
学校法人イーエスピー学園

2020年度事業報告



Ⅰ．法人概要



１．教育の理念

建学の精神に基づき、エンタテインメントに関する高度かつ最新の知識や技術を修得し、

感動を創造できる人材の育成に力を注ぐ。

２．沿革

1975年 ギターリペア講習会開催。

1983年
（株）イー・エス・ピーのバックアップにより、ギタークラフトマン、リペアマン養成を目的

とする「日本ギター製作学院」（1年制）を設立。

1986年
東京都新宿区下落合に1号館完成。

「日本ギター製作学院」と「日本ピアノ調律師養成学院」を移転。

1987年

「日本ギター製作学院」と「日本ピアノ調律師養成学院」を合併し「専門学校イーエスピー

ミュージカルアカデミー」として専修学校の設置申請。

同時に「イーエスピー学園」として学校法人を設立申請。

ともに認可され、この分野初の学校法人認可校となる。

1984年
第1期卒業生を対象に研究科を設置、開講。

ポップ・ミュージック分野のプレイヤー養成を目的とする「日本創作音学院」（2年制）を設立。

1985年

ピアノ調律技術者、管楽器リペア技術者の養成を目的とする「日本ピアノ調律師養成学院」

（1年制）を設立。

同時に左記3校を組織化し、「ESPミュージカルアカデミーグループ」とする。

「楽器フェア」に「日本ギター製作学院」学生作品を初めて出品。以後毎回出品を続ける。

2005年

大阪・梅田に総合エンタテインメントの専門学校「専門学校イーエピーエンタテインメント」

開校。

東京・原宿にダンスと声優の専門学校「専門学校原宿パフォーマンスビレッジ」開校。

2006年 専門学校原宿パフォーマンスビレッジ2号館完成。

1989〜

1999年
本館、2号館〜10号館完成

2000年
文部大臣（現文部科学大臣）告示により、1999年度卒業生から「専門士」の称号

が付与される。

2002〜

2004年
11号館〜13号館完成。

2015〜

2016年
14号館・15号館完成。

2017年

イーエスピー学園創立30周年。

16号館完成。

福岡県に総合エンタテインメントの専門学校「専門学校ESPエンタテインメント福岡」

開校認可申請。

2007年

「専門学校原宿パフォーマンスビレッジ」を「専門学校ESPパフォーマンスビレッジ」

に校名変更。

専門学校イーエスピーエンタテインメント本館完成。

2013年
「専門学校ESPパフォーマンスビレッジ」を「ESPアニメーション声優専門学校」

に校名変更。

2018年

「専門学校イーエスピーミュージカルアカデミー」から「専門学校ESPエンタテインメント東京」

に 校名変更。

「専門学校イーエスピーエンタテインメント」から「専門学校ESPエンタテインメント大阪」

に 校名変更。

「専門学校ESPアニメーション声優専門学校」から「専門学校ミュージシャンズ・

インスティテュート東京」に校名変更。



３．設置する学校・学部・学科等

　（１）専門学校ＥＳＰエンタテインメント東京

　　　　　所在地：〒169-0075　東京都新宿区高田馬場３－３－１９

　　　　　設置認可：1987年2月2日、同年4月開校

　　　　　分野：文化・教養

　　　　　設置学科 ・音楽アーティスト科

・芸能タレント科

・音楽芸能スタッフ科

・楽器技術科２年制

・楽器技術科３年制

・楽器技術研究科

・エンタテインメントビジネス研究科

　（２）専門学校ＥＳＰエンタテインメント大阪

　　　　　所在地：〒531-0072 大阪府大阪市北区豊崎３－２１－７

　　　　　設置認可：2005年2月4日、同年4月開校

　　　　　分野：文化・教養

　　　　　設置学科 ・音楽アーティスト科

・声優芸能科

・音楽芸能スタッフ科

・音楽アーティスト科Ⅱ部（夜間部）

・音楽芸能スタッフ科Ⅱ部（夜間部）

　（３）専門学校ＥＳＰエンタテインメント福岡

　　　　　所在地：〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴３－１－６

　　　　　設置認可：2018年3月16日、同年4月開校

　　　　　分野：文化・教養

　　　　　設置学科 ・音楽アーティスト科

・声優芸能科

・音楽芸能スタッフ科

・音楽アーティスト科Ⅱ部（夜間部）

・音楽芸能スタッフ科Ⅱ部（夜間部）

　（４）専門学校ミュージシャンズ・インスティテュート東京

　　　　　所在地：〒169-0075　東京都新宿区高田馬場４－５－８

　　　　　設置認可：2004年11月1日、2005年4月開校

　　　　　　　　　　2018年4月に東京都新宿区に位置変更

　　　　　分野：文化・教養

　　　　　設置学科 ・ミュージックアーティスト科

・ミュージック アーティスト科 Ⅱ部（夜間部）

・ミュージックアーティスト研究科



４．学部･研究科等の入学定員、学生数の状況

５．役員･教職員の人数（2020年3月時点）

　（１）役員

理事　５名（定員５名。うち、理事長１名）

監事　２名

（１）専門学校ＥＳＰエンタテインメント東京の校長

（２）評議員のうちから、評議員会において選任した者　３人

（３）学識経験者（校長または評議員会であるものを除く。）のうちから、

　　　理事会において選任した者　１人

学科 入学定員 出願数 2020.5.1時点

専門学校ＥＳＰエンタテイン

メント東京
880 730 647

専門学校ミュージシャンズ・

インスティテュート東京
96 109 85

合計 1,808 1,566 1,426

専門学校ＥＳＰエンタテイン

メント大阪
592 542 519

専門学校ＥＳＰエンタテイン

メント福岡
240 185 175

理事 矢島　鎗司 非常勤 （1）

理事 日向　美智子 非常勤 （2）

職名 氏名 常勤・非常勤 選任区分

理事長 渋谷　妙子 常勤 （2）

－

監事 村井　清司 非常勤 －

理事 鴻井　洋一 常勤 （2）

理事 藤森　利彦 非常勤 （3）

監事 山本　浩晴 非常勤



　（２）評議員

定員１１名

（１）この法人の職員で、理事会において推薦された者のうちから、

　　　評議員会において選任した者　４人

（２）この法人の設置する学校を卒業した者で、年齢２５歳以上の者のうちから、

　　　理事会において選任した者　４人

（３）学識経験者（職員およびこの法人の設置する学校を卒業した者を除く）のうちから、

　　　理事会において選任した者　３人

　（３）教職員の概要 （単位：人）

６．その他

当学園の各校はアメリカ・ハリウッドにあるMusicans Insutituteとは姉妹校です。

氏名 常勤・非常勤 選任区分

渋谷　妙子 常勤 （1）

亀田　秀幸 常勤 （1）

高田　晋 常勤 （2）

渋谷　知香 常勤 （1）

鴻井　洋一 常勤 （1）

芦浦　健太郎 非常勤 （2）

佐藤　澄子 非常勤 （3）

長谷川　英律 常勤 （2）

井熊　剛 常勤 （2）

教員
職員 合計

専任 兼任

菅原　英明 非常勤 （3）

日向　美智子 非常勤 （3）

学校法人本部 0 0 12 12

専門学校ESPエンタテインメント東京 62 255 19 336

専門学校ESPエンタテインメント大阪 36 78 33 147

専門学校ESPエンタテインメント福岡 28 35 12 75

専門学校ミュージシャンズ・インスティ

テュート東京
10 20 6 36

合計 136 388 82 606



Ⅱ．事業概要



１．事業の概要

学校法イーエスピー学園は、1983 年に既存の専門学校ESPエンタテインメント東京の前身

である日本ギター製作学院を創設以来、「建学の精神に基づき、エンタテインメントに

関する高度かつ最新の知識や技術を修得し、感動を創造できる人材の育成に力を注ぐ。」

という教育の理念のもと、母体であるギターメーカー「㈱イー・エス・ピー」との強力な

連携、音楽・楽器を始めとしたエンタテインメント業界との幅広く強固なネットワークを

活かし、社会や時代のニーズを捉えた先進的な職業教育を行い、多くの活躍する卒業生を

輩出してきました。

今後も、時代の変化とともに求められるエンタテインメント各分野に関する最新技術の修

得した人材を育成・輩出する専門学校として、その先導的役割を果たしていきます。

一方、近年のＳＮＳの普及や、音楽配信の形態変化が進み、産業構造が大きく変化してき

ています。

加えて少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少が進み、総じて我々を取り巻く社会環境は大

きな変革期を迎えています。

このような中におきまして、エンタテインメント業界や進学希望者のニーズに対応するた

め、本学園ではＥＳＰエンタテインメント東京、ＥＳＰエンタテインメント大阪、ＥＳＰ

エンタテインメント福岡、ミュージシャンズ・インスティテュート東京の４校を設置し、

それぞれのニーズに合わせた教育環境を提供し、引き続き教育理念に沿った教育を行って

いきます。

２．主な事業の目的・計画及びその進捗状況

専門学校ＥＳＰエンタテインメント東京

〇2020年度重点目標

・職業実践専門課程への申請準備。

上記申請・認可の過程における業界のニーズを的確に捉え、カリキュラムの適正化、

および実践的な授業を充実させ、学校のブランディングを図る。

上記申請に向け体制整備を行い、外部の意見を取り入れていく為の教育課程編成委員会を

組織しました。

しかし、今年度は新型コロナウイルス感染症拡大によって委員が参集しての委員会の実施

が困難であり、職業実践専門課程申請要件である対面形式での委員会実施は行わず、メー

ル等のやり取りのみでの実施であったため、2022年度の申請は見合わせる事となりまし

た。

また、一部方針変更があり、本校において必ずしも職業実践専門課程申請は必須ではない

との認識のもと、当面の間職業実践専門課程申請は行わないこととなりました。

しかし、組織した教育課程編成委員会は現状のまま継続して来年度以降も実施していくこ

とにより、外部の意見を聞く貴重な機会として活用していくこととなりました。

現状では、各学科（現場）で職業実践専門課程申請が必要と判断してから申請を行う事と

なりました。また、一通りの体制整備は完了しているため、今後申請を行うことになり次

第、適宜対応していきます。



専門学校ＥＳＰエンタテインメント大阪

〇2020年度重点目標

・オンライン授業の導入

・卒業後の進路に向けたキャリア教育の拡充

・進級率85％以上

・年間平均出席率80％以上

コロナ禍の影響も有り、今年度よりオンライン授業を導入することなり、約2か月で準備

し、YoutubeとGoogle ClassRoomを連携させ、週に2〜4コマ分をオンデマンド形式で実施

しました。

まだまだ改良の余地はあるものの、一定の成果を得ることができた為、今後は新しい授業

形態として積極的に取り入れていきます。

卒業後の進路を決定するためのキャリア教育として、1年次に「JobDicovery」、2年次に

「合同企業説明会」などを実施しましたが、オンライン中心での開催となりました。就職

率に関しては就職希望者に対して83.1％となっており、昨年度の89.2％からは数字は落と

しているものの、コロナ禍の中でまずまずの成果を上げることができました。今後はアー

ティスト系の学生に対して、多様な活動の在り方を示し、学生それぞれが自身の目標を達

成する為のスキルの習得に力を注ぎ、カリキュラムとの連動も視野に入れて取り組んでい

きます。

数字目標とした「進級率85パーセント以上」に関しては89.2%、「年間平均出席率80パー

セント以上」に関しては1年生平均出席率90％、2年生86％という結果となり、目標を達成

しました。

昨年度より、留学生受け入れ態勢の拡充を目標としていたが、コロナにより渡航制限が出

たため、いったん見送るものとしました。同じく、教員の質向上のためのセミナー開催を

目標としていましたが、三密回避のため今年度は見送りました。



専門学校ＥＳＰエンタテインメント福岡

〇2020年度重点目標

・デビューサポートセクションとキャリアサポートセクションのさらなる運用強化

・教員の指導力育成・資質向上

・進級率85パーセント以上

・年間平均出席率80パーセント以上

専門学校ミュージシャンズ・インスティテュート東京

〇2020年度重点目標

・教室と実習室の環境整備

・教員の指導力育成・資質向上

・進級率85パーセント以上

・年間平均出席率80パーセント以上

進路決定率を少しでも上げるためにデビュー就職サポートセクション強化を重点目標とし

ましたが、コロナ禍により本校学生の進路先であるエンタテインメント業界が大打撃を受

け、求人情報とオーディション情報を思うように提供することができませんでした。デ

ビュー、就職率においては不本意な結果となってしまいましたが、どのような状況におい

ても最大限に学生を支援できる体制作りが急務であると考えています。

同様に教員の指導力育成・資質向上に関しても研修、勉強会等が当初計画した通りに進行

することができませんでした。今後は学科、担当授業別等、最小限の参加人数で開催でき

るように計画していきます。

具体的にあげた数字目標「進級率85パーセント以上」に関しては88.0%、「年間平均出席

率80パーセント以上」に関しては1年生平均出席率91.4％、2年生76.4％という結果となり

ました。

授業運営においてより良い教室環境と実習室環境を学生に提供していきたいと考え、音響

機器や使用する楽器、机椅子等教具の整備を重点目標としました。コロナ禍のため当初の

計画とは大きく方向性が変わり、パーティションや消毒液設置等の感染症対策の整備に追

われてしまいました。その中でも学生がストレスなく勉学に励むことができるように、そ

れぞれの授業形態に沿った校具教具の配置を検討し実施してきました。

教員の指導力育成・資質向上に関してもコロナ禍のため研修、勉強会等が当初計画した通

りに進行することができませんでしたので今後は時期、コース別、担当授業別等、計画的

に開催していきます。

具体的にあげた数字目標「進級率85パーセント以上」に関しては82.5%、「年間平均出席

率80パーセント以上」に関しては1年生平均出席率87.4％、2年生86.0％、研究科83.4%と

いう結果となりました。



３．施設等の状況 

　（１）現有施設設備の所在地等の説明 

主な施設設備の状況は次のとおりである。

専門学校ESPエンタテインメント東京

㎡ ㎡

㎡ ㎡

㎡ ㎡

㎡ ㎡

㎡ ㎡

㎡ ㎡

㎡ ㎡

㎡ ㎡

㎡ ㎡

㎡ ㎡

㎡ ㎡

㎡ ㎡

㎡ ㎡

専門学校ESPエンタテインメント大阪

㎡

㎡

専門学校ESPエンタテインメント福岡

㎡ ㎡

専門学校ミュージシャンズ・インスティテュート東京

㎡ ㎡

㎡ ㎡

　（２）主な施設設備の取得又は処分計画及びその進捗状況 

名称 所在地 校地面積 校舎面積 備考

本館 新宿区高田馬場３丁目３番１９号 624.52 1506.67 鉄筋コンクリート

１号館 新宿区下落合４丁目１番１２号 158.63 588.92 鉄筋コンクリート

２号館 新宿区下落合１丁目８番１０号 109.35 324.91 鉄骨その他

４号館 新宿区下落合２丁目６番６号 136.99 608.05 鉄骨その他

５号館 新宿区下落合１丁目１１番３号 88.63 229.08 鉄骨その他

９号館 新宿区高田馬場３丁目３番２４号 229.28 435.96 鉄筋コンクリート

１０号館 新宿区高田馬場４丁目２番３４号 316.42 782 鉄筋コンクリート

１２号館 新宿区高田馬場３丁目４番７号 705.16 2277.55 鉄筋コンクリート

１３号館 新宿区高田馬場３丁目４番６号 376.21 879.61 借用（土地）、鉄筋コンクリート

１４号館 新宿区高田馬場３丁目３番２１号 361.91 701.69 鉄筋コンクリート

１５号館 新宿区下落合２丁目６番７号 155.33 608.28 鉄骨その他

１６号館 新宿区高田馬場３丁目４番１７号 384.88 1246.16 借用（土地）、鉄筋コンクリート

鉄筋コンクリート

倉庫 新宿区下落合１丁目８番 88.97 136.08 鉄骨その他

本館東側

休憩所
新宿区高田馬場３丁目３番１９号 105.68 ㎡ － ㎡

名称 所在地 校地面積 校舎面積 備考

本館（2号館）
大阪市北区豊崎３丁目２１番７号 1047.86 ㎡

1746.07 鉄筋コンクリート１号館

3648.02 鉄筋コンクリート

名称 所在地 校地面積 校舎面積 備考

本館 福岡市中央区舞鶴3丁目1番6号 316.12 1722.18 鉄筋コンクリート

名称 所在地 校地面積 校舎面積 備考

エンタ東京校において、本法人の寄附行為に定める不動産賃貸業で使用されていた校舎隣

接ビルのフロアーが空いた為、フロアーの用途変更申請予定。

本館 新宿区高田馬場４丁目５番８号 188.88 545.31 鉄骨その他

別館 新宿区高田馬場４丁目６番１号 280.52 821.67 鉄筋コンクリート



４．その他

　（１）当該年度の重要な契約

特になし。

　（２）係争事件の有無とその経過

特になし。

　（３）決算日後に生じた学校法人の状況に関する重要な事実

特になし。



Ⅲ．財務の概要



１．決算の概要

　（１）収益の概要

　（２）資産・負債の概要

　　①教育活動収入は35.8億円で前年比0.5%増加となりました。

           内訳を見ますと学生生徒等納付金は34.3億円で前年比1.0億円減収となりました｡

　　　これは新型コロナウイルスの影響により休学者又は入国制限を受けた留学生が出たこと

　　　によります。

　　　また活動収入には前年にはない修学支援制度による補助金1.2億円が加算されています。

　　②教育活動支出は28.0億円で前年比0.6％の減少となりました。

　　　内訳を見ますと教育研究経費は0.7億円増加となりました。

　　　これは主に修学支援制度による新しい奨学費1.2億円計上されている金額となります。

　　　人件費は0.3億円の減少及び管理経費は2.1億円の大幅な減少となりました。

　　　これは新型コロナウイルスの影響によりガイダンスやオープンキャンパスなどの広報活

　　　動が制限されたため支出が減少したことによります。

　　　その結果、教育活動収支差額は7.8億円となり前年に比べ1.9億円の増加となりました。

       ③教育活動外収支は収益事業収入、受取利息及び支払利息の金額であり、教育活動外収支

　　　差額は2百万円となり、その結果 経常収支差額は7.8億円となりました。

　　④特別収支は資産売却収入、売却損の金額であり特別収支差額は△0.4億円となり、

　　　以上の結果、基本金組入前収支差額は7.4億円となり、前年に比べ1.5億円の増加となり

　　　ました。

　　①資産：固定資産の減少2.9億円は、減価償却による減少となります。

　　　　　　現金預金38.7億円であり、前年比4.2億円の増加となりました。

　　②負債：借入金残高は7.2億円となり前年比4.6億円の減少となりました。



２．経年比較

　（１）貸借対照表　　令和3年3月31日 (単位：円)

現金預金

その他流動資産

科目 前年度末 本年度末 増減

資産の部

　固定資産 24,708,119,666 24,413,488,919 -294,630,747

　　有形固定資産 15,365,709,797 15,069,725,294 -295,984,503

3,349,545,408 3,769,815,005 420,269,597

194,959,232 204,509,019 9,549,787

　　その他の固定資産 9,342,409,869 9,343,763,625 1,353,756

　流動資産 3,544,504,640 3,974,324,024 429,819,384

　流動負債 3,294,339,096 3,044,974,149 -249,364,947

　　　負債の部合計 4,017,583,794 3,406,488,039 -611,095,755

　　　資産の部合計 28,252,624,306 28,387,812,943 135,188,637

負債の部

　固定負債 723,244,698 361,513,890 -361,730,808

　　　第４号基本金 222,000,000 222,000,000 0

　　　　　基本金合計 19,929,099,526 20,246,867,461 317,767,935

純資産の部

　基本金 0

　　　第１号基本金 19,707,099,526 20,024,867,461 317,767,935

　　　純資産の部合計 24,235,040,513 24,981,324,904 746,284,391

　負債及び純資産の部合計 28,252,624,307 28,387,812,943 135,188,636

　繰越収支差額 4,305,940,987 4,734,457,443 428,516,456

　　翌年度繰越収支差額 4,305,940,987 4,734,457,443 428,516,456



　（２）事業活動収支計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで （単位：円）

〔予備費〕

　基本金組入前当年度収支差額

　基本金組入額合計

　当年度収支差額

　前年度繰越収支差額

　基本金取崩額

　翌年度繰越収支差額

　　　教育活動収支差額

手数料 26,070,654 20,505,084 -5,565,570

経常費等補助金 295,266 127,154,064 126,858,798

教

　

育

　

活

　

動

　

収

　

支

事

業

活

動

収

入

の

部

科　　　目 前年度 本年度 増減

学生生徒等納付金 3,528,589,500 3,434,301,000 -94,288,500

0

教育活動収入計 3,567,941,260 3,587,024,588 19,083,328

付随事業収入 11,315,032 4,005,655 -7,309,377

雑収入 1,670,808 1,058,785 -612,023

事

業

活

動

支

出

の

部

科　　　目 決算 決算 決算

人件費 1,045,262,732 1,010,306,446 -34,956,286

教育研究経費

教育活動支出計 2,974,099,557 2,802,303,406 -171,796,151

1,175,117,575 1,247,358,200 72,240,625

管理経費 753,719,250 544,638,760

決算 決算

借入金等利息

-209,080,490

888,900 769,127 -119,773

その他の教育活動外収入 6,945,981 3,297,429 -3,648,552

593,841,703 784,721,182 190,879,479

科　　　目 決算 決算 決算

受取利息・配当金

教育活動外支出計 4,488,505 2,279,396 -2,209,109

3,346,376 1,787,160 -1,559,216

支

出

の

部

事

業

活

動

教

育

活

動

外

収

支

収

入

の

部

事

業

活

動

　　教育活動外収支差額

3,342,093 2,279,396 -1,062,697

その他の教育活動外支出 1,146,412 -1,146,412

教育活動外収入計 7,834,881 4,066,556 -3,768,325

科　　　目 決算

-3,653,001

597,188,079 786,508,342 189,320,263

特別収入計 3,653,001 98,738 -3,554,263

科　　　目 決算 決算 決算

資産売却差額

　　　　　経常収支差額

98,738 98,738

その他の特別収入 3,653,001

-6,149,331 -40,223,950 -34,074,619

9,802,332 40,322,688 30,520,356

その他の特別支出 0

　　　　　特別収支差額

支

出

の

部

事

業

活

動

科　　　目 決算 決算 決算

資産処分差額

特別支出計 9,802,332 40,322,688 30,520,356

特

　

別

　

収

　

支

収

入

の

部

事

業

活

動

-527,886,210 -317,767,935 210,118,275

63,152,538 428,516,457 365,363,919

591,038,748 746,284,392 155,245,644

4,305,940,986 4,734,457,443 428,516,457

4,242,788,448 4,305,940,986 63,152,538

0 0 0


