ＩＣＵ
﹁運用益で教育﹂
代表的な併願候補グループを経営指標で比較

可能性がある大学の経営指標だ

気になるのは︑やはり受験する

身も卒業生の新井亮一常務理事

Ｕ︶だ︒Ｊ Ｐモルガン出身で自

開学した国際基督教大学︵ＩＣ

特徴的なのが︑１９５３年に

国内全ての大学の中で劣ってい
るわけではない︒

続けてきた歴史がある︒
﹁これをみてもらえれば︑一目

早慶上理ＩＣＵの上位校は︑

寄付金の占める割合が高かった

のかを示すグラフ︒開学当初は

のような収入でまかなってきた

示されたのは︑経常費用をど

瞭然です﹂

いずれも資産運用力が高いこと

教育の赤字運用で補う

が分かる︒ 〜 ページで述べ

が︑ 年代から急激に資産運用
による収入が増え︑ほぼ半分を

編集部 小 田 健 司 ︑上 栗

崇

気になる人のことは何でも知りたくなる︒それは大学も同じ︒
偏差値が近く︑受験先候補として比較対象になりやすい大学について七つの経営指標で比較してみよう︒

ろう︒本来は大学病院の有無︑
︵ ︶
が言う︒

る指標だ︒

系列校や一貫校の有無など法人

受験生やその保護者にとって

ごとの収益構造の違いにも留意

支は常に赤字︒それを補うため
にリスクをとった資産運用を続

﹁うちでは教育研究活動での収

けてきたし︑原資となる寄付も

してグループ分けするのが望ま
﹁関関同立﹂など偏差値が近く

比較的多く集まります﹂
少人数教育で知られ︑学生１

併願対象になることが多い大学
なおレーダーチャートの目盛

人あたりの教育費がかさむＩＣ

で︑各大学の位置付けを示す相

Ｕでは︑ 年代に得た土地の売

りは︑今回比較した 大学の中

のグループごとに比較した︒

しいが︑読者の利便性を考え︑

55

対的な目安だ︒評価が低くても︑ 却益などを原資に︑資産運用を

70

33

た通り︑資産運用力は教育環境

15

の充実や成長性を大きく左右す

70

12
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占める時期が十数年続いた︒リ
れ︑ＩＣＵの 年度の直接利回
に金を使って赤字を出している

﹁本来︑大学はいかに教育研究

りと︑７角形の形が各大学の経

ように健全性が突き抜けていた

の直接利回りも１・ ％と︑今

は約４８０億円にのぼる︒上智

かを自慢するくらいであるべき

中︑ある大学関係者は﹁キリス

安定運用を目指す大学が多い

る収益の過去５年間の平均はさ

しかし︑実際の運用資産に対す

りは１・ ％︒だが現在の価値
だ︒その赤字を補うための資産

第で変化する︒単年度は赤字で

ト教系の大学は︵リスクをとっ

科の３・ ％も上回るという︒

らに高く︑トップだった東京理
る﹂と指摘する︒

た︶資産運用に寛容な傾向があ

上智は４８０億を運用

っている﹂
︵同︶

回取り上げた大学の中では高い︒

に合わせた﹁時価﹂で計算する
運用がうちでは極めて重要にな

運用が大きな割合を占める︒
多くの大学で比率が高い現金や
も︑過去 年間の時価ベースの

2018年度末の資産構成は︑ 運用のため︑時価は市場環境次
債券をいずれも３％に抑えてい

資産構成については︑金利が

低い債券は ％程度と多くとっ

リスクをとった運用と言えるだ

ているものの︑株が ％ほどと

カトリック教会イエズス会の

教育理念を持つ上智大学も︑資

ろう︒収入全体のうち資産運用

ここでチャートの見方を確認
しておこう︒外側に行くほど数

産運用には積極的に取り組んで

の占める割合は﹁年度ごとの増

平均利回りは年率４％弱︒高い

いる︒元日興アセットマネジメ

運用力で︑教育研究活動の赤字

値が高いが︑きれいな７角形が

ント社長の引間雅史理事
︵ ︶
に

を埋めてきた︒

ＣＵのように資産運用力と成長

﹁いい大学﹂とは限らない︒Ｉ

２００万円という︒

性に特徴があったり︑津田塾の

ちなみに︑現在も学生１人が

るのに対して︑ヘッジファンド
学の平均が２％の株式も︑海外
大学の決算は取得時の価値を

株を含む ％に達する︒
ベースにした﹁簿価﹂で発表さ

卒業するまでに出す赤字額は約

が ％と突出している︒国内大

10

営の方向性を示している︒

資産運用収支がマイナスになっ
と﹁実はマイナス﹂
︵ 新井常務

ーマン・ショックでいったんは

18

理事︶という︒リスクをとった

65

たが︑この 年ほどはまた資産

42

よれば︑運用に回している資産

減は当然あるが︑このところ５

25

10

30

13

平均よりかなり高く︑収入にお

ける学費の依存度は相対的に低

くなる﹂
︵引間理事︶という︒

上智は 年︑国内の大学とし

中でも︑積極投資への準備を

強化に本腰を入れつつある︒

行を許しているものの︑運用力

ード︒他は東京のトップ校に先

全体３位だった立命館が一歩リ

関関同立では︑資産運用力で

投資積極化へ関学着々

ることができると考えています﹂

会的リターンの両方を手に入れ

﹁結果的に投資のリターンと社

手法だ︒引間理事は言う︒

うかを見極めて投資を判断する

いった課題を重視しているかど

業が︑環境︑社会︑企業統治と

投資原則﹂に署名した︒ある企

て初めて国連が推進する﹁責任

15

64

40

60

〜 ％で推移している︒私大の

10

進めようとしているのが関西学
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分析

私立大学の経営力

分析

私立大学の経営力

規定を見直して安全性を高めた

ーマン・ショック後、資金運用

向上のみならず、社会的リター

に力を入れ、
「 投資リターンの

配慮する企業への
「ＥＳＧ投資」

ーンボンド）や、環境や社会に

環境保護事業向けの債券（グリ

会に配慮した投資に注力する。

ていない。現時点では国内の銀

修は「資金運用は積極的に行っ

況に追い込まれていない 」
、専

運用をせざるを得ないような状

神戸女学院は「リスク資産の

較的、安定志向が目立つ。

子は同志社の指標を掲載）は比

や、東西の６女子大（同志社女

で教育環境の充実を図り、学生

ャンパスなどへの積極的な投資

ライバル同士だけに、都心のキ

さが目立つ。受験生を奪い合う

例えば日東駒専は成長性の高

る経営環境も透けて見える。

れぞれのグループが置かれてい

用に対する姿勢だけでなく、そ

の実力も伯仲している。

いった条件に恵まれる中、経営

力の青山学院。立地、知名度と

法政、純資産増減率と資産運用

院、成長性（基本金組入率）の

健全性（自己資本比率）の学習

治、ＲＯＥ（収益性）の立教、

が割れた。規模（売上高）の明

は「リ
大寺将史財務部長
（ ）

が、教育研究への積極的な投資
ンの向上」も目指しているとい

院だ。

と財務基盤の確立のため、再度
う。

小藤教授は言う。

「今回分析した 大学は、現状

いると言える。ただ、 年後に

では十分に安定した経営をして

を呼び込もうとしていることが

ブランド力で勝るＧＭＡＲＣＨ

はこの中からも、厳しい経営状

わかる。本拠は同じ東京でも、

と比べると成長投資に熱心なの

行預金を中心とした運用形態」
各指標を分析した専修大商学

は明らかで、競争環境の厳しさ

と説明する。

の見直しを検討している」と説
同志社は「安全性を重視した

明。資産運用以外でも、大口の
株式寄付を財源とする 億円を
回りは低くなっています」とし

部の小藤康夫教授は「小規模な

第３号基本金に組み入れるなど、 資金運用を行っており、運用利
年度に特殊要因として 億円
ながらも、現在、コンサルタン

を基本金に組み入れ、株式の配

ト会社からの助言を受けながら、 大学では損失が出たときの影響

当は奨学金に充てるという。純

が大きく、リスクの高い投資は

態の大学が出るかもしれない。

より有利な資産運用を目指して

で比べた中での各指標のトップ

そのＧＭＡＲＣＨは、６大学

がわかる。

資産の増減率でも全体７位に食

チャートからは、各大学の運

難しい傾向がある」と話す。

対照的に、日東駒専の４大学

いるという。

30

33

49

10

関西は上智と同様、環境や社

い込んだ。

あるのです」

経営指標に注目しておく必要が

10
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