
（平成３１年４月１日～令和２年３月３１日　単位：円） （平成３１年４月１日～令和２年３月３１日　単位：円）

決　　算 決　　算

422,155,116 学生生徒等納付金 422,155,116

5,908,380 手数料 5,908,380

0 寄付金 0

7,354,000 経常費等補助金 7,354,000

0 付帯事業収入 0

0 雑収入 2,567,261

978 教育活動収入計 437,984,757

2,567,261 人件費 194,694,809

0 教育研究経費 44,546,358

282,710,000 管理経費 147,096,469

142,751,178 徴収不能額等 0

△ 272,309,771 教育活動支出計 386,337,636

181,647,779 教育活動収支差額 51,647,121

772,784,921 受取利息・配当金 978

194,694,809 0

29,141,668 教育外活動収入 978

147,096,469 借入金等利息 476,690

476,690 0

16,415,319 教育活動外支出 476,690

2,760,760 教育外活動収支差額 ▲ 475,712

5,416,070 経常収支差額 51,171,409

208,240 当年度収支差額 51,171,409

144,303,872 前年度繰越収支差額 ▲ 307,503,898

0 翌年度繰越収支差額 ▲ 256,332,489

232,271,024 （参考）

772,784,921 事業活動収入計 437,985,735

事業活動支出計 386,814,326

（令和２年３月３１日現在　単位：円） （令和２年３月３１日現在　単位：円）

総　　額 792,397,398

金額 科目 金額 基本財産 486,809,792

486,809,792  固定負債 20,835,841 運用財産 305,587,606

305,587,606  流動負債 318,487,092 339,322,933

 基本金 709,406,954 453,074,465

 消費収支差額 △ 256,332,489

792,397,398
負債の部・基本金

及び消費収入
差額の部　合計

792,397,398

令和元年度　決算報告書

貸　借　対　照　表

管理経費支出

資金収支計算書

科　　目

その他の教育活動外収入

その他の教育活動外支出

事業活動収支計算書

収入の部合計

教
育
活
動
収
支

教
育
活
動
外
収
支

資金収入調整勘定

前年度繰越支払資金

借入金等収入

その他の収入

雑収入

その他の支出

資金支出調整勘定

翌年度繰越支払資金

 支出の部合計

付帯事業・収益事業収入

前受金収入

施設関係支出

設備関係支出

資産運用支出

借入金等返済支出

科　　目

学生生徒等納付金収入

手数料収入

寄付金収入

補助金収入

資産売却収入

受取利息・配当金収入

人件費支出

借入金等利息支出

教育研究経費支出

財　産　目　録

資　産

負　債　総　計

学校法人つくば総合学院

資　　産　　の　　部 負債･基本金及び消費収支差額の部

正　味　財　産

資産の部
合計

 固定資産

 流動資産

科目



令和元年度　事業報告書

学校法人つくば総合学院

つくばビジネスカレッジ専門学校
専門学校つくば自動車大学校



1 法人の概要

① 設置する学校・学科等状況

つくばビジネスカレッジ専門学校 茨城県つくば市桜2-14-4

工業専門課程・商業実務専門課程

専門学校つくば自動車大学校 茨城県つくば市柴崎624-5

工業専門課程

※自動車総合科は、令和元年度をもって廃科とした。

② 設置する学校の学生数状況

※学生数は、令和元年5月1日現在、学校基本調査数に基づく。
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専門学校つくば自動車大学校

学科名

ビジュアルデザイン学科

ビジュアルデザイン学科研究課程

修業年限（年）

2

1

国際自動車整備士科

自動車総合科※

農業機械整備士科

自動車工学科

設置する学校名

つくばビジネスカレッジ専門学校

車体整備士科

一級自動車整備士科

1

78

設置する学校名

法人合計

備考

125

129

学生数（名） 卒業者数（名）

162 4

つくばビジネスカレッジ専門学校 131

293

専門学校つくば自動車大学校

467 191

入学定員（名）

25

合計

4

3

2

1

合計

2

1

学年

卒業者数のうち進
学3名



2 事業の概要

① 令和元年度事業概要

② 令和元年度の主な事業の結果

１．数値実績

※1　令和2年度入学生の主な出身高等学校

留学生出身国：スリランカ・ベトナム・ネパール・ウズベキスタン・バングラディシュ　他

※2　令和元年度卒業生の主な就職企業等

2

　令和元年度も大学進学率増加、求人倍率増加、自動車整備希望者数の減少などにより、新規
入学生数は依然として厳しい状況が続いている。しかしながら、人材不足が深刻なIT関連企業や
クールジャパンの代表的なマンガ・イラスト分野の希望者が引き続き好調であった。また自動車
整備分野の留学生向け学科は、日本で就職を希望する学生で応募多数で定員を充足した。両校
とも職業実践専門課程に認定されており、企業との連携を強化し、高資格取得に努め、就職実績
も順調であった。また地域密着型の専門学校として、各種イベントの開催や事業受託するなど、
地域との連携を深めてきた。年度末には学生満足度を上げるために、暖冷房の追加設置やパソ
コン入れ替えなど施設設備の充実を図った。

八千代・土浦第三・土浦湖北・つくば国際大学東風・つくば工科・筑波・つくば開成・東
豊学園つくば松実・石岡第二・伊奈・下館工業・守谷・岩井・土浦工業・鬼怒商業・水
海道第二・真壁・竜ケ崎第二・つくば国際大学・江戸朔総合・霞ヶ浦・石岡第一・玉造
工業・水戸第三・常磐大学・N・下館第二・石下紫峰・取手松陽・竜ケ崎南・笠間・大成
女子・勝田・水戸葵陵・明秀学園　他

日立化成ﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ、SMC、八潮化学、ﾀﾅｶ、渡辺食品、十和運送、上尾中央医科ｸﾞ
ﾙｰﾌﾟ、旭情報ｻｰﾋﾞｽ、北友ｼｽﾃﾑ、ｱｲｾﾙ、ﾆｭｰﾗｲﾌ、ﾃﾞﾝｻﾞﾝ、吉田写真館、静和堂、
ﾄｩﾙｰﾌﾟｽ、富沢印刷、つちや、松庄花壇、DNPﾃﾞｰﾀﾃｸﾉ、小松印刷、ｺﾅﾝ販売、大黒
屋、平山、ｴｲｼﾞｪｯｸ、稲敷市役所、愛和総合病院、筑波ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ病院、筑波記念
病院、総合守谷第一病院、小張総合病院、さくらがわ地域医療ｾﾝﾀｰ、国立病院機構
関東信越ｸﾞﾙｰﾌﾟ、小山記念病院、茨城県きぬ医師会、豊後荘病院、小美玉医療ｾﾝ
ﾀｰ、おのぼりｸﾘﾆｯｸ、みやもとﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ、池羽ﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ、あかつか慶友ｸﾘﾆｯ
ｸ、池田医院、大石内科ｸﾘﾆｯｸ、伊勢甚本社、ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ、ﾏﾘｴﾗｸﾞﾗｽ、ｴｲﾄﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞｵ
ﾌｨｽ、ｸﾞﾗﾝﾍﾞﾙﾎﾃﾙ、伊東園ﾎﾃﾙｽﾞ、PIC、ｳｴﾃﾞｨﾝｸﾞﾎﾞｯｸｽ、芦田ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ、小倉呉服
店、たちばな、不二ﾋﾞｭｰﾃｨ、ﾈｯﾂﾄﾖﾀ茨城、茨城ﾄﾖﾀ自動車、茨城日産自動車、ﾎﾝﾀﾞ
茨城南、ｽｽﾞｷ自販茨城、北関東ﾏﾂﾀﾞ、ﾄﾖﾀｶﾛｰﾗ南茨城、ﾌｫﾚｽﾄ、栃木ﾀﾞｲﾊﾂ販売、ﾓ
ﾄﾚｰﾝｱｲｱﾝﾄﾞｴﾌ、ﾄﾖﾀL&F茨城、ﾄﾖﾀﾕｰｾﾞｯｸ、ﾔﾏﾄｵｰﾄﾜｰｸｽ、ｽｽﾞｷ自販千葉、関東三
菱自動車販売、UDﾄﾗｯｸｽ、ﾅｵｲｵｰﾄ、ｻﾞﾙﾂﾌﾞﾙｸﾞ・ﾓｰﾀｰｽ、北関東ｸﾘｰﾝ社、ﾃｲ・ｱｲ・ｼ
ｲ、　　南東北ｸﾎﾞﾀ、関東甲信ｸﾎﾞﾀ、ｽｶﾞﾉ農機　他

ITパスポート3名

一級自動車整備士100%

診療報酬請求事務能力認定（1年次）3名

車体整備士100%

秘書技能検定一級6名 二輪自動車整備士93.3%

秘書技能検定準一級（1年次）33名 職業訓練指導員66.7%

令和2年度入学生※1

就職率※2

退学者数

主要高資格取得 二級自動車整備士93.1%
（留学生含む）

つくばビジネスカレッジ専門学校 専門学校つくば自動車大学校

149名 89名

94.1% 100%

14名 9名

基本情報技術者1名



２．事業実績
平成31年 4月 入学式（2校合同：オークラフロンティアホテルつくば）

新入生オリエンテーション（茨城県中央青年の家）
令和元年 5月 バスハイク

一級自動車整備士口述試験
ガス溶接講習会

令和元年 6月 中古自動車査定士試験
ホンダエコノパワーもてぎ大会参加
ブライダルビジネス学科卒業制作プレゼンテーション（つくば市内式場）

令和元年 7月 第四回小学生向けお仕事体験会（合同：7分野）
令和元年 8月 もてぎKART耐久フェスティバルK-TAI参加
令和元年 9月 職業訓練指導員試験

ブライダルビジネス学科卒業制作発表会（つくば市内式場）
tact祭
教職員研修旅行（ベトナム ハノイ 日本語学校、高級商工職業学校等視察）
ホンダエコマイレッジ全国大会参加

令和元年11月 合同就職研修会（マナー研修：オークラフロンティアホテルつくば）
日産自動車いわき工場見学（留学生）
国内研修旅行（沖縄：留学生）

令和元年12月 海外研修旅行（ハワイ）　2校
令和2年 1月 保護者向け就職説明会

校内企業説明会（県内ディーラー他）
ボーリング大会
スバル太田工場、東京オートサロン見学

令和2年 2月 ビジュアルデザイン学科卒業制作展示会（つくば市内）
就職研修会（就職活動スタートアップ研修）

令和2年 3月 卒業式（各校にて規模縮小し開催）
自動車整備士登録試験

③ その他

◎ 表彰、入賞関連

医療事務技能審査教育優秀校（全国20校表彰） つくばビジネスカレッジ専門学校

秘書技能検定　文部科学大臣賞表彰（全国3校表彰） 　〃

まつりつくばポスターデザイン最優秀賞・優秀賞受賞 　〃

ホテルビジネス実務検定優秀指導校表彰 　〃

TAC簿記チャンピオン大会　二級の部　団体6位 　〃
もてぎKART耐久フェスティバル”K-TAI”　完走　R元.8.3-4 専門学校つくば自動車大学校
ホンダエコマイレッジ全国大会　学生部門　26位　R元.9.28-29 　〃

　〃
◎ 会場校、他イベント協力

銀行業務検定協会受験会場協力（年3回） つくばビジネスカレッジ専門学校
金融業務能力検定・G-TEC　CBT試験会場協力 　〃
商業施設　浴衣ファッションショー　モデル、メイクスタッフ協力 　〃
茨城県国際交流課　ブラジル人学校中学生職業体験協力 　〃
茨城県教員研修センター商業系初任者教員研修研修協力 　〃
常総市立水海道西中学校職業体験協力（クリエイター系） 　〃
茨城県県西生涯学習センター小学生お仕事体験ツアー協力（中止） 　〃
茨城県内ディーラー技術講習会協力 専門学校つくば自動車大学校

◎ 施設設備関連
LED照明入れ替え二期工事 つくばビジネスカレッジ専門学校

ノートパソコン、ディスクトップパソコン80台入れ替え 　〃

実習棟冷暖房設備設置 専門学校つくば自動車大学校

◎修学支援新制度（入学金・授業料減免制度）　認定 2校

◎職業実践専門課程認定（ビジュアルデザイン学科） つくばビジネスカレッジ専門学校
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