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本学建学の精神は

マネジメントの思想と理念をきわめ

これを実践の場に移しうる能力を涵養し

もって全人類に幸福と繁栄をもたらす人材を

育成することにある

時流におぼれず　慣習にとらわれず

独断を排し　常に真実を求めつづける人間こそ

本学の求めるものである

この見地に立って　本学は単なる学術の

修得のみに終らず　広く世界に目を向け

ほかの意見を尊重し　自分をいつわらない

誠実な人格の形成に努力する

学生教育事業を通じて実践的な知識・スキル・協調性を有し、実行力あるよき社会人を育成し、

もって社会に貢献する。

社会人教育事業を通じて、社会経済の発展に資する経営理論・手法、教育体系、教育プログラム

を開発・指導・提供し、もって科学的な経営管理の実をあげうる人材の育成に貢献する。

学生教育事業と社会人教育事業の相互フィードバックにより、実践に裏付けられたよりよい教

育・研究の成果を社会に提供する。

規模の拡大を追求するのではなく、財務基盤の安定した、特色と魅力の溢れる学校法人を目指

す。

○

○

○

○

建学の精神

法人の基本理念
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法人の沿革
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1925年　　日本産業能率研究所創立

1942年　　財団法人日本能率学校設立

1950年　　産業能率短期大学　能率科　第Ⅱ部開設

1951年　　学校法人産業能率短期大学に組織変更（私立学校法施行による）

1963年　　短大　能率科　通信教育課程開設

1965年　　短大　能率科　第Ⅰ部開設

1978年　　法人名を学校法人産業能率大学に改称

1979年　　産業能率大学　開設（日本初の経営情報学部）

1989年  　法人、大学、短期大学の名称をそれぞれ、学校法人産能大学、産能大学、産能短期大学に改称

1992年　　大学院　経営情報学研究科開設

1995年　　大学　経営情報学部　通信教育課程開設

1996年　　大学院　自由が丘昼夜開講制をスタート

2000年　　法人名を学校法人産業能率大学へ改称

　　　　　大学　経営学部開設

2001年　　自由が丘キャンパス１号館竣工

2003年　　大学として初のプライバシーマーク取得

　　　　　代官山キャンパスオープン

2006年　　大学、短期大学の名称をそれぞれ、産業能率大学、自由が丘産能短期大学に改称

2007年　　大学　経営情報学部の名称を情報マネジメント学部に改称

　　　　　大学院　経営情報学研究科の名称を総合マネジメント研究科に改称

2008年　　自由が丘キャンパス２号館竣工

2013年　　短大　能率科　第Ⅱ部廃止

　　　　　大学　経営学部にマーケティング学科を新設

2015年　　短大　能率科　第Ⅰ部廃止



１ 法人の概要

設置する施設

入学定員、学生数の状況（2017年5月1日現在）

役員・教職員の概要
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○

○ 

○

役員（2017年4月1日現在）

　理事長　　上野俊一

　常務理事　浦野哲夫（産業能率大学学長）

　理事　　　小林武夫（自由が丘産能短期大学学長）

　　　　　　桃井克己

　　　　　　堀井健史

　　　　　　岩田聖隆

　　　　　　後藤和光

　　　　　　五十嵐誠

　　　　　　河野哲也

　監事　　　津川哲郎

　　　　　　前原浩郎

教職員（2017年4月1日現在）

　教職員　593名（うち専任教員96名）

産業能率大学

　　　大学院　　　　　　　　　総合マネジメント研究科

　　　情報マネジメント学部　　現代マネジメント学科

　　　　　　　　　　　　　　　現代マネジメント学科　通信教育課程

　　　経営学部　　　　　　　　現代ビジネス学科

　　　　　　　　　　　　　　　マーケティング学科

自由が丘産能短期大学

　　　能率科　　　　　　　　　通信教育課程

総合研究所

※①通年の入学者数124名（編入1,399名）

※②通年の入学者数1,979名

入学定員 入学者数 収容定員 現員
(編入学定員） （編入学）

　 大学院 100 75 150 164

　 情報マネジメント学部 330 423(3) 1,320 1,549

500（1,000）  25(552) 4,000 3,233

※①

　 経営学部 300 407 1,200 1,510

180 205 720 755

　 能率科 1,500   616※② 3,000 3,245

 マーケティング学科

 通信教育課程

 自由が丘産能短期大学

 現代ビジネス学科

 総合マネジメント研究科

 現代マネジメント学科

 現代マネジメント学科

 通信教育課程

 産業能率大学

（単位：人）



２ 事業の概要

2017(平成29)年度事業の概要
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　私ども学校法人産業能率大学（以下本学）では、大学および短期大学を設置するほか、総合研究所を設置し

ています。総合研究所では、創立以来９０余年にわたって調査・研究活動ならびに企業・団体等に対するコン

サルティングや職員研修等を行っており、マネジメント分野でのわが国におけるパイオニアとして、教育研究

の成果を実際の社会に適用し、そこから得られた知見を学生教育にフィードバックすることを実践していま

す。本学は大学および短期大学が行う事業を学生教育事業、総合研究所が行う事業を社会人教育事業として位

置づけ、この両事業をもって「マネジメントの思想と理念をきわめ、これを実践の場に移しうる人材の育成」

を謳った建学の精神の実現に努めております。このように学生教育事業と社会人教育事業を建学の精神と法人

の目的の実現のために併せ行っていることが、本学の最大の特徴です。

Ⅰ　学生教育事業（産業能率大学・自由が丘産能短期大学）

１．経営学部の特色を更に強化・充実するための施策の実施

　職員が授業や学生についての理解を深めるとともに、学生・職員間の信頼関係を構築することを目的とした教職

員連携による授業運営をマーケティング学科の１年次の一部の科目で一年間を通じて試行しました。

　この施策の実施により、学生は科目内容の理解が深まるとともに大学の手厚いサポート姿勢を感じられるように

なり、教職員も従来の授業運営をあらためて見直す貴重な機会となりました。この取り組みは今年度の課題・反省

点を生かして２０１８年度も継続することとなりました。

　２０１６年度からマーケティング学科の「基礎ゼ

ミ」でスタートしている本学の代表的なアクティブ

ラーニングの一つである石垣島ＰＢＬ（Project 

Based Learning）を、２０１７年度は現代ビジネス

学科でも取り入れました。マーケティング学科は

「石垣島の冬場の観光コンテンツ」、現代ビジネス学

科は「石垣島の農水産物を使った第６次産業のプロ

モーション」をＰＢＬテーマとして実施しました。

　年間を通じて３回実施した発表会の各学科の最

優秀ゼミの代表（各６名）は、春休みに「石垣島イン

ターンシップ」に参加し、石垣市役所でのプレゼン

テーションや意見交換、石垣島観光地の視察等を行

いました。

石垣市役所で行ったプレゼンテーション

石垣島の染色を体験



３．大学院の特色を更に強化・充実するための施策の実施

　大学院総合マネジメント研究科は、ここ数年志願者増が続いているため、２０１７年度入学者から入学定員と

収容定員の増加を行いました。経営管理コースと税務マネジメントコースの２コース体制となって以降、多くの

志願者を集めています。

　２０１８年度からは、現行の２コースに加えて、会計のプロフェッショナルの育成を目的とした「会計マネジ

メントコース」を開設することとなり、学生募集を開始しました。「会計マネジメントコース」は、一定の要件

を満たした上で税理士試験での会計学科目の１科目免除をめざすことが可能です。

　２０１７年度は在学者が増加し、１科目あたりの履修者人数が増えることが予想されたため、開設クラス数の

見直しを行いました。教育効果を得られるクラスサイズ、ならびに科目聴講生の受け入れ枠も考慮して、専門科

目等のクラス数を増設するとともに、科目を新設しました。

　また、２０１８年度から開設される会計マネジメントコースについては、将来の専門実践教育訓練指定講座と

なることを見据えて、文部科学省「職業実践力育成プログラム（ＢＰ）」へ申請を行い、２０１７年１２月に認

定されました。
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２．情報マネジメント学部の特色を更に強化・充実するための施策の実施

　現代マネジメント学科では、２０１４年度入学生から専門教育科目群の専門コースを「スポーツマネジメント」

「マーケティング企画」「ビジネスマネジメント」「コンテンツビジネス」の４コース体制に改編しています。２０１６

年度をもって旧カリキュラムは役割を終えたため、２０１７年度は４コースによるカリキュラムの充実が本格化し

ました。

　専門教育科目においては、配当期、クラス数、授業運営（共同担当化）など、学生のニーズに応じて検討を行い、その

成果を翌年度のカリキュラム編成に反映させています。

　現代マネジメント学科には、課題解決型のＰＢＬを実践する「コース横断プロジェクト」（コース専門科目）の科目

群があり、その科目の一つとして、外部スポー

ツ関連企業とのコラボレーションによる科目

があります。横浜ＤｅＮＡベイスターズとの

提携科目である「スポーツ企画プロジェクト」

では、７月初旬のファームの試合で、入場者数

増を目指した “七フェス夕（タナフェスタ）”

と題した企画を学生自らの手でプロデュース

し、実施・運営を行い、過去最高の入場者数を

獲得する等の成果を上げました。

　また、株式会社日刊スポーツ新聞社との提

携科目である「イベントプロデュース」では、

８月の神宮花火大会での運営補助や１０月実

施の小学生ビーチバレーボール大会「ＳＡＮ

ＮＯ ＣＵＰ ２０１７」の企画・実施運営を

成功させて、特色ある教育の実績を積み上げ

ました。

スポーツ企画プロジェクトで活動する学生達スポーツ企画プロジェクトで活動する学生達

小学生ビーチバレーボール大会「ＳＡＮＮＯ ＣＵＰ ２０１７」を運営する学生達
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４．学生の英語力向上ための施策の実施ならびに「グローバルコミュニケーションコース」の
　　充実化

　２０１６年度から現代ビジネス学科に新設した「グローバルコミュニケーションコース」は、対象となる２０１６

年度入学生が第２学年に進級することから、他の３コースとともにコースの選択が行われ、多くの学生の応募があり

ました。

　２０１６年度に英語科目開発プロジェクトで検討したグローバルコミュニケーションコース２年次の専門科目が順

調にスタートするとともに、同プロジェクトでは、２０１８年度開講の同コース３年次専門科目の開発を行いまし

た。また、同プロジェクトでは初年次英語科目についても、今後の方向性について最終報告をまとめました。

　本学では、ＴＯＥＩＣ試験を年４回、学内で実施しています。多くの学生に同試験への関心を持ってもらうため

に、複数回の受験ガイダンスを開催しています。ガイダンスでは、同試験の高得点者（在学生）を招き、学習のノウ

ハウや試験受験の意義などを聴く機会を設けています。さらに、ＴＯＥＩＣ対策の課外講座を開催しました。これら

の施策の結果、後学期のＴＯＥＩＣ試験受験者が増加しています。

５．通信教育課程のＩＣＴ化による受講者の利便性向上と業務の効率化を含む改革施策の実施

　２０１８年度に向けて、「ＡＬＬ ＳＡＮＮＯ」を合言葉に、全学的なプロジェクトを発足させて、カリキュラ

ム・ＩＣＴを活用した授業科目の開設・学生の利便性向上・スクーリング環境の改善などに取り組みました。

　学生募集面では、大学通信教育課程と短大通信教育課程の入学案内の内容の大幅な変更を行い、入学案内書のイ

メージの一新をはかりました。また、 Ｗｅｂを活用したマーケティングを実施しました。

（左）産業能率大学通信教育課程 ２０１８年度版入学案内書
（右）自由が丘産能短期大学通信教育課程 ２０１８年度版入学案内書



２．通信研修事業のＩＣＴ化による商品サービスの品質向上

通信研修事業においてＩＣＴを活用したモバイルラーニングの新しい学習サー

ビスとして「モバイルトレイン」を開発・リリースしました。

通信研修事業のコンピュータ採点型リポートシステムを新たに開発しリリース

しました。

通信研修募集システムの機能改修を実施しました。

通信研修事業のＩＣＴ化による商品サービスの品質向上のために以下の施策を実施しました。

１．普及活動の見える化・効率化による効果的な普及施策の実施

普及活動の見える化・効率化による効果的な普及施策の実施のために以下の施策を実施しました。

・

・

・

普及各部門で共通のテーマを訴求する取り組みとして、４つのテーマを設けてイベントを開催しました。

昨年度に引き続きＣＳ推進のためのＣＳ交流会を企画、実施しました。

本学の認知度向上のために通信研修活用事例の紹介イベントを開催しました。

３．ＩＣＴ化による業務処理効率化

　ＩＣＴ化による業務処理効率化のために受講受付管理の新システムのリリース、標準テスト処理の新システム

の開発等を行い工数やコストの削減をはかりました。
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Ⅱ　社会人教育事業（総合研究所）

・

・

・

「モバイルトレイン」の
ログイン画面



１．環境変化への対応能力の向上および業務に精通した職員を育成するための施策の実施

・

・

標記の計画遂行のため、以下のことを行いました。

２０１７年度より総合職の職掌・職級体系を変更し、新たな人事・処遇制度を導入しました。

職員の能力開発およびキャリア形成の促進の観点から教育体系・施策の全体像を検討し、実施に向けての準

備を進めました。

２．中長期情報化計画の策定および情報システムの更新

・

・

標記の計画遂行のため、以下のことを行いました。

事務系ネットワークのソフトウェア更新の準備を進めました。

教育系ネットワークの設備更新を実施し、教育環境の向上を図りました。

・

・

・

・

・

・

・

教育・研究環境を良好に維持するため、施設・設備の適正かつ安全な使用と維持保全に係る諸活動を行いま

した。

全キャンパスおよび全拠点に保存している防災備蓄品の中で、２０１７年度に消費期限切れになる非常食と

飲料水の入替えを行い、新たな防災備蓄品としました。

自由が丘キャンパス内の自衛消防（防災）隊班別訓練と自由が丘キャンパス全体の防災訓練を実施して教職

員への防災に対する啓発活動を行いました。

防犯体制強化の一環として、防犯設備の更新等を実施し、セキュリティ強化を行いました。

学生教育部門を対象とした警察による不審者対応訓練を行い防犯に対する啓発活動を行いました。

コンピュータへの新たな脅威に備えるため、ウイルス対策を強化しました。

補助金担当者の育成や啓発活動を行い、学内における業務と補助金制度との関連性について、理解と意識の

向上をはかりました。

３．リスク管理態勢、情報管理態勢、ガバナンス・コンプライアンス態勢の更なる強化に
　　向けた施策の実施

標記の計画遂行のため、以下のことを行いました。

①

②

③

④

⑤

神奈川県サッカー協会大学部会にて活動を行いました。戦績は春季と秋季の通算１４戦１２勝２敗で８校中

２位となりました。この結果、２０１８年度も神奈川サッカー協会大学部会で活動することとなりました。

関東大学サッカー連盟が主催する「インディペンデンスリーグ２０１７」に、本学Ａ、Ｂ、Ｃの３チームが

参加しました。Ａチームは１部リーグ上位８校による優勝をかけたチャンピオンシップに出場し、見事に優

勝を果たしました。これにより、全国大会へ初出場し善戦しましたが力及ばず予選３戦目にて敗退しまし

た。Ｂチームは、１部リーグで成績が振るわず、残留戦に出場することになり、残念ながら残留することが

出来ず２部リーグ降格が決定しました。Ｃチームは２部リーグにおいてグループ優勝を果たしたことから、

１部リーグへ昇格が決定しました。

神奈川県知事杯争奪戦（県内の１１大学が参加）において３位となりました。

浜下瑛選手が栃木ＳＣ（Ｊ２）とプロ契約を締結しました。

小松蓮選手がＵ-１９、Ｕ-２０の日本代表として選出された後、松本山雅ＦＣ（Ｊ２）とプロ契約を締結しました。

４．「ＡＬＬ ＳＡＮＮＯ」意識を醸成し、教職員・学生・卒業生の愛校心をより一層高める
　　ための施策の実施

（１）大学サッカー部の支援
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Ⅲ　全学事業



関東大学バレーボール３部春季リーグ戦において３部１位となり、２部１２位校との入替戦に勝利し、１４

年（２８季）ぶりに２部に昇格しました。

関東大学バレーボール２部秋季リーグ戦において２部９位

となり、「第７０回秩父宮杯全日本大学バレーボール選手

権大会」の出場権を獲得しました。

「第７０回秩父宮杯全日本大学バレーボール選手権大会」

に出場しましたが、残念ながら１回戦敗退となりました。

７月８日～９日、藤沢市鵠沼海岸で開催された「関東大学ビーチバレーボール選手権大会」に出場し、石坪

聖野選手と柴麻美選手ペアが優勝、新井晴夏選手と奥野由選手ペアが５位という結果を残しました。本学

は、２００９年度以降、本大会９連覇となりました。

７月９日～１７日、中国で開催された国際バレーボール連盟主催ビーチバレーボールＵ-２１世界選手権大

会２０１７に、小久保莉菜メリー選手が日本代表で出場

し、１７位となりました。

８月８日～１０日、川崎市で開催された「第２９回全日本

ビーチバレーボール大学選手権大会」に出場し、石坪選手

と柴選手ペアが優勝、新井選手と奥野選手ペアが５位とな

りました。創部以来５回目の優勝で、２０１４年度以降４

連覇となりました。
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①

②

③

（２）大学女子ビーチバレー部の支援

①

②

③

（３）大学バレーボール部の支援

南関東大学軟式野球１部春季リーグ戦において１部３位となりました。

南関東大学軟式野球１部秋季リーグ戦において１部３位となりました。

アメリカ（Ｇｕａｍ）で開催された「第２１回全日本大学軟式野球国際親善大会（Ｇｕａｍ）」に村上慧昌

選手が日本学生代表選手として選出され、親善試合に出場しました。

①

②

③

（４）大学軟式野球部の支援

『Japan Freestyle Football Championship2017』の決勝大会で、経営学部の勝山耀さんが初優勝しまし

た。また、７月２０日には、世界大会「Carabao Feestyle 

Football World Cup」で準優勝し、８月２６日の世界大会

「Super Ball 2017」ではベスト８に入賞しました。

２０１７年度「電波の日・情報通信月間」記念中央式典に

おいて、情報マネジメント学部の福仲香南さん、山本茉胡

さんの作品である「夏の声」が「地域発デジタルコンテン

ツ」総務大臣奨励賞を受賞しました。

「美しい風景写真 １００人展 学生部門」において、経営

学部の松田衣澄さんが入選を果たしました。

「第１４回神奈川産学チャレンジプログラム（神奈川経済

同友会主催）」で、情報マネジメント学部の小野田ゼミの

１チームならびに経営学部の白土ゼミが最優秀賞、情報マ

ネジメント学部の小野田ゼミ、橋本ゼミならびに経営学部

の田中ゼミのチームが優秀賞を受賞しました。

①

②

③

④

（５）学外の各種コンテストへの学生参加の支援

第２９回全日本ビーチバレーボール大学選手権大会で優勝
した柴選手（写真左）と石坪選手（写真右）のペア

第７０回秩父宮杯全日本大学バレーボール選手権大会に出
場したバレーボール部

２０１７年度「電波の日・情報通信月間」記念中央式典で総務
大臣奨励賞を受賞した山本さん（写真左）福仲さん（写真右）

第14回神奈川産学チャレンジプログラムで受賞した学生達



２０１７シーズンにおいてもユニフォームスポンサード（背中）

を継続し、ユニフォーム背中や湘南ベルマーレの発行物等に、

本学名称（産業能率大学）のロゴタイプが年間を通じて掲出さ

れました。

湘南ベルマーレからは、大学の授業や行事・部活動への協力、

ホームゲームチケットの提供等が行われました。

また、スポンサードに伴い、５月２７日にＳｈｏｎａｎ ＢＭＷ

スタジアム平塚で行われたモンテディオ山形を対戦相手とす

るＪリーグ公式戦において「産業能率大学スペシャルデー２０

１７」を実施しました。この試合には、本学在学生・卒業生・教

職員のほか、湘南キャンパスのある地元伊勢原市民や神奈川県

内の中学生・高校生などを招待し、一般客も含めて９，１１８

名が来場しました。当日はスタジアム外の野外ステージにおい

て、本学ダンスサークル（ＳＤＣ・大山舞人）等によるパフォー

マンスを行いました。特設テントでは、東北大震災復興支援企

画として「ふくしマルシェ」「福幸」の物産販売が行われ、経費を

除いた売上金を福島県に寄付しました。
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本学女子ビーチバレー部の石坪聖野選手と柴麻美選手が「平成２９年度神奈川県スポーツ優秀選手表彰」を

受けました。

本学サッカー部の上長次郎選手、植田涼吾選手、河西真選手

の３人が大山（伊勢原市）で転倒して意識を失った女児を救

助し、伊勢原警察署より感謝状が贈られました。

①

②

（６）表彰等

４月２４日付および５月２日付「日刊工業新聞」に、「第２回日本学生ＢtoＢ新聞広告大賞」において、経

営学部の渡邉麻莉華さんの「次の１００年へ」と題したポスターデザインが協賛企業賞（横河電機）を受賞

した記事が掲載されました。

４月２７日付「毎日新聞『大学倶楽部』」に、大学公認サークル「世田谷地域交流ラボ」の学生が、子ども

たちの遊びを支援するワークショップを世田谷区公園緑地課との共催で行った記事が掲載されました。

６月２日付「タウンニュース 伊勢原版」に、本学バレーボール部が「１４年ぶり２部昇格」に関する記事

が掲載されました。

１０月２５日付「日本経済新聞」未来面に、「製薬会社は世界を変えるため何ができますか」という課題に

対して、経営学部の落合涼花さんが「飲めば病気が見つかる薬」というアイデアを提出し、最優秀を受賞し

た記事が掲載されました。（後日電子版でも掲載されました）

１１月１日付「朝日新聞神奈川版」に、岩井ゼミの研究テーマとして、スカジャンの魅力を伝えようと横須

賀市にて「スカジャンファッションショー」を企画・開催した記事が掲載されました。

１月２９日付「日本経済新聞電子版」未来面に、「建築で世界の街をどう変えますか」という課題に対し、

多数の投稿の中から、経営学部のモンゴルからの留学生ハスビリゲさんの「折り畳める家」と題した投稿が

選出され、掲載されました。

①

②

③

④

⑤

⑥

（７）新聞掲載記事等

①

　

（８）湘南ベルマーレ ユニフォームスポンサード（背中）の継続

伊勢原警察署長より感謝状が手渡された

湘南ベルマーレ２０１７シーズンユニフォーム

産業能率大学スペシャルデー２０１７
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大学では、例年、校友会の機関誌「校友会ニュース」において卒業生と教員の旧交を深める機会として、１１月

の学園祭（自由が丘キャンパス：自由が丘産能祭、湘南キャンパス：瑞木祭）での｢ホームカミングデー｣の開

催を告知しています。２０１７年度は、１１月１１日

（土）に湘南キャンパス、１２日（日）に自由が丘キャン

パスで実施しました。両キャンパス合わせ５７０名を

超える卒業生と教職員が参加しました。当日の会場に

は、年表パネルや卒業アルバムが展示され、卒業生に

は、校友会から記念品、大学からはエンブレム入りの

クッキーや本学手帳が手渡されました。両キャンパス

共に終始、和やかな雰囲気のもと、卒業生が恩師や同

級生と旧交をあたためる姿が数多く見られました。

短大では、６月１７日 (土 )に、本学自由が丘キャンパスにおいて第２２回短大校友大会が開催されました。

今年は「ＡＬＬ ＳＡＮＮＯ」の精神のもと、短大卒業生のほか、大学（通学課程、通信教育課程）役員、本学役員・

教職員など約１７０名が参加しました。式典においては、校友会の活動概況報告、功労者表彰、優良支部の表彰

が行われ、さらに自由が丘商店街振興組合理事長より「『自由が丘ブランド』－自由が丘商店街の挑戦」をテー

マとした記念講演が行われましました。その後、ラー

ニングコモンズ（ＩＶＹホール）において懇親会が行

われ、産業能率大学卒業生がリーダーを務めるボーカ

ルグループ「ＷＩＬＬ」のライブや、自由が丘産能短期

大学卒業生で、現在、産業能率大学のダンスの授業に

おいて指導講師を務める星野良子先生がメンバーで

ある「ＢＬＵＥ ＭＯＯＮ ＢＯＯ」によるパフォーマ

ンスなどが行われ、大盛況のうちに終了しました。

①

②

（９）卒業生向けの活動

ホームカミングデー（自由が丘） ホームカミングデー（湘南）

第22回短大校友大会



2017(平成29)年度の主な事業計画
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Ⅰ　学生教育事業（産業能率大学、自由が丘産能短期大学）

○

○

○

○

○

経営学部の特色を更に強化・充実するための施策の実施

情報マネジメント学部の特色を更に強化・充実するための施策の実施

大学院の特色を更に強化・充実するための施策の実施

学生の英語力向上ための施策の実施ならびに「グローバルコミュニケーションコース」

の充実化

通信教育課程のＩＣＴ化による受講者の利便性向上と業務の効率化を含む改革施策の

実施

Ⅱ　社会人教育事業（総合研究所）

○

○

○

普及活動の見える化・効率化による効果的な普及施策の実施

通信研修事業のＩＣＴ化による商品サービスの品質向上

ＩＣＴ化による業務処理効率化

Ⅲ　全学事業

○

○

○

○

環境変化への対応能力の向上および業務に精通した職員を育成するための施策の実施

中長期情報化計画の策定および情報システムの更新

リスク管理態勢、情報管理態勢、ガバナンス・コンプライアンス態勢の更なる強化に

向けた施策の実施

「ＡＬＬ ＳＡＮＮＯ」意識を醸成し、教職員・学生・卒業生の愛校心をより一層高め

るための施策の実施



 

３　財務の概要
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　本学は、大学及び短期大学を設置するほか、実践的な研究活動や経営指導・職員研修等を行う総合研究所

を設置しており、マネジメント分野のわが国におけるパイオニアとして、教育研究にとどまらず社会人教育

を重視した社会貢献活動を行なっているという特色ある大学であります。そのためこうした活動により、収

入においては事業収入、支出においては管理経費の占める割合が他の学校法人に比べ多くなっています。

　2017（平成29）年度の資金収支は下図のとおりです。
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　経年比較は以下の通りです。

　２０１７（平成２９）年度の決算につきましては、監事により学校法人の業務及び財産の状況について監査

を受け適正であるとの監査報告を得ており、また監査法人により文部科学省の定めた学校法人会計基準に基づ

く監査を受け適正意見を得ております。

 
（単位　千円） （単位　千円）

事業活動収入の部
科　　　　　目 前年度 本年度 科　　　　　目 前年度 今年度

学生生徒等納付金収入 5,502,195 5,650,263 　　　学生生徒等納付金 5,502,195 5,650,263
手数料収入 175,885 205,205 　　　手数料 175,885 205,205
寄付金収入 4,156 3,586 　　　寄付金 4,177 4,445
補助金収入 260,763 248,467 　　　経常費等補助金 260,763 248,467
　国庫補助金収入 260,763 248,467 　　　　国庫補助金 260,763 248,467
付随事業・収益事業収入 7,986,204 8,094,311       付随事業・収益事業収入 7,986,204 8,094,311
受取利息・配当金収入 32 24 　　　雑収入 378,966 346,734
雑収入 378,966 346,734 　　教育活動収入計 14,308,190 14,549,424
借入金等収入 1,000,000 1,000,000 事業活動支出の部
前受金収入 3,515,373 3,610,069 科　　　　　目 前年度 今年度
その他の収入 692,590 594,497 　　　人件費 7,558,470 7,490,644
資金収入調整勘定 ▲ 4,025,787 ▲ 4,108,104 　　　教育研究経費 1,627,776 1,699,419
前年度繰越支払資金 3,856,158 3,910,035 　　　管理経費 4,943,409 5,061,996
収入の部合計 19,346,600 19,577,687 　　　徴収不能額等 573 374

　　教育活動支出計 14,130,228 14,252,434
科　　　　　目 前年度 本年度 　　教育活動収支差額 177,962 296,990

人件費支出 7,506,362 7,409,368 事業活動収入の部
教育研究経費支出 1,239,072 1,332,020 科　　　　　目 前年度 今年度
管理経費支出 4,761,018 4,909,006 　　　受取利息･配当金 32 24
借入金等利息支出 1,163 1,224 　　　その他の教育活動外収入 0 0
借入金等返済支出 1,000,000 1,000,000 　　教育活動外収入計 32 24
施設関係支出 607,586 102,685 事業活動支出の部
設備関係支出 155,619 304,301 科　　　　　目 前年度 今年度
資産運用支出 180,339 180,664 　　　借入金等利息 1,163 1,224
その他の支出 1,127,594 1,350,177 　　　その他の教育活動外支出 0 0
資金支出調整勘定 ▲ 1,142,187 ▲ 1,344,671 　　教育活動外支出計 1,163 1,224
翌年度繰越支払資金 3,910,035 4,332,912 　教育活動外収支差額 ▲ 1,131 ▲ 1,200
支出の部合計 19,346,600 19,577,687 　経常収支差額 176,831 295,790

事業活動収入の部
科　　　　　目 前年度 今年度

　　　資産売却差額 0 0
　　　その他の特別収入 731 3,441
　　特別収入計 731 3,441

事業活動支出の部

科　　　　　目 前年度 今年度
　　　資産処分差額 35,458 177,018
　　　その他の特別支出 0 0
　　特別支出計 35,458 177,018

　特別収支差額 ▲ 34,727 ▲ 173,577

基本金組入前当年度収支差額 142,104 122,213
▲ 785,036 ▲ 312,044
▲ 642,932 ▲ 189,831

▲ 19,835,793 ▲ 19,848,810
629,916 157,519

▲ 19,848,810 ▲ 19,881,122

14,308,953 14,552,889
14,166,849 14,430,676

資　金　収　支　計　算　書

収入の部

支出の部

基本金取崩額

翌年度繰越収支差額
（参考）
事業活動収入計
事業活動支出計

事　業　活　動　収　支　計　算　書

教
育
活
動
収
支

教
育
活
動
外
収
支

特
別
収
支

基本金組入額合計
当年度収支差額
前年度繰越収支差額




