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  2020 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

新型コロナウイルスの影響を受け、計画していたすべての大会の開催を中止することとなった。その
中でもできることを模索し、リモートも含めた定期ランの継続開催やどこにいても参加し楽しめるラ
ンニング大会を検討する機会となった。
またアフリカとの関係においては、支援は継続して行うことができ、新しい奨学生を迎えることもで
きた。助成金をいただくことで、コロナ対策にもなるウォータータンクの設置支援も可能となり、今
後の学校建設についても情報収集にあたった。

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 WRJAFRICA パートナーシップラン in 稲城
    ・内容 ：2020 年 9 月 26 日（土）に開催を予定していたが、新型コロナウイルス感染拡大

防止のために、開催を取りやめた。
    ・従事者人員：５人
    ・受益対象者：０人
    ・費用額  ：9,410 円（システム利用料、次年度大会チラシ代（3,580 円））
    

イ WRJ 新春ランニング感謝祭
    ・内容 ：2021 年２月 7 日（日）に開催を予定していたが、新型コロナウイルス感染拡大防

止のために、開催を取りやめた。
・従事者人員：５人

    ・受益対象者：０人
    ・費用額  ：2,277 円（システム利用料・振込手数料）

   ウ チャリティーリレー for AFRICA
    ・内容 ：2021 年 5 月 16 日に開催を予定していたが、新型コロナウイルスの感染拡大防止

のために、開催を取りやめた。
・従事者人員：５人

    ・受益対象者：０人
    ・費用額  ：1,628 円（システム利用料）

エ チャリティーラン
    ・内容 ：新型コロナウイルスの感染を考慮し、計画を断念した。
    ・費用額  ： ０円

   オ 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。
前年度より新型コロナウイルス対策として各自各地域で走った記録を報告する「分
散定期ラン」として開催、コロナウイルスの状況をみて都心から少し離れた場所で
の開催もトライした。

    ・日時 ：毎月第２日曜日 14：40～17：00
    ・場所 ：皇居周回コース、他（荒川、稲田堤）
    ・従事者人員： 2 人
    ・年間参加者数：一般市民 延べ参加者数 延べ 128 名(新規 0 名)
    ・費用額  ： ０円

   キ 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 2016 年 10 月より開始。新型コロナウイルスの感染拡大防止のた
めに、開催を取りやめた。

    ・従事者人員： ３人
    ・費用額  ： ０円
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ク 不定期ラン
・内容 ：今期は開催を見送った。

・従事者人員：1 人
・費用額：0 円

   ケ 共通費
    ・9,460 円（白紙ゼッケン代）

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 ：アフリカ OB 会と連携し、WRJ のメンバーが集える場を創る予定だったが、 新型

コロナウイルスの感染を考慮し、計画を断念した。
  

③ 周知、啓発事業

   ア 会員増強キャンペーン
    ・内容 ：WRJ を応援・アフリカを応援したい人に呼びかけ、仲間になってもらうキャンペー

ンを実施したが、新型コロナウイルスの感染を考慮し大きな動きは取れなかった。
    ・日時 ：年間を通じて
    ・従事者人員：18 人
    ・費用額  ： 0 円

   イ ニュースレター発行
    ・内容 ：「WRJ の今」を会員及びサポーターやイベント参加者に伝えるために発行した。
    ・発行日 ：2021 年 6 月（第 96 号）
            WRJ の 2020 年度のハイライト
    ・発行場所 ：WRJ ワークスペース
    ・従事者人員：4 人
    ・受益対象者：194 人（会員及びサポーターやイベント参加者）
    ・費用額  ：9,910 円（印刷代、郵送料は次年度に計上）

④ 海外援助事業

ア プムワニ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 ：週中の昼食給食。
    ・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
    ・費用額  ：150,000 円

   イ 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女子学生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 ：2020 年 7 月～2021 年 6 月
    ・場所 ：タンザニアのアルーシャ
    ・従事者人員： 3 人
    ・受益対象者：女子学生 12 人（ハイスクール：4 人+セカンダリースクール：８人）
    ・費用額  ：747,722 円（650 ドル×4＋500 ドル×8 人＋コーディネート費 200 ドル

＝6,800 ドル）  
           送金手数料  3,000 円

ウ バニー小学校校舎建設プロジェクト
    ・内容 ：ブル、バニー村にある小学校から 2 教室と職員室建設への支援要請の打診があった。

支援申込書と予算書の内容確認し支援を実施する。今期については現地のコーディ
ネート費用のみ発生。

・日時 ：通年
・場所 ：タンザニアのブル
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・従事者人員 ：3 人
・受益対象者：バニー小学校生徒 294 名とその家族、バニー村の人々
・費用見込額： 66,948 円（600 ドル）

エ WRT オフィス維持費サポート基金
    ・内容 ：ＷＲＴ（ワールドランナーズ・タンザニア）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 ：2020 年 7 月～2021 年 7 月
    ・場所 ：タンザニアのアルーシャ
    ・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
    ・費用額  ：133,896 円（100 ドル×12 月＝1,200 ドル）

   オ Mringa Water tank プロジェクト
    ・内容 ：奨学金でも支援を行っているタンザニアの Mringa セカンダリースクールに衛生環

境を改善するためにウォータータンクの設置の支援要請があり、これに応えた。
         なお、支援には庭野平和財団からの助成金を充てることができた。
    ・日時 ：2021 年 4 月
    ・場所 ：タンザニアのアルーシャ
    ・従事者人員： １人
    ・受益対象者：Mringa セカンダリースクールの寄宿舎で生活する生徒約 400 人
    ・費用額  ：659,460 円（6000 ドル）  
           送金手数料  3,000 円

カ AFRICA プロジェクト視察ツアー準備
・内容 ：支援先アフリカの現地の実際に触れ、現地のパートナー達と人間関係を再創作し、

プロジェクトの状況を確認し次を創作する準備を行う。当初は 2021 年の夏を予定
していたが、新型コロナウイルスの影響により渡航の時期は未定である。

    ・ツアー予定期間 ：未定
    ・場所 ：タンザニアのアルーシャ近郊並びにブル近郊、ケニアのナイロビ
    ・従事者人員： ４人
    ・費用額  ：０円



【経常収益】

  【受取会費】

    正会員受取会費 504,000 

    賛助会員受取会費 291,000 795,000 

  【受取寄付金】

    受取寄付金 1,092,492 

  【受取助成金等】

    受取助成金 653,000 

    受取補助金 2,240,000 2,893,000 

  【その他収益】

    受取　利息 19 

        経常収益  計 4,780,511 

【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 1,758,026 

      ゼッケン代 9,460 

      印刷製本費(事業) 13,490 

      支払手数料(事業) 15,735 

        その他経費計 1,796,711 

          事業費  計 1,796,711 

  【管理費】

    （人件費）

        人件費計 0 

    （その他経費）

      通信運搬費 118,444 

      消耗品　費 6,264 

      地代　家賃 720,000 

      水道光熱費 63,334 

      諸　会　費 30,000 

      支払手数料 248,361 

        その他経費計 1,186,403 

          管理費  計 1,186,403 

            経常費用  計 2,983,114 

              当期経常増減額 1,797,397 

【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 1,797,397 

          当期正味財産増減額 1,797,397 

          前期繰越正味財産額 △ 117,613 

          次期繰越正味財産額 1,679,784 

活　動　計　算　書
[税込]（単位：円）

自 2020年 7月 1日  至 2021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 263,050 

      郵便　振替 300,000 

      普通　預金 4,629,024 

        現金・預金 計 5,192,074 

    （その他流動資産）

      前　渡　金 54,600 

      前払　費用 60,000 

        その他流動資産  計 114,600 

          流動資産合計 5,306,674 

            資産の部  合計 5,306,674 

  【流動負債】

    未　払　金 2,726,250 

    前　受　金 8,000 

    短期借入金 892,640 

      流動負債  計 3,626,890 

        負債の部  合計 3,626,890 

  【正味財産】

    前期繰越正味財産額 △ 117,613 

    当期正味財産増減額 1,797,397 

      正味財産　計 1,679,784 

        正味財産の部  合計 1,679,784 

          負債・正味財産合計 5,306,674 

《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）

2021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　2017年12月12日最終改正　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。

【事業費の内訳】
　事業費の区分は以下の通りです。

科　　目 アフリカPJ ランニング大会 NL 事業部門計 管理部門 合計

Ⅰ経常収益

1.受取会費 0 795,000 795,000

2.受取寄付金 553,000 46,000 599,000 493,492 1,092,492

3.受取助成金等 653,000 0 653,000 653,000

4.その他収益 0 2,240,019 2,240,019

　経常収益計 1,206,000 46,000 0 1,252,000 3,528,511 4,780,511

Ⅱ経常費用

（1）人件費

　人件費計 0 0 0 0 0 0

（2）その他経費
  ｱﾌﾘｶ援助費 1,758,026 1,758,026 1,758,026
  消耗品　費 0 0 6,264 6,264
  ゼッケン代 9,460 9,460 9,460
  印刷製本費 3,580 9,910 13,490 13,490
  通信運搬費 0 0 118,444 118,444
  支払手数料 6,000 9,735 15,735 248,361 264,096
  地代　家賃 0 720,000 720,000
  水道光熱費 0 63,334 63,334
  諸　会　費 0 30,000 30,000

　その他経費計 1,764,026 22,775 9,910 1,796,711 1,186,403 2,983,114

　事業費計 1,764,026 22,775 9,910 1,796,711 1,186,403 2,983,114
　当期経常増減額 △ 558,026 23,225 △ 9,910 △ 544,711 2,342,108 1,797,397

ランニング大会内訳

科　　目 ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟﾗﾝ 感謝祭 アフリカリレー 共通費 ランニング大会計

Ⅰ経常収益

1.受取会費 0

2.受取寄付金 13,000 24,500 8,500 46,000

3.事業収益 0

4.その他収益 0

　経常収益計 13,000 24,500 8,500 0 46,000

Ⅱ経常費用

（1）人件費

　人件費計 0 0 0 0 0

（2）その他経費
  ゼッケン代 9,460 9,460
  印刷製本費 3,580 3,580
  支払手数料 5,830 2,277 1,628 9,735

　その他経費計 9,410 2,277 1,628 9,460 22,775

　事業費計 9,410 2,277 1,628 9,460 22,775
　当期経常増減額 3,590 22,223 6,872 △ 9,460 23,225

【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 406,000 553,000 945,000 14,000

合計 406,000 553,000 945,000 14,000

【借入金の増減内訳】
[税込]（単位：円）

科目 期首残高 当期借入 当期返済 期末残高

短期借入金 892,640 0 0 892,640

合計 892,640 0 0 892,640

【役員及びその近親者との取引の内容】
　役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

[税込]（単位：円）

科目 財務諸表に計上された金額 内、役員との取引 内 、 近 親 者 及 び 支 配 法 人 等 と の 取 引

（貸借対照表）

    未　払　金 2,726,250 2,503,090

    短期借入金 892,640 892,640

活動計算書計 3,618,890 3,395,730 0

財務諸表の注記
2021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1,679,784円ですが、そのうち14,000円はアフリカプロジェクト（学校建設）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1,665,784円です。

備考



  【流動資産】

    （現金・預金）

      現　　　金 263,050 

      郵便　振替 300,000 

      普通　預金 4,629,024 

        三井住友銀行　調布駅前支店 (2,485,756)

        横浜銀行　稲田堤支店 (712,457)

        三菱東京UFJ銀行　調布支店 (1,430,811)

        現金・預金 計 5,192,074 

    （その他流動資産）

      前　渡　金 54,600 

      前払　費用 60,000 

        家賃 (60,000)

        その他流動資産  計 114,600 

          流動資産合計 5,306,674 

            資産の部  合計 5,306,674 

  【流動負債】

    未　払　金 2,726,250 

      スタッフ立替 (2,503,090)

      支援金 (223,160)

    前　受　金 8,000 

      ﾁｬﾘﾃｨｰﾘﾚｰ (3,000)

      ﾊﾟｰﾄﾅｼｯﾌﾟﾗﾝ (5,000)

    短期借入金 892,640 

      流動負債  計 3,626,890 

        負債の部  合計 3,626,890 

        正味財産 1,679,784 

《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）

2021年 6月30日 現在全事業所



監査報告書

特定非営利活動法人ワール ドランナーズ・ジャパン

共同代表理事 加藤典宇暉/矢崎芽生 殿

2021Z年18月  ヽ1 日

監事Iη tヤ ぇ
監事

た ガ条ヒ

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 0ジャパンの 2020年度 (2020年 7月 1日 から2021年 6月 30日 まで)の業務監査及

び会計監査を行いました。

理事の業務執行の状況に関する監査に当たっては、加藤/矢崎、両共同代表理事から報告

を受け、必要 と認める場合には確認をしました (8月 2｀マ 日佐藤、8月 、〕! 日田中)。 また、

財産の状況に関する監査に当たっては、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、確認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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