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Ⅰ 法人の概要 

 

 

■建学の精神、教育理念・教育目標 

 

本校は志の高い卒業生を送り出し、業界の役に立ちたいと考えています。その為に少しでも

良い教育環境を整えるべく、O.designs・各種検定・デビュープログラムなど、様々な施設やプ

ログラムを準備しています。目標は単に希望する職種に就く為だけではなく、もっと高いところ

に設定しています。 

OMULAの教育目標は「業界を牽引する学生を育成する」です。 

 

本校にとって一番重要なのは学生を立派な社会人に育てる事です。一番大切な存在です

から、お客さん扱いをするのではなく、しっかりと教育して立派な人間に育てます。 

本校を卒業して業界に出た時に、仕事に専念できるように今のうちからマナーなどを身に

付け、皆さんのアイデアやパワーを存分に発揮して欲しい。そして新入社員でありながらも企

業にとって重要な人材になって欲しいと思っています。 

 

本校の特徴は、教育理念「一に人格二に技術」にのっとった人格形成と、回数理論に裏打

ちされた技術教育を徹底的に行うことです。学校カリキュラムには様々な課題・イベントを用意

しています。積極的に取り組み、優れた人格と技術を身に付け、立派な社会人になって卒業

して欲しいと思っています。 

カリキュラムの中には検定や資格試験も含まれています。しかし資格取得は大きな目標で

はあっても、あくまでも自分の夢への通過点です。自分の夢に向かって進む為に、社会に出

た後に「どんな自分になりたいか」を明確にし、それに向かって努力をする意識を持つことが

一番重要です。その意識を持たないと資格取得がゴールのような気持ちになってしまいます。 

そして意識をした努力を続ける過程で「夢」は少しずつ形を変え、より具体的なものに進化

するはずです。そこまで行ったらもう夢実現はすぐそこです！ 

学校生活を通して目指す業界を学生に深く知ってもらい、その中で自分はどのようにお客

様や、業界の方々とかかわりながら生きていくのか。本校で努力することの楽しさ、こだわりを

高く持つことの有意義さを、学生に体験してもらい身に付けます。 

 

 

■学校法人の沿革 

 

【法人の設立】 平成４年３月３1日 学校法人の設立認可（福岡県知事より） 

平成４年４月２日  法人登記の成立 

 

【学校の設置】 平成４年４月 1日 専修学校「大村美容専門学校」を設置 

※それ以前は各種学校「大村美容専門学院」として昭和２９年に開校 

 

【沿    革】 

 

昭和 ４年  現理事長の祖母である大村トミが、福岡市新大工町（現在の唐人町）に福
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岡で２番目の洋髪専門店として、恩師マリールイズの頭文字をいただいて

ＭＬ美容院（後にＭＬ美容室に変更）を開設。 

大村トミに教えを請いたいと願う者が年々多数にのぼり、後の学校設立へと

繋がっていく。 

 

昭和２０年   学校の全身となる大村美容研究所を創設。美容師の技術指導を本格的に

始める。 

 

昭和２９年   福岡市東唐人町（現在の唐人町）に、福岡県知事の承認を得て大村美容専

門学院を創立。 

同年５月厚生大臣により美容師養成施設の指定をうけて美容技術の訓練

のみに止まらず、全人格的教育を目指した美容師養成を展開した。 

 

昭和４０年   福岡市黒門へ校舎を新築移転。 

合わせて定員を増加し、業界ならびに入学希望者の要望に応えると共に改

めて厚生大臣指定を受ける。 

その後も校舎の拡張を行って教育環境を整備し、教育内容も現代の潮流に

即応できる体制を整えて、美容界への有能な人材供給の努力を継続しつつ

現在に至っている。 

 

昭和５９年   入学資格を高校卒業以上に設定。技術だけでなく人間形成にも力を入れ

るため、一定の年齢と経験を必要とした。 

 

平成 ４年   学校法人大村文化学園を設立。 

（設立時の理事長は大村統） 

それにともない、大村美容専門学院を専修学校大村美容専門学校へ改組。 

 

平成 ６年   メイク専科（現在のメイクアップ科）を設置。 

 

平成 ８年   メイクアップ専科を２年制に移行。 

美容師法の改正により、美容学校への入学資格が高校卒業以上、修業年

限が２年となるが、先を見て既に変更をしていたため、体制の変更は必要な

かった。 

 

平成１０年   美容師法改定により、大村美容専門学校の定員増。 

         それに合わせて、校舎を増築。（１．２号館） 

 

平成１１年   福岡市中央区大名にオムニススタジオを設置。 

          法人が運営する美容室を設置することにより、より実践的な教育に力を注

ぐ環境が整う。 

 

平成１４年   大村ファッションカレッジを開校。トータルビューティーの総合学校を目指し

て、美容・メイクに続き、ファッションの分野に進出する。 

合わせて大村美容専門学校を定員増。 
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平成１５年   大村ファッションカレッジを大村ファッションデザイン専門学校に校名変更。 

 

平成１７年   大村美容専門学校を定員増。 

         合わせて、校舎を新築。（３号館） 

 

平成２１年   役員の改選により、学校法人設立当初から理事長を務めてきた大村統に

代わり、４月１日より大村陽之介が理事長に就任。（大村統は会長に就任

をし、理事に再任） 

合わせて、理事・監事においても大幅に人員を改選。 

 

メイクアップ専科内にエステティックコースを設置。 

         

平成２２年   トータルビューティーの総合学校としての教育環境を今まで以上に充実さ

せるため、大村美容専門学校と大村ファッションデザイン専門学校を統合

する。 

          合わせて、福岡大村美容ファッション専門学校に校名変更。 

 

美容の３年制学科として、トップスタイリスト科を設置。 

メイクアップ専科エステティックコースを独立させ、エステティック科を設置。 

メイクアップ専科をメイクアップ科に学科名変更。 

          

平成２６年   トップスタイリスト科を２年制に変更し、その修了者を対象とした上級学科と

して、トップスタイリスト専攻科（１年制）を設置。 

メイクアップ科とエステティック科を統合して、メイク・エステ科を設置。 

ファッションクリエイター科（３年制）を設置。 

 

美容科及びファッション科が職業実践専門課程として認定を受ける。 

 

平成２９年   トップスタイリスト科およびメイク・エステ科が職業実践専門課程として認定

を受ける。 

 

平成３０年   商業実務専門課程グローバルビジネス科を設置。 

メイク・エステ科をメイクアップ科に名称変更。 

ファッションクリエイター科が職業実践専門課程として認定を受ける。 

 

 

■設置する学校・学科および学生数の状況 

 

大村美容ファッション専門学校 

                                            2021.5.1 現在 

学科名 
修業 

年限 

入学 

定員 

総 

定員 

１年

生 

２年

生 

３年

生 
合計 
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美容科 （昼間） 2 120 240 110 74  184 

トップスタイリスト科 2 40 80 12 12  24 

トップスタイリスト専攻科 1 40 40 13   13 

メイクアップ科 2 50 100 55 45  100 

ファッション科 2 50 100 47 44  91 

ファッションクリエイター科 3 20 60 12 5 13 30 

グローバルビジネス科 2 240 480 281 166  447 

 合  計   560 1100 530 346 13 889 

 

 

■役員の概要 

 

2022.3.31現在 

区分 氏名 勤務先 勤務先役職 

理事 

大村 陽之介 (学)大村文化学園 理事長 

斉藤 ちづる (学)大村文化学園 学校長 

藤 規子 (学)大村文化学園 ＭＬ美容室 責任者 

高木 進一 (株)ダリア 代表取締役 

富永 太郎 福岡倉庫(株) 代表取締役 

吉次 正利 吉次商事(株) 代表取締役 

大村 千由美   

監事 
中島 彰彦 (株)アソウ・ヒューマニーセンター 代表取締役 

増田 誠司 (株)増屋 代表取締役 

 

 定数 現在数 

理事 7 7 

監事 2 2 

役員 合計 9 9 

 

 

■評議員の概要 

2022.3.31現在 

氏名 勤務先 勤務先役職 

大村 陽之介 (学)大村文化学園 理事長 

斉藤 ちづる (学)大村文化学園 学校長 

宇野 信之 (学)大村文化学園 事務長 

吉原 一雄 (学)大村文化学園 室長 

萩野 清美 (学)大村文化学園 課長 

田中 昭子 (学)大村文化学園 課長 

緒方 直樹 (学)大村文化学園 主任 
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上島 泰則 (学)大村文化学園  

藤 規子 (学)大村文化学園 ＭＬ美容室 責任者 

高木 進一 (株)ダリア 代表取締役 

富永 太郎 福岡倉庫(株) 代表取締役 

吉次 正利 吉次商事(株) 代表取締役 

大村 統   

大村 千由美   

大村 敦子   

 

定数 現在数 

15 15 

 

 

■教職員の概要 

2021.5.1現在 

キャビネット 

メンバー 

 理事長         大村陽之介 1 

4 
 学校長         斉藤ちづる 1 

 事務長         宇野信之 1 

 企画開発室長    吉原一雄 1 

教  員 
 本務 35 

91 
 兼務 56 

学校職員 
 本務 13 

13 
 兼務 0 

法人職員 
 本務 5 

6 
 兼務 1 

法人合計 114 
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Ⅱ 事業の概要 

 

 

■事業経過 

 

１．学生募集目標について 

 

①既存学科の入学目標 280名に対し、入学 239名で目標達成率８５．４％で未達成 

でした。 

これは対象者来校数の未達成が大きく影響し、次年度に向け来校数の確保が必要 

となります。 面談出願率については５２％と健闘した結果を 2021 年度の学生募集

に活かしていきます。 

②ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ科、４年目 283名入学で目標達成 

GB科の募集に関しては日本語学校向けの広報活動を多角的に行なったことと、 

一期生の就職率が評判となり、大きく目標数値を超えた実績につながっています。 

 

２．教育課程の改革と改善について 

 

①品位ある人格形成に向けて、人格教育の強化を図りました。 

②キャリア教育のカリキュラム化を実施し「生きる力」職業意識の醸成を図りました。 

③知識・技術教育の見える化を推進し、学生が科目の到達目標と進捗の把握が出来る 

ようにしました。 

④学生の主体性を育む教育手法を更に強化しました。（アクティブラーニング） 

       特に発想力を伸ばすために、コンテスト・イベント等を見直し挑戦したり、授業におい

ても一方的な指導だけでなく、グルーワークでの課題解決の授業を取り入れました。

職業教育キャリア教育財団実施の研修等を、職階ごとに受講しました。 

⑤教員指導ノートをコマシラバスに沿った形に改め、授業の PDCA を確立し、授業の指

導レベル向上の為、教員「指導ノートのコンテスト」を実施しました。 

 

３．教育目標達成の為の方針について 

 

①１年次の退学率低減へ向けて声掛けや褒める事を行い、面談での指導を行いました。 

②美容師国家試験合格率向上のために、特に学科科目対策を図りました。 

③GB科は日本の常識の理解と実践、大村の人格教育を導入しました。 

④全学科でインターンシップを強化し産学協同教育の更なる強化を計りました。 
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４．就職活動、卒業生について 

 

就職情報サイトによる求人情報の提供、学内企業説明会においてもコロナ禍で ZOOM

等のオンラインを活用した説明会などを実施しました。 

採用試験（面接）もオンライン面接が中心となりましたので、対策授業などを実施し学生

指導の強化を図りました。学内の通信環境の整備も計画的に実施しています。 

 

キャリア教育による職業意識の醸成において 

就職活動の一環として各業界が行っているインターンシップの参加促進を強化しており

ますが、コロナウィルスの影響により９０％実施出来ませんでした。 

 

就職率においては全体で９６％の就職内定を獲得できました。 

未内定者については卒業後も継続して就職指導を行う体制を整えております。 

 

５．学生サービスについて 

 

給付奨学金を含む修学支援制度が新しくスタートしました 

この制度は給付奨学金、入学金授業料等の学費減免をセットで受けることが出来るも

ので、貸与奨学金と併用して利用するなど多くの学生に情報提供を行い浸透してきま

した。 

 

６．管理部門の目標管理 

 

①学校資産の有効活用を期して、銀行対策、不動産対策を行ないました。 

②予算委員会・予算執行管理の精緻化で、人件費･管理経費の削減を徹底しました。 

③本校卒業後の奨学金返還を推進しました。 

④教職員の健康管理。福利厚生情報の提供、働きやすい環境整備を図りました。 

              

 

■施設等の概要 

 

①土地 

所在地 用途 ㎡数 摘要 

福岡市中央区黒門 2-6 校地 1,051.26 大村美容ﾌｧｯｼｮﾝ専門学校 校地 

福岡市中央区黒門 4-41 校地 460.57 大村美容ﾌｧｯｼｮﾝ専門学校 校地 

福岡市中央区唐人町 1-2-8  109.30 賃貸物件として外部に貸し出し 

合計  1,621.13  

 

  ②建物 
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所在地 用途 ㎡数 摘要 

福岡市中央区黒門 2-6 校舎 2683.96 大村美容ﾌｧｯｼｮﾝ専門学校 1・2号館 

福岡市中央区黒門 2-6 校舎 1485.57 大村美容ﾌｧｯｼｮﾝ専門学校 3号館 

福岡市中央区黒門 4-41 校舎 1035.12 大村美容ﾌｧｯｼｮﾝ専門学校 4号館 

福岡市中央区唐人町 1-2-8  238.86 賃貸物件として外部に貸し出し 

合計  5443.51  
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Ⅲ 財務の概要 

 

 

■収支計算書、貸借対照表 

 

    ①資金収支計算書 

科目 令和３年度 

学生生徒等納付金収入 1,018,858,652 

手数料収入 20,827,740 

補助金収入 59,828,021 

付随事業・収益事業収入 12,057,004 

受取利息・配当金収入 870,248 

雑収入 3,780,187 

借入金等収入 329,000,000 

前受金収入 617,526,100 

その他の収入 467,739,076 

資金収入調整勘定 △697,128,309 

前年度繰越支払資金 276,503,937 

収入の部 合 計 2,109,862,656 

人件費支出 332,742,861 

教育研究経費支出 451,837,056 

管理経費支出 161,889,494 

借入金等利息支出 3,859,824 

雑損失支出 200,000 

借入金等返済支出 268,400,000 

施設関係支出 156,066,000 

設備関係支出 20,824,540 

資産運用支出 4,851,157 

その他の支出 454,441,125 

資金支出調整勘定 △205,640,087 

翌年度繰越支払資金 460,390,686 

支出の部 合 計 2,109,862,656 
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     ②事業活動収支計算書 

科目 令和３年度 

学生生徒等納付金 1,018,858,652 

手数料 20,827,740 

経常費等補助金 59,228,021 

付随事業収入 12,057,004 

雑収入 3,780,187 

教育活動収入計 1,114,751,604 

人件費 332,742,861 

教育研究経費 485,708,377 

管理経費 163,541,293 

徴収不能額等 3,248,160 

教育活動支出計 985,240,691 

教育活動収支差額 129,510,913 

受取利息・配当金 870,248 

教育活動外収入計 870,248 

借入金等利息 3,859,824 

教育活動外支出計 3,859,824 

教育活動外収支差額 △2,989,576 

経常収支差額 126,521,337 

施設設備補助金 600,000 

特別収入計 600,000 

資産処分差額 69,535 

雑損失 200,000 

特別支出計 269,535 

特別収支差額 330,465 

基本金組入前当年度収支差額 126,851,802 

基本金組入額合計 △9,878,279 

当年度収支差額 116,973,523 

前年度繰越収支差額 △1,309,504,996 

基本金取崩額 0 

翌年度繰越収支差額 △1,192,531,473 
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③貸借対照表 

科目 令和３年度 

固定資産 2,405,776,626 

流動資産 610,771,542 

資産の部合計 3,016,548,168 

固定負債 121,600,000 

流動負債 1,074,108,368 

負債の部合計 1,195,708,368 

基本金 3,013,371,273 

繰越収支差額 △1,192,531,473 

純資産の部合計 1,820,839,800 

負債及び純資産の部合計 3,016,548,168 

 

 

■収支計算書、貸借対照表の状況 

 

①資金収支計算書 

 

今年度、次年度と入学生数の増加に伴い、資金残高は増加する結果になりました。しかし、

次年度より校舎改装に伴う新たな借入金の返済がはじまります。また今後、コロナ状況が落

ち着いた場合、予算もほぼ計画通りの消費となり、支出の増加が考えられます。 

 

②事業活動収支計算書 

  

前述のとおり学生数の増加が収入の増加に繋がっています。また、昨年度より続くコロナ

の状況で一部、行事等の縮小が支出の減少になりました。結果、収支差額は大きくプラスとな

りました。次年度の予算においては、この結果から学生への還元をより充実させるように検討

を行っています。 

 

③貸借対照表の状況 

  

今年度の大きな動きとして校舎の改装工事を行っています。結果、固定資産が増加してお

ります。この校舎改装は完成と、借入金が年度をまたいでしまい、次年度においてこの改装に

伴う固定負債の増加が発生します。流動資産より流動負債が多い状況は改善項目となりま

す。 


