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業界の概要

有料老人ホームとは

わが国の平均寿命が延びたことと，人口構

成の高齢化により，高齢者の生活は，仕事を

継続したり趣味に生きたり隠居生活するなど

多様化が進んでいる。一方で，若い時から，

核家族化が進み子供の独立・配偶者との離別

などから，高齢者単独での居住が進んでおり

これからもこの傾向は続くとみられている。

健康状態・要介護の状態など，何らかの理

由により自宅以外での生活を余儀なくされる

高齢者のための受け皿として，有料老人ホー

ムや各種老人施設が用意されてきた。

・有料老人ホーム

次の項で詳説する。

・特別養護老人ホーム

常時介護を必要とする在宅介護が困難な，

要介護３以上の老人を介護する事業所。

・介護老人保健施設

症状が安定期にある要介護者老人に介

護・機能訓練・医療ケアを行う事業所。

・通所・短期入所介護事業

要介護者等に，通所・短期入所させ，介

護等の世話や機能訓練を行う事業所。

・認知症老人グループホーム

比較的安定した状態にある認知症の要介

護者に対し，共同生活を営む住居において

介護等の世話や機能訓練を行う事業所。

� 有料老人ホームの定義

日本標準産業分類では，大分類（P）：医

療・福祉，細分類（８５４６）：有料老人ホー

ムとされている。項目の説明は，「入居一時

金等の料金を徴収して老人を入居させ，食事

の提供またはその他の日常生活上必要な便宜

を供与する事業所を言う」としている。

根拠法である老人福祉法によれば，

目的：老人の福祉を図るため，その心身の健

康保持および生活の安定のために必要な措

置として設けられている制度。

設置にあたっては，都道府県知事等への

届け出が必要。なお，設置主体は問わない。

施設：老人を入居させ，以下のいずれかのサ

ービス（複数も可）を提供している施設

�食事の提供
�介護（入浴・排泄・食事）の提供
�洗濯・掃除等の家事の供与
�健康管理

中小企業診断士

野� 芳信

利益計画

有料老人ホームのモデル利益計画
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●図表－１ 有料老人ホームの定員数実績推
移

（出典） 内閣府「平成３０年版高齢社会白書」

提供する介護保険サービス：一定の基準を満

たした上で都道府県知事の指定を受ければ，

「特定施設入居者生活介護」として，介護

保険の給付対象に位置付けられる。

� 有料老人ホームの変遷

〇１９６３年老人福祉法制定

有料老人ホーム制度開始

・設置後の届出義務

・常時１０人以上の老人を収容

＜有料老人ホーム経営悪化問題発生＞

〇１９９０年法改正

・施設設置届，事後⇒事前

・都道府県知事に改善命令権付与

・施設設置無届への罰則規定制定

〇２０００年介護保険制度創設

・民間事業者による運営の環境整備

＜小規模業者の増加＞

〇２００６年老人福祉法改正

・入居人数要件撤廃

（小規模事業者へも目配りをする）

・適用サービスの増加

・帳簿作成義務付け

・都道府県知事に立ち入り検査権付与

＜入居一時金問題・介護サービス室問題＞

〇２０１１年老人福祉法改正

・入居９０日以内解約ルール法制化

＜有料老人ホームの将来展望＞

・小規模事業者の淘汰（大手の買収）

・大規模事業者の躍進

・高齢化進展で介護付き事業者へ集約

� 有料老人ホームの類型

〇健康型有料老人ホーム

・家事サポートや食事等のサービスがついた

高齢者向け居住施設

温泉やスポーツジムが併設され，健康を維

持することを第一に考えている

・介護が必要になったら退去なので，周辺に

移動できる介護施設の存在が有効

〇住宅型有料老人ホーム

・生活支援等がついた高齢者向け居住施設介

護が必要になった場合，そのまま住むこと

はできるが，外部の介護サービス利用の手

配必要

・医師や看護士の見守りサービスを併設し，

緊急時大型病院と連携もある

・同じ建物に介護施設（デイケア・訪問介護

など）を併設している場合もある

・介護度が高くなると，介護サービス費が高

くなる

〇介護付き有料老人ホーム

・介護保険制度上の「特定施設入居者生活介

護」の指定を都道府県等から受けている高

齢者施設である。食事・介護・家事・健康

管理，機能訓練・リクリエーション・サー

ビス活動等のサービスが受けられる

・施設の職員が介護する「一般型」と，外部

事業所が介護する「外部サービス利用型」

がある

〇（参考）サービス付き高齢者向け住宅

・外部サービス付き高齢者住宅（一部上記「外

部サービス利用型」併用届出あり）

� 有料老人ホームの需要

〇高齢化の進展

・都道府県別高齢化（６５歳以上）予測の積み

上げで，２０２５年の人口予測１億２千万人

に対し，高齢化率３０％で，３千６百万人

の高齢者と予測されている。
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●図表－２ 要支援認定者推移（実績）

（出典） 内閣府「平成３０年版高齢社会白書」

●図表－３ どこでどのような介護を受けた
い

自宅で家族中心に介護を受けたい

自宅で家族の介護と外部の介護サービスを組み合わせて介護を受け
たい

家族に依存せずに生活ができるような介護サービスがあれば自宅で介
護を受けたい

有料老人ホームやケア付き高齢者住宅に住み替えて介護を受けたい

特別養護老人ホームなどの施設で介護をうけたい

医療機関に入院して介護を受けたい

（出典） 内閣府「平成３０年版高齢社会白書」

〇要支援認定者の増加

・内閣府の資料によると，図表―２のとおり，

要支援認定者数は増加を続けている。

・人口予測をもとにした２０２５年の要支援認

定者数は８百万人とし，２０４０年迄増加を

続けるとしている。

〇有料老人ホーム利用希望

・厚生労働省の平成２８年「高齢社会に対する

意識調査」によると，図表―３のとおり，

自宅で介護を受けたいが７４％，有料老人

ホームで介護を受けたいが１２％，特別養

護老人ホームで介護を受けたいが７％，

医療機関に入院したいが６％，その他１％

となり，有料老人ホームの入居希望が，２

百５０万人と概算推計できる。

・厚生労働省が集計している有料老人ホーム

として届けている部屋数が２０１６年で，６４

万室であることから，有料老人ホーム開設

需要はあると言える。

＊別途，国土交通省の把握している，サー

ビス付き高齢者住宅２０１９年２４万室（内

１６万室が有料老人ホームとしても届出）

を加えても市場規模が認められる。

� 有料老人ホームの経営母体

老人福祉法の趣旨から，多様な経営母体が

認められている。

〇事業会社

・小規模単独会社，不動産会社，飲食店チェ

ーン，介護事業者などが自らの事業の周辺

分野への進出として行っている。

・業種の特徴あるサービスを提供している。

〇社会福祉法人，医療法人

・特別養護老人ホーム，介護施設運営者が，

サービスの多様化の見地から進出している。

・介護・医療の専門性を売り物に，サービス

内容を組み立てている。

・安心感を持たせることができる。

� 有料老人ホームの利用方法

〇利用者の利用意思醸成のタイミング

・本人の気づき（友人・知人の働き）

・家族の必要性（別居子供からの心配）

・かかりつけ医（直近の生活を熟知）

〇利用目的明確化

・ライフステージに合わせた住み替え

・配偶者・家族の健康と介護ニーズ

・健康状況に応じた家庭生活

〇有料老人ホーム情報収集

・経営母体，運営方針，職員の応対

・外部とのアクセス，自由外出・来客

・料金・決済方法，日課・カレンダー

・提供サービス（特に医療・介護）

・疑問点洗い出し

〇訪問面接・体験入居・入所者確認
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・入所者・職員との相性

・疑問点解決

・やりたいことをできるか

・やりたくないことを断れるか

〇自らの後期高齢者生活決定

・決定に至った経緯の文書化

・毎年再確認を実行する

〇決定・契約・支払・入所

・住所変更の告知（郵便・電話・携帯）

・旧宅の管理方法決定・依頼

モデル企業A社の概要

経 歴

創 業：２０１８年５月（１９７５年５月）

組織形態：社会福祉法人の収益事業

基 本 金：５百万円（全体３０６百万円）

拠 点 数：１（全体２）

従 業 員：２５名（１００名）

事業内容：介護付き有料老人ホーム

（特別養護老人ホーム）

（通所・訪問・在宅介護）

売 上 高：１９６百万円（全体４８９百万円）

当施設は，近畿地方に拠点を持ち，特別養

護老人ホームをはじめ，各種介護サービスを

手掛ける社会福祉法人が１年前に手掛けた，

介護付き有料老人ホームである。総合介護サ

ービスのノウハウを生かしているとの口コミ

もあり，開設６カ月で満室状態となり，以後

空待ちの状態が続いている。

会計や人員は分別管理を厳しく求められて

おり，社会福祉法人全体の中の有料老人ホー

ム部門に限定して分析した。

特 徴

現事業のポイントは以下のとおり。

〇社会福祉法人の経営

経営体制・財務内容は細かく公表されてお

り，一般法人の経営に比べ入所者の安心感が

高い。あわせて，母体の潤沢な資金を借り入

れることで，金融機関借入より経営の自由度

は高い。

〇多様な経営陣

現場出身者を中心に，経営陣に医師や行政

の事業経験者が入っており，新たな事業への

取組，経営の透明性は高い。

〇立地

郊外の緑豊かな農村にあるが，JR・私鉄

駅，高速道路 ICからも近く，広範囲な地域

からの入所者が期待できる。

周辺に，医科大学付属病院があり，緊急の

協力体制が組める。あわせて，医師・看護士

の縁者を入居者として期待できる。

●図表－４ ビジネスモデル俯瞰図 （金額単位：百万円）
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〇料金

超高級な都心のタワービルでもなく，リゾ

ートの高級設備でもないが，木材を多用した

温かみのある建物としては，妥当な料金体系

になっている。

利益計画の問題点

外部環境分析

A社有料老人ホーム部門を取り巻く業界外

部環境について PEST分析で，競争関係を

５フォース分析で把握した。

� PEST分析（マクロ環境）

〇政治的環境

少子高齢化が予測通りに進展し，年金問題

解決のためにも，政策の安定が必要。

３年毎に介護保険報酬改定があるが，利用

者の増加により，介護サービスに使われるサ

ービス内容に制約が出る。

〇経済的環境

中期的には，低成長ながら物価も比較的安

定している。他の施設との差別化を図ること

で，介護サービス関連で収益源を増やす努力

が求められる。実行能力も認められる。

長期的には，人口減少に伴う活力低下傾向

に陥る可能性が高い。将来の経済不況に備え

て，施設・人材の拡充を果たす時期に来てい

る。

〇社会的環境

少子高齢化の影響で，家庭での担い手不足

から，在宅での介護は益々困難になってくる。

有料老人ホームのニーズはこれからも拡大し

ていくことが見込まれる。

逆に，働き手の高齢化が急速に進み，総活

躍社会になるためには，若年層・女性層に頼

った人材供給には限度があり，個人・社会の

常識の見直しによる，施設における老々介護

の仕組みつくりが必要になる。

大手は，資金力・総合力から投資により充

実化に力を入れていくことが予想され，小規

模施設の淘汰に続き，中規模施設の囲い込み

も活発化することが予測できる。

〇技術的環境

人口減少予測に伴い，ロボットや AI，セ

ンサー技術の革新が見込まれる。このため，

日々の活動に追われることなく，技術開発に

参加していくことが必要になる。

A社の関係者（職員・入所者・業者）は，

具体的なニーズを抱えており，関係者のサー

クルで，介護技術・生産性向上のための機器

の共同開発が求められる。施設内・施設外で

どのようなニーズがあるか，考えて情報提供

するのも仕事として成り立つと考えられる。

現在開発されている，尿漏れ検知センサー

や，装着式介護補助装置などは，現場のニー

ズが開発につながったものである。介護の現

場は新しい技術革新の宝庫と考え，活動して

いくことが求められる。

� ５フォース分析

〇業界内の競争

市場が拡大している限り，業界内有力社の

事業拡大が見込まれる。日本は，成果の見込

める事業には，自分が勝者に成れると考えが

ちで，過当競争に陥りやすい。

A社のように，木材の内装はじめとする，

地域のニーズに合致した，差別化された施設

で，特色あるサービスを，均一に提供できる

かなどが，勝敗の分かれ道になる。

長年培ってきた特別養護老人ホーム経営の

ノウハウを生かしていけるかがカギになる。

ただ，入所者の質（経歴や所得水準など）が

異なること，求められる提供サービスの内容

が異なること，時代の経過とともに競争内容

も変化していくことに気が付けるかもカギに

なる。A社は，同業他社に比べ人的余裕から
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過剰サービス気味の状態にある。

〇仕入先の交渉力

俯瞰図のとおり，経費の多くは従業員の人

件費にあることがわかる。実際に従業員が入

所者に接するわけで，新人をいかに教育する

か，中途採用者にいかに当事業所の考えを理

解させるかにかかっている。

理事長をはじめとする経営層，現場の責任

者が魅力的か，経営理念が明解かにかかって

いる。また，OJT等による育成，現場責任

者のリーダーシップによる魅力ある職場造り

に成功している。情報収集は限られた範囲で

あり，働きやすい職場であるという口コミ情

報を流せるかにかかっている。A社従業員に

現状給与水準への不満はない。

次に大切なのは，給食費の支払先である，

食事の提供である。入所者は，日々の三食の

食事とおやつに大きな楽しみを見出しており，

入所者の満足度に直結する。A社は，特別養

護老人ホームが給食の外部化した時に慎重に

選定し成功した体験を有効に活用している。

内部であれば，良い調理師を確保できるか，

にかかっている。

現状に満足せず，常にアンテナを高く掲げ

ておくことが，良いサービスを継続するカギ

である。当地の給食サービスは競争が激しく，

A社提案に即応するなど現段階では，提供サ

ービスレベルも高い。

〇販売先の交渉力

入所希望者は口コミやネット検索で来所す

るケースが多い。今回の事業をうまく進める

ことは，いかに良質な入所者を探しあてるか

にかかっている。A社のように，電話等によ

る案内・体験訪問時の対応など責任者を決め，

手待ちの時に模擬訓練するなど，入口の仕掛

けを明確に作っておくことが大切である。

住環境・三食の提供・光熱費込みで月２０万

円の負担は，国民年金だけの収入では払える

ものではない。ある程度の年金受取や他の恒

常的な収入がある人間か，地方から都会の大

学に仕送りする金額であり，子供や支援者が

仕送りを見込める層に限られる。

現在の日本の悲劇は，親子が遠方に離れて

住んでいることから発生している。逆に言え

ば，入所希望者だけでなく，当事業所のよう

に近くの大学病院職員が介護のため勤め先を

辞める決断をできないといった層にもアピー

ルできるかにかかっている。

〇新規進出の脅威

介護付き有料老人ホームは，介護業界・中

食提供業界・不動産業界など関連業界からの

参入が容易であり，市場規模が拡大している。

A社周辺でも新たな参入はあるが，地域密着

の A社として現時点で優位性を保っている。

これらの新規参入者とは，連携相手となっ

て，囲い込むのも解決策となる。あるいは，

自らこれらの分野のサービスのトップ事業体

となることで，参入を押さえる方法もある。

これらは，大手企業ならできるが，地方の小

規模事業体には荷が重い。独自性を発揮し，

探した時にきらりと光るものを持っておく必

要がある。

A社の場合，作業所・集会所・農園・カフ

ェなど外部との接点を多く作っているが，ま

だうまく機能しているとは言えない。

〇代替品の脅威

本件サービスは，在宅で親族により実行さ

れれば高齢者本人にとって最高の解決法であ

る。ただ，これらが機能しなくなったため作

り上げた仕組みであり，在宅で全部を網羅す

る代替品は今のところ提供されていない。入

所希望者にとって，特養や病院への出口は，

選択肢の増える事柄であり，脅威というより，

多様性実現と言った感覚になる。

内部環境分析
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A社の現状は，以下のとおりである。

� 強 み

母体施設開設の経緯とその後の歴史から，

介護スキルのレベルが高く，意欲的な従業員

が多い。医師が理事長として育てた組織であ

り，入所者の健康管理体制が整っている。

経営トップの，介護前段階の支援体制が十

分でないとの認識から，健康体の段階から入

所して，老後の生活を楽しむ場としてリクリ

エーションの仕掛け・そのための設備が整備

されている。

特養からのベテランの指導で，新人の早期

戦力化を実現し，行き届いた内部管理で，入

所者のサービスに対する満足度は高く，現在

入居待ち状態が継続している。今現場で要求

されるレベルであれば，高給のベテランは元

の事業所に復帰しても懸念はない。

一般の会社経営より，分別管理で収益管理

もしっかりしている。

� 弱 み

今後も介護分野での人手不足は継続が予測

され，介護者の生産性向上のため，サービス

の手順の標準化が求められる。入所者のニー

ズを汲み取れる人材が不足しているため，育

成が急務である。

長期的に人手不足は続くとみられ，退職防

止の対策を施すことが求められる。開業して

間もなく入所待ちとなり，競争激化した時の

対応ノウハウが育っていない。

母体に頼った財務体制で，金融機関借入は

ないが，創業開始後で財務体質は弱い。今後

急激な環境変化があった場合の余裕が必要で

ある。

問題点の改善策

立ち上げ１年目の赤字の原因は，人材配置

のミスマッチなので，早急に解決する。あと

は着実に付随サービスで収益を積み上げ，管

理費を削減し，安定した収益体質を確保し，

将来の変動に耐えうる体質を確保する。

学習と成長の視点

� 人手への対応

１年経過し，現状業務であれば，事業所開

設にあたり配置したベテラン介護職員の継続

配置は不要であることが判明した。換算２名

の配置見直し・人件費削減を順次図っていく。

結果として人件費削減が実現する。

� 介護レベル高度化への対応

介護度が低い現在の入所者に合わせ新人を

配し，経年による介護度アップを入所者と一

緒に学んでいく体制にする。

最高現場責任者（施設長）の不定期訪問，

５S・定期的行事開催など現場活動の実践で

入所者のニーズをくみ上げていく。

業務プロセスの視点

� 退職防止策確立

当面介護職員の採用は困難さを強めていく

ことが予想される。現状人員の確保が，最重

要課題とすれば，入所者との関係の良好さが

●図表－５ 利益計画改善戦略フロー
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退職防止の最善の対策になる。

細心の注意を払って従業員と入居者との関

係性確認や，日報を活用しながら従業員の意

思を確認し，退職者を出さないよう防止策を

確立していく。結果として，採用活動費の削

減が図られる。

� 新規入居者営業スキル開発

幸い計画立案の内容が適格であったため，

早期に満室となり，以降空待ち状態が続いて

いる。当ホーム計画が，経営層だけで進めた

ため，強みがあいまいなまま仕事に従事して

いる現場職員も多い。一段落を機に，共同作

業でマニュアルを作成し，業務プロセスを見

直し，行き届いたサービス管理の原点を共有

していく。結果として，サービス内容の共有

化・共通化が図れ，追加サービス受注につな

がる。

顧客・消費者の視点

� 高いサービス満足度の維持

入所者の視点からは高いサービス満足を認

められている。今後のサービス維持・拡大の

ため，病気のための退去者，家族の転居に伴

う転ホーム，入所待ち待機組からのアンケー

ト等により，高い満足度の原点や新たなサー

ビスの希望などを，深掘りしていくことが必

要である。

箱を作ったからには，最大限有効活用して

いくことが求められている。

当面団塊世代の入居が続くが，次の世代で，

上の世代より低い年齢で亡くなられるケース

もみられるようになった。施設という大きな

投資が生かされるよう満足度最大の運営が試

される。

� 顧客層減少傾向への対策

競争激化による価格競争や，サービス提供

合戦にならないよう，自らの施設への自信を

育む努力を怠らないことが大切である。

財務の視点

� 確立された経理分別管理の維持

離れて多様なサービスを提供しているから

には，経理分別管理の適正な維持が求められ

る。現場作成とデータ入力者のダブルチェッ

ク体制を堅持する。

� 脆弱な財務基盤の強化

以上の各項目を実施していくことで，収益

基盤が改善し，財務基盤も確立していく。

改善後の利益計画

介護付き有料老人ホームは，当面急速な市

場拡大が見込める。当ホームの一年目の反省

を行って，次のステップに飛躍する見極めの

チャンスとなった。この内容を受け，新たな

施設開設を検討する材料にもなる。

●図表－６ 変更後の利益計画 単位：千円

直近期 １年目 ２年目 ３年目

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

サービス活動収益 １９６，０００ １００．０％ １９６，０００ １００．０％ １９８，０００ １００．０％ ２００，０００ １００．０％

サービス活動費用 ２０２，０００ １０３．１％ １９６，０００ １００．０％ １９５，０００ ９８．５％ １９５，０００ ９７．５％

人件費 １０３，０００ ５２．６％ ９７，０００ ４９．５％ ９７，０００ ４９．０％ ９７，０００ ４８．５％

給食費 １６，０００ ８．２％ １６，０００ ８．２％ １６，０００ ８．１％ １６，０００ ８．０％

事務費 ８，０００ ４．１％ ８，０００ ４．１％ ７，０００ ３．５％ ７，０００ ３．５％

光熱費 ９，０００ ４．６％ ９，０００ ４．６％ ９，０００ ４．５％ ９，０００ ４．５％

減価償却費 ６１，０００ ３１．１％ ６１，０００ ３１．１％ ６１，０００ ３０．８％ ６１，０００ ３０．５％

サービス活動差額 －６，０００ －３．１％ ０ ０．０％ ３，０００ １．５％ ５，０００ ２．５％




