・フロー 3,525 △ 2,057 89 △ 744 4,676 1,354 2,414 6,093 △ 5,386 3,487 1,475

設備投資額 971 824 663 500 666 750 2,000 1,607 1,079 1,224 1,124

減価償却費 829 905 915 875 892 931 1,018 1,322 1,306 1,236 1,107

研究開発費 1,142 1,061 964 945 1,070 1,295 1,498 1,910 2,022 1,654 1,675

会 計 年 度 末

総資産 65,456 60,283 57,591 59,060 65,485 75,003 80,367 83,617 85,509 84,731 80,704

株主資本 57,680 55,125 55,041 55,779 61,220 63,190 66,088 67,668 68,286 68,196 66,881

有利子負債 162 553 401 318 830 1,440 2,385 2,866 2,984 2,772 2,657

従業員数（人） 2,065 2,056 2,027 1,969 1,962 1,989 2,012 2,028 2,039 2,042 2,058

1 株 当 たりデ ータ

1株当たり当期純利益（円） 36.14 △ 66.13 13.94 39.76 212.55 95.85 131.12 87.20 51.02 27.62 30.73

1株当たり純資産額（円） 1,914.25 1,802.09 1,791.61 1,796.47 2,008.03 2,219.12 2,410.80 2,529.27 2,530.79 2,531.39 2,522.95

1株当たり配当状況（円）（内1株当たり中間配当額）
12.50

（6.25）
12.50

（6.25）
12.50

（6.25）
12.50

（6.25）
15.00

（6.25）
21.00

（9.00）
26.00

（12.00）
28.00

（14.00）
28.00

（14.00）
38.00

（24.00）
28.00

（14.00）

主 な 指 標

売上高営業利益率（％） 4.3 △ 1.4 1.2 3.8 6.1 7.8 8.7 4.4 3.1 1.9 3.3

売上高当期純利益率（％） 2.2 △ 5.2 1.1 2.9 14.1 5.5 7.3 4.8 2.7 1.6 1.8

ROE（％） 1.9 △ 3.6 0.8 2.2 11.2 4.5 5.7 3.5 2.0 1.1 1.2

ROA（％） 1.6 △ 3.0 0.7 1.8 9.2 3.7 4.6 2.9 1.6 0.9 1.0

D/Eレシオ（倍） 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04

配当性向（％） 34.6 − 89.7 31.4 7.1 21.9 19.8 32.1 54.9 137.6 91.1
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（単位：百万円）

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

会 計 年 度

売上高 46,652 35,260 35,878 36,718 40,704 47,033 48,634 49,230 51,323 45,957 45,232

営業利益 2,023 △ 507 435 1,396 2,465 3,679 4,211 2,188 1,579 855 1,481

親会社株主に帰属する当期純利益 1,014 △ 1,820 385 1,076 5,756 2,595 3,550 2,361 1,381 747 804

フリーキャッシュ・フロー 3,525 △ 2,057 89 △ 744 4,676 1,354 2,414 6,093 △ 5,386 3,487 1,475

設備投資額 971 824 663 500 666 750 2,000 1,607 1,079 1,224 1,124

減価償却費 829 905 915 875 892 931 1,018 1,322 1,306 1,236 1,107

研究開発費 1,142 1,061 964 945 1,070 1,295 1,498 1,910 2,022 1,654 1,675

会 計 年 度 末

総資産 65,456 60,283 57,591 59,060 65,485 75,003 80,367 83,617 85,509 84,731 80,704

株主資本 57,680 55,125 55,041 55,779 61,220 63,190 66,088 67,668 68,286 68,196 66,881

有利子負債 162 553 401 318 830 1,440 2,385 2,866 2,984 2,772 2,657

従業員数（人） 2,065 2,056 2,027 1,969 1,962 1,989 2,012 2,028 2,039 2,042 2,058

1 株 当 たりデ ータ

1株当たり当期純利益（円） 36.14 △ 66.13 13.94 39.76 212.55 95.85 131.12 87.20 51.02 27.62 30.73

1株当たり純資産額（円） 1,914.25 1,802.09 1,791.61 1,796.47 2,008.03 2,219.12 2,410.80 2,529.27 2,530.79 2,531.39 2,522.95

1株当たり配当状況（円）（内1株当たり中間配当額）
12.50

（6.25）
12.50

（6.25）
12.50

（6.25）
12.50

（6.25）
15.00

（6.25）
21.00

（9.00）
26.00

（12.00）
28.00

（14.00）
28.00

（14.00）
38.00

（24.00）
28.00

（14.00）

主 な 指 標

売上高営業利益率（％） 4.3 △ 1.4 1.2 3.8 6.1 7.8 8.7 4.4 3.1 1.9 3.3

売上高当期純利益率（％） 2.2 △ 5.2 1.1 2.9 14.1 5.5 7.3 4.8 2.7 1.6 1.8

ROE（％） 1.9 △ 3.6 0.8 2.2 11.2 4.5 5.7 3.5 2.0 1.1 1.2

ROA（％） 1.6 △ 3.0 0.7 1.8 9.2 3.7 4.6 2.9 1.6 0.9 1.0

D/Eレシオ（倍） 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04

配当性向（％） 34.6 − 89.7 31.4 7.1 21.9 19.8 32.1 54.9 137.6 91.1
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東北事務所

北海道事務所

東北ボーリング株式会社

南九地質株式会社

中部事務所

関西事務所

四国事務所

九州事務所

本社
本部、研究所、事業部

営業所
グループ会社

事務所

応用生態工学研究所

オーシャンエンジニアリング
株式会社
計測システム事業部
地球環境事業部

北信越事務所

防災・減災事業インフラ・メンテナンス事業 資源・エネルギー事業

天津澳優星通伝感技術
有限公司

FC Inspection Pte. Ltd.
Fong Consult Pte, Ltd.

Robertson 
Geologging LTD.

IRIS 
Instruments SAS

NCS Subsea, Inc.

OYO Corporation U.S.A
Kinemetrics, Inc.

Geometrics, Inc.

OYO Corporation, 
Pacific

Geophysical 
Survey Systems, 
Inc.

ＯＹＯインターナショナル株式会社

エヌエス環境株式会社

応用リソースマネージメント株式会社
応用ジオテクニカルサービス

応用アール・エム・エス株式会社 株式会社
イー・アール・エス

株式会社ケー・シー・エス
宏栄コンサルタント株式会社

応用地震計測株式会社
応用計測サービス株式会社

本社

メンテナンス事業部
砂防・防災事業部

流域・水資源事業部
東京事務所

ジオデザインセンター

研究開発センター
コアラボ試験センター

情報システム事業部
地震防災事業部

エネルギー事業部

第 5 章 デ ー タ 編

事 業 拠 点（2019年1月1日現在）
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東北事務所

北海道事務所

東北ボーリング株式会社

南九地質株式会社

中部事務所

関西事務所

四国事務所

九州事務所

本社
本部、研究所、事業部

営業所
グループ会社

事務所

応用生態工学研究所

オーシャンエンジニアリング
株式会社
計測システム事業部
地球環境事業部

北信越事務所

防災・減災事業インフラ・メンテナンス事業 資源・エネルギー事業

天津澳優星通伝感技術
有限公司

FC Inspection Pte. Ltd.
Fong Consult Pte, Ltd.

Robertson 
Geologging LTD.

IRIS 
Instruments SAS

NCS Subsea, Inc.

OYO Corporation U.S.A
Kinemetrics, Inc.

Geometrics, Inc.

OYO Corporation, 
Pacific

Geophysical 
Survey Systems, 
Inc.

ＯＹＯインターナショナル株式会社

エヌエス環境株式会社

応用リソースマネージメント株式会社
応用ジオテクニカルサービス

応用アール・エム・エス株式会社 株式会社
イー・アール・エス

株式会社ケー・シー・エス
宏栄コンサルタント株式会社

応用地震計測株式会社
応用計測サービス株式会社

本社

メンテナンス事業部
砂防・防災事業部

流域・水資源事業部
東京事務所

ジオデザインセンター

研究開発センター
コアラボ試験センター

情報システム事業部
地震防災事業部

エネルギー事業部

東北ボーリング株式会社
宮城県仙台市／022-288-0321

オーシャンエンジニアリング株式会社
茨城県つくば市／029-897-3151

宏栄コンサルタント株式会社
東京都文京区／03-5319-3377

南九地質株式会社
鹿児島県鹿児島市／099-837-3330

応用ジオテクニカルサービス
東京都豊島区／03-5949-3410

株式会社ケー・シー・エス
東京都文京区／03-6240-0581

応用リソースマネージメント株式会社
東京都文京区／03-6240-0411

応用計測サービス株式会社
埼玉県川口市／048-285-2133

株式会社イー・アール・エス
東京都港区／03-5786-0090

Geophysical Survey Systems, Inc.
アメリカニューハンプシャー州

OYO Corporation, Pacific
アメリカグアム

Fong Consult Pte, Ltd.　
シンガポール

FC Inspection Pte. Ltd.
シンガポール

OYO インターナショナル株式会社
東京都文京区／03-5840-5155

応用アール・エム・エス株式会社
東京都港区／03-6434-9801

応用地震計測株式会社
埼玉県さいたま市／048-866-1228

Kinemetrics, Inc.
アメリカカリフォルニア州

天津澳優星通伝感技術有限公司
中国天津

インフラ・メンテナンス事業 防災・減災事業

Geometrics, Inc.
アメリカカリフォルニア州

Robertson Geologging LTD.
イギリス

NCS SubSea, Inc.
アメリカテキサス州

IRIS Instruments SAS
フランス

資源・エネルギー事業

環境事業

エヌエス環境株式会社
東京都港区／03-3432-5451

※上記以外に、海外グループ子会社を統括する会社としてOYO Corporation U.S.A（アメリカカリフォルニア州）があります。

グ ループ 会 社（2019年1月1日現在）
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第 5 章 デ ー タ 編

公害防止管理者 124人

土木施工管理技士 208人

APECエンジニア 7人

一級建築士 5人

情報処理技術者 48人

技術士（建設部門） 308人

技術士（衛生工学部門） 4人

技術士（環境部門） 44人

技術士（応用理学部門） 195人

技術士（総合監理部門） 129人

環境計量士 100人

土壌汚染調査技術管理者 56人

主な技術者の保有資格と資格保有者数（グループ）

博士（工学・理学・学術） 66人

技術士 699人

有資格者が属する主な分野（グループ）

建設コンサルタント業（登録 国土交通省 建26第175号）

地質調査業（登録 国土交通省 質29第12号）

計量証明事業（登録）

測量業（登録 国土交通省 第（14）-1334号）

建設業（許可 国土交通省 特-29第2181号）

一級建築士事務所(登録 埼玉県(2)第10113号)

土壌汚染対策法に基づく指定調査機関（登録 環境省 環2003-8-1025）

特定労働者派遣事業（特13-305162）

事業登録（当社）

品質マネジメントシステム
（ISO9001 ： 2015） 登録事業所 ： 全事業所/JQA-2772

環境マネジメントシステム
（ISO14001 ： 2015） 登録事業所 ： 全事業所/JQA-EM6855

情報セキュリティマネジメントシステム
（ISO/IEC 27001 ： 2013） 登録事業所 ： 全事業所/JQA-IM1238

マネジメントシステム認証（当社）

国土強靱化貢献団体認証（レジリエンス認証）取得
2016年12月／2018年11月（事業継続および社会貢献）
女性活躍推進法に基づく認定（えるぼし認定）2段階目
2016年9月
次世代育成支援対策推進法に基づく「基準適合一般事業主」の認定 

（「くるみんマーク」の取得および特例認定「プラチナくるみん」取得） 
2018年1月

認定／認証（当社）

有 資 格 者 ／ 認 証 取 得（2018年12月31日現在）
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報告対象
期 間

組 織

2018年12月期
（2018年1月1日～2018年12月31日）
※上記期間以外の情報も一部掲載しています。
応用地質グループ

本レポートに記載されている将来の計画数値、施策など見通しに関する内容は、
現在入手可能な情報から当社が現時点で合理的であるとした判断及び仮定に
基づいて算定されています。従いまして、実際の業績は、内外主要市場の経済状
況や為替相場の変動などさまざまな重要な要素により、記載の見通しとは大き
く異なる可能性があります。

※将来見通しに関する注意事項
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当社は地盤三次元化技術の確立により、
新たな価値の創造と市場の創出を目指し
ています。三次元化技術は、従来は専門家
だけが理解できた地盤の世界を一般の方
にも開放し、土木や建築の世界だけでな
く、様々な市場で、新たなビジネスを生む
可能性を秘めています。
表紙の画像は、好奇心旺盛な子供が地面
の下をのぞき込んでいます。まさに三次元
での地盤の可視化とそこから生まれる未
来の可能性を象徴するようなイメージとし
て、今回のコーポレートレポートに採用す
ることにいたしました。

表紙について

地球にかかわる総合コンサルタントとして
地域社会に貢献するとともに

独創的な技術により
新しい市場を自ら創造できる企業

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

経営ビジョン

経営理念
社 名 応用地質株式会社（OYO Corporation）

住 所 〒101‐8486　東京都千代田区神田美土代町7番地

電 話 03‐5577‐4501（代表）

設 立 1957年（昭和32年）5月2日

資 本 金 161億7,460万円

株 式 市 場 東京証券取引所市場第一部

社 員 数 2,058名（連結）、1,102名（単体）

事 業 内 容 土木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地すべり、崖崩れ、地震災害、風水害等の
調査、解析、予測、診断、評価から対策工にいたる技術業務振動、騒音、水質等
の環境保全・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
術業務地盤・地形・環境・災害情報等、地球に関する情報の収集、加工、販売各
種の測定用機器・ソフトウエア、システムの開発、製造、販売、リース、レンタルセ
キュリティー機器の開発、製造、販売

会社概要

発行可能株式総数  ..................................................................................  120,000,000株
発行済株式総数  .........................................................................................  27,582,573株

（うち自己株式 1,118,901株）
株主総数  ............................................................................................................... 7,146名

株式の概要

2018/12

所有者別株式分布

会 社・株 式 の 概 要（2018年12月31日現在）

※自己名義株式には、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託E口）が保有
する3,506単元は含まれておりません

■ 個人その他 30.38％ 83,790単元

■ 金融機関 22.04％ 60,799単元

■ その他の法人 21.23％ 58,560単元

■ 外国法人等 20.74％ 57,215単元

■ 金融商品取引業者 1.55％ 4,270単元

■ 自己名義株式 4.06％ 11,189単元



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。
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応用地質に関するお問い合わせは

03-5577-4501（代）
https://www.oyo.co.jp/
prosight@oyonet.oyo.co.jp

東京都千代田区神田美土代町7番地
応用地質株式会社 経営企画本部
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U R L
E-mail

〒101-8486

冊子名称について この冊子には、2018年12月期までの業績や取り組み、2019年以降の取り組みなどを掲載しており、
 発行が2019年であるため、冊子名称を「Corporate Report 2019 ISSUE」としております。 証券コード ： 9755
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