
2019/05/01~2020/12/25 FascodeNetwork収支報告

円収入 支出

日付 名目 価格円 カテゴリ 日付 名目 価格円 カテゴリ

2020/01/12 line creators market 源泉所得税控除後 1008 LINE 未入金 2019/05/01 ファイルサーバー-hayao（建て替え） 1,000 サーバー 未払

2020/02/08 line creators market 源泉所得税控除後 755 LINE 未入金 2019/06/01 serenelinux.xyz-液体（建て替え） 1 ドメイン 未払

2020/03/11 line creators market 源泉所得税控除後 231 LINE 未入金 2019/06/01 sereneforum.xyz-オレンジ（建て替え） 100 ドメイン 未払

2020/04/12 line creators market 源泉所得税控除後 665 LINE 未入金 2019/06/01 serenelinux.net-SiA（建て替え） 1,160 ドメイン 未払

2020/05/23 line creators market 源泉所得税控除後 693 LINE 未入金 2019/06/01 googleads-SiA（建て替え） 1,000 ドメイン 未払

2020/06/13 line creators market 源泉所得税控除後 658 LINE 未入金 2019/06/01 serenelinux.com-SiA（建て替え） 1,295 ドメイン 未払

2020/07/17 line creators market 源泉所得税控除後 228 LINE 未入金 2019/06/01 alterlinux.com-naoko（建て替え） 862 ドメイン 未払

2020/08/18 line creators market 源泉所得税控除後 62 LINE 未入金 2019/06/01 fascode.net-naoko（建て替え） 658 ドメイン 未払

2020/09/09 line creators market 源泉所得税控除後 35 LINE 未入金 2019/06/01 flastGoogleMapAPI-葵（建て替え） 500 API 未払

2020/10/09 line creators market 源泉所得税控除後 35 LINE 未入金 2019/06/01 Google Ads-SiA（建て替え） 1,000 広告 未払

2020/11/12 line creators market 源泉所得税控除後 118 LINE 未入金 2019/06/01 ファイルサーバー-hayao（建て替え） 1,000 サーバー 未払

2020/12/11 line creators market 源泉所得税控除後 148 LINE 未入金 2019/06/01 sensetサーバーメモリ強化-sunset（建て替え） 2,900 サーバー 未払

2020/04/08 商品ID : 1785929 / 数量 : 1 / SereneLinuxアイコン-缶バッチ (缶バッジ - 25mm) 71 booth 普通預金入金済み 2019/06/01 なおこが液体サーバーになおこ（建て替え） 600 その他 未払

2020/04/09

商品ID : 1829186 / 数量 : 1 / FascodeNetwork-Tシャツ2 (Tシャツ（短納期） - L - ホワイト)
商品ID : 1917978 / 数量 : 1 / SereneLinuxTシャツ2 (Tシャツ（短納期） - L - ホワイト)
商品ID : 1786089 / 数量 : 1 / 水瀬玲音デニムファスナー付きトートバック先着10名様限定【ハンドメイド】3,024 booth 普通預金入金済み 2019/06/01 sunsetが液体サーバーにサンセット（建て替え） 1,000 その他 未払

2020/04/13 商品ID : 1786089 / 数量 : 1 / 水瀬玲音デニムファスナー付きトートバック先着10名様限定【ハンドメイド】3,248 booth 普通預金入金済み 2019/06/01 ファイルサーバーの設備LANポート増設hayao（建て替え） 2,679 その他 未払

2020/04/13
商品ID : 1828880 / 数量 : 1 / AlterLinux-プルオーバーパーカー (パーカー - M - ホワイト)
商品ID : 1786089 / 数量 : 1 / 水瀬玲音デニムファスナー付きトートバック先着10名様限定【ハンドメイド】2,808 booth 普通預金入金済み 2019/06/01 ファイルサーバーの設備バックアップHDDhayao（建て替え） 9,878 サーバー 未払

2020/04/20 商品ID : 1786089 / 数量 : 1 / 水瀬玲音デニムファスナー付きトートバック先着10名様限定【ハンドメイド】2,766 booth 普通預金入金済み 2019/06/01 水瀬玲音トートバック材料費の5個分4月から5月の販売で売れた文の材料費、送料、なおコ母への作業量なおこ（建て替え） 8,070 材料費 支払い済み

2020/05/04 商品ID : 2023381 / 数量 : 1 / ハンドメイド AlterLinux マスクカバー シンプルでかっこいい 先着３名様限定 マスクの作り方も一緒に同封！I385 booth 普通預金入金済み 2019/07/01 ファイルサーバー-hayao（建て替え） 1,000 サーバー 未払

2020/05/05 商品ID : 2023381 / 数量 : 1 / ハンドメイド AlterLinux マスクカバー シンプルでかっこいい 先着３名様限定 マスクの作り方も一緒に同封！I385 booth 普通預金入金済み 2019/08/01 ファイルサーバー-hayao（建て替え） 1,000 サーバー 未払

2020/05/06 商品ID : 1785937 / 数量 : 1 / 寄付・支援 SereneLinux スマートフォン壁紙付き 225 booth 普通預金入金済み 2019/09/01 ファイルサーバー-hayao（建て替え） 1,000 サーバー 未払

2020/05/07 商品ID : 1786089 / 数量 : 1 / 水瀬玲音デニムファスナー付きトートバック先着10名様限定【ハンドメイド】3,248 booth 普通預金入金済み 2019/10/01 ファイルサーバー-hayao（建て替え） 1,000 サーバー 未払

2020/05/12 商品ID : 1829268 / 数量 : 1 / FascodeNetwork-Tシャツ3 (Tシャツ（短納期） - L - ホワイト) 119 booth 普通預金入金済み 2019/11/01 水瀬玲音デフォルト-なおこ（建て替え） 20,000 キャラクター 未払

2020/06/26 商品ID : 1827945 / 数量 : 2 / AlterLinux-Tシャツ (Tシャツ（短納期） - L - ホワイト) 450 booth 未入金 2019/11/01 ファイルサーバー-hayao（建て替え） 1,000 サーバー 未払

2020/10/14
商品ID : 1828462 / 数量 : 1 / FascodeNetwork-クリアファイル (クリアファイル - A4)
商品ID : 1828770 / 数量 : 1 / AlterLinux-クリアファイル (クリアファイル - A4) 166 booth 未入金 2019/12/01 ファイルサーバー-hayao（建て替え） 1,000 サーバー 未払

2020/12/23
商品ID : 2023381 / 数量 : 1 / ハンドメイド AlterLinux マスクカバー シンプルでかっこいい 先着３名様限定 マスクの作り方も一緒に同封！I
商品ID : 1917932 / 数量 : 2 / AlterLinux-Tシャツ3 (Tシャツ（短納期） - L - ホワイト) 922 booth 未入金 2020/01/01 ファイルサーバー-hayao（建て替え） 1,000 サーバー 未払

合計 22,453 2020/02/01 ファイルサーバー-hayao（建て替え） 1,000 サーバー 未払

2020/03/01 ファイルサーバー-hayao（建て替え） 1,000 サーバー 未払

2020/04/01 ファイルサーバー-hayao（建て替え） 1,000 サーバー 未払

ドル収入 2020/05/01 ファイルサーバー-hayao（建て替え） 1,000 サーバー 未払

日付 名目 価格ドル カテゴリ 2020/06/01 ファイルサーバー-hayao（建て替え） 1,000 サーバー 未払

2020/08/01 寄付 8.61 patreon 未入金 2020/06/23 booth振込手数料 200 手数料 支払い済み

2020/09/01 寄付 21.26 patreon 未入金 2020/08/06 水瀬玲音SDキャラクター条件あり権利買い済ココナラなおこ（建て替え） 3,700 キャラクター 未払

2020/10/01 寄付 25.36 patreon 未入金 2020/08/29 サンセット鯖HDDデータ復旧費サンセット（建て替え） 275,000 サーバー 未払

2020/11/01 寄付 25.36 patreon 未入金 2020/12/23 AlterLinux 送料材料費作業量なおこ（建て替え） 600 材料費 未払

2020/12/01 寄付 38.42 patreon 未入金 合計 345,203

合計 119.01

※2020/12/25 現在 1ドル103円として仮定して算出すると円換算で119.01×103= 12,258 （円未満切り捨て）

収入合計 34,711 支出合計 345,203

収入合計-支出合計 -310,492


