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令和元年度決算報告

今なおコロナ禍にありますが、だんしエコ作業所では、皆元気で、変わらず仕事に取
り組むことができました。当たり前に生活して仕事ができることに幸せを感じ、改めて
感謝する毎日です。

令和3年1月発行

第40号・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
・株式会社真屋商店
・中央電設株式会社
・吉野川電線株式会社
・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
・有限会社アイテックス
・アサヒプリテック株式会社
・エーワンセキュリティサービス
・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
・有限会社いずみや
・株式会社コンダクト
・成友株式会社
・株式会社T-NET vigla

・高松市役所
・香川県庁
・香川県東讃土地改良事務所
・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
・香川県警察本部
・香川県子ども女性相談センター
・香川県精神保健福祉センター
・香川県パスポートセンター
・香川県立高等技術学校
・高松港湾空港技術調査事務所
・高松港湾空港整備事務所
・香川県埋蔵文化財センター
・香川県府中果樹研究所
・香川県教育委員会
・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
・公益財団法人 香川県身体障害者団体連合会
・公益財団法人 香川県消防協会
・公益財団法人 社会福祉士会
・社会福祉法人 香川県社会福祉協議会
・社会福祉法人 朝日園
・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
・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
・シンサクメタル株式会社
・株式会社浜屋
・藤田剛様

当年度末 前年度末 増減 当年度末 前年度末 増減
流動資産 58,802,234 55,791,901 3,010,333 流動負債 7,093,437 7,175,888 -82,451

　　現⾦預⾦ 46,080,294 44,318,609 1,761,685 　　事業未払⾦ 1,103,619 975,685 127,934

　　有価証券 20,000 20,000 0 　　１年以内返済予定設備資⾦借⼊⾦ 5,280,000 5,557,000 -277,000

　　事業未収⾦ 12,544,854 11,281,536 1,263,318 　　預り⾦ 0 6,124 -6,124

　　未収⾦ 157,086 171,756 -14,670 　　職員預り⾦ 264,518 637,079 -372,561

　　未払い消費税等 445,300 0 445,300

固定資産 140,735,634 141,763,815 -1,028,181 固定負債 56,712,000 61,992,000 -5,280,000

　基本財産 129,758,203 134,286,894 -4,528,691 　　設備資⾦借⼊⾦ 56,712,000 61,992,000 -5,280,000

　　土地 31,060,363 31,060,363 0 負債の部合計 63,805,437 69,167,888 -5,362,451

　　建物 93,974,311 98,130,348 -4,156,037

　　建物付属設備 4,723,529 5,096,183 -372,654 基本⾦ 59,357,540 59,357,540 0

その他の固定資産 10,977,431 7,476,921 3,500,510 　　基本⾦ 59,357,540 59,357,540 0

　　構築物 496,371 590,916 -94,545 その他の積⽴⾦ 400,000 400,000 0

　　機械及び装置 169,620 218,080 -48,460 　　変動⼯賃積⽴⾦ 400,000 400,000 0

　　⾞輌運搬具 2,770,159 1,469,368 1,300,791 次期繰越活動増減差額 75,974,891 68,630,288 7,344,603

　　器具及び備品 4,834,964 3,176,668 1,658,296 （うち当期活動増減差額） 7,344,603 10,856,858 -3,512,255

　　建設仮勘定 770,000 0 770,000

　　建物付属設備 536,317 621,889 -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 135,732,431 128,387,828 7,344,603

資産の部合計 199,537,868 197,555,716 1,982,152 負債及び純資産の部合計 199,537,868 197,555,716 1,982,152

資産の部 負債の部

純資産の部

ご協力いただいた皆様 ありがとうございました
（R1.10～R3.1）

市営住宅家電引取り

市立幼稚園引取り封筒ラベル貼り

ミニトマトパック詰め HDD現地破壊

企業様
産業廃棄物引取り

農作業

四国繊維販売㈱様 現場作業

法人本部・国分寺作業所

・樫原様
・城様
・山下様
・真砂様
・原口様
・黒崎様
・岡内様
・井坂様
・川上様
・杉田様
・河村様
・太田様
・馬場様
・溝渕様
・尾道様
・大川様

（敬称略・順不同）



四国アセチレン工業株式会社 株式会社タカハタ

有限会社アイテックス 株式会社Ａrtisan

光洋産業株式会社 株式会社光本鈑金工業所

株式会社星電 大和汽工株式会社

田川海南子 真屋正明 木村幸博 赤瀨京子 飯間章弘

上田ひとみ 北谷浩二 横井衣代 川田美保 杉本郁夫

河瀬貴光 坂本春美 山本恵三 川上敬

活動報告 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。

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！(R1年10月～Ｒ2年12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

（順不同・敬称略）

給湯器

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業

電線

ＯＡ機器・パソコン解体

メディアクラッシャー

情報漏洩対策（ＰＣハードディスク破壊）の価格表

（１）解体費用（ハードディスク処理証明書付） （消費税は別途要）

パソコン本体 ・・・・・ 1,500 円/1台

ノートパソコン ・・・・・ 2,000 円/1台

液晶ディスプレイ ・・・・・ 2,000 円/1台

キーボード ・・・・・ 500 円/1台

マウス ・・・・・ 500 円/1台

プリンター ・・・・・ 2,000 円/1台～

他パソコン・ＯＡ機器 ・・・・・ 別途お見積りします

収集運搬費 ・・・・・ 3,000 円/1回 ※処理費が5,000円未満の場合

（2）ハードディスク破壊出張料金

ハードディスク取り出し・処理・・・1回10,000円/10台、後10台毎10,000円(100台/100,000円)

バーコード読み取りの場合 100台以上は7,000円/10台

※例 100台＝100,000円 200台＝170,000円

（3）ハードディスク破壊出張料金

パソコンを引き取る場合・・・ 1回3,000円/10台、後10台毎3,000円

※別途処理費必要

R元年

10月 ・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 ）

・中部養護学校実習生受け入れ

11月 ・予防接種

・中津万象園散策

・消防設備点検

12月 ・だんしエコ作業所交流会

・木下大サーカス観覧

・DVD鑑賞会

・大掃除

R2年

1月 ・初詣 (岩田神社）とお雑煮

・善通寺巡り

・ 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 ）

2月・ボウリング大会

3月 ・年度末お疲れ様の食事会

・理事会 ・評議員会

5月 ・監事監査 ・理事会

6月 ・評議員会

10月・橘ノ丘総合運動公園

11月・中津万象園、丸亀美術館

12月・クリスマス会

R3年

1月・初詣

※新型コロナウィルス感染拡大防止の為、

旅行、交流会は中止しました。

石村嘉成画伯と一緒に♪

公園を散策しました！

ボウリング大会！

仲良し♡

感染予防をしっかりして、
クリスマス会を行いました�

中津万象園

初詣

⾼松市共同募⾦委員会様

助成していただき
ありがとうございました︕

(公財)百⼗四銀⾏社会福祉財団様

車椅子をいただき、
安心してお出かけ
ができるようになり
ました！

非接触体温計、

ボッチャ一式、台車、
扇風機、デジカメ等
たくさんいただきまし
た！

NEW!!

Webカメラ、

集音マイクによ
り檀紙－国分寺
間のリモート会
議が可能になり
ました！

瓦割り！


