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  2021 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

前年に引き続き新型コロナウイルスの影響を受けたが、2 月の感謝祭からは感染防止対策を講じなが
ら大会を実施し、無事完了することができた。前年に引き続き、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。バニー初等学校の教室と職員室の支援は、完成にたどり着くこともできた。アフリカプロジェ
クト視察ツアーは、渡航が可能になりつつも、それに伴う行動制限を考慮すると時期尚早との判断に
至り、ツアーは次年度に延期となった。

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 ：202１年 9 月 25 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  ：4,453 円
    

イ 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。
・日時 ：2022 年 2 月 6 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：21 人

    ・受益対象者：一般市民 エントリー数 68 人 参加者数 59 人
    ・費用額  ：126,972 円

・チャリティー額：116,728 円（WRJ の活動資金として）

   ウ 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 3.5ｋｍのキッズ RUN と一般、ペアの親子

RUN を開催した。
・日時 ：2022 年５月 15 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：40 人

    ・受益対象者：一般市民 エントリー数 145 人 参加者数 136 人
    ・費用額  ：111,084 円
    ・チャリティー額：161,976 円（アフリカ現地のプロジェクトへ）

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、また会場場所として考えていた皇居周回コー

スも使用制限があり、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」も引き続き開催、コロナウイルスの状況をみて皇居や、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 135 名
    ・費用額  ： ０円
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   カ 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、開催は１回にとどまった。

    ・従事者人員： 3 人
      ・年間参加者数：一般市民 参加者数 ２名
    ・費用額  ： ０円

キ 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

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 ：アフリカ同窓会メンバーを中心に、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 ：2022 年 3 月（第 97 号）、2022 年 6 月（第 98 号）
    ・従事者人員：4 人
    ・受益対象者：193＋255 人（会員及びサポーターやイベント参加者）
    ・費用額  ：53,850 円

④ 海外援助事業

ア 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ための AFRICA プロジェクト視察ツア
ーであるが、新型コロナウイルスの影響により渡航に大きな制限があり、次年度に
延期した。

    ・従事者人員： ４～8 人

イ 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
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   ウ 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 ：2021 年 7 月～2022 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 14 人（ハイスクール：6 人+セカンダリースクール：８人）
    ・費用額  ：1,006,223 円（650 ドル×6＋500 ドル×8 人＋コーディネート費 200 ド

ル＝8,100 ドル）  
           送金手数料  3,000 円

エ バニー初等学校校舎建設プロジェクト
    ・内容 ：ブル、バニー村にある初等学校から 2 教室と職員室建設への支援要請に応じ、支援。

完成するに至った。
・日時 ：通年
・場所 ：タンザニアのブル
・従事者人員 ：3 人
・受益対象者：バニー初等学校生徒 294 名とその家族、バニー村の人々
・費用額： 2,059,532 円（17,530 ドルと為替差損 2,936 円）

           送金手数料  12,000 円

オ 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 ：2021 年 7 月～2022 年６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  ：202,524 円（100 ドル×12 月＝1,200 ドルと為替差損 21,014 円）
           送金手数料  6,000 円



【経常収益】

  【受取会費】

    正会員受取会費 270,000 

    賛助会員受取会費 344,000 614,000 

  【受取寄付金】

    受取寄付金 570,961 

  【受取助成金等】

    受取補助金 505,000 

  【事業収益】

    事業　収益 442,500 

  【その他収益】

    受取　利息 46 

    雑　収　益 192,559 192,605 

        経常収益  計 2,325,066 

【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 3,394,329 

      賃  借  料(事業) 88,840 

      車　両　費(事業) 8,724 

      消耗品　費(事業) 36,584 

      印刷製本費(事業) 14,700 

      通信運搬費(事業) 57,030 

      ランナーエイド代(事業) 21,958 

      支払手数料(事業) 31,363 

      保　険　料(事業) 45,440 

      為替　差損 23,950 

      雑　　　費(事業) 12,720 

        その他経費計 3,735,638 

          事業費  計 3,735,638 

  【管理費】

    （人件費）

        人件費計 0 

    （その他経費）

      通信運搬費 91,628 

      保　険　料 19,000 

      地代　家賃 300,000 

      水道光熱費 30,181 

      修　繕　費 207,053 

      諸　会　費 30,000 

      支払手数料 317,829 

        その他経費計 995,691 

          管理費  計 995,691 

            経常費用  計 4,731,329 

              当期経常増減額 △ 2,406,263 

【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 △ 2,406,263 

          当期正味財産増減額 △ 2,406,263 

          前期繰越正味財産額 1,679,784 

          次期繰越正味財産額 △ 726,479 

活　動　計　算　書
[税込]（単位：円）

自 2021年 7月 1日  至 2022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 87,676 

      郵便　振替 16,000 

      普通　預金 48,867 

        現金・預金 計 152,543 

    （その他流動資産）

      前　渡　金 60,600 

        その他流動資産  計 60,600 

          流動資産合計 213,143 

            資産の部  合計 213,143 

  【流動負債】

    未　払　金 28,982 

    前　受　金 18,000 

    短期借入金 892,640 

      流動負債  計 939,622 

        負債の部  合計 939,622 

  【正味財産】

    前期繰越正味財産額 1,679,784 

    当期正味財産増減額 △ 2,406,263 

      正味財産　計 △ 726,479 

        正味財産の部  合計 △ 726,479 

          負債・正味財産合計 213,143 

《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）

2022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。 [税込]（単位：円）

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 0 614,000 614,000

2.受取寄付金 88,000 79,260 167,260 403,701 570,961

3.受取助成金等 0 505,000 505,000

4.事業収益 442,500 442,500 442,500

4.その他収益 0 192,605 192,605

　経常収益計 88,000 521,760 0 609,760 1,715,306 2,325,066

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 3,394,329 3,394,329 3,394,329
  賃  借  料 88,840 88,840 88,840
  車　両　費 8,724 8,724 8,724
  消耗品　費 34,284 2,300 36,584 36,584
  印刷製本費 6,860 7,840 14,700 14,700
  通信運搬費 13,320 43,710 57,030 91,628 148,658
  ランナーエイド代 21,958 21,958 21,958
  支払手数料 21,000 10,363 31,363 317,829 349,192
  保　険　料 45,440 45,440 19,000 64,440
  雑　　　費 12,720 12,720 12,720
  地代　家賃 0 300,000 300,000
  水道光熱費 0 30,181 30,181
  修　繕　費 207,053 207,053
  諸　会　費 0 30,000 30,000
　為替差　損 23,950 23,950 23,950

　その他経費計 3,439,279 242,509 53,850 3,735,638 995,691 4,731,329

　事業費計 3,439,279 242,509 53,850 3,735,638 995,691 4,731,329
　当期経常増減額 △ 3,351,279 279,251 △ 53,850 △ 3,125,878 719,615 △ 2,406,263

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 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 5,000 54,700 19,560 79,260

3.事業収益 189,000 253,500 442,500

4.その他収益 0

　経常収益計 5,000 243,700 273,060 521,760

Ⅱ経常費用

（1）人件費

　人件費計 0 0 0 0

（2）その他経費
  賃  借  料 39,915 48,925 88,840
  車　両　費 5,151 3,573 8,724
  消耗品　費 22,346 11,938 34,284
  印刷製本費 3,430 3,430 6,860
  通信運搬費 7,530 5,790 13,320
  ランナーエイド代 13,518 8,440 21,958

財務諸表の注記
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 2022年 6月30日 現在



  支払手数料 1,023 5,792 3,548 10,363
  保　険　料 20,000 25,440 45,440
  雑　　　費 12,720 12,720

　その他経費計 4,453 126,972 111,084 242,509

　事業費計 4,453 126,972 111,084 242,509
　当期経常増減額 547 116,728 161,976 279,251

【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 14,000 88,000 102,000 0

合計 14,000 88,000 102,000 0

【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 28,982 28,982

    短期借入金 892,640 892,640

活動計算書計 921,622 921,622 0

備考

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△726,479円です。使途等が制約さ
れた寄付等は含まれていません。



  【流動資産】

    （現金・預金）

      現　　　金 87,676 

      郵便　振替 16,000 

      普通　預金 48,867 

        三井住友銀行　調布駅前支店 (3,116)

        三菱東京UFJ銀行　調布支店 (45,751)

        現金・預金 計 152,543 

    （その他流動資産）

      前　渡　金 60,600 

        その他流動資産  計 60,600 

          流動資産合計 213,143 

            資産の部  合計 213,143 

  【流動負債】

    未　払　金 28,982 

      スタッフ立替 (28,982)

    前　受　金 18,000 

      ﾁｬﾘﾃｨｰﾘﾚｰ (3,000)

      ﾊﾟｰﾄﾅｼｯﾌﾟﾗﾝ (15,000)

    短期借入金 892,640 

      流動負債  計 939,622 

        負債の部  合計 939,622 

        正味財産 △ 726,479 

《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）

2022年 6月30日 現在全事業所



監査報告書

2022奪18月 2,日

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

辮幻慨 得
膳たれこ①

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 2021年度 (2021年 7月 1日 から2022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つては、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 (3月 /7日佐藤、8月 22日 田中)。 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、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。


