
 

 

ご  挨  拶 
 
 

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。 

 平素より、本学の教育研究活動及び大学運営に対しまして、格

別なるご芳情を賜り厚く御礼申しあげます。 

 本学は、昭和 24 年に「世に役立つ人物の養成」を建学の理念と

して開学し、新たな元号「令和」元年が始まる節目の年に、70 周

年を迎えるに至りました。これも皆様方のご理解とご支援の賜物

と深く感謝しております。 

 過年度におきましては、「教育研究環境整備資金寄附金」の募集

事業を実施し、多くの企業・団体様、卒業生・在学生保護者、教

職員の方々からご寄附を賜りました。皆様方のご理解とご支援に

深く感謝いたします。 

本学は、「面倒見の良い大学」「就職に強い大学」そして「結果

を出せる大学」と評価される大学づくりを継続して目指しており

ます。そのための教育研究環境整備として、平成 27 年度には、留

学を含む独自の教育課程 GET(Global Entrepreneur Training)コ

ースを創設し、交換留学も開始いたしました。 

平成 29 年度は、新校舎「University Commons re-Act」がオー

プンし、学生の能動的な学び (アクティブ・ラーニング)の場とし

て、また地域産業の発展や地域住民の憩いの場所として利用され

ております。 

平成 30 年度、地域の形成や活性化にチャレンジする人材を育成

するための新学部『公共学部』を開設し、同時に社会的包摂に関

する研究、課題解決に向けての取組を行うため、「共同参画研究所」

を設立いたしました。 

今後とも本学は、更なる発展のため教育研究環境の充実を図る

とともに、学修支援、学生生活支援などの強化、また地域貢献に

教職員をあげて努力を重ねて参る所存でありますので、皆様方に

本学運営の一層の安定を図るために更なるご支援を賜りたく存じ

ます。 

 つきましては、今般「教育研究環境整備」の充実を目的に、「教

育研究環境整備資金寄附金」の募集事業を広く内外の皆様方にご

協力を仰ぐこととなりましたので、どうか募集の趣旨にご賛同を

賜り、倍旧のご支援を賜りますよう謹んでお願い申しあげます。 

謹白 

 

 

 

学校法人谷岡学園 

大阪商業大学 

                    理事長・学長  谷岡 一郎 

 

 

 

 

 

募集要項 
名 称 
大阪商業大学 教育研究環境整備資金寄附金 

目 的 
大阪商業大学の教育研究の維持向上や施設設備の拡充を図ります。 

寄附金の種類 
個 人：１口５千円 

法 人：１口５万円 

任意の寄附金ではございますが、できるだけ複数口のご協力を

お願いいたします。 

振込期限 
令和 2 年 3 月 25 日 

振込方法 
［個人の場合］ 

１．同封の「寄附申込書兼振込用紙」に必要事項をご記入のうえ、

最寄りの銀行よりお振込みください。同封の振込用紙を利用

して、ゆうちょ銀行または三井住友銀行の本・支店からお振

込いただく場合、手数料は不要です。 

  取扱銀行： 三井住友銀行 東大阪支店 

  口座番号： 普通預金 ４０９２０６ 

  口座名義： 学校法人 谷岡学園 
  （ゆうちょ銀行の場合、同封の「寄附申込書兼振込用紙」によりお振込みください） 

２．この寄附金につきましては、税の優遇措置を受けることがで

きます。 

３．ご入金確認後、領収書をお送りさせていただきます。 

所管の税務署へ確定申告していただくことにより、減免税措

置（寄附金控除）が受けられます。 

［法人の場合］ 

１．同封の振込用紙に必要事項をご記入のうえ、最寄りの銀行よ

りお振込みください。同封の振込用紙を利用して、次の指定

銀行本・支店からお振込いただく場合、手数料は不要です。 

（振込期限 3 月 25 日） 

  取扱銀行： 三井住友銀行 東大阪支店 

  口座番号： 普通預金 ４０９２０６ 

  口座名義： 学校法人 谷岡学園 

２．この寄附金につきましては、法人税による減免税の措置を受

けることができます。お振込いただいた寄附金は、寄附申込

書到着、入金確認後、本学より一旦、日本私立学校振興・共

済事業団へ入金いたします。 

３．事業団にて入金確認後、事業団より受領書が交付されますの

で、本学よりご寄附いただいた法人様にお送りさせていただ

きます。所管の税務署へ申告していただくことにより、減免

税措置（全額を損金算入）が受けられます。 

（注）事業団が寄附金を受理した日が損金算入日となります。当該決算期

に損金処理をされる予定の場合には、諸手続きの関係上少なくとも決算

日の 1 ヵ月前までに、お振込いただきますようお願い申しあげます。 

 

 

 

 

 

 

 

寄附者の顕彰 
大阪商業大学教育研究環境整備資金にご寄附賜りました皆様方

には、感謝の気持ちといたしまして、次のような顕彰をさせてい

ただきます。 

○寄附者芳名録の掲載 

・寄附者のご芳名、法人名を保存させていただきます。 

・寄附者のご芳名、法人名を学内広報誌等にて公表させてい 

ただきます。 

○銘板記録 

10 万円以上のご寄附には「大阪商業大学教育研究環境整備資金

寄附者銘板」にご芳名、法人名を記し末永く顕彰させていただ

きます。 
※ご寄附をいただいた方の個人情報につきましては、情報の管理に充分配慮し、当

該目的以外に使用することはございません。 

 

寄附金に係る税の優遇措置 

◎個人の場合（特定公益増進法人に対する寄附金） 

 本学への寄附金は、寄附金控除が受けられます。下記の２種

類があり、確定申告の際には、寄附者ご自身においてどちら

か一方の制度をご選択いただけます。 

（[A]税額控除制度） 

寄附金額が年間 2,000 円を超える場合には、その超えた金額

の 40％に相当する額が、当該年の所得税額から控除され、

所得税が減税されます。 

この所得税の還付請求は後日送付いたします本学発行の「領

収書」と、「税額控除に係る証明書(写)」を添えて、寄附を

していただいた翌年の確定申告期間に所轄税務署で手続き

を行ってください。 

（[B]所得控除制度） 

寄附金（ただし、総額が年間総所得金額等の 40％を限度と

する）が 2,000 円を超える場合には、その超えた金額が当該

年の課税所得から控除され、所得税が減税されます。この所

得税の還付請求は後日送付いたします本学発行の「領収書」

と「特定公益増進法人証明書（写）」を添えて、寄附をして

いただいた翌年の確定申告期間に所轄税務署で手続きを行

ってください。 

の年の◎法人の場合（受配者指定寄附金） 

 法人の寄附金は、法人税法第 37 条 3 項第 2 号に基づき寄附金

額全額が当該事業年度の損金に算入できます。減免手続きには

日本私立学校振興・共済事業団の「寄附金受領書」が必要とな

りますが、これに関する事業団への諸手続きは、本学が行いま

す。なお、本学への入金から受領書発行までの期間は、通常１

ヵ月程度の日数を必要としますので、決算月のご寄附につきま

しては、決算日の１ヵ月前までにお振込みいただきますようお

願い申しあげます。 

 

  

 

 



 

 

 

平成 21 年度より実施しました「教育研究環境整備資金寄附金」

募集事業に毎年多くの企業・団体様、卒業生の方々、在学生保護

者、教職員から多くのご寄附を賜りました。誠にありがとうござ

いました。厚く感謝の意を表します。 

 

大阪商業大学の教育研究環境整備状況の一覧 

 
平成 28 年(2016 年)  

・新校舎「University Commons re-Act」新築 

・6号館 3･4階の教室改修工事 

・総合体育館アリーナの照明器具（LED化）工事 

・411･521･961教室プロジェクタ更新 

平成 29 年(2017 年)  

・4号館･5号館ＡＶ設備･操作卓更新 

・6号館 情報処理実習室の設備更新 

・学修支援センター学生貸出用ノートパソコン更新      

・4号館トイレの温水洗浄便座設置 

・ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ用ﾈｯﾄ･支柱、ﾌｨｰﾙﾄﾞﾎｯｹｰ用ｺﾞｰﾙ更新 

・トレーニング用機器更新 

平成 30 年(2018 年)  

・関屋グラウンド防球ネット新設工事 

・第 1グラウンド防球ネット改修工事 

・6号館 情報処理実習室の設備更新 

・5号館・6号館トイレ改修工事 

・総合体育館（トイレ、照明器具 LED化、内外装、空調設備）

改修工事 

・Re/Ra/Ku北西部ウッドデッキ改修工事 

・谷岡記念館多目的室、トイレ改修工事 

・多目的屋内競技場・第 1グラウンド照明器具（LED化） 

・GATEWAY（図書館）照明器具（LED化）更新 

・アミューズメント産業研究所展示室移設工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【今後の構想】 

 

1. 教育環境整備（教室改修・AV 工事・照明 LED 化） 

2. 9 号館改修工事（教室改修・エレベーター設置等） 

3. 情報機器等大規模更新 

4. 防災用品・備蓄品の配備 

5. 学生間コミュニティ形成支援プログラムの推進 

6. 福利厚生施設・制度の充実、キャンパス環境整備  など 

 

「教育研究環境整備資金寄附金」募集事業のご報告 

 

ご寄附は下記の教育研究環境整備費の一部に充当させていただ

きましたことを、ご報告申しあげます。 

●第 1 グラウンドの人工芝化整備 

●多目的屋内競技場の整備 

●学修支援センターのリニューアル 

●各講義室のブルーレイ等最新ＡＶ機器の導入  

●総合体育館の施設設備整備 

●各棟の耐震補強工事、トイレ改修、照明器具 LED 化 

●新校舎「University Commons re-Act」新築  など 

 

企業・団体様、個人様につきましては、学校法人谷岡学園広報

誌『楽人』誌上にて、ご芳名をご報告させていただきました。ま

た、１０万円以上のご寄附を賜りました企業・団体様、個人様に

つきましては、銘板をユニバーシティホール蒼天に設置し、ご芳

名を掲げさせていただいております。 

 

 
 

【お問い合わせ先】   

   大阪商業大学 庶務課 

   〒577-8505 大阪府東大阪市御厨栄町 4-1-10 

     T E L：06-6781-0381  FAX：06-6781-4476 

      E-mail：syom@oucow.daishodai.ac.jp 

          U R L：https://ouc.daishodai.ac.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
開学 70 周年記念事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

未来への展望を拓く 

～ひとりひとりの「先」を見据えて～ 

「新たな学びを創造し続けて 70 年 

  そして 80 年に向けて This is DAISHODAI」 

大阪商業大学 
教育研究環境整備資金 

寄附金趣意書 


