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  2019 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。
30 周年の節目の年であり、振り返るとともに未来を創る機会を持った。
事業年度の後半は新型コロナウイルスの影響により、大会の開催を中止せざるを得なくなった。

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 ：アフリカの子ども達をサポートするための一定時間内にどれだけの距離を走れるか

をチームで競うリレーイベントで、参加者からの寄付と参加費から開催経費を除い
た額を現地の子ども達の未来の為に貢献することを目的とし、３時間の部と１時間
３０分の部と 3 時間の部に個人走を加えた 3 種目を開催した。

    ・日時 ：2019 年 9 月 28 日（土）9：0０～14：００
    ・場所 ：稲城市中央公園総合グラウンドとその周辺
    ・従事者人員：２８人
    ・受益対象者：一般市民 エントリー数 32 チーム、個人 3 人

参加者数  32 チーム、3 個人 合計 130 人
    ・費用額  ：189,814 円（次回大会分 6,580 円）
    ・チャリティー額：156,033 円

イ WRJ 新春ランニング感謝祭
    ・内容 ：2019 年 10 月の台風 19 号の被害により、川崎市幸区古市場陸上競技場および       

多摩川河川敷多目的散策路の使用が不可となり中止とした。同日に皇居でチャリテ
ィーランを開催した。

    ・日時 ：2020 年２月 2 日（日）
    ・費用額  ：2,294 円（システム利用料・返金手数料）

   ウ チャリティーリレー for AFRICA
    ・内容 ：2020 年 5 月 17 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。
    ・費用額  ：4,223 円（チラシ印刷代・システム利用料）

エ チャリティーラン
    ・内容 ：2019 年 10 月の台風 19 号の被害により、新春ランニング感謝祭が中止となり、

代替え大会として開催した。皇居周回コースでのチャリティーラン。
    ・日時 ：2020 年２月 2 日（日）9：0０～12：００
    ・場所 ：皇居周回コース
    ・従事者人員：30 人(ランナー2 人を含む)
    ・受益対象者：一般市民 エントリー数 71 人 参加者数 69 人
    ・費用額  ： 60,678 円
    ・チャリティー額：127,738 円（WRJ の活動資金として）

   オ 神山 de チャリティーラン
    ・内容 ：WRJ の活動を支援している株式会社ソノリテの 10 周年イベントに合わせ、2020

年 4 月 5 日に徳島県神山町にて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。

    ・費用額  ：770 円（システム利用料）
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  カ 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。
4 月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 104 人（新規参加 3 人）
    ・費用額  ： 5,613 円（定期ラン便り印刷用インク代として）

   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。本年度は、12 回提供した。
    ・日時 ：フェイスブックでその都度お知らせ。原則平日夜。
    ・場所 ：皇居周回コース
    ・従事者人員： ３人
    ・開催回数 ： 7 回、雨天中止 1 回、コロナ中止 4 回
    ・年間参加者数：一般市民 延べ参加者数 43 人（初参加 8 人）
    ・費用額  ： ０円

ク 不定期ラン
・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。
・従事者人員：3 人
・開催回数：4 回（神宮外苑、別所沼チャレンジ 2020(2 回)、横浜中華街）
・受益対象者 ：一般市民 延べ 28 人
・費用見込み額：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 ：30 周年記念パーティーに合わせ、ＷＲＪ活動報告として開催した。
    ・日時 ：2019 年 9 月 16 日（祝）
    ・場所 ：Patia 神保町店
    ・従事者人員： 11 人

③ 周知、啓発事業

   ア 会員増強キャンペーン
    ・内容 ：30 周年記念パーティーに合わせ、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よう呼び掛けた。また、アフリカプロジェクトツアー後に支
援を呼び掛けた。

    ・日時 ：2019 年 9 月 16 日（祝）及び通年
    ・従事者人員： 3 人
    ・費用額： 2,420 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 ：2019 年 11 月 9 日（第 93 号）
            第 2 回 WRJ AFRICA パートナーシップラン㏌稲城、及び
            WRJ 創立 30 周年記念パーティー 特集

         2020 年 2 月 29 日（第 94 号）
                第 22 回 WRJ チャリテイーラン㏌ 皇居 特集
            2020 年 6 月 27 日（第 95 号）
            WRJ 創立 30 周年記念アフリカプロジェクトツアー 特集
    ・発行場所 ：WRJ ワークスペース
    ・従事者人員：延べ 24 人
    ・受益対象者：延べ 530 人（会員及びサポーターやイベント参加者）
    ・費用額  ：111,091 円（印刷代 35,710 円+郵送料 75,381 円）
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   ウ 30 周年記念事業
    ・内容 ：30 周年記念パーティーに合わせ、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 ：2019 年 9 月 16 日（祝）
    ・場所 ：Patia 神保町店
    ・従事者人員： 11 人
    ・受益対象者：55 人
    ・費用額  ：234,753 円

④ 海外援助事業

ア AFRICA プロジェクト視察ツアー
・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、

プロジェクトの状況を確認し、次を創作してきた。
    ・日時 ：2020 年３月７日（土）～3 月 15 日（日）
    ・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

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

   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 ：2020 年 1 月～12 月
    ・場所 ：タンザニアの北部アリューシャ州
    ・従事者人員： １人
    ・受益対象者：女子学生 10 人（ハイスクール：２人+セカンダリースクール：８人）
    ・費用額  ：758,744 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） ※1 ドル＝111.58 円
           前年分差額     5,740 円
           送金手数料（前年分） 7,000 円

エ 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 ：2020 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
    ・費用額  ：133,896 円（100 ドル×12 月＝1,200 ドル） ※1 ドル=111.58 円



【経常収益】
  【受取会費】

    正会員受取会費 428,000 

    賛助会員受取会費 311,000 739,000 
  【受取寄付金】

    受取寄付金 815,401 
  【事業収益】

    事業　収益 480,000 

  【その他収益】
    受取　利息 7 

    雑　収　益 285,943 285,950 
        経常収益  計 2,320,351 

【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 1,042,640 

      賃  借  料(事業) 128,350 
      車　両　費(事業) 800 

      消耗品　費(事業) 33,118 
      ゼッケン代 56,480 

      旅費交通費(事業) 10,930 

      印刷製本費(事業) 50,370 
      通信運搬費(事業) 127,603 

      ランナーエイド代(事業) 28,088 
      抽選会等記念品代(事業) 1,833 

      支払手数料(事業) 20,460 

      保　険　料(事業) 47,650 
      会　議　費(事業) 112,974 

      為替　差損 5,740 
        その他経費計 1,667,036 

          事業費  計 1,667,036 

  【管理費】
    （人件費）

        人件費計 0 
    （その他経費）

      通信運搬費 123,276 

      消耗品　費 74,624 
      保　険　料 19,000 

      地代　家賃 720,000 
      水道光熱費 67,954 

      諸　会　費 30,000 

      支払手数料 284,776 
      接待交際費 5,940 

      雑　　　費 8,250 
        その他経費計 1,333,820 

          管理費  計 1,333,820 

            経常費用  計 3,000,856 
              当期経常増減額 △ 680,505 

【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 △ 680,505 

          当期正味財産増減額 △ 680,505 
          前期繰越正味財産額 562,892 

          次期繰越正味財産額 △ 117,613 

活　動　計　算　書
[税込]（単位：円）

自 2019年 7月 1日  至 2020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
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  【流動資産】

    （現金・預金）

      郵便　振替 128,000 

      普通　預金 559,554 

        現金・預金 計 687,554 

    （その他流動資産）

      前　渡　金 43,260 

      前払　費用 60,000 

        その他流動資産  計 103,260 

          流動資産合計 790,814 

            資産の部  合計 790,814 

  【流動負債】

    未　払　金 15,787 

    短期借入金 892,640 

      流動負債  計 908,427 

        負債の部  合計 908,427 

  【正味財産】

    前期繰越正味財産額 562,892 

    当期正味財産増減額 △ 680,505 

      正味財産　計 △ 117,613 

        正味財産の部  合計 △ 117,613 

          負債・正味財産合計 790,814 

《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）

2020年 6月30日 現在全事業所

 16



【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 ランニング大会 定期ラン 周知啓発 NL 事業部門計 管理部門 合計

Ⅰ経常収益
1.受取会費 0 739,000 739,000
2.受取寄付金 384,560 90,683 84,753 559,996 255,405 815,401
3.事業収益 480,000 480,000 480,000
4.その他収益 250,000 250,000 35,950 285,950

　経常収益計 384,560 570,683 0 334,753 0 1,289,996 1,030,355 2,320,351
Ⅱ経常費用
（1）人件費
　人件費計 0 0 0 0 0 0 0 0
（2）その他経費

  ｱﾌﾘｶ援助費 1,042,640 1,042,640 1,042,640
  賃  借  料 43,200 85,150 128,350 128,350
  車　両　費 800 800 800
  消耗品　費 4,160 5,613 23,345 33,118 74,624 107,742
  ゼッケン代 56,480 56,480 56,480
　旅費交通費 2,400 8,530 10,930
  印刷製本費 10,440 4,220 35,710 50,370 50,370
  通信運搬費 49,268 2,954 75,381 127,603 123,276 250,879
  ランナーエイド代 28,088 28,088 28,088
  抽選会等記念品代 1,833 1,833
  支払手数料 7,000 13,460 20,460 284,776 305,236
  保　険　料 47,650 47,650 19,000 66,650
  会　議　費 112,974 112,974
  為替　差損 5,740 5,740
  雑　　　費 0 8,250 8,250
  地代　家賃 0 720,000 720,000
  水道光熱費 0 67,954 67,954
  諸　会　費 0 30,000 30,000
  接待交際費 0 5,940 5,940

　その他経費計 1,055,380 257,779 5,613 237,173 111,091 1,667,036 1,333,820 3,000,856
　事業費計 1,055,380 257,779 5,613 237,173 111,091 1,667,036 1,333,820 3,000,856
　当期経常増減額 △ 670,820 312,904 △ 5,613 97,580 △ 111,091 △ 377,040 △ 303,465 △ 680,505

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 ﾁｬﾘﾃｨｰﾗﾝ 神山ﾁｬﾘﾃｨｰﾗﾝ 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 26,267 33,416 21,000 10,000 90,683
3.事業収益 325,000 155,000 480,000
4.その他収益 0

　経常収益計 351,267 0 188,416 21,000 10,000 570,683
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

  賃  借  料 43,200 43,200
  車　両　費 800 800
  消耗品　費 4,160 4,160
  ゼッケン代 41,850 14,630 56,480
　旅費交通費 2,400 2,400
  印刷製本費 6,580 3,860 10,440
  通信運搬費 49,268 49,268
  ランナーエイド代 12,172 15,916 28,088
  抽選会等記念品代 1,833 1,833
  支払手数料 2,301 2,294 7,732 770 363 13,460
  保　険　料 27,650 20,000 47,650

　その他経費計 189,814 2,294 60,678 770 4,223 257,779
　事業費計 189,814 2,294 60,678 770 4,223 257,779
　当期経常増減額 161,453 △ 2,294 127,738 20,230 5,777 312,904

【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 403,000 384,560 381,560 406,000

合計 403,000 384,560 381,560 406,000

【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 0 892,640 0 892,640

合計 0 892,640 0 892,640

財務諸表の注記
2020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

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△117,613円ですが、そのうち406,000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△523,613円です。
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  【流動資産】

    （現金・預金）

      郵便　振替 128,000 

      普通　預金 559,554 

        三井住友銀行　調布駅前支店 (220,734)

        横浜銀行　稲田堤支店 (246,073)

        三菱東京UFJ銀行　調布支店 (92,747)

        現金・預金 計 687,554 

    （その他流動資産）

      前　渡　金 43,260 

      前払　費用 60,000 

        家賃 (60,000)

        その他流動資産  計 103,260 

          流動資産合計 790,814 

            資産の部  合計 790,814 

  【流動負債】

    未　払　金 15,787 

      スタッフ立替 (2,564)

      J-POST (13,223)

    短期借入金 892,640 

      流動負債  計 908,427 

        負債の部  合計 908,427 

        正味財産 △ 117,613 

《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）

2020年 6月30日 現在全事業所
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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

2020ビ年18月 23日

監事 1レ]ヽヤ |たノタ113)
監事 友ノ晨‐五〇

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 2019年度 (2019年 7月 1日 から2020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 1町 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。


