
Child Well-being（子どもたちの健やかな成長）を実現するために

コラム 2014年度 会計報告

17 18

2014年度、日本では消費税が8%へ上がり、
実質賃金の目減りが懸念されました。10%
への引き上げが延期され株価は上昇したも
のの、急激な円安が進みました。また、東ア
ジアでの領有権問題がさかんに報道される
等、日本では海外支援よりも国内問題への
関心が高いように思われます。
この先、国際協力NGOにとって大変厳しい
経済環境が待ち受けていると認識しつつ、ワ

ールド・ビジョン・ジャパン（WVJ）は「新3カ年計画」として、
2017年までの方向性と計画を定めました。「新3カ年計画」のビ
ジョンは、「私たちに与えられている賜物を豊かに用い、より多くの
人とともに、すべての子どもたちのChild Well-being（子どもたち
の健やかな成長）を実現し、成果を実感し、喜びを共有する」とい
うものです。具体的には、次の4つの取り組み課題から成ってい
ます。

1 厳しい経済環境の中にあっても、支援や収入を向上させ、
　より多くの支援を現地に届けるよう努める
2 質の高い支援事業を通して、より多くの子どもたちの　　
　Child Well-beingの向上を目指す
3 これらを可能とするため、組織力強化と人材育成に取り組む
4 その礎として、団体のアイデンティティを確固なものとする

私がWVJの親善大使として活動を始めて、はや20年が経ちまし
た。これまで、2人の子どもたちが卒業して行きました。現在も2
人のチャイルド・スポンサーとして支援を続けています。そして、
WVJ制作のテレビ番組やイベントに出演し支援を訴えたり、様々
な活動をさせていただいています。東日本大震災の折には、私の
出身地である台湾の皆さんに支援を呼びかけ、寄せられた応援メ
ッセージや募金を、実際に宮城県の被災地に届けました。
このような活動の中、私は父に教えてもらった「悦巳悦人（えつみ
えつじん）」という、人も喜び自分も喜ぶという言葉の意味を実感
しています。これからも、世界の子どもたちの大切な命を育んで行
けるよう、私にできる支援を続けてまいります。皆さまも、ぜひこ
の支援の輪に加わっていただければ幸いです。

事務局長　片山信彦

支援20周年を迎えて
親善大使　ジュディ・オング（女優・歌手・木版画家）

（単位：人または団体）

（単位：百万円）

経常収益合計
　受取スポンサーシップ募金
　受取その他募金・寄付金
　
   受取補助金等
　その他

5カ年経常収益の推移

うち、東日本大震災事業のための募金・寄付金※ 

※海外からの募金も含みます。

　 　2010年度　　2011年度 　 2012年度　　2013年度   2014年度

チャイルド・スポンサー数(期末現在)
その他の募金者数（上記を除く）

4,358
3,064
733

558
3

7,703
3,204
3,732
3,347
712
55

5,155
3,202
1,478
1,073
411
64

4,568
3,276
432
15
846
14

4,563
3,295
456
0

804
8

52,686
13,457

53,095
18,224

53,441
11,697

53,581
10,155

52,879
11,175

その他
受取補助金等
受取その他募金・寄付金（東日本分）
受取その他募金・寄付金（東日本除く）
受取スポンサーシップ募金
チャイルド・スポンサー数（期末現在）
その他の募金者数を含む全支援者数
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百万円 人経常収益の内訳

災害の際には率先して
募金活動をしました
（1999年）

2014年度は「命の木
プロジェクト（P12）」
の一環として、世界の
子どもの現状を紙芝居
で読み聞かせるイベン
トを実施しました

私は、これらの取り組みを通じて、願っていることがあります。

1つ目は、WVJがより多くの市民の方に信頼され、支持される団
体へと成長することです。そのためには、市民の方々への分かり
やすい情報提供や、説明責任を果たすことが不可欠だと考えてい
ます。

2つ目は、国内の格差問題に取り組むだけでなく、世界の格差解
消・課題解決に向けて一人ひとりが行動を起こすような、日本の
市民社会の実現です。そのためには、WVJだけの取り組みでは不
十分です。政府、国際機関、企業、NGO等との健全な協働が重
要です。

開発途上国のあちこちで、貧困から脱出した子どもたちの笑顔が
絶えない、より平和で格差の無い、持続可能な共生社会が実現す
るよう、「新3カ年計画」のもと、スタッフとともに励み続けたいと
思います。

（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2014年度財務諸表等
(2013年10月1日より2014年9月30日まで)について、以下の監査を受けています。          
          2014年11月12日  石川康彦公認会計士事務所による監査      
          2014年11月28日  監事による監査      

※地域開発援助・委託援助事業費の内訳については、p.21-22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      

【数字で見るワールド・ビジョン・ジャパン（P2）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」

」益収雑・益用運産資定特・益用運産財本基「」費会取受「：他のそ　
●「資金の使われ方」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。

」費遣派材人「」費業事助援発開域地「：めたの動活業事地現　
　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」



●重要な会計方針の要約  

80,772
80,772

(6)特定資産の内訳  (単位：千円) 

19 20

(1)受取その他募金・寄付金の内訳（単位：千円）

16,782
18,939
30,994
92,008
158,723

383,000
90,000
10,000
483,000

(7)その他の固定資産の内訳（単位：千円）     

(9)為替レートについて：   
ワールド･ビジョン・パートナーシップでは、現地の地域開
発援助事業等は米ドルにて予算管理を行っており、 
為替予約等によって、為替相場の変動による事業への影
響をできるだけ抑えるよう努めています。  
2014年度(2013年10月1日～2014年9月30日)の地域
開発援助事業費の総平均レートは、1米ドル=88.52円で
した。     
    
     
     
     
    
     
    

        
(8)保証債務等 ： 
当団体は保証債務等の責は一切負っておりません。              
   
         

(5)事業管理費等の内訳、および集計（単位：千円）    

人件費等
会議費
旅費交通費
賃借料
支払手数料
その他の管理費
合計

371,424
7,344
16,133
61,960
76,647
55,947
589,455

93,394
3,403
4,703
22,911
4,878
15,800
145,089

2,709
418
707
3,026

2
1,301
8,163

69,925
2,196
2,530
10,032
1,745
7,908
94,336

208,105
1,745
8,900
29,017
70,024
32,239
350,030

事業管理費等合計 地開管理費　

事務局の運営に関わる事業管理費等は、以下の3つの科目に分けて計上しています。  　
地域開発援助事業管理費(以下、地開管理費) ： 地域開発援助事業に直接かかわる国内管理費  
啓発教育事業管理費(以下、啓発管理費) ： 啓発教育事業に直接かかわる国内管理費  
管理費 (以下、管理費)：その他一般の国内管理費   

各管理費の内訳、および内訳ごとの集計は以下の通りです。

うち東日本 啓発管理費　　　　 管理費

人 件 費 等  ： 職員等の給与手当、法定福利費等。 なお2014年9月30日現在、職員73名、嘱託･アルバイト9名が在職   
会 議 費  ： ワールド･ビジョン･パートナーシップ内等の国際会議出席のための渡航費用､その他国内会議費用  
旅費交通費 ： 職員の通勤費、事務ボランティアの方の事務所までの交通費等   
賃 借 料：事務所家賃 
支払手数料 ： 入金にかかる口座引落およびクレジット決済等の手数料、銀行･郵便局等金融機関の振込手数料等   
  

　　　　
          
補助金･助成金引当資産合計
     当年度までに受領した上記事業にかかる補助金のうち、2015年度以降に支出を予定している金額です。                

地域開発援助事業引当資産の内訳(単位：千円)     
     スポンサーシップ地域開発援助事業引当資産(ｱ)   
     一般募金による地域開発援助事業引当資産(ｲ)   
     緊急援助事業引当資産(ｳ)   
 地域開発援助事業引当資産 合計      
                    
  

補助金･助成金引当資産(指定正味財産)の内訳(単位：千円)            
　WVベトナムオフィスへの前払金(地域開発援助事業費分)  
　WV東ティモールオフィスへの前払金(地域開発援助事業費分)  
　WVマラウィオフィスの前払金(地域開発援助事業費分)  
　WVソマリアオフィスへの前払金(地域開発援助事業費分)     

(ｱ)

(ｲ)

(ｳ)

11,011
7,350
54,834
373

39,301
112,869

建物附属設備  
什器備品  
ソフトウェア  
電話加入権  
敷金  
その他の固定資産 合計    

(4)各種啓発教育費の内訳（単位：千円）    
    
広告費   
　各種広告費 
　パンフレット等印刷費･通信運搬費他 
広報･アドボカシー費   
　年次報告書(2013年度版)制作･発送費等 
　団体ホームページ制作費等 
　その他の広報活動費 
　アドボカシー費 
ニュースレター制作･発送費等   
チャイルド・スポンサーおよび寄付者への連絡物制作･発送   
その他啓発費等   
　グローバル教育活動・学校訪問等の費用 
　ラブ・ローフ募金箱の製作･運搬費等 
　活動報告会 
　その他の啓発活動費 
各種啓発教育費合計   

啓発教育費合計
368,242
334,453
33,789
18,052
2,313
5,495
4,991
5,253
28,671
44,397
4,879
1,184
1,834
1,549
312

464,241

うち東日本分

チャイルド・スポンサーシップによる事業(以下SP事業とする)に使途を特定した資産であり、2015年度以
降のSP事業、為替相場変動によるSP事業への影響回避のための準備金、SP事業における緊急事態(緊
急医療･自然災害･火災等)対応への準備金として、支出を予定しております。  
SP事業以外の地域開発援助事業(緊急・復興支援事業含む)に使途を特定した資産であり、2015年度以
降に支出を予定しております。
大規模な自然災害や紛争の発生時の、初動の緊急支援活動のための準備金です。  

その他特定資産の内訳（単位：千円）  
    退職給付引当資産 
     その他特定資産 合計 
  

会計報告の注記　   

(2)

0

3

3

0
0
0

3

政府系機関からの受取補助金等      
　外務省日本NGO連携無償資金協力

ベトナム/ディエンビエン省における妊産婦･新生児の健康改善事業(第1期)    
ベトナム/ディエンビエン省における妊産婦･新生児の健康改善事業(第2期)    
　(当該事業に関しては、指定正味財産･特定資産として別途16,782千円保有しています。)    
東ティモール/ボボナロ県における水･衛生環境改善事業　第1年次    
東ティモール/ボボナロ県における水･衛生環境改善事業　第2年次    
　(当該事業に関しては、指定正味財産･特定資産として別途18,939千円保有しています。)    
マラウィ/ンチシ県母子保健関連施設整備事業　1年次    
マラウィ/ンチシ県母子保健関連施設整備事業　2年次    
(当該事業に関しては、指定正味財産･特定資産として別途30,994千円保有しています。)           

　外務省NGO長期スタディ・プログラム(平成25年度)               
　外務省NGO活動環境整備支援事業　NGOインターン・プログラム(平成25年度～26年度) 
　独立行政法人国際協力機構 草の根技術協力事業 

スリランカ国キリノッチ県における小規模畜産農家の家畜生産性向上プロジェクト
                

　※このほかに、デンマーク国際開発庁(DANIDA)からの資金によるソマリア干ばつからの回復プロジェクトに関して、       
　指定正味財産･特定資産として別途92,008千円保有しています。       

民間団体からの受取助成金等      
　特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム

南スーダン/アッパーナイル州マニョ郡における帰還民､社会的弱者および帰還先コミュニティ支援事業Ⅴ     
南スーダン/アッパーナイル州マニョ郡における帰還民､社会的弱者および帰還先コミュニティ支援事業Ⅵ     
南スーダン/マラカル周辺避難民に対する水・衛生緊急支援物資配布事業     
アフガニスタン/ヘラート州及び周辺地域における保健･医療従事者養成のための環境整備事業     
アフガニスタン/ヘラート州及び周辺地域における保健･医療従事者養成のための環境整備事業2     
ヨルダン/シリア難民およびヨルダン人の子どもたちへの教育支援事業     
エチオピア南スーダン難民キャンプでの緊急時における教育･子どもの保護事業     
中国四川地震被災者の教育環境改善事業     
中国雲南省地震被災者への教育環境改善事業     
ハイチにおける地震被災者に対する水および保健衛生緊急支援事業     

　味の素「食と健康」国際協力ネットワーク  
バングラデシュ、フルバリヤ郡、栄養改善プロジェクト第1期               

国際機関からの受取委託金等      
　国連児童基金（UNICEF）     
　国連世界食糧計画（WFP）     
　　　うち、受取委託物品        
　国連難民高等弁務官事務所（UNHCR） 
　世界基金（Global Fund） 
　
受取補助金等合計       
　　　マイナス表記となっている収入は、昨年度以前に受け取った補助金等を精算した際の返金額です。

③  人材派遣費とは、地域開発援助事業等の事前調査・視察・調整のための短期調整員･駐在員･海外契約スタッフ・外部専門家派遣に関わる費用です。                     
       

児童保護募金  
　うち誕生日記念募金  
ラブ・ローフ募金  
緊急援助募金
　うちシリア難民支援募金
　うちフィリピン台風緊急支援募金 
危機にある子どもたちのための募金  
クリスマス募金  
夏期募金  
特別プロジェクト募金  
物資の受入  
その他の募金・寄付金  
受取その他募金・寄付金合計  　 　 　

80,841
45,384
19,499
59,499
18,886
36,862
24,761
97,036
57,666
60,199
1,625
55,455
456,581

１） 財務諸表の作成基準 ： 特定非営利活動法人ワールド･ビジョン･ジャパンは「公益法人会計基準」       
        (公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ　平成16年10月14日)に基づいて会計処理および財務諸表の作成を行っています。   
２） 固定資産の減価償却について ： 定額法による減価償却を実施し、償却額控除後の価額を表示しています。      
３） 引当金の計上基準 ：            
　　賞与引当金：職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。      　　
　 退職給付引当金：職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務および年金資産に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しています。 
４） 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。        

人材派遣費とは、地域開発援助事業等の事前調
査・視察・調整のための短期調整員･駐在員･海外
契約スタッフ・外部専門家派遣に関わる費用です。 
     
    

1,981




