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平成２９年９月～３０年８月 取引企業様 （順不同・敬称略）

四国繊維販売㈱ 中央電設㈱ 県立図書館 伊丹産業㈱ 市総合教育センター 光洋産業㈱ 一光電機㈱ 山英電機㈱

県子育て支援課 県広報広聴課 うつぼ商事㈱ 昭和電装㈱ 県環境管理課 県経営支援課 市情報政策課 ㈱石垣

(有)エーワンセキュリティーサービス 平尾税理士事務所 県建築指導課 県警察本部 県議会事務所 高徳電化㈱

県こども女性センター 市こども園運営課 市住宅課 東邦電機工業㈱ 讃光工業㈱ 吉野川電線㈱ 伸興電線㈱

寿レイネツ㈱ ㈱リソーシズ 永輝商事㈱ 主基保缶工業㈱ 県都市計画課 エビス紙料㈱ ＹＫＫ ＡＰ㈱

国土交通省四国地方整備局高松港湾空港技術調査事務室 社福） 香川県手をつなぐ育成会 県立斯道学園 丸福工業㈱

番の州エコサービス㈱ A＆H Japan㈱ 県西讃土木事務所 ㈲鹿庭産商 西部クリーンセンター 大和汽工㈱

四国コカ・コーラボトリング㈱ 県総務事務集中課 宮本様 片山様 山口様 竹井様 西田様 田中様 和田様 河野様

青木様 深澤様 竹野内様 福井様 近藤様 山階様 楠様 大川様 高橋様 川上様 坂本様 影山様 伊達様

・四国繊維販売株式会社
・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
・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
・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
・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
・県立斯道学園

平成29年度決算報告

・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
・丸福工業株式会社
・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
・(有)エーワンセキュリティーサービス

・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
・西部クリーンセンター
・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
・中央電設株式会社

・東邦電機工業株式会社
・寿レイネツ株式会社
・伸興電線株式会社
・柴田和典税理士事務所
・木村幸博税理士事務所

（敬称略・順不同）

「自分には無理」 「どうせ」 「別に、必要とされていない」 「ここに来ても、いいのかな」
ひかりエコを利用しはじめた人からよく聞かれる言葉です。 メンバーはたくさんの失敗や辛い経験を重ねて作
業所にやって来ることが多く、当初は自信を失い、社会への不信感というよりも、自分自身を見限ったような否定
的な言葉が出てしまい、聞く側も辛い気持ちになります。
けれども、作業所で毎日汗を流し、仲間達と協力して仕事をするうちに、『自分は人の役に立ち、仲間から必
要とされるかけがえのない存在である』ということに気付き、表情も明るくなります。
ひかりエコでは誰ひとり、必要でない人はいません。全員が力を合わせて、ようやく作業が完成するからです。
自己効力感から生まれる希望は、社会で生きていくエネルギーとなります。
私たちは、就労支援を通したリカバリーを実践し、メンバーと一歩一歩 未来へと進んでいます。

就労支援におけるリカバリー
施設長 山本 康子

第三号第一様式

（単位：円）

科　　目 当年度末 前年度末 増　　減 科　　目 当年度末 前年度末 増　　減

流動資産 45,472,626 40,035,257 5,437,369 流動負債 6,360,055 3,398,873 2,961,182

  現金預金 34,822,089 30,831,477 3,990,612   事業未払金 812,280 487,823 324,457

  有価証券 20,000 20,000 0   1年以内返済予定設備資金借入金 5,141,000 2,617,000 2,524,000

  事業未収金 10,630,537 9,045,628 1,584,909   預り金 10,107 138,477 -128,370

  立替金 0 138,152 -138,152   職員預り金 396,668 155,573 241,095

固定資産 145,967,399 96,978,858 48,988,541 固定負債 67,549,000 33,418,000 34,131,000

 基本財産 138,815,585 84,934,393 53,881,192   設備資金借入金 67,549,000 33,418,000 34,131,000

  土地 31,060,363 19,364,779 11,695,584   負債の部合計 73,909,055 36,816,873 37,092,182

  建物 102,286,385 65,569,614 36,716,771

  建物付属設備 5,468,837 0 5,468,837 基本金 59,357,540 59,357,540 0

 その他の固定資産 7,151,814 12,044,465 -4,892,651 国庫補助金等特別積立金 0 0 0

  土地 0 4,729,584 -4,729,584 その他の積立金 400,000 400,000 0

  構築物 685,461 780,006 -94,545   変動工賃積立金 400,000 400,000 0

  機械及び装置 266,540 315,000 -48,460 次期繰越活動増減差額 57,773,430 40,439,702 17,333,728

  車輌運搬具 680,217 1,434,731 -754,514 （うち当期活動増減差額） 17,333,728 11,888,428 5,445,300

  器具及び備品 3,412,135 2,592,111 820,024

  建物付属設備 707,461 793,033 -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   純資産の部合計 117,530,970 100,197,242 17,333,728

  資産の部合計 191,440,025 137,014,115 54,425,910   負債及び純資産の部合計 191,440,025 137,014,115 54,425,910

貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

資　　　　産　　　　の　　　　部 負　　　　債　　　　の　　　　部

純　　　資　　　産　　　の　　　部
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唐渡義博 小川和成 赤瀬京子 松山裕子 藤田郁夫

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株式会社

川田美保 横井衣代 飯間彰弘 大島信廣 坂本春美

北谷浩二 合田商事株式会社 香川県建設業組合

アサノ産業株式会社 西山尚志 大和汽工株式会社

ひかりエコ・エンジニアリング後援会 川上敬 山本康子

助成金御礼

活動報告
H29年

9月 日帰り旅行(神戸）

10月 調理（カレーライス作り）

・ボウリング

穴吹パティシエ福祉カレッジ実習生

受け入れ （ ＰＳＷ相談援助実習 ）

（ ＳＷ相談援助実習 ）

11月 うちわ作り体験・予防接種

だんしエコ作業所修繕工事

12月 国分寺作業所開所式・交流会、

高松市監査 (法人、施設）
H30年

1月 初詣・みかん狩り、

だんしエコ作業所交流会

2月 DVD鑑賞・カラオケ・もちつき

3月 日報ビジネス取材

4月 お花見・いちご狩り・２トン車納入

5月 健康診断・スポーツレク

7月 穴吹パティシエ福祉カレッジ実習生

受け入れ(保育体験実習）

津田ドルフィンセンター・カラオケ

8月 防災訓練・健康診断

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伺い致します。
・ 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。

ボウリング大会神⼾⽇帰り旅⾏

ご寄付御礼

靴箱ロッカーテーブル

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。

広大な土地の草刈もＯＫ 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

高齢者宅の片付け

２トントラックが仲間入りしました！

★ 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。

手作業で解体・分別します

(Ｈ29年10月～Ｈ30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

うちわ作り体験

国分寺作業所開所式

スポーツレク

津田ドルフィンセンター

（順不同・敬称略）

ＮＥＷ！！

ＯＡ機器類

食堂で快適に過ごせるようになりました。
ありがとうございました。

剪定作業

布団の梱包・出荷作業

施設外就労

防災訓練

だんしエコ作業所交流会

もちつき

お花⾒

小川議員と！


