
2022年6月27日現在

収入会計

前年度繰越金 472,417

部費 828,000

振込手数料返金 110

預金利息 4

合計 1,300,531

支出会計

バッティングマシン 247,100 (卒団生から4万円分寄贈を差引済)

備品・道具代 179,372

大会費 179,040

保険代 86,030

グラウンド費 83,290

審判代 38,000

IT費 37,000

その他 5,000

振込手数料 440

合計 855,272

上期会計上の剰余金 445,259

下期収入見通し 800,000

下期支出見通し 450,000

下期剰余金見通し 350,000

通年会計見通し

収入+繰越金 2,100,531

支出 1,305,272

剰余金 795,259 ⇒半額を新ユニフォーム補助＆合宿補助

キャッシュフロー（口座残高は会計佐野さんが管理）

入金

前年度繰越金 472,417

部費入金 864,000 （東兄弟は下期分を払込済み）

小野房さん 3,000 （中古ユニ代を直接振込）

卒団生寄贈 30,000 （瀧川・丸田・小山3卒団生から）

振込手数料返金 110

預金利息 4

入金合計 1,369,531

出金

振込手数料 440

バッティングマシン支払い 287,100

審判代 19,000

出金合計 306,540

口座残高 1,062,991 ⇒添付画像の通り

2022年6月27日



日付 科目 支払内訳 入金 出金 立替者 金額 支払い 部費残高 備考 領収書・領収書のPDFの名前

2020/12/19 備品・道具代 コーチ用帽子 齋藤 28,000 未 2020年末に購入したコーチ用帽子、10個使い切ったので請求（小池、赤間、中西、高橋、木川、久藤、山本、徳永、百々、駒米）領収書_2021コーチ用帽子

2021/12/6 IT費 Wordpress.com 齋藤 37,000 未 2021年から使用しているウェブサイト費用。2022年分を請求。 領収書_WordPress.comによるウェブサイト年間契約

2021/12/25 大会費 成城杯メダル 齋藤 7,040 未 11/21に行われた成城杯銀メダルを12/25にラッキーズ小林さんから受け取り、代金支払い 領収書_2021成城杯メダル

2022/1/9 グラウンド費 総合運動場・ナイターつき 齋藤 8,040 未 グラウンド代は領収書省略

2022/1/9 グラウンド費 二子玉川緑地12-14 齋藤 2,180 未 グラウンド代は領収書省略

2022/1/9 グラウンド費 二子玉川緑地14-16 齋藤 2,180 未 グラウンド代は領収書省略

2022/1/16 グラウンド費 渋谷区二子玉川緑地 齋藤 5,400 未 グラウンド代は領収書省略

2022/1/26 備品・道具代 キャッチャーマスク2点 齋藤 12,144 未 2022年度からの新規格対応 領収書キャッチャーマスク2つ

2022/1/26 備品・道具代 キャッチャーマスクスロートガード2点齋藤 3,306 未 2022年度からの新規格対応 領収書スロートガード2つ

2022/1/26 備品・道具代 キャッチャーヘルメット 齋藤 5,560 未 2022年度からの新規格対応 領収書キャッチャーヘルメット1つ

2022/1/26 備品・道具代 ミズノ背番号 齋藤 3,828 未 軟式野球連盟登録主将用背番号張り替えをミズノに依頼する費用 領収書_20220126

2022/1/26 備品・道具代 ミズノ背番号 齋藤 510 未 軟式野球連盟登録主将用背番号張り替えをミズノに依頼する送料 領収書_20220126

2022/1/26 保険代 保険代 齋藤 5,990 未 海野弘雅、海野弘重、小野房柚月、三浦祐貴、冨永尚弘（コーチ） 領収書_20220126

2022/1/26 備品・道具代 プラカード 齋藤 11,440 未 成城プラカード 領収書_プラカード

2022/2/9 大会費 軟式野球連盟春季登録 齋藤 93,000 未 https://sbbl.tokyo/gakudo/info/2022年度-少年・学童部登録のお願い/ ←のWebsiteに詳細あり

2022/2/20 備品・道具代 ヘルメット 齋藤 11,220 未 アシックスL3つ 領収書ヘルメットアシックスL3つ

2022/2/20 備品・道具代 ヘルメット 齋藤 3,753 未 SSKL1つ 領収書ヘルメットSSKL1つ

2022/2/20 備品・道具代 ヘルメット 齋藤 3,599 未 ゼットL１つ 領収書ヘルメットZETTL1つ

2022/2/20 備品・道具代 ホームベース 齋藤 4,620 未 ホームベース規格変更に伴い 領収書ホームベース20220220

2022/2/24 大会費 砧サンデーリーグ 齋藤 25,000 未 領収書なし

2022/2/26 グラウンド費 総合運動場 齋藤 4,740 未 https://www.se-sports.or.jp/facility/sougou/price グラウンド代は領収書省略

2022/2/27 グラウンド費 二子玉川緑地10-12 木川 2,180 未 グラウンド代は領収書省略

2022/3/4 大会費 オールジャパンベースボールリーグ齋藤 5,000 未 チーム登録費その1 領収書【オールジャパンベースボールリーグ】その1

2022/3/6 大会費 審判手当 齋藤 -1,000 未 森田氏による軟式野球連盟審判手当

2022/3/7 大会費 オールジャパンベースボールリーグ齋藤 5,000 未 チーム登録費その2 領収書【オールジャパンベースボールリーグ】その2

2022/3/7 備品・道具代 マグネット 齋藤 10,090 未 耐荷重10kgのマグネット10個を倉庫整理用に 領収書マグネット10個

2022/3/7 備品・道具代 チェア5脚 齋藤 5,410 未 相手ベンチ用のチェア5脚 領収書チェア5脚

2022/3/10 備品・道具代 ブラシ 齋藤 41,400 未 ブラシ6本を明正小に寄贈 領収書ブラシ6本

2022/3/12 グラウンド費 二子玉川緑地11-13を2面 齋藤 4,360 未 グラウンド代は領収書省略

2022/3/13 その他 香典 齋藤 5,000 未 森田氏によるキングタイガース代表葬儀への香典

2022/3/13 備品・道具代 中古ユニフォーム販売 齋藤 -25,500 未 (敬称略) 野坂(8,000)、百々(1,000)、宮池(2,000)、大和(1,500)、駒米(2,000)、赤間(2,000)、三浦(3,000)、海野(3,000)、小畑(3,000)、

2022/3/19 グラウンド費 目黒砧1430-1630 齋藤 1,400 未 グラウンド代は領収書省略

2022/3/21 グラウンド費 目黒砧1030-1230 齋藤 1,400 未 グラウンド代は領収書省略

2022/3/21 グラウンド費 砧公園 齋藤 1,500 未 KCRJと折半 領収書砧公園20220321

2022/3/26 グラウンド費 渋谷区二子玉川緑地 齋藤 5,400 未 グラウンド代は領収書省略

2022/3/26 グラウンド費 二子玉川緑地13-15 木川 2,180 未 グラウンド代は領収書省略

2022/3/27 大会費 けやきリーグ参加費 齋藤 4,000 未 領収書けやきリーグ

2022/3/27 審判代 けやきリーグ 高取 3,000 済 塁審

2022/3/28 保険代 2022年度 齋藤 76,310 未 領収書_スポーツ安全保険20220328

2022/3/31 大会費 学童新人戦申し込み 齋藤 12,000 未 連盟に振り込み　https://sbbl.tokyo/gakudo/info/ 領収書なし

2022/4/2 グラウンド費 二子玉川緑地11-13 齋藤 2,180 未 グラウンド代は領収書省略

2022/4/2 グラウンド費 渋谷区二子玉川緑地 齋藤 5,400 未 グラウンド代は領収書省略

2022/3/27 審判代 練習試合x2 高取 6,000 済 塁審

2022/4/4 備品・道具代 コーチ棒2本 齋藤 7,700 未 領収書コーチ棒2本

2022/4/5 備品・道具代 巻き尺2本 齋藤 2,994 未 領収書巻き尺2本

2022/4/9 グラウンド費 二子玉川緑地11-13 齋藤 2,180 未 グラウンド代は領収書省略

2022/4/16 グラウンド費 目黒砧1230-1830 齋藤 4,200 未 グラウンド代は領収書省略

2022/4/23 グラウンド費 目黒砧1630-1830 x 2 齋藤 2,800 未 グラウンド代は領収書省略

https://sbbl.tokyo/gakudo/info/2022年度-少年・学童部登録のお願い/
https://www.se-sports.or.jp/facility/sougou/price
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2022/4/23 備品・道具代 ソックス 齋藤 5,940 未 ソックス18本 領収書ソックス3本x6

2022/4/23 備品・道具代 ストッキング 齋藤 9,900 未 ストッキング10本 領収書ストッキング10本

2022/4/23 備品・道具代 ストッキング 齋藤 1,408 未 ストッキング2本 領収書ストッキング2本

2022/4/23 備品・道具代 ストッキングバンド 齋藤 6,050 未 ストッキングバンド10本 領収書ストッキングバンド10本

2022/4/23 備品・道具代 ストッキングバンド 齋藤 6,050 未 ストッキングバンド10本 領収書ストッキングバンド10本-2

2022/4/24 備品・道具代 ストッキング 齋藤 4,950 未 ストッキング5本 領収書ストッキング5本

2022/4/29 審判代 軟式野球連盟低学年 齋藤 7,000 未 DUD石川氏に振り込み 領収書なし⇒スマホスクリーンショット

2022/4/30 グラウンド費 目黒砧1430-1830 x 2 齋藤 4,200 未 14:30-16:30で1面、16:30-18:30で2面 グラウンド代は領収書省略

2022/5/9 大会費 小3以下大会申込 齋藤 20,000 未 連盟に振り込み　https://sbbl.tokyo/gakudo/info/ 領収書なし

2022/5/14 グラウンド費 目黒砧1630-1830 齋藤 1,400 未 領収書なし

2022/5/15 グラウンド費 目黒砧1630-1830 齋藤 700 未 北沢LGドリームスと折半 グラウンド代は領収書省略

2022/5/15 審判代 オールジャパンベースボールリーグ齋藤 7,000 未 DUD石川氏に振り込み 領収書なし⇒スマホスクリーンショット

2022/5/21 グラウンド費 目黒砧1630-1830 x 2 齋藤 2,800 未 グラウンド代は領収書省略

2022/5/22 審判代 練習試合球審 高取 5,000 済 球審

2022/5/26 保険代 齋藤 1,990 未 日比野コーチの分

2022/5/28 グラウンド費 目黒砧1630-1830 齋藤 1,400 未 グラウンド代は領収書省略

2022/5/29 審判代 練習試合球審 高取 5,000 済 球審

2022/6/4 グラウンド費 目黒砧1630-1830 x 2 齋藤 2,800 未

2022/6/7 備品・道具代 サッカーペグ 齋藤 15,000 未 領収書_サッカーペグ

2022/6/9 保険代 齋藤 1,740 未 東兄弟の分

2022/6/11 グラウンド費 目黒砧1630-1830 x 2 齋藤 2,800 未

2022/6/12 グラウンド費 羽根木公園 丸田小野房 2,370 未 芦花ベアーズと折半

2022/6/18 グラウンド費 目黒砧1630-1830 x 2 齋藤 2,800 未

2022/6/25 グラウンド費 目黒砧1630-1830 x 2 齋藤 2,800 未

2022/6/26 大会費 齋藤 9,000 未 ティーボール大会 領収書_ティーボール大会

2022/6/26 グラウンド費 砧公園 齋藤 1,500 未 ラッキーズと折半

2022/7/2 審判代 POP球審 高取 5,000 未 球審

合計 588,732 未

合計 19,000 済

総計 607,732


