■更新履歴
更新年月日

２０１２年１０月１２日

更新内容

2022年5月19日

・法人に関する基礎情報（会社概要）更新
・運搬施設の種類及び数量、低公害車の導入状況の更新
・直前三年間の産業廃棄物の受入量・運搬量更新
・直前三事業年度の財務諸表更新 令和３年度追加
・法人に関する基礎情報（組織図）の更新
・産業廃棄物収集運搬業許可証／愛媛県更新許可
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証／愛媛県更新

2022年3月9日

・運搬施設の種類及び数量、低公害車の導入状況の更新
・産業廃棄物収集運搬業許可証／三重県更新許可
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証／三重県更新
・産業廃棄物収集運搬業許可証／和歌山県更新許可
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証／和歌山県更新
・会社概要 所要設備 車輌関連設備の更新
・特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可範囲一覧更新

2021年7月13日

・運搬施設の種類及び数量、低公害車の導入状況の更新
・産業廃棄物収集運搬業許可証／岐阜県更新許可
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証／岐阜県更新
・優良産廃処理業者認定制度に基づく情報公開 役員等の更新
・優良産廃処理業者認定制度に基づく情報公開 事業の内容等の更新
・会社概要 所要設備 車輌関連設備の更新
・産業廃棄物収集運搬業 許可範囲一覧更新
・特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可範囲一覧更新

2021年5月20日

・法人に関する基礎情報（会社概要）の更新
・法人に関する基礎情報（組織図）の更新
・直前三事業年度の財務諸表更新 令和２年度追加
・直前三年間の産業廃棄物の受入量・運搬量更新
・運搬施設の種類及び数量、低公害車の導入状況の更新

2021年4月27日

・産業廃棄物収集運搬業 許可範囲一覧更新
・特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可範囲一覧更新
・産業廃棄物収集運搬業許可証／北九州市更新許可
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証／北九州市更新
・運搬施設の種類及び数量、低公害車の導入状況の更新

2021年3月10日

・産業廃棄物収集運搬業 許可範囲一覧更新
・特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可範囲一覧更新
・産業廃棄物収集運搬業許可証／京都府更新許可
・産業廃棄物収集運搬業許可証／高知県更新許可
・産業廃棄物収集運搬業許可証／富山県更新許可
・運搬施設の種類及び数量、低公害車の導入状況の更新

2021年1月15日

・産業廃棄物収集運搬業 許可範囲一覧更新
・特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可範囲一覧
・産業廃棄物収集運搬業許可証／大阪府更新許可
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証／
・産業廃棄物収集運搬業許可証／徳島県更新許可
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証／徳島県更新
・産業廃棄物収集運搬業許可証／香川県更新許可
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証／

情報公開

■更新履歴
更新年月日

２０１２年１０月１２日

情報公開

更新内容

2020年11月18日

・産業廃棄物収集運搬業 許可範囲一覧更新
・特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可範囲一覧更新
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証／高知県更新
・会社概要 所要設備／車輌関連設備の更新
・運搬施設の種類及び数量、低公害車の導入状況の更新

2020年05月21日

・運搬施設の種類及び数量、低公害車の導入状況の更新
・法人に関する基礎情報（会社概要）の更新
・法人に関する基礎情報（組織図）の更新
・業務を所掌する組織・人員配置更新
・直前三事業年度の財務諸表更新 2019年度追加 2016年度削除
・産業廃棄物の受入量（運搬量）の更新 2019年度追加 2015年度削除
・産業廃棄物収集運搬業 許可範囲一覧更新
・特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可範囲一覧更新
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証／島根県更新

2020年04月16日

・法人に関する基礎情報（会社概要）の更新
・運搬施設の種類及び数量の更新
・低公害車の導入状況更新

2020年02月28日

・特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可範囲一覧更新
・産業廃棄物収集運搬業 許可範囲一覧更新
・運搬施設の種類及び数量の更新
・低公害車の導入状況の更新
・産業廃棄物収集運搬業許可証／滋賀県更新許可
・法人に関する基礎情報（会社概要）の更新
・法人に関する基礎情報（組織図）の更新

2020年01月24日

・ＩＳＯ14001審査登録証更新
・安全性優良事業所認定証 岡山営業所更新
・安全性優良事業所認定証 美咲営業所追加
・低公害車の導入状況更新

2019年11月25日

・会社概要 所要設備／車輌関連設備の更新
・会社概要 所要設備／産業廃棄物 許認可の更新
・運搬施設の種類及び数量の更新
・法人に関する基礎情報（会社概要）の更新
・法人に関する基礎情報（事業計画概要）の更新

■更新履歴

２０１２年１０月１２日

更新年月日

更新内容

2019年10月16日

・電子マニフェスト加入状況更新
・産業廃棄物収集運搬業許可証
／三重県更新許可
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証／三重県更新許可
・産業廃棄物収集運搬業許可証
／北九州市更新許可
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証／北九州市更新許可
・産業廃棄物収集運搬業許可証
／岐阜県更新許可
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証／岐阜県更新許可
・産業廃棄物収集運搬業許可証
／高知県更新許可
・産業廃棄物収集運搬業許可証
／奈良県更新許可
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証／奈良県更新許可
・産業廃棄物収集運搬業許可証
／鳥取県更新許可
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証／鳥取県更新許可
・産業廃棄物収集運搬業許可証
／和歌山県更新許可
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証／和歌山県更新許可

2019年09月02日

・法人に関する基礎情報（会社概要）更新
・建設業の許可証削除
・産業廃棄物収集運搬業許可証
／愛知県更新許可
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証／愛知県更新許可
・産業廃棄物収集運搬業許可証
／愛媛県更新許可
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証／愛媛県更新許可
・産業廃棄物収集運搬業許可証
／岡山県更新許可
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証／岡山県更新許可
・産業廃棄物収集運搬業許可証
／岡山市更新許可
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証／岡山市更新許可
・産業廃棄物収集運搬業許可証
／岐阜県更新許可
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証／岐阜県更新許可
・産業廃棄物収集運搬業許可証
／京都府更新許可
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証／京都府更新許可
・産業廃棄物収集運搬業許可証
／広島県更新許可
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証／広島県更新許可
・産業廃棄物収集運搬業許可証
／香川県更新許可
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証／香川県更新許可
・産業廃棄物収集運搬業許可証
／高知県更新許可
・産業廃棄物収集運搬業許可証
／三重県更新許可
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証／三重県更新許可
・産業廃棄物収集運搬業許可証
／山口県更新許可
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証／山口県更新許可
・産業廃棄物収集運搬業許可証
／滋賀県更新許可
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証／滋賀県更新許可
・産業廃棄物収集運搬業許可証
／大阪府更新許可
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証／大阪府更新許可
・産業廃棄物収集運搬業許可証
／鳥取県更新許可
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証／鳥取県更新許可
・産業廃棄物収集運搬業許可証
／島根県更新許可
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証／島根県更新許可
・産業廃棄物収集運搬業許可証
／島根県更新許可
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証／島根県更新許可
・産業廃棄物収集運搬業許可証
／奈良県更新許可
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証／奈良県更新許可
・産業廃棄物収集運搬業許可証
／富山県更新許可
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証／富山県更新許可
・産業廃棄物収集運搬業許可証
／福井県更新許可
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証／福井県更新許可
・産業廃棄物収集運搬業許可証
／兵庫県更新許可
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証／兵庫県更新許可
・産業廃棄物収集運搬業許可証
／北九州市更新許可
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証／北九州市更新許可
・産業廃棄物収集運搬業許可証
／和歌山県更新許可
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証／和歌山県更新許可

情報公開

■更新履歴
更新年月日

2019年05月22日

2019年04月02日

２０１２年１０月１２日

情報公開

更新内容
・法人に関する基礎情報（会社概要）
・運搬施設の種類、数量
・低公害車の導入状況
・産業廃棄物の受入量（運搬量）の更新 2014年度削除、2018年度追加
・直前三事業年度の財務諸表更新 平成27年度削除、平成30年度追加
・組織図、人員配置
・京都府特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証
・産業廃棄物収集運搬業許可範囲一覧表
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可範囲一覧表

・産業廃棄物許可範囲一覧の更新
・特別管理産業廃棄物許可範囲一覧の更新
・運搬施設の種類及び数量、低公害車の導入状況の更新
・所要設備 車両関連設備の更新
・ISO環境理念の追加

2019年03月19日

・ISO環境方針の公表
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証・広島県更新許可

2018年10月25日

・運搬施設の種類及び数量、低公害車の導入状況の更新
・産業廃棄物収集運搬業許可証・岡山県変更許可
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証・岡山県変更許可

2018年05月23日

・法人に関する基礎情報（会社概要）更新
・運搬施設の種類及び数量、低公害車の導入状況の更新
・直前三年間の産業廃棄物の受入量・運搬量更新
・直前三事業年度の財務諸表更新
・業務を所掌する組織・人員配置更新
・産業廃棄物収集運搬業許可証・広島県更新許可
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証・広島県更新許可
・産業廃棄物収集運搬業許可証・愛知県更新許可

2018年03月26日

・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証・鳥取県更新許可
・産業廃棄物許可範囲一覧の更新
・特別管理産業廃棄物許可範囲一覧の更新
・2017（平成29）年度受入量（運搬量）実績の12月分年度修正
・運搬施設の数量（車輌一覧表）岡山100き1028の最大積載量の修正

2018年01月24日

・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証・兵庫県更新許可
・産業廃棄物収集運搬業許可証・鳥取県更新許可
・産業廃棄物の受入量・運搬量の更新（平成29年度の追記）

■更新履歴
更新年月日

2017年12月29日

２０１２年１０月１２日

情報公開

更新内容
・産業廃棄物収集運搬業許可証・富山県更新許可
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証・富山県更新許可
・産業廃棄物収集運搬業許可証・奈良県更新許可
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証・奈良県更新許可
・産業廃棄物収集運搬業 許可範囲一覧表更新
・特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可範囲一覧表更新
・ＩＳＯ14001審査登録証更新
・（特別管理）産業廃棄物収集運搬業の許可取得一覧表追記
・会社概要の更新
・組織図の更新

2017年11月07日

・産業廃棄物の受入量・運搬量の更新（平成29年度上半期の追記）

2017年09月28日

・岡山営業所内積替保管施設の設置に伴い
産業廃棄物収集運搬業許可証・岡山市新規許可取得
・岡山営業所内積替保管施設の設置に伴い
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証・岡山市許可取得
・産業廃棄物収集運搬業許可証・岡山県更新許可取得

2017年05月24日

・法人に関する基礎情報（会社概要）更新
・運搬施設の種類及び数量の更新
・直前三年間の産業廃棄物の受入量・運搬量更新
・直前三事業年度の財務諸表更新
・業務を所掌する組織・人員配置更新

2017年03月09日

・ＩＳＯ14001審査登録証更新
・運搬施設に関する事項の更新

2016年12月15日

・産業廃棄物収集運搬業許可証・福井県更新許可
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証・福井県更新許可
・産業廃棄物収集運搬業許可証・愛媛県変更（取扱う産業廃棄物の品目追加）

2016年09月10日

・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証・岡山県変更
（取り扱う特別管理産業廃棄物に係る限定の変更）
・産業廃棄物収集運搬業許可証・和歌山県新規許可
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証・和歌山県新規許可
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証・兵庫県変更
（取り扱う特別管理産業廃棄物に係る限定の変更）

2016年06月17日

・法人に関する基礎情報（会社概要）変更（岡山営業所移転）

2016年05月25日

・産業廃棄物収集運搬業許可証・島根県更新
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証・島根県更新
・法人に関する基礎情報（会社概要）更新
・運搬施設の種類及び数量の更新
・直前三年間の産業廃棄物の受入量・運搬量更新
・直前三事業年度の財務諸表更新
・業務を所掌する組織・人員配置更新

2016年02月25日

・産業廃棄物収集運搬業許可証・北九州市更新
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証・北九州市更新
・一般建設業の許可更新
・運搬施設の種類及び数量の更新
・低公害車の導入の状況更新

2016年01月12日

・産業廃棄物収集運搬業許可証・山口県更新
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証・山口県更新
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証・京都府更新
・安全性優良事業所認定証・美咲営業所更新
・安全性優良事業所認定証・岡山営業所更新

■更新履歴

２０１２年１０月１２日

更新年月日

情報公開

更新内容

2015年12月15日

・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証・滋賀県更新
・産業廃棄物収集運搬業許可証・兵庫県更新
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証・滋賀県変更
（品目追加：廃油1,4-ジオキサン）

2015年11月5日

・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証・愛知県更新
・2015年度受入量・運搬量の追記

2015年9月25日

・産業廃棄物収集運搬業許可証・徳島県変更（品目追加の取得）
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証・岡山県更新
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証・滋賀県変更
（品目追加の取得）

2015年7月29日

・会社概要（代表者・役員等）の更新
・（特別管理）産業廃棄物収集運搬業の許可一覧表の更新
・（特別管理）産業廃棄物取集運搬業の許可取得一覧表の修正

2015年7月16日

・産業廃棄物収集運搬業許可証・福井県変更（優良確認の取得）
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証・福井県変更
（優良確認、品目追加の取得）
・（特別管理）産業廃棄物許可の合理化に伴う取得許可一覧の
一部許可証の削除

2015年6月5日

・平成２６年度受入量（運搬量）実績報告（旧年度との差換え）
・平成２６年度財務諸表の報告（旧年度との差換え）
・組織図及び人員配置の更新
・産業廃棄物収集運搬業許可証・愛媛県更新
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証・愛媛県更新
・産業廃棄物収集運搬業許可証・香川県変更（品目追加の取得）

2015年1月9日

・会社概要の変更につき差換え
・事業計画の概要の変更につき差換え
・運搬施設に関する事項の変更につき差換え
・組織図の変更につき差換え

2014年12月13日

・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証・滋賀県変更につき差換え
（品目追加 廃ポリ塩化ビフェニル等/ポリ塩化ビフェニル汚染物の取得）
・産業廃棄物収集運搬業許可証・滋賀県更新につき差換え

2014年 8月13日

・産業廃棄物収集運搬業許可証・三重県更新につき差換え
（優良認定の取得）
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証・三重県更新につき差換え
（優良認定の取得）
・産業廃棄物収集運搬業許可証・岐阜県更新につき差換え
（優良認定の取得）
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証・岐阜県更新につき差換え
（優良認定の取得）

2014年 5月31日

・平成２５年度受入量（運搬量）実績報告（旧年度との差換え）
・平成２５年度財務諸表の報告（旧年度との差換え）
・会社概要の変更（監査役１名退任、取締役１名及び監査役１名就任）
・産業廃棄物収集運搬業許可証・和歌山市更新につき差換え
（優良認定の取得）

2014年 5月2日

・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証・和歌山市更新につき差換え
（優良認定の取得）
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証、京都府変更につき差換え
（廃ＰＣＢ等、ＰＣＢ汚染物の取得）

2014年 3月31日

・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証、徳島県変更につき差換え
（1・４－ジオキサンの取得）

■更新履歴

２０１２年１０月１２日

更新年月日

情報公開

更新内容
・会社概要の変更（記載事項の修正）
・組織図の変更（人員配置図の修正）
・運搬施設の数量、低公害車の導入の状況変更（数量追加に伴う修正）

2014年 1月30日

・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証・奈良県変更につき差換え
（廃ＰＣＢ等、ＰＣＢ汚染物の取得）
・産業廃棄物収集運搬業許可証・高知県更新につき差換え
（優良認定の取得）
・産業廃棄物収集運搬業許可証・兵庫県変更につき差換え
（品目の取得）
・産業廃棄物収集運搬業許可証・徳島県更新につき差換え
（優良確認の取得）
・産業廃棄物収集運搬業許可証・京都府更新につき差換え
（優良確認の取得）

2014年 1月14日

・産業廃棄物収集運搬業許可証・香川県更新につき差換え
（優良確認の取得）
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証・香川県更新につき差換え
（優良確認の取得）
・産業廃棄物収集運搬業許可証・広島県変更につき差換え
（品目の取得）
・ＩＳＯ14001審査登録証・審査登録証付属書の更新につき差換え
・会社概要の産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物許可一覧
（品目の追加等）
・産業廃棄物収集運搬業許可証・鳥取県変更
（優良確認の取得）
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証・鳥取県変更につき差換え
（優良確認、廃PCB等、PCB汚染物の取得）
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証・愛知県変更
（廃PCB等、PCB汚染物の取得）

2013年 11月6日

・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証・島根県変更
（廃PCB等、PCB汚染物の取得）
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証・徳島県更新・変更
（優良確認、廃PCB等、PCB汚染物の取得）
・産業廃棄物収集運搬業許可証・大阪府更新・変更
（優良確認の取得）
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証・大阪府更新・変更
（優良確認、廃PCB等、PCB汚染物の取得）
・会社概要の更新

2013年 10月8日

・組織、人員配置の更新
・産業廃棄物処理業の許可証一覧の訂正・高知県
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証・山口県変更につき差換え
（優良確認の取得）
・産業廃棄物収集運搬業許可証・山口県変更につき差換え

2013年 9月4日

（優良確認の取得）
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証・岐阜県変更
（廃PCB等、PCB汚染物及び有害物質の追加1.4-ジオキサンの取得
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証・香川県変更
（廃PCB等、PCB汚染物の取得）

■更新履歴

２０１２年１０月１２日

更新年月日

情報公開

更新内容
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証・愛知県変更につき差換え
（優良確認取得）
・産業廃棄物収集運搬業許可証・愛知県変更につき差換え
（優良確認取得）
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証・三重県変更
（廃ＰＣＢ等、ＰＣＢ汚染物及び有害物質の追加1.4-ジオキサン）
・産業廃棄物収集運搬業許可証・広島県変更につき差換え

2013年 8月14日

（優良確認取得）
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証・広島県変更につき差換え
（優良確認取得及び有害物質の追加1.4-ジオキサン）
・産業廃棄物収集運搬業許可証・兵庫県変更につき差換え
（品目の追加及び優良確認取得）
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証・兵庫県変更
（廃ＰＣＢ等、ＰＣＢ汚染物及び優良確認取得
・財務諸表の差換え
（年度更新及び一部書式変更し第24期、第25期、第26期を公表）
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証・山口県変更につき差換え

2013年 6月26日

（有害物質の1，4－ジオキサン、廃ＰＣＢ等、ＰＣＢ汚染物を取得する。）

・産業廃棄物収集運搬業

許可一覧表追記につき差換え

・特別管理産業廃棄物収集運搬業

2013年

6月16日

許可一覧表追記につき差換え

・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証・岡山県変更につき差換え
（優良確認、有害物質の1，4－ジオキサン取得）
・産業廃棄物収集運搬業許可証
・岡山県変更につき差換え（優良確認）

・会社概要の内容変更
・ＩＳＯ審査登録証・審査登録証付属書の差換え
・受入量（運搬量）実績の差換え
2013年

4月29日

・産業廃棄物収集運搬業許可証・山口県変更につき差換え
・運搬施設の数量（車両一覧表）及び産業廃棄物収集運搬業
の用に供する運搬車に係る低公害車の導入の状況について
変更による差換え

2013年

1月10日

安全性優良事業所認定証の差換え（美咲営業所分）
・直前三年間の産業廃棄物の受け入れ量・運搬量の
平成21年度から平成24年度の追記
・産業廃棄物収集運搬業許可（奈良県）の更新

2012年11月10日

・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可（奈良県）の更新
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可（広島県）の変更
・事業の全体計画の追記
・運搬施設の種類・数量の追記
・直前三年間の産業廃棄物の受け入れ量
・運搬量の平成21年度及び平成24年度の追記

2012年10月20日

・役員の就任年月日の追記
・産業廃棄物収集運搬業許可（富山県）の更新
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可（富山県）の更新

