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法人の概要 

 

1．建学の精神 

 

『佛心尽障』  
（知恵と慈しみの心を持って障がいを有する人々の心身を広く支える）  

 

2．学校法人の沿革 

年月 内容 

昭和57年3月 学校法人佑愛学園 設立認可 

昭和57年4月 専門学校愛知医療学院 理学療法学科設置 （入学定員30名） 

平成 6年4月   
専門学校愛知医療学院 作業療法学科設置 （入学定員40名） 

   同        理学療法学科定員増（入学定員40名） 

平成 9 年4月  日本福祉建築専門学校 福祉建築学科設置 （入学定員80名）  

平成16年3月  同       閉校    

平成20年４月 愛知医療学院短期大学 リハビリテーション学科設置 

平成22年3月   専門学校愛知医療学院 閉校 

平成22年4月 愛知医療学院短期大学 専攻科リハビリテーション科学専攻設置 

平成26年6月 ゆうあいリハビリクリニック・ゆうあいデイケアセンター設置 

 

3．設置する学校・学科など 

 

（1）愛知医療学院短期大学 リハビリテーション学科 

            専攻科リハビリテーション科学専攻  

（2）医療・福祉業（ゆうあいリハビリクリニック・ゆうあいデイケアセンター）   

 

4．学校・学科等の学生数の状況 

 

表２ 学生数の状況                       （平成 29年 5月 1日現在） 

学校名 学科 
入学 

定員数 
入学者数 収容定員 現員数 

愛知医療学院 

短期大学 

リハビリテーション学科理学療法学専攻 40 44 120 127 

リハビリテーション学科作業療法学専攻 40 31 120 98 

専攻科リハビリテーション科学専攻 20 1 20 2 

 計 100 76 260 227 
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5．役員の概要 

定数 理事7名・監事2名 

表2 理事・監事                          （平成29年5月1日現在）                            

区分 氏名 常勤・非常勤の別 摘要 

理事長 丹羽 治一 非常勤 
昭和57年 4月 

平成  2年 3月 

理事就任 

理事長就任 

常務理事 舟橋 啓臣 常 勤 平成22年10月 理事就任 

理 事 成瀬 隆吉 非常勤 平成13年  6月 理事就任 

理 事 中島 俊朗 非常勤 

昭和57年  4月 

平成10年  5月 

平成17年  5月 

理事就任 

理事退任 

理事就任 

理 事 鳥居 昭久 常 勤 平成18年  5月 理事就任 

理 事 櫛田  久 非常勤 平成25年  4月 理事就任 

理 事 小川由美子 常 勤 平成26年  6月 理事就任 

監 事 丹羽 義治 非常勤 平成14年  5月 監事就任 

監 事 式庄 憲二 非常勤 平成26年  6月 監事就任 

 

6．評議員の概要 

評議員定数 15名 

表 3  評議員                          （平成29年5月1日現在）                          

氏名 主な現職など 

丹羽 治一 学校法人佑愛学園理事長      

舟橋 啓臣 学校法人佑愛学園常務理事・愛知医療学院短期大学学長 

成瀬 隆吉 学校法人佑愛学園理事・愛知医科大学名誉教授 

中島 俊朗 学校法人佑愛学園理事・味美中島歯科医院院長 

福井 壽男 特定非営利活動法人健康な脳づくり副理事長 

阪上 隆則 千種橋歯科医院院長 

岡田  久 公立陶生病院中央リハビリテーション部第3理学療法室室長 

天野 孝介 特別養護老人ホーム施設長 

片岡 寿雄 岩倉病院リハビリテーションセンター部長 

鳥居 昭久 学校法人佑愛学園理事・愛知医療学院短期大学副学長 

小川由美子 学校法人佑愛学園理事・法人本部長 

阪井 義孝 阪井義孝公認会計士事務所所長 

林  由恵 五条川リハビリテーション病院作業療法士 

横井 清  ゆうあいリハビリクリニック・ゆうあいデイケアセンター院長 

杉田 貴信 杉田労務管理事務所所長 
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7．教職員の概要 

 

表4 愛知医療学院短期大学教職員            （平成29年5月1日現在）（単位：人） 

区 分 法人本部 愛知医療学院 

短期大学 

合 計 

教員 
本務 

学長（教授） 0 1 1 

教授 0 4 4 

准教授 0 2 2 

講師 0 5 5 

助教 0 7 7 

助手 0 0 0 

本務教員合計 0 19 19 

兼務 － 0 32 32 

職員 
本務 

事務系 3 10 13 

教務系 0 0 O 

本務職員合計 3 10 13 

兼務 － 0 4 4 

 

 

表5 収益事業(ゆうあいリハビリクリニック・ゆうあいデイケアセンター)職員 

（平成29年5月1日現在）（単位：人） 

職 種 専任 兼任 計 

医 師 1 2 3 

看護師 1 2 3 

理学療法士 3 3 6 

作業療法士 2 0 2 

介護福祉士 0 2 2 

事務長 0 0 0 

受付・請求事務 1 2 3 

リハビリ助手・運転手 0 2 2 

合 計 8 13 21 
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事業の概要 

１．主な事業 

（1）理事会の開催 

平成29年度理事会の開催状況、議事内容は以下のとおりである。 

 

表6 平成29年度理事会開催状況 

開催年月日 出席者数 
監事の 

出席状況 
議事内容 

平成29年5月25日 7/7 

 

2/2 第1号議案 平成28年度事業報告（案）及び決算報告

（案）について 

第2号議案 城北キャンパス外構工事について 

第3号議案 専攻科募集停止について 

第4号議案 施設使用規程の変更について 

第5号議案 認定こども園設計者選定について 

平成29年9月6日 

 

7/7 

（内意思 

表示1） 

2/2 第1号議案 愛知医療学院短期大学学則（教育課程）の変

更 

について 

第2号議案 学校法人佑愛学園個人番号及び特定個人情報

取 

扱規程の制定について 

第3号議案 各種規程の変更について 

平成29年11月8日 7/7 

（内意思 

表示1） 

1/2 第1号議案 平成29年度第一回補正予算について 

第2号議案 愛知医療学院短期大学専攻科学生募集停止時 

     期の変更について 

第3号議案 愛知医療学院短期大学学生懲戒処分規則の制 

     定について 

第4号議案 各種規程の変更について 

第5号議案 職員の定年延長について 

平成30年1月17日 6/7 

 

2/2 第1号議案 職員退職について 

第2号議案 職員採用について 

平成30年3月27日 

 

5/6 

 

1/2 第1号議案 第二期中期計画（案）策定について 

第2号議案 2018年度事業計画（案）および収支予算

（案）について 

第3号議案 任期満了に伴い、学識経験者のうちから理事

を 

選任することについて   

第4号議案 任期満了に伴い、監事候補者を選出すること

について   

第5号議案 任期満了に伴い、法人の職員から評議員を推

薦することについて  

第6号議案 任期満了に伴い、卒業生から評議員を選任す

ることについて 
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第7号議案 任期満了に伴い、学識経験者から評議員を選

任することについて  

第8号議案  各種規程の変更について 

第9号議案  愛知医療学院短期大学教員の昇格について 

第10号議案 役職の任命について  

第11号議案 職員退職について 

第12号議案 学校法人佑愛学園組織改編について 

第13号議案 愛知医療学院短期大学２０１８年度学納金減

免特例措置について 

 

（2）評議員会の開催 

平成29年度評議員会の開催状況、議事内容は以下のとおりである。 

 

表7 平成29年度評議員会 

開催年月日 出席者数 監事の 

出席状況 

議事内容 

平成29年5月25日 15/15 

（内意思 

表示3） 

2/2 第1号議案 平成28年度事業報告ならびに決算報告につ

いて 

①  

平成29年11月8日 

 

15/15 

（内意思 

表示4） 

1/2 第１号議案 平成29年度第一回補正予算について 

 

平成30年3月27日 13/15 

（内意思 

表示1） 

1/2 第1号議案 第二期中期計画（案）策定について 

第2号議案 2018年度事業計画（案）ならびに収支予算

（案）について 

 

(3)監事の職務執行状況 

平成29年度における監事の職務執行状況は以下のとおりである。 

 

表8 平成29年度監事の職務 

職務内容 実施時期 職務執行状況 

理事会・評議員会出席 理事会 

評議員会開催時 

①理事会・評議員会に出席し、議案の説明、審議

経過及び議決内容を確認し、業務執行の状況を

把握するとともに監事として意見を具申 

学校法人監事研修会出席 平成29年10月13日 ①私立大学等の振興に関する検討会議の審議状況

等について 

②学校法人に関する法律等について 

③学校法人会計基準について 

④有識者講演 

 学校のリスク管理と監事監査の留意点と手続  

⑤私立大学等経常費補助金等の説明 

監事監査 平成30年 5月14日 ①業務監査 ②財産監査 

（4）法人全体の取り組み 
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①中期実行計画の推進 

・中期実行計画（平成 26～30年度）①臨床実習施設設立（実行済：削除）、②4年制大学への改

組、③認定こども園設立の 3つの基本方針について、当該年度は、認定こども園設立準備に着手

し、計画どおりに進捗している。 

・中期計画期間満了に伴い、将来を見据えた第２期中期計画を策定し、平成30年3月27日開催の理

事会・評議員会で決定した。 

 

②平成 29 年度事業計画 

・愛知医療学院短期大学教育の充実・向上に努めるとともに、収益事業部門の経営改善に努めた。 

 

③人事 

・愛知医療学院短期大学リハビリテーション学科理学療法学専攻助教1名、同学科作業療法学専攻助教

1名を採用。 

・統括管理部教育研究推進課（嘱託職員）1名採用。 

・専任司書（嘱託職員）1名採用。 

 

④認定こども園設立準備 

 ・設計者を選定・決定し、基本設計の実施。 

 ・清須市との打合せを進めている。 

 ・園舎設計・施行に必要なボーリング調査の実施。 

 

⑤財務 

・入学定員の確保、退学者・留年者の低減に努めた。（平成30年度入学者101名） 

・収益事業部門の安定経営に努め、平成29年度は純損失27,520千円（経年比較はP22を参照）を計

上した。 

 

⑥その他法人の取り組み 

・外構工事施工。 

・学内施設の学外者利用の有料化。 

・ガバナンスの強化（組織の明確化、内部規則等改訂、法人運営会議（理事長・常務理事・常勤理事） 

  による速やかな決定と実行）。 

・専攻科リハビリテーション科学専攻を平成33年度より学生募集を停止することを決定。 

・平成30年度に向けて法人組織の変更について検討。 

・D棟雨水貯留槽工事 

・学生プラザ扉仕様変更工事 
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愛知医療学院短期大学の基本計画達成状況 

 

平成29年度基本計画の達成状況は以下のとおりである。 

 

1.教育 

№ 基本計画 達成状況 

1 学習アドバイザー制の強化 ①アドバイザーミーティングを週1回実施した。 

②定期的な学生面談の実施。 

③学生カルテ（学生情報・面談記録他）をシステム化した。 

④アドバイザーアンケート調査結果に基づく改善に向けた取

り組みを行った。 

2 国試対策 ①学生による国家試験対策委員会を立ち上げ、学生の立場から

意見を述べ、国家試験合格を目指すしくみを構築した。 

②年末年始の国試特別プログラムを実施した。 

③H29合格率 

・理学療法学専攻40名受験39名合格（合格率97.5%） 

全国合格率81.4%（新卒者87.7%） 

・作業療法学専攻39名受験22名合格（合格率56.4%） 

全国合格率76.2%（新卒者83.9%） 

3 留年者へのフォローアップ 

 

①成績不振者を対象とする補習を全学的に実施した。 

 

4 GPAの適正評価 ①教務委員会内のGPA検証WGによってGPAの検証を行

い、FD＆SD研修会で報告した。 

5 IRの充実 

 

 

①学習時間報告を進化させた報告システムに改良した。 

②学内情報一元化に向けた環境整備と必要な情報提供を行っ

た。 

③学習行動調査を実施し、分析した。 

6 優秀学生に対する表彰制度 

 

①GPAを活用した成績優秀者（1・2年生各専攻1名）を表

彰した。 

7 卒業生・同窓会との密な連携 

 

①教育内容やシラバスについて意見聴取した。 

②卒業生の講義参画により、教育の充実を図った。 

8 

 

 

大学間連携の推進 ①FD＆SD研修会を他学と合同で実施した。 

②講師派遣を依頼した。 

③平成30年度以降内容を深めていくための準備会議を行っ

た。 

 

 

2.入学前教育・初年次教育 

№ 基本計画 達成状況 

1 入学前プログラムの検証 ①平成30年度学生募集より導入したAO入試の合格者へ入学

前プログラムを実施した。 



8 

 

（ゆうあいデイケアセンターでのボランティア体験を含

む） 

②入学前プログラムの検証を行い、平成30年度入学生より

新プログラムを導入する準備を進めた。 

 

3.学生支援の充実 

№ 基本計画 達成状況 

1 学納金・学内奨学金制度の検証 ①特待生制度を検証し、平成30年度より新特待生制度を導

入することを決定した。 

②3年次に在籍し、単位未修得により卒業できなかった者を

対象に、次年度の学納金を減免する特例措置を導入した

（中退防止目的）。 

2 キャリア教育・就職支援の充実 ①学習アドバイザーやキャリア支援課職員により、就職支援の

充実を図った。 

②卒業生や業者による就職活動セミナーを実施した。 

 

4.社会貢献 

№ 基本計画 達成状況 

1 

 

官学連携事業の充実 

 

①清須市介護予防普及啓発事業を実施した。 

・清須市民げんき大学第1期生30名入学、全員卒業 

②リハビリテーション活動支援事業を実施した。 

③保育園事業の継続実施。 

④官学連携会議の開催。 

⑤きよすクリーンアップ作戦の実施。 

⑥清須市総合防災訓練への参加。 

2 出前講義 ①出前講義を延22回実施した。 

 （高等学校15回、中学校4回、小学校3回） 

3 

 

高大連携への取り組み ①H29は未実施。Ｈ30年度持越課題とする。 

 

5.戦略的広報の展開 

№ 基本計画 達成状況 

1 本学の特色（強みや弱み）の共有と

情報発信 

 

①HP に止まらず、SNS などを活用した積極的な情報提供に努

めた。 

②SD研修会においてSWOT分析を実施し、教職員が共有し 

 た。 

2 オープンキャンパス企画 

 

①オープンキャンパスのプログラムを見直すことで、参加者

の満足度は非常に高かった。 

②7回実施 

 参加者 5/20 ： 19名・6/25 ： 29名 

     8/6  ： 35名・8/21 ： 38名  

          9/16 ： 25名・10/14：20名 

3 卒業生・同窓会との連携 ①同窓会との共催による新卒者研修（4～10月 8回） 
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 ②卒業生との連携・協力のもと、卒業生の授業への参画や 

臨床実習ならびに就職等の充実に努めた。 

③就職先の上司や卒業生を対象に、卒業後アンケート調査を

実施した。 

4 高校訪問 

 

①広報職員による高校訪問 延496校 

②教員による高校訪問 

 

6.入試戦略 

№ 基本計画 達成状況 

1 入学試験方法の見直し ①アドミッションポリシーの見直しをした。 

②アドミッションポリシーに基づき、入学試験問題について

一部記述式を導入した。 

③センター試験利用入試の提出資料「志望理由書」を廃止し

た。 

④AO入試（作業療法学専攻のみ）について検討し、平成30

年度学生募集より導入した。 

 

7.施設・設備等の充実 

№ 基本計画 達成状況 

1 教育環境の充実 

 

①教室暗幕カーテンを取替えた。 

②職員通用口のセコムカードリーダーを交換した。 

③B401教室空調設備入替。 

④A棟講堂照明設備交換 

⑤蔵書118冊購入（蔵書冊数14,252冊） 

 

2 キャンパス工事 ①城北キャンパス外構工事 

 

3 校舎保守・改修計画の策定 ①現在策定中（平成30年度完成予定）。 

・エアコン（フロンガス使用）の計画的交換 

・城北キャンパス全体の改修・保守計画 

・城南キャンパスの利用計画  

 

8.教職員の資質向上 

№ 基本計画 達成状況 

1 教職員の意識改革 ①FD＆SD研修会の充実 

②自己点検・評価実施 

③教員評価（第3回）による意識向上。 

④職員異動や職員会議によるOJT 

2 ガバナンス機能の強化 ①意思決定過程を明確化した。 

②学長のリーダーシップの確立。 

③学長裁量経費の計上。 

④会議等組織の見直し（各協議会の設置）。 

⑤教授会を月1回から2回開催に変更。 
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3 FD&SD研修会 ①FD＆SD研修会を11回実施 

 

-研修会テーマ- 

第1回 ｅポートフォリオシステム「manaba」の紹介 

第2回 2018年問題と現在の高校生の進学動向報告 

第3回 GPA検証WG 

第4回 平成28年度国家試験対策自主学習時間報告実施結

果報告 

第5回 ラーニングコモンズ利用統計 

第6回 初年次教育学会第10回大会参加報告 

第7回 入学前教育と初年次教育「PTの現状と将来に 

第8回 教員研究発表 

第9回 教員研究発表 

第10回 コンプライアンス教育  

第11回 教員研究発表 

 

②公開授業 7月 

 

③SD研修会（第2・3回は、名古屋文理大学及び愛知きわみ

短期大学と合同実施） 

第1回 大学改革に向けた本学の取り組み 

第2回 これからの大学改革の課題 

    ～一人ひとりの学生と向き合う大学づくりをめざし

て～ 

第3回 学生自立のための支援 

第4回 ポリシーに基づく大学の取組の自己点検・評価と内

部質保証について 

 

9.その他 

№ 基本計画 達成状況 

1 教員評価の実施 ①教員評価の結果を給与に反映した。 

2 各ポリシーの見直し ①3つのポリシーの見直しを実施した。 

3 ブランディング事業実施委員会の立

ち上げ 

①ブランディング化に向けた取り組みを開始した。 

4 図書館司書の配置 ①ラーニングコモンズに専任司書を配置し、教育支援に努め 

 た。 

5 愛知医療学院短期大学紀要の発刊 ①第9号を発刊した。 
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表9 愛知医療学院短期大学学生数など 

年 度 平成25 平成26 平成27 平成28 平成29 前年度比 

入学定員 80 80 80 80 80 0 

志願者数 211 170 171 168 122 △46 

入学者 95 86 79 80 75 △5 

うち留学生 0 0 0 0 0 0 

充足率 118.8% 107.5% 98.8% 100.0% 93.8％ 1.2% 

収容定員 240 240 240 240 240 0 

現員 241 250 253 250 225 △25 

うち留学生 0 0 0 0 0 0 

充足率 100.4％ 104.2% 105.4％ 104.2% 93.8％ △1.2% 

専攻科 

入学定員 
20 20 20 20 20 0 

専攻科 

学生数 
 2 4 3 3 2 0 

 

表10 国家試験合格率 

年 度 専 攻 本 学 全 国 

平成29年度 
理学療法学 97.5％ 81.4％ 

作業療法学 56.4％ 76.2％ 

平成28年度 
理学療法学 100.0％ 90.3％ 

作業療法学 76.9％ 83.7％ 

平成27年度 
理学療法学 88.9％ 74.1％ 

作業療法学 89.7％ 87.6％ 

平成26年度 
理学療法学 96.8％ 82.7％ 

作業療法学 68.4％ 77.5％ 

平成25年度 
理学療法学 100.0％ 83.7％ 

作業療法学 100.0％ 86.6％ 

平成24年度 
理学療法学 100.0％ 88.6％ 

作業療法学 96.0％ 77.3％ 
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施設等の状況 

施設設備の状況は次のとおりである。 

表11 現有施設設備の所在地など 

所在 地目 地積（㎡） 目的 備考 

（校地）     

愛知県清須市清洲田中町32番3 宅地 332.07  校舎敷地 城南キャンパス 

愛知県清須市清洲田中町32番11 宅地 482.95  校舎敷地 城南キャンパス 

愛知県清須市清洲古川2761番5 宅地 3.12  校舎敷地 城南キャンパス 

愛知県清須市清洲古川2762番3 宅地 7.08  校舎敷地 城南キャンパス 

愛知県清須市清洲古川2763番3 宅地 2.40  校舎敷地 城南キャンパス 

  小計 827.62     

清須市一場神明前516番 雑種地 231.00 校舎敷地 城北キャンパス 

清須市一場神明前517番 雑種地 69.00 校舎敷地 城北キャンパス 

愛知県清須市一場神明前519番 宅地 773.55  校舎敷地 城北キャンパス 

愛知県清須市一場神明前520番1 宅地 99.02  校舎敷地 城北キャンパス 

愛知県清須市一場神明前520番2 宅地 99.06  校舎敷地 城北キャンパス 

愛知県清須市一場神明前523番1 宅地 20.23  校舎敷地 城北キャンパス 

愛知県清須市一場神明前523番8 宅地 110.19  校舎敷地 城北キャンパス 

愛知県清須市一場神明前527番2 学校用地 575.00  校舎敷地 城北キャンパス 

愛知県清須市一場神明前524番2 宅地 120.52  校舎敷地 城北キャンパス 

愛知県清須市一場神明前515番 学校用地 489.00  校舎敷地 城北キャンパス 

愛知県清須市一場神明前515番4 学校用地 61.00  校舎敷地 城北キャンパス 

愛知県清須市一場神明前529番2 雑種地 164.00  校舎敷地 城北キャンパス 

愛知県清須市一場神明前561番1 田 670.00  実習用農地 城北キャンパス 

愛知県清須市一場神明前558番1 宅地 66.06  実習用農地 城北キャンパス 

愛知県清須市一場神明前532番5 田 9.13 グラウンド 城北キャンパス 

愛知県清須市一場神明前532番6 田 39.0 グラウンド 城北キャンパス 

  小計 3,595.76     

校地計 4,423.38    

 （その他）       

愛知県清須市一場神明前529番1 学校用地 30.00  駐輪場 城北キャンパス 

愛知県清須市一場神明前527番3 宅地 428.74  駐車場 城北キャンパス 
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愛知県清洲市一場神明前528番 学校用地 373.00  駐車場 城北キャンパス 

愛知県清須市一場神明前524番3 公衆用道路 23.00  校地外 城北キャンパス 

愛知県清須市一場神明前518番1 宅地 185.09 法人敷地(C棟) 城北キャンパス 

愛知県清須市一場神明前563番1 宅地 8.79 法人敷地(C棟) 城北キャンパス 

愛知県清須市一場神明前515番2 宅地 56.57 法人敷地(C棟) 城北キャンパス 

愛知県清須市一場神明前516番1 宅地 68.79 法人敷地(C棟) 城北キャンパス 

  合計 1,173.98    

 （福利厚生施設用地）     

岐阜県高山市荘川町六厩傘北平

850-10 
山林 268.00 福利厚生施設用地  

岐阜県高山市荘川町六厩傘北平

850-11 
山林 306.00 福利厚生施設用地  

 合計 574.00   

借地     

清須市一場神明前523番7 宇佐美 152.00  その他 城北キャンパス 

清須市一場神明前526番2 平松 120.57  駐車場 城北キャンパス 

清須市一場神明前530番 津坂 753.00  グラウンド 城北キャンパス 

清須市一場神明前532番3 平松 21.82  駐車場 城北キャンパス 

清須市一場上中畦315番 竹田 400.19 校舎敷地（C棟） 城北キャンパス 

清須市一場上中畦315番1 竹田 43.96 C棟 城北キャンパス 

清須市一場上中畦316番1 竹田 113.54 C棟 城北キャンパス 

清須市一場上中畦322番1 竹田 298.70 校舎敷地（C棟） 城北キャンパス 

清須市一場上中畦323番1 竹田 25.01 C棟 城北キャンパス 

清須市一場上中畦324番2 竹田 3.78 校舎敷地（C棟） 城北キャンパス 

清須市一場上中畦320番1 日下部 296.34 駐車場 城北キャンパス 

清須市清洲上中畦303番6の一部 河村 6.70 C棟 城北キャンパス 

清須市一場神明前566番1 平松 1,419.00  駐車場 城北キャンパス 

清須市一場神明前572番1 平松 35.00  駐車場 城北キャンパス 

清須市一場神明前581番1 平松 16.00  駐車場 城北キャンパス 

清須市一場神明前581番3 平松 3.30  駐車場 城北キャンパス 

清須市一場神明前582番 平松 79.00  駐車場 城北キャンパス 

清須市一場神明前584番1 平松 201.00  駐車場 城北キャンパス 

清須市一場神明前584番3 平松 3.3  駐車場 城北キャンパス 

清須市一場神明前585番2 平松 3.3  駐車場 城北キャンパス 
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清須市一場神明前586番4 平松 18.70  駐車場 城北キャンパス 

清須市一場神明前586番5 平松 6.54  駐車場 城北キャンパス 

   合計 4,020.75      

 

表12 校舎など 

城北キャンパス 

校舎 

 

A棟 

 

住  所 愛知県清須市一場神明前519 

床面積 2,458.87㎡ 

施設概要 講義室・体育室兼講堂・学生ロッカー室・研究室 他 

B棟 

住  所 愛知県清須市一場神明前527-2 

床面積 1,040.2㎡ 

施設概要 
治療実習室・基礎医学実習室・機能回復訓練室・ 

コンピュータ室兼語学学習室 他 

C棟 

住  所 愛知県清須市清洲上畦315 他 

床面積 1,114.56㎡ 

施設概要 
1F：収益事業 

2F：研究室・会議室 他 

D棟 

住  所 愛知県清須市神明前515 他 

床面積 870.03㎡ 

施設概要 
1F：学生ホール 

2F：ラーニングコモンズ・講義室 他 

城南キャンパス 

校舎 
1号館 

住  所 愛知県清須市清洲田中町32-11 

床面積 1,336.05㎡ 

施設概要 講義室・演習室・装具加工室・水治療室・レクリエーション室 他 
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財務の概要 

1.資金収支計算 

・収入では、学生生徒等納付金収入337,020千円、手数料収入6,246千円、寄付金710千円、補助金収 

入57,956千円および借入金収入200,000千円などの当年度収入762,413千円である。 

・支出では、人件費225,964千円、教育研究経費72,560千円、管理経費38,665千円および施設関係支

出46,209千円など合計は、756,990千円である。 

・資金収入から資金支出を差し引いた収支差額は、5,423千円であり、その結果、前年度からの繰越支払

資金590,765千円を加えると翌年度に繰り越される支払資金は596,188千円である。               

 

表 13 資金収支計算書 

【収入の部】                       （単位千円） 

科 目 予 算 決 算 差 異 

学生生徒等納付金収入 336,717 337,020 △303 

手数料収入 5,055 6,246 △1,191 

寄付金収入 710 710 0 

補助金収入 50,045 57,956 △7,911 

資産売却収入 0 0 0 

付随事業・収益事業収入 2,104 2,104 0 

受取利息・配当金収入 323 347 △24 

雑収入 5,409 7,640 △2,231 

借入金等収入 100,000 200,000 △100,000 

前受金収入 175,150 191,600 △16,450 

その他の収入 115,946 135,509 △19,563 

資金収入調整勘定 △173,429 △176,719 3,290 

当年度資金収入合計 618,030 762,413 △144,383 

前年度繰越支払資金 590,765 590,765  

収入の部合計 1,208,795 1,353,178 △144,383 

【支出の部】                      （単位千円） 

科 目 予 算 決 算 差 異 

人件費支出 233,234 225,964 7,270 

教育研究経費支出 80,634 72,560 8,074 

管理経費支出 39,787 38,665 1,122 

借入金等利息支出 1,136 1,102 34 

借入金等返済支出 9,382 109,382 △100,000 

施設関係支出 46,123 46,209 △86 

設備関係支出 2,947 2,892 55 

資産運用支出 35,000 28,088 6,912 

その他の支出 238,927 250,551 △11,624 

〔予備費〕 5,000  5,000 

資金支出調整勘定 △14,420 △18,423 4,003 

当年度資金支出合計 677,750 756,990 △79,240 

翌年度繰越支払資金 531,045 596,188 △65,143 

計 1,208,795 1,353,178 △144,383 
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2.事業活動収支計算書 

・教育活動収支差額は14,399千円であり、教育活動外収支差額△755千円を加えた経常収支差額は

13,644千円である。 

・経常収支差額に特別収支差額366千円を加えると、基本金組入前当年度収支差額は14,010千円の収入

超過である。 

・基本金組入額56,594千円を控除した当年度収支差額は42,584千円の支出超過である。 

・前年度繰越収支差額△185,678千円に当年度収支差額を加えると、翌年度繰越収支差額は228,262千円

の支出超過である。 

             表 14 事業活動収支計算書    （単位：千円） 

  科 目 予 算 決 算 差 異 

教 

育 

活 

動 

収 

支 

事業活動 

収入の部 

学生生徒等納付金 336,717 337,020 △303 

手数料 5,055 6,247 △1,192 

寄付金 1,070 962 108 

経常費等補助金 50,045 57,956 △7,911 

付随事業収入 2,104 2,104 0 

雑収入 5,360 7,591 △2,231 

教育活動収入 計 400,351 411,880 △11,529 

 

事業活動

支出の部 

人件費 235,555 228,055 7,500 

教育研究経費 136,408 130,387 6,021 

管理経費 40,050 39,039 1,011 

徴収不能額等 0 0 0 

教育活動支出 計 412,013 397,481 14,532 

教育活動収支差額 △11,662 14,399 △26,061 

教 

育 

活 

動 

外 

収 

支 

事業活動 

収入の部 

受取利息・配当金 323 347 △24 

その他の教育活動外収

入 

- - - 

教育活動外収入 計 323 347 △24 

事業活動

支出の部 

借入金等利息 1,136 1,102 34 

その他の教育活動外支

出 

- - - 

教育活動外収入 計 1,136 1,102 34 

教育活動外収支差額 △813 △755 △58 

経常収支差額 △12,475 13,644 △26,119 

特 

別 

収 

支 

事業活動

収入の部 

資産売却差額 0 0 0 

その他の特別収入 2,159 2,400 △241 

特別収入 計 2,159 2,400 △241 

事業活動

支出の部 

資産処分差額 1,411 2,034 △623 

その他の特別支出 0 0 0 

特別支出 計 1,411 2,034 △623 

特別収支差額 748 366 382 

〔予備費〕 5,000 0 5,000 
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基本金組入前当年度収支差額 △16,727 14,010 △30,737 

基本金組入額合計 △55,257 △56,594 1,337 

当年度収支差額 △71,984 △42,584 △29,400 

前年度繰越収支差額 △185,678 △185,678 0 

基本金取崩額 0 0 0 

翌年度繰越収支差額  △257,662 △228,262 △29,400 

      

（参考） 

事 業 活 動 収 入 402,833 414,626 △11,793 

事 業 活 動 支 出 419,561 400,617 18,944 

 

3.貸借対照表 

・固定資産2,016,787千円と流動資産607,617千円を合わせた資産の部合計は2,624,404千円であり、 

前年度比10,323千円増である。 

・固定負債295,684千円と流動負債233,455千円を合わせた負債の部合計は529,139千円である。 

・資産の部合計から負債の部合計を差し引いた正味財産は、2,095,265千円となり、前年度比14,010千

円増である。基本金は、2,323,527千円で前年度比56,594千円増加した。 

・資産の部合計から負債の部合計および基本金を控除した繰越収支差額は△228,262千円となる。 

表 15 貸借対照表 

【資産の部】                       （単位：千円） 

科 目 平成29年度末 平成28年度末 増 減 

固 定 資 産 2,016,787 1,999,049 17,738 

有形固定資産 

特定資産 

その他の固定資産 

1,700,433 

42,946 

273,408 

1,709,042 

42,946 

247,061 

△8,609 

0 

26,347 

流 動 資 産 607,617 615,032 △7,415 

資 産 の 部 合 計 2,624,404 2,614,081 10,323 

 

【負債の部、基本金の部、消費収支差額の部】           （単位：千円） 

科 目 平成29年度末 平成28年度末 増 減 

固 定 負 債 

流 動 負 債 

負 債 の 部 合 計 

295,684 

233,455 

529,139 

216,856 

315,970 

532,826 

78,828 

△82,515 

△3,687 

基 本 金 

繰 越 収 支 差 額 

合 計 

2,323,527 

△228,262 

2,624,404 

2,266,933 

△185,678 

2,614,081 

56,594 

△42,584 

10,323 
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（参考）                            （単位：千円） 

正 味 財 産 2,095,265 2,081,255 14,010 

      ※正味財産=資産-負債 

4.経年比較 

5 年間の推移は以下のとおりである。    

表 16 貸借対照表           

                                   （単位：千円） 

科目 平成25 平成26 平成27 平成28 平成29 

固定資産 1,419,458 1,671,578 1,715,880 1,999,049 2,016,787 

流動資産 690,555 585,242 619,899 615,032 607,617 

資産の部合計 2,110,013 2,256,820 2,335,779 2,614,081 2,624,404 

固定負債 37,466 131,254 126,582 216,856 295,684 

流動負債 210,363 212,276 217,988 315,970 233,455 

負債の部合計 247,829 343,530 344,570 532,826 529,139 

基本金 2,090,080 2,176,075 2,193,085 2,266,933 2,323,527 

繰越収支差額 △227,896 △262,785 △201,876 △185,678 △228,262 

負債及び 

純資産の部合計 
2,110,013 2,256,820 2,335,779 2,614,081 2,624,404 
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表 17 資金収支計算書       

                                   （単位：千円） 

収入の部 平成25 平成26 平成27 平成28 平成29 

学生生徒等納付金収入 362,685 372,390 384,655 372,605 337,020 

手数料収入 7,873 7,176 6,571 4,957 6,246 

寄付金収入 3,307 270 200 3,700 710 

補助金収入 59,391 56,637 60,660 76,159 57,956 

資産運用収入 766 784 0 0 0 

資産売却収入 － 1 114 180 0 

付随事業・収益事業収入 － － 1,260 2,450 2,104 

受取利息・配当金収入 － － 683 667 347 

雑収入 3,362 6,378 5,299 8,605 7,640 

借入金等収入 － 96,000 0 100,000 200,000 

前受金収入 197,755 195,525 196,125 172,025 191,600 

その他の収入 87,019 86,170 112,233 102,521 135,509 

資金収入調整勘定 △191,432 △205,274 △199,239 △211,148 △176,719 

当年度収入合計 530,726 616,057 568,561 632,721 762,413 

前年度繰越支払資金 660,835 680,194 568,580 609,533 590,765 

収入の部合計 1,191,561 1,296,251 1,137,141 1,242,254 1,353,178 

 

                          

        （単位：千円） 

支出の部 平成25 平成26 平成27 平成28 平成29 

人件費支出 227,093 220,657 226,769 220,853 225,964 

教育研究経費支出 59,370 73,363 71,610 68,847 72,560 

管理経費支出 54,815 30,082 33,133 34,510 38,665 

借入金等利息支出 － 685 779 776 1,102 

借入金等返済支出 － － 7,692 9,303 109,382 

施設関係支出 67,003 138,366 4,041 272,699 46,209 

設備関係支出 26,952 23,420 3,759 36,098 2,892 

資産運用支出 － 151,138 78,923 30,730 28,088 

その他の支出 105,675 104,400 118,219 117,134 250,551 

〔予備費〕 － － － － － 

資金支出調整勘定 △29,541 △14,440 △17,317 △139,461 △18,423 

翌年度繰越支払資金 680,194 568,580 609,533 590,765 596,188 

支出の部合計 1,191,561 1,296,251 1,137,141 1,242,254 1,353,178 
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表 18 事業活動収支計算書 

                                      （単位：千円） 

  科 目 平成27 平成28 平成29 

教 

育 

活 

動 

収 

支 

事業活

動収入

の部 

学生生徒等納付金 384,655 372,605 337,020 

手数料 6,571 4,957 6,247 

寄付金 994 1,192 962 

経常費等補助金 60,659 63,553 57,956 

付随事業収入 1,260 2,450 2,104 

雑収入 5,299 6,249 7,591 

教育活動収入 計 459,438 451,006 411,880 

 

事業活

動支出

の部 

人件費 231,399 223,953 228,055 

教育研究経費 118,269 114,557 130,387 

管理経費 33,420 34,812 39,039 

徴収不能額等 - 605 0 

教育活動支出 計 383,088 373,927 397,481 

教育活動収支差額 76,350    77,079 14,399 

教 

育 

活 

動 

外 

収 

支 

事業活

動収入

の部 

受取利息・配当金 682 667 347 

その他の教育活動

外収入 

- - - 

教育活動外収入 

計 

682 667 347 

事業活

動支出

の部 

借入金等利息 

その他の教育活動

外支出 

779 

- 

776 

- 

1,102 

- 

教育活動外収入 

計 

779 776 1,102 

教育活動外収支差額 △97 △109 △755 

経常収支差額 76,253 76,970 13,644 

特 

別 

収 

支 

事業活

動収入

の部 

資産売却差額 

その他の特別収入 

0 

1,666 

1 

20,246 

0 

2,400 

特別収入 計 1,666 20,247 2,400 

事業活

動支出

の部 

資産処分差額 

その他の特別支出 

0 

0 

7,095 

76 

2,034 

0 

特別支出 計 0 7,171 2,034 

特別収支 計 1,666 13,076 366 

〔予備費〕 - - - 

基本金組入前当年度収支差額 77,919 90,046 14,010 

基本金組入額合計 △17,159 △73,848 △56,594 

当年度収支差額 60,760 16,198 △42,584 

前年度繰越収支差額 △262,785 △201,876 △185,678 

基本金取崩額 149 - - 

翌年度繰越収支差額 △201,876 △185,678 △228,262 
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5.その他 

(1)借入金 

表19 借入金の状況                                 （単位：円） 

借入先 借入残高 利率 返済期限 担保等 

長期借入金 岡崎信用金庫 60,160,796 0.8500% 平成37年5月25日 なし 

岡崎信用金庫 186,200,000 0.2500% 平成44年3月25日 なし 

短期借入金 岡崎信用金庫 23,262,190 - - - 

  

 

(2)寄付 

 

表20 寄付金の状況                               （単位：円） 

寄付金の種類 寄付者 金額 摘要 

４０周年記念事業 愛知医療学院短期大学後援会 100,000  

３５周年記念事業 理事長・卒業生  510,000  

法人（取引業者） 2,400,000  

現物寄付 愛知医療学院短期大学後援会 1,588,538  
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(3)収益事業 

 

 収益事業（医療・福祉業）の状況は次のとおりである。 

 

表21 貸借対照表  

                                        （単位：千円） 

科目 平成28 平成29 科目 平成28 平成29 

流動資産 13,000 14,133 流動負債 12,738 13,136 

固定資産 169,503 159,537 固定負債 80,868 70,117 

繰延資産 3,453 2,502    

   負債の部合計 93,606 83,253 

   資  本 92,351 92,919 

   純資産の部合計 92,351 92,919 

資産の部合計 185,957 176,172 
負債及び純資産合

計 
185,957 176,172 

 

表22 損益計算書   

                          （単位：千円） 

 平成26年度末 平成27年度末 平成28年度末 平成29年度末 

収入 19,476 48,943 54,391 64,365 

売上原価 4,416 5,493 6,521 8,391 

純利益 15,060 43,450 47,870 55,974 

一般管理費 72,833 81,092 82,454 82,824 

営業損益金額 △57,773 △37,642 △34,584 △26,850 

事業外収益 18 21 611 18 

事業外費用 742 844 774 688 

特別利益 - - - - 

特別損失 - 542 2,357 - 

経常損失 △58,497 △39,007 △37,104 △27,520 

法人税等 １ 1 0 0 

当期純損失 △58,498 △39,008 △37,104 △27,520 

 


