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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（2018年5月1日現在）

役員・教職員の概要
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○

○ 

○

役員（2018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

　　　　　　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（2018年4月1日現在）

　教職員　588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　　　　　　　　経営学科

　　　　　　　　　　　　　　　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174名（編入1,516名）

※②通年の入学者数2,135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 100 104 200 185

　 情報マネジメント学部 330 417(3) 1,320 1,525

500（1,000）  50(625) 4,000 3,374

※①

　 経営学部 300 418 1,200 1,561

180 226 720 788

　 能率科 1,500   647※② 3,000 3,413

 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

 経営学科

 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
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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。

2018(平成30)年度の主な事業計画と事業実績

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

学生の英語力向上のための施策の継続と経営学部の「グローバルコミュニケーションコース」の更なる充実化

大学・短大通信教育課程の改革施策の継続実施

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

研修プログラム・商品サービスの更なる品質向上

ＩＣＴ化による業務処理の効率化

学生教育部門との連携強化施策の実施

海外での事業展開の推進

Ⅲ　全学事業

○

○

○

○

環境変化への対応能力向上施策の実施

中長期情報化計画に基づいた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



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、専門教育科目群の専門コースである「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コース体制によるカリキュラムの充実とともに、地域連携等に

よるＰＢＬ型ゼミ活動を各ゼミのテーマにもとづき展開しました。

　ゼミ活動の更なる充実のために、ゼミの単位数、関連の専門教育科目の統廃合や区分変更を検討し、２０１９年度

のカリキュラム改編を行い、４年間の学修成果の可視化に繋げるように準備を行っています。

　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７日のファームの試合で、親子で楽しんで

もらえることを目指した“ＳＨＯＮＡＮ　Ｔ

ＨＥ　ＢＯＯＮ”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、参

加者から好評をいただきました。

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実施しました。

　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２０１９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、２０１８年度も経営学科とマーケティング学科の両学科で

取り入れました。両学科ともに「石垣島のもずく」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。

　また、石垣島ＰＢＬの発展的演習科目として、２０１８年度から

「石垣島 -自由が丘ブランディング」を開講しました。この授業は、

学生が石垣島での実地調査に参画し、産地としての石垣島と市場

としての自由が丘の双方のブランド価値を向上させ、産業の付加

価値化を図る体験型・体感型の地域創生実践科目としての特色を

有しています。 石垣市役所で行ったプレゼンテーション

スポーツ企画プロジェクトで活動する学生達
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４．学生の英語力向上のための施策の継続と経営学部の「グローバルコミュニケーションコース」
　　の更なる充実化

　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」に、多くの学生の応

募がありました。

　２０１８年度においては、２０１９年度の開講に向けて、海外英語研修科目の準備を行いました。

　本学の姉妹校である銘傳大学アメリカ分校であるＭＣＵＭＩ（Ｍｉｎｇ Ｃｈｕａｎ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ 

Ｍｉｃｈｉｇａｎ Ｌｏｃａｔｉｏｎ）での英語集中学習を柱として、アメリカの多様な文化に触れ、体験し、

異文化への理解を深めることを目的としています。

　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。

　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 ２０１８」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。

３．大学院の特色を更に強化・充実するための施策の実施

　２０１８年度からは、現行の「経営管理コース」と「税務マネジメントコース」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」を開設し、３コース体制となり、多くの志願者を集めています。

　２０１８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も考慮しながら、次年度の授業科目の設定を

行いました。

小学生ビーチバレーボール大会「ＳＡＮＮＯ ＣＵＰ ２０１８」と運営の学生達

５．大学・短大通信教育課程の改革施策の継続実施

　２０１９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、科目修得試験のＷｅｂ実施などに取

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

魅力を伝えるために、入学案内の内容の変更を行いました。

　また、ホームページでの情報の検索性を高めるなど、入学

志願者に必要とされる情報を届けることができるように変更

しました。

（左）産業能率大学通信教育課程 ２０１９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 ２０１９年度版入学案内書



２．研修プログラム・商品サービスの更なる品質向上

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

の学習サービスである「モバイルトレイン」の新たなコース

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利用

したサービスを拡充しました。

通信研修募集システムの機能改修を実施しました。

講師派遣事業における新プログラムとして、ＩＣＴを活用し

た新入社員対象のプログラム「体感型研修Ｂｅｙｏｎｄ～新入

社員編～」を開発・リリースしました。このプログラムは、

日本e-Learning大賞の総務大臣賞を受賞しました。

研修プログラム・商品サービスの更なる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、５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。
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Ⅱ　社会人教育事業（総合研究所）

「体感型研修Ｂｅｙｏｎｄ」のロゴ

「体感型研修Ｂｅｙｏｎｄ～新入社員編～」の研修風景

３．ＩＣＴ化による業務処理の効率化

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。

４．学生教育部門との連携強化施策の実施

学生教育部門との連携強化施策の実施として、通信教育課程において、インターネットを利用した映像教材の視聴

や理解度確認テストへの取り組みを中心に学習を進める授業としてｉＮｅｔスクーリングの開発を行いました。

５．海外での事業展開の推進

海外での事業展開の推進として、ベトナムを中心として訪日研修を行いました。



１．環境変化への対応能力向上施策の実施

・

・

標記の計画遂行のため、以下のことを行いました。

２０１８年度よりスタッフ職の職掌・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、職掌・職級に対応した階層別研修および昇格・任

命・任用研修を企画、実施しました。

２．中長期情報化計画に基づいた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。

女性の視点で防災を捉え、震災発生直後に女子学生や女性教職員等に配布する備蓄品をセットにした「レディ

ースセット」を全キャンパス・全拠点に用意しました。

自由が丘キャンパス内の避難訓練と全学的な安否確認システムを使った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。

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、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。
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Ⅲ　全学事業

①

②

③

④

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１０戦１０勝無敗で６校

中１位となり、関東大学サッカー大会に進出しまし

た。また、関東大学サッカーリーグ２部入替え戦に勝

利し、２０１９年度からは、関東大学サッカーリーグ

２部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２０１８」に、本学Ａ、Ｂ、Ｃの３チームが

参加しました。ＡチームとＣチームは１部リーグ、Ｂチームは２部リーグで戦いました。

神奈川県知事杯争奪戦（県内の１１大学が参加）において準々決勝戦で敗退しました。

河西真選手（情報マネジメント学部４年）は福島ユナイテッドＦＣ（Ｊ３）と、佐藤尚輝選手（同）と渡邊

りょう選手（同）は共にアスルクラロ沼津（Ｊ３）とプロ契約を締結しました。２月１２日にプロ入団発表

会を開催しました。

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

関東大学サッカーリーグ２部入替え戦で勝利したサッカー部



２０１８年度春季関東大学男子２部バレーボールリーグ戦において２部１０位となりました。

２０１８年度秋季関東大学男子２部バレーボールリーグ戦において２部１１位となりました。

入替戦の結果、２０１９年度も関東大学男子２部バレーボールリーグ戦に残留することになりました。

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、若

井衣有選手と山田紗也香選手ペアが優勝、小久保莉菜メリー選手と谷田汐音選手ペア、相原キヤナ実枝選

手と岡田茉理鈴選手ペアがいずれも５位タイ、という結果を残しました。本学は、２００９年度以降、本

大会１０連覇となりました。

７月１４日～１６日、明石市で開催された「ビーチバレー

ボールＮＥＸＴ２０１８第１回全日本ビーチバレーボール

Ｕ－２３男女選抜優勝大会」に出場し、若井選手と山田選

手ペアが優勝しました。

８月７日～９日、川崎市で開催された「第３０回全日本

ビーチバレーボール大学選手権大会」に出場し、若井選手

と山田選手ペアが準優勝しました。
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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６位となりました。

南関東大学軟式野球２部秋季リーグ戦において２部1位となり、１部下位２校および２部２位校との入替戦

に勝利し、１部に昇格しました。

①

②

（４）大学軟式野球部の支援

第３０回全日本ビーチバレーボール大学選手権大会で準優勝
した若井選手（写真右）と山田選手（写真左）のペア

経営学部の佐川史織さんが文部科学省の官民協働海外留学支援制度「トビタテ！留学ＪＡＰＡＮ日本代表

プログラム」６期生に選出され、カナダとオーストラリアで農業経営について学び、成果をまとめた論文が

「ヤンマーアグリ株式会社主催第２９回ヤンマー学生論文」に入選しました。

経営学部の相澤良子さん、田中駿也さん、矢澤亮太さんの田中ゼミ有志３名が、宣伝会議グループの株式会

社マスメディアンが主催する学生のためのマーケティング企画アワード「第２回マスナビチャレンジ」に

て、準グランプリに値する「協賛企業賞」を受賞しました。

経営学部の小川隼さんが、ＳＡＭ（Ｓｏｃｉｅｔｙ ｆｏｒ Ａｄｖａｎｃｅｍｅｎｔ ｏｆ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）

日本チャプター「第３回立石信雄懸賞小論文コンクール」において、「優秀賞」に選出されました。

経営学部の中島里彩さん、石川菜緒さん、谷岡美輝さん、初音綺乃さんの加藤ゼミ有志４名が、「メトロア

ドクリエイティブアワード２０１９」の広告プランニング部門において、学生部門賞（学生応募のトップ）

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
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４月５日付の「日刊工業新聞」および４月１０日付の「フジサンケイビジネスアイ」に、本学（岩井ゼミ）

が東京商工会議所と連携した、学生による「中小企業の底力・魅力発信プロジェクト」に参画し、中小企業

の魅力発信に向けた現場視察、動画作成を始動した記事が掲載されました（８月も継続して活動が記事に取

り上げられています）。

５月８日付の「十勝毎日新聞（帯広）」に、倉田ゼミの学生が十勝ガールズ農場産のジャガイモを使ったフ

ライドポテトを自由が丘スイーツフェスタ２０１８でＰＲ販売したことが掲載されました（６月、７月も継

続して活動が記事に取り上げられています）。

７月２７日付の「タウンニュース伊勢原版」に、女子ビーチバレー部が「若井・山田ペア全国へ」の見出し

で、関東大学選手権大会を制して全日本大学選手権大会へ駒を進めたことが報じられました。

９月４日付の「岩手日報（盛岡）」および「東海新報（大船渡）」に、経営学部の千葉一絵さんが地元での

インターンシップ研修中に、キャッセン大船渡で商店街同士が連携する新たな企画として「マチコヤ」を立

案し、今後の抱負が記事で掲載されました。

１０月１６日付および２月１４日付の「福島民報（福島）」に、前村ゼミによる、高校生が大学生とタッグ

を組んだ「結婚式プロジェクト」の結果と様子が記事に掲載されました。また、２月２１日付の「ブライダ

ル産業新聞」にも、同様の記事が掲載されました。

１１月９日付の「タウンニュース伊勢原版」の「人物風土記」に、情報マネジメント学部の小倉大知さんが

瑞木祭実行委員会代表を務めることが紹介されました。

１１月１６日付の「タウンニュース伊勢原版」の「人物風土記」に、情報マネジメント学部の熊坂紀世人さ

んが「伊勢原ちょい呑みフェスティバル」の実行委員長を務めることが紹介されました。

１月２５日付の「週刊朝日」に、大学通信調べ「面倒見のいい大学ランキング」に掲載されました。

２月１３日付の「日刊スポーツ」および２月１５日付の「日刊工業新聞」「タウンニュース伊勢原版」に、

本学サッカー部４年生（河西真選手、佐藤尚輝選手、渡邊りょう選手、植田涼吾選手）４名のプロ入団発表

に関する記事が掲載されました。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

（７）新聞掲載記事等

自由が丘の“街の案内人”として活動している“セザンジュ”が、日頃の地域の安心と安全に貢献し

た活動が評価され、昨年に引き続き、目黒区長から感謝状を授与されました。

①

（６）表彰等

目黒区総合庁舎で行われた感謝状の贈呈式



大学では、１１月に開催される学園祭（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）にお

いて、卒業生と教員の旧交を温める機会として、｢ホームカミングデー｣を１１月１７日（土）に自由が丘キャン

パス、１８日（日）に湘南キャンパスで実施しました。大学ホームページ、大学校友会の機関誌「校友会ニュー

ス」、昨年度卒業生への案内はがきによって開催を

告知しました。２０１８年度は、両キャンパス合わ

せ５００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温める

姿が数多く見られました。

短大では、９月２９日 (土 )に、群馬県渋川市の伊香保体育館において第２３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、大学校友会（通学課程、通信教育課程）役員、

本学役員・教職員など約１５０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が行われ、続いて

産業能率大学経営学部教授の欧陽菲先生による

「中国のネット通販事情と商機」についての講演、

一般財団法人ＪＣＭＡ代表理事の吉井奈々先生に

よる「ストレスマネジメント」に関する講演が行わ

れました。また、伊香保の名物である達磨の絵付け

体験会がアトラクションとして開催されたほか、

渋川市長の高木勉氏が駆け付け挨拶されるなど、

非常に充実した式典となりました。

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）

群馬県の伊香保で開催された自由が丘産能短期大学校友会「第２３回
短大校友大会」
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２０１８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１９日にＳｈｏｎａｎ 

ＢＭＷスタジアム平塚で行われたジュビロ磐田を対戦相手

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２０１８」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１４，３８５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、本学と「ららぽーと湘

南平塚」との共同企画のファッションショーが行われまし

た。また本学ダンスサークルや学生によるフリースタイル

フットボールのパフォーマンスも披露されました。特設テ

ントでは、東北大震災支援企画として「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が福島

県に寄付されました。

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

湘南ベルマーレ２０１８シーズンユニフォーム

産業能率大学スペシャルデー２０１８



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。

　2018（平成30）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。

　2018（平成30）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。

 
資　金　収　支　計　算　書

（単位　千円）

支出の部

収入の部
科　　　　　目 前年度 本年度

科　　　　　目 前年度 本年度

学生生徒等納付金収入 5,650,263 5,860,850
手数料収入 205,205 247,753
寄付金収入 3,586 3,863
補助金収入

資産売却収入　

248,467 200,190
248,467 199,640　国庫補助金収入

　地方公共団体補助金収入
22,600 97

0 550

付随事業・収益事業収入 8,094,311 7,791,920
受取利息・配当金収入 24 15
雑収入 346,734 622,529
借入金等収入 1,000,000 1,000,000
前受金収入 3,610,069 3,630,330
その他の収入 594,497 609,547
資金収入調整勘定 ▲ 4,108,104 ▲ 4,314,154
前年度繰越支払資金 3,910,035 4,332,912
収入の部合計 19,577,687 19,985,852

人件費支出 7,409,368 7,704,381
教育研究経費支出 1,332,020 1,349,386
管理経費支出 4,909,006 5,018,958
借入金等利息支出 1,224 1,202
借入金等返済支出 1,000,000 1,000,000
施設関係支出 102,685 250,289
設備関係支出 304,301 172,495
資産運用支出 180,664 180,186
その他の支出 1,350,177 1,487,950
資金支出調整勘定 ▲ 1,344,671 ▲ 1,519,040
翌年度繰越支払資金 4,332,912 4,340,044
支出の部合計 19,577,687 19,985,852

（参考）

事　業　活　動　収　支　計　算　書

（単位　千円）

0 550

基本金取崩額

翌年度繰越収支差額

基本金組入額合計
当年度収支差額
前年度繰越収支差額

事業活動収入の部
科　　　　　目 前年度 今年度

科　　　　　目 前年度 今年度

科　　　　　目 前年度 今年度

科　　　　　目 前年度 今年度

科　　　　　目 前年度 今年度

科　　　　　目 前年度 今年度

　　　学生生徒等納付金 5,650,263 5,860,850
　　　手数料 205,205 247,753
　　　寄付金 4,445 4,934
　　　経常費等補助金

　　　付随事業収入

　　　雑収入

　　　教育活動収入計

248,467 200,190
　　　　国庫補助金

　　　　地方公共団体補助金

248,467 199,640

8,094,311 7,791,920
346,734 622,529

14,549,424 14,728,175
事業活動支出の部

　　　人件費 7,490,644 7,737,913
　　　教育研究経費 1,699,419 1,703,990
　　　管理経費 5,061,996 5,208,917
　　　徴収不能額等 374 261
　　教育活動支出計 14,252,434 14,651,081
　　教育活動収支差額 296,990 77,095

事業活動収入の部

事業活動収入の部

事業活動支出の部

事業活動支出の部

　　　受取利息･配当金 24 15
　　　その他の教育活動外収入 0 0
　　教育活動外収入計 24 15

　　　借入金等利息 1,224 1,202
　　　その他の教育活動外支出 0 0
　　教育活動外支出計 1,224 1,202
　教育活動外収支差額 ▲ 1,200 ▲ 1,187
　経常収支差額 295,790 75,908

　　　資産売却差額 0 0
　　　その他の特別収入 3,441 1,548

3,441 1,548　　特別収入計

　　　資産処分差額 177,018 31,984

177,018 31,984

　　　その他の特別支出 0 0
　　特別支出計

　特別収支差額 ▲ 173,577 ▲ 30,436

基本金組入前当年度収支差額 122,213 45,472
▲ 312,044 ▲ 466,157
▲ 189,831 ▲ 420,685

▲ 19,848,810 ▲ 19,881,122
157,519 0

▲ 19,881,122 ▲ 20,301,807

14,552,889 14,729,738
14,430,676 14,684,267

教
育
活
動
収
支

教
育
活
動
外
収
支

事業活動収入計
事業活動支出計

特
別
収
支
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