
北村亭開設２０周年記念誌『再び見つける北村薫』制作会計概要

作成 2018/5/11

北村亭/arumatik Publishing

収入 ¥403,000

支出 ¥629,987

計 ¥-226,987

収入の部 支出の部

寄付金 ¥50,000
交通費

¥218,676

販売売上 ¥33,000
取材費

¥45,671

クラウドファンディング

支援金 ¥320,000
通信費

¥3,456

制作費
¥220,852

販売費
¥141,332

収入合計 ¥403,000
支出合計

¥629,987



支出カテゴリ説明

交通費 鉄道 バス その他交通

取材費 手土産 謝礼 資料コピー代 資料購入代 会議飲食費

通信費 郵便(書面) 郵便(原稿)

制作費 印刷費 制作資材購入費

販売費 参加登録費 販売資材購入費 手数料 広告費 頒布送料

※取材時の移動も交通費として区分して計上しています。(交通費の比重が大きいため)

※交通費は定期区間を除外して計上しています。(東京駅発になっているものなどが該当)



収入明細
日付 カテゴリ 金額 説明

2018年1月10日 寄付金 ¥50,000 寄付金

2018年4月27日 販売売上 ¥1,500 サイト通販1冊(郵送)

2018年5月1日 販売売上 ¥1,500 サイト通販1冊(郵送)

2018年5月2日 販売売上 ¥1,500 サイト通販1冊(郵送)

2018年5月6日 販売売上 ¥27,000 文学フリマ売上

2018年5月7日 クラウドファンディング ¥320,000 クラウドファンディング売上(手数料20%控除済み)

2018年5月7日 販売売上 ¥1,500 サイト通販1冊(郵送)

合計 ¥403,000



支出明細
日付 カテゴリ 金額 説明

2017年1月9日 交通費 ¥370 船橋⇔国府台

2017年1月22日 交通費 ¥6,048 東京⇔高萩(特急券含む)

2017年1月28日 交通費 ¥4,410 東京→新前橋(新幹線自由席券含む)

2017年1月28日 交通費 ¥144 新前橋→前橋(JR)

2017年1月28日 交通費 ¥250 前橋駅→敷島公園バスターミナル(バス)

2017年1月28日 取材費 ¥360 焼きまんじゅう×２

2017年1月29日 取材費 ¥300 前橋文学館入館料

2017年1月28日 交通費 ¥150 県民会館前→前橋駅(バス)

2017年1月28日 交通費 ¥4,410 前橋→東京(新幹線自由席券含む)

2017年2月11日 交通費 ¥1,317 東京→二宮

2017年2月11日 交通費 ¥710 二宮→極楽寺

2017年2月11日 交通費 ¥190 極楽寺→長谷

2017年2月11日 取材費 ¥300 長谷寺拝観料

2017年2月11日 取材費 ¥100 光則寺拝観料

2017年2月11日 交通費 ¥190 長谷→鎌倉

2017年2月11日 交通費 ¥583 鎌倉→二宮

2017年2月11日 交通費 ¥1,317 二宮→東京

2017年2月19日 交通費 ¥583 東船橋→佐倉

2017年2月19日 取材費 ¥1,600 DIC川村美術館入館料(2名分)

2017年2月19日 取材費 ¥6,050 美術館併設レストラン入館・昼食費(2名分)

2017年2月19日 交通費 ¥583 佐倉→東船橋

2017年2月27日 交通費 ¥165 外苑前→銀座

2017年2月27日 交通費 ¥165 銀座→東京

2017年3月5日 交通費 ¥11,450 東京→鳴子御殿湯(新幹線自由席券東京－古川間含む)

2017年3月5日 交通費 ¥11,450 鳴子温泉→東京(新幹線自由席券古川－東京間含む)

2017年3月11日 交通費 ¥133 東京→御徒町

2017年3月11日 取材費 ¥620 国立博物館入館料

2017年3月11日 交通費 ¥165 上野広小路→浅草

2017年3月11日 交通費 ¥298 浅草→神田→東京

2017年3月19日 交通費 ¥13,080 東京→京都(新幹線自由席券含む)

2017年3月19日 交通費 ¥240 京都→嵯峨嵐山(JR)

2017年3月19日 交通費 ¥500 市バス京都バス一日乗車券

2017年3月19日 交通費 ¥190 嵯峨嵐山→花園(JR)

2017年3月19日 取材費 ¥400 鹿苑寺拝観料

2017年3月19日 取材費 ¥400 正伝護国禅寺拝観料



日付 カテゴリ 金額 説明

2017年3月19日 取材費 ¥400 大徳寺龍源院拝観料

2017年3月19日 取材費 ¥400 竜安寺拝観料

2017年3月19日 交通費 ¥13,910 花園→東京(新幹線指定席特急券含む)

2017年3月27日 通信費 ¥410 切手代(返信用)

2017年3月27日 通信費 ¥700 第一種定形外郵便５通(依頼書送信)

2017年3月27日 取材費 ¥1,000 読者アンケート募集チラシ複写代(カラー20部)

2017年4月2日 交通費 ¥586 京成船橋→泉岳寺

2017年4月2日 交通費 ¥216 泉岳寺→東銀座

2017年4月2日 交通費 ¥174 東銀座→日本橋

2017年4月2日 交通費 ¥165 日本橋→三越前

2017年4月2日 交通費 ¥165 三越前→半蔵門

2017年4月2日 交通費 ¥165 永田町→神保町

2017年4月2日 交通費 ¥388 秋葉原→船橋

2017年4月6日 通信費 ¥82 切手代

2017年4月16日 取材費 ¥1,620 手土産

2017年4月16日 取材費 ¥270 御礼金包装袋

2017年4月17日 交通費 ¥877 外苑前→東秋留

2017年4月17日 交通費 ¥1,080 東秋留→東船橋

2017年4月29日 交通費 ¥648 船橋→春日部

2017年4月29日 交通費 ¥648 春日部→船橋

2017年5月10日 交通費 ¥1,060 国際展示場正門→春日部

2017年5月10日 交通費 ¥648 春日部→半蔵門

2017年5月15日 取材費 ¥162 依頼用小物(大野様)

2017年5月15日 通信費 ¥162 ８２円切手２枚

2017年5月19日 取材費 ¥2,160 手土産(北原様、群馬様)

2017年5月20日 交通費 ¥164 東京→田端

2017年5月20日 交通費 ¥164 田端→東京

2017年5月22日 交通費 ¥715 外苑前→西立川

2017年5月22日 取材費 ¥10,000 謝礼：群馬様

2017年5月22日 交通費 ¥1,080 西立川→東船橋

2017年5月23日 通信費 ¥140 第一種定形外郵便1通(依頼書送信)

2017年5月30日 取材費 ¥540 大野様指定誌『旅行読売』６月号購入

2017年6月3日 販売費 ¥300 facebook広告

2017年6月4日 取材費 ¥278 文庫版『語り女たち』(中古)購入

2017年6月5日 交通費 ¥195 外苑前→神楽坂(新潮社)

2017年6月5日 交通費 ¥432 神楽坂→東船橋

2017年6月10日 取材費 ¥2,160 手土産代(大野様・中山様)
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日付 カテゴリ 金額 説明

2017年6月10日 取材費 ¥10,000 謝礼(大野様/図書カード)

2017年6月12日 交通費 ¥402 外苑前→金町

2017年6月12日 取材費 ¥691 取材飲食費(スターバックス)

2017年6月12日 交通費 ¥395 金町→東京

2017年6月24日 交通費 ¥10,900 東京→瑞浪(新幹線自由席含む)

2017年6月24日 交通費 ¥10,900 瑞浪→東京(新幹線指定席含む)

2017年6月26日 通信費 ¥140 依頼書郵送費(大久保様)

2017年7月2日 通信費 ¥82 切手代

2017年7月2日 通信費 ¥140 依頼書郵送費(別宮様)

2017年7月9日 販売費 ¥2,600 facebook広告

2017年7月12日 制作費 ¥16,588 Adobe illustrator１年ライセンス購入費(5周年記念セール価格適用)

2017年7月16日 通信費 ¥164 切手代

2017年7月31日 通信費 ¥486 葉書代

2017年8月31日 販売費 ¥2,100 facebook広告

2017年8月10日 交通費 ¥9,150 東京→郡山(新幹線指定特急券/東京→猪苗代(乗車券)

2017年8月12日 交通費 ¥9,150 東京→郡山(新幹線指定特急券/東京→猪苗代(乗車券)

2017年8月31日 販売費 ¥2,100 facebook広告

2017年10月28日 交通費 ¥9,830 東京→白石蔵王(新幹線乗車券特急券)

2017年10月28日 交通費 ¥1,920 バス代(白石蔵王→蔵王刈田山頂BT)

2017年10月28日 交通費 ¥1,500 蔵王ロープウエイ

2017年10月28日 取材費 ¥700 稲花餅購入

2017年10月28日 交通費 ¥1,000 バス代(蔵王温泉→山形駅)

2017年10月28日 交通費 ¥10,450 山形→東京(新幹線乗車券特急券)

2017年10月31日 販売費 ¥2,100 facebook広告

2017年10月31日 販売費 ¥2,100 facebook広告

2017年11月5日 交通費 ¥3,820 東京駅→勝田駅(JR指定席特急券＋乗車券)

2017年11月5日 交通費 ¥350 ひたちなか海浜鉄道湊線勝田駅→那珂湊駅

2017年11月5日 取材費 ¥1,850 アクアワールド大洗入場券

2017年11月5日 交通費 ¥170 アクアワールド→那珂湊駅BT(バス運賃)

2017年11月5日 交通費 ¥350 ひたちなか海浜鉄道湊線那珂湊駅→勝田駅

2017年11月5日 交通費 ¥3,820 東京駅→勝田駅(JR指定席特急券＋乗車券)

2017年11月10日 交通費 ¥5,390 東京駅→軽井沢駅(JR指定席特急券＋乗車券)

2017年11月10日 交通費 ¥200 旧軽井沢東急ハーベストクラブ→万平ホテル

2017年11月10日 交通費 ¥180 旧軽井沢→三笠バス代

2017年11月10日 取材費 ¥400 旧三笠ホテル入場券購入費

2017年11月10日 交通費 ¥180 三笠→旧軽井沢バス代

2017年11月10日 取材費 ¥410 ルバーブジャム購買費
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日付 カテゴリ 金額 説明

2017年11月10日 交通費 ¥160 旧軽井沢→軽井沢駅バス代

2017年11月11日 交通費 ¥3,020 軽井沢駅→東船橋駅(JR乗車券)

2017年11月11日 交通費 ¥3,320 軽井沢駅→東京駅(JR指定席特急券)

2017年11月12日 交通費 ¥9,080 東京駅→燕三条駅(JR自由席+乗車券)

2017年11月12日 交通費 ¥320 分水駅→燕三条駅

2017年11月12日 交通費 ¥8,760 燕三条駅→東京駅(JR自由席+乗車券)

2017年11月21日 通信費 ¥140 大野様に原稿郵送

2017年11月23日 販売費 ¥5,500 第二十六回文学フリマ登録費

2017年11月26日 通信費 ¥140 大野様に原稿郵送

2017年11月26日 通信費 ¥250 大野様に原稿郵送(返信用)

2017年11月30日 通信費 ¥140 大野様に原稿郵送

2017年12月7日 交通費 ¥165 外苑前→渋谷(makuake本社面談のため)

2017年12月7日 交通費 ¥165 外苑前→渋谷

2017年12月15日 販売費 ¥600 住民票・印鑑証明書発行費(makuake登録用)

2017年12月16日 交通費 ¥13,080 東京駅→京都駅

2017年12月16日 交通費 ¥1,200 京都観光一日乗車券

2017年12月16日 交通費 ¥150 三条駅→七条駅(京阪)

2017年12月16日 取材費 ¥600 二条城入場券

2017年12月16日 取材費 ¥600 三十三間堂

2017年12月16日 取材費 ¥400 清水寺

2017年12月16日 交通費 ¥210 三条駅→出町柳駅(京阪)

2017年12月16日 交通費 ¥270 出町柳駅→清水五条(京阪)

2017年12月16日 交通費 ¥13,080 京都駅→東京駅

2018年1月9日 販売費 ¥21,535 Facebook広告

2018年1月9日 販売費 ¥1,862 Facebook広告

2018年1月9日 販売費 ¥1,100 Facebook広告

2018年1月13日 販売費 ¥6,000 makuakePR素材購入費

2018年1月21日 販売費 ¥2,530 講演会配布用チラシ印刷代(アスクル)

2018年2月12日 通信費 ¥140 中山様へ修正稿の送付

2018年2月17日 交通費 ¥575 東京→高尾山口

2018年2月17日 交通費 ¥930 清滝⇔高尾山(往復)

2018年2月17日 取材費 ¥900 山菜そば(撮影対象)

2018年2月17日 交通費 ¥575 高尾山口→東京

2018年2月19日 通信費 ¥140 中山様へ修正稿の送付

2018年2月9日 販売費 ¥2,530 チラシ再印刷費(アスクル)

2018年3月1日 販売費 ¥19,480 facebook広告

2018年3月9日 制作費 ¥29,160 有償フォント3点購入費(デザイナー指定)
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日付 カテゴリ 金額 説明

2018年3月31日 販売費 ¥16,201 facebook広告

2018年4月5日 制作費 ¥36,180 有償フォント購入費(デザイナー指定)

2018年4月23日 販売費 ¥4,250 makuakeリターン制作費(会員カード印刷)

2018年4月26日 制作費 ¥92,400 印刷費(150部)

2018年4月26日 販売費 ¥2,160 発送用PP封筒(２種類)購入費

2018年4月26日 販売費 ¥3,140 発送用ラベル用紙

2018年4月29日 販売費 ¥1,173 makuakeリターン制作費(会員カード印刷)

2018年4月29日 販売費 ¥1,299 makuakeリターン制作費(お礼状印刷費)

2018年4月29日 制作費 ¥1,524 正誤表印刷費

2018年5月2日 販売費 ¥36,000 発送用レターパックライト１００枚

2018年5月4日 販売費 ¥1,560 版画封入用OPP袋200枚購入

2018年5月6日 制作費 ¥45,000 表紙・装丁デザイン料

2018年5月6日 交通費 ¥494 東京→流通センター

2018年5月6日 交通費 ¥494 流通センター→東京

2018年5月7日 販売費 ¥2,030 文学フリマ会場からの在庫送料

2018年5月8日 販売費 ¥1,082 複数冊発送用段ボール購入費

合計 ¥629,987
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