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（ただし、電子公告によることができない事
故、その他のやむを得ない事由が生じたと
きは、日本経済新聞に公告いたします。）

大阪本社／〒541-0045 大阪市中央区道修町1-7-1  TEL 06（6228）2811
東京本社／〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2-3 TEL 03（5259）5711

【ご注意】
1. 株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設され

ている口座管理機関（証券会社等）で承ることとなっております。口座を開設されている証
券会社等にお問合せください。株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行）ではお取り扱いで
きませんのでご注意ください。

2. 特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が
口座管理機関となっておりますので、上記特別口座の口座管理機関（三菱UFJ信託銀
行）にお問合せください。なお、三菱UFJ信託銀行全国各支店にてもお取次ぎいたします。

3. 未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。

この印刷物は、環境に配慮しFSCの認証紙と
水なし印刷方式を採用しています。

第87期（平成24年３月期）第２四半期のコニシレ
ポート（株主通信）をお送りした際にアンケートを
実施させていただきました。頂戴したご意見は今
後のコニシのＰＲ活動やＩＲ活動に活用させていた
だきます。御礼としまして「ボンド ウルトラ多用途
Ｓ・Ｕ プレミアム ソフト」「ボンド ウルトラ多用途
Ｓ・Ｕ プレミアム ハード」をお送りいたしました。

株主様アンケートに
ご協力ありがとうございました

株主メモ

証券コード：4956

KONISHI
REPORT
第87期 株主通信
平成23年4月 1日 平成24年3月31日



（ ）内は前期比

47,290 百万円
（+4.4％）

売上高

4,116 百万円
（−1.1％）

営業利益

6,481 百万円
（−8.2％）

売上高

238 百万円
（−48.5％）

営業利益

46,459 百万円
（−3.8％）

売上高

412 百万円
（+9.3％）

営業利益

●工事請負事業（土木建築工事業）：補
修改修および耐震補強工事等の受注が
秋以降に回復してきたものの、受注競
争の激化と業界全体の発注遅れが完工
に響き前年実績を大きく下回る
●化学品データベース事業：企業の投資

マインド回復と海外も含めた化学物質管
理の重要性からシステムの販売が順調
に推移したものの、前年水準を下回る
●塗料事業：プラスチック用・レジャー関

連用途向けが好調に推移したが、円高
による輸出関連ユーザー向け塗料の販
売低迷等により前年水準を下回る
●工事請負事業での売上高減少による利
益減

●化学工業向け：夏場以降の市況の停滞
により終始低調に推移
●塗料業界向け：自動車補修用塗料材料

は堅調も、製缶用塗料およびプラスチッ
ク用塗料材料の低迷により低調に推移
●電子・電機業界向け：震災による材料

の供給不安に始まり、ユーザーの被災に
よる生産停止、また液晶テレビや半導
体向け材料等の販売不振から低調に推
移
●自動車業界向け：夏場以降のサプライ

チェーンの復旧と在庫の復元が急速に
進み、特にハイブリッド向けのシリコン
ウェハー等の電子部品関連材料が好調
に推移。前年水準を大きく上回る
●販売費及び一般管理費の減少による利
益増

6.5%

売上高

百万円

（－0.4％）

100,23147.2% 46.3%

●住宅関連：新設住宅着工戸数はほぼ前
年並みで推移し、床用ウレタン系接着
剤、変成シリコーン系接着剤および一
般住宅用シーリング材が順調に推移

●工業用関連：需要が回復しつつあった
が、秋口より停滞感が広まり、工場生産
用接着剤は低調に推移。特に自動車用
シール材や離型剤は低調に推移

●土木建築関連：本格的な復興工事は大
幅に遅れるも、被災建築物に対する補
修工事が徐々に進み順調。ビル建設用
シーリング材は、安定した供給体制を背
景にビル・マンション等の既存建築物
に対する補修・改修工事が増加、また
復旧資材としての需要に対応し好調に
推移

●一般消費者関連：DIY関連製品の需要
の高まりと新製品が売上に貢献したも
のの、全体としては前年並みに推移

●原材料価格が高水準で推移したこと、
および震災直後の物流への対応により
販売費及び一般管理費が増加

第87期（平成24年3月期）の期末配当は、1
株当たり12円とし、すでに実施いたしました
中間配当金12円と合わせた年間配当金は24
円となります。また、第88期（平成25年3月
期）の中間配当は普通配当12円にボンド発売
60周年記念配当金2円を加え1株当たり14円
とし、期末配当12円と合わせた年間配当金
26円を予定しております。

配当について

連結セグメント別売上高構成比 Operating ResultsTo Our Shareholders

ボンド事業部門 化成品事業部門

その他
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　当連結会計年度におけるわが国経済は、東日本大震災と
原発事故に伴う電力不足問題により、前半は企業活動が著
しく低迷したものの、その後の復旧と震災の復興需要の増
加により生産活動は徐々に正常化に向かいました。しかしな
がら、欧州発の債務危機、タイの洪水による日本企業の生
産活動の停止、円高の長期化等様々な下振れ要因が顕在
化する環境で推移しました。
　当社グループの関連業界では、住宅業界においては、被
災による建築資材の在庫ひっ迫や復興需要の増加による現
場作業者の不足等、現場は大きく混乱しましたが、政府によ
る住宅取得支援策の再開もあり、平成23年度の新設住宅
着工戸数は約84万戸と前年の水準にまで回復しました。
　土木建築業界においては、被災地域以外での公共工事
の先送りや補正予算成立の遅れにより厳しい環境となりま
したが、東日本における復旧工事および既存建築物に対す
る補修・改修工事は堅調に推移しました。
　自動車業界においては、震災およびタイの洪水によって
一時的な生産調整を余儀なくされましたが、サプライチェー
ンの急速な復旧に伴い、回復基調が鮮明なものとなりまし
た。
　電子・電機業界においては、スマートフォンに関連する部
品の需要が増加する一方で、円高による生産拠点の海外移
転や業界再編の加速等、各社ともに事業の大幅な見直しを
迫られました。
　このような状況のもと、当社グループにおきましては、コ
ア事業の強化を図るとともに、周辺領域の市場発掘・育成、
原価の低減により収益の向上に努めてまいりました。
　この結果、当連結会計年度の業績は、売上高1,002億
31百万円（前期比0.4％減）、営業利益47億77百万円（前
期比4.6％減）、経常利益47億23百万円（前期比3.3％
減）、当期純利益23億20百万円（前期比15.5％減）となり
ました。

代表取締役社長 大
お お

丸
ま る

 智
と も

夫
お

株主の皆様へ
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総資産・純資産・自己資本比率 （百万円・％）

純資産総資産

11.3 12.310.309.3

67,032

36,603

52.1

72,291

38,397

50.6

64,541

34,157

50.5

31,587

52.3
57,942

自己資本比率

Financial Highlights

売 上 高 		 （百万円）

11.3 12.310.309.3 13.3

101,860
94,285

100,666 100,231
106,000
（予想）

売 上 高 		 （百万円）

11.3 12.310.309.3 13.3

78,744
72,041 75,784 76,709

80,400
（予想）

総資産・純資産・自己資本比率 （百万円・％）

11.3 12.310.309.3

純資産総資産

50,025

60.5

30,257

54,435

31,837

58.5

56,706

33,715

59.5

61,776

35,009

56.7

自己資本比率

営業利益・営業利益率 （百万円・％）

11.3 12.310.309.3 13.3

5,009

5.0

4,777

4,015

5,330
（予想）

5.0
（予想）1,782

1.8

4.3 4.8

営業利益率営業利益

営業利益・営業利益率 （百万円・％）

11.3 12.310.309.3 13.3

2,823

3.9

3,449

4.6

3,428

4.5

3,840
（予想）

4.8
（予想）

1,140

1.4

営業利益率営業利益

1株当たり当期純利益 （円）

1株当たり当期純利益 （円）

11.3 12.310.309.3

139.37

117.76
110.78

33.06

11.3 12.310.309.3

29.32

78.68

112.49
97.97

経常利益・当期純利益  （百万円）

11.3 12.310.309.3 13.3

659

2,746

4,885

3,928

1,708
2,320

4,723

2,183

3,010
（予想）

5,340
（予想）

当期純利益経常利益

経常利益・当期純利益  （百万円）

11.3 12.310.309.3 13.3

1,287

2,858
3,540 3,590

585

1,550

2,216
1,930

4,000
（予想）

2,520
（予想）

当期純利益経常利益

1株当たり純資産額 （円）

1株当たり純資産額 （円）

11.3 12.310.309.3

1,772.42 1,856.80
1,654.12

1,536.62

11.3 12.310.309.3

1,711.39 1,777.07
1,615.641,535.40

決算等のIRに関する情報はhttp://www.bond.co.jp/	より、IR情報をご覧ください。

ボンド事業部門で前期比−1.1％　 化成品事業部門で前期比＋9.3％　 その他で前期比−48.5％

現金及び預金    ＋666百万円
土地    ＋381百万円

受取手形及び売掛金    ＋2,111百万円
長期借入金    −100百万円

商品及び製品    ＋1,111百万円
支払手形及び買掛金    ＋3,388百万円

前年期末比

（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。 （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。

財務ハイライト

連結業績 個別業績

3 4KONISHI REPORT



Consolidated Financial Statements連結財務諸表

■	連結貸借対照表 ■	連結損益計算書

■	連結包括利益計算書

■	連結キャッシュ・フロー計算書（単位：百万円） （単位：百万円）

（単位：百万円）

（単位：百万円）

科目 当連結会計年度
（平成24年3月31日現在）

前連結会計年度
（平成23年3月31日現在）

［資産の部］

流動資産 54,308 50,537
現金及び預金 13,900 13,233
受取手形及び売掛金 33,523 31,411
商品及び製品 4,910 3,799
仕掛品 195 169
原材料及び貯蔵品 748 752
未成工事支出金 101 208
繰延税金資産 573 574
その他 494 511
貸倒引当金 △139 △123

固定資産 17,982 16,494

　■有形固定資産 11,186 10,843
建物及び構築物 13,457 13,207

減価償却累計額 △9,746 △9,526
建物及び構築物（純額） 3,710 3,680

機械装置及び運搬具 12,235 12,042
減価償却累計額 △10,977 △10,577
機械装置及び運搬具（純額） 1,257 1,464

工具、器具及び備品 3,272 3,264
減価償却累計額 △3,031 △3,009
工具、器具及び備品（純額） 240 254

土地 5,506 5,125
リース資産 141 141

減価償却累計額 △84 △58
リース資産（純額） 56 83

建設仮勘定 413 234
　■無形固定資産 1,273 426
　■投資その他の資産 5,522 5,223

投資有価証券 3,887 3,590
長期貸付金 4 17
差入保証金 786 788
繰延税金資産 307 386
その他 611 533
貸倒引当金 △74 △92

資産合計 72,291 67,032

科目
当連結会計年度

（平成23年4月 1 日から
平成24年3月31日まで）

前連結会計年度
（平成22年4月 1 日から

平成23年3月31日まで）
売上高 100,231 100,666
売上原価 83,165 83,433
売上総利益 17,066 17,233
販売費及び一般管理費 12,288 12,223
営業利益 4,777 5,009
営業外収益 254 200

受取利息 12 8
受取配当金 82 67
受取保険金 27 11
その他 132 113

営業外費用 309 324
支払利息 23 24
売上割引 157 149
支払補償費 48 15
持分法による投資損失 7 ―
その他 71 135

経常利益 4,723 4,885
特別利益 3 117

固定資産売却益 3 4
貸倒引当金戻入額 ― 89
投資有価証券売却益 ― 2
負ののれん発生益 ― 20
その他 ― 1

特別損失 323 50
固定資産処分損 288 11
投資有価証券評価損 19 14
役員退職慰労金 2 5
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 ― 13
その他 12 6

税金等調整前当期純利益 4,403 4,952
法人税、住民税及び事業税 1,732 1,949
法人税等調整額 183 97
法人税等合計 1,915 2,046
少数株主損益調整前当期純利益 2,487 2,905
少数株主利益 167 159
当期純利益 2,320 2,746

科目
当連結会計年度

（平成23年4月 1 日から
平成24年3月31日まで）

前連結会計年度
（平成22年4月 1 日から

平成23年3月31日まで）
少数株主損益調整前当期純利益 2,487 2,905
その他の包括利益 △156 △40

その他有価証券評価差額金 △109 46
為替換算調整勘定 △44 △87
持分法適用会社に対する持分相当額 △3 ―
包括利益 2,330 2,865
（内訳）
親会社株主に係る包括利益 2,174 2,721
少数株主に係る包括利益 155 143

科目
当連結会計年度

（平成23年4月 1 日から
平成24年3月31日まで）

前連結会計年度
（平成22年4月 1 日から

平成23年3月31日まで）
Ⅰ	営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 4,403 4,952
減価償却費 1,068 1,094
負ののれん発生益 ― △20
投資有価証券評価損益（△は益） 19 14
投資有価証券売却損益（△は益） 1 △1
有形固定資産処分損益（△は益） 169 9
有形固定資産売却損益（△は益） △0 △3
貸倒引当金の増減額（△は減少） △3 △150
賞与引当金の増減額（△は減少） △14 63
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △24 51
役員賞与引当金の増減額（△は減少） △7 21
退職給付引当金の増減額（△は減少） △42 △171
受取利息及び受取配当金 △95 △75
支払利息 23 24
持分法による投資損益（△は益） 7 ―
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 ― 13
売上債権の増減額（△は増加） △2,115 △930
たな卸資産の増減額（△は増加） △1,052 △291
仕入債務の増減額（△は減少） 3,397 921
その他の固定負債の増減額（△は減少） △124 △198
その他 150 △4
　小計 5,762 5,320
利息及び配当金の受取額 94 77
利息の支払額 △22 △23
法人税等の支払額 △2,115 △2,100
営業活動によるキャッシュ・フロー 3,719 3,273

Ⅱ 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 △10 △35
定期預金の払戻による収入 18 32
有形固定資産の取得による支出 △1,352 △721
有形固定資産の売却による収入 15 24
無形固定資産の取得による支出 △845 △212
投資有価証券の取得による支出 △159 △101
投資有価証券の売却及び償還による収入 6 191
その他 △2 △46
投資活動によるキャッシュ・フロー △2,331 △871

Ⅲ	財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少） △16 △434
長期借入金の返済による支出 △100 △15
リース債務の返済による支出 △28 △25
配当金の支払額 △511 △397
少数株主からの払込みによる収入 ― 48
少数株主への配当金の支払額 △23 △17
自己株式の売却による収入 ― 0
自己株式の取得による支出 △0 △5
財務活動によるキャッシュ・フロー △680 △847

Ⅳ	現金及び現金同等物に係る換算差額 △32 △82
Ⅴ	現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 674 1,472
Ⅵ	現金及び現金同等物の期首残高 13,217 11,745
Ⅶ	現金及び現金同等物の期末残高 13,892 13,217

科目 当連結会計年度
（平成24年3月31日現在）

前連結会計年度
（平成23年3月31日現在）

［負債の部］

流動負債 29,943 26,136

支払手形及び買掛金 25,052 21,663

短期借入金 331 355

リース債務 28 27

未払法人税等 805 1,189

賞与引当金 848 863

役員賞与引当金 74 81

その他 2,802 1,954

固定負債 3,950 4,293

長期借入金 ― 100

リース債務 35 63

繰延税金負債 142 165

退職給付引当金 714 757

役員退職慰労引当金 573 597

長期預り保証金 2,470 2,419

その他 13 189

負債合計 33,893 30,429

［純資産の部］

　■株主資本 36,344 34,536

資本金 4,603 4,603

資本剰余金 4,182 4,182

利益剰余金 28,179 26,371

自己株式 △621 △621

　■その他の包括利益累計額 236 381

その他有価証券評価差額金 341 455

為替換算調整勘定 △105 △74

　■少数株主持分 1,817 1,684

純資産合計 38,397 36,603

負債純資産合計 72,291 67,032
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Bond Businessコニシのボンド事業のご紹介

コンシューマー分野
暮らしの中の様々な
モノを「つなぐ」
・一般家庭用接着剤
・補修材
・テープ

住関連分野
内外装のあらゆる

「つなぐ」を実現する
・内装施工用接着剤
・一般住宅用シーリング材
・建築用テープ

産業資材分野
生産ライン内の

「つなぐ」に応える
・工業用接着剤
・工業用テープ
・工業用離型剤

土木建築分野
様々な隙間を「つなぐ」
製品をそろえる
最先端の工法で新たな

「つなぐ」を生み出す
・ビル建設用シーリング材
・建設土木用接着剤
・各種工法

ビル・マンションなどの外壁目地シー
リングで

オフィスビル
橋脚や床版の補強工事で

高速道路

工作・手芸、補修などの日常生活で

一般家庭
学校やオフィスビルの耐震補強工事で

学校

ビル・マンションなどの外壁
タイルの剥落防止やひび割
れ等の補修・改修工事で

マンション

床や壁などの内装施工やサッシ
まわりなどの外装施工で

戸建住宅
木工家具、キッチンパネル、製本
などの製造ラインで

工場

橋脚の補強やトンネルの剥落防止な
ど補修・補強工事で

橋・トンネル

家庭や学校、オフィスなど、様 な々シーンで活躍するコニシのボンド。その一例をご紹介します。
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セグメントと関係会社

会社概要（平成24年3月３１日現在） 役員（平成24年6月22日現在）

設　　 立
資 本 金
従 業 員 数
証券コード
事 業 所

大正14年9月25日
46億03百万円
連結1,055名、単独679名
4956

ボンド事業部門 化成品事業部門 その他

ボンド事業本部 化成品事業本部 不動産部門

水口化学産業㈱　ボンドケミカル商事㈱
ボンド販売㈱　サンライズ・エム・エス・アイ㈱
科陽精細化工（蘇州）有限公司
Konishi Lemindo Vietnam Co.,Ltd.（ベトナム）＊

科昵西貿易（上海）有限公司
丸安産業㈱　台湾丸安股份有限公司
Kony Sunrise Trading Co.,Ltd.（タイ）
KF Instruments India Pvt. Ltd.（インド）

ボンドエンジニアリング㈱
日本ケミカルデータベース㈱
コニシ工営㈱
ミクニペイント㈱

平成24年3月期　連結子会社：14社／持分法適用会社：1社　計15社＊は持分法適用会社であります。

コニシ㈱

連結子会社

本 　 店
大阪本社
東京本社
支 　 店
営 業 所
製造拠点
研 究 所

〒541-0045 大阪市中央区道修町1丁目6番10号
〒541-0045 大阪市中央区道修町1丁目7番1号 北浜TNKビル
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2丁目3番地 竹橋スクエア
名古屋、福岡、札幌
仙台、北関東、南関東、金沢、広島、高松
栃木工場、浦和工場、滋賀工場
浦和研究所、基礎研究所、大阪研究所

代表取締役社長

代表取締役専務

常 務 取 締 役

取 締 役

取締役兼執行役員

取締役兼執行役員

取締役兼執行役員

常 勤 監 査 役

監 査 役

監 査 役

監 査 役

常 務 執 行 役 員

執 行 役 員

執 行 役 員

執 行 役 員

執 行 役 員

大丸　智夫

東郷　正人

横田　　隆

小西　哲夫

須藤　孝也

皆見　昌宏

日下部　悟

髙村　輝男

竹内　鈴子

坂口　博信

狩野　　仁

山下　博史

濵多　慶一

井上孝一郎

有澤　彰三

松下眞一郎

　1952年、合成接着剤として発売されたコニシの「ボンド」。
　以来60年、「ボンド」ブランドとして、家具・建具業界、文具業界、建築業界など市場のニーズに
応える形で次々と新しい接着技術を開発し、活躍の分野を広げてきました。
　今年2012年、ボンドは発売60周年を迎えました。皆様からの変わらぬご支援、ご愛顧に感謝す
るとともに、これからもコニシ独自の技術開発力をもって、皆様の想いをカタチにし未来へつないで
いきたいと思っています。

ボンド発売60周年を迎えました
発行可能株式総数
発行済株式の総数
1単元の株式数
株 主 数

80,400,000株
20,353,720株

100株
3,950名（前期末比135名増）

株主名 持株数（千株） 持株比率（％）

小西信一郎 1,485 7.53
コニシ共栄会 1,197 6.07
日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社（信託口） 1,090 5.53

日本マスタートラスト
信託銀行株式会社（信託口） 537 2.73

小西千代子 410 2.08
コニシ従業員持株会 394 2.00
株式会社三菱東京UFJ銀行 352 1.78
井上道子 345 1.75
株式会社カネカ 342 1.73
小西哲夫 309 1.57

（注1） 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）および日本マスタートラスト信託銀
行株式会社（信託口）の持株数は、すべて信託業務に係る株式であります。

（注2） 持株数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
（注3） 持株比率は、自己株式（653,036株）を控除して記載しております。また、小数点第3位

以下を切り捨てて表示しております。

株式の状況（平成24年3月３１日現在）

会社概要

Stock Information

Corporate Profile

T O P I C S 株式の状況 所有者別株式数の分布状況  ※自己株式含む

所有者別株主数の分布状況  ※自己株式含む

所有株数別株主数の分布状況

大株主（上位10名）

株価および株式売買高の推移

1単元未満 522名 13.2％

1,000単元以上 33名 0.8％

100単元以上 221名 5.6％

10単元以上 1,163名 29.4％

1単元以上 2,011名 51.0％

3,950名

その他法人 205名 5.2％

金融機関（信託銀行以外） 10名 0.3％

信託銀行 19名 0.5％

金融商品取引業者 31名 0.8％

外国法人等 86名 2.2％

個人・その他※ 3,599名 91.0％

3,950名

その他法人 2,887,624株 14.2％

金融商品取引業者 81,152株 0.4％

金融機関（信託銀行以外）541,000株 2.7％

外国法人等 1,270,296株 6.2％

信託銀行 2,963,400株 14.6％

個人・その他※ 12,610,248株 61.9％

20,353,720株

高値

1,500

900

1,200

600

300

1,000

800

600

400

200

0 0

株価（円） 株式売買高（千株）安値 売買高

318.0
268.5

1,216

1,050
961 1,001 1,073

970 1,022

1,113 1,177 1,175 1,120
1,200

281.9
209.5 218.4

284.0
364.0

309.6

1,208

1,035
950 993 1,004 1,005

1,081

1,057 1,068
1,165 1,142 1,150

305.0
242.7

322.4 320.8

9月8月7月6月5月4月 3月2月1月12月11月10月
（平成23年） （平成24年）
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