
平成２０年度

学校法人の財務情報等の公開状況に関する調査結果について

【調査の概要】

１ 調 査 の 目 的

本調査は、文部科学大臣が所轄する学校法人について財務情報等の公開状況を把握

することを目的とする。

（注）本調査において以下のように規定する。

①「財務情報等」とは、平成19年度終了後二月以内に作成した財産目録、貸借対照表、収支

計算書、事業報告書及び監査報告書をいう。

「 、「 」 、 （ 。） 、② 一般公開｣とは 利害関係人への閲覧 以外で 広く一般 受験生等を含む に対し

学校法人等のホームページへの掲載、広報誌等の刊行物（パンフレット類を含む ）への。

掲載等の方法により、財務情報等を公開することをいう。

２ 調 査 の 範 囲

（１）調査の状況

・大学を設置している学校法人（放送大学学園を除く）

（以下「大学法人 ） …５３７法人」

・大学法人以外で短期大学又は高等専門学校を設置

している学校法人（以下「短大法人等 ） …１２８法人」

・合計 …６６５法人

（２）回答の状況

（ ）・回答した学校法人 …６６５法人 １００％

３ 調 査 の 時 点

平成２０年１０月１日現在



【１．財務情報等の一般公開の状況について】

（１）一般公開の状況・方法（１頁参照）

財務情報等の一般公開状況についてみると、学校法人のホームページへの掲
載、広報誌等の刊行物への掲載、学内掲示板への掲載のいずれかの方法により
一般公開を行っている法人は、５９６法人（全法人の８９．６％）となり、前
回調査と比較し０．２％増となっている。
一般公開の具体的な方法としては、ホームページへの掲載により公開してい

る法人が４９０法人（前回調査から９．２％増）と増加傾向にあり、広報誌等
（ ． ）の刊行物への掲載により公開している法人が３７５法人 全法人の５６ ４％

であり、前回調査と比較し、３．３％減となっており減少傾向にある。
一般に閲覧可能なホームページによる掲載を利用する学校法人が増えてきて

いる。

（２）一般公開の内容（２頁参照）

財務情報として一般に公開している財務書類等についてみると、貸借対照表
及び収支計算書に関しては全法人の８０％を超える法人が公開しており、その
ほかの財産目録（６８．６％ 、事業報告書（７１．６％ 、監事の監査報告書） ）
（６７．１％）に関しては約７０％の公開となっている。いずれの財務書類等
についても公開している法人の推移を見ると増加傾向にある。

（３）一般公開に当たっての工夫等（３頁参照）

財務情報等の一般公開に当たっての工夫についてみると、４０４（全法人の
６０．８％）の学校法人において財務状況を分かりやすく説明するための資料
として、例えば、財務の経年推移の状況が分かる資料や、財務比率等を活用し
て財務分析を行っている資料、グラフや図表を活用した資料を作成するなど何
らかの工夫を凝らしている状況が見られる。

【２．私立学校法第４７条に基づき作成する「事業報告書」の記載内容】
（４頁参照）

私立学校法第４７条第１項の規定に基づき作成する事業報告書については、
財産目録、貸借対照表、収支計算書の財務書類だけでは専門家以外の者には学
校法人の状況が容易に理解できない場合が多いと考えられることから、財務書
類の背景となる学校法人の事業方針やその内容を分かりやすく説明し、理解を
得るために作成するものであり、その記載内容は各学校法人において適切に判
断すべきものであるが、平成２０年度の事業報告書に各法人が記載した内容は
表のとおりとなっている。

例えば、事業報告書に学校・学部・学科等の入学者数を記載している法人は
４０２法人（全法人の６０．５％）であり、学校・学部・学科等の在籍者数を
記載している法人は６２０法人（全法人の９３．２％）となっている。また、
入試に関する状況（志願者数、受験者数、合格者数等）及び就職・進学状況等
を記載している法人は、全法人の約４０％にとどまっている。



 

【１.財務情報等の一般公開の状況について】

(１) 一般公開の状況・方法【複数回答】

平成２０年度 537  128  665  

平成１９年度 530 138 668

平成２０年度 500 (93.1%) 96 (75.0%) 596 (89.6%)

平成１９年度 489 (92.3%) 108 (78.3%) 597 (89.4%)

427 (79.5%) 63 (49.2%) 490 (73.7%)

329 (61.3%) 46 (35.9%) 375 (56.4%)

81 (15.1%) 27 (21.1%) 108 (16.2%)

注：単位は法人数。（　）内の数値は、全法人に対する割合。

≪グラフ≫

公
開
方
法

区 分

広 報 誌 等 の 刊 行 物 に 掲 載

学 内 掲 示 板 等 に 掲 示

学校法人のホームページに掲載

財 務 情 報 等 の 一 般 公 開 を
行 っ て い る 法 人

短大法人等 合　　計大学法人
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(２) 一般公開の内容（ホームページ・広報誌等の刊行物について）【複数回答】

区分

全法人数 537  128  665  

396 (73.7%) 60 (46.9%) 456 (68.6%)

378 (70.4%) 54 (42.2%) 432 (65.0%)

78 (14.5%) 14 (10.9%) 92 (13.8%)

464 (86.4%) 77 (60.2%) 541 (81.4%)

422 (78.6%) 61 (47.7%) 483 (72.6%)

300 (55.9%) 40 (31.3%) 340 (51.1%)

474 (88.3%) 82 (64.1%) 556 (83.6%)

424 (79.0%) 62 (48.4%) 486 (73.1%)

324 (60.3%) 45 (35.2%) 369 (55.5%)

406 (75.6%) 70 (54.7%) 476 (71.6%)

381 (70.9%) 57 (44.5%) 438 (65.9%)

111 (20.7%) 25 (19.5%) 136 (20.5%)

387 (72.1%) 59 (46.1%) 446 (67.1%)

369 (68.7%) 53 (41.4%) 422 (63.5%)

57 (10.6%) 10 (7.8%) 67 (10.1%)

監事の監査報告書

  うち学校法人のホームページに掲載しているもの

事業報告書またはその概要

  うち広報誌等の刊行物に掲載しているもの

大学法人 短大法人等 合　　計

注：単位は法人数。（　）内の数値は、全法人に対する割合。

  うち学校法人のホームページに掲載しているもの

  うち学校法人のホームページに掲載しているもの

  うち広報誌等の刊行物に掲載しているもの

  うち学校法人のホームページに掲載しているもの

  うち広報誌等の刊行物に掲載しているもの

  うち広報誌等の刊行物に掲載しているもの

  うち学校法人のホームページに掲載しているもの

  うち広報誌等の刊行物に掲載しているもの

財産目録またはその概要

貸借対照表またはその概要

収支計算書またはその概要

財務書類等の一般公開の内容別実施状況の推移
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(３) 一般公開に当たっての工夫等【複数回答】

区分

平成２０年度 537  128  665  

平成１９年度 530 138 668

350 (65.2%) 54 (42.2%) 404 (60.8%)

381 (71.9%) 71 (51.4%) 452 (67.7%)

293 (54.6%) 39 (30.5%) 332 (49.9%)

305 (57.5%) 47 (34.1%) 352 (52.7%)

132 (24.6%) 13 (10.2%) 145 (21.8%)

144 (27.2%) 17 (12.3%) 161 (24.1%)

228 (42.5%) 31 (24.2%) 259 (38.9%)

225 (42.5%) 40 (29.0%) 265 (39.7%)

185 (34.5%) 22 (17.2%) 207 (31.1%)

179 (33.8%) 28 (20.3%) 207 (31.0%)

190 (35.4%) 18 (14.1%) 208 (31.3%)

174 (32.8%) 26 (18.8%) 200 (29.9%)

69 (12.8%) 7 (5.5%) 76 (11.4%)

50 (9.4%) 14 (10.1%) 64 (9.6%)

短大法人等 合　　計

注１：単位は法人数。（　）内の数値は、全法人に対する割合。

グラフや図表を活用した資料

注２：各項目上段は平成２０年度の法人数・割合、下段は平成１９年度の法人数・割合を示す。

財務比率等を活用して財務分析をしている資料

大学法人

一般公開に当たって財務情報を分かりやすく説明
するための資料を作成している法人

財務状況を全般的に説明する資料

学校会計の特徴や企業会計との違い等を
説明している資料

資
料
の
内
容

全 法 人 数

各科目の平易な説明する資料

経年推移の状況が分かる資料
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【２.私立学校法第４７条に基づき作成する「事業報告書」の記載内容】

区分

平成２０年度 537  128  665  

平成１９年度 530 138 668

513 (95.5%) 120 (93.8%) 633 (95.2%)

512 (96.6%) 128 (92.8%) 640 (95.8%)

452 (84.2%) 107 (83.6%) 559 (84.1%)

447 (84.3%) 113 (81.9%) 560 (83.8%)

403 (75.0%) 92 (71.9%) 495 (74.4%)

398 (75.1%) 97 (70.3%) 495 (74.1%)

317 (59.0%) 85 (66.4%) 402 (60.5%)

302 (57.0%) 83 (60.1%) 385 (57.6%)

497 (92.6%) 123 (96.1%) 620 (93.2%)

492 (92.8%) 129 (93.5%) 621 (93.0%)

479 (89.2%) 105 (82.0%) 584 (87.8%)

472 (89.1%) 116 (84.1%) 588 (88.0%)

495 (92.2%) 118 (92.2%) 613 (92.2%)

491 (92.6%) 125 (90.6%) 616 (92.2%)

274 (51.0%) 58 (45.3%) 332 (49.9%)

245 (46.2%) 57 (41.3%) 302 (45.2%)

307 (57.2%) 52 (40.6%) 359 (54.0%)

267 (50.4%) 55 (39.9%) 322 (48.2%)

529 (98.5%) 115 (89.8%) 644 (96.8%)

521 (98.3%) 122 (88.4%) 643 (96.3%)

224 (41.7%) 54 (42.2%) 278 (41.8%)

230 (43.4%) 69 (50.0%) 299 (44.8%)

144 (26.8%) 34 (26.6%) 178 (26.8%)

113 (21.3%) 33 (23.9%) 146 (21.9%)

216 (40.2%) 53 (41.4%) 269 (40.5%)

187 (35.3%) 56 (40.6%) 243 (36.4%)

163 (30.4%) 32 (25.0%) 195 (29.3%)

187 (35.3%) 31 (22.5%) 218 (32.6%)

379 (70.6%) 84 (65.6%) 463 (69.6%)

349 (65.8%) 89 (64.5%) 438 (65.6%)

435 (81.0%) 88 (68.8%) 523 (78.6%)

419 (79.1%) 94 (68.1%) 513 (76.8%)

296 (55.1%) 47 (36.7%) 343 (51.6%)

270 (50.9%) 58 (42.0%) 328 (49.1%)

218 (40.6%) 46 (35.9%) 264 (39.7%)

200 (37.7%) 43 (31.2%) 243 (36.4%)

合　　計

【複数回答】

当該年度の決算の概要について

短大法人等

設置する学校・学部・学科等について

設置する学校・学部・学科等の入学定員について

設置する学校・学部・学科等の収容定員について

大学法人

卒業者数、修了者数、学位授与数等の状況につい
て

学生の就職・進学の状況について

今後の課題について

教職員について

全 法 人 数

事
業
の
概
要

法
人
の
概
要

建学の理念・教育目標について

法人の沿革について

当該年度の事業の概要、主な事業の目的・計画、
計画の進捗状況について

入学志願者数、受験者数、合格者数等の入学試験
に関する状況について

設置する学校・学部・学科等の入学者数について

設置する学校・学部・学科等の在籍者数について

理事・評議員・監事について

注２：各項目上段は平成２０年度の法人数・割合、下段は平成１９年度の法人数・割合を示す。

主な財務比率について

主な施設設備の整備状況について

財
務
の
概
要

財務の概要を経年比較した内容について

注１：単位は法人数。（　）内の数値は、全法人に対する割合。
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