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平成30年度決算報告

2019年春から国分寺作業所での活動が本格的に始まりました。緑豊かな国分寺町に建てられた明るく広々とし
た作業所には、メンバーの溌剌とした声が飛び交い、リラックスした笑顔が溢れています。広さを活かし、作
業中の人と人との距離が十分に確保されいるところ、また、ノルマがなく、その人のペースで作業に取り組むこ
とができ、ストレスが感じられにくいところがこの作業所の強みです。
秋には交流会を開き、地域の方やお世話になっている皆様にご来場頂き、お餅つきやダンスなどの楽しい時間

を共有することができました。お忙しい中、お集まり下さった皆様に感謝申し上げます。メンバーも、この日に
備えて準備を重ね、当日は大変な張り切りようでした。共に過ごした方々には、メンバーがごく当たり前に、地
域で生活している「人」であることを実感して頂けたと存じます。私たちは皆、同じ時代、同じ場所に生かされ
た命であり、幸せに暮らしたい思いに変わりはありません。
社会福祉法人ひかりエコ・エンジニアリング会は、15年前に高松市檀紙町の小規模作業所からスタートし、少

しずつ規模を拡大してきました。事業が軌道に乗るまでにはご心配ご迷惑をおかけしたこともありますが、その
度に必ず支えて下さる方に出会えました。温かく見守り、支援して下さった多くの方々への感謝の気持ちは忘れ
ることがありません。人と人が出会い、つながり、深まり、福祉の心は広がっていると実感しております。
これからも、メンバーが地域で幸せを感じながら安心して生活できるように 日々実践を積み重ねて参ります

ので、ご理解ご協力のほど宜しくお願い致します。

出会い、つながる支援 施設長（ＰＳＷ） 山本 康子
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国分寺作業所交流会の様子

・四国繊維販売株式会社
・伊丹産業株式会社
・コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社
・中央電設株式会社
・光洋産業株式会社
・一光電機株式会社
・東邦電機工業株式会社
・株式会社竹中工務店
・株式会社石垣
・高徳電化株式会社
・綜合警備保障株式会社
・株式会社香建
・株式会社タカハタ
・サンコー株式会社
・ＹＫＫＡＰ株式会社
・株式会社ウエイ企画
・株式会社グランド商事・アドバンス
・株式会社リソーシズ
・奈良電機重工株式会社
・綾田電機株式会社
・昭和電装株式会社
・有限会社おはら
・有限会社アイテックス
・アサヒプリテック株式会社
・うつぼ商事株式会社
・永輝商事株式会社
・大和スレ－ト株式会社
・共栄会館
・有限会社松栄
・有限会社鹿庭産商
・エビス紙料株式会社
・番の州エコサービス株式会社

・高松市役所
・香川県庁
・香川県東讃農業改良普及センター
・香川県東讃保健福祉事務所
・香川県中讃土木事務所
・香川県警察本部
・香川県子ども女性相談センター
・高松港湾空港整備事務所
・香川県立白鳥病院
・社会福祉法人香川県手をつなぐ育成会
・香川県遊技業協同組合
・西部クリーンセンター
・大和汽工株式会社
・柴田和典税理士事務所
・井出様
・山口様
・小林様
・大川様
・川田様
・戸塚様
・菱井様
・吉田様
・大越様
・常田様
・亀山様
・池内様
・中山様
・仁木様
・三枝様
・山本様

（敬称略・順不同）

（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 55,791,901 45,472,626 10,319,275 流動負債 7,175,888 6,360,055 815,833

　　現⾦預⾦ 44,318,609 34,822,089 9,496,520 　　事業未払⾦ 975,685 812,280 163,405

　　有価証券 20,000 20,000 0 　　１年以内返済予定設備資⾦借⼊⾦ 5,557,000 5,141,000 416,000

　　事業未収⾦ 11,281,536 10,630,537 650,999 　　預り⾦ 6,124 10,107 -3,983

　　未収⾦ 171,756 0 171,756 　　職員預り⾦ 637,079 396,668 240,411

固定資産 141,763,815 145,967,399 -4,203,584 固定負債 61,992,000 67,549,000 -5,557,000

　基本財産 134,286,894 138,815,585 -4,528,691 　　設備資⾦借⼊⾦ 61,992,000 67,549,000 -5,557,000

　　土地 31,060,363 31,060,363 0 負債の部合計 69,167,888 73,909,055 -4,741,167

　　建物 98,130,348 102,286,385 -4,156,037

　　建物付属設備 5,096,183 5,468,837 -372,654 基本⾦ 59,357,540 59,357,540 0

その他の固定資産 7,476,921 7,151,814 325,107 　　基本⾦ 59,357,540 59,357,540 0

　　構築物 590,916 685,461 -94,545 その他の積⽴⾦ 400,000 400,000 0

　　機械及び装置 218,080 266,540 -48,460 　　変動⼯賃積⽴⾦ 400,000 400,000 0

　　⾞輌運搬具 1,469,368 680,217 789,151 次期繰越活動増減差額 68,630,288 57,773,430 10,856,858

　　器具及び備品 3,176,668 3,412,135 -235,467 （うち当期活動増減差額） 10,856,858 17,333,728 -6,476,870

　　建物付属設備 621,889 707,461 -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 128,387,828 117,530,970 10,856,858

資産の部合計 197,555,716 191,440,025 6,115,691 負債及び純資産の部合計 197,555,716 191,440,025 6,115,691

貸借対照表

資産の部 負債の部

純資産の部

　　　　　　　　　　平成31年3⽉31⽇現在

ご協力いただいた皆様 ありがとうございました
（H30.9～R1.9）



高松南ロータリークラブ 株式会社Ａrtisan 矢野皮膚科クリニック

株式会社光本板金工業所 株式会社星電 有限会社松栄

株式会社グランド商事・アドバンス 香川県建設業組合

アサノ産業株式会社 大和汽工株式会社 小川和成 赤瀬京子

木村幸博 綾田正子 伊達悦子 北谷浩二 杉本郁夫 川田美保

横井衣代 飯間章弘 大島信廣 坂本春美 大平和徳

川上敬 山本康子

活動報告

H30年

10月 ・大西高松市長激励訪問

・国分寺作業所交流会

・ 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 ）

（保育体験実習 ）

11月 ・予防接種

12月 ・だんしエコ作業所交流会

・カラオケ

H31年

1月 ・初詣 (田村神社）

・善通寺巡り

2月 ・DVD鑑賞・カラオケ

3月 ・年度末お疲れ様の食事会

4月 ・お花見・いちご狩り

5月 ・健康診断

・スポーツレクリエーション

7月 ・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 ）

・ボウリング大会・カラオケ

8月 ・カラオケ・健康診断

9月 ・日帰り旅行

(グリコピア・カワサキワールドなど）

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。

★ひかりエコでは、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。

白熱の風船バレー

ご寄付御礼

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。

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

ＳＳＤカードも瞬時に完全物理破壊します！

★ 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。

手作業で確実に解体・分別します

(Ｈ30年10月～Ｒ1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

トマトのパック詰めを始めました。

善通寺散策

（順不同・敬称略）

給湯器

施設外就労

今年も栗林公園
へお花⾒に出か
けました。

2019年の⽇帰りバス旅⾏は神⼾に⾏きました。楽しい1⽇でした！！

料理男⼦ テッパン！カレーライス お疲れ様♪のお食事会

カワサキワールドでバイク試乗 超美味 神⼾⽜の⾼級ステーキ！！ グリコピアにて ポーズ❤

2台目ハイエースが仲間入りしました。
引き取りに、送迎にと大活躍です。

事務所の移動

ＮＥＷ！！

ＮＥＷ！！

電線

ＮＥＷ！！

ＯＡ機器・パソコン解体

メディアクラッシャー導入

布団の梱包・出荷作業


