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おたより
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第36号

リサイクルの仕事リサイクルの仕事リサイクルの仕事リサイクルの仕事

だんしエコ作業所のメンバーは毎日笑顔が輝いています。産業廃棄物・一般廃棄物のリサイクル事業を通し

て社会に参加し、環境問題の改善に貢献しているという自負が自信へと繋がっているのでしょう。

捨てたらただのゴミ。でも、メンバーがひとつひとつ手作業で解体、分別したものは資源になります。世の中に

存在するものに何一つ無駄な物はありません。あらゆる物に価値を見出し、大切にする気持ちが仲間への思い

やりも育てていると感じます。そして御協力頂いている方々への感謝の気持ちもいつも忘れることはありません。

私達はリサイクルの仕事を通して大切なことをたくさん学んでいるのです。

これからも、どうぞひかりエコ・エンジニアリング会へのご理解と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
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要

■

所在地 高松市国分寺町福家字東羽間甲１０８８番地１

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

・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

・DEL DEL
・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

・株式会社伊藤興業

（敬省略・順不同）

・四国繊維販売㈱

・株式会社石垣

・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

・伊丹産業株式会社

・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

・有限会社桜設備設計

・株式会社エム・イ・テック

・株式会社ビジネスインテグレ－タ

・有限会社鹿庭産商

平成２８年１月～１０月

平成２８年１月～１０月平成２８年１月～１０月

平成２８年１月～１０月 取引企業様取引企業様取引企業様取引企業様 県

庁長寿対策課 岩佐病院 伊丹産業㈱ 三愛ロジスティックス グランド三好店 グランド十川店 丸福工業

西部クリーンセンター 県子育て支援課 大和汽工㈱ アサヒプリテック 番の州エコ 大和スレート

県教育委員会 エビス紙料 四国コカ・コーラボトリングス㈱ 香川県手をつなぐ育成会 パンテック

株式会社伊藤興業 グランプリパレス うつぼ商事 Ａ＆Ｈジャパン 東洋プラスチック 光洋産業㈱

ＹＫＫＡＰ宇多津 三木高校 東讃保健福祉事務所 ㈱星電 香川県 一光電機㈱ 浜屋

四国繊維販売㈱ ㈱香建 高松市 市こども園運営課 昭和電装 永輝商事 新理想工業 高徳電化

県建築指導課 県税務課 県警察本部 四電エンジニアリング 西讃土地改良事務所 松栄

市情報政策課 共同ビデオ制作 ミリオン宇多津 平尾税理士事務所 山英電機 ＹＫＫ高松 南海建設㈱

(敬称略）



（Ｈ28年.1月～9月）

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。

助成金御礼助成金御礼助成金御礼助成金御礼

活動報告活動報告活動報告活動報告

1月 もちつき

2月 法人指導監査、 焼きそば作り

3月 香川大学教育学部付属特別支援

学校保護者見学会、 ボウリング大会

４月 お花見、 屋島水族館へ

５月 いちご狩り、 カラオケ、 峰山公園へ

６月 防災訓練、 救急救命訓練

７月 天体望遠鏡博物館見学 ＤＶＤ観賞

８月 教職10年経験者研修受入

ドルフィンセンターへ

9月 桂こけ枝独演会へ うどん作り体

験

介護等体験実習受入

日帰りバス旅行（大阪方面）

業務案内業務案内業務案内業務案内

企業様、ご家庭にある不要になったものを引取りにお企業様、ご家庭にある不要になったものを引取りにお企業様、ご家庭にある不要になったものを引取りにお企業様、ご家庭にある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。

・お引取りしたものは利用者が手分解し、資源ごとに分けてリサイクルされています。

★OA機器、電気機器、給湯器、電線、遊技機などを 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。

平成平成平成平成27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）

就労支援事業収益 7,563,308 0 7,563,308

障害福祉サービス等事業収益 36,963,540 40,883,391 -3,919,851

経常経費寄附金収益 387,000 4,852,053 -4,465,053

    サービス活動収益計（1） 44,913,848 45,735,444 -821,596

人件費 15,511,139 16,322,669 -811,530

事業費 3,497,616 2,913,532 584,084

事務費 6,566,369 7,784,986 -1,218,617

就労支援事業費用 7,799,739 0 7,799,739

授産事業費用 0 6,174,239 -6,174,239

減価償却費 5,118,687 3,895,858 1,222,829

    サービス活動費用計（2） 38,493,550 37,091,284 1,402,266

6,420,298 8,644,160 -2,223,862

受取利息配当金収益 3,442 2,199 1,243

その他のサービス活動外収益 1,500 47,960 -46,460

    サービス活動外収益計（4） 4,942 50,159 -45,217

支払利息 241,534 71,237 170,297

    サービス活動外費用計（5） 241,534 71,237 170,297

-21,078 42,455 -63,533

6,183,706 8,623,082 -2,439,376

施設設備等補助金収益 416,957 0 416,957

固定資産受贈額 1,400,000 415,000 985,000

　サービス区分間繰入金収入 146,067 154,237 -8,170

    特別収益計（8） 1,963,024 569,237 1,393,787

基本金組入額 33,614,541 7,267,764 26,346,777

　サービス区分間繰入金収入 150,487 154,237 -3,750

    特別費用計（9） 33,765,028 7,422,001 26,343,027

-31,802,004 -6,852,764 -24,949,240

-25,618,298 1,770,318 -27,388,616

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

-5,004,934 20,613,364 -25,618,298

  サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）

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 27 年  4 月  1 日　至　平成 28 年  3 月 31 日

勘　定　科　目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増　　減

    経常増減差額（7）=（3）+（6）

  特別増減差額（10）=（8）-（9）

当期活動増減差額（11）=（7）+（10）

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

特

別

増

減

の

部

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）

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 29,890,781 23,656,963 6,233,818

  現金預金 22,504,913 17,188,927 5,315,986

  有価証券 20,000 20,000 0

  事業未収金 7,365,868 6,448,036 917,832

固定資産 95,660,897 62,938,957 32,721,940

 基本財産 87,723,985 56,643,434 31,080,551

  土地 19,364,779 12,267,764 7,097,015

  建物 68,359,206 44,375,670 23,983,536

 その他の固定資産 7,936,912 6,295,523 1,641,389

　構築物 874,551 0 874,551

  機械及び装置 363,460 411,920 -48,460

  車輌運搬具 2,702,743 3,355,688 -652,945

  器具及び備品 1,717,553 163,738 1,553,815

  建物付属設備 878,605 964,177 -85,572

  変動工賃積立資産 400,000 400,000 0

  差入保証金 1,000,000 1,000,000 0

  資産の部合計 125,551,678 86,595,920 38,955,758

科　　目 当年度末 前年度末 増　　減

流動負債 427,864 6,225,016 -5,797,152

  事業未払金 256,119 175,855 80,264

  1年以内返済予定設備資金借入金

0 6,000,000 -6,000,000

  預り金 6,126 11,721 -5,595

  職員預り金 165,619 37,440 128,179

固定負債 36,815 0 36,815

　設備資金借入金 36,815,000 0 36,815,000

  負債の部合計 37,242,864 6,225,016 31,017,848

基本金 92,972,081 59,357,540 33,614,541

国庫補助金等特別積立金 0 0 0

その他の積立金 400,000 400,000 0

  変動工賃積立金 400,000 400,000 0

次期繰越活動増減差額 -5,063,267 20,613,364 -25,676,631

（うち当期活動増減差額） -25,618,298 1,770,318 -27,388,616

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 28 年 3 月 31 日

資　　　　産　　　　の　　　　部

先生方と風船バレー！！

焼きそば作り

峰山公園

ご寄付御礼ご寄付御礼ご寄付御礼ご寄付御礼

唐渡義博 小川和成 赤瀨京子 松山裕子

平尾泰宏 手をつなぐ育成会 太田哲也

木村幸博 ㈲アイテックス 上田ひとみ

本田知栄子 ㈱香建 ㈱松栄 若宮産業㈱

㈱星電 四国アセチレン工業㈱ 森本一

川田美保 横井衣代 北谷浩二 杉本郁夫

大島信廣 浅田共子 王珍 坂本春美

大和汽工㈱ 川上敬 山本康子

ひかりエコ・エンジニアリング後援会

（ 敬称略 ）

うどん作り

桂こけ枝師匠と

大阪旅行・インスタントラ－メン発明博物館と海遊館

救急救命

社会福祉法人清水基金様

空調設備

ハイテナー

公益財団法人百十四社会福祉財団様

ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました

・企業様のパソコンを現地で解体しHDD完全処理を行い証明書を発行します。

・その他の様々な作業。

破砕（国分寺作業所）施設外就労

草刈

だんしエコ作業所

取得許可一覧

・産業廃棄物収集運搬業許可

(香川県 高松市 高知県 徳島県）

・産業廃棄物処分業許可

(高松市）

・一般廃棄物収集運搬業許可

(高松市）

・古物商許可


