
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 

～リサイクル事業による障害者自立就労支援～
～リサイクル事業による障害者自立就労支援～～リサイクル事業による障害者自立就労支援～
～リサイクル事業による障害者自立就労支援～

おたより

平成27年9月発行

第34号

平成
平成平成
平成27年

年年
年6月
月月
月 国分寺作業所が完成しました。
国分寺作業所が完成しました。国分寺作業所が完成しました。
国分寺作業所が完成しました。

このほど、国分寺町福家に 従たる事業所として国分寺作業所が完成しました。

緑豊かな自然に囲まれた場所で、檀紙町のだんしエコ作業所と同様に、障害福祉サー

ビスを展開して参ります。

８月末には開所式を行い、国会・県会・市会議員の先生方や、日頃からお世話になって

いる関係者の皆様に、新作業所と活動内容をお披露目する事が出来ました。当日ご参加

いただいた大勢の方から温かい励ましのお言葉をいただき、あらためて 人とのつながり

の有り難さを実感いたしました。

これを機に、スタッフは資質の向上に取り組み、より充実した支援を心がける所存です

ので、今後ともいっそうのご理解、ご協力を賜りますよう 宜しくお願い申し上げます。

施設長 山本康子

■

法

人

概

要

■

所在地 高松市檀紙町2017番地4（だんしエコ作業所）

代表者 理事長 川上 敬

TEL 087-814-3348

FAX 087-864-7726

Eメール danshieco@hikarieco.com

HP     http://www.hikarieco.com/

・株式会社リソーシズ

・丸福工業有限会社

・香川ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・NPOﾈｯﾄﾜｰｸ
・香川県中讃農業改良普及センター

・株式会社喜多猿八

・株式会社大和エンジニアリングﾞ

・主基保缶工業株式会社

・南海建設株式会社

・株式会社四国総合研究所

・綾川町商工会

・香川県立川部みどり園

・香川県庁

・香川県教育委員会

・香川県立ミュージアム

・高松市役所

・香川県警察本部

・有限会社松栄

・株式会社タダノ

・社会福祉法人香川県手をつなぐ育成会

・大和スレ－ト株式会社

・讃光工業株式会社

・ＹＫＫＡＰ株式会社

・エビス紙料株式会社

・番の州エコサービス株式会社

・株式会社ウエイ企画

・パンテック株式会社

・有限会社いずみや

・有限会社中村建築設計事務所

・株式会社定木建築研究室

・香川県直島環境センター

・三愛ロジスティクス株式会社

・香川県西讃土地改良事務所

・香川県中讃農業改良普及センター

・有限会社エイコウ

・共栄会館

・ノヴィル株式会社

・香川県遊技業協同組合

・サンコー株式会社

・株式会社エスシーエー

・有限会社アイテックス

・四国興業株式会社

・合田商事株式会社

・双葉興業株式会社

・瀬戸内国際芸術祭実行委員会

・カスタムハウスオザキ

・アサノ産業株式会社

・四電ビジネス株式会社

（敬省略・順不同）

・株式会社石垣

・有限会社桜設備設計

・株式会社エム・イ・テック

・関西自動車株式会社

・昭和電装株式会社

・大和汽工株式会社

・株式会社ﾊﾞｼﾞｪｯﾄ・ﾚﾝﾀｶｰ四国

・共同ﾋﾞﾃﾞｵ制作株式会社

・平尾税理士事務所

・株式会社ビジネスインテグレ－タ

・有限会社ＣＩ建築設計事務所

・株式会社ト－コ－

・有限会社アルク

・株式会社カナック

・吉野川電線株式会社

・日本赤十字社香川県支部東讃地区

・特定非営利活動法人たんぽぽの家

・香川県中讃保健福祉事務所

・香川県東讃保健福祉事務所

・四国コカ・コーラボトリング株式会社

・光洋産業株式会社

・みどり合同ホールディングス

・一光電機株式会社

・高徳電化株式会社

・山英電機株式会社

・株式会社香建

・特定非営利活動法人フレンズ

・香川県立文書館

・成友株式会社

・高松北高等学校

・全人クリニック

・特定非営利活動法人東雲会

・大同ガス産業株式会社

・株式会社たまや

・有限会社野市観光

・有限会社早明浦

・グランプリパレス

・株式会社グランド商事

・株式会社真屋商店

・若宮産業株式会社

・株式会社星電

・平井法律事務所

・四国アセチレン工業株式会社

・株式会社光本鈑金工業所

・株式会社アイツ

・出雲鋼管株式会社

・日本車輌製造株式会社

・伊丹産業株式会社



国分寺作業所について
国分寺作業所について国分寺作業所について
国分寺作業所について

８月２５日にひかりエコの新たな

作業所である国分寺作業所の開所式

が行われました。

式当日は、多くのご来賓の方々に

お越しいただきました。また、式の

後に利用者さんが実際に作業してい

る姿や、ひかりエコの紹介写真を見

ていただきました。

国分寺作業所の所在地

高松市国分寺町福家甲1088番地1

・国分寺町コミュニティバス

本村バス停より徒歩２分

・琴電岡本駅より徒歩１５分

国分寺作業所外観

活動報告
活動報告活動報告
活動報告

４月 お花見

５月 香川県障害福祉課激励訪問

６月 丸紅基金フォークリフト納品

７月 交通安全教室

８月 ボウリング大会

業務案内
業務案内業務案内
業務案内

社会福祉法人ひかりエコ・エンジニアリング会では企業、ご家庭にある
社会福祉法人ひかりエコ・エンジニアリング会では企業、ご家庭にある社会福祉法人ひかりエコ・エンジニアリング会では企業、ご家庭にある
社会福祉法人ひかりエコ・エンジニアリング会では企業、ご家庭にある

不要になったものを引取りにお
不要になったものを引取りにお不要になったものを引取りにお
不要になったものを引取りにおうかがいします。

うかがいします。うかがいします。
うかがいします。

・引取りしたものの中で、パソコン等のOA機器や給湯器、電線などについては

利用者さんが手分解し、資源ごとに分けてリサイクルされています。

香川県、徳島県、高知県内までお伺いで

きます。事務所移転や事務⽤什器の処分

など、規模の大きな場合でも対応してお

ります。

一部の特殊なものを除き、どのような

ものでも引取りにおうかがいできます。

引取ったものは資源ごとに分別してお

ります。

利⽤者はニッパー、ドライバーなどの⼯具を使って⼿分解しています。

OA機器、電気機器、給湯器、電線、遊技機など 分解できるあらゆるものを

分解、分別し、98％以上の⾼いリサイクル率を実現しています。

パソコンの中に入っている

ハードディスクは専用の機械で

データを完全消去し、証明書の

発⾏もしています。

企業様のコンプライアンス問題

のお手伝いをしています。

平成
平成平成
平成26年度

年度年度
年度決算報告

決算報告決算報告
決算報告

第2号の1様式

（単位：円）

障害福祉サービス等事業収益 40,883,391 20,821,367 20,062,024

経常経費寄附金収益 4,852,053 11,026,229 -6,174,176

    サービス活動収益計（1） 45,735,444 31,847,596 13,887,848

人件費 16,322,669 10,110,955 6,211,714

事業費 2,913,532 1,780,066 1,133,466

事務費 7,784,986 4,365,927 3,419,059

授産事業費用 6,174,239 2,454,273 3,719,966

減価償却費 3,895,858 2,009,348 1,886,510

    サービス活動費用計（2） 37,091,284 20,720,569 16,370,715

8,644,160 11,127,027 -2,482,867

受取利息配当金収益 2,199 455 1,744

その他のサービス活動外収益 47,960 42,000 5,960

    サービス活動外収益計（4） 50,159 42,455 7,704

支払利息 71,237 0 71,237

    サービス活動外費用計（5） 71,237 0 71,237

-21,078 42,455 -63,533

8,623,082 11,169,482 -2,546,400

固定資産受贈額 415,000 59,763,340 -59,348,340

    特別収益計（8） 569,237 60,586,329 -60,017,092

基本金組入額 7,267,764 52,089,776 -44,822,012

    特別費用計（9） 7,422,001 52,912,765 -45,490,764

-6,852,764 7,673,564 -14,526,328

1,770,318 18,843,046 -17,072,728

18,843,046 0 18,843,046

20,613,364 18,843,046 1,770,318

0 0 0

0 0 0

0 0 0

20,613,364 18,843,046 1,770,318

事業活動計算書
事業活動計算書事業活動計算書
事業活動計算書

自　平成 26 年  4 月  1 日　至　平成 27 年  3 月 31 日

勘　定　科　目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増　　減

収

益

費

　

用

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

  サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）

収

益

  サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）

    経常増減差額（7）=（3）+（6）

特

別

増

減

の

部

  特別増減差額（10）=（8）-（9）

当期活動増減差額（11）=（7）+（10）

前期繰越活動増減差額（12）

当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）

基本金取崩額（14）

その他の積立金取崩額（15）

その他の積立金積立額（16）

次期繰越活動増減差額

（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

第3号の1様式

（単位：円）

科　　目 当年度末 前年度末 増　　減

流動資産 23,656,963 12,612,365 11,044,598

  現金預金 17,188,927 7,044,013 10,144,914

  有価証券 20,000 0 20,000

  事業未収金 6,448,036 5,568,352 879,684

固定資産 62,938,957 58,626,051 4,312,906

 基本財産 56,643,434 51,142,857 5,500,577

  土地 12,267,764 5,000,000 7,267,764

  建物 44,375,670 46,142,857 -1,767,187

 その他の固定資産 6,295,523 7,483,194 -1,187,671

  機械及び装置 411,920 460,380 -48,460

  車輌運搬具 3,355,688 4,876,134 -1,520,446

  器具及び備品 163,738 96,931 66,807

  建物付属設備 964,177 1,049,749 -85,572

  変動工賃積立資産 400,000 0 400,000

  差入保証金 1,000,000 1,000,000 0

  資産の部合計 86,595,920 71,238,416 15,357,504

科　　目 当年度末 前年度末 増　　減

流動負債 6,225,016 305,594 5,919,422

  事業未払金 175,855 245,529 -69,674

  1年以内返済予定設備資金借入金

6,000,000 0 6,000,000

  預り金 11,721 10,465 1,256

  職員預り金 37,440 49,600 -12,160

固定負債 0 0 0

  負債の部合計 6,225,016 305,594 5,919,422

基本金 59,357,540 52,089,776 7,267,764

国庫補助金等特別積立金 0 0 0

その他の積立金 400,000 0 400,000

  変動工賃積立金 400,000 0 400,000

次期繰越活動増減差額 20,613,364 18,843,046 1,770,318

（うち当期活動増減差額） 1,770,318 18,843,046 -17,072,728

  純資産の部合計 80,370,904 70,932,822 9,438,082

  負債及び純資産の部合計 86,595,920 71,238,416 15,357,504

負　　　　債　　　　の　　　　部

純　　　資　　　産　　　の　　　部

貸借対照表
貸借対照表貸借対照表
貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日

資　　　　産　　　　の　　　　部

平成27年4月～9月取引企業

白熱のボウリング大会！

お花⾒♪

障害福祉課⽊村次⻑ 来訪

社会福祉法⼈丸紅基⾦の助成⾦で

フォークリフトを購入しました。

ノヴィル㈱ 南海建設㈱

㈱石垣 YKKAP㈱

香川県庁 川部みどり園

㈱カナック 一光電機㈱

昭和電装㈱ 山英電機㈱

高徳電化㈱ ㈲松栄

伊丹産業㈱ 日本車輌製造㈱

㈱たまや 四電ビジネス㈱

四国コカ・コーラボトリングス㈱

衆議院議員 小川淳也様が来訪されました。

川上理事長よりご挨拶 議員様から祝辞を頂戴しました。

作業の様子を見て頂きました。

活動を写真で紹介しました。

施設の概要を説明しました。


