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貸借対照表
2020年6月30日 現在

(公財)世 界 自然保護基金 ジャパン
(単 位:円)

科 目 当年度 前年度 増 減
1資 産の部

1.流 動 資 産

現金預金 50,562,140 287,293,206 △236,731,066

その他流動資産 41,247,764 31,313,792 9,933,972

未収金 8,414,470 8,796,517 △382,047

前払金 4,563,756 4,563,756 0

売掛金 14,215,230 6,611,403 7,603,827

商品 13,612,559 11,108,298 2,504,261

立替金 358,110 138,899 219,211

仮払金 83,639 94,919 △11,280

流動資産合計 91,809,904 318,606,998 △226,797,094

2.固 定 資 産

(1)基 本財産

定期預金 7,267,400 27,518,000 △20,250,600

投資有価証券 1,653,328,548 1,461,713,627 191,614,921

基本財産合計 1,660,595,948 1,489,231,627 171,364,321

(2)特 定資産

退職給付引当資産 川,780,482 109,503,096 2,277,386

賞与引当資産 16,514,545 13,700,600 2,813,945

久原引当資産 173,494,364 173,574,879 △80,515

次年度事業引当資産 0 44,515,000 △44,515,000

遺贈絵画引当資産 275,608,308 275,608,308 0

自然保護引当資産 89,023,832 0 89,023,832

アジア太平洋地域成長支援資金 46,724,000 68,500,000 △21,776,000

教育事業引当資産 49,508,458 50,000,000 △491,542

特定資産合計 762,653,989 735,401,883 27,252,106

(3)そ の他固定資産

土地 27,460,413 27,460,413 0

建物 91,606,340 96,302,060 △4,695,720

構築物 3,193,265 3,385,401 △192,136

車両運搬具 35,218 46,957 △ 臼,739

什器備品 3,627,735 5,031,885 △1,404,150

ソ フ トウ ェ ア 49,967,978 57,146,406 △7,178,428

電話加入権 1,779,080 1,779,080 0

敷金 50,708,400 50,708,400 0

保証金 20,000 20,000 0

その他固定資産合計 228,398,429 241,880,602 △13,482,173

固定資産合計 2,651,648,366 2,466,514,112 185,134,254

資産合計 2,743,458,270 2,785,121,110 △41,662,840

n負 債の部

1.流 動 負 債

未払金 69,560,681 126,718,603 △57,157,922

買掛金 4,347,630 2,242,593 2,105,037

前受金 7,690,834 5,598,000 2,092,834

預 り金 7,227,228 6,780,135 447,093

仮受金 5,351,912 192,211 5,159,701

賞与引当金 16,514,545 13,700,600 2,813,945

その他流動負債 9,758,772 8,660,696 1,098,076

流動負債合計 120,451,602 163,892,838 △43,441,236

2.固 定 負 債

退職給付引当金 川,780,482 109,503,096 2,277,386

固定負債合計 川,780,482 109,503,096 2,277,386

負債合計 232,232,084 273,395,934 △41,163,850

皿 正味財産の部
1.指 定正味財産

寄付金 2,197,447,452 1,938,414,814 259,032,638

補助金 1,275,000 0 1,275,000

指定正味財産合計 2,198,722,452 1,938,414,814 260,307,638

(うち基本財産 への充当額) (1,660,595,948) (1,489,231,627) (171,364,321)
(うち特定資産へ の充当額) (538,126,504) (449,183,187) (88,943,317)

2.一 般 正 味 財 産 312,503,734 573,310,362 △260,806,628

(うち特定資産 への充当額) (96,232,458) (163,015,000) (△66,782,542)

正味財産合計 2,511,226,186 2,511,725,176 △498,990

負債及び正味財産合計 2,743,458,270 2,785,121,廿0 △41,662,840



貸借対照表内訳表
2020年6月30日 現在

(公財)世 界自然保護基金ジャパン(単 位:円)

科 目 公益目的事業会計 収益事業等会計 法人会計 内部取引等消去 合計

1資 産の部
1.流 動資 産

現金預金 8,206,597 42,355,543 0 50,562,140

その他流動資産 57,721,407 43,655,375 1,291,397 △61,420,415 41,247,764

未収金 38,333 7,084,740 1,291,397 8,414,470

前払金 4,563,756 0 0 4,563,756

売掛金 0 14,215,230 0 14,215,230

商品 0 13,612,559 0 13,612,559

立替金 358,110 0 0 358,110

仮払金 83,639 0 0 83,639

収益事業等会計 26,383,077 0 0 △26,383,077 0

法人会計 26,294,492 8,742,846 0 △35,037,338 0

流動資産合計 65,928,004 86,010,918 1,291,397 △61,420,415 91,809,904

2.固 定資産

(1)基 本財産
定期預金 7,267,400 0 0 7,267,400

投資有価証券 725,638,553 0 927,689,995 1,653,328,548

基本財産合計 732,905,953 0 927,689,995 1,660,595,948

(2)特 定資産
退職給付引当資産 廿0,076,523 1,703,959 0 川,780,482

賞与引当資産 15,852,678 661,867 0 16,514,545

久原引当資産 173,494,364 0 0 173,494,364

遺贈絵画引当資産 275,608,308 0 0 275,608,3◎8

自然保護引当資産 89,023,832 0 0 89,023,832

アジァ太平洋地域成長支援資金 46,724,000 0 0 46,724,000

教育事業引当資産 49,508,458 0 0 49,508,458

特定資産合計 760,288,163 2,365,826 0 762,653,989

(3)そ の他固定資産
土地 27,460,413 0 0 27,460,413

建物 89,598,938 2,007,402 0 91,606,340

構築物 3,193,265 0 0 3,193,265

車両運搬具 35,218 0 0 35,218

什器備品 3,402,778 224,957 0 3,627,735

ソフ トウェア 48,739,226 1,228,752 0 49,967,978

電話加入権 1,554,200 224,880 0 1,779,080

敷金 50,708,400 0 0 50,708,400

保証金 20,000 0 0 20,000

収益事業会計元入金 12,233,986 0 0 △12,233,986 0

その他固定資産合計 236,946,424 3,685,991 0 △12,233,986 228,398,429

固定資産合計 1,730,140,540 6,051,817 927,689,995 △12,233,986 2,651,648,366

資産合計 1,796,068,544 92,062,735 928,981,392 △73,654,4ω 2,743,458,270

H負 債の部
1.流 動 負債

未払金 69,560,681 0 0 69,560,681

買掛金 0 4,347,630 0 4,347,630

前受金 0 7,690,834 0 7,690,834

預 り金 7,227,228 0 0 7,227,228

仮受金 5,351,912 0 0 5,351,912

賞与引当金 15,852,678 661,867 0 16,514,545

その他流動資産 4,873,628 4,885,144 0 9,758,772

公益 目的事業会計 0 26,383,077 26,294,492 △52,677,569 0

収益事業等会計 0 0 8,742,846 △8,742,846 0

流動負債合計 102,866,127 43,968,552 35,037,338 △61,420,415 120,451,6◎2

2.固 定負債

退職給付引当金 110,076,523 1,703,959 0 111,780,482

公益 目的事業会計か らの元入金 0 12,233,986 0 △12,233,986 0

固定負債合計 110,076,523 13,937,945 0 △12,233,986 1廿,780,482

負債合計 212,942,650 57,906,497 35,037,338 △73,654,401 232,232,084

m正 味財産の部
1.指 定正味財産

寄付金 1,269,757,457 0 927,689,995 2,197,447,452

補助金 1,275,000 0 0 1,275,000

指定正味財産合計 1,271,032,457 0 927,689,995 2,198,722,452

(うち基本財産への充当額) (732,905,953) (0) (927,689,995) (1,660,595,948)

(うち特定資産への充当額) (538,126,504) (0) (0) (538,126,504)

2.一 般 正味 財産 312,093,437 34,156,238 △33,745,941 312,503,734

(うち特定資産への充当額) (96,232,458) (0) (0) (96,232,458)

正味財産合計 1,583,125,894 34,156,238 893,944,054 2,511,226,186

負債及び正味財産合計 1,796,068,544 92,062,735 928,981,392 △73,654,401 2,743,458,270



正味財産増減計算書
2019年7月1日 か ら2020年6月30日 ま で

(公財)世 界自然保護基金ジャパン
(単位:円)

科 目 当年度 前年度 増 減
1一 般正味財産増減の部

1.経 常増 減の 部

(1)経 常収益
基本財産運用益 21,198,118 25,283,192 △4,085,074

基本財産受取利息 9,198,118 9,283,192 △85,074

基本財産受取配当金 12,000,000 16,000,000 △4,000,000

特定資産運用益 912,371 1,098,180 △185,809

特定資産受取利息 912,371 1,098,180 △185,809

受取会費 518,418,465 456,058,000 62,360,465

個人会費 479,935,132 417,208,000 62,727,132

法人会費 38,483,333 38,850,000 △366,667

受取寄付金 540,033,970 775,829,525 △235,795,555

個人寄付金 114,854,898 374,101,785 △259,246,887

指定な し寄付(個人) 59,854,898 260,677,340 △200,822,442

指定あ り寄付(個人) 55,000,000 113,424,445 △58,424,445

遺産寄付金 127,453,790 127,005,457 448,333

指定な し遺産寄付(個人) 127,053,790 126,905,457 148,333

指定あ り遺産寄付(個人) 400,000 100,000 300,000

法人寄付金 237,808,695 247,525,625 △9,716,930

指定な し寄付(法人) 53,540,829 53,270,242 270,587

指定あ り寄付(法人) 181,328,340 191,517,823 △10,189,483

現物寄付(法人) 2,939,526 2,737,560 201,966

募金 59,916,587 27,196,658 32,719,929

指定な し募金 12,213,583 15,591,504 △3,377,921

指定あ り募金 47,703,004 11,605,154 36,097,850

受取負担金 6,442,663 1,090,000 5,352,663

受取負担金 6,442,663 1,090,000 5,352,663

受取補助金等 52,051,197 70,559,720 △18,508,523

受取公的補助金 2,500,000 0 2,500,000

受取民間補助金 44,245,130 16,434,838 27,810,292

受 取WWFネ ットワーク補助 金 5,306,067 54,124,882 △48,818,815

事業収益 137,739,936 118,401,491 19,338,445

売上高 132,414,127 114,253,203 18,160,924

送料収益(物 品販売) 5,325,809 4,148,288 1,177,521

受託事業収益 24,122,386 37,401,252 △13,278,866

受託事業収益 24,122,386 37,401,252 △13,278,866

雑収益 4,244,458 6,034,458 △1,790,000

雑収益(公益 ・法人会計) 3,326,297 4,646,195 △1,319,898

雑収益(物 品販売) 75,786 61,402 14,384

雑収益(そ の他収益会計) 0 84,667 △84,667

為替差益 755,006 1,125,622 △370,616

受取利息 87,369 廿6,572 △29,203

経常収益計 1,305,163,564 1,491,755,818 △186,592,254



(2)経 常費用
事業費 1,551,793,871 1,363,338,751 188,455,120

事業活動費 1,379,928,783 1,183,364,627 196,564,156

活動費 885,239,901 709,829,522 175,410,379

事業諸経費 73,069,541 71,344,242 1,725,299

事業人件費 421,619,341 402,190,863 19,428,478

事業原価(物品販売) 59,039,765 49,490,580 9,549,185

期首商品棚卸高 11,108,298 9,868,876 1,239,422
当期商品仕入高 62,403,315 51,415,080 10,988,235

期末商品棚卸高 13,612,559 11,108,298 2,504,261

他勘定振替高 859,289 685,078 174,211

事業管理費 112,825,323 130,483,544 △17,658,221

事業管理費 19,652,588 32,276,682 △12,624,094

事業管理諸経費 13,171,995 14,328,295 △1,156,300

事業管理人件費 80,000,740 83,878,567 △3,877,827

管理費 13,582,129 14,663,396 △1,081,267

管理費 6,648,320 5,510,031 1,138,289

管理諸経費 906,847 1,286,927 △380,080

管理人件費 6,026,962 7,866,438 △1,839,476

雑損失 189,658 198,030 △8,372

雑損失(物品販売) 189,658 198,030 △8,372

経常費用計 1,565,565,658 1,378,200,177 187,365,481

評価損益等調整前当期経常増減額 △260,402,094 113,555,641 △373,957,735

評価損益等計 0 0 0

当期経常増減額 △260,402,094 113,555,641 △373,957,735

2,経 常外増減の部

(D経 常外収益
経常外収益計 0 0 0

(2)経 常外費用
固定資産除却損 137,734 9,450 128,284

什器備品除却損 137,734 9,450 128,284

経常外費用計 137,734 9,450 128,284

当期経常外増減額 △137,734 △9,450 △128,284

税引前 当期一般正味財産増減額 △260,539,828 113,546,191 △374,086,019

法人税、住民税及び事業税 266,800 1,601,200 △1,334,400

当期一般正味財産増減額 △260,806,628 川,944,991 △372,751,619
一般正味財産期首残高 573,310,362 461,365,371 川,944,991
一般正味財産期末残高 312,503,734 573,310,362 △260,806,628

1指 定正味財産増減の部

受取寄付金 372,180,176 0 372,180,176

受取寄付金 372,180,176 372,180,176

受取補助金等 2,935,000 0 2,935,000

受取民間補助金 2,935,000 0 2,935,000

基本財産運用益 5,089,715 5,094,096 △4,381

基本財産受取利息 5,089,715 5,094,096 △4,381

基本財産評価損益等 171,600,000 △8,400,000 180,000,000

基本財産評価損益等 171,600,000 △8,400,000 180,000,000

特定資産評価損益等 △80,515 △4,428,342 4,347,827

特定資産評価損益等 △80,515 △4,428,342 4,347,827
一般正味財産への振替額 △291,416,738 △5,117,728 △286,299,010

一般正味財産への振替額 △291,416,738 △5,117,728 △286,299,010

当期指定正味財産増減額 260,307,638 △12,851,974 273,159,612

指定正味財産期首残高 1,938,414,814 1,951,266,788 △12,851,974

指定正味財産期末残高 2,198,722,452 1,938,414,814 260,307,638

皿 正味財産期末残高 2,511,226,186 2,5刊,725,η6 △498,990



正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表

2019年7月1日 から2020年6月30日まで
(公財)世 界自然保護基金ジャパン(単 位:円)

科 目 公益目的事業会計 収益事業等会計 法人会計 内部取引等消去 合計

1一 般正味財産増減の部
1.経 常増減の部

(1)経 常収益
基本財産運用益 12,000,751 0 9,197,367 21,198,118

基本財産受取利息 751 0 9,197,367 9,198,118
基本財産受取配当金 12,000,000 o 0 12,000,000

特定資産運用益 912,179 192 0 912,371
特定資産受取利息 912,179 192 0 912,371

受取会費 518,418,465 0 0 518,418,465
個人会費 479,935,132 0 0 479,935,132
法人会費 38,483,333 0 0 38,483,333

受取寄付金 540,033,970 0 0 540,033,970
個人寄付金 114,854,898 0 0 114,854,898

指定な し寄付(個 人) 59,854,898 o 0 59,854,898
指定 あり寄付(個 人) 55,000,000 0 0 55,000,000

遺産寄付金 127,453,790 0 0 127,453,790
指定なし遺産寄付(個人) 127,053,790 0 0 127,053,790
指定あり遺産寄付(個人) 400,000 0 0 400,000

法人寄付金 237,808,695 0 0 237,808,695
指定な し寄付(法人) 53,540,829 0 0 53,540,829
指定あり寄付(法人) 181,328,340 0 0 181,328,340
現物寄付(法 人) 2,939,526 0 0 2,939,526

募金 59,916,587 o 0 59,916,587
指定なし募金 12,213,583 0 0 12,213,583
指定あり募金 47,703,004 0 0 47,703,004

受取負担金 6,442,663 0 0 6,442,663
受取負担金 6,442,663 0 0 6,442,663

受取補動金等 52,051,197 0 0 52,051,197
受取公的補助金 2,500,000 0 0 2,500,000
受取民間補助金 44,245,130 0 0 44,245,130
受取鼎F初 トワーク補助金 5,306,067 0 0 5,306,067

事業収益 0 137,739,936 0 137,739,936
売上高 0 132,414,127 0 132,414,127
送料収益(物品販売) 0 5,325,809 0 5,325,809

受託事業収益 24,122,386 0 0 24,122,386
受託事業収益 24,122,386 0 0 24,122,386

雑収益 4,168,239 76,2四 0 4,244,458
雑収益(公 益 ・法人会計) 3,326,297 0 0 3,326,297
雑収益(物品販売) 0 75,786 0 75,786
為替差益 755,006 0 0 755,006
受取利息 86,936 433 0 87,369

経常収益計 1,158,149,850 137,816,347 9,197,367 1,305,163,564
(2)経 常費用

事業費 1,425,897,624 125,896,247 0 1,551,793,871
事業活動費 1,318,106,269 61,822,514 0 1,379,928,783

活動費 847,997,624 37,242,277 0 885,239,901
事業諸経費 69,277,269 3,792,272 0 73,069,541
事業人件費 400,831,376 20,787,965 0 421,619,341

事業原価(物品販売) 0 59,039,765 0 59,039,765
期首商品棚卸高 0 11,108,298 0 11,108,298
当期商品仕入高 0 62,403,315 0 62,403,315
期末商品棚卸高 0 13,612,559 0 13,612,559
他勘定振替高 0 859,289 0 859,289

事業管理費 107,791,355 5,033,968 0 112,825,323
事業管理費 19,538,953 113,635 0 19,652,588
事業管理諸経費 12,483,274 688,721 0 13,171,995
事業管理人件費 75,769,128 4,231,612 0 80,000,740

管理費 0 0 13,582,129 13,582,129
管理費 0 0 6,648,320 6,648,320
管理諸経費 0 0 906,847 906,847
管理人件費 0 0 6,026,962 6,026,962

雑損失 0 189,658 0 189,658
雑損失(物品販売) 0 189,658 0 189,658

経常費用計 1,425,897,624 126,085,905 13,582,129 1,565,565,658
評価損益等調整前当期経常増減額 △267,747,774 日,730,442 △4,384,762 △260,402,094

評価損益等計 0 0 0 0
当期経常増減額 △267,747,774 11,730,442 △4,384,762 △260,402,094

2.経 常外増滅の部

(D経 常外収益
経常外収益計 0 0 0 0

(2)経 常外費用
固定資産除却損 137,734 0 0 137,734

什器備品除却損 137,734 0 0 137,734
経常外費用計 137,734 0 0 137,734

当期経常外増減額 △137,734 0 o △137,734

他会計振替前当期一般正味財産増減・ △267,885,508 1茎,730,442 △4,384,762 △260,539,828

他会計振替額 11,400,000 △11,400,000 0 0

税引前当期一般正味財産増減額 △256,485,508 330,442 △4,384,762 △260,539,828

法人税、住民税及び事業税 0 266,800 0 266,800
当期一般正味財産増減額 △256,485,508 63,642 △4,384,762 △260,806,628
一般正味財産期首残高 568,578,945 34,092,596 △29,361,179 573,310,362
一般正味財産期末残高 312,093,437 34,156,238 △33,745,941 312,503,734

n指 定正味財産増滅の部
受取寄付金 372,180,176 G 0 372,180,176
受取寄付金 372,180,176 0 0 372,180,176

受取補助金等 2,935,00G 0 0 2,935,00G
受取民間補助金 2,935,000 0 0 2,935,000

基本財産運用益 △212,047 0 5,301,762 5,089,715
基本財産受取利息 △212,047 0 5,301,762 5,089,715

基本財産評価損益等 171,600,000 0 o 171,600,000
基本財産評価損益等 171,600,000 0 0 171,600,000

特定資産評価損益等 △80,515 0 0 △80,515

特定資産評価損益等 △80,515 0 0 △80,515
一般正味財産への振替額 △286,091,344 0 △5,325,394 △291,416,738

一般正味財産への振替額 △286,091,344 0 △5,325,394 △291,416,738

当期指定正味財産増減額 260,331,270 0 △23,632 260,307,638
指定正味財産期首残高 1,010,70|,187 0 927,713,627 1,938,4U,8糾
指定正味財産期末残高 1,271,032,457 0 927,689,995 2,198,722,452

斑 正味財産期末残高 1,583,125,894 34,156,238 893,944,054 2,511,226,186



、 薯 に文 る注記

1.重 要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

(イ)満期保有 目的 の債券

償却原価法(定 額法)に よってお ります。

(ロ)満期保有 目的の債券並びに子会社株式及 び関連会社株式 以外 の有価証券

時価のあるもの… ・期末 日の市場価格等 に基づく時価法(売 却原価 は移動平均法

により算 定)によっております。

(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕 入原価 法(収益性の低 下による簿価切り下げの方法)で処理 してお ります。

(3)固 定資産(り一ス資産含 む。)の減価償却 の方法

建物 … 定額法

建物附属設備 … 定率法

ただし平成28年4月1日 以降に取得 した資産については、定額 法によっております 。

構築 物 … 定率法
ただし平成28年4月IH以 降に取得 した資産につ いては、定額 法によってお ります。

車 両運 搬具 … 定率法

什器備 品 … 定率法
ソフトウエア … 自社利 用のソフトウエアにつ いては、財 団内における利用可能

期間(5年)に 基づく定額法 によっております。

(4)引 当金の計上基準

(イ)賞与引 当金

職員 の賞与 の支給に備えるため、支給対象期 間に対応する支給見込額 を計上しております。

(ロ)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及び年金 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おります。

(5)リース取引の処理方法

り一ス物件の所 有権が借主 に移転すると認められるもの以外 のファイナンス・リース

取 引で、り一ス契約1件 あたりのリース料総額が300万 円以 下のものにつ いては、

通常 の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(6)消 費税 等の会計処理

税込処理 によっております。



2,基 本財産及び特定資産の増減額及びその残 高

基本財産及 び特 定資産の増減額及 びその残高は、次のとおりであります。(単 位:円)

科 目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
基本財産

定期預金 27,518,000 0 20,250,600 7,267,400

投資有価証券 554,000,000 171,600,000 0 725,600,000

国 債 205,825,818 0 62,908 205,762,910

公社公団債 107,977,240 14,376 0 107,991,616

地方債 593,910,569 20,275,500 212,047 613,974,022

小 計 1,489,231,627 191,889,876 20,525,555 1,660,595,948

特定資産
退職給付引当資産 109,503,096 8,928,666 6,651,280 111,780,482

賞与引当資産 13,700,600 16,514,545 13,700,600 16,514,545

久原引当資産 173,574,879 0 80,515 173,494,364

次年度事業引当資産 44,515,000 0 44,515,000 0

遺贈絵画引当資産 275,608,308 0 0 275,608,308

自然保護引当資産 0 375,115,176 286,091,344 89,023,832

アジア太平洋地域成長支援資金 68,500,000 0 21,776,000 46,724,000

教育事業引当資産 50,000,000 0 491,542 49,508,458

小 計 735,401,883 400,558,387 373,306,281 762,653,989

合 計 2,224,633,510 592,448,263 393,831,836 2,423,249,937

3.基 本財産 及び特定資産の財源 等の内訳

基本財産及び特 定資産の財源等の内訳は、次のとお りであります。(単 位:円)

(うち指定正味財産か (うち一般正味財産か
科 目 当期末残高 らの充当額) らの充当額) (うち負債に対応する額)

基本財産
定期預金 7,267,400 (7,267,400) 一 一

投資有価証券 725,600,000 (725,600,000) 一 一

国 債 205,762,910 (205,762,910) 　 一

公社公団債 107,991,616 (107,991,616) 一 一

地方債 613,974,022 (613,974,022) 一 一

小 計 1,660,595,948 (1,660,595,948) 一 一

特定資産
退職給付引当資産 1U,780,482 一 一 (111,780,482)
賞与引当資産 16,514,545 一 一 (16,514,545)
久原引当資産 173,494,364 (173,494,364) 一 一

遺贈絵画引当資産 275,608,308 (275,608,308) 一 一

自然保護引当資産 89,023,832 (89,023,832) 一 一

アジア太平洋地域成長支援資金 46,724,000 一 (46,724,000) 一

教育事業引当資産 49,508,458 一 (49,508,458) 一

小 計 762,653,989 (538,126,504) (96,232,458) (128,295,027)
合 計 2,423,249,937 (2,198,722,452) (96,232,458) (128,295,027)

4.担 保に供 している資産

該 当する資産はありません。



5.固 定資産の取得価額 、減価償却累計額及び 当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び 当期末残高 は、次のとお りであります。(単 位:円)
科 目 取得価額 減価償却累計額 当期末残高

建物
構築物
車両運搬具
什器備品
ソフトウエア

157,520,257

10,792,365

1,173,936

13,478,834

135,331,367

65,913,917

7,599,100

1,138,718

9,851,099

85,363,389

91,606,340

3,193,265

35,218

3,627,735

49,967,978

合 計 318,296,759 169,866,223 148,430,536

6.保 証債務等の偶発債務

該当ありません。

7.満 期保有 目的の債券の内訳並びに帳簿価額 、時価及 び評価損益

満期保有 目的の債 券の内訳並びに帳 簿価 額、時価及び評価損益は、次のとおりであります。(単 位:円)

種類及び銘柄 帳簿価額 時 価 評価損益
国 債

第60回 利付 国債 150,000,000 155,745,000 5,745,000

第316回 利付 国債 55,762,910 56,390,680 627,770

小 計 205,762,910 212,135,680 6,372,770

公社公団債
第20回地方公共団体金融機構債 107,991,616 108,773,280 781,664

小 計 107,991,616 108,773,280 781,664

地方債
第379回 大阪府公募公債 149,941,691 153,750,000 3,808,309

第392回 大阪府公募公債 110,000,000 111,683,000 1,683,000

第345回 大阪府公募公債 100,000,000 100,610,000 610,000

第693回 東京都公募公債 99,994,051 101,000,000 1,005,949

平成23年度第2回大阪市公募公債 33,999,727 34,362,780 363,053

平成26年 度第18回 愛知県公募公債 100,000,000 101,850,000 1,850,000

埼玉県平成24年公債 50,714,135 50,865,500 151,365

平成22年度第5回大阪市公募公債 20,038,553 20,050,000 11,447

小 計 664,688,157 674,171,280 9,483,123

合 計 978,442,683 995,080,240 16,637,557

8.補 助金等の内訳並び に交付者 、当期 の増減額及 び残 高

補助金 等の内訳 並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとお りであります。(単 位:円)

補助金等の名称 交付者 前期末
残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 貸借対照表上の記

載区分

〈公的補助金〉

生物多様性保全推進交付金 環境省 0 2,500,000 2,500,000 0
一

〈民間補助金〉

三井物産環境基金活動助成金 三井物産 0 5,500,000 5,500,000 0 一

環境教育・保全活動 上田記念財団 0 30,000,000 30,000,000 0 一

子供ゆめ基金助成金
国立青少年教育
振興構子どもゆめ
基金

0 667,684 667,684 0 一

経団連自然保護基金 経済団体連合会 0 2,935,000 1,660,000 1,275,000 自然保護引当資産

JKA活 動助成 金 JKA 0 6,417,446 6,417,446 0
一

〈　WWFネ ットワーク補助金 〉

H&M　 Kids　 collection
WWFイ ンターナショナ

ル
0 2,898,273 2,898,273 0

　

Humble　 Bundle
WWFイ ンターナショナ

ル
0 426,210 426,210 0 　

Koala　 Mattress
WWFイ ンターすショナ

ル
0 1,981,584 1,981,584 0 一

合 計
0 53,326,197 52,051,197 1,275,000



9.指 定正味財産から一般正味財 産へ の振替額の内訳

指 定正 味財 産から一般 正味財 産への振 替額の内訳は、次のとお りであります。(単 位 ・円

内 容 金 額
経常収益への振替額
指定正味財産の運用益 5,325,394

目的達成による指定解除額 286,091,344

合 計 291,416,738

10.金 融商 品の状況 に関する事項

(1)金 融商品に対 する取組方針

当法 人は、公益 目的事業の財源 及び法人運営の財源を運用益 によって賄 うため、債券、株式 により資 産

運用 しております。なお 、デリバティブ取引は行わない方針であります。

(2)金 融商 品の内容及 びそのリスク

投資有価証券 は、債券 、株式であり、発行 体の信用リスク、市場価 格の変動 リスクにさらされております。

(3)金 融商 品のリスクに係る管理 体制

①資産運用規程 に基づく取 引

金融 商品の取 引は、当法 人の資産運 用規程に基づき行っております。

② 信用リスクの管理

債券 については、発行体の状況を定期的 に把握 し、理事会に報 告しております。

③ 市場リスクの管理

株式 については、時価を定期的 に把握し、理事会 に報告してお ります。

11資産除去債務関係

事務所 の不動産 賃貸契約 に基づく、退去時における原状回復 に係る債務を有しておりますが、当該債務に関連

する賃貸資産の使用期間が明確 でなく、現在のところ移転等も予定 していないことから、資産除去 債務 を合理 的

に見積ることができないため、当該債務 に見合う資産除去債務を計上しておりません。

12,関 連 当事者との取 引の内容

該 当する取引はありません。

13重 要な後 発事象

該 当ありません。



1.基 本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、「財務諸表に対する注記jの2.基 本財産及び特定資産の増減額及びその残高に
記載しております。

2.引 当金の明細

引当金の増減額及びその残高は、次のとおりであります。(単 位:円)

科 目 期首残高 当期増加額
当期減少額

期末残高目的使用 その他

賞与引当金

退職給付引当金

13,700,600

109,503,096

16,514,545

8,683,820

13,700,600

6,406,434

0

0

16,514,545

111,780,482



財産目録
2020年6月30日 現 在

(公財)世 界自然保護基金ジャパン

(単位:円)
貸借対照表科目 場所 ・物量等 使用 目的等 金 額

(流動資産)
現金預金 現金(手 元保管) 運転資金として 490,960

普通預金(運 用) 運転資金として 516,493

みず ほ銀行 ・芝支店他
定期預金(運 用) 運転資金 として 1,280,936

三井住友銀行 ・三田通支店他

郵便振替(運 用) 運転資金 として 5,918,208

ゆうち ょ銀行

普通預金(運 用)収 運転資金 として 37,721,369
三井住友銀行 ・三田通支店

定期預金(運 用)収 運転資金 として 4,634,174
三井住友銀行 ・三田通支店

その他流動資産
未収金 カー ドキックバック未収入額等 収益事業の未収入分他 8,414,470
前払金 事務所賃料前払額 契約に基づ く前払い 4,563,756

売掛金 物販ク レジッ トカー ド代金未収入額等 収益事業の未収入分 14,215,230

商品 ㈲ コア ・コ ン ピタ ンス Tシ ャツなどの収益事業における物晶販売 13,612,559
倉庫 目的の資産

立替金 職員等 健診 ・ドック自己負担分立替等 358,110

仮払金 年金事務所等 法律事務所業務委託金仮払い他 83,639

流動資産合計 91,809,904

(固定資産)
基本財産

定期預金 みずほ銀行 ・芝支店 公益目的保有財産であ り、運用益を公益 目釣 7,267,400
の事業の財源 として使用している。

投資有価証券 ジーエルサイエンス㈱株式 公益目的保有財産であ り、長期間保有す るこ 725,600,000
とにより、運用益 を公益 目的事業の財源 とし
て使用 している。

国債 満期保有目的で保有 し、運用益 を法人会計の 205,762,910
第60回 利付国債他 事業の財源として使用 している。

公社公団債 満期保有目的で保有 し、運用益 を法人会計の 107,991,616

第20回 地方公共団体金融機構債 財源として使用 している。
地方債 満期保有目的で保有 し、運用益 を法人会計の 613,974,022

第379回 大阪府公募公債他 財源として使用 している。
特定資産

退職給付引当資産 職員に対するもの 職員に対する退職金の支払に備えたもの 川,780,482

定期預金 みずほ銀行 ・芝支店他

賞与引当資産 職員に対するもの 職員に対す る賞与の支払に備えたもの 16,514,545

定期預金 みずほ銀行 ・芝支店他
久原引当資産 定期預金 みずほ銀行 ・高輪台支店 公益 目的保有財産であり、長期間保有するこ 173,494,364

とにより、運用益を公益 目的事業の財源 とし

て使用 している。
遺贈絵画引当資産 定期預金 三井住友銀行 ・三田通支店他 公益 目的保有財産であり、公益 目的事業の使 275,608,308

途は指定されている。
自然保護引当資産 定期預金 三井住友銀行 ・三田通支店他 公益 目的保有財産であり、公益 目的事業の使 89,023,832

途は指定されている。
アジァ太平洋地域成長 定期預金 三井住友銀行 ・三田通支店他 公益 目的事業の積立資産であり、アジァ太平洋 46,724,000

支援資金 地域の成長支援資金として管理 されている預金

教育事業引当資産 定期預金 三井住友銀行 ・三田通支店他 公益 目的事業の積立資産であり、複数年の 49,508,458

教育事業資金として管理されている預金



その他固定資産
土地 1440㎡(沖 縄県石垣市白保) 公益 目的保有財産であ り、公益目的事業用 と 27,460,413

して使用 している。
525㎡(高 知県四万十市具同ヨボシ)

建物 白保サ ンゴセ ンター建物(沖 縄県石垣市 公益目的保有財産であり、公益 目的事業用と 91,606,340

白保)及 び東京事務所内装工事(東 京都 して使用 している。
港区三田)他

東京事務所内装工事(東 京都港区三田)
他

収益目的事業用 として使用 している。

構築物 白保サンゴセンター擁壁(沖 縄県石垣市 公益目的保有財産であり、公益 目的事業用 と 3,193,265

白保)他 して使用 している。

車両運搬具 木造船 公益 目的保有財産であ り、公益目的事業用 と 35,218

して使用している。

什器備品 沖縄県石垣市白保、気象観測装置他 公益 目的保有財産であ り、公益目的事業用 と 3,627,735

して使用している。

東京都港区三 田、事務用テー ブル他 収益 目的事業用として使用 している。
ソフ トウェア

会員管理システム他 公益 目的保有財産であ り、公益 目的事業用と 49,967,978

して使用 している。
ファイヤー ウオールソフ ト他 収益目的事業用 として使用 して いる。

電話加入権 電話加入権 公益目的保有財産であり、公益 目的事業用と 1,779,080

して使用 して いる。

電話加入権 収益目的事業用 として使用 して いる。

敷金 東京都港区三田、事務所賃借敷金 公益目的保有財産であり、公益 目的事業用 と 50,708,400

して使用 している。

保証金 A印 保証金 公益 目的保有財産で あり、公益 目的事業用 と 20,000

して使用 している。

固定資産合計 2,651,648,366

資産合計 2,743,458,270

(流動負債)
未払金 広告制作費他未払金 公益目的事業の未払分 69,560,681

買掛金 商晶代金未払額 収益事業の未払分 4,347,630

前受金 ロイヤリティー前受額 収益事業の収益前受分 7,690,834

預り金 職員所得税等 職員給与控除預 り分他 7,227,228
～

仮受金 会費又は寄付 会費又は寄付の入金で詳細が調査中のもの 5,351,912

賞与引当金 職員に対するもの 職員に対する賞与の支払に備えたもの 16,514,545

その他流動負債 未払費用他 職員時間外手当未払分他 9,758,772

流動負債合計 120,451,602

(固定負債)
退職給付引当金 職員に対するもの 職員に対する退職金の支払に備えたもの 111,780,482

固定負債合計 川,780,482

負債合計 232,232,084

正味財産 2,511,226,186
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

20204F8月31日

公益財団法人世界 自然保護基金ジャパン

会長 末 吉 竹二郎 殿

太陽有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士
業 務 執 行 社 員 る沸 ぐ纒

〈財務諸表等監査〉

監査意見

当藍査法人は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第23条 の規定に基づく監査に準じて、

公益財団法人世界自然保護基金ジヤパンの2019年7月1日 から2020年6月30日 までの第50期 事業年度の貸借対照

表及び損益計算書(公 益認定等ガイ ドライン1-5(1)の 定めによる 「正味財産増減計算書」をいう。)及 び財務諸

表に対する注記並びに附属明細書について監査し、あわせて、貸借対照表内訳表及び正味財産増減計算書内訳表(以

下、これらの監査の対象書類を 「財務諸表等」とい う。)にっいて監査 を行 った。

当監査法人は、上記の財務諸表等が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠 して、

当該財務諸表等に係る期間の財産及び損益(正 味財産増減)の 状況を、全ての重要な点において適正に表示 している

ものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められ る監査の基準に準拠 して監査を行った。監査の基準にお

ける当監査法人の責任は、「財務諸表等の監査における監査人の責任1に 記載されている。当監査法人は、我が国に

おける職業倫理に関する規定に従って、法人から独立 しており、また、監査人 としてのその他の倫理上の責任を果た

している。当監査法人は、意見表明の基礎 となる十分かつ適切な監査証拠を入手 したと判断 している。

財務諸表等に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠 して財務諸表等を作成 し

適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表等を作成し適正に表示す

るために理事者が必要と判断 した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表等を作成するに当た り、理事者は、継続事業の前提に基づき財務諸表等 を作成することが適切であるかど

うかを評価 し、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に基づいて継続事業に関する事項を

開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監事の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視することにある。



財務諸表等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施 した監査に基づいて、金体としての財務諸表等に不正又は誤謬による重要な虚偽表

示がないかどうかにっいて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明

することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表等の利

用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通 じて、職業的専門家

としての判断を行い、職業的懐疑心を保持 して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示 リスクを識別 し、評価する。また、重要な虚偽表示 リスクに対応 した監査手

続を立案 し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。 さらに、意見表明の基礎となる十分かつ

適切な監査証拠を入手する。

・ ,財務諸表等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

評価の実施に際して、状況に応 じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す る。

・ 理事者が採用 した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに理事者によって行われた会計上の見積 りの合理性

及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 理事者が継続事業を前提として財務諸表等を作成することが適切であるかどうか、また、入手 した監査証拠に基

づき、継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどう

か結論付ける。継続事業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表等の注

記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表等の注記事項が適切でない場合は、財務諸表

等に対して除外事項付意見を表明することが求められている.e監 査人の結論は、監査報告書 日までに入手 した監査

証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、法人は継続事業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表等の表示及び注記事項が、我が国において一一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して

いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表等の表示、構成及び内容、並びに財務諸表等が基礎 と

なる取引や会計事象を適正に表示 しているかどうかを評価する。

監査人は、監事に対 して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程 で識別 した内部統制の重要な不備

を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行 う。

〈財産目録に対する意見〉

財産目録に対する監査意見

当監査法人は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関す る法律第23条 の規定に基づ く監査に準 じて、

公益財団法人世界自然保護基金ジャパンの2020年6月30日 現在の第50期 事業年度の財産 目録(「貸借対照表科R」 、

「金額」及び 「使用目的等」の欄に限る。以下同じ。)について監査を行った。

当監査法人は、上記の財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠 してお

り、公益認定関係書類と整合 して作成されているものと認める。

財産目録に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、財産目録を、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠するととも

に、公益認定関係書類と整合して作成することにある。

監事の責任は、財産目録作成における理事の職務の執行を監視することにある。



財産 属録に対する監査における監査人の責任

監査人の責任は、財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠 してお り、

公益認定関係書類と整合して作成 されているかにっいて意見を表明することにある。

利害関係

公益財団法人世界自然保護基金ジャパンと当監査法人又は業務執行社員 との間には、公認会計士法の規定により記

載すべき利害関係はない。

以 上



公益財団法人世界 自然保護基金ジャパン

会長 末吉 竹二郎 殿

監 査 報 告 書

私 ども監事は、公益財 団法人世界 自然保護 基金 ジャパ ンの2019年7月1日 か ら

2020年6月30日 までの2020年6月 期(第50期)の 業務 につ いて監査 を実施

し、協議 の うえ、以下 の とお り報告いた します。

1.監 査方法及び その内容

各 監事 は、理事会 及び評議員 会 に出席す るほか、理事及 び使用人等 と意 思

疎通 を図 り、情報 の収集 に努 め ま した。 さらに、会計 監査人 か ら財務諸 表

等及 び財 産 目録 の監査結果 について報告及び説 明 を受 け、そ の内容 につ き

検討 を加 えま した。

2.監 査 の結果

(1)太 陽有 限責任監査 法人 の行 った財 務諸表等及 び財産 目録 の監査方 法

及び結果 は、妥 当で ある と認 めます。

(2)財 務 諸表等及び財産 目録 は、記載すべ き事項 を正 しく表示 してお り、

指摘すべ き事項 は認 め られ ません。

(3)事 業報告 書 は公益財 団法人世界 自然保護 基金 ジャパ ンの業務 運営 の

状況 を適正 に表示 してい るもの と認 めます。

(4)役 員 の職務 遂行 に関 し、不正 の行 為又 は法令若 しくは定款 に違反す

る事実 は認 め られませ ん。

2020年9月2日

公益財団法人世界 自然保護基金ジャパ ン

監 事

監 事

%岡 鯉 纐
龍 岡 資 晃
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