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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

新規
事業育成

海外市場進出と新事業育成を
積極的に推進し、

コニシの可能性を拡げる

健全な
財務体質
高い収益性を実現し、
健全な財務体質を
維持する

コニシだけの
技術とサービス
コニシだけの技術・コニシなら
ではのサービスを追究し、
お客様と地域社会に
必要とされる企業で
あり続ける

人材育成
従業員が安心して働ける

環境を整え、
自律的で挑戦心のある

社員を育てる

人と
環境に優しい
製品とサービス
人と環境に優しい製品と
サービスを作り出し、
快適な生活の実現に

貢献する

行動憲章

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。

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、関連会社については、連結対象子会社17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 

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。 

報告対象期間
2012年4月1日～2013年3月31日（2012年度） 

発行年月
2013年9月

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/
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「Konishi Report 2013
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、時代の要請に応じて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」と創業からの流れを引き継いだ化学品の専門商社としての「化成品事業」が主力事業となっています。

化学品を取り扱う事業を営む当社にとって、「環境」への対応は重要な課題の一つであり、特にメーカー

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、消費にいたるまで、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。製品の開発・設計段階から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。

現在、当社は2014年度を最終年度とする４カ年中期経営計画に取り組んでおり、折り返しを迎えた本

年も「コア事業での確固たる地位の確立と信頼性の確保による利益の創出」「事業拡大による成長戦略」

「アジア市場への展開」を３つの柱として、これまでの２年間の歩みを止めることなく、企業としての更なる

発展をめざし活動することで社会に貢献していきます。

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。

2013年9月

ごあいさつ

コニシ株式会社
代表取締役社長

  よこ　 た　　 たかし

横田 隆
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大 阪
大阪本社
大阪研究所
ボンドケミカル商事㈱
ボンドエンジニアリング㈱
ボンド販売㈱
サンライズ・エム・エス・アイ㈱
丸安産業㈱
ミクニペイント㈱

名古屋支店

札 幌
札幌支店
コニシ工営㈱

仙台営業所

北関東営業所

金沢営業所

広島営業所

高松営業所

南関東営業所

福岡支店

栃 木
栃木工場
ボンド物流㈱

栃木工場

浦和工場

浦和研究所・基礎研究所

滋賀工場

浦和工場
浦和研究所・基礎研究所

滋 賀
滋賀工場
水口化学産業㈱

名古

東 京
東京本社
日本ケミカルデータベース㈱

化学の可能性を追求し、絶えず新しい価値を未来へつなげていきます。

ボンド事業部門

（2013年3月期実績）

［連結］

コンシューマー分野

住関連分野

産業資材分野

そ の 他

工事請負事業（土木建設工事業）

化学品データベース事業

塗料事業

土木建築分野

化成品事業部門

化学品分野

塗料分野

電子・電機分野

自動車分野

住設関連

47.6%

7.6%

44.8%
売上高
104,757
百万円

経
営
と
C
S
R

コニシグループの事業活動

大阪研究所

■ 海外拠点

74,522

1,708

57,942

売上高 49,859百万円
営業利益 4,448百万円

売上高 46,968百万円
営業利益 434百万円

売上高 7,930百万円
営業利益 493百万円
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KF Instruments India Pvt. Ltd.

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.

Kony Sunrise Trading Co.,Ltd.

Konishi Lemindo Vietnam Co.,Ltd.

KF Instruments India Pvt. Ltd.

PT.Konishi Indonesia

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
従 業 員 数
証券コード

コニシ株式会社
1870年（明治3年）
1925年（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（2013年3月末）
1,080名（連結：2013年3月末）
4956

関 係 会 社 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.
PT.Konishi Indonesia
※は本報告書の対象範囲に含む関係会社 

■ 業績・財務データ （連結業績） ■ 会社概要

経
営
と
C
S
R

科昵西貿易（上海）有限公司

科陽精細化工（蘇州）有限公司

台湾丸安股份有限公司Konishi Lemindo Vietnam Co.,Ltd.

■ 海外拠点■ 海外拠点■ 海外拠点

売上高 営業利益・営業利益率

総資産・純資産・自己資本比率経常利益・当期純利益

2009 2010 2011 2012

（百万円）

2009 2010 2011 2012

（百万円・％）

（百万円・％）（百万円）

94,285

2008（年度）

（年度）

（年度）

（年度）

101,860 100,666 100,231
104,757

4,015

5,009 4,777 5,380

4.3

2008

1,782

1.8

5.0 4.8
5.1

2009 2010 2011 20122009 2010 2011 2012

64,541 67,032
72,291

74,52274,52274,522

3,928

4,885 4,723

5,364

2,183

2008

1,7081,7081,708

659

2,746
2,320

3,084

34,157
36,603

38,397
41,755

0 40.0

45.0

50.0

55.0

60.0

50.5

2008

57,94257,94257,942

31,587

52.3 52.1
50.6

53.3
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CSR経営の取り組み

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。

1 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。

2 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。

3 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。

4 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。

5 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。

6 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。

7 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。

8 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。

9 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。

10 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

行 動 憲 章

コンプライアンスを徹底し、企業価値のさらなる向上に努めます。
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（2013年6月21日現在）

経
営
と
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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8名であり、男性8名により構成されていま
す。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
執行役員制度を採用しており、必要に応じて取締役会に出席
させ、業務の執行状況を報告させています。
監査役の人数は4名であり、男性3名、女性1名で構成され
ています。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
発揮していると考えています。

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8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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日本は今、“価値あるものを作り、手を入れながら長く大切に使う”という
本格的なストック型社会を迎えようとしています。
マンションやビルといった建築物も、長寿命化を図るためのメンテナンスへ
の社会的要請が一段と高まっています。
その中でコニシグループの製品やサービスはどのように役立っているのか、
また接着剤業界に今後期待される技術や求められる課題について、
日本建築仕上学会会長でもある本橋健司教授に伺いました。

本日本日本日本本本本本本本日本本日本日本日本日本日本日本日本は今は今は今は今は今は今は今は今は今は今は今は今今は今は今は今今は今は今は今は今は今は今、“、“、“、“、“、“、“、“、“、“、“、“、“、“、“、“、“、“、“、“““、 価価価価値価値価値価値価値価値価値価値価値価値価値あるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるるるあるあるあるあるあるあるあるあるあるものものものものものものものものものものものものもものものものものものものものものものものを作を作を作を作を作を作を作を作を作を作を作を作を作を作を作を作を作を作を作を作を作を作り、り、り、り、り、り、り、り、り、り、り、、り、り、り、り、り、り、り、り、りり 手を手を手を手を手を手を手を手を手を手を手を手を手を手を手を手を手を手を手を手を手を手を手 入れ入れ入れ入れ入れ入れ入れ入れ入れ入れ入れ入れ入れ入れ入れ入れ入れ入れ入れ入れ入れ入れ入れながながながながながながながながながながながながながながながながながながながながながながながら長ら長ら長ら長ら長ら長ら長ら長ら長らららら長ら長ら長ら長ら長ら長ら長ら長ら長くく大く大く大く大く大く大く大く大く大く大く大く大く大く大く大く大く大く大く大く大く大大切に切に切に切に切に切に切に切に切に切に切にに切に切に切に切に切に切に切に使う使う使う使う使う使う使う使う使う使う使う使う使う使うう使う使う使う使う使う使う”と”と”と”と”と”と”と”と”と”と”と”と”と”と”と”と”と”と”と”と”とといういういういういういういいういういういういういういういういういういういういういういう
本本本本本格本格本格本格本格本格本格本格本格本格本格本格本格本格本格本格的な的な的な的な的な的な的な的な的な的な的ななな的な的な的な的なな的な的なストストストストストストストストストストストストストトトストストストストストストストトックックックックックックックックックックックックックックックックックックックックックックック型社型社型社型社型社型社型社社社社社社型社型社社社型社型社型社型社型社社会会会会を会を会を会を会を会を会を会を会を会を会を会を会を会を会を会を会を会を会を会を迎え迎え迎え迎え迎え迎え迎え迎ええええええええ迎え迎え迎ええ迎え迎え迎えよようようようようようようようようようようようようようようようようようようようようようようとしとしとしとしとしとしとしとしとしとしとしとしとしとしとしとしとしとしとしとしとと ていていていていていていていていていていていていていていていていていていていていていていますますますますますますますますますますますますますますますますますますますますすすす。。。。。。。。。。。。
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日本は今、“価値あるものを作り、手を入れながら長く大切に使う”という
本格的なストック型社会を迎えようとしています。
マンションやビルといった建築物も、長寿命化を図るためのメンテナンスへ
の社会的要請が一段と高まっています。
その中でコニシグループの製品やサービスはどのように役立っているのか、
また接着剤業界に今後期待される技術や求められる課題について、
日本建築仕上学会会長でもある本橋健司教授に伺いました。

マンション・ビルの
メンテナンスを支える
 コニシの製品・サービス

UR都市再生機構・森ノ宮団地（大阪市）
外壁他改修工事現場

特 集

新規供給
戸数
10.2

リーマンショック
2008　

マンション　　　  
標準管理規約設定

2004　

新耐震基準の導入
1981　

第１回目のマンション
大規模修繕ブーム

1983　
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（注）１．新規供給戸数は、建築着工統計等を基に推計した。
２．ストック戸数は、新規供給戸数の累積等を基に、各年末時点の戸数を推計した。
３．ここでいうマンションとは、中高層（３階建て以上）・分譲・共同建で、鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート又は鉄骨造の住宅をいう。
４．マンションの居住人口は、平成22年国勢調査による１世帯当たり平均人員2.46を基に算出した。

出典：国土交通省　作成資料

全国のマンションストック戸数

国内ストック戸数の1/6が
築30年を超えた建築物
欧米の建物寿命が約100年であるのに対し、日本の建築物
のライフサイクルはその1/3であると言われています。これ
には、建築分野において、壊しては新しいものを作る「スク
ラップ＆ビルド」が主流であった社会的背景があります。“花
の建設、涙の保全”と言われたように、新しく作ることに価値
を見いだす時代が長く続きました。
それがここにきて、環境や経済面などさまざまな社会的背
景から、建物を長く使わなければならないという考え方が顕
著になっています。国も「長期優良住宅の普及の促進に関す
る法律」を2009年に施行し、建物耐用年数の３倍化をめざし、
長寿命化のための適切なメンテナンスを組み込むことが推奨
されるようになりました。
また、国内のマンションストックに目を向けると、戸数は
600万近くに達し、今後も増え続けると予想されます。その
約４割が築20年を超え、特に戦後の高度経済成長期に建設さ
れた築30～40年を超える建物が100万戸に近づく状況です。
ビルも同様で、高度経済成長期に建設された建物がまだ多く
現存しています。
これらの建物は定期的な点検・修繕が必要とされますが、
近年ではメンテナンスの不備等による外壁の崩落などの事故
も多発しています。2012年の笹子トンネル崩落事故は記憶
に新しいと思いますが、築年数の経った構造物が増大する中、
社会インフラの安全性の担保は人々の生命にも関わる社会課
題となっています。
国土交通省では、2013年を「メンテナンス元年」と位置

づけ、建築物を含めての社会資本の老朽化対策を開始。それ
に関わる維持修繕工事市場への注目が集まっています。

建物を長く、安全・快適に使う、
建物の“超寿命化”のメリットは多大
建築物で最優先させなければならないのは安全の確保です
が、建物の安全と長持ちを両立させる『長寿命化』の取り組
みは、多くの効果を社会にもたらします。建物寿命を３倍に
できれば、単純に計算して使用する建材は1/3となります。
建設工事に使うエネルギーや労力、さらにスクラップ段階で
出る廃材も減らせ、環境負荷の低減が果たせるわけです。
CO₂排出量に歯止めがかかれば、太陽光発電や原子力発電等
に頼らなくてもすむことにもなります。また、経済的な観点
からも、材料や労力・人件費の低減はライフサイクルコスト
の縮減につながります。
環境負荷を低減しつつ、人の命や暮らしを守る。その土台
を支えるという面で、適切な建物のメンテナンスが社会にも
たらすメリットは非常に大きいと言えます。

SPECIAL INTERVIEW

国内スト ク戸数

S特 集

本橋 健司　先生

接着工法および接着剤の評価技術をご研究。建築学会「建築工事標準
仕様書」および国土交通省が制定する「公共建築工事標準仕様書」「公
共建築改修工事標準仕様書」などの建築用接着剤の技術の標準化の
取り組みにも参画。（社）日本接着学会功績賞受賞。

芝浦工業大学
工学部建築工学科教授
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バブル景気
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eco検定に
チャレンジ
してみよう！

eco検定とは、東京商工会議所が主催する環境社会検定試験（通称：eco検定）です。
この試験は多くの人に環境問題に関する知識をもっていただくことを目的として創設
され、大人から子どもまで楽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

＊［ボンド カーボピンネット（外壁複合改修構）工法］  
　施工例
外壁全体を特殊ネットと炭素繊維配合のポリマーセメントモルタルで
覆い、この剥落防止層を「開脚式アンカーピン」を使い下地に固着

建物の“長寿命化”を、高機能接着剤
と新工法によって実現する
マンション・ビルの経年劣化に対応するには、修繕計画に
基づく定期的なメンテナンス（工事）が不可欠です。この維
持修繕工事において活躍するのが接着剤であり、建物のひび
割れや欠損、外壁の剥落などを改修する技術です。

接着の性能向上と工法の開発

接着剤にまず求められるのは「機能性」です。コニシでは、
耐候性、耐久性、施工性、環境や施工時の安全性など、さま
ざまな課題を克服するための試行錯誤を繰り返し、より良い
製品を送り出しています。
さらに、接着剤をはじめとする樹脂製品の特性を活かした

「工法（直し方）」を考えなければなりません。例えば、壁全
体を特殊なネットで覆い補修することで、剥落を面全体で防
止できるようにした工法。それまではタイルの剥落は浮き部
分に樹脂を注入して補修していましたが、この工法では樹脂
とネットによって強固な剥落防止層を作り出し、耐久性能を

飛躍的に向上させています（＊ボンド カーボピンネット工法施工
例参照）。この工法の開発により、問題視されていた外壁の剥
落による事故なども防ぐことができるようになりました。
他にも耐震補強工法をはじめとする多くの維持修繕工法を
開発し、培ったノウハウをさまざまな修繕工事現場に反映、
マンション・ビルの長寿命化に貢献しています。

工法普及へ、業界全体での取り組み

開発した工法を普及させるには、広く認知され、施工実績
を積んでいく必要があります。しかし、マンション・ビルの
維持修繕工事市場は、新築市場に比べ工法が標準化されるス
ピードが遅く、構造物の老朽化が急速に進む昨今の課題とな
っていると本橋教授は言われます。
「長寿命化は社会からの要請であり、企業として有効な製品
や工法の開発に努めることはもちろん必要です。加えて、業
界全体として、取り組まなければならないこともあります。
点検・評価の精度を上げる施策を考え実行していくこともそ
の一つです。さらに、新技術や工法を普及させるには“標準化”
と“実績”が求められますから、公的機関が定める工事標準仕

コニシの取り組み

建物の“長寿命

特 集
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施工品質向上への取り組み

培った技術・ノウハウを活かし、
建物をまるごとリフレッシュ！

工 法 紹 介

自然界の食物連鎖に見習い、経済社会から排出される廃棄物や副産物が他の産業資源として活用されることで、結果的に
廃棄物を生み出さないシステムをめざす考え方。
①コージェネレーション　②スマートシティ　③ナショナルトラスト　④ゼロエミッション

問 題

1

様書※に導入できるメニューを増やす必要があります。そのた
めにはゼネコンをはじめとする多くの施工事業者に採用して
いただき接着剤と工法の有効性を証明し、信頼を勝ち取って
いく。その努力を積み重ねていくことが重要だと思います。
私は工事標準仕様書の作成に関わっていますが、これは、接
着剤業界全体が協力して取り組んでいかなければならないこ
とだと考えています」

※建築・修繕の品質の確保・向上・合理化を目的として、工事別に定めら
れた施工標準をまとめた文書

「施工品質」を保持する体制づくり

補修・補強の工法においては、接着剤の性能はもちろんで
すが、現場の作業者一人ひとりの確かな技術が求められます。
「施工品質」が担保できてはじめて、製品や工法を活かすこと
ができるのです。それには、技術指導や情報共有ができる場
を設け、材料のことだけでなく、なぜこういう工法・作業手
順が必要か。現場で作業を行う方々に理屈を充分理解してい
ただいた上で施工することが非常に重要です。
コニシでは「施工品質」の向上に共に取り組むため、協力
工事会社からなる「コニシベステム工業会」を組織。技術講
習会の開催や製品情報の発信等を定期的に行い、現場作業者
のスキルの向上と施工品質の均一化に努めています。
これら協力工事会社の皆様、業界各社とも力を合わせて、“今
あるものを長く大切に使う”ストック型社会の推進に寄与して
いきたいと考えています。

コニシベステム工業会

「コニシベステム工業会」は、シーリング、外壁工事、
耐震補強など建物改修工事の技術集団です。コニシの
協力工事会社約900社で組織され、技術向上を図る取
り組みを重ね、独自の製品・工法を駆使した改修工事
を行っています。また、特殊工法に対しては「認定施
工店制度」などを設け施工者を限定、施工品質の保持
と信頼のさらなる向上をめざしています。

独自開発のシリンダーを使い低圧・低速でエポキシ
樹脂を注入できる工法です。微細なひび割れにも対
応でき、分断個所が一体化され耐力を復元します。

ひび割れの改修に

ボンド シリンダー工法

危険度の高い剥落は、水の浸入による発錆で内部鉄
筋が膨張することなどで起こります。欠損部分は、接
着性が高く強度のある樹脂モルタルで充てんします。

欠損部の修復に

樹脂モルタル充てん工法

雨・風を防ぐシーリング材も、経年劣化による断裂
や肉やせ等を放置すると漏水し建物自体を痛めかね
ないため、最適な工法とシーリング材で打ち替えます。

防水・漏水対策に

シーリング材の改修工法

10



正解と解説

環境マネジメント環
境
報
告

正解
正解は④。ゼロエミッションです。
（この問題は、2011年第11回本試験に出題されました。）

○

正問 題

1 4

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つの前進
テーマを設け、顕著な成果の見られた
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

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
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。
各工場の環境委員会ではISO14001の維持、更新を目的と
して環境保護・保安防災・労働安全衛生を対象とした活動を
行っています。また、製品安全委員会では、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
ることを目的とした活動を行っています。

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

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。

管理部門

営業部門

委員長

事務局

生産部門

研究開発部門

省エネ・省資源 製品安全

容器包装・リサイクル 環境内部監査

環境に関する経営基本方針を定め、全社に周知徹底させています。

環境委員会組織図

活動テーマ

11 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。

22 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。

33 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。

44 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。

55 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。

66 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。

11



ISO14001 取得従業員比率

審査登録状況表

環
境
報
告

自動車NOx・PM法の排出基準は、現在すでに使用されている自動車にも適用されるので、排出基準を満たさない対応車
種は、一定の期間が過ぎると大都市特定地域内では使用できなくなる。
○○ or ×

問 題

2

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、研究開発･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。
2012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災害は、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。

コニシ単独
従業員数
697名 ISO14001取得事業所

従業員数 326名

46.8%

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
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正解と解説

環境活動計画環
境
報
告

事業活動と環境負荷

当社の工場で生産している接着剤、シーリング材、ワック
スは、化学製品からできています。これらは水や有機溶剤を
溶媒として化学反応により樹脂を合成したり、溶媒に樹脂や
ゴムを溶解したりすることで生産しています。
この生産工程において、反応釜や混合釜といった生産設備

を動かすのに電力、重油、ガスといったエネルギーを消費し
ています。また営業所では、照明設備やOA機器、営業車の
使用により電力やガソリンなどのエネルギーを消費していま
す。
当社では、事業活動における環境への負荷を各部門で数値
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。

正解
正解は○。大気汚染防止法は新車に対する規制ですが、自動車NOx・PM法における排出基準はすでに使用されてい
る自動車にも適用されます。
（この問題は、2012年第12回本試験に出題されました。）

正問 題

2

×

×

△

×

×

×

×

×

○

◎

◎

△

×

【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】

原材料
樹脂類 21,512t
ゴム類 1,189t
モノマー類 7,223t
溶剤類 6,667t
その他 22,036t

排水リサイクル26.2千m3（14.9%）
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
14.9%にあたる26.2千m3をリ
サイクルし、再利用しています。

電  力
957万kWh

燃  料
59TJ

水
176千m3

電  力
123万kWh

地球温暖化物質
1,910t-CO2
NOx

3,703kg-NOx
SOx

79kg-SOx
廃棄物
136t

燃  料
16TJ

水
8千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。

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

リサイクル

リサイクル

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

OUTPUT
地球温暖化物質
9,487t-CO2

NOx
4,049kg-NOx

SOx
1,742kg-SOx

廃棄物
1,621t

製  品
71,241t

COD
424kg

総排水量
130千m3

化学メーカーとして、環境負荷を抑制する取り組みを継続します。

13
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環
境
報
告

環境省は2011年から、全国の10万組の子どもと両親を対象に、環境中に存在する化学物質が子どもの健康に与える影
響を疫学的に調べる「子どもの健康と環境に関する全国調査」を開始した。
①パックテスト　②エコチル調査　③レスポンシブル・ケア活動　④リスクコミュニケーション

問 題

3

目標と結果

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

2012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
3.0%削減を目標に掲げました。
2012年度の実績は、エネルギー消費のCO₂排出量に関し
ては、すべての工場における生産数量の増加に加え、震災影
響による国内電力CO₂排出係数の悪化で目標未達となりまし
た。また、廃棄物発生量については生産量の増加にほぼ比例
して増加したため、未達成となりました。
グループ全体については、「エネルギー消費量」「地球温暖

化物質排出量」が総量では増加したものの、エネルギーの効
率的な使用に努めた結果、原単位では目標達成となりました。
「NOx排出量」に関しては、自家発電機の効率的な使用により、
総量、原単位ともに目標達成となりました。「SOx排出量」に
関しては、生産数量増に伴い総量、原単位ともに目標は達成
できませんでした。廃棄物に関しては、工場における大掃除
の実施と倉庫の閉鎖に伴う廃棄物の増加等により総量、原単
位ともに目標未達成となりました。また、環境対応製品の販
売比率については、昨年度より0.8ポイント減少し76.0%と
なりました。
2013年度の計画は各項目でそれぞれ「2012年度実績の

1.0%減」となっています。効率的なエネルギーの使用に努め、
原単位での目標達成に努めてまいります。また、環境対応製
品の販売比率については、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。

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 　

99.79

55.62

123.32

104.50

0.01279

0.01827

0.02004

0.01792

109.31

65.30

126.43

111.32

0.01428

0.02322

0.02405

0.02129

2,409

152.7

0.10374

0.02240

0.01972

ー

ー

ー

ー

ー

ー

2,282

142.9

0.09705

0.02282

0.02200

ー

ー

ー

ー

ー

ー

182

11,414

7,753

1,822

1,757

76.0

108.22

64.65

125.17

110.21

0.01414

0.02299

0.02381

0.02108

××

××

△△

××

××

××

××

××

○○

◎◎

◎◎

△△

××

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)

(t-CO2)

(kg-NOx)

(kg-SOx)

(ｔ)

達成度：◎=105%以上　○=100%以上　△=95%以上　×=95%未満

工　

場　

別

項　目 事業所 2012年度目標値
［2009年度実績の3.0%減］

2012年度実績 評  価 2013年度目標値
［2012年度実績の1.0%減］

CO2 排出量
（kg‐CO2/t 生産数量）

廃棄物発生量
（t/t 生産数量）

2,305

144.3

0.09803

0.02305

0.02222

● 2012年度の目標と実績

コ
ニ
シ
グ
ル
ー
プ
全
体
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正解と解説

環境パフォーマンス環
境
報
告

当社では、化学メーカーとしての企業責任を果たすため、
地球温暖化防止をはじめ、事業活動に伴う自然環境への影響
を最小限にとどめるため、環境負荷データの把握を行い、そ
の低減に努めるとともに情報公開を行っています。
「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」の4つを課題とし、原単位ベースでの目標達成
に取り組んでいます。また、化学物質を扱う企業として、PRTR
法対象物質の管理およびVOC6物質の排出削減に取り組んで
います。
廃棄物の削減に関しては、工場における汚泥・廃プラスチ
ック・金属類の削減のほか、営業所における紙類・廃プラス
チックの削減にも取り組んでいます。

正解
正解は②。エコチル調査です。2012年10月現在、約48,000人が参加しています。
（この問題は、2012年第12回本試験に出題されました。）

※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。

正問 題

3 2

化学物質管理

■

PRTR法対象物質の排出量・移動量

NOx排出量エネルギー消費量

SOx排出量地球温暖化物質排出量※

情報データを開示し、環境保全活動の改善・発展につなげます。

■ 営業所■ 工場・研究所
　   原単位（地球温暖化物質/販売数量）

■ 燃料■ 電力 原単位（エネルギー/販売数量）

157.4 152.7
158.9

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

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

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

149.5

9,5039,503

1,9101,910

11,41411,414

144.3

15,000

10,000

5,000

0

11,238
9,462 9,788

9,3839,3839,383

12,411

（kg）

0

12,000

8,000

4,000

（kg-NOx/t）（kg-NOx）

（年度）2008 2009 2010 2011 2012

（年度）2008 2009 2010 2011 2012

0.10328 0.10695 0.10233

7,3907,390 7,2487,248 7,4497,449
8,2198,219

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

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

0.098040.09804

7,7537,753

4,0504,050

3,7033,703

■ 営業所■ 工場・研究所 　   原単位（NOx/販売数量）

■ 営業所■ 工場・研究所 　   原単位（SOx/販売数量）

0

50

100

150

200

250
（TJ） （MJ/t）

（年度）2008 2009 2010 2011 2012

2,484

168

2,399

174

2,438

174

104104

707070

100100

6868

103103

7070

2,389

178

100100

7777

2,305

182

106106

7676

0

0.12

0.08

0.04

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

0

（kg-SOx） （ kg-SOx/t）

（年度）2008 2009 2010 2011 2012
0

16,000

12,000

8,000

4,000

（t-CO2） （kg-CO2/t）

（年度）2008 2009 2010 2011 2012

0.01

2,000 0.02

3,000 0.03

0

160

120

80

40

0.02471

0.020331,768

1,378 1,374

0.01887
0.02009

1,497

0.02222

1,757

1,498

0

1,000

0.02429 0.023090.02309 0.022580.02258

1,6551,655 1,4821,482

8282

1,5591,559
1,8081,808

1,7371,737
1,5651,565 1,6431,643

1,8871,887 1,8221,822
8181 8484

7979

1,7421,742

8080

0.025330.02533
0.023040.02304

0.110290.11029
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  営 業 所  ガソリンによる排出…………42％
  工場・研究所  ボイラーA重油による排出…34％

  工場・研究所  ボイラーA重油による排出…94％



環
境
報
告

可燃性ガスの周囲を水分子が取り囲んだ構造で、高圧力で氷状に固まった物質。日本近海の水深500～1,000m前後の
海底下の比較的浅い地層でも埋蔵が確認されており、新エネルギー源として期待されている。
①オイルサンド　②シェールガス　③メタンハイドレード　④熱水鉱床

問 題

4

2012年度の廃棄物種類別比率VOC※6物質使用量

廃棄物の発生量※

環境保全活動の総括

当社は、2001年のISO14001認証取得以来、製造拠点、
研究開発拠点をはじめとする事業所において環境マネジ
メントシステムに基づいた環境保全活動に取り組んでお
ります。また、当社の環境マネジメントシステムの対象
は製造拠点、研究開発拠点だけではなく、当社の商社部
門である化成品事業本部でも2008年3月にISO14001認
証を取得しております。
2012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）排出量と廃棄物の削減に努めました。また、
研究開発拠点においては設計段階から環境対応を意識し
た製品開発を行い、環境対応型製品のラインナップ充実
に力を注ぎました。
2012年度の各工場の生産量1tあたりのCO₂排出量は、
各工場の生産数量が増加したことによってCO₂排出の総
量が増加したことや原子力発電所の稼働停止などに起因

する電力使用によるCO₂排出係数の見直しなどといった
要因が影響し、2009年度実績の3.0%削減という目標を
達成することができませんでした。
廃棄物の削減につきましては、2012年度は不適合品率
0.15％以下という目標を達成し、不適合品の発生を低減
させることによって廃棄物の削減を進めることができま
したが、各工場の生産数量の増加による近隣への影響を
最小限に抑えるために工場の排水処理時に発生する汚泥
や金属類などの処理を進めた結果、生産量あたりの廃棄
物について目標を達成することができませんでした。
今後も製造拠点、研究開発拠点による環境保全活動に
とどまらず、販売活動においても環境負荷低減に向けた
環境対応型製品の販売を進めていきます。そして、当社
が携わる分野においてさまざまな面から環境保全活動の
向上に努め、さらなるステップアップをめざしていきます。

取締役兼執行役員
生産・研究開発本部
本部長
あり　さわ　　しょうぞう

有澤　彰三

※一般廃棄物を含めた発生量※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

■■

■■

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

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

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

9,503

1,910

11,414

9,383

7,390 7,248 7,449
8,219

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

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

7,753

4,050

3,703

104

70

100

68

103

70

100

77

106

76

（t）

（t/t）（t）

（年度）2008 2009 2010 2011 2012

原単位（廃棄物/販売数量）

（年度）2008 2009 2010 2011 2012

0.017

0

500

1,000

1,500

2,000

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

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）

2008年度 2009年度 2010年度 2011年度

130
2

600
192
551
121
1,595

2012年度

金属類 3%
紙・木・繊維くず 7%

廃プラスチック
17%  汚泥 50%

その他 3%

廃油 20%

0.024710.02471

0.020330.020331,7681,768

1,3781,378 1,3741,374

0.018870.01887
0.020090.02009

1,4971,497

0.022220.02222

1,7571,757

1,571

1,351
1,4981,498

1,595
1,487

1,655 1,482 1,559
1,808

1,737
1,565 1,643

1,887 1,822

1,742

1,300

1,400

1,500

1,600

1,700

1,800

1,900

2,000

0.013

0.015

0.011

0.019

0.021

0.023

0.025

0.11029

詳細はWEBへ詳細はWEBへ 「工場サイトデータ」はWEBサイトに掲載します。
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度数率

強度率

正解と解説

従業員と共に社
会
性
報
告

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）。

正解
正解は③。メタンハイドレードです。「燃える氷」とも呼ばれます。
（この問題は、2012年第12回本試験に出題されました。） ○

正問 題

4 3

安全活動

｢労働災害ゼロ｣をめざして安全活動に努めます

2012年度も全工場で「無事故・無災害の継続」を方針に
活動してまいりましたが、滋賀工場で2件および栃木工場で2
件、合計4件の労働災害が発生しました。これをうけて、全
工場において情報の共有と再度安全作業への意識の啓発を行
い、再発防止に努めました。2013年度はあらためて「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。

度数率＝ ×1,000,000
労働災害発生件数
延べ労働時間

2008年度 2009年度 2010年度
労働災害発生件数（件）

延べ労働時間（時間）

度数率

全産業平均

0
511,636

0
1.75

0
483,926

0
1.62

2011年度
0

453,709
0

1.62

2012年度
4

470,905
8.49
1.59

1
434,953
2.30
1.61

強度率＝ ×1,000
労働損失日数
延べ労働時間

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（時間）

強度率

全産業平均

21
511,636
0.04
0.10

0
483,926

0
0.09

2011年度
79

453,709
0.17
0.11

2012年度
36

470,905
0.08
0.10

12
434,953
0.03
0.09

働きがいのある、快適で安全な職場環境づくりをめざします。

1.731.68

2.62

（率）

1.62

0 00

2

4

6

8

10
■ コニシ度数率 　   全産業平均

1.75

0
（年度）2008 2009 2010 2011 2012

1.611.611.611.61
1.621.621.621.62

1.591.591.591.59
2.30

8.49

（率） ■ コニシ強度率 　   全産業平均

（年度）2008 2009 2010 2011 2012
0

0.1

0.2

0.10 0.09

0

0.04

0.11 0.10

0.170.170.17

0.09

0.03

0.080.080.08
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社
会
性
報
告

企業などの事業活動にともなって生じた廃棄物のうち、法令で定められた20種類を事業系一般廃棄物という。
○○ or ×

問 題

5

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。

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、
2013年6月現在21名（障がい者雇用率：2.62％、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、2013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。

障がい者雇用率の推移

［ 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。

［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

● 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

（各年6月現在のデータ）

（％）

（年度）2009 2010 2011
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0

1.731.731.731.681.681.68

2.622.622.62

2012

2.55

2013

2.00

1.611.61
1.621.62

1.591.59

0.17

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、看護休暇、時間差通勤）
● 一般職キャリアデザイン研修

0.08

● 業務改善研修
● 目標設定研修
● 新任管理職研修 など

研修内容
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正解と解説

社会と共に社
会
性
報
告

子どもたちの「ものづくり」を応援

工作コンテストを開催しました

子どものころからものづくりに親しみ、ものづくりの楽し
さを感じてほしいという思いから、小学生向け工作サイト「ボ
ンド キッズ」を運営しています。「ボンド」を使った実験や
季節ごとの工作レシピなど、気軽に工作に取り組んでもらえ
るような情報を提供しています。また、毎年「夏休み工作コ
ンテスト」を開催しており、今年は300件を超える個性あふ
れる作品の応募がありました。

正解
正解は×。法令で定められた20種類とは産業廃棄物です。
（この問題は、2012年第13回本試験に出題されました。）

正問 題

5 ×

カンボジアにおけるＮＰＯ支援

カンボジアにおける義足支援活動・日本語教育支援活
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を応援しており、
毎年開催される「アンコールワット国際ハーフマラソン」に
協賛しています。また、現地で行われている日本語教育事業
など、将来子どもたちが自立した生活を送ることができるよ
う活動を応援しています。

アンコールワット
国際ハーフマラソンの様子 日本語教室の

生徒からの手紙

日本語教室の様子

【最優秀賞作品】

中学年（女子） 木のランドセル 高学年（男子） 世界地図かな 高学年（女子） 原爆ドーム

低学年（男子） まわる太陽系 低学年（女子） 森のパン屋さん

中学年（男子） 木の町

子どもたちの豊かな未来を、さまざまな形で支援します。

http://www.bond.co.jp/bond/event/kids/contest/index.html
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社
会
性
報
告

輸入相手国の経済的自立を支援し、環境と暮らしを守るためにも、農作物などを適正価格で取り引きしようとする運動。
①コーズマーケティング　②クール･ジャパン･プロジェクト　③フェアトレード　④フード・アクション・ニッポン

問 題

6

工場見学会

各工場において見学会を実施しています

各工場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、滋賀工場と浦和工場では職場体験として地元中学生・
高校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。

「ボンド」講習会

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、小学生を対象にした工作教室や工業高等学校での
出張授業、市の職員を対象にした講習会など接着剤に触れる
機会を提供しています。また、化学メーカーとして、子ども
たちが化学に興味を持ってもらえるような活動にも参加して
おり、埼玉県越谷市で行われた講演会の講師も務めました。
これからも「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。

清掃ボランティア

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、今後も地域の皆様ととも

に環境美化に取り組んで
いきます。

工業高等学校での出張授業

滋賀工場で行われた工場見学会の様子

板橋区工作教室

ホームセンターでの
工作教室の様子

清掃活動の様子

企業市民として地域コミュニティへ積極的に参画しています。
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正解と解説

お客様・投資家と共に社
会
性
報
告

接着相談室

お客様のご質問・ご要望にお応えします

接着剤の選定に関するご相談や、商品に対するご意見など、
お客様との窓口として、当社の製品や接着剤に関する知識を
備えた専門スタッフからなる「接着相談室」を大阪本社に設
置しています。電話の他、Eメールや手紙で寄せられる消費
者からのご相談に対し、迅速な対応、また一般消費者にもわ
かりやすいような説明を心がけています。

PR・メディアリレーション活動

ＣＭ・新聞広告などを通じてコニシの多様な取り組みを
お伝えします

「ボンド木工用」だけではないコニシ株式会社の魅力をお伝
えするために、CMや新聞広告を通じたPR活動を行っています。
ＣＭは多用途の接着剤「ボンド ウルトラ多用途S・U」を題材
とした内容となっています。また新聞広告では、「ボンド 木
工用」だけではない、当社製品の活躍分野をコミカルなキャ
ッチフレーズでシリーズ化して表現しています。ホームペー
ジには、広告シリーズをまとめて閲覧できるサイトを開設し
ています。

http://www.bond.co.jp/koko/index.html  　

正解
正解は③。フェアトレードです。途上国の人々の生産した製品を公正な価格で輸入することで、経済的自立を
支援します。
（この問題は、2012年第13回本試験に出題されました。）

正問 題

6 3

研究開発・評価環境の充実

お客様のご要望・市場ニーズに迅速にお応えできるよう
研究所での実験設備を整えています

大阪・浦和の両研究所では、実際の環境に沿ったラインテ
ストや、性能試験などが行えるよう実験設備を整備しています。
浦和研究所には2011年より「土木建築実験施設」を設置し、
土木構造物・建築物外壁など、実際に行われる大規模な補修・
補強工事を想定した製品開発が可能になりました。

浦和研究所実験施設

お客様や株主様のご意見を大切に、事業活動に活かしていきます。
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「ボンド発売60周年特集」のページ
が読者の皆さまの関心が最も高い結果
となりました。特に昨年はボンド発売60
周年であったこともあり、ボンド木工用
の容器の変遷や“ボンド”の歴史などこ

れまでとは違う切り口から当社の製品を
ご紹介いたしました。「社会とのコミュニ
ケーション」では、ボンド講習会や工場
見学などの活動に関してご要望・ご意
見をいただきました。

印象に残った項目と同様に特集の「ボ
ンド発売60周年特集」の項目が１位と
なりました。
２位の「環境パフォーマンス」につい
ては、廃棄物の削減やVOCの削減に

ついての感想が寄せられました。また「従
業員とのかかわり」の項目に関しては、
女性従業員の活性化推進についてや、
障がい者雇用率についてのご意見をい
ただきました。

社
会
性
報
告

アンケート結果より

投資家向け説明会

投資家向け説明会を実施しています

毎年５月と11月に機関投資家に向けた決算説明会を開催し
ています。当社を取り巻く市場環境や、当社の取り組みにつ
いて正しく理解していただけるよう、決算概要や中期経営計
画の進捗についての説明を行っています。また、決算説明会
で使用した資料に関しては、株主・投資家向け情報として、
当社ホームページに掲載しています。

http://www.bond.co.jp/ir/index.html　　　　　

株主とのコミュニケーション

「KONISHI REPORT 株主通信」を発行しています

株主の皆様に当社の取り組みについてご理解いただけるよ
う年2回「KONISHI REPORT 株主通信」を発行しております。
また、自社製品に触れていただく機会として年1回株主アン
ケートを実施し、ご回答いただきました皆様に製品をプレゼ
ントしています。また、株主総会では映像の活用等、出席者
の方々にわかりやすい説明を心がけており、株主総会終了後
には、株主の皆様とのコミュニケーションが図れる懇談の場
を設けています。
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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。接着剤は暮
らしに関わる幅広い箇所で使用されており、
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。
近年、道路、トンネル、橋梁やビル、マン

ション等のコンクリート構造物の補修・補強、
改修が日本全体の喫緊の課題となっていま
す。本年は特集として、マンション・ビルの
メンテナンスを支える当社の活動について
ご紹介いたしました。本報告書を通して、
皆さまがより安全・安心に暮らせる社会づ
くりにコニシグループの技術が貢献してい
ることをご理解いただき、身近に感じてい
ただければ幸いです。

編集スタッフより

１位 特集：ボンド発売60周年特集 
2位 社会とのコミュニケーション
3位 従業員とのかかわり / 環境マネジメント

● 2012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

１位 特集：ボンド発売60周年特集 
2位 環境パフォーマンス
3位 従業員とのかかわり / 環境マネジメント

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。
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