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平成２８年１０月～２９年８月 取引企業様

四国繊維販売㈱ 県子育て支援課 伊丹産業㈱ 綾田電機 市住宅課 石崎様 丸福工業 大和スレート 県教育委員会
㈱カナック 県生活衛生課 桜設備設計 県男女参画課 うつぼ商亊㈱ 主其保管㈱ 大和汽工㈱ アサヒプリテック
番の州エコ 株式会社石垣 エビス紙料 サンファミリア Ａ＆Ｈジャパン 光洋産業㈱ 四国コカ・コーラボトリングス㈱
ＹＫＫＡＰ 共栄会館 三英電機㈱ 西讃保健福祉事務所 東讃保健福祉事務所 県立ミュージアム 瀬戸内国際芸術祭
県統計調査課 一光電機㈱ 県土木監理課 鹿庭産商 県税事務所 県健康福祉総務課 讃光工業株 二川様 三谷様
東本様 日野様 川上様 影山様 天雲様 伊達様 市こども園運営課 昭和電装 高徳電化 県森林センター
県税務課 県水資源対策課 県農政課 市情報政策課 県警察本部 西部クリーンセンター いそざき歯科

（順不同・敬称略）

・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

平成28年度決算報告

・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
・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）

「無知は罪である」これは私の恩師からの厳しい言葉です。
福祉の現場では、支援する者が強くなり、利用者は言葉を飲み込み我慢してしまい、その結果、必要として

いる支援とは程遠い的外れな取り組みが行われてしまう危険性を教えて下さいました。利用者の表出できない
思いを汲み取れているのか、何に困っているのか、どこが分かり辛いのか、その行動から実は何を訴えたいの
か、私達はよく観察し推し量るスキルを求められます。
そして何より正しく判断する為には専門的な知識が必要不可欠となります。医師は病気を診断してから必要

な治療に取り掛かりますが、現場では、個人的な経験や勘といった主観的な判断による乱暴な「支援」がまか
り通り、誤りに誰も気付かない危険があります。もしもそれが適切な取り組みでなければ、ゆがみが倍増する
ばかりでしょう。ですから支援者は常に自己研鑽して質の担保を確保し、日々の実践を振り返る必要があるの
です。
ひかりエコの職員は「知りませんでした」と言い訳をせず、利用者に誠実にかかわり、寄り添う者でありた

いと願っています。

心に刻まれた言葉
施設長 山本 康子

第3号第1様式

（単位：円）

当年度末 前年度末 増減 当年度末 前年度末 増減
流動資産 40,035,257 29,890,781 10,144,476 流動負債 3,398,873 427,864 2,971,009

　現⾦預⾦ 30,831,477 22,504,913 8,326,564 　事業未払⾦ 487,823 256,119 231,704

　有価証券 20,000 20,000 0 　１年以内返済予定設備資⾦借⼊⾦ 2,617,000 0 2,617,000

　事業未収⾦ 9,045,628 7,365,868 1,679,760 　預り⾦ 138,477 6,126 132,351

　⽴替⾦ 138,152 0 138,152 　職員預り⾦ 155,573 165,619 -10,046

　その他の流動資産 0 0 0 　その他の流動負債 0 0 0

固定資産 96,978,858 95,660,897 1,317,961 固定負債 33,418,000 36,815,000 -3,397,000

基本財産 84,934,393 87,723,985 -2,789,592 　設備資⾦借⼊⾦ 33,418,000 36,815,000 -3,397,000

　土地 19,364,779 19,364,779 0 　その他の固定負債 0 0 0

　建物 65,569,614 68,359,206 -2,789,592

その他の固定資産 12,044,465 7,936,912 4,107,553

　土地 4,729,584 4,729,584 負債の部合計 36,816,873 37,242,864 -425,991

　構築物 780,006 874,551 -94,545

　機械及び装置 315,000 363,460 -48,460 基本⾦ 59,357,540 59,357,540 0

　⾞輌運搬具 1,434,731 2,702,743 -1,268,012 国庫補助⾦等特別積⽴⾦ 0 0 0

　器具及び備品 2,592,111 1,717,553 874,558 その他の積⽴⾦ 400,000 400,000 0

　建物付属設備 793,033 878,605 -85,572 　変動⼯賃積⽴⾦ 400,000 400,000 0

　変動⼯賃積⽴資産 400,000 400,000 0 次期繰越活動増減差額 40,439,702 28,551,274 11,888,428

　差⼊保証⾦ 1,000,000 1,000,000 0 （うち当期活動増減差額） 11,888,428 7,937,910 3,950,518

　その他の固定資産 0 0 0 純資産の部合計 100,197,242 88,308,814 11,888,428

資産の部合計 137,014,115 125,551,678 11,462,437 負債及び純資産の部合計 137,014,115 125,551,678 11,462,437

貸借対照表

平成29年3⽉31⽇現在

資産の部 負債の部

純資産の部

ご協力頂いている法人・団体様



助成金御礼

活動報告

H28年

10月 ボウリング・健康まつり

11月 国分寺作業所交流会・予防接種

12月 だんしエコ作業所交流会・調理

H29年

1月 初詣・もちつき・DVD鑑賞・カラオケ

3月 N-BOXお披露目式・与島春まつり

4月 お花見・いちご狩り

5月 スポーツレク・焼きそば作り

6月 国分寺作業所増築地鎮祭

7月 さぬきこどもの国・ボウリング

8月 国分寺作業所増築工事見学・

カラオケ・DVD鑑賞

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。

国分寺作業所交流会ボウリング大会

与島春まつり

ご寄付御礼

唐渡義博 小川和成 赤瀨京子
松山裕子 藤田邦夫 塩田康廣

木村幸博 上田ひとみ 本田知栄子
杉本郁夫 有限会社松栄
四国アセチレン工業㈱

川田美保 横井衣代 北谷浩二
飯間彰弘 大島信廣 坂本春美

合田商亊株式会社 香川県建設業組合
アサノ産業株式会社 西山尚志

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 ）

だんしエコ作業所交流会

栗林公園でお花見

食堂丸イス

送迎車N-BOX

香川県共同募金会様より
ありがとうございました！

その他にも様々な作業に取り組んでいます。

施設外就労 庭の手入れ

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

国分寺作業所増築地鎮祭

さぬきこどもの国

国分寺作業所増築工事見学

スポーツレク

もちつき

日本財団様より

増設 国分寺作業所

新しい建物は
Ｈ29年11月

完成予定です
。

高齢者宅の片付け

田植え

★ ごみ出しが困難な高齢者のお宅の不用品を引き
取り、喜んでいただいております。
また、高齢者の施設入所に伴う片づけにも対

応できます。

電動階段運搬車 のぼる君

ハイテナーで楽に運べます。
手作業で解体・分別します

(Ｈ28年10月～Ｈ29年9月）

ＨＤＤ出張処理
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

掃除機

親切会様より


