
■2018年度までの収支報告

2018年度（2018年1月～12月）

前年度繰越金 12,709,882 関西盲導犬協会寄付 2,000,000

売上の一部（商品1袋につき1円） 8,739,684 日本盲導犬協会寄付 1,000,000

ブルーベリーリボンバッジ収益金　（内、ベリーポイント交換27,000円） 65,429 第2回京都ふれeyeブラインドマラソン協賛費 2,324,075

ベリーポイント交換より寄付 552,030 障がい者活動支援（ベリーポイント交換賞品） 224,400

ヘルスキーパーマッサージ代 2,553,040 児童養護施設支援 68,688

盲導犬ベリー売上金　 5,093 葵プロジェクト寄付 300,000

お客様より寄付 5,870 iPS細胞研究所寄付 200,000

従業員より寄付 93,988 アイバンクミュージカル協賛費の一部 6,000,000

サンタクロース来日費用の一部（渡航費・滞在費） 326,297

ひとみ元気教室活動費用（苗木・果実） 476,246

合　計 24,725,016 合　計 12,919,706

11,805,310

2017年度（2017年1月～12月）

前年度繰越金 10,702,166 関西盲導犬協会寄付 2,400,000

売上の一部（商品1袋につき1円） 10,030,202 日本盲導犬協会寄付 250,000

ブルーベリーリボンバッジ収益金　（内、ベリーポイント交換45,500円） 78,834 第1回京都ふれeyeブラインドマラソン協賛費 1,500,000

ベリーポイント交換より寄付 592,150 障がい者活動支援（ベリーポイント交換賞品） 154,053

ヘルスキーパーマッサージ代 2,670,250 児童養護施設支援 68,688

盲導犬ベリー売上金　 18,983 iPS細胞研究所寄付 200,000

お客様より寄付 7,969 アイバンクミュージカル協賛費の一部 6,000,000

従業員より寄付 76,891 サンタクロース来日費用の一部（渡航費・滞在費） 780,624

ひとみ元気教室活動費用（苗木・果実） 114,198

合　計 24,177,445 合　計 11,467,563

12,709,882

2016年度（2016年1月～12月）

前年度繰越金 7,685,560 京都ライトハウス寄付（車椅子仕様の送迎車寄贈） 1,997,100

売上の一部（商品1袋につき1円） 12,050,023 関西盲導犬協会寄付 2,400,000

ブルーベリーリボンバッジ収益金　（内、ベリーポイント交換23,500円） 147,113 日本盲導犬協会寄付 1,500,000

ベリーポイント交換より寄付 510,835 第2回視覚障がい者東北マラソン大会協賛費 872,196

ヘルスキーパーマッサージ代 3,111,400 パラスポーツ（ローイング）活動支援 500,000

盲導犬ベリー売上金　（内、ベリーポイント交換9,500円） 427,096 障がい者活動支援（ベリーポイント交換賞品） 319,188

お客様より寄付 12,136 児童養護施設交流支援 280,459

従業員より寄付 125,277 熊本地震義援金 370,425

葵プロジェクト寄付 300,000

iPS細胞研究所寄付 200,000

アイバンクミュージカル協賛費の一部 3,000,000

アイバンク愛の光基金管理会寄付 900,000

サンタクロース来日費用の一部（渡航費・滞在費） 379,481

ひとみ元気教室活動費用（苗木・果実） 348,425

合　計 24,069,440 合　計 13,367,274

10,702,166

一縁のeye基金は、健康をサポートする企業として、「一人でも多くの方のお役に立ちたい」「夢に向かって頑張っている人を応援したい」という想いから

2003年1月よりスタートした、わかさ生活の社会貢献活動の礎となる基金です。

皆様からの温かいご支援に、厚くお礼申し上げます。今後とも、一縁のeye基金へのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
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2015年度（2015年1月～12月）

前年度繰越金 ¥12,201,216 京都ライトハウス寄付 ¥2,400,000

売上の一部（商品1袋につき1円） ¥12,315,005 関西盲導犬協会寄付 ¥2,400,000

ブルーベリーリボンバッジ収益金　（内、ベリーポイント交換32,000円） ¥83,000 日本盲導犬協会寄付 ¥1,500,000

ベリーポイント交換より寄付 ¥250,980 第32回視覚障がい者京都マラソン大会協賛費 ¥1,748,376

ヘルスキーパーマッサージ代 ¥2,965,650 第1回視覚障がい者東北マラソン大会協賛費 ¥1,863,135

ブルーベリー苗木販売収益金 ¥58,729 児童養護施設交流支援 ¥1,327,848

盲導犬ベリー売上金 ¥638,000 葵プロジェクト寄付 ¥300,000

お客様より寄付 ¥33,803 iPS細胞研究所寄付 ¥200,000

従業員より寄付 ¥559,540 アイバンクミュージカル協賛費の一部 ¥7,000,000

アイバンク愛の光基金管理会寄付 ¥1,500,000

サンタクロース来日費用の一部 ¥750,000

ひとみ元気教室活動費用（苗木・果実） ¥431,004

合　計 ¥29,105,923 合　計 ¥21,420,363

¥7,685,560

2014年度（2014年1月～12月）

前年度繰越金 ¥19,072,099 京都ライトハウス寄付 ¥2,400,000

売上の一部（商品1袋につき1円） ¥12,490,389 関西盲導犬協会寄付 ¥2,400,000

ブルーベリーリボンバッジ収益金　（内、ベリーポイント交換63,500円） ¥139,000 日本盲導犬協会寄付 ¥1,250,000

ベリーポイント交換より寄付 ¥474,550 第31回視覚障がい者京都マラソン大会協賛費 ¥1,886,961

ヘルスキーパーマッサージ代 ¥2,588,800 児童養護施設交流支援 ¥1,263,221

ブルーベリー苗木販売収益金 ¥123,527 葵プロジェクト寄付 ¥354,000

お客様より寄付 ¥32,943 アイバンクミュージカル協賛費の一部 ¥6,000,000

お取引様より寄付 ¥31,600 アイバンク愛の光基金管理会寄付 ¥600,000

サンタクロース来日費用の一部 ¥1,000,000

ひとみ元気教室活動費用（苗木・果実） ¥597,510

京都府福知山・兵庫県丹波市被災者支援の一部 ¥5,000,000

合　計 ¥34,952,908 合　計 ¥22,751,692

¥12,201,216

2013年度（2013年1月～12月）

前年度繰越金 ¥17,464,426 京都ライトハウス寄付 ¥2,400,000

売上の一部（商品1袋につき1円） ¥13,463,672 関西盲導犬協会寄付 ¥2,400,000

ブルーベリーリボンバッジ収益金　（内、ベリーポイント交換40,500円） ¥177,000 第30回視覚障がい者京都マラソン大会協賛費 ¥1,993,823

ベリーポイント交換より寄付 ¥255,467 児童養護施設交流支援 ¥759,635

ヘルスキーパーマッサージ代 ¥926,250 葵プロジェクト寄付 ¥300,000

ブルーベリー苗木販売収益金 ¥61,045 アイバンクミュージカル協賛費の一部 ¥6,000,000

従業員より寄付 ¥1,766,209 サンタクロース来日費用の一部 ¥1,000,000

ひとみ元気教室活動費用（苗木・果実） ¥145,462

障がい者施設支援 ¥43,050

合　計 ¥34,114,069 合　計 ¥15,041,970

¥19,072,099
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2012年度（2012年1月～12月）

前年度繰越金 ¥14,121,123 京都ライトハウス寄付 ¥2,400,000

売上の一部（商品1袋につき1円） ¥13,511,404 関西盲導犬協会寄付 ¥2,400,000

ブルーベリーリボンバッジ収益金 ¥67,500 第29回視覚障がい者京都マラソン大会協賛費 ¥1,996,980

ヘルスキーパーマッサージ代 ¥809,300 児童養護施設交流支援 ¥122,366

女子プロ野球開幕戦観戦ツアー参加費 ¥111,000 葵プロジェクト寄付 ¥300,000

ブルーベリーアイ誕生見学ツアー参加費 ¥72,000 アイバンクミュージカル協賛費の一部 ¥3,000,000

従業員より寄付 ¥60,000 サンタクロース来日費用の一部 ¥1,000,000

ひとみ元気教室活動費用（苗木・果実） ¥68,555

合　計 ¥28,752,327 合　計 ¥11,287,901

¥17,464,426

2011年度（2011年1月～12月）

前年度繰越金 ¥11,333,632 京都ライトハウス寄付 ¥2,400,000

売上の一部（商品1袋につき1円） ¥13,164,859 関西盲導犬協会寄付 ¥2,400,000

ブルーベリーリボンバッジ収益金 ¥78,000 第28回視覚障がい者京都マラソン大会協賛費 ¥1,835,586

書籍売上 ¥13,500 児童養護施設交流支援 ¥657,439

ヘルスキーパーマッサージ代 ¥814,250 葵プロジェクト寄付 ¥300,000

ブルーベリー苗木販売収益金 ¥4,625 アイバンクミュージカル協賛費の一部 ¥3,000,000

ブルーベリー摘みツアー参加費 ¥120,000 サンタクロース来日費用の一部 ¥1,000,000

ブルーベリーアイ誕生見学ツアー参加費 ¥81,000

チャリティミュージカル募金 ¥55,372

従業員より寄付 ¥48,910

合　計 ¥25,714,148 合　計 ¥11,593,025

¥14,121,123

2010年度（2010年1月～12月）

前年度繰越金 ¥7,412,957 京都ライトハウス寄付 ¥2,400,000

売上の一部（商品1袋につき1円） ¥11,422,501 関西盲導犬協会寄付 ¥2,000,000

売上の一部（メルマガ登録者1件につき1円） ¥256,501 第27回視覚障がい者京都マラソン大会協賛費 ¥1,877,036

ブルーベリーリボンバッジ収益金 ¥860,500 児童養護施設交流支援 ¥792,650

書籍売上 ¥2,394,109 葵プロジェクト寄付 ¥315,000

ヘルスキーパーマッサージ代 ¥371,750 アイバンクミュージカル協賛費の一部 ¥3,000,000

サンタクロース来日費用の一部 ¥1,000,000

合計 ¥22,718,318 合計 ¥11,384,686

¥11,333,632

2009年度（2009年1月～12月）

前年度繰越金 ¥6,326,121 京都ライトハウス寄付 ¥2,400,000

売上の一部（商品1袋につき1円） ¥11,720,711 関西盲導犬協会寄付 ¥2,400,000

メルマガ登録者（1件につき1円）※2009年8月～2010年12月 ¥58,345 第26回視覚障がい者京都マラソン大会協賛費 ¥2,209,760

児童養護施設交流支援 ¥682,460

アイバンクミュージカル協賛費の一部 ¥3,000,000

合　計 ¥18,105,177 合　計 ¥10,692,220

¥7,412,957
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2008年度（2008年1月～12月）

前年度繰越金 ¥2,699,479 京都ライトハウス寄付 ¥2,400,000

売上の一部（商品1袋につき1円） ¥11,522,066 関西盲導犬協会寄付 ¥2,400,000

第25回視覚障がい者京都マラソン大会協賛費 ¥1,991,204

児童養護施設交流支援 ¥1,004,220

京都市内ボランティア団体寄付 ¥100,000

合　計 ¥14,221,545 合　計 ¥7,895,424

¥6,326,121

2007年度（2007年1月～12月）

前年度繰越金 ¥457,295 京都ライトハウス寄付 ¥2,400,000

売上の一部（商品1袋につき1円） ¥10,394,756 関西盲導犬協会寄付 ¥2,400,000

第24回視覚障がい者京都マラソン大会協賛費 ¥1,998,955

児童養護施設交流支援 ¥1,268,717

京都市内幼稚園寄贈品代 ¥84,900

合　計 ¥10,852,051 合　計 ¥8,152,572

¥2,699,479

2006年度（2006年1月～12月）

前年度繰越金 ¥1,424,900 京都ライトハウス寄付 ¥2,400,000

売上の一部（商品1袋につき1円） ¥9,165,499 関西盲導犬協会寄付 ¥2,400,000

第23回視覚障がい者京都マラソン大会協賛費 ¥1,980,758

児童養護施設交流支援 ¥1,476,591

チャリティーコンサート開催費用 ¥1,875,755

合　計 ¥10,590,399 合　計 ¥10,133,104

¥457,295

2005年度（2005年1月～12月）

前年度繰越金 ¥0 京都ライトハウス寄付 ¥3,079,481

売上の一部（商品1袋につき1円） ¥7,583,862 関西盲導犬協会寄付 ¥3,079,481

合　計 ¥7,583,862 合　計 ¥6,158,962

¥1,424,900

2004年度（2004年1月～12月）

前年度繰越金 ¥0 京都ライトハウス寄付 ¥2,715,676

売上の一部（商品1袋につき1円） ¥5,431,352 関西盲導犬協会寄付 ¥2,715,676

合　計 ¥5,431,352 合　計 ¥5,431,352

¥0

2003年度（2003年1月～12月）

売上の一部（商品1袋につき1円） ¥4,542,021 京都ライトハウス寄付 ¥2,271,010

関西盲導犬協会寄付 ¥2,271,011

合　計 ¥4,542,021 合　計 ¥4,542,021

¥0
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