
【平成28年度　支出一覧表】

No. 支払日 支払先 摘要 支出金額
1 2016/04/27 セブンイレブン 印刷代 ¥670
2 2016/05/11 ときわスポーツ　パシオン横浜店 グローブ・バット代 ¥99,100
3 2016/05/14 電鉄 ソフトボール大会交通費 ¥460
4 2016/05/14 電鉄 ソフトボール大会交通費 ¥350
5 2016/05/14 電鉄 ソフトボール大会交通費 ¥240
6 2016/05/15 ダイコクドラッグ ソフトボール大会備品 ¥626
7 2016/05/16 電鉄 ソフトボール大会交通費 ¥140
8 2016/05/16 電鉄 ソフトボール大会交通費 ¥170
9 2016/05/16 電鉄 ソフトボール大会交通費 ¥140

10 2016/05/16 電鉄 ソフトボール大会交通費 ¥230
11 2016/05/16 電鉄 ソフトボール大会交通費 ¥230
12 2016/05/16 電鉄 ソフトボール大会交通費 ¥160
13 2016/05/16 電鉄 ソフトボール大会交通費 ¥230
14 2016/05/16 電鉄 ソフトボール大会交通費 ¥290
15 2016/05/16 電鉄 ソフトボール大会交通費 ¥130
16 2016/05/16 トヨタレンタリース東京 レンタカー代 ¥14,007
17 2016/05/16 ローソン 印刷代 ¥280
18 2016/05/16 大田建設協同組合 グラウンド代 ¥48,640
19 2016/05/19 電鉄 ソフトボール大会交通費 ¥140
20 2016/05/19 電鉄 ソフトボール大会交通費 ¥230
21 2016/05/19 電鉄 ソフトボール大会交通費 ¥470
22 2016/05/19 電鉄 ソフトボール大会交通費 ¥330
23 2016/05/19 電鉄 ソフトボール大会交通費 ¥140
24 2016/05/19 電鉄 ソフトボール大会交通費 ¥140
25 2016/05/19 電鉄 ソフトボール大会交通費 ¥170
26 2016/05/19 電鉄 ソフトボール大会交通費 ¥140
27 2016/05/19 電鉄 ソフトボール大会交通費 ¥170
28 2016/05/19 電鉄 ソフトボール大会交通費 ¥170
29 2016/05/19 トヨタレンタリース東京 レンタカー代 ¥14,140
30 2016/05/19 大田建設協同組合 グラウンド代 ¥48,640
31 2016/05/26 電鉄 ソフトボール大会交通費 ¥140
32 2016/05/26 電鉄 ソフトボール大会交通費 ¥230
33 2016/05/26 電鉄 ソフトボール大会交通費 ¥170
34 2016/05/26 電鉄 ソフトボール大会交通費 ¥170
35 2016/05/26 電鉄 ソフトボール大会交通費 ¥240
36 2016/05/26 電鉄 ソフトボール大会交通費 ¥140
37 2016/05/26 電鉄 ソフトボール大会交通費 ¥130
38 2016/05/26 電鉄 ソフトボール大会交通費 ¥240
39 2016/05/26 電鉄 ソフトボール大会交通費 ¥230
40 2016/05/26 電鉄 ソフトボール大会交通費 ¥310
41 2016/05/26 トヨタレンタリース東京 レンタカー代 ¥14,031
42 2016/05/26 大田建設協同組合 グラウンド代 ¥24,320
43 2016/05/27 三田生協 コピー用紙代 ¥542
44 2016/05/27 梅沢印刷所 名刺代 ¥39,000
45 2016/06/07 慶應義塾大学三田インフォメーションテクノロジーセンター説明会用ポスター代 ¥1,000
46 2016/06/10 ココカラファイン 清掃用具代 ¥245
47 2016/06/17 株式会社エニーチケットポート東京店ソフトボール景品代 ¥47,000
48 2016/06/19 株式会社高島屋 印鑑代 ¥5,702
49 2016/06/22 ナカヤ事務器株式会社 ネームプレート代 ¥3,132
50 2016/06/22 梅沢印刷所 入ゼミ配布資料代 ¥8,640
51 2016/06/30 梅沢印刷所 入ゼミ冊子代 ¥201,240
52 2016/07/02 慶應義塾大学生活協同組合 テープ代 ¥750
53 2016/10/06 三田祭実行委員会財務局 三田祭参加費 ¥88,400
54 2016/10/06 三田祭実行委員会財務局 三田祭講演会運営費 ¥20,000
55 2016/10/12 慶應義塾大学生活協同組合 コピー用紙代 ¥542
56 2016/10/19 電鉄 教授説明会交通費 ¥160
57 2016/10/24 慶應義塾大学全塾ゼミナール委員会全塾ゼミナール委員会拠出金 ¥364,200
58 2016/10/24 三井住友銀行 振込手数料 ¥216
59 2016/10/25 電鉄 教授説明会交通費 ¥130
60 2016/10/25 電鉄 教授説明会交通費 ¥160
61 2016/10/26 電鉄 教授説明会交通費 ¥220
62 2016/10/27 電鉄 教授説明会交通費 ¥330
63 2016/10/27 電鉄 教授説明会交通費 ¥220
64 2016/10/27 電鉄 教授説明会交通費 ¥160
65 2016/10/31 電鉄 バレーボール大会交通費 ¥160
66 2016/10/31 電鉄 バレーボール大会交通費 ¥160
67 2016/11/09 電鉄 教授説明会交通費 ¥160
68 2016/11/10 電鉄 教授説明会交通費 ¥220



69 2016/11/10 電鉄 教授説明会交通費 ¥160
70 2016/11/15 株式会社ベスト電器 バレーボール大会景品代 ¥18,000
71 2016/11/15 西友吉祥寺店 ロープ代 ¥1,475
72 2016/11/15 西友吉祥寺店 ゴミ袋代 ¥583
73 2016/11/15 東急ハンズ渋谷店 ひも・粘着テープ代 ¥4,394
74 2016/11/15 ロフト渋谷店 テープ・麻ひも代 ¥1,231
75 2016/11/16 まいばすけっと芝五丁目店 ガムテープ代 ¥805
76 2016/11/16 日在堂文具 テープ代 ¥1,172
77 2016/11/19 アルベルティ 生花代 ¥10,800
78 2016/11/20 ファミリーマート三田二丁目店 印刷代 ¥1,000
79 2016/11/20 セブンイレブン港区芝五丁目店 印刷代 ¥800
80 2016/11/20 セブンイレブン港区芝五丁目店 ペン代 ¥618
81 2016/11/20 セブンイレブン港区芝五丁目店 印刷代 ¥500
82 2016/11/20 ファミリーマート三田二丁目店 印刷代 ¥800
83 2016/11/22 株式会社エイト通商 印刷代 ¥20,430
84 2016/11/22 ナカヤ事務器株式会社 クリップ代 ¥1,620
85 2016/11/24 電鉄 教授説明会交通費 ¥270
86 2016/11/24 電鉄 教授説明会交通費 ¥380
87 2016/12/06 電鉄 教授説明会交通費 ¥160
88 2016/12/15 電鉄 入ゼミ説明会交通費 ¥200
89 2016/12/15 電鉄 入ゼミ説明会交通費 ¥200
90 2016/12/15 ローソン品川荏原三丁目店 印刷代 ¥300
91 2017/01/07 Jマーケット品川駅前店 三田祭景品代 ¥19,780
92 2017/01/07 Jマーケット品川駅前店 三田祭景品代 ¥49,450
93 2017/01/07 Jマーケット品川駅前店 三田祭景品代 ¥49,450
94 2017/01/07 Jマーケット品川駅前店 三田祭景品代 ¥49,450
95 2017/01/07 Jマーケット品川駅前店 三田祭景品代 ¥49,450
96 2017/01/07 Jマーケット品川駅前店 三田祭景品代 ¥49,450
97 2017/01/07 Jマーケット品川駅前店 三田祭景品代 ¥49,450
98 2017/01/07 ACCEA 田町店 入ゼミ説明会冊子代 ¥108,108
99 2017/01/11 三田祭でパネル代を支払った各ゼミパネル代返金 ¥211,350

100 2017/01/31 梅沢印刷所 三田祭論文冊子代 ¥305,400
101 2017/01/31 梅沢印刷所 印刷代 ¥12,310
102 2017/02/04 ACCEA 田町店 印刷代 ¥31,860
103 2017/02/04 慶應義塾大学生活協同組合 印刷代 ¥500
104 2017/03/17 ACCEA 田町店 印刷代 ¥864
105 2017/04/14 株式会社ビックベン 講演料 ¥216,000

合計 ¥2,322,783



2016年度慶應義塾大学 慶應義塾大学経済学部ゼミナール委員会 

＊＊決算報告書＊＊ 

（円） 

 

独自財源 

収入 支出 

前年度繰越金 ¥3,483,677 消耗品費 ¥12,357 

経ゼミ費 ¥1,716,000 備品費 ¥109,554 

前期企画費 ¥135,000 印刷費 ¥694,702 

利息 ¥30 諸経費 ¥1,269,576 

今年度調整費 ¥138,460 前後期企画費 ¥236,594 

前年度調整費 ¥1,000 次年度繰越金 ¥3,151,384 

合計 ¥5,474,167 ¥5,474,167 

  

以上により、2017年度への繰越は ¥3,151,384  に確定いたしました。  

 

内部監査を実施した結果、上記の金額に相違ございませんでした。  

内部監査   味村俊吾        ○印  

 

 

 

 

 

2017年  月  日  

慶應義塾大学 経済学部ゼミナール委員会    ○印   

 

代表者      杉山卓人            ○印   

 

財務担当    湯山朝子            ○印  
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