
２０２１年度（Ｒ３.４.１～Ｒ４.３.３１） 

学校法人 福岡成蹊学園 

事 業 報 告 書 
 

 

 

１ 法人の概要 

学校法人福岡成蹊学園は、福岡外語専門学校を設置する学校法人です。１９０２年「福岡裁縫

女学校」の開学から校名変更合併等を経て１９７３年「学校法人福岡成蹊学園川島女子専門学校」

となりました。 １９８４年、新たに「福岡外語専門学校」を設立し、「川島女子専門学校」は

１９９１年に「福岡国際コミュニケーション専門学校」と校名変更をしました。２０１８年に「福

岡国際コミュニケーション専門学校」と「福岡外語専門学校」の２校は統合し「福岡外語専

門学校」となり現在に至ります。 

 

当学園では体で学習できるプログラムを基本に、語学を勉強しながら、インターンシップ、

職場体験、留学そしてボランティア活動を通して、学生が自分の未来をデザインできる環境

を提供していきます。学生が大きな夢、希望そして目標を抱き、それに向かってチャレンジ

していく人間に育っていく事を期待し、日々の教育活動を行っています。 

 

（１）設置する学部・学科・コース 

設置する学科、コース、入学定員、総定員、学生数は下記のとおりです。 

２０２１年度は、総定員７３０人に対し年度開始最多数６８８人が在籍し、定員充足率は９４.２％で

す。 ２０２２年度は最多時約６９２人充足率約 94.8％を予定しています。 

 

学科 コース 
入学 

定員 
総定員 

2021 年度 

収容人数 

英語科  50 人 100 人 171 人 

国際文化科 
進学１年コース 20 人 20 人 37 人 

進学２年コース 40 人 80 人 84 人 

国際文化科 

 
（2022/4 月より 

国際ビジネス科と

名称変更） 

国際ビジネスコース 

125 人 250 人 

239 人 

国際キャリアコース 30 人 

国際ホテル観光 

ホスピタリティコース 
78 人 

日本語科 

１年コース 20 人 20 人 12 人 

１.５年コース 65 人 130 人 21 人 

２年コース 65 人 130 人 16 人 

 

 



（２）役員・評議員・教職員の概要 

２０２２年度４月１日現在の本学園役員及び評議員等並びに教職員の概要は次のとおりです。 

 

理事名簿    評議員名簿   

区分 職名 氏名  区分 職名 氏名 

理事長・校長 理事長 岩本 仁   

理事会選任 

教職員 

評議員 岩本 仁 

理事会選任 理事 岩本 功   評議員 山本 寛 

理事会選任 理事 久保 慎一郎   評議員 森 宏介 

理事会選任 理事 野田 昇宏   評議員 谷 知江子 

評議員会選任 理事 山本 寛   評議員 堀 恭子 

監事名簿    

評議員会選任 

卒業生 

評議員 松山 僚佑 

区分 職名 氏名  評議員 田村 隆司 

評議員会選任 
監事 倉重 一男  評議員 田篭 瑠子 

監事 小野 信夫  

理事長専任 

学識経験者 

評議員 岩本 功 

     評議員 栗栖 慎治 

     評議員 末松 大和 

 

学校関係者評価委員会名簿   教育課程編成委員会名簿  

区分 職名 氏名  区分 職名 氏名 

業界関係者 学校関係者評価委員 友杉 隆志  学校長 教育課程編成委員 岩本 仁 

卒業生 学校関係者評価委員 田篭 瑠子  法人本部長 教育課程編成委員 山本 寛 

保護者 学校関係者評価委員 畠山 尚幸  副校長 教育課程編成委員 森 宏介 

地域住民 学校関係者評価委員 河津 善博  教員代表 教育課程編成委員 荒木 竜太 

校長等 学校関係者評価委員 竹下 徹  教員代表 教育課程編成委員 多田 美紀子 

     業界有識者 教育課程編成委員 乾 弘幸 

     企業等の役職者 教育課程編成委員  小野 聡之 

 

２０２２年度４月１日現在の教員概要は次のとおりです。 

教員の概要        

学科 コース 
専任教員 

（常勤・非常勤） 

兼任教員 
（常勤・非常勤） 

総数 

英語科   １６人 ６人 ２２人 

国際文化科 
進学１年コース 

３人 １９人 ２２人 
進学２年コース 

国際ビジネ

ス科 

国際ビジネスコース 

１４人 ２７人 ４１人 国際キャリアコース 

国際ホテル観光ホスピタリティコース 

日本語科 １年コース、１.５年コース、２年コース １２人 １５人 ２７人 

 



２ 事業の概要 

２０２１年度、当学園が行った取り組み及び実績は次のとおりです。 

 

『進学及び就職状況、交換留学等状況』 

 

■進学実績 

英語科 ２８人 ４０.０％ 

国際文化科１年 進学コース ２６人 ７６.５％ 

国際文化科２年 進学コース ２４人 ６４.９％ 

国際文化科(現国際ビジネス科)２年 国際ビジネスコース 

※本コースは就職を主とする 
２１人 ２６.９％ 

国際文化科(現国際ビジネス科)２年 国際キャリアコース 

※本コースは就職を主とする 
０人 ０％ 

国際文化科(現国際ビジネス科)２年 国際ホテル観光ホスピタ

リティコース  ※本コースは就職を主とする 
６人 １６.２％ 

日本語科 １５人 ３７.２％ 

 

 

■就職実績 

  個別面談を行い個人に合わせたきめ細やかな進路指導をします。授業では、履歴書作成

や面接の指導、SPI 対策等を行い就職活動に役立つスキルを習得します。 また、学校で

「会社説明会」を開催し、業界事情や企業の採用情報、今後の方向性の決定などに活用し

ています。然しながら、２０２０年度以降は新型コロナ感染症の流行により就職活動にも

影響が及び例年実績より少ない結果となっています。 
 

英語科 ３２人 ４５.７％ 

（旅行業界、空港勤務、ホテル業界） 

国際文化科(現国際ビジネス科) 国際ビジネスコース ３８人 ４８.１％ 

（空港、運輸、ホテル、人材派遣、製造、小売） 

国際文化科(現国際ビジネス科) 国際キャリアコース ７人 １００％ 

（食品加工・製造・ホテル・貿易・プラント） 

国際文化科(現国際ビジネス科) 

国際ホテル観光ホスピタリティコース 
２５人 ６７.６％ 

（ホテル・旅館業界） 

日本語科 １３人 ３３.２％ 

 

 



■交換留学・海外編入・海外訪問等 
  

  本校では、１人でも多くの学生が海外へ留学できるよう、海外提携校を主に短期プログ

ラムを用意しています。海外提携校に編入する学生もいます。短期プログラムにおいては、

費用を抑え、学校を休学することなく留学することも可能です。また、インターンシップ

や海外学校訪問をとおして海外の言葉や文化に多く触れる機会を提供しています。 

  ２０２０年度から２０２１年度においては、新型コロナ感染症の流行により海外渡航の

制限等により活動も縮小した結果となりました。前々年度実績もあわせて掲載します。 

 

２０２０年度～２０２１年度実績 国 期間 参加人数 

海外大学編入（提携校・他） 

タイ ２年間 １名 

アメリカ ２年間 ５名 

韓国 ２年間 １名 

フランス ２年間 ４名 

 

（参考）２０１９年度実績 国 期間 参加人数 

インターンシップ タイ ６カ月 ２名 

海外大学編入（提携校） 

タイ ２年間 １名 

アメリカ ２年間 １名 

フランス １年間 １名 

中国 ２年間 １名 

アメリカ研修プログラム アメリカ １カ月 ２名 

フランス短期交換留学プログラム フランス １カ月 ３名 

青島大学短期留学プログラム 中国 ６カ月 ５名 

釜山外国語大学短期交換留学プログラム 韓国 ２カ月半 １名 

フィリピン セブ島短期語学研修 フィリピン ２週間 ７名 

 

『学校の取り組み』 

 

■学生サポート、支援 

・英語科スピーチ大会において優秀者表彰を行う。 

・学業、成績、出席等優秀学生への奨学金支給や表彰を行う。 

・卒業式にて無遅刻、無欠席の学生に表彰を行う。 

・退学者防止に向けチームを結成し検討会議を開催、また学生アンケートにより実情を

把握し学生支援に反映。 

 

■広報活動 

・多国籍学生の募集活動により常時 30 カ国を超える学生を確保する。 

・ＺＯＯＭやＬＩＮＥを活用したオンライン説明会を実施し学校周知の機会拡大を図る。 

・ホームページアクセス数の増加を図ると共に、ＳＮＳを活用して常に最新の学園情報

発信を行う。 



■学校の持続的成長 

・自己評価を実施、設定した目標や具体的計画等に対し進捗状況や達成までの取り組み、

その教育活動等の成果と課題を検証して学校運営の改善と発展に反映。 

・人事評価報酬制度を導入、2021年 4月より本格稼働。 

 

３ 財務の概要 

２０２２年（令和４年）３月末日現在の財務状況を下記のとおり報告いたします。 

 

『財産目録及び貸借対照表』 

財産目録        （令和４年３月３１日現在） 
Ⅰ 資産の部 科目 本年度末 備考 

固定資産       

    有形固定資産       

  土地 97,810,000   

  建物 138,563,951 定額法 

  構築物 67,721 旧定率法 0.074％ 

  教育研究用機器備品 587,506 定額法 

  管理用機器備品 530,363 定額法 

  図書 2,122,374   

    その他の固定資産       

  電話加入権 460,600   

  施設利用権 850,000   

 ソフトウェア 180,576  

  保険積立金 7,680,750   

  敷金 62,600   

  出資金 2,010,000   

  入会金 300,000   

流動資産       

  現金預金 442,363,987   

  未収入金 1,122,400   

  短期貸付金 1,100,004   

  前払金 2,904,167   

  立替金 4,042,217   

  仮払金 20,691   

資産の部合計   702,779,907   

Ⅱ 負債の部 科目 本年度末 備考 

固定負債       

  長期借入金 53,500,000   

流動負債       

  短期借入金 346,225   

  未払金 8,530,718   

  預り金 19,324,859   

  前受金 243,663,568   

負債の部合計   325,365,370   



貸借対照表 

令和４年３月３１日         （単位：円） 

資産の部       

科目 本年度末 前年度末 増減 

固定資産 251,226,441 255,402,161  -4,175,720  

  有形固定資産 239,681,915 244,690,291  -5,008,376  

土地 97,810,000 97,810,000  0  

建物 138,563,951 143,159,012  -4,595,061  

構築物 67,721 83,585  -15,864  

教育研究用機器備品 587,506 742,502  -154,996 

管理用機器備品 530,363 772,818  -242,455 

図書 2,122,374 2,122,374  0  

  その他の固定資産 11,544,526 10,711,870  832,656 

電話加入権 460,600 460,600  0  

施設利用権 850,000 850,000  0  

ソフトウェア 180,576 225,720  -45,144  

保険積立金 7,680,750 6,802,950  877,800  

敷金 62,600 62,600  0  

出資金 2,010,000 2,010,000  0  

入会金 300,000 300,000  0  

流動資産 451,553,466 350,216,237  101,337,229 

現金預金 442,363,987 341,556,152  100,807,835 

未収入金 1,122,400 1,122,400  0  

短期貸付金 1,100,004 3,012,000  -1,911,996 

前払金 2,904,167 539,910  2,364,257  

立替金 4,042,217 3,985,775  56,442  

仮払金 20,691 0  20,691 

        

資産の部合計 702,779,907 605,618,398  97,161,509 

資産の部       

科目 本年度末 前年度末 増減 

固定負債 53,500,000 16,910,000  36,590,000 

長期借入金 53,500,000 16,910,000  36,590,000 

流動負債 271,865,370 281,784,850  -9,919,480 

短期借入金 346,225 346,225  0  

未払金 8,530,718 8,223,103  307,615 

預り金 19,324,859 15,301,032  4,023,827 

前受金 243,663,568 257,914,490  -14,250,922  

        

負債の部合計 325,365,370 298,694,850  26,670,520 

純資産の部 

科目 本年度末 前年度末 増減 

基本金       

第１号基本金 457,257,367 443,847,367  13,410,000 

基本金合計 457,257,367 443,847,367  13,410,000 

繰越収支差額       

翌年度繰越収支差額 -79,842,830  -136,923,819  57,080,989 

純資産の部合計 377,414,537 306,923,548  70,490,989 

負債及び純資産の部合計 702,779,907 605,618,398  97,161,509 



『活動収支計算書』 

事業活動収支計算書 

令和３年４月１日から 

令和４年３月３１日まで 
     （単位：円） 

教
育
活
動
収
支 

事
業
活
動
収
入
の
部 

科    目 予    算 決    算 差    異 

学生生徒等納付金 467,429,190 441,421,668 26,007,522 

手数料 8,800,000 6,698,740 2,101,260 

寄付金 0  0  0  

経常費等補助金 0  1,004,106 -1,004,106 

雑収入 1,840,000 4,883,269 -3,043,269  

        

〔教育活動収入計〕 478,069,190 454,007,783  24,061,407  

支
出
の
部 

事
業
活
動 

人件費 239,156,820  225,113,216 14,043,604  

教育研究経費 96,330,271  69,163,355  27,166,916  

管理経費 85,085,500  89,145,674  -4,060,174  

        

〔教育活動支出計〕 420,572,591  383,422,245  37,150,346  

教育活動収支差額 57,496,599  70,585,538  -13,088,939  

教
育
活
動
外
収
支 

収
入
の
部 

事
業
活
動 

受取利息・配当金 5,750  2,600  3,150  

その他の収入 0 0  0  

        

〔教育活動外収入計〕 5,750  2,600  3,150  

支
出
の
部 

事
業
活
動 

借入金等利息 390,017  97,149  292,868  

その他の支出 0  0  0  

        

〔教育活動外支出計〕 390,017  97,149  292,868  

教育活動外収支差額 -384,267  -94,549  -289,718  

〔経常収支差額〕 57,112,332  70,490,989  -13,378,657  

特
別
収
支 

収
入
の
部 

事
業
活
動 

過年度修正額 0  0  0  

その他の特別収入 0  0  0  

        

〔特別収入計〕 0  0  0  

支
出
の
部 

事
業
活
動 

資産処分差額 0  0  0  

その他の特別支出 0  0  0  

        

〔特別支出計〕 0  0  0  

特別収支差額 0  0  0  

 ［予備費］ 0  0  0  

基本金組入前当年度収支差額 57,112,332 70,490,989  -13,378,657  

基本金組入額合計 0 -13,410,000  13,410,000  

当年度収支差額 57,112,332 57,080,989  31,343  

前年度繰越収支差額 0  -136,923,819  136,923,819  

翌年度繰越収支差額 57,112,332 -79,842,830  136,955,162  

      
 （参考）    
事業活動収入計 478,074,940  454,010,383 24,064,557  

事業活動支出計 420,962,608  383,519,394  37,443,214   



『監査報告書』 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


