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１. はじめに 

 

 米国の大学における財務分析手法については、大手監査法人 Peat Marwick Mitchelliにより

1980 年に刊行された『高等教育における比率分析（Ratio Analysis in Higher Education）』と

いうハンドブックで体系化が図られた。その第 5 版以降は、『高等教育のための戦略的財務分析

（Strategic Financial Analysis for Higher Education）』と名称を変え、2021 年 3 月現在、

第 7 版（更新補遺を含む）まで版を重ねている（Tahey et al. 2010; 2016）。そして、Tandberg

（2018, 5）によれば、このハンドブックが米国における大学の財務的健全性やリスクを評価す

る際の実質的なスタンダードとなっている。事実、州の高等教育省や州立大学システムが、この

ハンドブックの手法をもとに州内の公的大学の財務分析を行い、その結果を公表している例も

少なくない。 

 こうした米国の状況に対して、日本の大学の財務分析については、以下のような取り組みが行

われている。 

まず国立大学については、文部科学省高等教育局国立大学法人支援課財務分析係による国立

大学法人および大学共同利用機関法人の決算資料の公表がある（文部科学省 2020）。2004 年度

の法人化以降、国立セクター全体を合算した財務状況を分析するとともに、国立大学法人を外形

的な特徴で 8 分類し、17 の分析指標を計算した結果も『別紙資料集』として毎年度提供してい

る。なお、文部科学省の科学技術政策研究所（現 科学技術・学術政策研究所）も国立大学法人

の 2004～06 年度決算を対象とした財務分析レポートをアドホックには発表しており（治部他 

2007; 治部他 2008）、2018 年には国立大学法人の研究活動を財務データから分析した結果を発

表している（神田他 2018）。また、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構も『国立大学法人

の財務』を刊行し、全国立大学法人を 8 分類した上で、財務の健全性・安定性、活動性、発展性、

効率性、収益性の観点から 58 の分析指標の計算結果を提供している（大学改革支援・学位授与

機構 2021）ii。 

 次に公立大学については、一般社団法人公立大学協会が毎年度『公立大学便覧（公立大学の財

政）』をまとめており、印刷による冊子版には、毎年実施されている公立大学実態調査にもとづ

き各大学の経費と財源が報告されている（公立大学協会 2016）iii。分析としては、学生 1 人あ

たりの経費や設置団体の財政規模との比較などが行われているが、基本的に予算ベースの金額

が使用されている。 

 最後に私立大学については、日本私立学校振興・共済事業団が、毎年、『今日の私学財政 大学・

短期大学編』を発行しており、財務分析を行っている。ただし、機関別の分析は公表しておらず、

法人単位（大学法人／短期大学法人）もしく機関単位（大学部門／短期大学部門）で規模別、地

域ブロック別、学部構成系統別に集計した財務諸表および財務分析指標の計算結果が示されて

いる（日本私立学校振興・共済事業団 2018）。財務分析指標の数は、貸借対照表関係 20 指標、

事業活動収支計算書関係 16 指標、活動区分別資金収支計算書関係 1 指標となっている。つまり、

各法人、各機関が自身の指標を計算し、自身が属性に合う法人、機関の平均値と比較して分析を

進めることになる。 

なお、同事業団では『私学の経営分析と経営改善計画』を刊行し、主に教育研究活動の資金フ

ローと外部負債や手元流動性（運用資産）に主眼をおいた自己分析手法を提案しており、結果は

7 区分のグレードで評価される（日本私立学校振興・共済事業団 2017）。財務諸表をもとにした

『今日の私学財政』の指標では、資金繰りや流動性の評価が少々手薄であり、その点を補ってい

る側面もある。また、この分析に含まれている 2 つの視点（「経常収支差額」および「外部負債

と運用資産の比較」）は、文部科学省による経営難私大への指導基準であり、2020 年度から始ま

った新たな高等教育就学支援制度を適用する条件にもなっている。 

 つまり、日本では国・公・私立のセクター別に多様な形で財務分析が行われており、米国のよ

うに公・私をあわせた標準的な手法が存在するわけではない。今後も日本では同様の状態が続く



と見込まれる。しかし、米国における約 40 年間の経験から生み出された内容には、日本とは異

なる視点やアプローチが含まれており、日本の手法をアップデートする際に参考とすべき点が

見受けられる。そこで本稿では、Tahey et al.（2010; 2016）の財務分析フレームワークを紹介

し、その内容を検証する。その上で日本の大学における財務分析への示唆をまとめ、締めくくり

たい。 

 

２. 財務分析手法の概要 

 
2-1 米国における手法の全体像 

 ここでは、Tahey et al.（2010, 105-108）にもとづいて、ハンドブックにある財務分析手法

の体系を説明する。まず、この財務分析手法は二段階プロセスとなっており、第一段階では次の

問いに答えるような指標が設定されている。具体的には、流動性指標（Liquidity Ratio）であ

る。 

 

第一段階の問い：高等教育機関は十分な流動性を有しているか？ 

 

 つまり、他の側面を差し置いて、最も重要視されているのは、大学の資金繰りがきちんと回る

のかという点である。次項で詳しく説明するとおり、この流動性のチェックは、公表されている

財務諸表から簡単に計算される流動比率や当座比率といったものではなく、各大学の金融資産

や資金調達のポートフォリオを反映した詳細なものとなっている。 

 そして、流動性に問題がないと確認できた後に、第二段階として 4 つの側面に対する問いが用

意されている。 

 

第二段階の問い 

① 機関のミッション達成を支える十分かつ柔軟な資源を有しているか？ 

② 債務を含めた財務資源はミッション推し進めるために戦略的に管理されているか？ 

③ 資産の有効な活用と管理で戦略的方向性を支えているか？ 

④ 業務活動の結果からみて、機関は利用可能な資源の範囲内で存続可能となっているか？ 

 

上記の 4 つの問いには、それぞれ基盤準備金比率（Primary Reserve Ratio）、生存力比率

（Viability Ratio）、純資産変動比率（Return on Net Asset）、業務損益比率（Net Operating 

Revenue Ratio）が主要指標として対応している。また、分析をさらに深耕するために、②～④

の問いに対しては、それぞれ 4～5 つの補助的な指標も設定されている。こうした各指標の詳細

については、別途後述する。 

なお、この財務分析手法の大きな特徴の一つが合成財務指標（Composite Financial Index: 

CFI）の計算である。上記の主要 4 指標を合成して 1 指標にまとめ、財務的な健全性を測る総合

指標を求めるものである。また、主要 4 指標には許容範囲の基準値が設けられており、CFI を計

算する際に 4 指標は基準値からの乖離度に直される。この乖離度を強味要因（strength factors）

と呼んでおり、レーダーチャートなどで表して視覚化することも推奨されている。こうした CFI

についても、詳細は後述する。 

 以上のような財務分析手法の全体像をまとめたのが図 9-1 である。 

 

  



図 9-1 財務分析手法のフレームワーク 

 
出典：Tahey et al.（2010, 107） 

 

ちなみに、米国の大学において採用されている一般に公正妥当と認められた会計原則

（Generally Accepted Accounting Principles: GAAP）は、州立大学などの公的大学と私立の非

営利大学、営利大学で異なっている。具体的には、公的大学は政府会計基準審議会（Governmental 

Accounting Standards Board: GASB）の定めるビジネスタイプ主体に対する会計基準、私立の非

営利大学は財務会計基準審議会（Financial Accounting Standards Board: FASB）の定める非営

利主体の会計基準、営利大学は FASB が定める営利主体（企業等）の会計基準を使用する。ただ

し、GASB および FASB のいずれも、国際財務報告基準（International Financial Reporting 

Standards: IFRS）への収斂を意識した改正が相次いでいる。 

また、公的な大学であっても FASB の定める非営利主体の会計基準が用いられる関係組織

（affiliated entities）がある。具体的には、資金集めなど様々な目的の財団（foundations）、

食堂やキャンパス内店舗運営などを行う収益事業会社（auxiliary services corporations）な

どである。こうした組織は、コンポーネント・ユニット（component units: CU）と呼ばれ、大

学本体と分離して別途財務諸表が作成されている。しかし、大多数の公的大学は、CU の稼得す

る財務資源に依存しており、CU の数値を分析上除外するのは、結論のミスリードにつながるお

それがある。よって、この財務分析手法では、原則として CU を含めた数値で公的大学の分析を

行っている。 

 

2-2 流動性指標の計算 

 前項で紹介したとおり、この財務分析手法では、流動性の評価を最も重視している。以下、

Tahey et al.（2010, 19-30）にもとづき、流動性指標の内容を説明する。まず、この指標の分

子と分母は表 9-1 のとおりであり、基準値は 1.0 となっている。 

 

表 9-1 流動性指標の算式 

分子 流動性の資源（Sources of Liquidity） 

分母 流動性の使用（Uses of Liquidity） 

 



 流動性の評価というと、貸借対照表上の流動資産と流動負債を比較する流動比率や流動資産

のうち現預金、有価証券、売上債権など特に換金性の高い資産（当座資産）のみを対象とする当

座比率が通常想定される。しかし、この財務分析手法における流動性指標は、財務諸表の情報だ

けでは計算できない、かなり短期的な資金繰りのチェックとなっている。以下、詳しく内容を確

認する。 

 

 2-2-1 流動性の資源 

まず、分子の「流動性の資源」の内容は、表 9-2 のようになっている。 

 

表 9-2 流動性の資源の内容 

 
出典：Tahey et al.（2010, 21） 

 

 まず、この分析で使われている短期（short term）と中期（intermediate term）という用語

に注意が必要である。保守的な前提で計算を行うため、資源については短期が当日か長くても

翌日までに確保できる流動性、中期は 30 日未満となっている。よって、キャッシュ・フロー計

算書で扱われる「現金同等物」（cash equivalents）ivは、そのままこの指標の計算に含めるこ

とはできない。表 9-2 の内容をさらに細かくみていくと、以下のようになっている。 

 最初に「現金および業務資金（cash and operating funds）」について、短期の場合には現

金、短期財務省証券や同等の質の高い公債・社債が想定されている。中期については、州の投

資ファンドや投資信託での運用資金のうち満期までの期間が 30 日より短いものを含めてよいこ

とになっている。Tahey et al.（2010, 22）では、州の投資ファンドにおける引き出し制限

や、当座預金の預け先および投資先を分散しないことによるリスクなどにも触れている。な

お、短期の分析においては、分析時点で利用可能な資源のみを対象としており、中期の分析で

は定期的に想定される業務収入等も対象となる。 

 次の「長期投資プールで保有する業務資金（operating funds held in long term pool）」に

ついては、短期の分析には含めず、中期についてはプールの投資内容により個別に判断するこ

とになっている。「基金とその他の資産、有価証券貸借取引純額v（endowment cash and other 

assets, net of securities lending requirements）」については、当日および翌日の範囲で資

金化できるものは短期の分析に含め、30 日未満で満期を迎えるものについてはあわせて中期の

分析に使用する。同（2010, 22）では、基金が大学の資金繰りに重要な役割を果たしており、

分析に含めないという選択肢を否定している。なお、「投資ファンドの配当・払込純額（net 

capital redemptions (calls)）」は、ファンドからの配当額と契約上義務となる追加投資払込

額（capital calls）の差額であり、中期の分析にのみ含める。結局、上記の 3 項目について

は、中長期的な投資運用資金に関する分析上の扱いを示している。 

 その次にある 2 つは、手元にある資金ではなく借入による流動性の確保を評価している。ま

ず「業務与信枠、コマーシャル・ペーパー、長期債借換予定証券vi（operating lines of 

credit, commercial paper, BANs）」については、銀行からの短期借入枠および短期債券の発行

による資金繰りを分析に含めている。与信枠のうち非約定ベースの与信枠（uncommitted 



lines）は銀行に融資の拒否権があり、約定ベース（committed lines）にはないが、この分析

には両方を含めることになっている。なお、中期の分析にコマーシャル・ペーパーと BANs が含

まれていないのは、これらの債券の償還により中期的には「流動性の使用」に入ってしまうこ

とによる。また、ここで業務与信枠として扱われているのは非特定目的与信枠（non-dedicated 

lines）であるが、「特定目的与信枠（dedicated lines of credit）」については、変動金利要

求払い債（variable-rate demand bonds: VRDBs）について、投資家から買い戻しの請求を受け

た際の対応部分のみを分析することとなっている。 

 最後の 3 つについて、まず「慈善寄附（philanthropy）」は、業務一般に使用可能であり、30

日以内に定められた金額が収入見込みである場合のみ、中期の分析に含めることとしている。

ただし、安定的な収入ではないため、この分析では含めない選択肢も否定していない。「未収

金、未払金、「未決済手形」（accounts receivable and payable, “float”）」については、業

務の性質により中期の分析に含めるが、短期には含めない。企業の財務分析では、当座資産と

して扱われ、手元流動性の一部とされるが、この分析ではかなり保守的に扱われていることが

わかる。「外部資金（external funds）」は、上記で紹介した短期の資金繰り目的の借入ではな

い長期債務を想定しており、調達資金で投資を行った場合、30 日以内に満期を迎えるものを短

期と長期両方の分析に含める。コマーシャル・ペーパーや BANs のように、中期でみた場合に償

還期を迎えて「流動性の使用」になるものは含まれていない。 

 総じて、「流動性の資源」については、米国の大学が多様な資金調達および資金運用を日常的

に行っていることを反映して、短期と長期のリスクを測り、分析への含め方を示唆しているこ

とがわかる。金額については、できるだけ保守的に限定した金額だけを含め、少なめに見積も

られている。 

 

 2-2-2 流動性の使用 

次に、分母の「流動性の使用」の内容は、表 9-3 のようになっている。 

 

表 9-3 流動性の使用の内容 

 
出典：Tahey et al.（2010, 25） 

 

 まず、「業務（operations）」については、日常的な資金需要について大学は把握しているは

ずであり、それにもとづいた 1 か月分の必要額がベースとなる。しかし、この分析では保守的

な立場をとり、資金需要が不規則に増大した場合に備えて、短期の分析で 30 日分、中期の分析

で 90 日分の必要資金をバッファとして加えている。 

 次が「基金の取り崩し（endowment payout）」である。短期の分析では、基金は減るが大学に

資金が移るのみであり、大学と基金の流動性を合算すれば特に増減はない（zero sum）。中期で

も基本的には同様だが、基金からの定期的な取り崩し規模が運用利率を上回っているような場

合には、ネガティブな影響が考えられる。よって、大学の流動性と基金の流動性を総体的にコ

ディネートして管理する必要性を Tahey et al.（2010, 26）は指摘している。 

 その次にリストアップされているのが「債務残高（outstanding debt）」であり、債務償還に

かかる流動性の使用を指している。短期の分析では、30 日以内に償還・返済期限を迎える債務

を対象としており、例として債券保有者による VRDBsの要求払いやコマーシャル・ペーパー、

与信枠やその他の負債が例にあげられている。そして、中期の分析では、1 年以内に償還・返

済期限を迎えるすべての債務が対象となる。「流動性の資源」に比べると「流動性の使用」の方



が対象とする期間が長く、使用の可能性がある機会をできる限り広くすくい上げようとしてい

ることがわかる。 

 「施設・設備投資（capital investment）」と「積立金の取り崩し（drawdown of 

reserves）」は繰り延べが可能なため、基本的には短期の分析に含めない。しかし、「積立金の

取り崩し」については、喫緊（imminent）の資金需要への対応は短期の分析に含めることにな

る（中期の分析は、1 年以内の取り崩しが対象となる）。また、同（2010, 26）では、経営陣や

理事会が見逃すような小さな支出（例えば、小規模な設備投資）でも、累積すると重大な「流

動性の使用」につながることが指摘されている。こうした点を加味して、「施設・設備投資」に

ついては、中期の分析において年間予算額を含めている。 

 その他には、一定の前提条件をおいて、金融派生商品に対する「担保の差し入れ（potential 

collateral posting）」なども含めるように示唆されている。 

 

 2-2-3 流動性指標の計算例 

 以上で説明した「流動性の資源」を「流動性の使用」で除して流動性指標を求め、1 を上回

るかどうかを確認する。この財務分析手法では、流動性指標＞1.0 の条件を満たさなければ、

さらに詳細な分析には進まず、まず資金繰りを手当てして流動性の改善をはかることを求めて

いる。そうした視点の明確な優先順位が一つの特徴である。 

 流動性指標の説明の最後に、Tahey et al.（2010, 28-29）に掲載されている計算実例（仮想

の大学を想定）を以下に紹介する（表 9-4）。 

 

表 9-4 流動性指標の計算実例 

 短期 中期 

流
動
性
の
資
源 

✓ 現金および業務資金 $6.0億＝現金 

$2.0 億＋基金中の現金・短期財務省証

券 $4.0 億 

✓ 約定ベース信用枠 $1.0 億 

✓ 特定目的与信枠 $0.75 億＝特定目的与

信枠 $1.5 億のうち変動金利要求払い証

券償還分 $0.5 億＋コマーシャル・ペー

パー償還分 $0.25 億 

✓ 未払金の繰り延べ $0.25 億 

✓ 現金および業務資金 $12.0億＝現金 

$2.0 億＋基金中の現金・短期財務省証

券 $4.0 億＋株式 $5.0 億＋中期債券フ

ァンド $1.0 億 

✓ キャピタル・コール純額 △$0.5 億 

✓ 約定ベース信用枠 $1.0 億 

✓ 特定目的与信枠 $0.75 億＝特定目的与

信枠 $1.5 億のうち変動金利要求払い証

券償還分 $0.5 億およびコマーシャル・

ペーパー償還分 $0.25 億 

✓ 慈善寄附 $0.5 億 

合計 $8.0 億 合計 $13.75 億 

流
動
性
の
使
用 

✓ 業務 $2.5 億 

✓ 債務償還 $0.75 億＝変動金利要求払い

証券 $0.5 億＋コマーシャル・ペーパー 

$0.25 億 

✓ スワップ取引にともなう担保差し入れ 

$0.2 億 

✓ 業務 $7.5 億 

✓ 基金取り崩し $2.0 億 

✓ 債務償還 $1.75 億＝変動金利要求払い

証券 $0.5 億＋コマーシャル・ペーパー 

$0.25 億＋債券借換 $1.0億 

✓ 施設・設備投資 $0.5 億 

✓ 積立金取り崩し $0.25 億 

✓ スワップ取引にともなう担保差し入れ 

$0.4 億 

合計 $3.45 億 合計 $12.40 億 

指
標 

$8.0 億÷$3.45 億＝2.32 $13.75 億÷$12.40 億＝1.11 

出典：Tahey et al.（2010, 28-29）より筆者作成 

 



財務諸表からそのまま用いることが可能な数値はほとんどなく、個別大学で各項目について

何らかの条件を設定し、対応することが必要になることが、改めてよくわかる。 

 

2-3 主要財務指標と補足財務指標 

 この財務分析手法では、前節で説明した流動性指標が基準をクリアしていることを確認した

上で、第二段階で 4 つの視点から財務分析を実施することになる。本節では、各視点の分析で使

用される主要指標と補助指標について、Tahey et al.（2010, 111-132）にもとづいて説明する。

なお、FASB の非営利会計基準および GASB のビジネスタイプ会計基準の両方とも、同書刊行後に

改正されており、財務諸表における計上科目の名称等が変更になっているため、可能な範囲で改

正後の財務諸表項目に読み替えた場合の対応を付記している。 

 

2-3-1 資源の充足性分析 

この分析は、「機関のミッション達成を支える十分かつ柔軟な資源を有しているか？」という

問いに対応する。主要指標は「基盤準備金比率」であり、算式は表 9-5 のとおりである。その意

味合いは、手元の使用可能な準備金で業務を何年支えることができるかを示しており、公的大学

については CU も合算した内容となる。なお、分母には業務費用（operating expenses）を採用

する場合もあり、基準値は 0.4 である。つまり、日常経費の約 5 カ月分の使用可能な準備金があ

れば基準を達成できることになる。 

 

表 9-5 基盤準備金比率の算式 

 私立非営利大学 公的大学 

分子 
取崩可能な純資産 

（Expendable Net Assets） 

取崩可能な純資産（Expendable Net Assets） 

＋収益事業等（CU）の取崩可能な純資産 

分母 総費用 (Total Expenses） 総費用 (Total Expenses）＋収益事業等（CU）の総費用 

 

表 9-6 基盤準備金比率の計算実例 

私立非営利大学               公的大学 

 
 

さらに詳細な計算については、表 9-6 のような例が示されている。問題は分子の「取崩可能な

純資産」の求め方にあるが、私立非営利大学については、非拘束純資産（unrestricted net assets）

＋一時拘束純資産（temporary restricted net assets）－有形固定資産純額（property, plant 

and equipment, net）＋長期債務（long-term debt）で計算されている。つまり、拘束性の弱い

純資産から有形固定資産見合いの取崩不可能な部分を差し引く計算となっており、長期債務を

加算しているのは有形固定資産純額から長期債務が対応する部分を取り除いているためである。

なお、FASB の非営利会計基準は改正され、純資産は寄附者非拘束純資産（without donor 

restrictions）と寄附者拘束純資産（with donor restrictions）の 2 区分に変更されている。

旧来の区分から単純な科目の読み替えはできないため、新しい基準に対応した計算式の発表が

待たれる（2021 年 3 月現在）。 

これに対して公的大学の指標計算における分子は、大学の［非拘束純資産（unrestricted net 

出典：Tahey et al.（2010, 113） 



assets）＋取崩可能な拘束純資産（expendable restricted net assets）］＋CUの［非拘束純資

産＋一時拘束純資産－有形固定資産純額］となっている。CU は FASB の非営利会計基準を使用し

ているため私立非営利大学と同様の計算となる。大学について有形固定資産見合いの取崩不可

能な部分を取り除く計算が入っていないのは、純資産に資本資産純投資（net investment in 

capital assets）という計上科目があり、すでに有形固定資産見合いの額が分離されていること

による。 

 なお、資源の充足性分析について、補足指標は提案されていない。 

 

2-3-2 負債管理の戦略性分析 

この分析は、「債務を含めた財務資源はミッション推し進めるために戦略的に管理されている

か？」という問いに対応する。主要指標は「生存力比率」であり、算式は表 9-7 のとおりである。

その意味合いは、有形固定資産投資目的の債務残高に対して、償還に使用可能な準備金がどの程

度足りているかを示しており、公的大学については CU も合算した内容となる。基準値は大学に

よって個別に設定すべきとされているが、最低でも 1：1 が求められている。後に説明する合成

財務指標（CFI）の計算上は標準を 1.25：1 としており、債務残高を 25％超える準備金が必要と

解釈できる。 

 

表 9-7 生存力比率の算式 

 私立非営利大学 公的大学 

分子 
取崩可能な純資産 

（Expendable Net Assets） 

取崩可能な純資産（Expendable Net Assets） 

＋収益事業等（CU）の取崩可能な純資産 

分母 
有形固定資産投資目的債務残高

(Plant-related Debt） 

有形固定資産投資目的債務残高(Plant-Related Debt）＋

収益事業等（CU）の有形固定資産投資目的債務残高 

 

さらに詳細な計算については、表 9-8 のような例が示されている。まず、分子の「取崩可能な

純資産」の計算方法は、基盤準備金比率とまったく同じであるため、説明の重複を避けたい（私

立非営利大学の会計基準改正にともなう問題も同様に抱えている）。次に分母の有形固定資産投

資目的債務残高については、長期債務だけでなく、短期の債務、発行済み債券・証券、キャピタ

ル・リースなど有形固定資産に関係して将来的に支払い義務が生じるものすべてを含める。つま

り、プロジェクト・ベースで戦略的に投資した案件について、将来的な負担まで考慮した管理が

できているかどうかを評価しようとするものである。 

 

表 9-8 生存力比率の計算実例 

私立非営利大学               公的大学 

 
 

 なお、この分析については、4 つの補助指標が提案されており、表 9-9 に算式を紹介する。 

 

  

出典：Tahey et al.（2010, 116） 



表 9-9 負債管理の戦略性分析に関係する補助指標 

 私立非営利大学 公的大学 

債務負担比率（Debt Burden Ratio） 

分

子 
債務元利償還費（Debt Service） 

債務元利償還費（Debt Service） 

＋収益事業等（CU）の債務元利償還費 

分

母 
総支出（Total Expenditure） 

※総費用－減価償却費＋元金償還支出 

総支出（Total Expenditure）＋収益事業等（CU）の総支出 

※総費用－減価償却費＋元金償還支出 

債務償還カバレッジ比率（Debt Service Coverage Ratio） 

分

子 

調整後の業務にかかる非拘束純資産変動

（Adjusted Change in Unrestricted Net 

Assets from Operations） 

※業務にかかる非拘束純資産変動＋減価償

却費＋支払利息 

業務損益（Net Operating Income）＋業務外損益（Net 

Nonoperating Revenues）＋支払利息（Interest Expense）

＋減価償却費（Depreciation）＋収益事業等（CU）の調整

後の業務にかかる非拘束純資産変動 

分

母 
債務元利償還費（Debt Service） 

債務元利償還費（debt service） 

＋収益事業等（CU）の債務元利償還費 

利息負担比率（Interest Burden Ratio） 

分

子 
支払利息 支払利息＋収益事業等（CU）の支払利息 

分

母 
総支出 総支出＋収益事業等（CU）の総支出 

ポートフォリオ元金償還期間指標（Portfolio Principal Deration Metric） 

分

子 

発行済み各債券等の［残高×元金償還期間］の合計 

（For each issue outstanding, the sum of (Par Outstanding x Principal Duration Term)） 

分

母 

発行済み各債券等の残高の合計 

（Total Par Outstanding） 

出典：Tahey et al.（2010, 116-121）より筆者作成 

 

 まず債務負担比率は、総支出に占める元利償還支出の割合を計算しており、この比率が高いほ

ど元利払いの負担が大きく、財務的な柔軟性が失われていることになる。利息負担比率は、債務

負担比率のうち支払利息の負担の重さだけを評価したものである。債務償還カバレッジ比率は、

1 年間の利益を利払い前・減価償却前の資金剰余額に直して、その資金剰余額で元利償還額を何

倍くらいカバーしているかを計算している。比率が高いほど負担は軽いと評価できる。ポートフ

ォリオ元金償還期間指標は、発行済み債券等の債務の償還期限が加重平均で何年後に到来する

かを計算している。ただし、償還期限は額面上の満期ではなく、同等債券の平均期間や借入条件

の見直しサイクルなど、可能性のある満期前の期間で計算している。この期間が短いほど短期に

債務の返済を迫られる可能性を有しており、流動性を確保しておく必要がある。 

 生存力比率に加えて、こうした補助指標を用いることにより、負債管理に関するさらに詳細な

状況把握が可能となる。 

 

2-3-3 資産の効率性分析 

この分析は、「資産の有効な活用と管理で戦略的方向性を支えているか？」という問いに対応

する。主要指標は「純資産変動比率」であり、算式は表 9-10 のとおりである。純資産の対前年

度増減率を計算することにより、前年度に比較した経済的リターンを計測している。大学ごとに

物価水準を加味しない実質ベースで 3～4％をターゲットにすることが推奨されているが、後に

説明する合成財務指標（CFI）の計算上は、標準を 6％に設定しており、物価上昇率を 2～3％見

込んでいる形になっている。 

 

  



表 9-10 純資産変動比率の算式 

 私立非営利大学 公的大学 

分子 純資産変動（Change in Net Assets） 
純資産変動（Change in Net Assets） 

＋収益事業等（CU）の純資産変動 

分母 純資産総額（Total Net Assets） 
純資産総額（Total Net Assets） 

＋収益事業等（CU）の純資産総額 

 

さらに詳細な計算については、表 9-11 のような例が示されている。内容的には、期初の純資

産額に対して 1 年間の増加率を計算している。しかし、この比率は金融・資本市場の動きが大き

い際や大規模な投資の実施等により大きく変化するため、3 年の移動平均をとる、あるいは 5～

10 年間のトレンドをみることも推奨されている。 

 

表 9-11 純資産変動比率の計算実例 

私立非営利大学               公的大学 

 
 

 なお、この分析については、4 つの補助指標が提案されており、表 9-12 に算式を紹介する。 

 

表 9-12 資産の効率性分析に関係する補助指標 

 私立非営利大学 公的大学 

有形固定資産再投資比率（Physical Asset Reinvestment Ratio） 

分

子 
施設・設備投資支出 

（Capital Expenditures） 

施設・設備投資支出（Capital Expenditures） 

＋収益事業等（CU）の施設・設備投資支出 

分

母 
減価償却費（Depreciation Expense） 

減価償却費（Depreciation Expense） 

＋収益事業等（CU）の減価償却費 

施設・設備経過年数（Age of Facilities Ratio） 

分

子 

減価償却累計額 

（Accumulated Depreciation） 

減価償却累計額（Accumulated Depreciation） 

＋収益事業等（CU）の減価償却累計額 

分

母 
減価償却費（Depreciation Expense） 

減価償却費（Depreciation Expense） 

＋収益事業等（CU）の減価償却費 

施設・設備負担比率（Facilities Burden Ratio） 

分

子 

減価償却費＋支払利息＋施設・設備運営・維

持補修費（Depreciation Expense plus 

Interest Expense plus Plant Operations 

and Maintenance Expenses） 

減価償却費＋支払利息＋施設・設備運営・維持補修費

（Depreciation Expense plus Interest Expense plus 

Plant Operations and Maintenance Expenses） 

＋収益事業等（CU）の減価償却費＋支払利息＋施設・設備

運営・維持補修費 

分

母 
有形固定資産純額 

（Property, Plant and Equipment, Net） 

有形固定資産純額（Property, Plant and Equipment, 

Net）＋収益事業等（CU）の有形固定資産純額 

繰り延べ維持補修費比率（Deferred Maintenance Ratio） 

分

子 

維持補修必要額残高 

（Outstanding Maintenance Requirements） 

維持補修必要額残高 

（Outstanding Maintenance Requirements） 

分

母 
取崩可能な純資産 

（Expendable Net Assets） 

取崩可能な純資産（Expendable Net Assets） 

＋収益事業等（CU）の取崩可能な純資産 

出典：Tahey et al.（2010, 123-126）より筆者作成 



まず、有形固定資産再投資比率は、減価償却費と施設・設備投資額を比較しており、継続して

1.0 を下回るようであれば、投資不足による有形固定資産の劣化が進んでいると解釈できる。次

に、施設・設備経過年数は、減価償却累計額を 1 年分の減価償却費で除して、大学全体ででの施

設・設備の平均経過年数を計算している。老朽化度を測る一つの方策といえる。また、施設・設

備負担比率は、施設・設備の残高に対して何％くらいの関係経費を要しているかを測っており、

資金調達コストだけでなく、施設・設備投資により発生するコストを包括的にとらえている。最

後の繰り延べ維持補修費比率は、施設・設備の状態が悪化するほど分子は大きくなり、その対応

に使用できる可能性がある資金量を分母が示している。 

純資産変動比率の抽象性に比較すると、補助指標は有形固定資産に対する投資規模を確保す

るために、より具体的な情報を提供する役目を担っている。 

 

2-3-4 業務の継続性分析 

この分析は、「業務活動の結果からみて、機関は利用可能な資源の範囲内で存続可能となって

いるか？」という問いに対応する。主要指標は「業務損益比率」であり、算式は表 9-13 のとお

りである。総収益に対してどの程度の余剰が出ているか、つまり年度内の収益でどの程度費用が

賄えているかを確認している。私立非営利大学および spending rate を使用している公的大学 2

～4％、spending rate を使用していない公的大学は 4～6％が基準とされている。後に説明する

合成財務指標（CFI）の計算上では、私立非営利大学の標準が 2％、公的大学の標準が 4％となっ

ている。 

 

表 9-13 業務損益比率の算式 

 私立非営利大学 公的大学 

分子 

非拘束純資産変動における業務損益 

（Excess (Deficiency)of Unrestricted 

Operating Revenues over Unrestricted 

Operating Expenses） 

業務損益（Operating Income (Loss)） 

＋業務外損益（Net Nonoperating Revenues） 

＋収益事業等の非拘束純資産変動における業務

損益 

分母 
非拘束純資産変動における業務収益総額

（Total Unrestricted Operating 

Revenue） 

業務収益（Operating Revenues） 

＋業務外収益（Nonoperating Revenues） 

＋収益事業等（CU）の非拘束純資産変動におけ

る収益総額 

 

さらに詳細な計算については、表 9-14 のような例が示されている。 

 

表 9-14 業務損益比率の計算実例 

私立非営利大学               公的大学 

 
 

 なお、この分析については、3 つの補助指標が提案されており、表 9-15 に算式を紹介する。 

 

  



表 9-15 業務の継続性分析に関係する補助指標 

 私立非営利大学 公的大学 

資金収支比率（Cash Income Ratio） 

分

子 

業務活動による資金収支 

（Net Cash Provided by Operating 

Activities） 

業務活動によるキャッシュ・フロー＋経常費交付金によ

る資金収入＋経常目的の寄附および補助金収入（Cash 

Flow from Operations plus Cash received from 

Appropriations for Operating Purposes plus Gifts 

and Grants for Operating Purposes）＋収益事業等

（CU）の業務活動による資金収支 

分

母 

損益を除いた非拘束収入総額 

（Total Unrestricted Income Excluding Gains 

or Losses） 

業務収入＋経常費交付金収入＋経常目的の寄附および補

助金収入（Operating revenues plus appropriations 

revenues for operating purposes plus gifts and 

grants revenues for operating purposes）＋収益事業

等（CU）の損益を除いた非拘束収入総額 

純学費貢献比率（Net Tuition And Fees Contribution Ratio） 

分

子 
純学費収益（Net Tuition and Fees Revenues） 

純学費収益（Net Tuition and Fees Revenues） 

＋政府奨学補助金（Government Grants for Tuition） 

分

母 
総費用 総費用 

教育需要比率（Instruction Demand Ratio） 

分

子 
教育経費（Instruction Expenses） 教育経費（Instruction Expenses） 

分

母 
非拘束純資産変動における業務収益総額 業務収益総額 

出典：Tahey et al.（2010, 127-132）より筆者作成 

 

まず、資金収支比率については、業務損益比率をキャッシュ・フローの側面からみたものとな

っている。なお、純学費貢献比率と教育需要比率は、他の収益、費用にも適用可能なものであり、

例として示されたものである。貢献比率は、特定の収益が年間総費用をどの程度カバーしている

かを計算しており、学費以外の収益（例．補助金や受託事業、政府交付金、基金繰入収益など）

でも同様の計算が可能である。需要比率は、貢献比率の裏返しであり、特定の費用が業務収益総

額の何％を消費しているかを示すもので、教育経費以外にも研究経費や社会貢献経費などの目

的別、あるいは人件費、旅費、光熱水費といった性質別に他の費用費目でも使用できる。 

業務損益比率による大ぐくりの分析を行った後、要因分析としてこうした補助指標が役立つ

ものと思われる。 

 

2-4 合成財務指標の計算 

 以上、2-3 項では 4 つの視点からの分析について主要指標と補助指標の内容等を説明した。本

項では、各視点の主要指標を合わせて 1 つの合成財務指標（CFI）にまとめる手法を紹介する

（Tahey et al. 2010, 133-137）。計算手順は、以下の 2 段階に分かれている。 

計算手順①：各主要指標を表 9-16 の値で除して強味要因（strength factor）を計算する 

 表内の値は、各指標が満たすべき基準値の 3 分の 1 となっている。よって、ある指標の強味要

因が 3 であれば基準値と一致しており、3 よりも大きいほど、その指標が代表する分析の視点に

ついて、財務的に強みを持っていると解釈することができる。 

 

表 9-16 強味要因の計算に使用する値 

 ①基盤準備金比率 ②業務損益比率 ③純資産変動比率 ④生存力比率 

値 0.133 

公的大学：1.3％ 

私立非営利大学：

0.7％  

2.0％ 0.417 

出典：Tahey et al.（2010, 135） 



計算手順②：各主要指標の強味要因に表 9-17 のウェイトを乗じて合算する。 

 

表 9-17 合成財務指標（CFI）の計算に使用するウェイト 

 ①基盤準備金比率 ②業務損益比率 ③純資産変動比率 ④生存力比率 

長期債務あり 35％ 10％ 20％ 35％ 

長期債務なし 55％ 15％ 30％ － 

出典：Tahey et al.（2010, 136） 

 

私立非営利大学での計算例を示すと、以下のようになる（同 2010, 136）。 

 

① 基盤準備金比率 ＝0.74 ⇒0.74÷0.133 ＝強味要因 5.56 × 35％ ＝1.95 

② 業務損益比率 ＝2.28％ ⇒2.28％÷0.7％ ＝強味要因 3.26 × 10％ ＝0.33 

③ 純資産変動比率 ＝4.78％ ⇒4.78％÷2.0％ ＝強味要因 2.39 × 20％ ＝0.48 

④ 生存力比率 ＝1.28 ⇒1.28÷0.417 ＝強味要因 3.07 × 35％ ＝1.07 

 

CFI＝1.95＋0.33＋0.48＋1.07＝3.83 

 

  CFI は、おおよそ-4 から 10 の幅で計算され、計算式から分かるとおり、すべての指標が基準

値であれば CFI＝3 となる。また、CFI を構成する 4 つの指標それぞれの強味要因をレーダーチ

ャート化し、大学の強み・弱みの分析につなげることも推奨されている（図 9-2）。上記の例で

は、基盤準備金比率は基準値をはるかに超えているが、業務損益比率と生存力比率は基準値をわ

ずかに超えるレベルであり、純資産変動比率は基準値を下回っている。つまり、「資産の有効な

活用と管理」という側面で、この私立非営利大学は自身の指標の低さに気を配ることになる。 

 

図 9-2 財務合成指標の強味要因レーダーチャート 

 
出典：筆者作成 

 

 なお、Tahey et al.（2010, 136）にも若干触れられているが、FCI と類似した合成財務指標

が米国連邦政府で使用されている。米国の連邦学生支援制度（Federal Student Aid Programs: 

FSA）は、米国高等教育法（Higher Education Act: HEA）第 4 章（Title Ⅳ）に定められてい

る。大学等の高等教育機関がこの制度を使用するには、連邦政府規則（Code of Federal 

Regulations: CFR）の 34条の 3、668 部の L（Title34-vol3-part668-subpartL）に定められた



財務的な条件を満たさなければならない。 

 具体的には、基盤準備金比率（Primary Reserve Ratio）、純資産比率（Equity Ratio）、損益

比率（Net Income Ratio）という 3 つの財務分析指標を計算し、強味要因（strength factor）

に変換した上でウェイトを乗じて合算する。こうして計算された指標は、財務責任合成スコア

（Financial Responsibility Composite Scores）と呼ばれ、1.5 を下回ると別途監視が必要に

なり、1.0 を下回ると別途流動性を確保しないと FSA を利用できなくなる。 

 ちなみに、財務責任合成スコアによる統制の開始前に、監査法人の KPMG は米国教育省の委託

を受けて、高等教育機関の財務分析方法に関する調査を行っている。その報告書（KPMG Peat 

Marwick LLP 1996）の内容は、本節で紹介した 1980年以来改善されながら使用されている手法

の影響を色濃く受けており、財務責任合成スコアは FCI と歴史的に同根の取り組みといえる。 

 ただし、財務責任合成スコアについては、米国会計検査院（Government Accountability 

Office: GAO）から使用されている指標や分析内容が古く、流動性の評価などの重要な視点が欠

けていると指摘を受けている（GAO 2019, 10）。今後、アップデートされる際には、本項で紹介

した手法に近づく形で改訂される可能性もある。 

また、州によっては、州立大学システムのすべての大学にこの財務分析手法を適用し、毎年報

告書を公表しているところがある。具体的には、オハイオ州（Ohio Department of Higher 

Education 2019）、ミシシッピー州（Mississippi Institutions of Higher Learning Office of 

Finance and Administration 2020）、ノースダコタ州（North Dakota University System 2019）、

メイン州（University of Maine System Office of Finance and Treasurer 2020）などがあげ

られる。公的大学としてのアカウンタビリティを果たすとともに、大学間での財務状況のベンチ

マーク等に役立てている。 

 

３. 日本の大学における財務分析への示唆 
 

日本の大学における財務分析は、セクター別に多様な取り組みが行われていることを第 1 節

で確認した。これに対して、米国は 1980 年から約 40 年にわたって分析手法を継続的に改善し、

標準化して、普及させた実績を持つ。日本は、こうした米国の取り組みから何を学ぶべきであろ

うか。少なくとも、以下の 3 点は指摘できると思われる。 

1 点目は、標準形があることにより、大学間の比較が可能であり、また時系列の変化も追うこ

とができる点である。州立大学システムで一斉一律に取り組み、分析報告書を出しているような

例もあり、大学は外からみられ、比較されることに対して真摯に対策を立てなければならない。

また、私立非営利大学と公的大学で同様のフレームワークを使用している点も参考になる。国公

立大学と私立大学で比較できないかという問題意識をもっている関係者は少なくないものと思

われ、スコア化して（限界がありながらも）比較可能な状態にできるのは利点となる。 

2 点目は、財務分析の結果を許認可や制度利用の資格要件として利用し、大学が常に注意を向

けざるを得ないようにしている点である。具体的には、米国の連邦学生支援制度（FSA）の利用

にあたり、財務責任合成スコアを使用している点である。スコアの計算等については問題点も指

摘されているが、米国の大学にとって FSA から締め出されるのは死活問題となるため、財務的な

健全性を保とうとする意識は高くなるものと思われる。日本でも新たな就学支援制度の対象と

なるための財務的な要件が定められたが、財務的な健全性に継続的に目を向けるための有効な

インセンティブとして財務分析を制度化することは考えられる。 

3 点目は、米国の大学における資金調達・運用や財務運営の高度化が財務分析の内容にも反映

している点である。今回第 2 節で紹介した内容は、部分的に日本の大学の実情とはかけ離れてい

る面もある。金融技術を駆使して調達・運用を行う中でさらされるリスクがあり、それを財務分

析により察知し、先手を打つことが求められている。業務を複雑化することが一概に良いことと

はいえないが、日本の大学もしだいに新たなノウハウで財務運営を行うこととなり、リスクとリ

ターンを常に考えることが必要になるであろう。そうした将来的な検討課題について、今回紹介

した手法から学べる部分があるように思われる。 

米国では、会計基準の大きな変更があったため、財務分析手法も継続的にアップデートされる

ものと思われる。今後もそうした動向を追いかけていきたい。 
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＜注＞ 

 
i 1987 年に別の大手監査法人 Klynveld Main Goerdeler と合併し、現在は KPMG となっている。 



 
ii 2015 年度以前は、旧独立行政法人国立大学財務・経営センターで作成していた。 

iii Web サイトから入手可能な情報は、大学および附属病院の経費総額のみとなっている。

http://www.kodaikyo.org/?cat=31（2021 年 3 月 22 日最終閲覧） 

iv 3 カ月以内に満期を迎える投資等が含まれる。 

v 株式等の貸借取引であり、貸借料や担保の差し入れなどの資金の動きがある。 

vi 長期債による資金調達を予定しており、発行までのつなぎ資金を調達するための証券。 


