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コニシは、合成接着剤のトップブランド「ボンド」をはじめ、
さまざまな化学製品を通して社会のニーズにお応えしてまいりました。

化学物質を扱うコニシにとって、
「化学と、自然環境と、社会の共生」は、企業経営において不可欠なテーマです。

これからも、人と地球に優しい化学を原点に、企業としての責任を果たしてまいります。

化学と、自然環境と、社会の共生をめざして
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行動憲章

経営理念経営理念
コニシ株式会社は

「堅実且つ積極的な経営」と
「品質第一」を信条として

絶えず新しい価値の創造をめざし
社会の発展に貢献する。
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社会の発展に貢献する。
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編集方針
本報告書は、コニシ株式会社お
よび関係会社の事業活動による
環境負荷の状況と負荷低減へ
の取り組み、環境保全のための
研究活動、 従業員・お客様・地
域社会とのかかわりを報告して
います。

※注意：端数処理のため、合計数値が合
わない項目があります。 

報告対象となる事業と組織
コニシグループの事業は 「ボンド事
業部門」「化成品事業部門」「その他」
の3セグメントからなり、 この3事業
のすべてを報告対象としています。 
ただし、子会社については、連結
対象子会社16社のうち、 下記報告
対象期間に100%出資会社であった
5社を取りあげています。 報告対象
となる会社は、以下のとおりです。 

ボンド事業部門 ：
コニシ（株）／水口化学産業（株）／
ボンドケミカル商事（株）※／
ボンド販売（株）※ 

化成品事業部門、その他 ： 

コニシ（株）／
ボンドエンジニアリング（株）※／
日本ケミカルデータベース（株）※

※印は非生産会社 

報告対象期間
2011年4月1日～2012年3月31日
（2011年度） 

発行年月
2012年9月 
次回は2013年9月発行を予定 

 

Webサイトでの報告
詳細なデータや過去の報告について
はWebサイトに掲載しています。

http://www.bond.co.jp/environment/
index.html
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コニシ株式会社
代表取締役社長

 おお　 まる　　  とも    お

大丸 智夫

「Konishi Report 2012
環境・社会報告書」の発刊にあたって

当社は1870年に薬種商として創業して以来、幾たびの不況や困難を乗り越え、その時々で新たな分野

を開拓しながら今日の姿を築いてきました。

現在のコニシグループは化学品を取り扱う商社部門としての「化成品事業」と、本年発売60周年を迎

えました合成接着剤「ボンド」を製造・販売するメーカー部門「ボンド事業」が主力事業となっています。

企業が取り組むべき社会的課題が多々ある中、事業を通じて社会に貢献していくことがますます重要に

なっています。メーカー部門であるボンド事業においては、製品の設計段階から製造、物流、消費に至る

まで、どのような形で「環境」に貢献できるかが大きなテーマであります。近年の各種法規制に対応する

ことはもとより、製品の安全性を更に高めることで、より安心してお使いいただける製品を多く提供した

いと考えています。

厳しさを増す経営環境の中、長い歴史の中で培ってきた皆さまからの「信頼」を大切にし、社会に役立

つ製品づくりやサービスの提供を通して、多くのステークホルダーにファンになっていただける企業経営

をこれからも目標としていきます。

本報告書をご一読いただき、コニシグループへのご理解を深めていただくとともに、今後もより一層の

ご支援とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

2012年9月

ごあいさつ

115,551

38,39734,15731,58732,255
36,603

4,777

2,320
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商 号
創 業
設立年月日
本 社

支 店
営 業 所
製 造 拠 点
研 究 所
資 本 金
売 上 高
従 業 員 数
証券コード

コニシ株式会社
1870（明治3）年
1925（大正14）年9月25日
大阪本社  〒541-0045
　　　　  大阪市中央区道修町1丁目7番1号 （北浜TNKビル）
東京本社  〒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
4,603百万円（2012年3月末）

100,231百万円（連結：2012年3月期）

1,055名（連結：2012年3月末）

4956

関 係 会 社
(2012年9月末)

水口化学産業株式会社※

ボンドケミカル商事株式会社※

ボンドエンジニアリング株式会社※

ボンド販売株式会社※

ボンド物流株式会社
日本ケミカルデータベース株式会社※

サンライズ・エム・エス・アイ株式会社
丸安産業株式会社
コニシ工営株式会社
ミクニペイント株式会社
科陽精細化工（蘇州）有限公司
科昵西貿易（上海）有限公司
台湾丸安股份有限公司
Kony Sunrise Trading Co.,Ltd.
KF Instruments India Pvt. Ltd.
Konishi Lemindo Vietnam Co.,Ltd.※2

※は本報告書の対象範囲に含む関係会社
※2は持分法適用関連会社

コニシグループと業績の概要

会社概要

業績の概要

■

特許出願件数と取得件数の推移

■

コニシグループセグメント別売上高構成比
（2011年度）

ボンド事業部門
接着剤
シーリング材
ワックスなどの
製造・販売
47.2%

その他　　　　 　 
不動産、土木建築工事の請負、
化学品のデータベース事業、
塗料の製造・販売など
6.5%

売上高（連結）
100,231
百万円

化成品事業部門
化学製品
合成樹脂
工業薬品などの販売
46.3%

■

売上高の推移（連結）

（百万円）

（年度）2007 2008 2009 2010
0

30,000

60,000

90,000

120,000

2011

100,23194,285 100,666101,860
115,551115,551115,551

■

総資産・純資産の推移
■ 純資産■ 総資産

（年度）2007 2008 2009 2010
0

20,000

40,000

60,000

80,000

2011

38,39738,39738,397

72,291

34,15734,15734,15731,58731,58731,58732,25532,25532,255

64,541

36,60336,60336,603

67,032
57,942

68,522

当社は接着剤メーカーとして知的財産権の取得と活用に注力しています。
現在、保有している有効特許権は約183件となっています。

2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度

28

7

32

11

34

20

37

21

61

22

2011年度

25

27

11

27
特許件数

取 得

出 願

■

営業利益・経常利益・純利益の推移
　   純利益　   経常利益　   営業利益

（百万円） （百万円）

（年度）2007 2008 2009 2010 2011
0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

1,195

2,945

3,108

659

1,708

1,782

2,183

2,746

3,928

4,885

5,009

4,723

4,7774,7774,777

2,3202,3202,320

4,015
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コニシ株式会社は「堅実且つ積極的な経営」と「品質第一」を信条として
絶えず新しい価値の創造をめざし社会の発展に貢献する。

信頼の獲得
社会的に有用な製商品・サービスを、安全性と

品質に充分配慮して開発・提供するとともに個

人情報・顧客情報を適正に保護し、消費者・顧客

の満足と信頼を獲得する。

公正な競争
公正、透明、自由な競争並びに適正な取引を行

い、政治・行政との健全かつ正常な関係を保つ。

また、自社の知的財産の保護と第三者の知的財

産の尊重に努める。

コミュニケーション
株主はもとより、広く社会とのコミュニケーション

を図り、企業情報を積極的かつ公正に開示する。

職場環境
従業員の多様性、人格、個性を尊重し、安全と健

康のため、快適な職場環境を実現する。

環境保全
環境問題は人類共通の課題であり、社会の発展

に必須の要件であることを認識し、自主的・積極

的に取り組む。

社会貢献
「良き企業市民」として、積極的に社会貢献のた

め活動する。

反社会的勢力との対決
市民社会の秩序や安全に脅威をあたえる反社

会的勢力および団体とは断固として対決する。

海外活動
海外においては、国際ルールや現地の法令の遵

守はもとより、文化や慣習も尊重し、その発展に

貢献する。

企業倫理の徹底
経営者は、本憲章の精神の実現が自らの役割で

あることを認識し、率先垂範の上、社内やグル

ープ企業に徹底するとともに、取引先に周知さ

せる。また、社内外の声を常時把握し、実効ある

社内体制の整備を行うとともに、企業倫理の徹

底を図る。

問題の解決
本憲章に反するような事態が発生した時には、

経営トップ自らが問題解決にあたる姿勢を内外

に明らかにし、原因究明と再発防止に努める。ま

た、社会への迅速かつ的確な情報の公開と説明

責任を遂行し、権限と責任を明確にした上、自ら

を含めて厳正に処分する。

経 営 理 念

5
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経営統治システム

迅速な意思決定と監視・監督体制を強化しています

取締役の人数は7名であり、社外取締役は選任されていま

せん。取締役会は毎月1回、必要に応じ常務会を開催してい

ます。また代表取締役、役付取締役で構成された経営会議を

毎月開催し、経営の意思決定の迅速化、透明性および公平性

の確保を行っています。また執行役員を5名任命しており、必

要に応じて取締役会に出席し、業務の執行状況を報告してい

ます。

監査役の人数は4名であり、全員取締役会に出席し、会社の

運営および各取締役または各執行役員から業務の執行状況を

聞き、必要に応じて意見を述べるなど監視・監督を行っていま

す。また、監査役会は定期的に内部監査室および会計監査人

から報告を求めるなど、監査体制を強化しています。なお、監

査役のうち社外監査役は3名であり、より第三者的な立場から

監査機能を発揮しています。

内部統制

コンプライアンスの基本となる内部統制システムを構
築しています

「CSR委員会」を中心として「リスク管理委員会」「安全保障

貿易管理委員会」「環境委員会」「製品安全委員会」等を全社

横断的に組織させ、それぞれの機能別にリスクマネジメント、

コンプライアンスおよび倫理性、透明性をチェックしています。

また「内部統制推進委員会」において、内部統制制度の整備、

評価、推進等を行っています。

コンプライアンス

法令遵守、公正性、倫理に基づいた行動で、企業価値の向
上と継続的な発展をめざしています

「行動憲章」「行動規範」「行動規範ガイドブック」
コンプライアンスの充実のため、当社グループで働くすべて

の人が守らなければならないルールを「行動憲章」「行動規範」

としてまとめました。さらに「行動規範」の理解を深めるため、

解説書形式で「行動規範ガイドブック」を作成して、それらを当

社グループのすべての人に配布し周知徹底を行っています。

株　主　総　会

代表取締役

化成品部門ボンド部門 管理部門

常務会・経営会議

CSR委員会
内部監査室

内部統制推進委員会

取締役会
取締役7名 会計監査人監査役会

監査役4名（社外3名）

選定・解任

報告

内部監査

会計監査・
内部統制監査

選任・解任 選任・解任 選任・解任

監査

監査

行動規範

行動規範ガイドブック
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家庭でも、また学校工作でも愛されてきたコニシの「ボンド」が2012年、発売60周年を迎えました。「ボンド」をもっとた

くさんの人に知ってほしい。また子どもたちに「ものづくり」の楽しさを広めたい。そんな思いを込めて、2012年8月28

日（火）から9月1日（土）の5日間、東京都渋谷ヒカリエで、特別ワークショップを開催しました。たくさんの方々にご来場

いただき、昆虫ペーパークラフト作家・斉藤卓治さんの指導のもと、紙のテントウムシ作りに挑戦していただきました。

作るのって ！楽 いし

自信作はカブトムシ！
家で飼っている本物とソックリ！？
今日はお兄ちゃんの友達と兄弟の3人で挑戦しました。
「ボンド 木工用」は学校の図工でも使うけれど、紙で昆虫を
作ったのは初めて！ やっぱりお兄ちゃん2人の方が上手か
な？ でも3人一緒だから楽しかったな。テントウムシの他に、
斉藤先生に教わってカブトムシも作りました。角を上手に切
るのが難しかったけれど、カッコ良くできました。羽根に「ボ
ンド 木工用」を塗って透明になるまで乾かしたら、家で飼っ
ているカブトムシとそっくり！ 

古賀さんファミリー （東京都）

まるで魔法みたい！ ハサミの柄で
テントウムシが立体的になった！
昆虫大好き！ コオロギ、カブトムシ、クワガタ、それにカメ、
ドジョウ！ うちでは生き物をいっぱい飼っています。工作も大
好き！ この間は家で紙ねんどをこね、接着剤で貼り付けて、
貯金箱を作りました。少しずつおこづかいを入れて、貯金し
ています。今日は、紙を切るのがちょっと難しかった。ハサミ
の持ち手の部分を使って紙をこすると、テントウムシがまる
で魔法みたいに立体的になったのにはびっくりしました。

大河原さんファミリー （さいたま市）

周
年60

ボンド発売

特集 みんなで“ボンド”を使  
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斉藤センセイがやさしく
教えてくれました！
家でもよく紙を使って工作します。この間は、あじさい
とか朝顔とか、お花を作ってたくさん紙に貼りました。
思い出すのは、お父さんが段ボールを「ボンド 木工用」
で貼り合わせて小さな家を作ってくれたこと。外に置い
て姉妹3人で中に入った時は、キャンプみたいですごく
楽しかった！ 今日の自信作は、お姉ちゃんはテントウム
シ、妹二人は葉っぱに落ちた雨のしずくにチョウチョ。斉
藤先生がやさしく教えてくれたので、上手にできました。

森さんファミリー （大阪府）

好きな昆虫を想像し、悩みながら
作っていく過程が楽しいんです。
紙の魅力は、少し工夫を加えるだけで自在に形を変えられると
ころ。好きな昆虫を思い描いて、どうハサミを入れれば本物ら
しく見えるか、どんなポーズにするとおもしろいか、想像しな
がら作っていく過程は毎回心が躍ります。子どもに教えていて
発見することもたくさんあります。最初は型紙通りに作ってい
た子どもたちが、だんだん夢中になって、そのうち思い思いに
花や木、動物などを作り始めるんです。できあがった作品は、
一人ひとり違う、その子だけの世界になっている。それがおも
しろいですね。「ボンド 木工用」は少量でも貼りつきやすい上、
長い年月を経てもはがれにくいので、僕も愛用しています。乾
くと透明になるから少々はみ出ても大丈夫。どうしたら思い通
りの形を作れるか、頭を悩ませるのもだいご味の一つ。手を動
かし、作る楽しさを思う存分味わってほしいと思っています。

斉藤卓治先生のことば

P r o f i l e
斉藤 卓治 先生
昆虫ペーパークラフト作家。本物そっく
りの昆虫から、オーケストラ、旅人などユ
ーモラスに擬人化した昆虫まで、紙だけ
で独自の世界を作る。各地で展覧会を
開催するほか、テレビや雑誌に取り上げ
られるなど、創造性あふれる作品が注目
を集めている。

って昆虫作りにチャレンジしたよ!
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eco 検定にチャレンジしてみよう！
ecoecoecoeco検定検定検定検定とはとはとはとは、、、、東京商工会議所東京商工会議所東京商工会議所東京商工会議所がががが主催主催主催主催するするするする環境社会検定試験環境社会検定試験環境社会検定試験環境社会検定試験（（（（通称通称通称通称：：：：ecoecoecoeco検定検定検定検定））））でででで
すすすす。。。。このこのこのこの試験試験試験試験はははは多多多多くのくのくのくの人人人人にににに環境問題環境問題環境問題環境問題にににに関関関関するするするする知識知識知識知識をもっていただくことををもっていただくことををもっていただくことををもっていただくことを目的目的目的目的としとしとしとし
てててて創設創設創設創設されされされされ、、、、大人大人大人大人からからからから子子子子どもまでどもまでどもまでどもまで楽楽楽楽しみながらチャレンジすることができますしみながらチャレンジすることができますしみながらチャレンジすることができますしみながらチャレンジすることができます。。。。

eco 検定の公式ホームページ
http://www.kentei.org/
“eco検定”は東京商工会議所の登録商標です。

過去問題に
チャレンジ

コニシの合成接着剤「ボンド」がはじめて登場したのは昭和27年（1952）。以来60年、トップメーカーとして赤いキャップと黄色

のパッケージでおなじみの「ボンド 木工用」をはじめ、さまざまな用途の製品を開発し、ご家庭、住関連分野、建築土木、産業資

材分野へと活躍の場を広げてきました。これからも独自の「技術開発力」で、ニーズをカタチにして社会につなげていきます。

ここでは、60年の「ボンド」の歩みから、エポックメイキングな商品開発の足跡をご紹介します。

みんなの知らない　　　 
みんなが知っている“ボンド”には

秘密
周
年60

ボンド発売

特集

■業界初、日本初がいっぱい
接着業界のパイオニアです。

■愛され続けているパッケージにもいろんな工夫がありました。

製本方法で特許を得た
ボンド B シリーズ
角川文庫に採用され、文庫の美しさ、
コストを変えた無線綴じ製本もコニシ
の発明。「可塑化した酢酸ビニルエマ
ルジョンによる無線綴じ製本方法」で
昭和30年（1955）に特許を得てい
ます。

昭和49年 （1974）

「ボンド」の書体を一新。
現在のロゴタイプの原型
となりました。

昭和47年 （1972）

黄色い容器に赤いキャッ
プという、現在のパッ
ケージの原型を形づくっ
たモデルです。

昭和44年 （1969）

こけし型の容器を採用し
ました。

昭和37年 （1962）

家庭用として本格的に市
場に登場。親しみやすい
ように、ボンちゃんマー
クが使われています。

昭和32年 （1957）

国内初の家庭用「ボンド 

木工用」。使い勝手のい
いチューブ入りで、学校
教材として引っ張りだこ
になりました。

いろんな工夫があ

で
い

国内初の金属用接着剤
ボンド E
「ボンド E」を、エポキシ系金属用
接着剤として、昭和30年（1955）
に日本で初めて市販開始。

日本初の木工用エマルジョン形
接着剤ボンド CH
「ボンド」で下駄の継ぎ歯がよくつくことが偶然わかっ
て開発された日本初の木工用エマルジョン形接着剤
「ボンド CH」。ニカワにとってかわる「冷たいニカワ」と
して高い評価を受けました。昭和28年（1953）発売。

日本
接着接
初の木工
着剤ボンド CH

ン形マルジョン工用エマ
ド CH

「ボンド 木工用」パッケージの変遷
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事業者が事業活動にともなって発生する産業廃棄物の処理を処理業者に委託する場合に、適正に処理が行なわれてい
ることを確認するために、自ら発行するもの。（①～④より適切な語句を1つ選ぶ）
①収集運搬許可証　②マニフェスト　③委託契約書　④グリーンマーク証書

問 題

1
答答答答えはえはえはえは次次次次ページページページページ

 がたくさんつまっています。

学校の工作を変えたチューブ入り
工業用だけでなく、家庭用として販路を広げるために開発され
たのが、子供にも使いやすい画期的なチューブ入り。昭和32年
（1957）発売で、学校教材として好評を博し、文具業界に本格
的な参入を果たします。

平成14年 （2002）

容器に再生プラスチック
を採用。エコマークを取
得しました。

平成22年 （2010）

グッドデザイン・ロング
ライフデザイン賞受賞。

平成13年 （2001）

中身の成分を改良し、よ
り人にやさしくなりまし
た。「グリーンスピリット
マーク」が入っています。

平成11年 （1999）

ブランドロゴを一新する
とともに、新しいブランド
マークを入れました。「木
工用」よりも「ボンド」が
中心になっています。

昭和54年 （1979）

安定感を感じさせるなで
肩のデザインにリニュー
アル。形も現在のものと
ほぼ同じになりました。

スティックのり（固形接着剤）
手につきにくく、塗りやすいスティックのり。コニシは昭和47年
（1972）に特許を取得しました。

ボンドシリンダー工法
コンクリートのひび割れ補修に接着剤を注入する工法。昭和54年
（1979）に工法全体で特許を取得しました。

スティックのり（固形接着剤）
手につきにくく、塗りやすいスティックのり。コニシは昭和47年

瞬間接着剤ボンド 
アロンアルフア
昭和46年（1971）、日本で初めて瞬間接
着剤を一般家庭用に発売。現在でも瞬間
接着剤No.1になっています。

※「アロンアルフア」は東亜合成㈱の登録商標です。
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環境マネジメント推進体制

「環境・安全に関する経営基本方針」を全社的な統一指針

として、具体的な環境保全活動を組織的に運営していくため

に1998年7月に「環境委員会」を設置しました。

この環境委員会が策定する各種環境活動方針の決定を受け

て、全社的な委員会や各事業所単位での委員会が実働機関と

して活動を行っています。

全従業員はこの方針の重要性を認識し、法令及び規格を遵守することはもとより、常に改善・改良に努力する。

コニシ株式会社は経営理念、経営方針に基づいて、研究開発、生産、物流、販売等事業活動の
全ての場面において環境・安全に関して以下の事項を最優先事項として認識する。

環境・安全に関する経営基本方針

省エネ・省資源

容器包装・リサイクル

各工場環境委員会

製品安全

1.1. 4.

2. 5.

3. 6.

全事業所総務

全事業所の環境側面データ収集とそれに基づく低減
目標を立て、トータルコストダウンにつなげる。

改正省エネ法への対応
原材料におけるグリーン購入の推進

メンバー

2012年度
目 標

目 的

販売促進委員会（営業、企画、研究、生産）

製品安全、環境負荷低減とリサイクル法を視野に入
れた容器包装の開発、改善を行う。

環境対応型容器の導入、推進

メンバー

2012年度
目 標

目 的

各工場環境委員会、安全衛生委員会

各工場ごとに環境保護・保安防災・労働安全衛生を対
象とした活動を行う。ISO14001の維持、更新。
生産活動に関する環境目標の設定。

各種法規制値の遵守、無災害の継続、作業環境の改
善、ISO14001の継続的改善

メンバー

2012年度
目 標

目 的

製品安全委員会

製品安全に関する課題を審議し、製品の安全性向上
と環境負荷低減を推進する

製品の安全性・環境負荷に関する個別課題の解決

メンバー

2012年度
目 標

目 的

環境内部監査
環境委員会事務局

環境に関する各委員会、各工場の活動状況、内容を
監査し、環境委員会への報告を行う。

メンバー

目 的

管理部門

委員長

営業部門 生産部門 研究開発部門

事務局

正解と解説 正解正解正解正解

正解正解正解正解はははは②②②②。。。。　　　　マニフェストですマニフェストですマニフェストですマニフェストです。。。。

（（（（このこのこのこの問題問題問題問題はははは、、、、2009200920092009年第年第年第年第7777回本試験回本試験回本試験回本試験にににに出題出題出題出題されましたされましたされましたされました。）。）。）。）

問 題

1 2

■

環境委員会組織図

顧客が安心して使用し、かつ満足できる
品質の製商品、サービスを提供する。

原料、副資材、製品の安全性を確認し、
一般消費者、顧客、流通関係者、従業員等
関係する人々の健康と安全を図る。

商品の開発から廃棄に至るまでの
全段階にわたり、環境負荷の低減に努める。

省エネルギー、省資源、リサイクルに努め、
地球環境保全を図る。

無事故・無災害を目指し、地域社会と関係者及び
従業員の安全を確保する。

環境・安全関連情報を社内外に公表し、
社会とのコミュニケーションの充実に努める。

環境マネジメント
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ISO14001認証取得状況

当社ではすべての製造拠点、研究開発拠点で環境マネジメ

ントシステムの国際規格「ISO14001」を取得し、環境負荷

低減に向けて組織的・継続的に取り組んでいます。また

2008年3月には当社の商社部門である化成品事業本部でも

ISO14001認証を取得しました。販売部門においても環境負

荷低減へ向けて環境対応型商品

の販売を進めていきます。

法令の遵守（コンプライアンス）
各種法令･協定や自社基準を遵守しています

当社は、開発･製造部門の環境保全活動の指針として、

2000年9月に制定した「環境管理マニュアル」に基づいた

取り組みを推進しています。このマニュアルでは「環境に関

する法律･条例およびコニシ株式会社が同意する協定等を遵

守し、積極的に環境保全に努める」ことを活動方針と定めて、

工場、研究所および関係会社を含む当社グループの全従業員

に周知徹底を図っています。

また自社基準として「大気汚染防止実施基準」「水質汚濁

防止実施基準」「騒音･振動防止実施基準」「化学物質管理基準」

「廃棄物管理基準」「毒物及び劇物危害防止基準」を定め、こ

れに則った監視･測定を行っています。

2011年度の環境に関する法令などの違反、事故はありません。

環境教育・啓発
毎年教育計画を立案し、勉強会･講習会を
開催しています

当社の「環境管理マニュアル」では、「すべての従業員に

対して、環境マネジメントシステムを確実に運用し、実践す

るために必要な教育・訓練および自覚のための実施手順を定

め維持する」ことを定めています。

この方針に基づいて、環境保全の重要性を啓発するために「環

境・安全に関する経営基本方針」および「環境方針」の徹底を図り、

リサイクルの重要性、廃棄物の分離分別、自然環境の保護や

CO2削減などに関する教育を実施しています。

リスクマネジメント 

災害や漏洩事故を想定した訓練を定期的に
実施しています

化学工場における火災や化学物質流出などの事故は、従業員

だけでなく周辺住民を巻き込んだ災害につながる危険性があり

ます。当社では、万一の事故や地震の災害に備えて、緊急事態

発生時の対応手順を定め、定期的に訓練を実施しています。

工場・研究所においては化学物質の漏洩を想定した訓練を実

施し、万一漏洩がおこった場合、工場・研究所外への流出を防

ぐ施策を構築しています。ま

た、地域住民への対応や連絡

体制を整備し、緊急事態にお

ける情報開示体制を構築して

います。

滋賀工場
生産本部
栃木工場
浦和工場
大阪研究所
浦和研究所
化成品事業本部

2001年4月23日
2002年5月27日
2002年5月27日
2002年5月27日
2003年2月24日
2003年2月24日
2008年3月24日

審査登録日事業所 事業所審査登録の
対象および範囲

各種接着剤・ワックス
及びシーリング材の開
発と製造、エタノール
の製造、販売並びに、
工業薬品・合成樹脂・
電子材料の仕入、販売

グリーンスピリットコンセプト
グリーンスピリットは環境と安全に対
する当社の基本姿勢を表しています。モ
チーフは「化学と地球環境との共生」を
表しています。ボンド部門では人と地球
環境に負担をかけない8つの推進テー
マを設け、顕著な成果が見られた製品に
そのテーマ名とともにグリーンスピリッ
トマークを付けています。

もっと安全に

きちんと分別

ごみを減らす

資源を節約

空気を汚さない

水を汚さない

地球温暖化を防ぐ

オゾン層を守る

本来本来本来本来、、、、そのそのそのその地域地域地域地域にににに住住住住むさまざまなむさまざまなむさまざまなむさまざまな野生野生野生野生のののの生物生物生物生物がががが生息生息生息生息できるできるできるできる、、、、森林森林森林森林、、、、湖沼湖沼湖沼湖沼、、、、草地草地草地草地、、、、湿地湿地湿地湿地などのなどのなどのなどの生態系生態系生態系生態系がががが保保保保たれているたれているたれているたれている空間空間空間空間。。。。
最近最近最近最近ではではではでは、、、、公園公園公園公園やややや校庭校庭校庭校庭、、、、ビルのビルのビルのビルの屋上屋上屋上屋上などになどになどになどに水場水場水場水場やややや植物植物植物植物、、、、樹木樹木樹木樹木をををを配置配置配置配置しししし、、、、市民市民市民市民のののの憩憩憩憩いのいのいのいの場場場場ともなっているともなっているともなっているともなっている。。。。
①緑①緑①緑①緑のカーテンのカーテンのカーテンのカーテン　②　②　②　②バウビオロギーバウビオロギーバウビオロギーバウビオロギー　③緑　③緑　③緑　③緑のののの回廊　④回廊　④回廊　④回廊　④ビオトープビオトープビオトープビオトープ

問 題

2

■

ISO14001 取得従業員比率

■

審査登録状況表

コニシ単独
従業員数
679名

ISO14001
取得事業所
従業員数
325名

47.9%

Environmental Management
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正解と解説 正解正解正解正解

正解正解正解正解はははは④④④④。。。。　　　　ビオトープですビオトープですビオトープですビオトープです。。。。

（（（（このこのこのこの問題問題問題問題はははは、、、、2010201020102010年第年第年第年第9999回本試験回本試験回本試験回本試験にににに出題出題出題出題されましたされましたされましたされました。）。）。）。）

問 題

2 4

目標と結果
エネルギー消費量、地球温暖化物質排出量では目標達成。
NOx・SOx排出量、廃棄物発生量では目標未達成。

2011年度の「環境保全活動計画」では、各工場の「CO2

排出量」「廃棄物発生量」とグループ全体における「エネルギー

消費量」「地球温暖化物質排出量」「NOx排出量」「SOx排出量」

「廃棄物発生量」のそれぞれについて2009年度実績の2.0%

削減を目標に掲げました。

その結果、2011年度の実績は、工場のCO2排出量では

原単位でおおむね目標を達成しましたが、浦和工場では汚

泥処理方法を変更したことにより、目標未達成となりました。

また滋賀工場で古パレット廃棄が増加したことなどにより

廃棄物発生量では目標未達成となりました。

またグループ全体については、販売数量の増加にともない

「エネルギー消費量」「地球温暖化物質排出量」「NOx排出量」

「SOx排出量」「廃棄物発生量」全てにおいて総量は増加した

ものの、「エネルギー消費量」「地球温暖化物質排出量」は、

原単位では目標達成となりました。

2012年度の計画は、各項目でそれぞれ「2009年度実績の

3.0%減」となっています。今年度の景気動向は未だ不透明

であるものの、原単位での対応を進めつつ、引き続き環境負

荷低減に努めてまいります。

文具類のグリーン購入については、2008年度より自社の

グリーン購入基準でリストアップされた物品のみを購入する

方針とし、高水準なグリーン購入比率を維持しています。

栃木工場

浦和工場

滋賀工場

合計

栃木工場

浦和工場

滋賀工場

合計

100.82

56.18

124.59

105.58

0.01293

0.01845

0.02025

0.01810

100.69

59.33

121.76

105.21

0.01282

0.01890

0.02055

0.01824

2,434

154.3

0.10481

0.02263

0.01992

ー

ー

ー

ー

ー

ー

2,409

152.7

0.10374

0.02240

0.01972

ー

ー

ー

ー

ー

ー

178

11,138

8,219

1,887

1,497

76.8

99.79

55.62

123.32

104.50

0.01279

0.01827

0.02004

0.01792

○

×

○

○

○

△

△

△

○

○

△

×

△

エネルギー消費量

地球温暖化物質排出量

NOx排出量

SOx排出量

廃棄物発生量
(一般廃棄物含)

環境製品販売比率（%）

(MJ/ｔ販売数量)

(kg-CO2/ｔ販売数量)

(kg-NOx/ｔ販売数量)

(kg-SOx/ｔ販売数量)

(ｔ/ｔ販売数量)

(TJ)表記

(t-CO2)表記

(kg-NOx)表記

(kg-SOx)表記

(ｔ)表記

達成度：◎=105%以上　○=100%以上　△=95%以上　×=95%未満

コ
ニ
シ
グ
ル
ー
プ
全
体

工　

場　

別

項　目 事業所 2011年度目標値
［2009年度実績の2.0%減］

2011年度実績 評価 2012年度目標値
［2009年度実績の3.0%減］

CO2 排出量
（kg‐CO2/t 生産数量）

廃棄物発生量
（t/t 生産数量）

2,389

149.5

0.11029

0.02532

0.02009

■

2011年度の目標と実績

環境保全活動計画
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地球地球地球地球をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく厚厚厚厚いいいい大気大気大気大気はははは、、、、そのほとんどがそのほとんどがそのほとんどがそのほとんどが温室効果温室効果温室効果温室効果のないのないのないのない窒素窒素窒素窒素とととと酸素酸素酸素酸素でででで占占占占められているめられているめられているめられている。。。。二酸化炭素二酸化炭素二酸化炭素二酸化炭素などのなどのなどのなどの温室効果温室効果温室効果温室効果ガスのガスのガスのガスの濃度濃度濃度濃度はははは
わずかであるがわずかであるがわずかであるがわずかであるが、、、、このこのこのこの温室効果温室効果温室効果温室効果ガスがまったくないとガスがまったくないとガスがまったくないとガスがまったくないと約約約約15151515℃℃℃℃のののの地球地球地球地球のののの平均気温平均気温平均気温平均気温はマイナスはマイナスはマイナスはマイナス［［［［　　　　？？？？　　　　］］］］度前後度前後度前後度前後にににに下下下下がるとがるとがるとがると推計推計推計推計されているされているされているされている。。。。
①①①①10101010　②　②　②　②18181818　③　③　③　③30303030　　　　④④④④40404040

問 題

3

事業活動と環境負荷

当社の工場では接着剤、シーリング材、ワックスなどの化学

製品を生産しています。これらは水や有機溶剤などを溶媒として、

モノマーを反応させ、ポリマー（樹脂）、ゴムなどを溶解、混

合することで作られます。この生産工程において加熱もしくは

冷却しながら反応釜や混合釜などの動力装置を用いますが、そ

の際に電力、重油、ガスをエネルギーとして消費します。また

営業所では照明設備やOA機器による電力消費、営業車使用

によるガソリン消費などの環境負荷がかかります。

以下に示すように、当社では事業活動と環境負荷の関連を、

生産工場、営業所の各部門で数値的に把握し、事業全体での

環境負荷の効果的な低減をめざした施策を実施しています。

生産工場における事業活動と環境負荷 営業所における環境負荷

電  力
125万kWh

燃  料
16TJ

水
9千m3

原材料
樹脂類 19,612t
ゴム類 1,142t
モノマー類 6,904t
溶剤類 6,193t
その他 17,894t

排水リサイクル26.0千m3（14.8%）
接着剤を作った釜の洗浄や、冷却で使用した水
は、排水処理槽で浄化してから排水していま
す。また、水使用量176.0千m3の14.8%にあ
たる26.0千m3を
リサイクルし、再
利用しています。

電  力
898万kWh

燃  料
60TJ

水
176千m3

各容器に注入、計量
され出荷されます。

容器回収リサイクル
製品容器の一部はリター
ナブル容器とし、回収後
再使用しています。

製  品
67,011t

地球温暖化物質
9,173t-CO2

NOx
4,477kg-NOx

SOx
1,809kg-SOx

廃棄物
1,352t

COD
407kg

総排水量
126千m3

※モノマーやポリマー ： モノマー（Ｍｏｎｏｍｅｒ：単量体）とは、プラスチックなど
を作る原料のこと。モノマーが鎖状または網目状にいくつも連なって（重合
反応して）ポリマー（Ｐｏｌｙｍｅｒ：重合体）と呼ばれる長大分子を形成し、プラス
チックなどになります。

廃棄物
146t

SOx
79kg-SOx

NOx
3,743kg-NOx

地球温暖化物質
1,965t-CO2

原材料の仕込み 混合・撹拌（加熱） 冷　却 品質検査 容器注入・包装

その後、水で冷却します。 品質検査を行います。原材料を釜に仕込
みます。

混合・撹拌しながら加熱
し、重合反応させます。

INPUT INPUT

OUTPUTOUTPUT
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正解と解説

環境パフォーマンス

省エネルギー・地球温暖化防止
販売数量の増加により総量が増加したものの、
原単位ベースで前年度より減少

2011年度の事業活動におけるエネルギー消費量は178TJ

（対前年比4TJ増加）となり、販売数量当たりの原単位では

2,389MJ/tと対前年度比減少となりました。

主な要因は、電力使用削減要請等に対して節電を実施した

ことや、営業車のガソリン使用料が減少したことです。

また、地球温暖化物質排出量は11,138t-CO2（対前年度

比22t-CO2増加）でした。このうち82%が工場・研究所か

ら排出され、電力装置の稼働に使われるA重油や電力などに

よるものが大きく影響しています。

今後も引き続きエネルギー効率の向上に努めます。

大気汚染防止
NOx・SOxともに前年度より増加

2011年度の窒素酸化物（NOx）排出量は8,219㎏-NOxで、

前年度比10.3%の増加となりました。排出量の内訳は、営

業車のガソリン・軽油による排出が52%、工場のボイラー

用A重油による排出が32%を占めました。

硫黄酸化物（SOx）排出量は、1,887㎏-SOxで、前年度

比14.9%の増加となりました。このうち93%が工場のボイ

ラー用A重油によるものでした。

NOx・SOxともに前年度より排出量が増加となっていま

すが、これは販売数量の増加により工場でのA重油使用量が

増えたことと、栃木工場に導入した自家発電装置で軽油を使

用したことが主な要因です。今後もエネルギーコストも含め

た生産の合理化、効率化を推進しつつ、NOx・SOx排出量

の低減を図ります。

正解正解正解正解

正解正解正解正解はははは②②②②。。。。　地球　地球　地球　地球のののの平均気温平均気温平均気温平均気温はマイナスはマイナスはマイナスはマイナス18181818度前後度前後度前後度前後になるとになるとになるとになると言言言言われていますわれていますわれていますわれています。。。。

（（（（このこのこのこの問題問題問題問題はははは、、、、2010201020102010年第年第年第年第9999回本試験回本試験回本試験回本試験にににに出題出題出題出題されましたされましたされましたされました。）。）。）。）

※算出根拠 ： 地球温暖化係数は「地球温暖化対策の推進に関する法律施行
令」に準拠。燃料などの排出係数は「温室効果ガス排出量算定方法検討会」
の2002年度報告書を参照しました。

※地球温暖化物質 ： コニシグループでは、CO2、メタン、一酸化二窒素を排出
しています。

問 題

3 2

2,484

168

2,399

174

2,438

174

2,181

174

103103103

717171

104104104

707070

100100100

686868

103103103

707070

143.8
157.4 152.7152.7152.7

158.9

（年度）2007 2008 2009 2010 2011

■

NOx排出量

■ 営業所■ 工場・研究所 　   原単位（NOx/販売数量）

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

0.12

0.10

0.08

0.06

0.04

0.02

0.00

0.09639
0.10328 0.10695

0.10233

■

SOx排出量

■ 営業所■ 工場・研究所 　   原単位（SOx/販売数量）

3,000 0.030

2,500 0.025

2,000 0.020

1,500 0.015

1,000 0.010

500 0.005

0 0.000

（kg-SOx/t）（kg-SOx）

（年度）2007 2008 2009 2010 2011

（kg-NOx） （kg-NOx/t）

［ 工　場 ］ボイラー用A重油による排出…93％

［ 営業所 ］ガソリン・軽油による排出…52％
［ 工　場 ］ボイラー用A重油による排出…32％

0.02402 0.02429 0.023090.023090.02309 0.022580.022580.02258

1,571

■
地球温暖化物質排出量※

■ 営業所■ 工場・研究所 　   原単位（地球温暖化物質/販売数量）
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■

エネルギー消費量

■ 燃料■ 電力 　   原単位（エネルギー/販売数量）
（TJ） （MJ/t）

（年度）2007 2008 2009 2010
0
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0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2,389

178

7,7317,7317,731 7,3907,3907,390 7,2487,2487,248 7,4497,4497,449
8,219

100100100

9,4519,4519,451 9,2149,2149,214 8,6468,6468,646 9,0479,0479,047 9,1739,1739,173

2,0802,0802,080 2,1552,1552,155 2,0172,0172,017 2,0682,0682,068 1,9641,9641,964

11,53211,53211,532 11,36911,36911,369
10,66410,66410,664 11,11611,11611,116 11,13811,13811,138

3,7433,7433,743 3,5633,5633,563 3,3623,3623,362 3,5073,5073,507
4,4774,4774,477

1,8251,8251,825 1,6551,6551,655 1,4821,4821,482

828282

1,5591,5591,559
1,8081,8081,808

1,9261,926
1,7371,7371,737

1,5651,565 1,6431,643
1,8871,887

101101101
818181 848484

797979

3,9873,9873,987 3,8273,8273,827 3,8853,8853,885 3,9423,9423,942
3,7423,7423,742

777777

149.5149.5149.5

0.01887

0.110290.110290.11029

0.025330.025330.02533
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日本日本日本日本はははは、、、、世界中世界中世界中世界中からからからから食料食料食料食料をををを輸入輸入輸入輸入しておりしておりしておりしており、、、、遠方遠方遠方遠方からからからから運運運運ばれてくるほどばれてくるほどばれてくるほどばれてくるほど、、、、輸送輸送輸送輸送にかかるにかかるにかかるにかかる環境負荷環境負荷環境負荷環境負荷もももも多多多多くなるくなるくなるくなる。［。［。［。［　　　　？？？？　　　　］］］］はははは
食料食料食料食料のののの輸送輸送輸送輸送にににに関関関関するするするする環境負荷環境負荷環境負荷環境負荷のののの考考考考ええええ方方方方でででで、、、、食料重量食料重量食料重量食料重量（（（（tttt））））××××輸送距離輸送距離輸送距離輸送距離（（（（kmkmkmkm））））でででで表表表表すすすす。。。。
①①①①トレーサビリティトレーサビリティトレーサビリティトレーサビリティ　②　②　②　②モーダルシフトモーダルシフトモーダルシフトモーダルシフト　③　③　③　③フードマイレージフードマイレージフードマイレージフードマイレージ　　　　④④④④エコロジカルエコロジカルエコロジカルエコロジカル・・・・フットプリントフットプリントフットプリントフットプリント

VOC※の排出削減
VOC6物質の排出削減を継続

当社は日本接着工業会が定める「VOC排出抑制ガイドラ

イン」に沿い、トルエン、キシレン、酢酸エチル、メタノール、

MEK、n-ヘキサンの6物質の使用量削減に取り組んできまし

た。工業会の定める2010年計画は達成しましたが、今後さ

らに研究開発をすすめVOC削減に努めます。

廃棄物の削減
廃棄物発生量は前年度より増加

2011年度の全社廃棄物発生量は1,497tで、前年度比

9.0%増加となりました。

浦和工場で汚泥処理方法を変更したことなどにより汚泥の

廃棄量が前年度比69.2%増加、金属コンテナの廃棄により

金属類の廃棄量が前年度比14.6%増加しました。また滋賀

工場で古パレットを廃棄したことなどにより、紙・木・繊維

くずの廃棄量も前年度比32.8%増加しました。

問 題

4

トルエン
キシレン
酢酸エチル
メタノール
ＭＥＫ
n-ヘキサン
合　計

135
7

656
287
524
169

1,778

116
6

594
220
493
141

1,571

92
3

529
182
426
119

1,351

97
2

584
194
488
122

1,487

102
2

599
190
483
122

1,498

当社実績
使用量（t）

2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度

■

当社のVOC6物質使用量

103

71

104

70

100

68

103

70

152.7

0.02309 0.02258

※VOC（揮発性有機化合物） ： VOCとはVolatile Organic Compoundsの略
語で、常温常圧で蒸発し空気中に容易に揮発する有機化合物の総称

工場における汚泥・金属類・紙・木・繊維くずの増加

（t）

（年度）2007 2008 2009 2010 2011

2,000

1,500

1,000

500

0

■ 合計

1,778

1,5711,5711,571
1,351

1,4981,487 （t / t）

1,300 0.012

1,400 0.014

1,500 0.016

1,600 0.018

1,700 0.020

1,800 0.022

1,900 0.024

2,000 0.026

2,100 0.028

原単位（廃棄物 /販売数量）

※一般廃棄物を含めた発生量

■

廃棄物の発生量※

0.02501
0.02471

0.02033

（t）

（年度）2007 2008 2009 2010 2011

2,006
1,768

1,378 1,374

■

2011年度産業廃棄物のリサイクル率 注）リサイクル率は産業廃棄物合計における、リサイクル・焼却熱回収の割合を示しています。

埋め立て （t）

リサイクル （t）

焼　却 （t）

焼却熱回収 （t）

合　計 （t）

リサイクル率 （%）

44.86

8.66

44.57

1.91

100.00

10.57

633

121

628

27

1,409

11

33
8
－
－
41

20

－
4
5
－
9

44

32
15
－
－
47

32

－
79
10
－
89

89

－
3
－
－
3

100

－
－
－
－
－
－

45
－

231
27

303

8.9

－
12
－
－
12

100

－
－

255
－

255

－

523
－

127
－

650

－

■
2011年度の廃棄物種類別比率

金属類　3%

紙・木・繊維くず　6%

廃油　18% 汚泥　46%

その他　5%

廃プラスチック　22%

7,731 7,390 7,248 7,449

100

9,451 9,214 8,646 9,047 9,173

2,080 2,155 2,017 2,068 1,964

11,532 11,369
10,664 11,116 11,138

3,743 3,563 3,362 3,507
4,477

1,825 1,655 1,482

82

1,559
1,808

1,737101
81 84

79

3,987 3,827 3,885 3,942
3,742

77

149.5

0.018870.018870.01887

0.11029

0.02533

0.02009

1,497

比率（%）合計（t）がれき類ガラス・
陶磁器くず金属類ゴムくず動植物

残さい
紙・木・
繊維くず

廃
プラスチック

安定型
プラスチック廃油汚泥
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正解と解説 正解正解正解正解

正解正解正解正解はははは③③③③。。。。　　　　フードマイレージですフードマイレージですフードマイレージですフードマイレージです。。。。

（（（（このこのこのこの問題問題問題問題はははは、、、、2010201020102010年第年第年第年第9999回本試験回本試験回本試験回本試験にににに出題出題出題出題されましたされましたされましたされました。）。）。）。）

問 題

4 3

■

PRTR法対象物質の排出量・移動量

化学物質管理
改正PRTR法対象物質の排出量・移動量は
前年度比3.4%増加

2011年度の当社が扱う化学物質のうち、改正PRTR法の対

象となる物質は39物質でした。

いずれも接着剤・シーリング材・ワックス製品の原料となる

ものです。

2011年度、改正PRTR法該当39物質の排出量・移動量は

9,788kgで、販売数量の増加に伴い、前年度に比べ326kg

(3.4％)増加しました。

■

PRTR報告

2011年度排出量・移動量10kg以上の物質を表示
＊2010年度の集計値が誤っていたため、修正しております。

（第一種指定化学物質：1t/年以上、特定第一種指定化学物質：0.5t/年以上） 

酢酸ビニル(モノマー)

トルエン

メチレンビス(4,1-フェニレン)ジイソシアネート[4,4'-MDI]

モノエタノールアミン

メタクリル酸メチル

有機スズ化合物(Snとして)

フタル酸ジ－ノルマル－ブチル

ヘキサン(n-ヘキサン）

アクリル酸(n-)ブチル

フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)[DOP]

1,2,4-トリメチルベンゼン（プソイドキュメン）

ジクロロメタン

ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(R=C12-C15）

ホウ砂

イソホロンジイソシアネート（IPDI)

直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(R=C10-14)

トリエチレンテトラミン

1,3,5-トリメチルベンゼン

キシレン

トリエチルアミン

エチルベンゼン

ラウリルアルコール[ドデカノール]

グリオキサール

スチレン

その他

合計

＊

＊

＊
＊

＊

5,017 

993

814

408

374

232

287

239

245

164

138

140

87

42

27

41

28

29

23

22

24

10

13

7

58

9,462

2010年度
5,125

1,003

894

609

374

264

246

243

234

174

116

89

75

50

39

37

29

25

23

23

22

20

12

11

51

9,788

2011年度
2.2%

1.0%

9.8%

49.3%

0.0%

13.8%

-14.3%

1.7%

-4.5%

6.1%

-15.9%

-36.4%

-13.8%

19.0%

44.4%

-9.8%

3.6%

-13.8%

0.0%

4.5%

-8.3%

100.0%

-7.7%

57.1%

-12.1%

3.4%

前年度比（%）

排出量・移動量の合計（kg/年）
対象化学物質名

（kg）

（年度）2007 2008 2009 2010

11,238

2011

9,462＊ 9,788

12,411

0

5,000

10,000

15,000

20,000 74.272.9 76.2 76.876.4

13,540

環境パフォーマンス
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家庭家庭家庭家庭のののの太陽光発電太陽光発電太陽光発電太陽光発電のののの余剰電力余剰電力余剰電力余剰電力をををを電力会社電力会社電力会社電力会社がががが買買買買いいいい取取取取るるるる制度制度制度制度がががが2009200920092009年年年年からからからから始始始始まっているがまっているがまっているがまっているが、、、、このこのこのこの買買買買いいいい取取取取りにりにりにりに要要要要したしたしたした費用費用費用費用はははは
一定一定一定一定のルールにのルールにのルールにのルールに基基基基づきづきづきづき、、、、2011201120112011年年年年4444月月月月からからからから家庭家庭家庭家庭やややや事業所事業所事業所事業所などのなどのなどのなどの電気使用者電気使用者電気使用者電気使用者のののの電力料金電力料金電力料金電力料金にににに転嫁転嫁転嫁転嫁されているされているされているされている。。。。
○○○○ or  or  or  or ××××

問 題

5

■

環境対応製品の販売比率推移（売上高ベース）

当社でも東日本大震災以降、国や電力会社からの節

電要請を受け生産現場を中心にさまざまな取り組みを

行っています。栃木工場への自家発電装置導入につい

ても独自の省エネルギー活動の推進と、お客様に対し

て供給責任を果たすことを目的とした取り組みです。

これらのエネルギー関連設備への投資を行うことで

経済面・環境面のバランスの取れた事業活動をこれか

らも継続していきます。

自家発電設備の導入について

栃木工場へ導入した自家発電装置

化学物質を扱う事業を営む当社は、製造拠点、研究
開発拠点を含めた全事業所で環境保全、安全操業、防
災対策に努めています。2011年度は、昨年度に引き
続き、製造拠点における温室効果ガス (CO₂)および廃
棄物の削減、また研究開発拠点における環境対応型製
品の増加に力を注ぎました。

2011年度の各工場の生産量1t当たりのCO₂排出量
（単位当たり排出量）については、2009年度実績の
2.0%削減という目標に対して、浦和工場で達成でき
なかったものの (達成度95%)、栃木工場と滋賀工場
では達成することができました。今後も、CO₂削減の
ための具体的な取り組みが必要と考えます。廃棄物の

削減につきましては、生産工程での不適合品を減らす
ことを重視しており、2011年度は不適合品率0.15%
以下という目標を設定し、全工場で達成することがで
きました。
環境対応型製品についても、製品の無溶剤化や水性
化等、より安全に使用できる原料への転換を推進して
いきます。また、環境負荷の低い容器の開発にも力を
注いでいます。2007年度に導入した「2wayパック
／アプリパック製品」については、栃木工場と滋賀工
場で生産を行っており、順調にそのアイテム数を増や
しております。　
製造拠点において環境目標設定のために重視してい
るのは、ISO14001の維持です。環境目標は、年度の
初めに設定し3ヶ月に1度設定した目標に対して達成
度を評価し確認しながら、環境負荷の低減や省エネル
ギー化を推進しています。さらに環境に関わる法令を
遵守し、高品質の製品を製造することで、それが自ず
と環境負荷の低減にもつながると考え、今後も生産性
の向上に尽力していきます。

執行役員
ボンド事業本部
生産本部 本部長

まつ　した　　 しん いち ろう

松下　眞一郎

環境保全活動の総括

環境対応製品の販売比率 

販売比率は76.8％に増加しました

2011年度の環境対応製品販売比率は76.8％と前年度から

0.4ポイント増加しました。当社は、環境負荷の少ない製品

を開発・販売することが社会的責任と考えています。中期的

な目標を80％とし、今後も環境対応製品の普及に努めてい

きます。

（%）

（年度）2007 2008 2009 2010
0

20

40

60

80 74.274.274.272.972.972.9 76.276.276.2

2011

76.876.876.876.476.476.4

Environmental Performance
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正解と解説 正解正解正解正解

正解正解正解正解はははは○○○○。。。。　　　　2011201120112011年年年年4444月月月月からからからから家庭家庭家庭家庭やややや事業所等事業所等事業所等事業所等のののの電気料金電気料金電気料金電気料金にににに転嫁転嫁転嫁転嫁されていますされていますされていますされています。。。。

（（（（このこのこのこの問題問題問題問題はははは、、、、2011201120112011年第年第年第年第10101010回本試験回本試験回本試験回本試験にににに出題出題出題出題されましたされましたされましたされました。）。）。）。）

問 題

5

度数率＝ ×1,000,000
労働災害発生件数
延べ労働時間

2007年度 2008年度 2009年度 2010年度

労働災害による死傷者数（件）

延べ労働時間（時間）

度数率

全産業平均

■

度数率

4

505,268

7.92

1.83 

0

511,636

0

1.75

0

483,926

0

1.62

2011年度

0

453,709

0

1.62

1

434,953

2.30

1.61

強度率＝ ×1,000
労働損失日数
延べ労働時間

2007年度 2008年度 2009年度 2010年度

労働損失日数［休業日数］（日）

延べ労働時間（日）

強度率

全産業平均

■

強度率

158

505,268

0.31

0.11

21

511,636

0.04

0.10

0

483,926

0

0.09

2011年度

12

434,953

0.03

0.09

79

453,709

0.17

0.11

労働安全衛生
従業員の安全確保に努めています

当社では、「環境・安全に関する経営基本方針」を定め、

環境保全と安全確保に努めています。

工場・研究所では従業員が安全に働くことができる環境を

提供することはもちろんのことであり、また工場・研究所の

周囲に対しても環境・安全に配慮しています。

また、コンプライアンスに努め、労働安全衛生関連法を遵

守した運営を行っています。

衛生活動
従業員の心身健康づくりをサポートします

各事業所において定期的に健康診断を実施し、従業員の健

康管理を行っています。

また、工場・研究所においては、対象者には必ず有機溶剤

検診などの特殊検診を実施しています。有機溶剤を使用する

作業所では局所排気装置等を備え、全ての工場で第１管理区

分※となるよう環境管理の推進を継続していきます。

加えて従業員のメンタルヘルス面のサポートも進めています。

※第1管理区分 ： 有機溶剤を使用
する作業環境の区分。第1から第
3にまで区分され、第1管理区分
は作業場所で気中有害物質の濃
度が管理濃度を超えない状態（適
切であると判断される状態）。

安全活動
｢労働災害ゼロ｣をめざして安全活動に努めます

2011年度も全工場で｢無事故・無災害の継続｣を方針に掲

げ活動しました。

今年度、労働災害による死傷者はゼロとなりましたが、休

業日数は79日発生しました（この休業は、体調関係が原因

で発生致しました）。

2012年度も｢労働災害ゼロ｣を目標に、日々安全活動の徹

底に努めていきます。

（率）

1.62

0 0
0

2

4

6

8

10

■ コニシ度数率 　   全産業平均

1.83

7.92

1.75

0

（年度）2007 2008 2009 2010 2011

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

■ コニシ強度率 　   全産業平均
（率）

0.11
0.10 0.09

0.31

0
0.04

（年度）2007 2008 2009 2010

0.11

0.170.170.17

2011

1.73

1.611.611.611.61

1.621.621.621.622.30

0.09

0.03

従業員とのかかわり
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問 題

6

人事方針 

人事制度 

地球規模での環境対策、海外展開、お客様からの要望の高

度化、さらに求められるスピード。そして、今後進展する高

齢化社会。数年後の当社をさらに良い会社に、さらに強い会

社にするために必要なこと…それは、次世代を担ってくれる

自律した人材を育成することに他なりません。当社では「コ

ニシの新しい文化を創造する人事システム」をキーワードに

以下の要素で構成した人事制度を運用しています。

● シンプルで分かりやすい賃金・評価のしくみ
● 「役割と成果」に見合った報酬がでるしくみ
● 会社の人的競争力を高めるしくみ

障がい者の雇用促進 

積極的に障がい者を雇用しています

当社は、全事業所において障がい者雇用に取り組んでおり、

2012年6月現在20名（障がい者雇用率：2.55％、重度障が

い者含む）を雇用しています。今後も引き続き障がい者雇用

を推進していきます。

女性従業員の活性化推進 

女性が長期的に働ける諸施策
を整えています

当社は、女性が働きやすい職場づ

くりを重視し、意欲のある女性が長

期的に活躍できる環境の整備を積極的に進めています。

2010年度は次世代育成支援対策推進法に基づき、子育てを

行う従業員のワークライフバランス（仕事と家庭の調和）を

サポートする諸制度の周知に取り組みました。

なお、2012年4月現在、3名の女性役職者を登用しています。

人材育成・能力開発 

OJTおよび各種研修による自律協働型人材の育成

目標の設定から達成の各段階において、上司からの期待と

役割および目標達成のための目的と手段を明確にするなど目

標管理制度を円滑に運用することにより、人材の育成を図っ

ています。

また、各種研修を通じて、「学習する組織」「実践する集団」

へと意識変革、行動変革できる自律協働型人材を育成してい

ます。

女性従業員支援のための諸施策
● 産前産後および育児期間の休暇制度
（休業、時短勤務、介護休暇、時間差通勤）
● 一般職キャリアデザイン研修

研修内容
● 業務改善研修
● 目標設定研修
● 新任管理職研修  など

■

障がい者雇用率の推移

人事部の活動方針

1. コニシの将来を担う人材を確保・育成します。

① 利益計画に応じた人員計画の立案と採用活動の実施

② 高齢者雇用への対応と障がい者雇用の推進

・職場のバリアフリー化推進

・ワークシェアリングの推進

2. 自律協働型人材の育成と維持をサポートします。

① 目標管理制度を人材育成の手段として活用

② キャリア開発、自己革新のサポート

3. 社員が働きがいを感じ、安心して働ける職場環境の実現

をサポートします。

① 適切かつ的確な労務管理の実施

② 適材適所の組織づくりをサポート

③ ワークライフバランス施策の推進（介護世代への対応、

女性社員の活性化）

④ 職場環境の維持・改善

人事部の方針

1. 経営理念に合致した人材を確保します。

2. 自律協働型人材の育成と維持をサポートします。

3. 社員が働きがいを感じ、安心して働ける職場環境の実現を

サポートします。

0.17

（各年6月現在のデータ）
（％）

（年度）2008 2009 2010 2011
1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

1.42 1.55 1.731.731.73

2012

2.55

2.00

1.611.61

1.621.62

Relationship with Employees
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社会とのコミュニケーション

正解と解説 正解正解正解正解

正解正解正解正解はははは②②②②。。。。　　　　13131313～～～～16161616時時時時のののの電力需要電力需要電力需要電力需要がもっともがもっともがもっともがもっとも大大大大きくなりますきくなりますきくなりますきくなります。。。。

（（（（このこのこのこの問題問題問題問題はははは、、、、2011201120112011年第年第年第年第10101010回本試験回本試験回本試験回本試験にににに出題出題出題出題されましたされましたされましたされました。）。）。）。）

問 題

6 2

農村インフラ整備活動を応援しています

多くの開発途上国が農業国でありながら、農村インフラ（農

道、ため池など）の整備が進んでいないという問題のために貧

窮に苦しんでいます。

京都大学 木村亮教授が主催されるNPO法人｢道普請人（み

ちぶしんびと）｣は、このような問題に、｢自分たちの道は自分

たちで直せる｣という意識を広げたいとの考えのもと、現地で

集められる材料｢土のう（Do-nou）｣を使い、自分たちの手で整

備ができるようになるための普及活動を展開されています。

また地域の子供たちと交流を深めるために、コミュニケー

ションの機会をたくさん作っておられ、弊社はこの活動を側

面から応援しています。

開発途上国におけるNPO支援

カンボジアにおける義足支援活動を応援しています

女子マラソン銀メダリストの有森裕子さんが主宰する

「NPO法人 ハート・オブ・ゴールド」の理念に賛同し、カン

ボジアにおける義足支援

活動やスポーツ振興、お

よび日本語教育支援等の

活動を応援しています。

カンボジアにおけるNPO支援

｢ボンド 木工用｣を使って工作をする子供たち 道直しの様子
板橋区工作教室

第16回 アンコール国際ハーフマラソンの様子

さまざまな講習会の講師を務めています

多くの方に接着剤の特長と便利さを理解してもらい、安全

に使用していただくためにさまざまな講習会の講師を務めて

います。小売店の販売員の方々を対象にした講習会はもちろ

んのこと、市の職員を対象にした講習会も実施しています。

また、小学生を対象にした工作教室、夏休みの親子接着教室

などを開催し、接着剤に触れる機会を提供しています。「ボ

ンド」のファンづくりはもちろんのこと、接着剤のパイオニ

アとして、一人でも多くの方に使用法を正しく理解してもら

う接着剤の啓蒙活動を継続して行っていきます。

「ボンド」講習会

NPO法人｢道普請人｣の活動は
http://michibushinbito.ecnet.jp

活動の様子

被災地支援活動を応援しています

たなプロジェクトとは2011年9月より活動を開始した、

東日本大震災で被災された地域の皆さまと、仮設住宅で使う

収納棚をみんなで一緒につくるプロジェクトです。

また、ただ棚を届けるのではなくて、棚を周りの人と一緒

に作ることで、避難所や仮設住宅でのコミュニケーションを

生みだす場をつくることも目的としています。

活動開始より徐々に活動範囲を広げ、1年間で約500個の

棚を被災地に届けました。

当社は製品提供を通してこの活動

を応援しています。

被災地支援活動「たなプロジェクト」

たなプロジェクトの取り組みは
http://tana-project.blogspot.jp

日本語学校の様子

くさん

面から応援しています。

「ボ

ニ

ら
h

上三川町での講習会
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Communication

昨年に引き続き「特集」のページは読者の皆さまの関心が最も
高く、特に特集の｢学校施設の耐震補強工事｣に関しては多くのご
感想が寄せられました。

印象に残った項目と同様に、特集の｢学校施設の耐震補強工事｣
の項目が１位となりました。東日本大震災が発生した後ということ
もあり、読者の皆さまの耐震化への注目度の高さを感じました。

工作コンテストを開催しました

「ものづくりの楽しさを分かち合い、仲間とともに楽しい街を育む。」というコンセプトのもと、運営

してきました一般コンシューマー向けサイト「ボンド ホビータウン」は2012年春に3周年を迎えました。

それを機に、募集テーマを「絆」にちなんだ作品として「第４回ボンド ホビータウンコンテスト」

を開催したところ、接着剤を使用した数々のアイデアあふれる作品の応募がありました。

これからも、オリジナル作品の投稿や発表をしたり、仲間の作品や作り方を学んだり、一緒にさ

まざまなイベントを開催したりと、ものづくりが大好きな方々の情報共有の場として活用していた

だきたいと思っています。

天平の丘公園清掃職場体験（大阪本社）

工作コンテスト 最優秀賞作品

工場・研究所で見学会を実施しています

工場・研究所では地域社会との積極的なコミュニケーショ

ンを図るため見学会を実施しています。

また、滋賀工場・大阪本社では職場体験として地元中学生を受

け入れました。近年、文部科学省

の推奨する体験学習に関する要請

が増えてきています。今後も地域

貢献の一環としてそれらの要請に

応えながら、さらに地域に密着し

た企業をめざしていきます。

工場・研究所見学会

地域の美化に取り組んでいます

滋賀工場・栃木工場では、毎年

工場近隣の清掃ボランティア活動

に参加しており、地域の清掃美化

のお手伝いをしています。地域に

密着した企業として、今後も積極

的に活動に参加していきます。

清掃ボランティア

ものづくりが大好きな仲間が集う街「ボンド ホビータウン」

当社は化学物質を取り扱う事業を営んでいるため、早くから環境保全、製品安全、保安防災
に力を注いできました。
おかげさまで、合成接着剤｢ボンド｣は本年発売60周年を迎えました。永きにわたり｢ボンド｣ブ

ランドとして愛され、一般家庭用では工作の必需品として地域・社会とコミュニケーションを続け
ています。その他にも目には見えませんが接着剤の機能はさまざまな形で社会や環境保全に役
立っています。
本年は特集でボンド発売60周年を記念したワークショップイベントの様子をご紹介しました。

本報告書を通じて当社の活動が皆さまに理解され、身近に感じていただければ幸いです。

1.特集1:みんなの学校を守るコニシの｢ボンド｣と
接着技術

2.環境保全活動計画

3.コニシグループと業績の概要

1.特集1:みんなの学校を守るコニシの｢ボンド｣と
接着技術

2.環境パフォーマンス

3.特従業員とのかかわり

編集スタッフより

アンケート結果より
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■ 2011年度に寄せられたアンケート結果より

当社「環境・社会報告書」の内容で特に印象に残った
こと、知って良かったと思われるのはどの項目ですか？Q. 当社「環境・社会報告書」の内容でもっと深く知りた

いと思われる事柄がありますか。Q.



大阪本社　〒５４１-００４５
大阪市中央区道修町１-７-１（北浜TNKビル）　TEL０６（６２２８）２８１１

東京本社　〒１０１-００５４
東京都千代田区神田錦町２-３（竹橋スクエア） TEL０３（５２５９）５７１１

ホームページ　http : //www.bond.co.jp/

この環境・社会報告書に関するお問い合わせ先
コニシ株式会社 環境委員会 事務局　e-mail : k-kankyou@bond.co.jp

環境問題を知ればエコがもっと身近になる！
この報告書には『eco検定』過去問題を掲載しています。 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。
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