
令和 3 年度 事業報告書 

 
1. 法人の概要 

 

名称   学校法人 神戸文化服装学院 

住所   神戸市中央区楠町７丁目１番１号  

電話番号 078-341-1219 ＦＡＸ 078-341-0989 

 

 

2. 学校の教育目標  

 

服装についての知識と感性を高め、その制作技術を習得することにより、ファッションクリ

エーターとして社会に貢献出来る人材を育成する。 

将来の衣服の在り方を考え研究し、アパレル界のリーダーとなる人材を育成する。 

 

3. 学校法人の沿革 

 

１９４１年  「扇港洋裁女学院」を創立 

１９４５年  兵庫県認可 

１９４７年  校舎増築落成 

１９４９年  財団法人認可 

１９５０年  私立学校法により、学校法人に組織変更・認可 

１９５６年  校名を「学校法人 神戸文化服装学院」に改称  

       東京・文化服装学院の連鎖校となる 

１９６６年  創立２５周年を迎える。 

１９７７年  学校教育法改正により専修学校に昇格 

       学校名を「専門学校 神戸文化服装学院」に改称 

１９９１年  創立５０周年を迎える。 

１９９４年  文部科学省より専門士称号付与校となる 

２００９年  上級学科を技術専攻科１（1 年制）と技術専攻科Ⅱ（2 年制）に改編 

２０１２年  技術専攻科Ⅱをファッション研究科と改名 

２０１６年  創立７５周年を迎える。 

２０２１年  創立８０周年を迎える。 

  



4. 学校・学部・学科 

学校名 学部 学科 修業年数 

 

 

専門学校神戸文化服装学院 

 

 

昼間部 

ファッション本科 ２ 

技術専攻科 1 

ファッション研究科 2 

  

5. 教職員の概要 

 

本務教員 8 名 兼務教員 3 名 本務職員 3 名 

  



6. 理事の概要 

 

松本 政子 学校法人 神戸文化服装学院 理事⾧ 

      専門学校 神戸文化服装学院 学院⾧ 

 

大澤 弘三 

 

二村 由紀 

 

古川 洋一 

 

河合 広夫 

 

田中 昌博 

 



7. 重点目標 

 

①入学者の増加をめざす 

②教職員業務の効率化 

③教職員の研究時間確保 

④PDCA（計画、実行、評価、改善）サイクルの実施、３S（整理、整頓、躾）の実施 

⑤生徒のモチベーションの維持とレベルアップ 

⑥生徒の希望する職種での就職サポートの強化 

４. 学校評価の具体的な目標や計画の総合的な評価結果 

・入学者の増加を目指し、ホームページはこまめに更新し、学校情報が停滞しないように心がける。その際、ス

マホサイトの見やすさ、情報の伝わりやすさを重視する。コロナが落ち着いてきたこともあり、高校訪問を再開

する必要がある。 

・教職員の業務の優先順位を決定し、教員の研究時間を確保する必要がある。 

・PDCA（計画、実行、評価、改善）サイクルについては、自己評価を教職員で確実に共有し、共通認識のもと

実施する。３S（整理、整頓、躾）については、教職員が率先して行い、生徒に指導する。 

・イベントを実施し、普段とは違う環境を作る等して、生徒のモチベーションアップにつなげる。 

・学生が思考を深め、解決してゆく実力をつけられるよう、教師はサポートしながら、試行錯誤を促す。 

・学生が希望する就職が叶うよう、サポートをする。 

 

8. 財務の概要 

 

計算書類別紙参照 



監査報告書 

 

 

１．令和 3 年度における事業及び収入支出決算について監査を実施した。 

事業の実施状況並びに会計事務処理（令和 3 年 4 月～令和 4 年 3 月迄）について、 

厳正な監査方法により監査をした結果、適正に執行されていることを認めた。 

 

 

 

 

令和 4 年 5 月 28 日 

 

監事  辻本 正直 

 

 

監事 西畑 實雄 

 

 

会計係 松本 政子 

  



財産目録 令和 4 年３月３１日現在 

１．校舎 8,895,484 2. 校地 117,014,501 ３. 機器備品 566,919 教育用機器 1,473,094 図書 1,657,243 4．預金及び有価証券 

194,418,925 ５．販売用品 1,990,482 

令和 3 年度 財務諸表 
      

資金収支計算書 
 

事業活動収支計算書 
 

貸借対照表 
 

令和 3 年 4 月 1 日から 
 

令和 3 年 4 月 1 日から 
 

令和 3 年 4 月 1 日から 
 

令和 4 年 3 月 31 日ま

で 

 
令和 4 年 3 月 31 日まで 

 
令和 4 年 3 月 31 日まで 

 

総括表 
 

総括表 
  

総括表 
 

収入の部   教育活動収支 教育活動収入計 17910217 資産の部   

当年度収入 26725622   教育活動支出計 25148533 固定資産 129607241 

その他の収入 7899470   教育活動収支差

額 

△7238316 流動資産 196409407 

前年度繰越支払資金 9328731 教育活動外収支 教育活動外収入

計 

2050982 資産の部合計 326016648 

収入の部合計 43953823   教育活動外支出

計 

0 負債の部   

支出の部     教育活動外収支

差額 

2050982 固定負債 6345372 

当年度支出 21747730   経常収支差額 △5187334 流動負債 523548 

資産運用支出 11000000 特別収支 特別収入計 0 負債の部合計 6868920 

その他の支出 1030359   特別支出計 40000 基本金 4021800 

次年度繰越支払資金 10175734   特別収支差額 △40000 繰越収支差額 315125928 

支出の部合計 43953823 基本金組入前当年度収

支差額 

  △5227334 負債及び純資産の部合計 326016648 

    基本金繰入額 合計   0   
  

当年度収支差額   △5227334   
  

前年度繰越収支差額   320353262   
  

基本金取崩   0   
  

翌年度繰越収支差額   315125928   
  

     


