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▲14,310 前月残高(佐々木立替）
有 4月4日 ゆうちょ銀行 小口現金補充 50,000 35,690 立替清算後手元残高
有 3月9日 エネオス ガソリン代 3,000 ３月クレカ立替分
有 3月15日 モービル ガソリン代 ランカ群馬～川崎他 3,802 ３月クレカ立替分
有 3月17日 ＡＮＡ 犬輸送代（手荷物） ランカトライアル 5,000 ３月クレカ立替分
有 3月31日 ニッポンレンタカー 犬輸送及び交通費 フラントライアル他 9,299 ３月クレカ立替分
有 4月3日 タイムス 駐車場代 1,000
有 4月3日 コスモ石油 ガソリン代 自宅～羽田～横浜 1,500
有 4月4日 郵便局 レターパック３５０・３枚よもぎ他譲渡書類 1,050
有 4月11日 出光 ガソリン代 自宅～世田谷～横浜 3,000
有 4月12日 タイムス 駐車場代 ちびちびず他 400 きららうらら保護
有 4月13日 タイムス 駐車場代 ちびちびず他 400
有 4月14日 ＮＥＸＣＯ東日本 高速代 ヒナ正式譲渡 2,250
有 4月25日 クロネコヤマト 送料 ジョン他副代表宅 1,490 フード
有 4月27日 イハシエネルギー ガソリン代 自宅～埼玉～世田谷 2,000
有 4月27日 セブンイレブン コピー代 譲渡書類 200
有 4月27日 サンクス レターパック りょう、ロッキー、ターキー他 350 譲渡書類
有 5月3日 和光樹林公園駐車場 駐車場代 未来、なつ 200
有 5月10日 郵便局 送料 ちびちびず里親さん、ラル預かりさん 360
有 5月14日 クロネコヤマト 送料 春陽 160
有 5月24日 郵便局 レターパック３５０・３枚 1,050
有 5月24日 クロネコヤマト 送料 朝霧フリマ用 2,340
有 5月27日 エネオス ガソリン代 自宅～横浜～焼津 3,906
有 5月28日 ＮＥＸＣＯ中日本 高速代 ニナトライアル 6,000
有 5月28日 セブンイレブン コピー代 譲渡資料 90 診断書等

48,847 ▲13,157 佐々木立替
有 6月7日 ゆうちょ銀行 小口現金補充 50,000 36,843 立替清算後手元残高
有 6月28日 コスモ石油 ガソリン代 1,390
有 6月19日 コスモ石油 ガソリン代 3,525
有 6月14日 エネオス ガソリン代 2,900
有 5月10日 コスモ石油 ガソリン代 2,000 ４月クレカ支払い分
有 5月28日 出光セルフ本町田 ガソリン代 2,780 ４月クレカ支払い分
有 6月24日 郵便局 送料 もみじフロントライン 160



有 6月30日 クロネコヤマト 送料 エディ預かりさん 640
有 6月27日 クロネコヤマト 送料 ゆなフロントライン 160
有 6月27日 クロネコヤマト 送料 ビィフロントライン他 640
有 6月18日 クロネコヤマト 送料 副代表宛クレート返却 1,690
有 6月19日 クロネコヤマト 送料 会計事務所 850 ２０１２年度分を発送
有 6月19日 クロネコヤマト 送料 ラルご支援品 1,060
有 6月29日 東京国際空港Ｐ４ 駐車場代 エディ、フラン他 1,500
有 6月28日 アップルパーク 駐車場代 なつ正式譲渡 200
有 6月28日 立川ＭＳパーク 駐車場代 ソフィー通院 400
有 6月5日 東京バナナワールド お礼の品 エディ、フラン他 3,150
有 6月29日 ブルースカイ大阪 お礼の品 病院宛 2,100
有 6月29日 ヤサカ トラベルキャリー エディ他 6,980
有 6月28日 プロパック フリマ品パッケージ 朝霧フリマ販売品用 483
有 6月14日 ダイソー Ａ４クリアブック 譲渡書類ファイル用 105
有 6月6日 ダイソー コピー代 譲渡書類 100
有 6月19日 セブンイレブン コピー代 譲渡書類 60
有 6月19日 セブンイレブン プリント代 譲渡書類 100
有 6月28日 ヤサカ ダンボール１６０サイズクレート発送用 298
有 6月15日 ＮＥＸＣＯ東日本 高速代 すみれトライアル 1,000 セーラママ分現金払い
有 6月23日 ＮＥＸＣＯ東日本 高速代 すみれお見合い 1,000
有 6月9日 ＮＥＸＣＯ東日本 高速代 ヒナお見合い 250

35,521
6月29日 小口現金残高 1,322
6月29日 小口現金補充 20,000 21,322 ７月繰り越し
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