
 

 

 

   2016年度事業報告書 
         法人の名称 特定非営利活動法人 ワールドランナーズ・ジャパン 
１ 事業活動方針 
 ＮＰＯ法人設立の目的から来て支援先であるアフリカ現地との関係をさらに強化しパートナーとして
現地のプロジェクトを支援して行くとともに、走る NGO、WRJ の会話を充満しより多くの人々を、
この活動に招待した。 

 
２ 事業内容 
（１） 特定非営利活動に係る事業 

 
① ランニング大会等の開催に関する事業 

 
ア WRJ新春ランニング感謝祭 
・ 内容 ；「走ることで貢献できてありがとう」をキャッチフレーズに、ハーフ、１０ｋｍ、 

    ５ｋｍを走るイベントとして開催した。ゲストとしてM高史さんを招待した。 
・ 日時 ：2017年 2月 5日（日） 9：00～14：00 
・ 場所 ：川崎市幸区古市場陸上競技場、多摩川河川敷多目的散策路 
・ 従事者人員 ：52人 
・ 受益対象者 ：一般市民 エントリー数 438人 参加者数 358人 
・ 収入額   ：1,308,500円（3,000円×427人＋1,500円×11人＋11,000円） 
・ 支出額   ：1,037,223円 
・ チャリティー額：271,277円（WRJの活動資金として） 

 
   イ チャリティーリレー for AFRICA 

・ 内容 ：アフリカの子どもたちをサポートするためのリレーイベント 5ｋｍ×2人～４ 
    人で２０ｋｍを走るリレーと5ｋｍと3ｋｍのキッズRUNとペアの親子 RUN 
    を開催した。ゲストランナーとしてＭ高史さんを招待した。 

・ 日時 ：2017年５月 21日（日） 9：00～14：00 
・ 場所 ：川崎市幸区古市場陸上競技場、多摩川河川敷多目的散策路 
・ 従事者人員 ：72人 
・ 受益対象者 ：一般市民 エントリー数 546人 参加者数 523人 
・ 収入額：1,120,930円（10,000円×79チーム＋3,000円×45人＋1,500×27人  

            ＋3,000円×31組＋62,430円） 
・ 支出額：935,175円 
・ チャリティー額：185,755円（アフリカ現地のプロジェクトへ） 

 
   ウ 定期ラン 

・ 内容 ：毎月第 2日曜日に開催した。走るという分野からWRJへの参加をウエルカムす 
    る定期的な機会として開催した。 

・ 日時 ：毎月第２日曜日 14：40～17：00 
・ 場所 ：皇居周回コース、他 
・ 従事者人員 ：4人 
・ 受益対象者 ：一般市民 延べ参加者数人 83人（新規参加者 3人） 
・ 支出額   ：7,086円（定期ラン便り印刷用インク代として） 
・  

   エ てけらん 
     ・ 内容 ：毎月平日の夜、皇居周回コースを歩いたり走ったり仕事帰りに気楽に参加して頂 
          ける機会として 10月より開始、6月までに 7回提供 
     ・ 開催情報：フェイスブックでその都度お知らせ 
     ・  従事者人員：2人 
     ・  受益対象者：一般市民延べ 36人（新規参加者 6人） 
 
     ・ 支出額無し 
 
      オ 不定期ラン 
          ・ 開催回数：10回、年間参加者数延べ 62人 
     ・ 内容 ：実施時期場所等、その都度呼びかけて参加出来る人たちで街を走って楽しむ機 
          会とした。 
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② 慢性的な飢餓に関する周知事業 

 
ア  ママトゥエンデの会 
  ・ 内容 ：AFRICA 帰国報告とＷＲＪ活動報告会として開催した。 
  ・ 日時 ：10月 1日（土） 12：00～12：30 
  ・ 場所 ：グローバルフェスタ JAPAN2016ワークショップスペース 
  ・ 従事者：5人 
  ・ 受益対象者：30人 
  ・ 支出額：0円 
 

 
③ 周知、啓発事業 

 
   ア 会員増強キャンペーン 

・ 内容 ：主に一般市民、ＷＲＪのサポーター並びにイベントへの参加者を対象に、ＷＲＪ 
    の会員となることを呼びかけ、ともに、WRJの活動を支えていってもらう活動 
    を行った。 

・ 日時 ：通年 
・ 場所 ：各種イベント等 
・ 従事者人員 ：延べ 20人 
・ 受益対象者 ：一般市民 
・ 支出額：０円 
 

   イ ニュースレター発行 
・ 内容 ：主に一般市民、ＷＲＪのサポーター並びにイベントへの参加者を対象に、ＷＲＪ 

    が今何処にいるか何処へ向かおうとしているかを知ってもらうために発行した。 
 
・ 日時 ：年 3回発行  84号発行 2016年 11月 12日（総会特集号） 

                                  85号発行 2017年 3月 4日（感謝祭特集号） 
                                  86号発行 2017年 6月 24日（CRFAF特集号） 
     ・ 場所 ：ＷＲＪワークスペース 

・ 従事者人員 ：延べ 32人 
・ 受益対象者 ：一般市民約 2,000人 
・ 支出額   ：105,946円（印刷代 27,700円+郵送料 78,246円） 

 
ウ グローバルフェスタ（GF）への出展参加 
・ 内容 ：日本最大のNGOイベントに参加し、WRJの活動を紹介し新しいランナー、ボ 

        ランティアの参加の機会とした。 
・ 日時 ：2016年 10月 1日（土）、2日（日） 
・ 場所 ：お台場 
・ 従事者人員 ：５人 
・ 受益対象者 ：一般市民 2000人 
・ 支出額：114,155円 
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海外援助事業 
 

ア AFRICA プロジェクト視察ツアー（次年度実施のための準備作業） 
・ 内容 ：支援先のアフリカ現地の実際に触れ、現地のパートナー達と人間関係を再創作し、 

    プロジェクトの完了を確認し、次を創作してくる。 
・ 日時 ：2017年 7月 7日（金）～7月 16日（日） 
・ 場所 ：タンザニアのアルーシャ近郊並びにブル近郊 
・ 従事者人数：3人 
・ 支出額：0円 

 
イ プムワニの週末の給食プロジェクト 
・ 内容 ：ケニア首都ナイロビのキコンバスラムにあるイスラム系診療所プムワニで行な 

    っているスラムの子どもたちへの栄養改善プロジェクトを日本のＮＧＯ「アフリ 
    カと神戸俊平友の会」を通してサポートした。 

・ 日時 ：毎週土曜日と日曜日の昼食を週中に変更日本のNGOイルファ―と協力実施 
・ 場所 ：ケニア首都ナイロビのキコンバスラム 
・ 従事者人員 ：1人 
・ 受益対象者 ：キコンバスラムの概ね 10歳以下の子ども達 40人～60人 
・ 支出額   ：150,000円 

 
   ウ シンギランド中等学校校舎建設プロジェクト 

・ 内容 ：ＷＲＪ支援の 2教室の工事の完成を確認したが、新たに開校のため二つの理科実 
    験室建設への追加支援要請の打診があった。 

・ 日時 ：通年 
・ 場所 ：タンザニアの北部マニアラ州西部ンブル地区 
・ 従事者人員 ：1人 
・ 受益対象者 ：ワアマ、アヤマヘ、ハルカの 3学区の初等学校生徒 2,300人 
・ 支出額   ：0円 
 

エ 奨学金プロジェクト基金 
・ 内容 ：貧困のため上級学校に行けない優秀な少女たちに奨学金を提供しコミュニティ 

    ーでの女性の地位向上やリーダーシップを醸成する。 
・ 日時 ：2016年 1月～12月 
・ 場所 ：日本国内 
・ 従事者人員 ：5人 
・ 受益対象者 ：タンザニアの北部アリューシャ州の少女 6人 
・ 支出額：368,463円（500ドル×6人＋コーディネート費 200ドル＝3,200ドル） 

       ※1ドル＝111.44円    
計 356,608円＋手数料 7,500円＋チラシ代 4,355円 

 
オ WRTオフィス維持費サポート基金 
・ 内容 ：ＷＲＴが銀行口座を開設するために法人格を取得することが必要になった。この 

    ためにオフィスが必要となり、ＷＲＪへサポートを依頼してきたものである。 
・ 日時 ：2016年 1月～12月 
・ 場所 ：タンザニアの、アリューシャ 
・ 従事者人員 ：1人 
・ 受益対象者 ：ＷＲＴのサポートを受ける地域社会の人々 
・ 支出額   ：100ドル×12月＝1,200ドル 

       ※1ドル=114.83円 合計 137,796円 
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【経常収益】
  【受取会費】
    正会員受取会費 542,000 
    賛助会員受取会費 397,000 939,000 
  【受取寄付金】
    受取寄付金 545,909 
  【事業収益】
    事業　収益 2,357,000 
  【その他収益】
    受取　利息 10 
    雑　収　益 104,117 104,127 
        経常収益  計 3,946,036 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
        人件費計 0 
    （その他経費）
      ｱﾌﾘｶ援助費 644,404 
      仕　入　高(事業） 50,000 
      賃  借  料(事業) 1,336,698 
      車　両　費(事業) 3,232 
      消耗品　費(事業) 58,967 
      ゼッケン代 93,387 
      印刷製本費(事業) 65,315 
      通信運搬費(事業) 213,600 
      広告宣伝費(事業) 9,051 
      ランナーエイド代(事業) 30,800 
      抽選会等記念品代(事業) 74,494 
      支払手数料(事業) 166,196 
      保　険　料(事業) 96,900 
      雑　　　費(事業) 12,800 
        その他経費計 2,855,844 
          事業費  計 2,855,844 
  【管理費】
    （人件費）
        人件費計 0 
    （その他経費）
      通信運搬費 120,094 
      消耗品　費 233,554 
      地代　家賃 720,000 
      水道光熱費 64,406 
      諸　会　費 30,000 
      支払手数料 148,842 
        その他経費計 1,316,896 
          管理費  計 1,316,896 
            経常費用  計 4,172,740 
              当期経常増減額 △ 226,704 
【経常外収益】
    経常外収益  計 0 
【経常外費用】
    経常外費用  計 0 
        税引前当期正味財産増減額 △ 226,704 
          当期正味財産増減額 △ 226,704 
          前期繰越正味財産額 1,685,097 

          次期繰越正味財産額 1,458,393 

活　動　計　算　書
[税込]（単位：円）

自 平成28年 7月 1日  至 平成29年 6月30日特定非営利活動法人ﾜｰﾙﾄﾞﾗﾝﾅｰｽﾞ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ



  【流動資産】
    （現金・預金）
      現　　　金 176,214 
      郵便　振替 15,000 
      普通　預金 1,006,151 
        現金・預金 計 1,197,365 
    （その他流動資産）
      前払　費用 324,000 
        その他流動資産  計 324,000 
          流動資産合計 1,521,365 

            資産の部  合計 1,521,365 

  【流動負債】
    未　払　金 62,972 
      流動負債  計 62,972 
        負債の部  合計 62,972 

  【正味財産】
    前期繰越正味財産額 1,685,097 
    当期正味財産増減額 △ 226,704 
      正味財産　計 1,458,393 
        正味財産の部  合計 1,458,393 

          負債・正味財産合計 1,521,365 

《資産の部》

《負債の部》

《正味財産の部》

特定非営利活動法人ﾜｰﾙﾄﾞﾗﾝﾅｰｽﾞ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ
貸　借　対　照　表

[税込]（単位：円）

平成29年 6月30日 現在全事業所



【重要な会計方針】
　財務諸表の作成は、ＮＰＯ法人会計基準（2010年７月20日　2011年11月20日一部改正　ＮＰＯ法人
会計基準協議会）によっています。

(1).消費税等の会計処理
　消費税等の会計処理は、税込み経理方式によっています。

【事業別損益の内訳】
　事業別損益の状況は以下の通りです。

科　　目 アフリカPJ 感謝祭 アフリカリレー 定期ラン NL 広報 事業部門計 管理部門 合計

Ⅰ経常収益
1.受取会費 0 939,000 939,000
2.受取寄付金 212,880 11,000 34,430 258,310 287,599 545,909
3.事業収益 1,297,500 1,059,500 2,357,000 0 2,357,000
4.その他収益 27,000 50,000 77,000 27,127 104,127

　経常収益計 212,880 1,308,500 1,120,930 0 0 50,000 2,692,310 1,253,726 3,946,036
Ⅱ経常費用
（1）人件費
　人件費計 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（2）その他経費

  ｱﾌﾘｶ援助費 644,404 644,404 644,404
  仕　入　高 50,000 50,000 50,000
  賃  借  料 671,924 640,774 24,000 1,336,698 1,336,698
  車　両　費 637 2,595 3,232 3,232
  消耗品　費 15,576 36,305 7,086 58,967 233,554 292,521
  ゼッケン代 52,077 41,310 93,387 93,387
  印刷製本費 4,355 22,885 10,375 27,700 65,315 65,315
  通信運搬費 79,562 43,048 78,246 12,744 213,600 120,094 333,694
  広告宣伝費 9,051 9,051 9,051
  ランナーエイド代 16,800 14,000 30,800 30,800
  抽選会等記念品代 35,264 39,230 74,494 74,494
  支払手数料 7,500 83,528 56,808 18,360 166,196 148,842 315,038
  保　険　料 46,170 50,730 96,900 96,900
  雑　　　費 12,800 12,800 12,800
  地代　家賃 0 720,000 720,000
  水道光熱費 0 64,406 64,406
  諸　会　費 0 30,000 30,000

　その他経費計 656,259 1,037,223 935,175 7,086 105,946 114,155 2,855,844 1,316,896 4,172,740
　事業費計 656,259 1,037,223 935,175 7,086 105,946 114,155 2,855,844 1,316,896 4,172,740
　当期経常増減額 △ 443,379 271,277 185,755 △ 7,086 △ 105,946 △ 64,155 △ 163,534 △ 63,170 △ 226,704

【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込]（単位：円）

内容 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高
アフリカプロジェクト事業 400,000 400,000
奨学金 41,460 150,605 192,065 0
給食プロジェクト 0 15,000 15,000 0
オフィスサポート 0 20,000 20,000 0

合計 400,000 20,000 20,000 400,000

財務諸表の注記
平成29年 6月30日 現在特定非営利活動法人ﾜｰﾙﾄﾞﾗﾝﾅｰｽﾞ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。当団体の正味財産は1,458,393円ですが、そのうち400,000円はアフリカプロジェクト事業に使用
される財産です。したがって、使途の制約されていない正味財産は1,058,393円です。

備考



  【流動資産】
    （現金・預金）
      現　　　金 176,214 
      郵便　振替 15,000 
      普通　預金 1,006,151 
        三井住友銀行　調布駅前支店 (215,771)
        横浜銀行　稲田堤支店 (564,817)
        三菱東京UFJ銀行　調布支店 (225,563)
        現金・預金 計 1,197,365 
    （その他流動資産）
      前払　費用 324,000 
        gooddo プロジェクト (324,000)
        その他流動資産  計 324,000 
          流動資産合計 1,521,365 
            資産の部  合計 1,521,365 

  【流動負債】
    未　払　金 62,972 
      スタッフ立替 (19,320)
      J-POST (23,652)
      デザイン料 (20,000)
      流動負債  計 62,972 
        負債の部  合計 62,972 

        正味財産 1,458,393 

《資産の部》

《負債の部》

特定非営利活動法人ﾜｰﾙﾄﾞﾗﾝﾅｰｽﾞ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ
財　産　目　録

[税込]（単位：円）

平成29年 6月30日 現在全事業所



監査報告書

2oL7+8E178

特定非営利活動法人ワール ドランナーズ 。ジャパン

代表理事 加藤典宇 FI・i 殿

監事

監事

私は、特定非営利活動促進法第 18条の規定に基づき、特定非営利活動法人ワール ドランナーズ 。

ジャパンの 2016年度 (2016年 7月 1日 から 2017年 6月 30日 まで)の業務監査及び会計監査行い

ました。

理事の業務執行の状況に関する監査に当たっては、加藤代表理事から報告を受け、必要と認める場合

には質問をしました (8月 |∫日佐藤、8月 i7日 出中)。 また、財産の状況に関する監査に当たつては、財

務諸表等 (活動計算書、貸借対照表、財務諸表の注記及び財産目録)と 帳簿や証拠書類等との照合、質

問等の合理的な保証を得るための手続きを行いました。

監査の結果、理事の業務執行は、法令、定款及び事業計画に基づき適正に執行され、不正の行為また

は法令・定款に違反する重大な事実はないことが認められました。

また、法人の財産の状況は、NPO法人会計基準に準拠して、財務諸表等に適正に表示されているもの

と認められました。

以上のとお り報告致します。
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