
領収書
の有無

領収書の
日付

店名・銀行名 購入商品 費目 使用先・犬名 入金 出金 残高 摘要

2,603 前期繰越未清算金
有 10月11日 20,000
有 11月9日 70,000
有 11月21日 60,000
有 12月14日 20,000 167,397
有 10月3日 ENEOSフロンティア ガソリン代 燃料費 3,726
有 10月17日 ENEOS泰正社 ガソリン代 燃料費 4,110
有 10月8日 NEXCO東日本 高速代 交通費 2,520
有 10月13日 NEXCO東日本 高速代 交通費 2,930
有 10月15日 パーク２４ 駐車場代 交通費 スタッフ面談 1,000 JR乗り継ぎ先まで

有 10月4日 JR東海 新幹線・特急 交通費 17,640
有 10月4日 JR西日本 新幹線・特急 交通費 17,660
有 10月15日 JR東日本 新幹線・特急 交通費 11,110
有 10月15日 JR東海 新幹線・特急 交通費 11,120
有 10月3日 セブンイレブン コピー代 事務費 バロ、エルム他 140
有 10月8日 セブンイレブン コピー代 事務費 バロ、エルム他 60
有 10月13日 ローソン プリント代 事務費 バロ、エルム他 70
有 10月19日 ファミリーマート プリント代 事務費 50
有 10月26日 セブンイレブン プリント代 事務費 100
有 10月29日 ミニストップ コピー代 事務費 30
有 10月9日 日本郵便 レターパック、切手 荷造送料 442
有 10月22日 日本郵便 レターパック 荷造送料 引き出しボラさん 1,160 センター登録書類他

有 10月8日 ヤマト運輸 サプリメント発送 荷造送料 ラッキー 707 終生預かり（てんかん）

有 10月6日 トモズ サプリメント 飼育費 ラッキー、ニコ、ラック 9,014
有 10月16日 トモズ サプリメント 飼育費 ニコ 1,186
有 10月16日 レモン 印鑑 事務費 キース他 108 センター登録用

有 10月4日 GIFTGARDEN お菓子 接待交際費 差し入れ 1,800 愛護センター訪問

有 10月15日 ギフトKIOSK お菓子 接待交際費 差し入れ 1,296 センター訪問・引き取り

有 11月9日 コスモ石油 ガソリン代 燃料費 2,000
有 11月15日 コスモ石油 ガソリン代 燃料費 2,141
有 11月24日 ENEOS泰正社 ガソリン代 燃料費 4,350
有 11月23日 NEXCO東日本 高速代 交通費 道満イベント 1,700
有 11月25日 NEXCO東日本 高速代 交通費 バロ 2,520

岡山県動物愛護センター

キース引き出し 愛知県動物愛護センター

ラック、キース、バ
ロ、エルム、イベント
他

譲渡書類、資料
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いずも引き出し、愛
護センター訪問面談

バロ、エルム他



有 11月29日 JR東日本 新幹線・特急 交通費 13,620
有 11月29日 西武鉄道 電車代 交通費 1,000 JR乗り継ぎ先まで

有 11月29日 JR西日本 新幹線・特急 交通費 13,620
有 11月2日 日本郵便 レターパックライト 荷造送料 譲渡書類 720
有 11月5日 日本郵便 レターパックライト 荷造送料 譲渡書類 360
有 11月19日 日本郵便 レターパック２種 荷造送料

カレンダー送付他（事
務 3,120 デザインデータ発送共

有 11月21日 日本郵便 レターパックライト 荷造送料
カレンダー送付（販売
分 54,000

有 11月26日 日本郵便 普通郵便 荷造送料
カレンダー送付（協力
先 560

有 11月28日 日本郵便 普通郵便 荷造送料
カレンダー送付（協力
先 280

有 11月9日 ヤマト運輸 クレート発送 荷造送料 ファルコン 4,940
有 11月26日 ヤマト運輸 カレンダー送付 荷造送料 カレンダー送付（事務 1,593
有 11月19日 セブンイレブン プリント代 事務費 カレンダー宛名他 200
有 11月23日 セブンイレブン プリント代 事務費 道満ポスター（カラー 500
有 11月25日 セブンイレブン コピー代 事務費 バロ 20
有 11月30日 セブンイレブン プリント代 事務費 譲渡書類 40
有 11月22日 DAISO 事務用品 事務費 カレンダー発送用 2,376 角２封筒、マーカー他

有 11月29日 DRIPXCAFE 飲み物代 会議費 スタッフ面談 1,300 新しいボランティアさん

有 12月22日 コスモ石油ビークル ガソリン代 燃料費 4,000
有 12月21日 NEXCO東日本 高速代 交通費 3,320
有 12月21日 神奈川県立足柄上病院駐車場代 交通費 200
有 12月1日 セブンイレブン プリント代 事務費 譲渡書類 140 キース

有 12月10日 セブンイレブン プリント代 事務費 資料作成 100 新しいボランティアさん

有 12月28日 セブンイレブン プリント代 事務費 ファルコン 20 環境調査

有 12月14日 日本郵便 レターパックプラス 荷造送料 リヒト、ラッキー、ベル 1,530 サプリメント他発送

有 12月18日 日本郵便 切手 荷造送料 資料受取（不足分 82
有 12月13日 トモズ サプリメント 飼育費 ベル、ニコ、ラッキー 8,680 コラーゲン、ナボリン

有 12月23日 国営昭和記念公園 入園料（ドッグラン 飼育費 ラック 450
有 12月23日 リパーク立川富士見町駐車場代 交通費 ラック 400

217,861
50,464 次期繰越未精算金

スタッフ面談（大阪

ヤッチ他 里親さんお見舞い（咬傷

２０１８年10～12月　佐々木小口現金収支


