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Ⅰ . 一般正味財産増減
 経常収益

1 受取寄付金 受取スポンサーシップ募金 3,209,202 
受取その他募金 ･ 寄付金 （1） 535,068 3,744,270 

2 受取補助金等 政府系機関からの受取補助金等 133,918 
（2）民間団体からの受取助成金等 454,389 

国連機関からの受取委託金等 468,589 1,056,896 
3 受取会費 610 
4 基本財産運用益 ･ 特定資産運用益 ･ 雑収益 1,673 

経常収益合計 (A) 4,803,449 

経常費用
1 事業費 地域開発援助事業費 3,736,194 

　地域開発援助 ･ 委託援助事業費(※) 3,566,618 
　地域開発援助事業管理費 （5） 169,576 
人材派遣費 （3） 31,675 
啓発教育費 769,770 
　各種啓発教育費 （4） 429,049 
　啓発教育事業管理費 （5） 340,721 4,537,639 

2 管理費 （5） 87,731 
経常費用合計 (B) 4,625,370 

   経常外収益
1 固定資産売却益 12 

経常外収益合計 (C) 12 

  経常外費用
1 固定資産売却損・除却損 15 

経常外費用合計 (D) 15 

当期一般正味財産増減額 (A+C)-(B+D) 178,076 
一般正味財産期首残高 1,157,456 
一般正味財産期末残高 (E) 1,335,532 

Ⅱ . 指定正味財産増減
当期指定正味財産増減額 27,346 
指定正味財産期首残高 51,272 
指定正味財産期末残高 （6）（F） 78,618 

Ⅲ．正味財産期末残高
正味財産期末残高 ( ※※ ) （E)+(F) 1,414,150 

Ⅰ . 資 産 の 部
1 流動資産 903,013 

現金預金 841,793
前払金 59,654
立替金 445
未収金 967
仮払金 154

2 固定資産 725,984 
 基本財産 50,000

特定資産（6） 597,475
補助金･助成金引当資産 78,618
地域開発援助事業引当資産 425,000
その他特定資産 93,857

その他固定資産（7） 78,509

資産合計 1,628,997 

Ⅱ . 負 債 の 部
1 流動負債 120,990 

未払金 97,363
預り金 1,696
賞与引当金 21,861
未払法人税等 70

2 固定負債 93,857 
退職給付引当金 93,857

負債合計 214,847

Ⅲ . 正味財産の部
1 指定正味財産 78,618 

( うち特定資産 (6) への充当額 ) (78,618)
2 一般正味財産 1,335,532 

( うち基本財産への充当額 ) (50,000)
( うち特定資産 (6) への充当額 ) (425,000)

正味財産合計 1,414,150 
負債及び正味財産合計 1,628,997

Ⅰ . 一般正味財産増減
   経常収益

1 受取寄付金 受取その他募金 ･ 寄付金 ( 日本国内より ) 0 
2 一般会計からの繰入金収入 5,179 

経常収益合計 (a) 5,179 

  経常費用
1 事業費 地域開発援助事業費 6,776 

　地域開発援助事業費 3,110 
　地域開発援助事業管理費 （5） 3,666 
啓発教育費 0 
　各種啓発教育費 （4） 0 
　啓発教育事業管理費 0 6,776 

2 管理費 0 
経常費用合計 (b) 6,776 

当期一般正味財産増減額 (a)-(b) -1,597
一般正味財産期首残高 20,328
一般正味財産期末残高 (c) 18,731 

Ⅱ .  指定正味財産増減
当期指定正味財産増減額 0

  指定正味財産期首残高 0 
指定正味財産期末残高 (d) 0

Ⅲ．正味財産期末残高
正味財産期末残高 (c)+(d) 18,731 

上記会計報告に含まれる東日本大震災緊急復興支援事業にかかる
正味財産増減の状況 　2015年10月1日より2016年9月30日まで（単位：千円）

皆さまとともに
多くの方が様々な形で、支援の輪に加わってくださいました 正味財産増減の状況  2015年10月1日より2016年9月30日まで（単位：千円） 資産・負債の状況  2016年9月30日現在（単位：千円）

■ グローバル教育
―5,543人の子どもたちや若者が参加しました―
日本の子どもたちや若者が世界に目を向ける機会となるよう、派遣授業を

47件、事務所訪問の受け入れを 21件、小学生対象「サマースクール」、中

高生対象「ユースプログラム」を実施し、多くの方にご参加いただきました。

また、外務省より2016年度NGO相談員業務の委託を受け、NGOに関し

て皆さまから寄せられる質問・相談にお答えし、教育機関等への「出張サ

ービス」を実施しました。

■ ボランティア
―400人の皆さまが、活動を支えてくださいました―
新たに 62人がボランティアに加わってくださいました。事務所では1日10

～15人の皆さまが、データ入力、発送事務、動画編集、翻訳等、幅広い

業務を担ってくださいました。一方、在宅ボランティアとしても、日本各地で、

そして海外でも翻訳業務にご協力いただきました。学生や企業の皆さま等、

多くの方にご参加いただいています。

■ 交流会・イベント
―13都道府県で開催、のべ1,152人が参加―
支援地での活動報告や参加者同士の交流の場となる「ＷＶ（ワールド・ビジ

ョン）カフェ」、チャイルド・スポンサーシップの仕組みを詳しくご紹介する

「国際協力講座～途上国の子どもの支援を知ろう」、ドキュメンタリー映画「デ

ュカリの夢」上映会等のイベントを、全国13都道府県で計22回開催し、の

べ1,152人がご参加くださいました。

ユースプログラムで「人身取引」について学ぶ中高生の皆さん

チャイルド・スポンサーに届けられるチャイルドの手紙や成長報告、事務
所からの各種ご案内等が、ボランティアの皆さまの手によって準備され
ます。チャイルドの手紙は、年間50,000通以上にもなります

福岡で開催したWVカフェの様子

2016年度 会計報告

※地域開発援助・委託援助事業費の内訳（アドボカシー費949千円 
 除く）については、P23-24の支援事業一覧をご覧ください。
※※正味財産の内訳は、資産･負債の部の状況のⅢ.正味財産の部を
    参照ください。  

（1）～（7）については、次ページからの「会計報告の注記」を参照
ください。
特定非営利活動法人ワールド･ビジョン･ジャパンは 2016年度財務諸
表等(2015年10月1日より2016年9月30日まで)について、以下の監
査を受けています。  
　　　2016年11月11日　石川康彦公認会計士事務所による監査 
　　　2016年11月30日   監事による監査 

【数字で見るワールド・ビジョン・ジャパン（P4)について】  
 
●「資金の集め方」は、上記会計報告の「経常収益合計（A)」 を100％
　とし、各項目には以下の科目を含みます。 
　チャイルド・スポンサーシップ募金：「受取スポンサーシップ募金」
　その他募金・寄付金：「受取その他募金・寄付金」
　補助金等：「受取補助金等」
　その他：「受取会費」「基本財産運用益・特定資産運用益･雑収益」
  
●「資金の使い方」は、上記会計報告の「経常費用合計（B)」を100％
　とし、各項目には以下の科目を含みます。 
 現地事業活動のため：「地域開発援助事業費」「人材派遣費」
 広報活動のため：「啓発教育費」
 団体の運営・管理のため：「管理費」


