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学校法人とは私立学校法第 3 条に定めのある法人で、私立学校の設置を目的として設立される法人を

いう。この格付方法は、学校法人の中でも大学、高校、中学校、小学校など学校教育法第 1 条に定める

学校（1 条校）を設置する法人に適用し、大学を持つ学校法人を主な対象とする。加えて国立大学法人

などの事業リスク評価にも用いる。 

 

I．事業リスクの評価 

1．産業リスクの見方 

学校法人が運営する私立大学は、国公立大学とともに日本の高等教育を担っている。国や社会の持続

的な成長や発展を実現するためには高度な教育と研究が必要不可欠であり、それらの機能を担う大学の

政策上の重要性は高い。中等教育を終えた 18 歳前後の若者の進学熱は根強く、高等教育の需要は安定

している。また、定着した大学の序列は比較的長期にわたり続く。しかし、18 歳人口の減少に伴って高

等教育の市場は継続して縮小し、国公立、私立の枠を超えた競争が激しくなっている。人口減少はかな

り前から予想されており、学校法人には十分対応できる時間がある。こうした点から学校法人の産業と

してのリスクは長期的には緩やかに拡大しているが、なお「比較的小さい」と判断している。 

 

（1）市場規模、市場成長性、市場のボラティリティー 

18 歳人口は、第 1 次ベビーブームの時期に生まれたいわゆる団塊の世代が当該年齢に達した 1966 年

に 249 万人のピークを迎えた後、1992 年に 2 度目のピークとなる 205 万人を数えた。その後はほぼ一

貫して減少し、2021 年には 115 万人を割り込む見通しになっている。大学進学率の高まりにより、18 歳

人口が減少しても進学者数は 2000 年以降、60 万人程度を確保してきたが、これからはより強く少子化

の影響を受けるだろう。このような環境にあっても、大学などの高等教育機関で幅広い教養や専門性を

身に付けて、より良い就職を実現したいという若者の意識は強い。日本への留学生の増加も期待され、

学ぶことに価値があるという考えは日本及び世界で共有されており、市場のボラティリティーは小さい。 

 

（2）業界構造（競争状況） 

需要の中心となる 18 歳人口が減少する中、大学の数は増え続けている。一般に、新設や小規模の大

学ほど学生募集に苦戦しているようだ。大学はその歴史により、教育機関としての評価や社会的な信用

学校法人 
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が固定化する傾向がある。教育理念や目的に応じて質の高い教育を提供した効果が広く一般に認知され

るには、卒業生が社会で活躍するまで、比較的長い時間が必要なためだ。 

有力大学ほど 18 歳人口の減少の影響を受ける時期は遅く、すでに定員割れしているような下位の大

学は厳しい。もっとも、長期的には有力大学も楽観はできない。これまでに比べ、学生獲得を巡る競合

は激しくなるだろう。当面、人口減少が経営に大きな影響を及ぼすことはないが、有力大学間でも経営

の巧拙により将来の優勝劣敗につながる可能性はある。 

 

（3）顧客の継続性・安定性 

学生は大学に 4 年あるいは 6 年間、短期大学では 2 年間、在籍して所定の単位を取得すると学位を得

て卒業する。入学後は多くの場合、卒業まで在籍し学費を納入するので、学校法人側からみると、この

間かなり高い確度で学納金収入を見込める。顧客の継続性・安定性は比較的高い。 

 

（4）設備・在庫投資サイクル 

大学は大学設置基準に基づき、校地や校舎などを整備する。新しい校舎や、充実した施設は学生募集

力を高める要因になり、老朽化した施設は、耐震化や改装、建て替えを行う必要がある。設備は長期間

の使用が可能で、投資サイクルは長い。過剰な設備投資が個別の学校法人の経営破綻の引き金となるリ

スクは存在する。学校法人の収支構造は柔軟性に乏しく、大規模な設備投資で収支や財務が悪化すると、

経営の安定性が損なわれる可能性があるためだ。 

 

（5）保護・規制、公共性 

私立大学の教育は「公教育」として位置付けられ、設置基準に基づいて施設設備や教員を用意し、文

部科学大臣の認可を得る必要がある。補助金が学校法人の収入に占める割合は大きくないが、政府は私

学助成を制度化している。その背景には、教育機関という公共財に対する国の支援姿勢があると考えら

れる。また、政府系機関の日本私立学校振興・共済事業団は学校法人向けに低利融資の便宜を図ってい

る。私立大学は国立大学に比べ経営の自由度は高いものの、教育や地方創生などを巡る政府の政策に影

響を受ける面もあり、政策見直しの動向には注意を要する。 

一方、国立大学法人は運営費交付金を柱とする手厚い支援を受けつつ日本の教育・研究面で重要な役

割を果たしており、国立大学法人法や関連する制度などを通じ各種の規制を受けている。私立大学と同

様、法改正の内容を影響を確認する必要がある。 

 

（6）コスト構造 

定員を満たす学生が在籍している限り、収入は安定している。収入に対する各コストの割合は、おお
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むね人件費 5 割、教育研究経費 3 割、管理経費 1 割程度である。大学設置基準に定められた教員数は

低限、確保する必要があり、一定の人件費がかかる。加えて、教育研究経費や管理経費も教育サービス

の維持には欠かせず、変動費はほとんどない。収入、支出ともに硬直的なので、定員に見合った学納金

収入を確保できれば、安定的な利益（収支差額）を見込める。一方、在籍者数の減少などで学納金収入

が落ち込むと、経費削減が容易ではなく、収支に直接響きやすい。 

 

2．個別企業リスクの見方 

産業リスクが対象企業の属する業界の標準的なリスクを示すのに対し、以下のような個別企業リスク

により各法人の事業リスクは相違する。 

 

（1）学校法人の存立基盤 

歴史の長さは学生募集力と強い相関がある。歴史の長い大学ほど、教育や研究活動の積み重ねが社会

的に評価され、知名度が高いことが多い。多くの卒業生や教職員が産学官など社会の様々な分野で活躍

して、社会的に大きな影響力を持つ大学も少なくない。こうした点が学生募集力の強さにつながる。 

大学が立地する地域人口が多いと、それだけ通学可能な学生が多い。交通至便でターミナル駅に近い

立地であれば、学生の通学負担が軽い。受験生の立地への関心の高まりもあり、郊外にキャンパスを求

めた大学が再び都心に戻ってくるケースも増えている。立地が良いと学生募集において有利といえよう。 

学生募集力は学部の集積具合や特色によっても、影響を受ける。学生を も集めやすいのは、いわゆ

る総合大学であろう。ただし、医科大学や一部の薬科大学は明確な志望動機を持つ学生が多く志願する

ため学生募集力は強い。存立基盤を構成する要素は学校法人の市場の地位や競争力と密接な関係がある。 

 

（2）学生志願状況 

入学志願者数は大学の学生募集力を示す代表的な指標である。ただし、1 人の志願者が同じ大学の多

数の学部に出願する例が増えて、見かけの志願者数（延べ志願者数）が膨らみ、実質的な学生募集力が

分かりにくくなってきた。R&I は併願の影響を除いた実志願者数を重視する。 

大学全体で定員を充足できているかを示す定員充足率は重要なチェックポイントだ。定員割れが続く

と、収支が悪化し、経費支払いや必要な設備投資の見送りなどが生じ、 悪の場合、募集停止といった

事態に追い込まれる。 

推薦入試と一般入試の比率にも注目する。一般入試で十分な志願者を集める大学は学生募集力が高い

と考えている。文部科学省は、推薦入試比率を 5 割を超えない範囲と定めて通知しており、これを大き

く超える大学は学生募集力が見劣りすると判断している。 

入試難易度は学生募集力を判断するうえで、ある程度有効な指標である。偏差値が高い大学は一般的
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に学生募集力が強い傾向がある。 

 

（3）教育・研究の中身と成果 

教育の質は、学生募集力を予想する際に有効な情報である。教育の中身がしっかりしていれば、大学

の社会的評価が向上し、結果的に学生募集力が高まると考えられる。今日の大学教育では、「何ができ

るようになるか」という学修の成果に力点が置かれ、各大学は教育研究上の目的を定め、教育課程を編

成している。適切なシラバス（講義内容の計画）作成や科目ごとの連携、成績評価基準の作成などが注

目点である。また、キャリア教育や実践的な語学教育、アクティブラーニングなど、学生が多様化・国

際化する中で必要性が高まってきた分野の取り組みも確認する。評価にあたっては、個別検証に加え全

体としての連携状況も重視する。学修成果に関するエビデンス、更なる改善に向けた状況も確認する。 

就職実績に優れる大学は、それを学生募集の際のアピールポイントにできる。卒業生総数を進学者と

就職内定者で除した進路決定率と内容に注目している。進路決定率が高く、かつ優良な進路に就く卒業

生が多い大学は高く評価できる。 

大学における研究は教育と両輪をなす重要な機能に位置づけられ、学術的・社会的に高い評価が得ら

れれば、研究資金が獲得しやすくなるうえ、優秀な学生や教員を引き付ける要因となる。研究の中身、

研究分野に対する経営資源の配分状況、教員に対するインセンティブ・評価の方法、共同研究や受託研

究の実施状況や科学研究費補助金・外部資金の獲得の動向などを確認する。 

 

（4）経営力とガバナンス 

事業環境の変化に応じて勝ち残っていくには、高い経営力や優れた経営手腕がいっそう必要になって

いる。学校法人の組織は、教授会などの教学系と経営を担う理事会などの法人系に 2 分される。教学系

と法人系の組織が密接に協力し、全学的・経営的な立場で改革を進める体制が学校法人にとって理想的

なガバナンスといえる。2 つの組織の間に適度な牽制が効き、良い意味で緊張感がある状態が望ましい。 

教育や研究の質向上、経営基盤の強化、透明性の確保を図るためには中長期の経営計画、短期の行動

計画の策定が欠かせない。計画の作成プロセス、戦略の方向性と実現可能性、進捗状況を管理・制御す

る力、経営上のリスク管理体制、教職員が一体となって計画を進める能力などを評価している。 

学校法人は収入の多様化やコスト管理を進めつつ、競争力強化につながる投資の維持が必要とされる。

その際に、適切な財務戦略の策定と着実な実行が求められる。収入、支出、投資の 3 分野でそれぞれ、

適切な方針の下に運営されているかを確認する。 

収入の多様化を目指して資産運用や寄付金獲得、収益事業に取り組む学校法人もある。資産運用では、

運用方針や資産の健全性に注意を払う。規程に沿った運用でも資本市場の変動により予期せぬ損失を被

る可能性はある。一定程度以上の損失が発生すれば、内部留保資産比率や運用資産余裕比率などの指標
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の評価に反映する。私立大学における寄付金は有力な収益源だ。卒業生や企業に対するファンドレイジ

ング（寄付金集め）が活発化する余地があり、今後の貢献度が注目される。 

 

II．財務リスクの評価 

財務リスクの分析は、財務データといった定量要因に加え、財務運営方針などの定性要因も評価する。

学校法人については事業特性から次の財務指標を重視する。 

収支面では、経常収支差額、特別収支を含む基本金組入前当年度収支差額の動向などを分析する。設

備投資や財務基盤を強化するための原資の観点からは、減価償却前の基本金組入前当年度収支差額と事

業活動収入との比率を重視する。一方、財政面では現預金や有価証券、特定目的のために引き当てた資

産の確保状況を確認する。 

学校法人は入学金や学費、入試手数料を現金で収受するため、一定の学生数を確保できていれば、短

期的な資金繰りに問題は生じない。長期の財務の安定性については、運用資産余裕比率や内部留保資産

比率などの指標を使って評価する。 

 

（1）規模 

事業活動収入 

総資産 

事業活動収入が大きいと事業活動収支差額比率が良好となる傾向がある。また、事業活動収入と同様、

総資産の規模と認知度には一定の関係があると考えている。ただ、一般的に大学は資産と収入の関係で

ある資産回転率をそれほど重視して経営しているわけでなく、総資産の大小は存立基盤との関係が強い。 

 

（2）収支状況 

経常収支差額比率：（経常収入－経常支出）／経常収入 

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 

減価償却前事業活動収支差額比率：（減価償却費+基本金組入前当年度収支差額）／事業活動収入 

収支状況を評価する際、各種の収支差額比率は重要な指標である。経常収支差額比率は経常収入と経

常支出の差額である経常収支差額を経常収入で割って算出する。 

事業活動収支差額比率は、企業会計の当期利益率に相当する指標であり、特別収支まで含めた学校法

人全体の収入と支出のバランスを判断する際に用いる。 

減価償却前事業活動収支差額比率の分子は事業会社の営業キャッシュフローに相当する。これら指標

の評価の際には、安定した収入を見積もる観点から、資産処分差額など特別収支の影響を除いた教育活

動収支を分母に使って算出した比率なども参照している。 
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（3）財務構成 

内部留保資産比率：（運用資産－総負債）／総資産 

運用資産余裕比率：（運用資産－外部負債）／経常支出 

注)運用資産=現金預金＋特定資産＋有価証券､外部負債=借入金+学校債+未払金+手形債務 

内部留保資産は「運用資産」から総負債を差し引いて算出する。運用資産は「特定資産」と呼ばれる

使途が特定された預金や有価証券などに、使途が特定されない現預金と有価証券を加えて計算する。多

くの学校法人では、運用資産が有利子負債を上回っている。運用資産の大部分を占める現預金や有価証

券を加味すれば、純有利子負債はマイナスになることが多い。 

将来の設備投資や財務基盤などを考慮した場合、負債状況だけで学校法人の財政状況を判断すること

はできないため、R&I は内部留保資産の大きさに注目する。内部留保資産比率は、内部留保資産と総資

産を対比した数値で、総資産のうち内部留保資産が占める割合を示す。 

運用資産余裕比率は外部負債を差し引いた運用資産と経常支出を対比した指標である。この比率が 1

の場合、収入が途絶えても 1 年は内部留保だけで事業活動支出を賄えることを意味する。 

学校法人会計基準は、有価証券を別として保有資産を時価評価する仕組みを持たない。このため格付

評価に際しては、土地の時価や有価証券の流動性などを確認する。 

 

III．学校法人業界の格付 

 

 

＊これまで公表した同種の格付方法は、本稿に代替されます。 

重要度 指標 重要度

学校法人の存立基盤 ◎ 規模 事業活動収入 ○

学生志願状況 ◎ 総資産 △
教育・研究の中身と成果 〇 経常収支差額比率 〇

経営力とガバナンス 〇 事業活動収支差額比率 △

財務構成 内部留保資産比率 △

運用資産余裕比率 △

注）　重要度は、◎極めて重視　○重視　△比較的重視

発行体格付

産業リスク　比較的小さい

個別企業リスク 財務リスク

減価償却前事業活動収支差額比

率

収支状況

〇


