
fukuda_sa
長方形



ＢＣＲＮ収支報告

12月12日 医療費 パール（血液検査） -4,725円
12月11日 医療費 スパーク（検便、投薬、処置） -3,150円
12月11日 医療費 ジュリア（ヘルスチェック） -10,500円
12月11日 医療費 ドル（投薬） -1,250円
12月10日 医療費 シャイン（再診） -472円
12月10日 医療費 ドル（皮膚検査、投薬、処置） -3,250円
12月10日 医療費 ジゲン（投薬） -2,500円
12月9日 事務用品費 保護犬用事務用品 -1,890円
12月9日 医療費清算 バルト新しい飼い主様 35,000円
12月8日 通信費 ＢＣＲＮ携帯電話通信費 11月分 -1,406円
12月8日 仕入 グッズ制作費 -102,900円
12月8日 医療費 スージー（避妊手術） -29,920円
12月6日 送料運賃 ドリ・ローズ（フード送料） -1,650円
12月6日 医療費 レオ（去勢手術、病理検査、フロントライン、フィラリア予防薬） -61,562円
12月5日 交通費 サラン移送費 -451円
12月5日 医療費清算 ステラ新しい飼い主様 45,000円
12月5日 医療費 ノエル（ヘルスチェック、フィラリア、去勢手術） -13,702円
12月5日 医療費 ジゲン（パルボ・ジステンバー・フィラリア検査、投薬） -10,000円
12月4日 医療費清算 ティモ新しい飼い主様 35,000円
12月3日 医療費 シャイン（ヘルスチェック、血液検査、フィラリアチェック） -7,937円
12月3日 医療費 ロニー（耳治療、投薬） -1,070円
12月2日 医療費 スパーク（注射、投薬、処置） -7,500円
12月2日 医療費 カイン（便検査、投薬） -5,460円
12月2日 医療費清算 デイジー新しい飼い主様 45,000円
12月2日 医療費清算 シエル新しい飼い主様 20,000円
12月2日 雑費 ドッグフード -5,270円
12月1日 諸費用Ⅱ チップ（訓練費１２月分） -73,500円

2008年12月分合計 106,249円
11月30日 医療費 ローズ（フィラリア予防薬） -1,470円
11月30日 交通費 ミュウ（移送費） -4,440円
11月30日 医療費 ミュウ（検査、投薬） -10,017円
11月30日 医療費 クリリン（狂犬病注射、アレルギー検査） -23,700円
11月30日 売上 グッズ販売１１月分売上 424,300円
11月30日 送料運賃 １１月分、振込手数料、送料 -23,176円
11月30日 通信費 ＢＣＲＮ携帯電話通信費　１0月分 -1,406円
11月30日 支援金 皆様からの支援金　１１月分 180,496円
11月29日 交通費 カイン移送費 -962円
11月29日 医療費 レオ（血液検査、ワクチン、フロントライン、フィラリア予防薬） -21,746円
11月29日 交通費 パール移送費 -5,585円
11月29日 医療費 パール（フィラリア検査、エコー、フロントライン） -5,670円
11月28日 医療費 キッド（ワクチン） -9,000円
11月27日 仕入 グッズ販売用梱包材 -450円
11月26日 医療費清算 クレア　新しい飼い主様 20,000円
11月26日 医療費清算 プンパ　新しい飼い主様 45,000円



ＢＣＲＮ収支報告

11月25日 医療費 レオ（血液・便検査、フィラリア・パルボ検査、投薬） -15,600円
11月24日 交通費 バルト移送 -8,225円
11月24日 交通費 ベガ（移送費） -5,655円
11月22日 交通費 サラン移送費 -696円
11月22日 医療費 ＰＧ（フィラリア治療） -9,513円
11月21日 医療費 スパーク（注射、投薬、処置） -10,620円
11月21日 医療費 ベガ（フィラリア予防薬） -1,785円
11月21日 医療費 ミース（ワクチン、フィラリア予防薬） -9,870円
11月20日 医療費 クリリン（避妊手術） -20,000円
11月20日 医療費 ドリ（混合ワクチン） -5,400円
11月19日 医療費 レイディーン（フィラリア検査） -2,100円
11月19日 医療費 ドル（血液検査、投薬） -2,300円
11月19日 医療費 キッド（去勢手術、レントゲン） -32,000円
11月19日 医療費 ロニー（尿、便検査） -2,040円
11月19日 仕入 グッズ販売制作費 -19,500円
11月19日 医療費 スパーク（去勢手術） -17,000円
11月19日 医療費 トト（去勢手術） -25,600円
11月18日 医療費 ベガ（再入院） -11,025円
11月17日 医療費 クリリン（フィラリア予防薬、抗生剤） -1,840円
11月17日 医療費清算 Ｌａｄｄｉｅ　新しい飼い主様 35,000円
11月17日 医療費 トト（投薬） -1,800円
11月16日 交通費 ロニー（移送費） -10,532円
11月15日 医療費 ロニー（ヘルスチェック、フィラリア検査） -3,727円
11月14日 医療費 バルト（ワクチン、フィラリア予防薬） -11,340円
11月14日 事務用品費 グッズ販売用 -2,727円
11月14日 医療費 キッド（投薬、レントゲン） -6,600円
11月14日 医療費 スパーク（血液検査） -3,500円
11月14日 医療費 トト（血液検査） -7,500円
11月12日 交通費 プンパ移送費 -699円
11月12日 医療費 ドル（フィラリア治療） -2,520円
11月12日 医療費 サラン（術後手当て） -1,575円
11月12日 医療費 ローズ（糞便検査） -1,050円
11月12日 医療費清算 Ｓａｌａ　新しい飼い主様 20,000円
11月11日 医療費 キッド（投薬、検査） -3,900円
11月11日 医療費 ドリ（パルボ・便・フィラリア検査、フィラリア薬） -8,640円
11月11日 諸費用Ⅱ チップ（訓練費11月分） -87,000円
11月11日 交通費 ドリ（移送費） -7,550円
11月11日 雑費 ドリ（シャンプー） -800円
11月11日 諸費用 ドリ（センター譲渡費用） -1,220円
11月10日 医療費 ＰＧ（フィラリア治療） -4,420円
11月10日 医療費 ベガ（去勢手術） -28,350円
11月10日 医療費 プンパ（ワクチン、フィラリア予防薬、フロントライン） -10,710円
11月9日 交通費 トト（移送費） -16,703円
11月9日 医療費 ローズ（混合ワクチン、血液・フィラリア検査、フロントライン） -19,089円



ＢＣＲＮ収支報告

11月9日 交通費 ローズ（移送費） -6,495円
11月7日 医療費 ＰＧ（便検査、投薬） -1,500円
11月7日 医療費 ドル（投薬） -2,730円
11月5日 医療費 ベガ（血液検） -1,680円
11月5日 医療費清算 ＮＡＮＡ　新しい飼い主様 45,000円
11月5日 医療費 リジー（フィラリア予防薬） -5,250円
11月4日 医療費 ＰＧ（フィラリア治療） -2,467円
11月4日 医療費 デイジー（皮膚病注射、投薬） -20,076円
11月4日 医療費 スパーク（注射、投薬） -3,130円
11月3日 医療費 クリリン（皮膚病薬） -1,980円
11月2日 医療費 キッド（便・血液検査、フィラリア薬、フロントライン） -5,960円
11月2日 交通費 キッド（移送費） -17,140円
11月1日 医療費 ドル（去勢手術、Ｘ線検査、眼の治療、投薬） -24,240円
11月1日 医療費 ミース（フィラリア・血液検査、ワクチン、フィラリア予防薬） -17,955円

2008年11月分合計 108,850円
10月31日 交通費 キッド移送費 -1,362円
10月31日 医療費 サラン（抜糸） -1,050円
10月31日 売上 グッズ販売１０月分売上 186,500円
10月31日 送料運賃 １０月分、振込手数料、送料 -22,114円
10月31日 支援金 皆様からの支援金　１０月分 80,000円
10月31日 交通費 ミース（移送費） -14,800円
10月31日 医療費 ＮＡＮＡ（術後診察） -520円
10月31日 通信費 ＢＣＲＮ携帯電話通信費　9月分 -1,616円
10月30日 交通費 ＰＧ（移送費） -1,591円
10月30日 医療費 ＰＧ（耳治療、つめ処置、フィラリア駆虫準備薬） -13,944円
10月30日 医療費 デュラン（狂犬病予防注射） -3,170円
10月29日 医療費清算 マーク　新しい飼い主様 20,000円
10月29日 医療費 クレア（狂犬病予防注射、フロントライン、フィラリア予防薬） -5,740円
10月28日 諸費用 ベガ（畜犬登録） -550円
10月28日 医療費 デイジー（皮膚病検査、投薬） -2,625円
10月27日 医療費 サラン（術後消毒） -472円
10月27日 医療費 ベガ（再診、目薬） -3,780円
10月27日 医療費 ＮＡＮＡ（術後診察） -520円
10月26日 雑費 保護犬用バリケン -6,980円
10月26日 医療費 クリリン（皮膚病薬） -1,640円
10月25日 医療費 カイン（再診、投薬） -3,570円
10月25日 医療費清算 アット　新しい飼い主様 35,000円
10月25日 交通費 バズ（移送費） -2,775円
10月25日 医療費 プンパ（避妊手術） -42,000円
10月24日 医療費 サラン（避妊手術） -42,147円
10月24日 医療費 バルト（血液検査、去勢手術、投薬） -25,090円
10月23日 医療費 リジー（避妊手術） -47,775円
10月22日 医療費 ベガ（血液検査、フィラリア検査、検便） -10,270円
10月22日 医療費 クレア（便検査、ワクチン） -8,890円
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10月22日 事務用品費 グッズ販売用 -1,716円
10月21日 医療費 ミュウ（血液検査、レントゲン、投薬） -13,125円
10月21日 医療費 リジー（予備検査） -1,575円
10月21日 医療費 クリリン（レントゲン、ワクチン、皮膚病薬） -9,990円
10月20日 交通費 ベガ（移送費） -6,760円
10月20日 医療費清算 カノン　新しい飼い主様 20,000円
10月20日 交通費 ベガ（移送費） -18,111円
10月18日 医療費 ドル（ワクチン、血液検査、投薬） -12,270円
10月17日 医療費 バルト（フロントライン） -1,950円
10月17日 医療費 スパーク（尿検査、血液検査、投薬） -12,650円
10月17日 補助金 ＮＡＮＡ（マイクロチップ） -2,500円
10月17日 医療費 ＮＡＮＡ（腫瘍手術、検査） -50,000円
10月17日 医療費 デイジー（皮膚病検査、投薬） -15,246円
10月16日 医療費 バズ（フィラリア検査） -2,866円
10月15日 医療費 サラン（術前検査） -8,400円
10月15日 医療費 アット（便検査、投薬） -2,940円
10月15日 医療費 クレア（便検査、投薬、尿検査） -7,490円
10月14日 医療費 クリリン（血液検査、フィラリア検査、フィラリア予防薬） -8,600円
10月14日 交通費 クリリン（移送費） -1,591円
10月13日 医療費 スージー（診察） -730円
10月13日 医療費 ディーノ（フィラリア予防薬、レントゲン） -7,140円
10月12日 交通費 サラン、スージー（移送費） -17,472円
10月12日 交通費 バルト（移送費） -1,810円
10月12日 交通費 バルト（移送費） -17,607円
10月12日 交通費 ティモ（移送費） -8,684円
10月12日 雑費 ティモ（シャンプー） -3,600円
10月12日 交通費 サラン他４頭移送 -15,945円
10月11日 医療費 カイン（再診、抜糸） -2,100円
10月11日 医療費 クレア（３日入院費、検査、投薬、注射） -41,990円
10月10日 医療費 デュラン（去勢手術） -23,000円
10月8日 交通費 アット -1,166円
10月8日 医療費 クレア（投薬） -2,900円
10月7日 医療費 ミュウ（狂犬病ワクチン、登録） -6,050円
10月7日 雑費 保護犬用ドッグフード -9,450円
10月6日 医療費清算 フィオーレ　新しい飼い主様 45,000円
10月6日 医療費清算 トワ　新しい飼い主様 30,000円
10月6日 医療費 クレア（便検査、下痢止め薬） -1,340円
10月6日 医療費 リジー（狂犬病ワクチン） -3,990円
10月6日 医療費 スパーク（便検査、注射、投薬） -9,310円
10月5日 医療費 ドル（投薬、フィラリア予防薬） -4,080円
10月4日 医療費 カイン（去勢手術、投薬） -40,887円
10月4日 医療費 クレア（血液・便検査、フィラリア予防薬、駆虫薬） -14,600円
10月2日 医療費 マーク（フィラリア治療） -6,090円
10月2日 諸費用 デュラン（登録） -3,000円
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2008年10月分合計 -269,212円
9月30日 支援金 皆様からの支援金　９月分 94,100円
9月30日 送料運賃 ９月分、振込手数料、送料 -16,970円
9月30日 医療費 バズ（フィラリア駆虫薬） -5,019円
9月30日 売上 グッズ販売９月分売上 48,300円
9月30日 通信費 ＢＣＲＮ携帯電話通信費　8月分 -1,406円
9月29日 医療費 シエル（狂犬病予防注射） -2,750円
9月29日 仕入 グッズ販売制作費 -14,400円
9月28日 交通費 マーク -3,052円
9月28日 医療費 デュラン（ワクチン、血液検） -10,300円
9月28日 交通費 ミュウ移送費 -21,085円
9月27日 医療費 カノン（再診、投薬、療養食） -3,380円
9月27日 医療費 カイン（便検査、フィラリア・ノミ予防薬、投薬） -9,744円
9月26日 医療費清算 ゼオ　新しい飼い主様 20,000円
9月26日 医療費 シェリー（手術、入院、検査、投薬、注射） -80,570円
9月25日 交通費 スパーク（移送） -17,978円
9月25日 雑費 保護犬用バリケン -13,400円
9月25日 医療費 スパーク（入院、血液・便検査、フィラリア検査、投薬、注射） -45,229円
9月25日 医療費 デュラン（検便、フィラリア検査、フィラリア・ノミ予防薬） -10,670円
9月24日 医療費 Ｌａｄｄｉｅ（投薬、ノミ予防薬） -4,600円
9月24日 医療費 ドル（検査、フィラリア・ノミ予防薬、狂犬病予防接種） -14,320円
9月23日 交通費 ドル移送 -17,143円
9月22日 医療費 バズ（フィラリア駆虫準備薬） -2,499円
9月22日 交通費 カイン（移送費） -1,332円
9月20日 交通費 Ｌａｄｄｉｅ（移送） -3,800円
9月19日 医療費 バズ（フィラリア駆虫準備薬） -2,499円
9月19日 交通費 デュラン（移送費） -3,800円
9月19日 医療費 デイジー（検査） -2,205円
9月18日 医療費 バズ（血液検査） -5,229円
9月17日 医療費清算 エール新しい飼主様 20,000円
9月15日 医療費 シエル（ワクチン、フィラリア、ノミ予防薬） -8,100円
9月15日 医療費 ディーノ（フィラリア予防薬） -2,100円
9月13日 医療費 シエル（便検査） -670円
9月12日 医療費 カイン（便検査、血液検査） -9,710円
9月11日 医療費 エール（血液検査、投薬） -7,245円
9月10日 医療費 レイディーン（去勢手術） -19,950円
9月9日 医療費 アット（疥癬注射） -12,600円
9月9日 医療費清算 Ｊｅｌｏ　新しい飼い主様 20,000円
9月9日 医療費 シエル（血液、便、皮膚検査） -15,520円
9月9日 医療費 カノン（再診、処置） -1,300円
9月8日 交通費 シエル移送費 -6,939円
9月8日 諸費用 シエル（登録費用） -4,210円
9月8日 雑費 ドッグフード -1,480円
9月7日 交通費 チップ（移送費） -11,740円
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9月7日 交通費 バズ移送費 -5,735円
9月7日 交通費 トワ移送費 -20,528円
9月6日 医療費 マーク（フィラリア治療） -8,190円
9月6日 医療費清算 リバティ　新しい飼い主様 35,000円
9月4日 医療費 カノン（再診、処置、検査） -1,800円
9月3日 雑費 保護犬用バリケン -7,710円
9月2日 医療費 バズ（血液・便検査、診察） -6,720円
9月2日 雑費 療養食 -3,990円
9月1日 医療費 チップ（狂犬病ワクチン、フィラリア予防薬） -6,258円
9月1日 諸費用 バズ（手数料） -3,000円
9月1日 医療費 カノン（再診、投薬、血液検査、療養食） -8,480円

2008年9月分合計 -249,955円
8月31日 送料運賃 ８月分、振込手数料、送料 -9,546円
8月31日 仕入 グッズ制作費 -133,400円
8月31日 売上 グッズ販売８月分売上 214,500円
8月31日 通信費 ＢＣＲＮ携帯電話通信費　7月分 -1,406円
8月31日 交通費 バズ移送費 -31,950円
8月31日 支援金 皆様からの支援金　8月分 98,000円
8月30日 医療費 トワ（便検） -1,050円
8月29日 事務用品費 グッズ販売用 -997円
8月28日 交通費 アット -574円
8月28日 医療費 アット（股関節術後検診） -525円
8月28日 雑費 保護犬用ドッグフード -14,900円
8月28日 医療費 カノン（再診、処置、ノミ予防薬） -2,900円
8月26日 諸費用 Ｓａｌａ（登録） -3,150円
8月26日 医療費 Ｓａｌａ（狂犬病予防接種） -3,675円
8月25日 医療費 デイジー（フィラリア予防薬） -1,780円
8月25日 医療費 エール（血液検査、フィラリア予防薬） -15,750円
8月25日 医療費 カノン（再診、処置、内用薬、注射、点耳薬） -7,800円
8月24日 交通費 エール移送費 -20,528円
8月24日 医療費 トワ（血液検査、フィラリア・ノミ予防薬） -11,970円
8月23日 医療費 チップ（去勢手術） -23,850円
8月22日 交通費 トワ移送費 -3,585円
8月22日 医療費 カノン（再診、処置） -1,500円
8月21日 医療費 デイジー（狂犬病予防接種、尿検査） -4,220円
8月18日 医療費清算 アポロ　新しい飼い主様 35,000円
8月18日 医療費 Sala(フィラリア予防薬２か月分） -4,200円
8月18日 医療費 カノン（再診、処置） -1,500円
8月17日 雑費 里親会配布用冊子 -7,015円
8月16日 医療費 デイジー（再診、抜糸） -1,150円
8月13日 事務用品費 グッズ販売用 -596円
8月13日 医療費 リバティ（フィラリア予防薬） -1,470円
8月13日 医療費 ディーノ（フィラリア予防薬） -2,100円
8月13日 医療費 カノン（混合ワクチン） -7,500円
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8月12日 医療費 Sala(再診、投薬） -3,150円
8月11日 医療費 カノン（再診、処置） -1,500円
8月10日 交通費 マーク -8,008円
8月9日 医療費 カノン（再診、処置） -1,500円
8月7日 医療費 ボイス（点耳薬） -2,620円
8月7日 医療費 チップ（ワクチン） -5,400円
8月7日 医療費清算 カレン　新しい飼い主様 45,000円
8月7日 医療費 カノン（再診、処置） -1,500円
8月6日 医療費 ボイス（フィラリア予防薬） -5,350円
8月6日 医療費 チップ（便検査） -800円
8月6日 医療費 ナナ（外耳炎治療、フィラリア薬、フロントライン） -11,487円
8月6日 医療費 デイジー（避妊手術） -36,700円
8月5日 医療費 カノン（再診、点耳薬、フィラリア予防薬） -5,000円
8月4日 雑費 バリケン -7,980円
8月4日 医療費 Sala(再診、投薬） -3,150円
8月3日 交通費 ニモ（名古屋－福岡） -22,476円
8月3日 医療費 マーク（フィラリア予防薬） -3,520円
8月1日 雑費 保護犬用ドッグフード -10,100円

2008年8月分合計 -58,328円
7月31日 売上 ステッカー販売売上７月分 121,000円
7月31日 送料運賃 ７月分、振込手数料、送料 -16,974円
7月31日 支援金 皆様からの支援金　7月分 86,045円
7月31日 通信費 ＢＣＲＮ携帯電話通信費　6月分 -1,406円
7月31日 医療費 カノン（診察、投薬、便検査、療養食） -9,490円
7月31日 医療費 カレン（再診、投薬） -2,800円
7月30日 医療費 チップ（フィラリア、便、パルボ検査、フィラリア予防薬、駆虫薬） -8,640円
7月30日 雑費 チップ（セルフシャンプー代） -800円
7月30日 諸費用 チップ（県より譲渡費用） -1,220円
7月29日 事務用品費 グッズ販売用 -1,281円
7月29日 医療費清算 キャスパー　新しい飼い主様 35,000円
7月29日 医療費清算 バジル　新しい飼い主様 20,000円
7月24日 医療費 カレン（再診、投薬） -5,800円
7月22日 交通費 カノン（宝塚－福知山－大津－西宮） -13,683円
7月22日 医療費 jelo（混合ワクチン、糞便検査） -5,880円
7月21日 交通費 ナナ移送費 -1,247円
7月17日 医療費 カレン（再診、投薬） -4,800円
7月15日 医療費清算 ラッキー　新しい飼い主様 35,000円
7月15日 医療費 ディーノ（フィラリア予防薬） -2,100円
7月14日 医療費清算 シェリー　新しい飼い主様 20,000円
7月14日 医療費清算 ショコラ　新しい飼い主様 45,000円
7月14日 交通費 jelo（小金井－世田谷－日野－小金井） -1,097円
7月14日 医療費 キャスパー（脂肪腫切除手術） -10,500円
7月14日 医療費 カレン（膀胱炎、マラセチア治療、検査、投薬） -12,100円
7月13日 医療費 マーク（診察、処置、レントゲン、フロントライン） -11,340円
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7月11日 雑費 保護犬用ドッグフード -19,600円
7月7日 仕入 ステッカー、マグネット制作費 -280,350円
7月5日 医療費 ナナ（フィラリア薬、フロントライン） -3,780円
7月1日 医療費 キャスパー（血液検査、狂犬病注射） -11,300円

2008年7月分合計 -64,143円
6月30日 売上 ステッカー販売売上６月分 154,700円
6月30日 送料運賃 ６月分、振込手数料、送料 -11,720円
6月30日 支援金 皆様からの支援金　6月分 72,700円
6月30日 通信費 ＢＣＲＮ携帯電話通信費　5月分 -1,301円
6月27日 雑費 保護犬用ドッグフード -10,200円
6月26日 医療費 ニモ（フィラリア予防薬） -3,000円
6月26日 医療費 保護犬用（レボリューション） -12,000円
6月26日 交通費 ショコラ移送費 -3,850円
6月25日 医療費 Sala（皮膚炎、投薬） -2,100円
6月19日 医療費清算 ゴーン　新しい飼い主様 35,000円
6月18日 医療費清算 エルザ　新しい飼い主様 45,000円
6月17日 医療費清算 ピース　新しい飼い主様 35,000円
6月15日 医療費 ショコラ（フィラリア薬） -2,100円
6月14日 医療費 ディーノ（フィラリア予防薬） -2,100円
6月13日 医療費清算 レックス　新しい飼い主様 20,000円
6月13日 医療費 バジル（フィラリア薬） -3,720円
6月12日 医療費清算 ベティ　新しい飼い主様 45,000円
6月12日 医療費 ラッキー（狂犬病注射） -3,050円
6月11日 医療費清算 ベアー　新しい飼い主様 46,457円
6月10日 医療費清算 ライム　新しい飼い主様 20,000円
6月8日 交通費 Zeo移送費 -21,668円
6月7日 交通費 ニモ（生駒－神戸） -2,310円
6月7日 交通費 ニモ（神戸－八日市） -10,720円
6月7日 医療費 エルザ（検査） -22,365円
6月3日 医療費 ラッキー（去勢手術） -25,000円
6月2日 医療費 アット（ダニ検査） -3,150円

2008年6月分合計 333,503円
5月31日 通信費 ＢＣＲＮ携帯電話通信費　4月分 -1,301円
5月31日 医療費 ゴーン（検診、耳の薬） -10,700円
5月31日 売上 ステッカー販売売上5月分 18,400円
5月31日 送料運賃 5月分、振込手数料、送料 -4,498円
5月31日 支援金 皆様からの支援金　5月分 138,768円
5月29日 交通費 Zeo移送費 -7,537円
5月29日 医療費 Zeo（検査） -7,560円
5月29日 諸費用 Zeo引き出し -6,500円
5月29日 医療費 ナナ（避妊手術） -34,658円
5月29日 医療費 フィオーレ（内服薬） -7,213円
5月29日 仕入 グッズ制作費 -68,700円
5月28日 医療費 アット（疥癬治療） -46,463円



ＢＣＲＮ収支報告

5月28日 交通費 ニモ移送費 -3,755円
5月28日 交通費 ニモ（大阪-奈良） -5,072円
5月26日 医療費 ラッキー（ワクチン） -10,800円
5月26日 医療費 ナナ（フィラリア薬） -5,597円
5月26日 医療費 ショコラ（避妊） -33,490円
5月25日 交通費 ベティ移送 -2,871円
5月25日 交通費 ベティ（壬生-那須塩原） -4,350円
5月24日 医療費 マーク（ワクチン、採血、フィラリア検査） -9,970円
5月24日 諸費用 ゴーン（登録） -3,550円
5月24日 医療費 ゴーン（検診、耳の薬、抜糸、狂犬病注射） -12,920円
5月23日 医療費 リバティ（検査） -3,570円
5月23日 医療費清算 きなこ　新しい買い主様 20,000円
5月22日 交通費 ナナ移送費 -6,210円
5月22日 交通費 ベティ（壬生-那須塩原） -2,700円
5月21日 医療費 アポロ（去勢） -13,120円
5月20日 医療費 ゴーン（検診、耳の薬） -3,700円
5月20日 医療費 カレン（抜糸） -800円
5月18日 交通費 アポロ移送費 -2,357円
5月18日 医療費 シルバー（鎮静ハーブ） -2,560円
5月17日 交通費 ライム移送費 -3,287円
5月17日 医療費 ゴーン（去勢手術） -28,500円
5月16日 医療費 ショコラ（フィラリア検査・フロントライン） -8,040円
5月15日 交通費 ショコラ移送費 -1,399円
5月15日 雑費 保護犬用バリケン -6,110円
5月15日 医療費 バジル（フィラリア薬、検査） -8,110円
5月15日 医療費 きなこ（ワクチン） -14,380円
5月15日 医療費 ニモ（抜糸） -520円
5月15日 医療費清算 ナル　新しい飼い主様 35,000円
5月14日 医療費 アポロ（ワクチン） -6,300円
5月13日 交通費 アポロ移送費 -2,450円
5月13日 交通費 アポロ移送費 -5,364円
5月13日 医療費 アポロ（検査） -7,560円
5月13日 雑費 アポロ（シャンプー） -800円
5月13日 諸費用 アポロ（譲渡費用） -1,220円
5月13日 諸費用 リバティ（狂犬病） -2,750円
5月13日 諸費用 リバティ（登録） -3,550円
5月13日 諸費用 リキ（畜犬登録） -3,550円
5月12日 医療費 キャスパー（内服薬） -3,870円
5月12日 医療費 ピース（去勢手術） -24,150円
5月12日 医療費 ライム（フィラリア薬） -1,280円
5月12日 医療費 カレン（避妊） -38,500円
5月12日 医療費 ディーノ（フィラリア予防薬） -2,100円
5月11日 交通費 ライム移送費 -3,047円
5月9日 医療費 ボイス（血液検査、投薬） -2,360円
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5月8日 医療費 ピース（注射処置） -10,500円
5月8日 医療費清算 ロッテ　新しい飼い主様 45,000円
5月7日 医療費 リキ（フロントライン） -3,150円
5月7日 医療費 ニモ（去勢手術、フィラリア検査と予防薬） -26,040円
5月5日 交通費 ニモ（富田林-西宮） -2,640円
5月2日 医療費 ロッテ（検査、薬） -5,355円
5月2日 医療費清算 ミロード　新しい飼い主様 35,000円
5月2日 医療費清算 バニラ　新しい飼い主様 60,000円
5月1日 交通費 ニモ（宝塚－門真往復） -1,477円

2008年5月分合計 -198,713円
4月30日 通信費 ＢＣＲＮ携帯電話通信費　3月分 -1,301円
4月30日 医療費 エルザ（フィラリア予防薬・フロントライン） -3,460円
4月30日 雑費 保護犬用ケージ -5,510円
4月30日 医療費清算 ビック　新しい飼い主様 35,000円
4月30日 売上 ステッカー販売売上4月分 24,000円
4月30日 送料運賃 4月分、振込手数料、送料 -8,108円
4月30日 支援金 皆様からの支援金　4月分 169,064円
4月29日 医療費 ライム（狂犬病） -2,750円
4月28日 医療費 ピース（９種ワクチン） -10,500円
4月28日 諸費用 リキ（手数料） -550円
4月28日 医療費清算 リーフ　新しい飼い主様 46,456円
4月28日 医療費清算 ララ　新しい飼い主様 43,635円
4月28日 医療費 リキ(狂犬病注射) -2,650円
4月27日 交通費 ピース（岡山-山口） -17,780円
4月26日 医療費 ミロード（アレルギー検査・採血・狂犬病予防注射・内服薬・軟膏） -22,508円
4月24日 交通費 アット -574円
4月24日 医療費 アット（抜糸） -525円
4月24日 医療費清算 チコリ　新しい飼い主様 20,000円
4月24日 医療費清算 エクレア　新しい飼い主様 45,000円
4月23日 医療費 リバティ（フィラリア予防） -3,250円
4月22日 医療費清算 ウィスパー　新しい飼い主様 20,000円
4月22日 医療費 ゴーン（検診、耳の薬） -6,700円
4月22日 雑費 ピース（スーパーアボ） -14,000円
4月21日 交通費 シルバー(宝塚－大阪)午後 -1,209円
4月21日 交通費 シルバー(宝塚－大阪)午前 -1,209円
4月19日 医療費 シェイク（フィラリア、糞便検査・フィラリア予防） -8,925円
4月19日 医療費 バジル（フィラリア予防・血液検査９ -5,820円
4月18日 医療費清算 さんご　新しい飼い主様 45,000円
4月18日 医療費 ナル（去勢手術） -25,000円
4月17日 医療費 ディーノ（抗生物質） -4,830円
4月17日 交通費 シルバー(宝塚－大阪) -1,209円
4月16日 医療費 ディーノ（整腸剤） -3,780円
4月15日 医療費 フィーオーレ（検査） -21,920円
4月15日 交通費 フィオーレ移送費 -4,155円
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4月15日 医療費清算 アデラ　新しい飼い主様 50,000円
4月13日 交通費 リーフ移送費 -2,320円
4月12日 医療費 アット（術後治療） -3,255円
4月12日 交通費 ベア移送 -1,160円
4月12日 医療費 ライム（５種ワクチン） -6,800円
4月12日 医療費 ミロード（耳掃除・内服薬） -5,754円
4月12日 医療費 ピース（再診料・皮下補液・注射料） -2,730円
4月12日 交通費 ベア（福岡－東京） -4,500円
4月11日 送料運賃 バリケン移動 -1,690円
4月11日 医療費 シェイク（8種ワクチン） -9,450円
4月11日 医療費 ライム（パルポ、ジステンバー、フィラリ、ア生化学他検査） -11,420円
4月11日 医療費 ピース（再診料・注射(２本）・内服薬（散剤下痢止め・内服薬） -4,998円
4月10日 交通費 アット -574円
4月10日 医療費 アット（股関節手術、去勢手術、血液検査） -95,025円
4月10日 医療費清算 エース　新しい飼い主様 35,000円
4月10日 医療費 ピース（初診料・パルボ検査・フィラリア抗原検査・検便） -5,460円
4月8日 医療費 キャスパー（Ｘ線） -8,400円
4月8日 医療費 リーフ（ワクチン他） -6,050円
4月7日 医療費 ディーノ（狂犬病） -2,750円
4月7日 医療費 リバティ（内服薬） -3,460円
4月7日 諸費用 ディーノ（畜犬登録） -3,550円
4月7日 医療費 ミロード（フィラリア検査・耳掃除・内服薬・BPPシャンプー） -10,937円
4月7日 医療費清算 エレン　新しい飼い主様 45,000円
4月7日 医療費清算 エバルト　新しい飼い主様より 35,000円
4月7日 医療費 ララ（外耳処置、点耳薬、フロントラインプラス） -3,990円
4月5日 交通費 ベア移送 -4,240円
4月5日 交通費 ベティ移送 -5,820円
4月5日 交通費 リーフ（福岡－東京） -18,413円
4月5日 交通費 ララ(富田林-伊丹) -2,140円
4月4日 医療費 リバティ（去勢） -21,730円
4月3日 交通費 エエバルト（山口-廿日市） -8,120円
4月2日 諸費用 マーク（登録、予防注射交付手数料） -3,500円

2008年4月分合計 176,696円
3月31日 売上 ステッカー販売売上3月分 49,600円
3月31日 医療費 エルザ（狂犬病予防注射、フィラリア予防薬） -4,430円
3月31日 支援金 皆様からの支援金　3月分 176,280円
3月31日 送料運賃 3月分、振込手数料、送料 -8,604円
3月31日 医療費 ロッテ（処置代） -1,050円
3月30日 交通費 ララ(富田林-豊中) -2,105円
3月30日 交通費 ベティ（柏→川越→柏） -5,820円
3月30日 通信費 ＢＣＲＮ携帯電話通信費　2月分 -1,448円
3月29日 医療費 ロッテ（再手術） -10,500円
3月28日 医療費 エクレア（傷口処理） -3,000円
3月27日 医療費 ディーノ（去勢・レントゲン） -28,770円
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3月27日 医療費 ベティ（抜糸、投薬） -2,100円
3月27日 医療費 マーク（エコー検査） -3,150円
3月26日 医療費 ミロード（去勢手術） -16,800円
3月26日 医療費 ビック（処置料　検便　ノミ予防薬） -3,600円
3月25日 交通費 リキ(宝塚－川西) -609円
3月25日 交通費 ララ(富田林-豊中) -2,705円
3月25日 医療費 バジル（内服薬、検便） -3,720円
3月25日 医療費清算 メイプル　里親様より 45,000円
3月25日 医療費 ベア（去勢手術） -25,000円

3月24日 医療費 リキ（８種ワクチン、血液検査、ラリキシン、ドロンタル、フロントラインプラ
ス） -9,450円

3月24日 医療費 エクレア（避妊手術） -35,150円
3月23日 交通費 ベティ（柏→川越→柏） -5,820円
3月23日 交通費 エレン移送（宝塚→備前→宝塚） -9,898円
3月22日 医療費 エルザ（避妊手術） -29,400円
3月21日 医療費 ララ（抜糸　外耳処置　外用薬） -2,625円
3月19日 医療費清算 ゴンゴン　里親様より 20,000円
3月19日 医療費清算 ビーチ　里親様より 45,000円
3月19日 医療費 ビック（去勢手術　採血　レントゲン） -35,700円
3月18日 医療費 リバティ（フィラリア予防薬、フロントライン） -2,730円
3月18日 医療費 キャスパー（去勢手術） -22,050円
3月17日 医療費 バジル（検便、血液検査、8種ワクチン） -12,300円
3月17日 医療費 エバルト（コンベニア注射） -6,820円
3月16日 医療費 ロッテ（避妊手術） -42,000円
3月15日 医療費 カレン（ワクチン） -6,000円
3月14日 医療費 ビック（内用薬　処置料　検便） -3,300円
3月13日 交通費 マーク（相模原市→川崎市→愛甲郡→相模原市） -1,740円
3月13日 医療費 マーク（採血、検査、糞便検査、生化学検査、セルフシャンプー） -10,010円
3月13日 医療費 ララ（薬） -1,050円
3月12日 医療費 リキ(便検査他) -4,930円
3月12日 医療費 エバルト（去勢手術） -18,900円
3月12日 医療費清算 くぅ　里親様より 20,000円
3月12日 医療費 ララ（避妊手術　外耳処置） -42,315円
3月12日 送料運賃 バリケン移送 -1,790円
3月11日 医療費 アデラ（避妊手術） -30,975円
3月11日 医療費 エレン（避妊手術） -28,875円
3月11日 医療費 ウィスパー（フィラリア検査） -2,100円
3月11日 医療費 ナル（ワクチン） -6,000円
3月11日 医療費 ベア（ワクチン） -6,000円
3月10日 医療費 ディーノ（ワクチン） -5,900円
3月10日 医療費 バニラ（避妊手術） -21,000円
3月10日 医療費清算 シェビー　里親様より 38,945円
3月9日 交通費 メイプル（八王子→柏→八王子） -4,775円
3月9日 交通費 アデラ移送（神戸→倉敷→神戸） -12,850円
3月8日 医療費 バジル（検便） -1,800円
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3月8日 医療費 ビック（外用薬　処置料） -2,700円
3月8日 医療費 エクレア（ジアルジア駆虫） -2,810円
3月8日 医療費 エルザ（エコー検査、内服薬） -7,610円
3月7日 医療費 ディーノ（検査） -7,665円
3月7日 医療費清算 ジョン新しい飼主様 -9,604円
3月7日 医療費清算 ロコ新しい飼主様 -11,530円
3月7日 医療費 リィバティ（フィラリア予防薬） -1,780円
3月6日 医療費 アット（レントゲン検査） -6,825円
3月6日 医療費清算 アストロ　里親様より 20,000円
3月6日 医療費 ララ（薬　フロントライン） -5,400円
3月6日 医療費 ミロード（検査　ワクチン　外用薬） -14,050円
3月5日 医療費 ビック（内用薬　ワクチン8種　処置料） -10,300円
3月5日 医療費 バニラ（ワクチン、フィラリア薬×3） -5,217円
3月4日 医療費 アデラ(点耳薬・フロントライン) -3,255円
3月4日 医療費 エバルト（コンベニア注射、検便） -7,350円
3月3日 医療費 エレン（血液検査、ワクチン） -6,600円
3月3日 医療費 ビック（内用薬　耳薬　血液検査　糸条虫検査　処置料） -12,200円
3月3日 医療費 バジル（健康診断、フィラリア殺処理薬、血液検査） -10,200円
3月2日 交通費 バジル（一宮→関が原→一宮） -3,695円
3月2日 医療費 ベティ（避妊代） -16,800円
3月1日 医療費 リバティ（ワクチン６種） -6,820円
3月1日 医療費 エクレア（ワクチン） -12,690円

2008年3月分合計 -297,940円
2月29日 売上 ステッカー販売売上2月分 186,500円

2月29日 支援金 皆様からの支援金　2月分 1,992,095
円

2月29日 送料運賃 2月分、振込手数料　ステッカー送料 -5,282円
2月28日 通信費 ＢＣＲＮ携帯通信費ソフトバングキャッシュバッグ 5,000円
2月28日 通信費 ＢＣＲＮ携帯電話通信費　1月分 -1,302円
2月27日 医療費清算 キャリバー　里親様より 35,000円
2月26日 医療費 エバルト（9種ワクチン　耳処置　検便　内用薬） -13,960円
2月26日 交通費 ゴンゴン　福岡→別府→福岡 -4,640円
2月25日 交通費 リキ(富田林-川西) -4,185円
2月25日 医療費 リーフ　９種ワクチン、外用薬 -10,710円
2月25日 医療費清算 リザ　里親さまより 20,000円
2月24日 医療費 メイプル　再診療　抜糸処置料　外耳処置料 -3,675円
2月24日 医療費 ララ　ラリキシン -1,570円
2月21日 医療費清算 アクア　里親さまより 35,000円
2月21日 医療費 リバテイ　フィラリア予防薬　糞便検査　特殊検査 -7,240円
2月19日 交通費 くう（松戸市→町田市→松戸市） -580円
2月18日 医療費 アデラ(パルボ･フィラリア･血液・寄生虫検査・9種混合ワクチン) -9,082円
2月18日 医療費 ミロード（検査　内服薬） -9,500円
2月18日 医療費 エルザ（8種ワクチン） -8,400円
2月17日 交通費 ミロード・アット(早島－姫路西) -6,650円
2月17日 交通費 ミロード（神戸市→姫路市→神戸市） -1,450円
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2月17日 医療費 メイプル　避妊手術　血液検査　入院　内服薬　簡易歯石除去 -42,000円
2月17日 医療費 リバテイ　血液検査　フィラリア予防薬 -4,510円
2月16日 医療費 ゴーン（５種混合、マラセチア点耳薬、寄生虫検査、フィラリア検査） -10,000円
2月16日 交通費 アデラ・ミロード・アット(玉島－福岡) -25,750円

2月16日 医療費 エバルト（検便　耳垢　フィラリア検査　駆虫薬　耳処置　点耳薬　フィラリア
予防薬　ノミ予防薬） -15,850円

2月16日 医療費 リザ　パルボ・ジステンバーテスト、抗ダニ薬 -10,500円
2月16日 交通費 エクレア　古賀市 -1,150円
2月16日 医療費 エース　７種ワクチン -7,870円
2月16日 医療費 ララ　5種ワクチン -5,250円
2月15日 医療費 エルザ（糞便　皮膚　耳垢　血液　フィラリア検査） -8,610円
2月15日 交通費 エルザ（四日市→中部空港→四日市） -5,648円
2月15日 交通費 エレン　空輸　福岡→伊丹 -4,748円
2月15日 医療費 キャスパー　フィラリア検査 -2,100円
2月15日 医療費 ビーチ　９種ワクチン -8,400円
2月15日 医療費 ゴンゴン　５種ワクチン -6,300円
2月15日 交通費 エルザ　空輸 (熊本空港→中部国際空港） -12,183円
2月15日 医療費 リバテイ　糞便検査　内用薬 -2,620円
2月15日 交通費 リバテイ　前橋～宇都宮 -2,800円
2月13日 医療費 ゴーン(虫下し) -924円
2月13日 交通費 ごんごん　（福岡→別府→福岡） -5,075円
2月13日 雑費 ゲージ -7,800円
2月12日 医療費 ゴンゴン　保護時ヘルスチェック -5,250円
2月12日 医療費 ウイスパー　（９種ワクチン　駆虫薬） -13,650円
2月12日 医療費 キャスパー　（９種ワクチン　駆虫薬） -12,075円
2月12日 医療費 エルザ　診察代 -9,975円
2月12日 医療費 ララ　血液検査　フロントライン代 -3,570円
2月12日 通信費 ＢＣＲＮ携帯通信費 1月分 -4,138円
2月11日 交通費 シェビー（横須賀→佐倉市→横須賀） -9,590円
2月11日 交通費 ビック（北九州→広島市→北九州） -16,899円
2月11日 医療費 リーフ　去勢手術、フィラリア検査 -17,850円
2月10日 雑費 ゴーン(フード) -4,326円
2月10日 交通費 ビック（北九州→福岡市→北九州） -3,821円
2月10日 交通費 ララ兵庫～大阪富田林市 -5,120円
2月9日 医療費 メイプル　内服薬 -1,470円
2月9日 医療費 チコリ　診察料　狂犬病ワクチン -3,113円
2月8日 医療費清算 ロコ　里親さまより 31,530円
2月8日 交通費 ベテイ　交通費 -449円
2月8日 医療費 ベテイ　再診療　犬キャナイン６　 -2,887円
2月7日 交通費 くう（松戸市→千葉市→松戸市） -1,595円
2月6日 交通費 エバルト（宇部市→糟屋郡→宇部市） -10,470円
2月6日 医療費 リザ　外耳道処理、注射、抗ダニ薬 -4,200円
2月6日 医療費清算 キャリバー　里親様医療費清算返金分 -14,715円
2月6日 医療費 ミロード　ゴーン（２頭）　血液検査 -5,439円
2月4日 医療費 ビーチ　避妊手術、フィラリア検査 -29,190円
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2月3日 交通費 アストロ（松戸→横浜→松戸） -1,450円
2月2日 医療費 メイプル　犬8種ワクチン　点耳薬　耳道洗浄剤 -10,185円
2月1日 医療費 リーフ　駆虫薬２回分 -2,520円
2月1日 医療費 ビーチ　駆虫薬２回分 -2,520円

2008年2月分合計 1,830,344
円

1月31日 売上 １月分 　ステッカー売上 85,600円
1月30日 交通費 ベティ　（取手→柏市→取手） -450円
1月30日 送料運賃 1月分　振込手数料 -390円
1月30日 支援金 1月分皆様からの支援金 321,396円
1月30日 送料運賃 1月分　振込手数料、送料 -8,150円
1月30日 医療費 ベテイ　初診料　駆虫　点耳　フィラリア検査 -2,782円
1月29日 交通費 さんご　福岡→北九州市 -1,421円
1月28日 医療費 さんご　フィラリア予防薬 -1,580円
1月27日 医療費 リザ 耳処置　耳ダニ駆虫 -3,925円
1月26日 医療費 メイプル（便検査） -1,050円
1月26日 交通費 ベテイ引き取り -3,363円

1月25日 医療費 メイプル　診察料　皮膚検査　外耳処置　耳道洗浄　フィラリア検査　特殊検査
　 -8,715円

1月25日 交通費 ロッテ草加ブリーダー移送（大泉→草加→大泉） -2,273円
1月25日 交通費 エース、リザ移送費　館林市→さいたま市→佐野市→館林市 -6,130円
1月25日 交通費 ベティ（草加レスキュー　小金井→草加→小金井） -2,813円
1月25日 医療費 エース　診察料、虫下し薬、点耳薬、フィラリア・パルボチェック、耳垢検査 -11,130円
1月25日 交通費 リザ　那須塩原～佐野市 -7,861円
1月25日 医療費 ロッテ　　検診代 -17,955円
1月25日 医療費 リザ　採血料　抗原検査　検便 -3,535円
1月24日 医療費 バニラ（パルボ・ジステンバー・フィラリア・血液検査、エコー等） -6,000円
1月24日 交通費 バニラ（鴻巣市→富里市→東松山市→鴻巣市） -11,740円
1月24日 医療費清算 ジョン　里親様より 44,604円
1月21日 医療費 キャリバー去勢手術 -15,000円
1月18日 医療費 シェビー去勢手術 -15,750円

1月18日 医療費 チコリ　診察料　入院料　病理検査　注射　点滴　鎮静処置　麻酔前投薬　吸入
ガス麻酔　断尾手術　鎮静処置　麻薬処置　術創消毒　注射　内服薬 -76,440円

1月17日 交通費 アクア　（取手→柏市→取手） -450円
1月17日 医療費 アクア（去勢手術料、疼痛管理料、マイクロチップ） -14,175円
1月16日 医療費清算 キャリバー　里親さまより 32,460円
1月14日 医療費 キャリバー　再診療　狂犬病注射　８種ワクチン　点眼薬　狂犬病登録 -16,045円
1月12日 医療費 さんご　フィラリア予防薬 -1,500円
1月12日 医療費 チコリ診察料　採血料　血液検査　レントゲン検査　心電図　 -13,775円
1月10日 医療費 アストロ　血液検査、肝臓薬、フィラリア駆虫薬 -9,975円
1月5日 送料運賃 １２月分送料 -7,760円
1月4日 交通費 アクア　（取手→柏市→取手） -450円
1月4日 医療費 ロコ　　予防注射　　検便代 -11,550円
1月4日 医療費 アクア　初診料　犬キャイナイン　内用薬 -3,937円

2008年１月分合計 195,990円
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