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                                                       2021 年 5 月 27 日 

 

学校法人大阪初芝学園 

 

事 業 報 告 書 

 

私立学校法第 47 条に基づく 2020 年度の本法人の事業報告書は以下のとおりです。 

 

1 法人の概要 

（１） 建学の精神と学園の理念 

1937 年 4 月、大阪初芝学園は、大阪初芝商業学校の設立にあたり、校訓を「誠実剛毅」、

校則を「剛健なる体力の練磨、勤勉の良風の養成、自治精神の発揮、責任観念の顕現、謙譲

の美徳の涵養」と定め、学校教育を通して社会に貢献する教育活動の推進に努力しています。 

更に、2010 年 12 月、「夢と高い志、挑戦、そして未来創造」を学園の理念と定め、世界

で活躍する創造的な人材の育成を目指し、その具現化のため「2023 基本構想」を策定し、

学園の教育環境と教育活動の一層の充実に努めています。 

   

（２） 学校法人の沿革 

１９３７年 １月２０日 財団法人大阪初芝学園の設立申請。 

     ４月３０日 財団法人大阪初芝学園設立に係る大阪初芝商業学校設立（文部大臣より

許可）。 

１９４８年 ４月 ２日 学制改革により新制高等学校発足。校名を初芝高等学校（普通科・商業

科）とする。 

１９５１年 ３月 ８日 財団法人から学校法人に組織変更。 

１９５３年 ４月 １日 初芝高等学校附属幼稚園開園。 

１９８２年 ８月３１日 初芝高等学校附属幼稚園スイミングスクール開校。 

１９８４年 ４月 １日 初芝高等学校富田林分校開校。 

１９８５年 ４月 １日 初芝高等学校富田林分校を初芝富田林高等学校と名称変更。 

           初芝富田林中学校開校。 

１９９１年 ４月 １日 初芝橋本高等学校開校。 

１９９５年 ４月 １日 初芝橋本中学校開校。 

１９９８年 ４月 １日 初芝中学校開校。 

２００１年 ９月 １日 初芝中学校を狭山登美丘学舎へ移転。 

２００３年 ４月 １日 はつしば学園小学校開校。 

     ９月 １日 初芝中学校を初芝堺中学校と名称変更。 

２００８年 ７月２２日 学校法人立命館と教学提携。  

  ２００９年 ４月 １日 初芝高等学校を初芝立命館高等学校と名称変更。 

              初芝堺中学校を初芝立命館中学校と名称変更。 

              初芝高等学校附属幼稚園をはつしば学園幼稚園と名称変更。 

２０１１年 ４月 １日 初芝立命館高等学校、法人事務局を北野田キャンパス（狭山登美丘学舎）

へ移転。 

 

 



（３） 設置する学校、学科等 

 

設置する学校 開校年月 学科等 摘要 

初芝立命館高等学校 1937 年 4 月 全日制（普通科、体育科）  

初芝富田林高等学校 1984 年 4 月 全日制（普通科）  

初芝橋本高等学校 1991 年 4 月 全日制（普通科、国際科*1、体育科*2）  

初芝富田林中学校 1985 年 4 月   

初 芝 橋 本 中 学 校 1995 年 4 月   

初芝立命館中学校 1998 年 4 月   

はつしば学園小学校 2003 年 4 月   

はつしば学園幼稚園 1953 年 4 月   

*1  2012 年度から募集停止 

*2  2014 年度から募集停止 

 

（４） 学校、学科等の生徒数等の状況 

                                                  2020 年 5 月 1 日現在  単位：人 

学校名 入学定員数 収容定員数 現員数 摘要 

初芝立命館高等学校 
普通科 440 1,320 906  

体育科 40 120 117  

初芝富田林高等学校 普通科 360 1,080 857  

初芝橋本高等学校 普通科 225 675 438  

初芝立命館中学校 120 360 315  

初芝富田林中学校 120 360 289  

初 芝 橋 本 中 学 校 80 240 68  

はつしば学園小学校 140 840 521  

はつしば学園幼稚園 
3 歳児 135 名 

405 347 
 

4 歳 5 歳児若干名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（５） 役員の概要 

                              2021 年 3 月 31 日現在 

                       定員数 理事 7 名～17 名、監事 2 名 

 区分 氏名  区分 氏名 

1 理事長 森島 朋三 11 理 事 久野 信之 

2 学園長 國廣 敏文 12 理 事 澤田 宗和 

3 副理事長 川﨑 昭治 13 理 事 道上 達也 

4 常務理事 髙橋 英幸 14 理 事 山下 洋一 

5 理 事 宮本 健二    

6 理 事 福永 正博 1 監 事 岸田 眞美 

7 理 事 花上 徳明 2 監 事 古林  茂 

8 理 事    平井 正朗  

 9 理 事 安田 悦司  

10 理 事 加藤 武志  

 

 

（６） 評議員の概要 

2021 年 3 月 31 日現在 

定員数 評議員 16 名～35 名 

 氏 名  氏 名  氏 名 

1 森島 朋三 13 澤田 宗和 25 桒田 直樹 

2 國廣 敏文 14 道上 達也 26 小山 久子 

3 福永 正博 15 山下 洋一 27 東留 博孝 

4 髙橋 英幸 16 佐本 一晃 28 細野由紀子 

5 川﨑 昭治 17 辻林 隆昭 29 松本 明子 

6 宮本 健二 18 竹谷 知子 30 東野 邦子 

7 花上 徳明 19 西依恵一郎 31 藪内 靖郎 

8 平井 正朗 20 岩橋  徹 32 指吸 明彦 

9 安田 悦司 21 城野  靖 33 横澤 広久 

10 加藤 武志 22 高岡 隆真 

 11 上野 忠雄 23 山西  登 

12 久野 信之 24 上里 昌輝 

 



（７） 教職員の概要 

 

2020 年 5 月 1 日現在  

区分 本部 

初芝 

立命館 

中・高校 

初芝 

富田林

中･高校 

初芝 

橋本 

中・高校 

はつしば

学園  

小学校 

はつしば

学園  

幼稚園 

計 

教

員 

本務 2 79 63 34 30 18 226 

兼務 － 44 37 30 14 14 139 

職

員 

本務 6 4 3 3 2 1 19 

兼務 5 17 14 16 25 4 81 

                                      単位：人 

 

  ※通年派遣者含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 事業の概要 

本学園は、「夢と高い志、挑戦、そして未来創造」の学園理念のもと、①社会に貢献し世界

で活躍する創造的な人材の育成、 ②生徒・児童・園児の学びと成長を大切にした学園・学校

づくり③初等中等教育及び幼児教育を担う「総合学園」として大阪・和歌山の地域に貢献する

ことを目標とする 2023 基本構想・第 2 次中期計画(2017 年～2022 年度)を策定し、目標の具

体化を推進してきた。 

さらに本計画を推進するため常任理事会の基に「未来夢プロジェクト」を設置し(2018 年 9

月)、学園全体の意見集約等を行った。(2020 年 3 月) 

意見集約等を踏まえ、2030 年に向けての改革の方向性と具体的中身について「大阪初芝学

園未来夢プロジェクト基本方針」として提起し(2020 年 7 月)、計画の具体化に取り組むことと

した。 

また、2020 年度は学園並びに各学校園スクールでは以下の重点課題に取り組んだ。 

 

(1)学園の取り組み 

１.学校法人立命館との連携強化 

 ・定期協議会の開催 

 ・学校法人立命館からの出向者の受入れ 

 ・学校法人立命館一貫教育部への出向者の派遣 

 

２.教職員の力量の向上と働き方改革の推進 

 ・IC カードによる勤怠管理の導入 

 ・就業規則、給与規定等の改正 

・研修の実施（新任者研修、教職員合同研修会） 

 

３.新型コロナウイルス感染症への対応 

 ・授業、行事関係等の取り組み 

   学校休業期間中は ZOOM 等を利用したオンライン授業、動画配信(YouTube)、課題の配

信等を実施。学校再開後(６月)は分散登校・短縮授業を実施。6 月 15 日以降通常授業再開。

授業時間数確保のため、夏季休暇等を短縮。 

   行事関係について運動会・音楽発表会等、中止となる行事もあったが、修学旅行は行先

変更等により実施。 

・生徒募集への取り組み 

  オンライン（Zoom）による個別相談、入試説明会の動画配信等を実施。 

  入試説説明会は参加人数の制限、分散開催等により実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（２）各校園等の取り組み 

 ①初芝立命館中学校・高等学校 

  

 

 

重点目標 具体的な取組内容 

１．初芝立命館のプランディング 

(1)生徒の自由・適切なコミュニケ

ー(1)ション・地域との連携 

(2)立命館コースの特色化 

(1)①各学年 HP アップ更新数の向上。 

(1)②生徒会と校長との定期協議会の実施 

(2)①ICT の活用 

(2)②課題研究発表会を実施。中高R コース生徒参観。 

(2)③探究型授業実践 

２．他大学進学実績の一層の向上 

(1)他大学進学実績の向上 

 

 

(2)海外大学進学支援 

 

(1)①迅速な情報共有と定期的な進路懇談の実施 

(1)②受験可能生徒への個別指導強化と大学入学共通テスト試験対

策の強化 

(2)①TOEFL ゼミナールとの連携 ②海外大学受験情報の共有 

(2)③TOEFL 講座対策の実施  

※大学進学実績：国公立 13 名（阪大 1 名、和歌山県立医大薬学部 

1 名）、大阪医大医学部 1 名、関関同立 43 名、産近甲龍 125 名 

３．中学における学力向上と指導方法改善 

(1)チェックテストの実施 

(2)習熟度別授業の実施 

(3)学力推移の分析による学力向上

方策の検討 

(4)ICT 活用による授業改善 

(1)各教科平均 6～7 回実施 

(2)AR コースでの英数習熟度別授業実施、英語全クラスでの 

習熟度別授業実施 

(3)学力推移テスト結果分析会実施 

(4)休校に備え、すべての教科でオンライン授業試行実施 

４．高等学校各コースにおける学力向上 

(1)進路指導体制強化 

(2)計画的な補習 

(3)進路指導に必要な知識・経験の

共有化 

(1)①中高 1 名ずつの副部長体制 ②進路教室の効果的な運用 

(2)各学年で模試結果に基づく補習展開 

(3)大学入試の変更点、進路ガイダンス、予備校情報などを随時全教

員に共有 

５．グローバル化の推進とプレゼンテーションなどの ICT を活用した教育の充実と業務の効率化 

(1)各学年でのEnglishCamp の 

実施 

(2) ネイティブ教員による All 

English Lesson の実施 

(3)留学生との交流 

 

(4)授業や家庭学習における ICT の

活用 

(1)中 1～高 1 までの English Camp の継続実施 

 →コロナの影響で内容を変更して実施 

(2)中 1～中 3 までの All English Lesson の実施 

 

(3)国内留学生を招き、異文化理解教育プログラムを実施→コロナの

影響で実施できず 

(4)オンライン期間中、G-Suite を活用し ICT を活用した授業を多く

展開実施 

６．入試においてより高い学力層の安定的確保、中学入試の強化 

(1)学校情報発信強化 

(2)塾と連携した募集活動強化 

(3)中学きらめき入試制度の充実 

(4)はつしば学園小学校からの入学

者増 

(5)女子生徒確保に向けた広報活動 

(1) HP 更新回数飛躍的増加 

(2) 入試部員による塾訪問（コロナで一部減少） 

(3) きらめき入試制度の広報 

(4) はつ小での説明会実施、はつ小教員との交流 

 

(5) 中学制服変更とパンフレットの充実 



 

②初芝富田林中学校高等学校 

重点目標 具体的な取組内容 

１．進路指導体制の強化 

「進路満足度 100％」を目途と

した大学合格実績に直結する

進路指導の展開 

 

 

 

 

 

 

① S 特進コースは大阪府大・市大ﾚﾍﾞﾙ（上位層は難関国立・医学部委

学科）、特進コースは中堅国公立大学及び有名私大をターゲットと

した。また、AO・推薦等も積極的に活用。 

②考査分析会・模試分析会の実施 

③オンライン授業のｽｷﾙｱｯﾌﾟ研修 

④ 校内予備校（オプション）の設置 

⑤ 小テストの５教科化 

⑥「出願検討会」の実施⑦卒業レポート講座・TOEIC 講座の実施 

※卒業生数 324 名、合格者総数 国公立 77 名、私立 934 名。京都大・

大阪大・北海道大・九州大・神戸大の難関大学も合格。 

指定校推薦 96 名（前年 84 名）。進路満足度 97％ 

２．カリキュラム・マネジメント 

(1) コース・コンセプト達成に向

けた実証データに基づく体

系的組織運営 

 

 

① 管理職会議・運営委員会の組織的運営：“教職協働”による 

校務推進 

② 委員会の継続・新設 

・カリキュラム・マネジメント委員会・グローバル教育推進委員会  

・理数教育推進委員会 ・ICT 教育推進委員会  

・広報委員会 ・校塾連携推進委員会 

(2) 授業改善と教員の資質向上 

 

 

研究開発部による企画・実践 

①研究授業、公開授業の実施 ②機関紙の発行 

③授業評価、学校評価の実施 ④委託研究、資格取得の奨励 

３．新学習指導要領に対応する教育実践 

(1)グローバル教育・探究教育・

理数教育の実践と ICT を活用し

た個別最適学習の定着 

① グローバル教育 

・ロサンゼルス研修→オンライン語学研修を実施 

・ディベート講座 ・EnglishRoomの活用 

②探究教育：中２～高２:総合学習にて実施（教科横断的アプローチ）  

②  理数教育：理数探求的アプローチ 

 ・「実験教室」と科学ニュース配信 ・「数楽クラブ」の開講 

４．入試広報戦略の強化 

(1) エンロールメント・マネジメ

ントへの基盤づくりと校塾連

携 

①学習塾訪問、中学校訪問と受験者数増加に結びつく地道な渉外活動 

（マーケット・リサーチに基づくコース・コンセプトに合う生徒確保） 

② オープンスクール、入試説明会、プレテスト等のイベント運営 

 

 

 

 

 

 

 



③初芝橋本中学校・高等学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点目標 具体的な取組内容 

１．教科教育力の強化と進学実績の向上 

(1) 教科教育力の向上 

 

(2) 進路指導体制の強化 

 

(3) 進学プロジェクトの充実 

(1) ①コロナによる臨時休校に対応したオンライン授業の実施 

②学校再開後のオンライン授業の継続 

(2) ①生徒が利用しやすい進路指導室の環境づくり 

②生徒・保護者対象の各種説明会の充実 

③共通テスト後の進路対策会議実施 

(3) ①進路指導部主導による放課後開講講座の精選 

②講座ごとの成果の検証 

大学合格者数 国公立 4 名 関関同立 36 名 産近甲龍 36 名 

２．立命館コースの高大接続の取り組み強化と学力向上 

(1) 立命館コースの学力向上 

 

(2) 高大連携企画の充実 

 

(3) 校内での縦のつながりの強

化 

(1) ①GTEC・TOEFL 得点力向上に向けての取り組み。 

②高 1 主任面談・高３校長面談の実施 

③入学前学習講座の実施 

(2) ①高 1、学部紹介 ②高 2、APU 異文化理解研修 

③法学部と連携しての裁判所見学事前学習 

（すべてオンラインで実施） 

(3) ①「立命館ミーティング」の実施 

②「卒業生から学ぼう」企画の実施 

３．クラブの競技力向上と全国大会出場 

(1) 強化クラブの大会成績向上 

 

(2) スポーツ科学分野の知識 

の習得 

 

(3)中学生のクラブ活動の活発化 

(1) 競技力向上に向けた効果的な練習。 

強化クラブ７クラブのうち５クラブが県大会優勝。 

(2) 外部講師によるアスリート研修を予定していたが、 

新型コロナ感染拡大により未実施。 

(3) ①紙面によるクラブ紹介の実施 

②クラブ活動に取り組みやすい放課後の環境づくり 

４．特色ある教育（探求型教育・グローバル教育・ICT 教育）の強化 

(1) 探求型教育の取り組み強化 

 

(2) グローバル教育の充実 

 

(3) ICT 教育への対応 

(1) ①SDGs を軸に捉えた探求学習の実施 

(2) ①英語 4 技能対策 

②オンライン英会話の実施 

(3) ①中学でのプログラミング教育の実施 

②全教室の無線 LAN リプレイス、回線増強を実施 

５．生徒募集強化による定員の確保 

(1) 重点広報エリアの拡大 

(2) 募集イベントの内容充実 

(3) 特別奨学生制度の充実 

(1) 橿原・岩出方面への広報拡大。橿原方面からの受験者が増加。 

(2) ①学校見学会の回数増 ②外部会場での相談会の新設 

③コロナ禍のため、ライブ配信を併用し、説明会を実施。 

(3) 高校 P コースの特別奨学生を積極的に広報 



④はつしば学園小学校 

 

 

重点目標 具体的な取組内容 

１．幅広い進路選択を可能にする確かな学力の養成 

(1) 学力推移データ等に基づく

現状分析と課題の整理 

(2)授業内容の改善・充実 

(3)進路指導体制の再編 

(4)内部中学校と連携した学力

検証の仕組みづくり 

(1)到達度テストの学年別現状分析、課題の継続検証。 

(2)校内研修の実施（新任研修を実施） 

(3)習熟度別学習の課題整理。低学年から受験を意識した指導体制 

(4)内部中学校のプレテストの受験率向上。 

※卒業生(13期生 88名)の中学校進学 

内部進学者数：43名(初立 31名、初富 10名、初橋 2名)48.9％ 

外部中学合格者数：灘 1、清風南海 20、東大寺 3、西大和 9、 

大阪星光 1，四天王寺 5、高槻 2、大阪桐蔭 5、洛南 1名 

２．社会の変化に柔軟に対応できる力の養成 

(1) グループ･ペア学習の深化 

(2) 宿泊体験学習の充実 

(3) プログラミング学習の実践 

(1)学年研、教科研の計画実施。公開授業は中止。 

(2)夏季宿泊行事は新型コロナの影響で中止。修学旅行(3月実施) 

(3)プログラミング学習の実践について、教員研修を実施。 

３．豊かな心の育成 

(1)あたり前のことをあたり前

にする心の育成 

(2)児童支援体制の整備 

(1)道徳部会を核とした授業実践研究、評価のあり方検討。大学講

師と共同で研究授業を実施。 

(2)教育相談体制の充実。スクールカンセラーによる教育相談を継

続実施。 

４．英語教育の充実 

(1) 英語教科化を踏まえた指導

目標・学習内容の体系化 

(2)授業の充実 

(3)上位層を伸ばす仕組み作り 

(4)英語力検証システムの構築 

(1)４技能をバランスよく育成する英語教育。 

(2)「GrapeSEED」による指導(1～3年生)が定着、評価は上昇。 

(3)留学生との交流活動は新型コロナの影響で中止。 

(4)3～5年生は英検を全員受験。受験者数・習得率ともに上昇。 

※英検取得率 3年 82.3％、全体 57.4％(516名中) 

５．はつしばサイエンスの充実・深化 

(1)理科に関心を持つ心の育成 ・中学受験に対応した学習支援（６年）夏期学習会は中止となった

が、通常授業での対策を強化 

・理科担当教員の授業力向上。理科部会を毎週定期的に実施。 

・校内到達度テストの検証、得点力向上 

６．支持基盤の確立 

(1)「成人の集い」の継続 

(2)卒業生への連携強化 

(3)保護者会との連携と支援体

制の強化 

・「第 5回成人の集い」は新型コロナの影響で延期 

・本校ホームページに卒業生交流サイトを構築。次年度以降の本格

運用を目指す。 

・保護者会行事「おやじの会」は新型コロナの影響ですべて中止 

７．安定した学校運営 

(1)募集定員の確保 

・訪問地域・訪問幼児教室等の

重点化 

・募集行事や外部説明会の参加

者数増加 

・広報活動の積極的展開 

募集獲得目標(100名)、募集定員(90名) 

※入学者数：89名(前年比 1名減) 

・新型コロナの影響で外部での説明会に制限があったが、７月以降、

５会場で実施。 

・ホームページに特設サイトを構築、入学希望者を誘導 

・ホームページの全面リニューアル 

・はつしば学園幼稚園との連携を強化し、10名入学 



⑤はつしば学園幼稚園 

 

⑥初芝スイミングスクール 

重点目標 具体的な取組内容 

１．保育の質の向上と教育内容の充実 

(1) 正課授業の充実 

(2) 保育カリキュラムの充実 

(3) 教員の保育力量の向上 

(1) 幼稚園行事・特色教育の充実 

  感染症対策を行い、運動会・発表会・はつしばフェスティバ

ルを実施 

(2) GrapeSEED・ｽｲﾐﾝｸﾞ・英会話・リトミック・茶道・朗読な  

  ど保育カリキュラムを充実 

(3) 職員会議・学年会議を活用した情報共有 

  園内研修や外部研修への積極的参加 

  子育て相談員や幼児教育アドバイザーの育成 

２．園児募集 

(1) 募集関連行事の充実 

 

(2) はつしば学園小学校との

連携強化 

(3) 広報の充実 

(1) 未就園児教室の実施（英会話・リトミック・体操等） 

  園庭開放の実施 

 (2) 小学校の教員による知育教室、交流会の実施 

  小学校で採用されている Grape SEEDによる連携強化 

(3) ホームページの充実 

※入園者数（年少）：100名（前年比-14） 

３．その他 

(1) 保護者への連絡ツールの

導入 

(2) 預かり保育の充実 

(1)・ コミュなびの導入でｽｸｰﾙﾊﾞｽの待ち時間の短縮。 

  ・出欠申請ナビの導入。 

(2) ・ホームページ保護者サイトの充実 

 ・就労家庭の保護者のニーズに応える預かり保育の実施 

・休園期間中も継続的に実施 

重点目標 具体的な取組内容 

１．全国・世界レベルで活躍で

きる選手の育成 

・選手コース生の育成 

日本レベル級２名、全国レベル級 7 名が当スクールに在籍 

２．会員数の増減 ・会員獲得および継続達成のための予定していた行事 

定期コース会員対象の遠足(春・秋)（中止）、クリスマス会（中止）、

進級滞留者強化レッスン（実施）、夏（中止）･春（実施）休み短

期教室、春（中止）・秋・冬（実施）1 ヶ月体験教室、特別練習会

（実施）、はつしば学園幼稚園（10 月より（実施）・菩提幼稚園授

業（中止） 

※中止についてはコロナ禍による休業要請の為。 

 実施については緊急事態宣言解除により。 

・会員数はコロナ禍及び改修工事等の休館により減少（年度平均 900

名）手厚い指導を強化徹底し 1000 名を目標とする。 

３．学園内各校園との連携強化 ・はつしば学園幼稚園との連携 

体育授業の一環でスイミング授業を行い、預かり保育・延長保育

の中でスイミングスクールの授業を行い、知育、徳育、体育授業

のサポートを実施 

・初芝立命館高校との連携 

体育科を含む生徒募集、2021 年度水泳部員数 50 名を目標とし水

泳部の発展、強化のサポートを実施及び立命館大学に繋げる。 

４．施設設備の充実 ・大規模改修工事(9 月末日に完了。) 



（3）施設等の状況                    2021 年 3 月 31 日現在 

主な施設設備の状況は次のとおりである。        面積：㎡  金額：千円 

所在地 施設等 面積等 取得価額 帳簿価額 摘 要 

堺市東区日置荘西町 

（はつしば学園幼稚園） 

園地 4,301 141,151 141,151  

園舎 2,406 374,514 137,556 

同上 

（初芝ｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ） 

土地 1,518 28,868 28,868  

建物 1,304 322,111 112,639 

堺市東区西野 

（北野田ｷｬﾝﾊﾟｽ） 

校地 48,523 2,916,279 2,916,279 はつしば学園小学校 

初芝立命館中高等学校. 

本部分含む 

校舎 29,463 4,021,319 2,278,625 

富田林市彼方 

（初芝富田林中高） 

校地 58,314 1,335,086 1,335,086  

8,463 － － 借地 

校舎 11,845 3,069,401 1,355,394  

橋本市小峰台 

（初芝橋本中高） 

校地 39,053 1,258,000 1,258,000 寮敷地 

（714 ㎡）含む 校舎 12,006 2,930,620 1,140,051 

寮建物 2,093 544,785 252,832 

三重県南伊勢町 土地 92,929 1,711 1,711 未利用 

 ※校舎には、建物付属設備及び構築物を含む。 

    

 

3 財務の概要 

（1）計算書類 

資金収支計算 

2020 年 4 月 1 日から 

                   2021 年 3 月 31 日まで                    単位：円 

 a.2020年度 

第 3回補正予算 

b.2020年度 

決    算 

差  異 

（a－b） 

資金収入 6,988,604,785  7,313,084,670  △324,479,885  

前年度繰越支払資金 1,922,266,340  1,922,266,340   

収入の部合計 8,910,871,125  9,235,351,010   

資金支出 6,998,202,994  7,183,385,418  △185,182,424  

翌年度繰越支払資金 1,912,668,131  2,051,965,592  △139,297,461  

支出の部合計 8,910,871,125  9,235,351,010  △324,479,885  

 

 

 

 

 

 



事業活動収支計算 

2020 年 4 月 1 日から 

                  2021 年 3 月 31 日まで                      単位：円 

   
a.2020年度 

第 3回補正予算額 

ｂ.2020年度 

決   算 

差  異 

（a-b） 

教
育
活
動
収
支 

事業活動収入の部 4,144,979,761  4,103,334,859  41,644,857  

事業活動支出の部 4,063,212,791  3,886,547,477  176,665,314  

収支差額 81,766,925  216,787,382  △135,020,457  

教
育
活
動
外
収
支 

事業活動収入の部 2,057,200  1,968,538  88,662  

事業活動支出の部 2,382,082  2,382,082  0  

収支差額 △324,882  △413,544  88,662  

経常収支差額 81,442,043  216,373,838  △134,931,795  

特
別
収
支 

事業活動収入の部 31,212,032  50,742,531  △19,530,499  

事業活動支出の部 0  28,185,142  △28,185,142  

収支差額 31,212,032  22,557,389  8,654,643  

[予備費] 27,140,000   27,140,000  

基本金組入前当年度収支差額 85,514,075  238,931,227  △153,417,152  

基本金組入額合計 △585,121,654  △492,996,982 △92,124,672  

当年度収支差額 △499,607,579  △254,065,755  △245,541,824  

前年度繰越収支差額 △4,408,234,955  △4,408,234,955  0  

翌年度繰越収支差額 △4,907,842,534  △4,662,300,710  △245,541,824  

 

 

貸 借 対 照 表 

2021 年 3 月 31 日              単位：円 

 
a.本年度末 b.前年度末 

増  減 

（a－b） 

資産の部 

 固定資産 

 

13,211,930,996  

 

13,330,637,606  

 

△118,706,610  

流動資産 2,459,939,276  2,263,586,069  196,353,207  

 合  計 15,671,870,272  15,594,223,675  77,646,597  

負債の部 

 固定負債 

 流動負債 

 合  計 

 

534,216,497  

781,492,832  

1,315,709,329  

 

593,477,228  

883,516,731  

1,476,993,959  

 

△59,260,731  

△102,023,899  

△161,284,630  

純資産の部 

 基本金 

繰越収支差額 

合  計 

 

19,018,461,653  

△4,662,300,710  

14,356,160,943  

 

18,525,464,671  

△4,408,234,955  

14,117,229,716  

 

492,996,982  

△254,065,755  

238,931,227  

負債及び純資産の部 

合  計 

 

15,671,870,272  

 

15,594,223,675  

 

77,646,597  

 



 （2）主な財務比率比較 

                                    単位：％ 

比率名 算式 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 

事業活動収支 

差額比率 

（△） 

基本金組入前当年度収支差額 

 

事業活動収入 

 

11.6 

 

10.5 

 

8.1 

 

5.7 

 

5.8 

基本金組入後 

収支比率 

（▼） 

事業活動支出 

 

事業活動収入－基本金組額 

 

 96.9 

 

 93.7 

 

 99.9 

 

101.9 

 

106.9 

学生生徒等 

納付金比率 

（～） 

学生生徒納付金 

 

経常収入 

 

 50.9 

 

 50.9 

 

 51.2 

 

50.4 

 

53.9 

人件費比率 

（▼） 

人件費 

 

経常収入 

  

62.6 

  

62.3 

  

62.5 

 

61.4 

 

60.2 

教育研究経費 

比率 

（△） 

教育研究経費 

 

経常収入 

 

15.3 

 

14.5 

 

16.0 

 

18.2 

 

18.9 

管理経費比率 

（▼） 

管理経費 

 

経常収入 

 

12.8 

 

12.9 

 

13.8 

 

15.3 

 

15.6 

流動比率 

（△） 

流動資産 

 

流動負債 

 

169.3 

 

198.0 

 

242.6 

 

256.2 

 

314.8 

負債比率 

（▼） 

総負債 

 

純資産 

 

15.7 

 

13.1 

 

   11.3 

 

10.5 

 

9.2 

純資産構成 

比率 

（△） 

純資産 

 

総負債+純資産 

 

  86.5 

 

  88.5 

 

  89.9 

 

90.5 

 

91.6 

基本金比率 

（△） 

基本金 

 

基本金要組入額 

 

96.8 

 

97.6 

 

98.4 

 

99.2 

 

103.8 

 

■ 比率名の（ ）内の記号は、評価を表している（「今日の私学財政」（日本私立学校

振興・共済事業団）による） 

（△）：高い値が良い （▼）：低い値が良い （～）：どちらともいえない 

 



 （3）その他 

   ①有価証券の状況 

区分 銘 柄 数 量 B/S 価額 時 価 計上科目 

株式 王子ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ他 89,510 株 59,892,124 円 122,103,681 円 有価証券 

      

合計  89,510 株 59,892,124 円 122,103,681 円  

 

 

   ②学校債の状況 

発行年度 本年度末残高 利息 償還期限 摘  要 

2019 年度 58,800,000 円 －％ 2022 年 3 月  

2020 年度 52,400,000 円 －％ 2023 年 3 月  

2021 年度 53,800,000 円 －％ 2024 年 3 月  

合 計 165,000,000 円    

 

 

   ④寄付金の状況 

寄付金の種類 寄  附  者 金    額 摘      要 

特別寄付金 各校保護者会等 45,454,283 円  

一般寄付金 各校保護者会等 6,852,000 円  

現物寄付金 各校保護者会等 17,540,268 円  

 

 

 

⑤ 主な補助金の状況 

補助金の内訳 金   額 摘    要 

国庫補助金 42,579,000 円 情報通信ネットワーク整備補助金他 

大阪府経常費補助金       936,399,000 円  

大阪府授業料支援補助金 312,830,681 円  

大阪府修学支援実証補助金 4,000,000 円  

和歌山県経常費補助金     178,468,000 円  

和歌山県就学支援実証補助金 20,000 円  

大阪府その他の補助金 9,041,600 円 教育振興補助金等 

市町村他補助金 918,318 円 堺市、橋本市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



⑥収益事業の状況 

   スイミングスクール（サービス業）の状況は次のとおりである。 

 

損益計算書                                                        単位：千円 

 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 

売上高 97,835 100,897 103,352 95,414 47,839 

売上原価 1,868 2,339 2,212 2,413 1,484 

販売管理費 84,663 90,474 88,247 88,211 81,781 

当期純損益 11,304 8,084 12,892 4,789 △35,426 

※ 千円未満の端数処理の関係で内訳の計が合計と一致しないことがある。 

 

貸借対照表                               単位：千円 

 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 

流動資産 195,839 179,942 194,592 119,555 149,078 

固定資産 27,951 24,297 24,205 21,622 19,721 

資産合計 223,790 204,239 218,797 141,178 168,800 

流動負債 8,208 11,312 9,903 9,505 8,533 

固定負債 8,605 9,559 9,745 9,909 7,576 

負債合計 16,814 20,871 19,648 19,415 16,110 

純資産合計 206,976 183,367 199,148 121,762 152,689 

負債・純資産合計 223,790 204,239 218,797 141,178 168,800 

※ 千円未満の端数処理の関係で内訳の計が合計と一致しないことがある。 

 

 

 

 


