
4月分支出総額
¥55,613

請求金額 ¥47,271

連番 日付 購入品目 相手先 金額 按分率（％） 按分後金額 科目

1 2019/4/7 車両リース代 ホンダファイナンス ¥47,600 85% ¥40,460 交通費

2 2019/4/18 電話代（2019/3/1～2009/3/31使用分） NTT東日本 ¥6,933 85% ¥5,893 事務費

3 2019/4/22 コピー機カウンター代 電脳株式会社 ¥1,080 85% ¥918 事務費

¥55,613 ¥47,271計



5月分支出総額
¥215,136

請求金額 ¥178,726

連番 日付 購入品目 相手先 金額 按分率（％） 按分後金額 科目

2019/5/7 車両リース代 ホンダファイナンス ¥47,600 85% ¥40,460 交通費

4 2019/5/8 名刺 埼玉県社会事業団あげお ¥12,000 50% ¥6,000 事務費

5 2019/5/10 ガソリン代 ENEOS ¥4,988 85% ¥4,240 交通費

6 2019/5/10 インターネット接続料 ヤフージャパン ¥1,026 85% ¥872 事務費

7 2019/5/11 出張県政報告会時駐車場代 三井のリパーク ¥400 100% ¥400 広報費

8 2019/5/25 事務所電気代（2019/4/23～5/24使用分） 東京電力 ¥2,922 85% ¥2,484 事務費

9 2019/5/27 事務所家賃（5月分） リゾン ¥130,000 85% ¥110,500 事務所費

10 2019/5/27 来客時等駐車場賃借料（5月分） リゾン ¥16,200 85% ¥13,770 事務所費

¥215,136 ¥178,726計



6月分支出総額
¥219,264

請求金額 ¥188,389

連番 日付 購入品目 相手先 金額 按分率（％） 按分後金額 科目

2019/6/5 車両リース代 ホンダファイナンス ¥47,600 85% ¥40,460 交通費

11 2019/6/10 新聞（赤旗）購入費 しんぶん（赤旗） ¥930 100% ¥930 資料購入・作成費

12 2019/6/18 電話代（2019/5/1～5/31） NTT東日本 ¥6,538 85% ¥5,557 事務費

13 2019/6/18 年会費 教育を考える彩の国県民フォーラム ¥12,000 100% ¥12,000 調査研究費

14 2019/6/10 インターネット接続料 ヤフージャパン ¥1,026 85% ¥872 事務費

15 2019/6/13 県民要望現地調査時駐車場代 三井のリパーク ¥200 100% ¥200 調査研究費

16 2019/6/13 県民要望現地調査時駐車場代 SANパーク ¥200 100% ¥200 調査研究費

17 2019/6/14
県民要望現地調査時駐車場代
（通学路の要望につき、通学時
間帯の現地確認）

SANパーク ¥100 100% ¥100 調査研究費

18 2019/6/16 ガソリン代 ENEOS ¥4,470 85% ¥3,800 交通費

2019/6/27 事務所家賃（6月分） リゾン ¥130,000 85% ¥110,500 事務所費

2019/6/27 来客時等駐車場賃借料（6月分） リゾン ¥16,200 85% ¥13,770 事務所費

¥219,264 ¥188,389計



7月分支出総額
¥295,507

請求金額 ¥264,672

連番 日付 購入品目 相手先 金額 按分率（％） 按分後金額 科目

19 201897/5 車両リース代 ホンダファイナンス ¥47,600 85% ¥40,460 交通費

20 2019/7/5 埼玉県職員録購入代 関東図書 ¥745 100% ¥745 資料購入・作成費

21 2019/7/9~7/11 視察代 ¥86,922 100% ¥86,922 調査研究費

22 2019/7/10 インターネット接続料 ヤフージャパン ¥1,026 85% ¥872 事務費

23 2019/7/10 新聞（赤旗）購入費 しんぶん赤旗 ¥930 100% ¥930 資料購入・作成費

24 2019/7/11 視察時空港バス代 東京空港交通株式会社 ¥1,340 100% ¥1,340 調査研究費

25 2019/7/22 コピー機カウンター代 電脳株式会社 ¥1,080 85% ¥918 事務費

26 2019/7/29 事務所賃借料（7月分） リゾン ¥130,000 85% ¥110,500 事務所費

27 2019/7/29 来客時等駐車場賃借料（7月分） リゾン ¥16,200 85% ¥13,770 事務所費

28 2019/7/30 電気代（2019/6/25～7/24） 東京電力 ¥3,126 85% ¥2,657 事務費

29 2019/7/30 電話代（2019/6/1～6/30使用分） NTT東日本 ¥6,538 85% ¥5,557 事務費

¥295,507 ¥264,672計



8月分支出総額
¥220,659

請求金額 ¥187,700

連番 日付 購入品目 相手先 金額 按分率（％） 按分後金額 科目

30 2019/8/2 ガソリン代 ENEOS ¥1,000 85% ¥850 交通費

31 2019/8/5 コピー機リース代 クレディセゾン ¥12,700 85% ¥10,795 事務費

2019/8/5 車両リース代 ホンダファイナンス ¥47,600 85% ¥40,460 交通費

32 2019/8/9 新聞（赤旗）購入費 しんぶん赤旗 ¥930 100% ¥930 資料購入・作成費

33 2019/8/13 インターネット接続料 ヤフー ¥1,026 85% ¥872 事務費

34 2019/8/20 コピー機カウンター代 電脳 ¥1,080 85% ¥918 事務費

2019/8/27 事務所賃借料（8月分） リゾン ¥130,000 85% ¥110,500 事務所費

2019/8/27 来客時等駐車場賃借費 リゾン ¥16,200 85% ¥13,770 事務所費

35 2019/8/27 電話代（2019/7/1～7/31使用分） NTT ¥6,616 85% ¥5,624 事務費

36 2019/8/30 電気代（2019/7/25～8/26使用分） 東京電力 ¥3,507 85% ¥2,981 事務費

¥220,659 ¥187,700計



9月分支出総額
¥208,299

請求金額 ¥177,194

連番 日付 購入品目 相手先 金額 按分率（％） 按分後金額 科目

2019/9/5 車両リース代 ホンダファイナンス ¥47,600 85% ¥40,460 交通費

37 2019/9/10 インターネット接続料 ヤフージャパン ¥1,026 85% ¥872 事務費

38 2019/9/10 新聞（赤旗）購入費 しんぶん（赤旗） ¥930 100% ¥930 資料購入・作成費

39 2019/9/12 ガソリン代 ENEOS ¥4,923 85% ¥4,185 交通費

40 2019/9/20 コピー機カウンター代 電脳 ¥1,080 85% ¥918 事務費

41 2019/9/24 事務所電話代（2019/8/1～8/31使用分） NTT東日本 ¥6,540 85% ¥5,559 事務費

2019/9/27 事務所賃借料（9月） リゾン ¥130,000 85% ¥110,500 事務所費

2019/9/27 来客時等駐車場賃借料 リゾン ¥16,200 85% ¥13,770 事務所費

¥208,299 ¥177,194計



10月分支出総額
¥226,487

請求金額 ¥193,158

連番 日付 購入品目 相手先 金額 按分率（％） 按分後金額 科目

42 2019/10/7 車両リース代 ホンダファイナンス ¥47,600 85% ¥40,460 交通費

43 2019/10/6 来客時等駐車場代契約更新料 株式会社リゾン ¥8,100 85% ¥6,885 事務所費

44 2019/10/7 携帯電話使用料 ソフトバンク ¥9,188 90% ¥8,269 事務費

45 2019/10/8 事務所電気代（2019/8/27～9/24使用分） 東京電力 ¥2,830 85% ¥2,406 事務費

46 2019/10/10 インターネット使用料 ヤフー ¥1,026 85% ¥872 事務費

47 2019/10/10 新聞（赤旗）購入費 しんぶん（赤旗） ¥930 100% ¥930 資料購入・作成費

48 2019/10/21 コピー機カウンター代 電脳 ¥1,080 85% ¥918 事務費

49 2019/10/24 事務所電話代（2019/9/1～9/30使用分） NTT東日本 ¥6,540 85% ¥5,559 事務費

50 2019/10/27 埼玉病院新病棟公開日駐車場代 埼玉病院 ¥300 100% ¥300 調査研究費

51 2019/10/28 事務所賃借料（10月分） リゾン ¥130,000 85% ¥110,500 事務所費

52 2019/10/28 来客時等駐車場賃借料 リゾン ¥16,200 85% ¥13,770 事務所費

53 2019/10/28 事務所電気代（2019/9/25～10/27使用分） 東京電力 ¥2,693 85% ¥2,289 事務費

¥226,487 ¥193,158計



11月分支出総額
¥173,776

請求金額 ¥147,502

連番 日付 購入品目 相手先 金額 按分率（％） 按分後金額 科目

54 2019/11/6 携帯電話使用料 ソフトバンク ¥9,156 90% ¥8,240 事務費

55 2019/11/11 インターネット接続料 ヤフー ¥1,026 85% ¥872 事務費

56 2019/11/11 新聞（赤旗）購入費 しんぶん（赤旗） ¥930 100% ¥930 資料購入・作成費

57 2019/11/19 名刺代 すわ緑風園 ¥2,300 50% ¥1,150 事務費

58 2019/11/20 コピー機カウンター代 電脳株式会社 ¥1,100 85% ¥935 事務費

59 2019/11/26 電話代（2019/10/1～10/31使用分） NTT東日本 ¥6,661 85% ¥5,662 事務費

60 2019/11/23 ガソリン代 ENEOS ¥4,002 85% ¥3,402 交通費

2019/11/27 事務所賃借料（11月分） リゾン ¥130,000 85% ¥110,500 事務所費

2019/11/27 来客時等駐車場賃借料 リゾン ¥16,200 85% ¥13,770 事務所費

61 2019/11/27 電気代（2019/10/28～11/25使用分） 東京電力 ¥2,401 85% ¥2,041 事務費

¥173,776 ¥147,502計



12月分支出総額
¥215,709

請求金額 ¥179,759

連番 日付 購入品目 相手先 金額 按分率（％） 按分後金額 科目

62 2019/12/5 車両リース代 ホンダファイナンス ¥38,434 85% ¥32,669 交通費

63 2019/12/6 携帯電話使用料 ソフトバンク ¥9,339 90% ¥8,405 事務費

64 2019/12/10 インターネット接続料 ヤフージャパン ¥1,045 85% ¥888 事務費

65 2019/12/10 新聞（赤旗）購入費 しんぶん（赤旗） ¥930 100% ¥930 資料購入・作成費

66 2019/12/12 名刺代 埼玉県社会福祉事業団あげお ¥12,000 50% ¥6,000 事務費

67 2019/12/18 電話代（2019/11/1～11/30使用分） NTT ¥6,661 85% ¥5,662 事務費

68 2019/12/20 コピー機カウンター代 電脳 ¥1,100 85% ¥935 事務費

2019/12/27 事務所賃借料（12月分） リゾン ¥130,000 85% ¥110,500 事務所費

2019/12/27 来客時等駐車場賃借料 リゾン ¥16,200 85% ¥13,770 事務所費

¥215,709 ¥179,759計



1月分支出総額
¥582,163

請求金額 ¥514,831

連番 日付 購入品目 相手先 金額 按分率（％） 按分後金額 科目

69 2020/1/4 事務所電気代（11/26～12/23使用分） 東京電力 ¥2,331 85% ¥1,981 事務費

70 2020/1/6 車両リース代 ホンダ ¥19,217 85% ¥16,334 交通費

71 2020/1/6 携帯電話使用料 ソフトバンク ¥9,355 90% ¥8,420 事務費

72 2020/1/10 インターネット接続料 ヤフー ¥1,045 85% ¥888 事務費

73 2020/1/13 ガソリン代 ENEOS ¥2,827 85% ¥2,403 交通費

74 2020/1/20 電話代（12/1～12/31使用分） NTT ¥6,680 85% ¥5,678 事務費

75 2020/1/20 コピー機カウンター代 電脳株式会社 ¥1,278 85% ¥1,086 事務費

76 2020/1/23 井上わたるの配るホームページ第69号印刷代 I&Yコンサルティング ¥390,500 90% ¥351,450 広報費

77 2020/1/24 電気代（2019/12/24～2020/1/23使用分） 東京電力 ¥2,430 85% ¥2,066 事務費

78 2020/1/27 事務所賃借料（12月分） リゾン ¥130,000 85% ¥110,500 事務所費

79 2020/1/27 来客時等駐車場賃借料 リゾン ¥16,500 85% ¥14,025 事務所費

¥582,163 ¥514,831計



2月分支出総額
¥295,097

請求金額 ¥251,162

連番 日付 購入品目 相手先 金額 按分率（％） 按分後金額 科目

80 2020/2/5 車両リース代 ホンダ ¥19,217 85% ¥16,334 交通費

81 2020/2/6 携帯電話使用料 ソフトバンク ¥9,309 90% ¥8,378 事務費

82 2020/2/7 井上わたるの配るホームページ第69号折込 読売IS ¥50,886 90% ¥45,797 広報費

83 2020/2/9 ガソリン代 ENEOS ¥1,878 85% ¥1,596 交通費

84 2020/2/10 インターネット接続料 ヤフージャパン ¥1,045 85% ¥888 事務費

85 2020/2/10 サーバーレンタル代 メディアウォーズ ¥1,400 80% ¥1,120 広報費

86 2020/2/10 新聞（赤旗）購入費 しんぶん（赤旗） ¥930 100% ¥930 資料購入・作成費

87 2020/2/18 ガソリン代 ENEJET ¥1,120 85% ¥952 交通費

88 2020/2/20 コピー機カウンター代 電脳 ¥1,100 85% ¥935 事務費

89 2020/2/25 ホームページ更新費 I&Yコンサルティング ¥55,000 80% ¥44,000 広報費

90 2020/2/25 電話代（1/1～1/31使用分） NTT ¥6,712 85% ¥5,705 事務費

2020/2/27 事務所賃借料（2月分） リゾン ¥130,000 85% ¥110,500 事務所費

2020/2/27 来客時等駐車場賃借料（２月分） リゾン ¥16,500 85% ¥14,025 事務所費

¥295,097 ¥251,162計



3月分支出総額
¥328,154

請求金額 ¥286,474

連番 日付 購入品目 相手先 金額 按分率（％） 按分後金額 科目

91 2020/3/5 車両リース代 ホンダ ¥19,217 85% ¥16,334 交通費

92 2020/3/6 携帯電話使用料 ソフトバンク ¥9,477 90% ¥8,529 事務費

93 2020/3/8 電気代（1/24～2/24使用分） 東京電力 ¥1,970 85% ¥1,675 事務費

94 2020/3/8 井上わたるの配るホームページ第69号ポスティング委託料 SKI ¥138,600 90% ¥124,740 広報費

95 2020/3/10 新聞（赤旗）購入費 しんぶん（赤旗） ¥930 100% ¥930 資料購入・作成費

96 2020/3/20 コピー機カウンター代 電脳 ¥1,100 85% ¥935 事務費

97 2020/3/23 電話代（2/1～2/28使用分） NTT ¥6,697 85% ¥5,692 事務費

2020/3/27 事務所賃借料（３月分） リゾン ¥130,000 85% ¥110,500 事務所費

2020/3/27 来客時等駐車場賃借料 リゾン ¥16,500 85% ¥14,025 事務所費

98 2020/3/30 ガソリン代 ENEOS ¥3,663 85% ¥3,114 交通費

¥328,154 ¥286,474計


