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私立大学・短期大学・高等学校の収支状況（経年の推移）

○大学の収支状況

（単位：億円）
22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1

校 校 校 校 校 校 校 校 校 校
579 592 588 591 592 596 590 595 592 599

事業活動収入
（H26以前は帰属収入）

ｂ 32,449 33,599 32,946 33,156 33,234 33,540 33,654 34,314 34,674 34,986
事業活動支出

（H26以前は消費支出）
ｃ 30,382 32,097 30,921 31,371 31,450 32,371 32,544 33,073 33,448 33,795

基本金組入前当年度収支差額
（H26以前は帰属収支差額） ｄ＝ｂ－ｃ 2,067 1,502 2,025 1,785 1,784 1,169 1,110 1,241 1,226 1,190
事業活動収支差額比率
（H26以前は帰属収支差額比率）

ｅ＝ｄ÷ｂ 6.4% 4.5% 6.1% 5.4% 5.4% 3.5% 3.3% 3.6% 3.5% 3.4%
校 校 校 校 校 校 校 校 校 校

227 250 208 215 219 243 233 235 215 222
割合 ｇ＝ｆ÷ａ 39.2% 42.2% 35.4% 36.4% 37.0% 40.8% 39.5% 39.5% 36.3% 37.1%

○短期大学の収支状況

（単位：億円）
22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1

校 校 校 校 校 校 校 校 校 校
358 353 335 337 333 324 321 317 310 299

事業活動収入
（H26以前は帰属収入）

ｂ 2,098 2,200 1,940 1,961 1,941 1,875 1,838 1,745 1,671 1,497
事業活動支出

（H26以前は消費支出）
ｃ 2,181 2,147 1,985 1,996 1,939 1,934 1,842 1,806 1,753 1,634

基本金組入前当年度収支差額
（H26以前は帰属収支差額） ｄ＝ｂ－ｃ ▲ 83 53 ▲ 45 ▲ 35 2 ▲ 59 ▲ 5 ▲ 61 ▲ 82 ▲ 138
事業活動収支差額比率
（H26以前は帰属収支差額比率）

ｅ＝ｄ÷ｂ ▲4.0% 2.4% ▲2.3% ▲1.8% 0.1% ▲3.2% ▲0.3% ▲3.5% ▲4.9% ▲9.2%
校 校 校 校 校 校 校 校 校 校

207 193 189 170 187 184 174 191 196 205
割合 ｇ＝ｆ÷ａ 57.8% 54.7% 56.4% 50.4% 56.2% 56.8% 54.2% 60.3% 63.2% 68.6%

○高等学校の収支状況

（単位：億円）
22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1

校 校 校 校 校 校 校 校 校 校
1,244 1,263 1,266 1,286 1,288 730 1,310 1,301 1,289 1,283

事業活動収入
（H27以前は帰属収入）

ｂ 9,808 10,087 10,173 10,384 10,848 5,833 11,092 11,053 10,985 10,887
事業活動支出

（H27以前は消費支出）
ｃ 9,619 9,953 9,899 10,109 10,294 5,381 10,637 10,727 10,672 10,773

基本金組入前当年度収支差額
（H27以前は帰属収支差額） ｄ＝ｂ－ｃ 189 134 274 275 554 452 455 326 313 114
事業活動収支差額比率
（H27以前は帰属収支差額比率）

ｅ＝ｄ÷ｂ 1.9% 1.3% 2.7% 2.6% 5.1% 7.7% 4.1% 2.9% 2.8% 1.0%
校 校 校 校 校 校 校 校 校 校

578 599 546 553 521 544/1,290 530 582 586 627
割合 ｇ＝ｆ÷ａ 46.5% 47.4% 43.1% 43.0% 40.5% 42.2% 40.5% 44.7% 45.5% 48.9%

出典：日本私立学校振興・共済事業団「今日の私学財政」

ｆ

年　　度

集計学校数 ａ

基本金組入前当年度収支
差額（H26以前は帰属収支
差額）がマイナスの学校数

ｆ

○   事業活動収支差額比率（帰属収支差額比率）とは、学校法人の負債とならない収入である事業活動収入（帰属収入）から事業活動支出（消費支出）
を差し引いた差額（基本金組入前当年度収支差額（帰属収支差額））が 収入全体の何％に当たるかを見る比率である。

（※）出資（株式）の概念がなく、また、国公立学校のように施設が公費で賄われていない学校法人では、校地・校舎等の新たな取得や高度化、設備の維
持・向上など教育研究の充実に必要な資産相当額を資本（基本金）として事業活動収入（帰属収入）の中からあらかじめ確保しなければならないため、
基本金組入れ相当の基本金組入前当年度収支差額（帰属収支差額）が必要になる。

（注１）平成27年度における高等学校の収支状況については、高等学校法人が設置する部門のみの集計である。
（注２）平成27年度における高等学校の帰属収支差額比率に関する学校数及び割合には、大学法人及び短期大学法人の設置する高等学校を含めてい
る。

年　　度

集計学校数 ａ

基本金組入前当年度収支
差額（H26以前は帰属収支
差額）がマイナスの学校数

ｆ

年　　度

集計学校数

基本金組入前当年度収支
差額（H27以前は帰属収支
差額）がマイナスの学校数

ａ

（注１）

（注２）

（注１）

（注２）



教学、人事、施設、財務等に関する事項
について長期的ビジョンを踏まえた計画
策定を義務化
学部単位での設置者変更を可能とする制
度改善
合併等を検討する学校法人のマッチング
（私学事業団による経営相談の一環）
地域連携プラットフォーム構築
大学等連携推進法人制度の創設

18歳人口減少
グローバル化
産業構造等変化

経営に課題を抱える学校法人に対する取り組み
学校法人の責務の明示
(私学法24条)（Ｒ2(2020).4.1施行）
・自主的な運営基盤の強化
・設置校の教育の質の向上
・運営の透明性の確保

「私立大学等の振興に関する検討会議「議論のまとめ」（Ｈ29(2017).5.15）」
「経済財政運営と改革の基本方針2018（Ｈ30(2018).6.15）」
「中教審「2040年に向けた高等教育のグランドデザイン（答申）（Ｈ30(2018).11.26）」
・各大学の一層の経営力強化が必要だが、経営困難法人が生ずることは不可避
・経営指導強化とともに、撤退含む早期の経営判断を促す指導が必要

経営指導の
充実の必要性

学校法人の義務
（私学法25条）
設置校の教育研
究に必要な財産
の保有

新たに「経営指導強化指標※」を設定し、経営悪化傾向にある学校法人を一定の基準に基づき客観的に把握
※「「運用資産―外部負債」がマイナス」かつ「「経常収支差額」が3か年マイナス」

学校法人運営調査委員会において、経営指導強化指標を始め定員充足状況等を勘案し、集中的な経営指導を実施する学校法人を決定
私学事業団の経営相談を必須として経営改善計画を策定させ、3～5年を目安に経営改善実績を上げるよう、学校法人運営調査や進捗報告等を
毎年行いながら、集中的な指導・助言を実施
経営改善できず支払不能等のリスクが確認された学校法人に対しては、対応方策を示した上での経営上の判断（募集停止や組織廃止等を含
む）、及び、その方策の方向性の財務書類等への明記を求める指導通知を発出
学校法人が財務書類等へ記した対応方針を、文部科学省がまとめて公表する予定

学校法人に対する一体的な
経営支援・指導

経営悪化
教育の質の低下

学校法人

教育研究支出
の減少 収入の減少

学生数の減少

経営力強化に向けた環境整備

経営指導の充実・強化（R元年度～）

学生・保護者等から信頼を得るためにも経営力を一層強化し、継続的・安定的に質の高い高等教育を提供

学校法人の健全な経営の確保を目的に、管理運営
組織やその活動状況、財務状況等を調査し、必要
な指導・助言を実施、改善状況を確認
委員は私立学校関係者、弁護士、公認会計士、マ
スコミ関係者等
特に経営状況が厳しいと認められる一部の学校法
人に対して、経営改善計画の作成及び計画の実施
状況の報告を求め、経営改善の進捗状況を把握
経営改善計画の作成には私学事業団による経営相
談等の活用を勧め、進捗状況の確認は学校法人運
営調査委員によるヒアリング等を活用し、必要な
指導・助言を実施

学校法人運営調査委員制度（S59年度～）

文部科学省

学校法人の要請に応じ、役員や教職員等からのヒ
アリングや経営上の問題点の分析等を実施し、改
善策をアドバイス
学校法人がデータや分析資料を活用できるシステ
ムを提供。さらに要望に応じた個別分析データも
作成・提供
「経営改善のためのハンドブック」作成・提供
学校法人による経営状況の自己分析の一助となる
「経営判断指標」を作成・提供。学校法人の本業
である教育研究活動の収支状況と資産状況に着目
し、支払不能の危険性の程度を段階わけ

経営相談・自己分析の促進

日本私立学校振興・共済事業団



大項目 中項目 指導・助言事項（その他意見含む）

監事による教学面を含めた業務監査の充実

監事の監査を支援するための事務体制の整備

役員退職金支給規程の整備

役員報酬規程の整備

役員報酬規程において、支給額の算定方法を明確にすること

評議員会における評議員の出席率の改善

理事会における理事の出席率の改善

理事会・評議員会の欠席時に意思表示を行うことのできる書面に
改めること

理事の欠員補充

評議員の欠員補充

理事・評議員の選任手続きを適切に行うこと

文部科学大臣に対する役員変更届出を速やかに行うこと

会計年度終了後2月以内に財産目録、貸借対照表、収支計算書、
事業報告書、監査報告書の作成及び備え付け

学校法人設立時の財産目録の備え付け

学校法人会計基準の改正を踏まえた規程の見直し・改正

諸規程の整備

　・情報公開に関する規程

　・公益通報に関する規程

管
理
運
営
組
織 理事/評議員

近年の学校法人運営調査における主な指摘事項

役員報酬

監事

理事会
/評議員会

規程

備え付け
/届出



大項目 中項目 指導・助言事項（その他意見含む）

資産運用に関する規程の整備

資産運用に関する規程の見直しを含め、適切な改善を図ること

収益事業
収益事業の再開等その在り方について法人内で検討し、必要に応
じて寄付行為の変更を検討すること

基本金 基本金の組入処理は組入計画に基づき正しく行うこと

予算 予算について適切な会計処理を行うこと

経営改善計画
経営改善計画の作成及び着実な実施等による経営基盤の安定確
保

設置する学校の学生確保に向けた対応策を立案し着実に実施

定員の見直しの検討

定員管理の適正化、定員超過の改善

中長期計画 中長期計画の作成及び着実な実施

教員補充 専任教員の補充

FD 大学全体としてファカルティ・ディベロップメント（FD）活動の実質化

教育体制
の配慮

募集停止をした学校（学科）において、学生の教育に支障が生じな
いよう教育体制の維持に配慮

資産運用

学生確保
/定員管理

教
学

財
務



 

監事機能の充実強化について 
 
１．監事の職務・責任 
 令和元年度の改正後の私立学校法において、監事の職務及び責任について次のとおり規定。 
 【第３７条第３項】 
 （１）学校法人の業務を監査すること。  
 （２）学校法人の財産の状況を監査すること。  
 （３）理事の業務執行の状況を監査すること。 
 （４）学校法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計

年度終了後二月以内に理事会及び評議員会に提出すること。 
 （５）監査の結果、学校法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違

反する重大な事実があることを発見したときは、これを所轄庁に報告し、又は理事会及び

評議員会に報告すること。  
 （６）（５）の報告のため必要があるときは、理事長に対して理事会及び評議員会の招集を請

求すること。 
 （７）学校法人の業務又は財産の状況について、理事会に出席して意見を述べること。  
 【第４０条の５】 
   理事の法令違反行為等の差止め 
 【第４４条の２～４４条の４】 
   法人・第三者に対する役員の損害賠償責任 
 
２．監事機能の充実強化 
 監事監査は、法人運営の悪い部分を粗探しするものではなく、監事から適切なアドバイスをもらい、そ

れを法人運営に生かすためのものであることに留意が必要。また、監事機能の充実強化のためには理

事長、理事や教職員等の理解と協力が不可欠。 
 
【監事機能の充実強化のためのポイント】 
  ○監事として適格な者を人選 
      名誉職としての監事ではなく、知識と経験を持ち、積極的に行動する者を選ぶ。 
  ○監事監査の重要性や監査への協力を法人内に周知 
      特に、教学監査の場合など、教職員の協力が必要。 
  ○監事と役員・教職員との適切な関係の構築 
      なれ合いの関係ではなく、互いの立場を尊重した上で、何でも言い合える人間関係を構築

しておくことが重要。 
  ○監事支援のための体制 
     監事をサポートするスタッフの配置や内部監査室の監査結果等の活用など。 
  ○監事の業務や責任に応じた報酬の支払い 
      無給で何もしない監事ではなく、しっかり仕事をしてもらい、それに見合った報酬を支払う。 
  ○常勤監事の設置 
     監事監査の重要性から、できる限り常勤化。   
   



３．教学面の監査について 
 学校法人の業務の監査は経営面に限定されるものではなく、教学的な面についても学校法人の

経営に関する問題であることから学校法人の業務として監査の対象。（ただし、個々の教員の教

育・研究内容に立ち入ることは適当でない。）   
 
 
４．監事機能の更なる強化に係る最近の動向について 
 経済財政運営と改革の基本方針 2019（令和元年６月 21 日閣議決定）に基づき、設置した「学

校法人のガバナンスに関する有識者会議」において、大学を設置する学校法人の在り方として 、
監事機能の更なる強化を含め、学校法人のガバナンスを発揮していくために望まれる取組の基本

的な方向性を取りまとめ、令和３年３月に公表した（以下の参考を参照）。令和３年度において

も、「学校法人ガバナンス改革会議」を設置し、制度改正に向けた抜本改革案の全体像を取りま

とめるべく、引き続き、議論を行っている。 
 
（参考） 
「学校法人のガバナンスの発揮に向けた今後の取組の基本的な方向性について」【概要】 抜粋 

（令和３年３月１９日 学校法人のガバナンスに関する有識者会議） 
 
○理事会・監事の職務等 

・監事の選解任は、評議員会が行うこととする。 
・各理事の親族・特殊関係者は、監事就任を禁じる。 
・監事の任期は、理事と同等以上とする。監事の選解任議案について、辞任・解任監事を含め、

監事の意見確認を求める。 
・理事会の招集通知の対象に監事を加え、議事録を監事も確認することとする。 

 
○監査体制、ガバナンスの自律性等 
・法人規模等に応じ、会計監査の義務付けの検討、内部統制システムの整備の義務付けを行う。

内部通報の体制整備をガバナンス・コードに盛り込む。 
 

以上 



経営支援・情報提供事業
私立学校に対する経営相談及び教育・経営に関する情報の分析、提供

令和３（２０２１）年度　私学経営情報センターが行う令和３（２０２１）年度　私学経営情報センターが行う

サービスのご案内

　私学経営情報センターでは、学校法人の経営改善の支援及び教育条件並びに経営に関する情報の収集・提供業務を行って
おります。当センターで提供している主なサービス内容と連絡先は以下のとおりです。経営相談、財務分析、会計処理、講
演など幅広いサービスを提供しておりますので、ぜひご利用ください。

※左記の要望に対する連絡先は同色で囲まれた右欄内の電話番号となります。

（会計処理等、基礎調査、 e‐マネージャについてのご質問への回答）
電話・メールで回答します
●会計処理等についてのご質問
03（3230）7846～7848

●基礎調査、e‐マネージャについてのご質問
03（3230）7840～7844

（私学情報資料室） 03（3230）7846～7848
学校法人等の役職員を対象に、大学・短期大学法人の規程集等
が閲覧できます（私学振興事業本部（九段事務所1階））

（データ提供） 03（3230）7846～7848
インターネットを利用して小学校法人から大学法人が直接、以下
のデータや分析資料等を出力・閲覧できるシステム「私学情報提
供システム」を提供しています
◇学生数 ◇財務データ ◇財務比率表 ◇今日の私学財政 等

（依頼に基づく資料提供） 03（3230）7838
「私学情報提供システム」 で作成できない特別な加工が必要な
分析データを作成・提供します。ご利用に当たっては、私学事業
団へ「情報提供依頼書」を提出していただきます
（内容により、日数を要します）

（講師派遣） 03（3230）7839
●センターの職員を講師として派遣します
●講師派遣には交通費と講演料が必要です

私学経営情報センターで提供可能なサービス

○研修会実施の支援
学校法人の役員、教員、職員を対象に
した研修会の実施に協力してほしい

○経営上の問題への解決策の提案
「学生募集」「人件費削減」等の経営上
の問題について、学校法人の現状に
あった提案をしてほしい

学校法人の要望例

（セミナー） 03（3230）7849～7851
理事長・学長向けにリーダーズセミナーを、 若手職員向けに
スタッフセミナーを開催しています

○教育情報の活用・公表
大学等のさまざまな特色や取り組みを
検索したい

（大学ポートレート（私学版）） 03（3230）7852～7854
私立の大学、短期大学、高等専門学校の特色や実践している
教育研究の取り組みをWebサイトで提供しています

○改革事例等の紹介
教育改革等について他校で実施してい
る具体的な事例を紹介してほしい

○経営改善計画の作成支援
学校法人活性化・再生研究会最終報
告で提案されている、目標と期限を明
確にした経営改善方策を作成し、経営
改善に努めたいが、その作成を支援
してほしい

「学校法人活性化・再生研究会最終報告」
https://www.shigaku.go.jp/s_center_saisei.pdf
16ページ～18ページ、31ページ参照

「経営改善計画立案・実施のための参考資料」
https://www.shigaku.go.jp/s_kaizenkeikaku.htm

○経営者や職員の研修・育成
私学経営に関する短期集中型の研修
を受けたい

○会計処理のご質問
会計処理の仕方を教えてほしい

○基礎調査等のご質問
基礎調査票e-マネージャの入力・操作
等について教えてほしい

○財務分析
学校の財務分析資料がほしい

○規程集等の閲覧
学校法人の業務改善のため、他の学
校の規程集等の事例を参考にしたい

（経営相談） 03（3230）7826
●学校法人を訪問し、経営改革のキーパーソンとなる役員及び
教職員の方々にヒアリングしながら、解決策を探ります

●学校法人の抱える経営上の問題点について現状分析、問題
点の把握、考えられる対応策を整理してアドバイスをします

●必要に応じて事業団が依頼している専門家
（公認会計士、弁護士、社会保険労務士、教学専門家等）と

共同で実施します
●経営改善計画の進捗状況を踏まえ、適時適切な助言等を行
います

●学校法人にて経営相談を実施する場合、所定の交通費が必
要になります
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