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●ゆかた・ユニフォームもレンタル

1

●コーヒー代からおしぼり価格捻出

業界の概要

おしぼりレンタル業は，きれいに洗濯・消

毒しパックされたおしぼりを飲食店等に貸し

出し，返却されたおしぼりを再度洗濯・消

毒・パックして貸し出すことを繰り返して利

益を得る業態である。おしぼりだけでは利益

率が低いため，しばしばホテル・旅館・医療

機関等へシーツやまくらカバー，浴衣等のリ

ネン（亜麻布）製品をレンタルすることによ

り供給することからリネンサプライ業とも呼

ばれる。

リネンサプライ業は日本標準産業分類では，

クリーニング業の中の一部とされている。小

分類のクリーニング業はさらに普通洗濯業，

洗濯物取次業，リネンサプライ業の３つに細

分類されている。リネンサプライ業にはおし

ぼりやシーツ，浴衣・ユニフォーム等の貸し

出しのほかに，モップや雑巾のレンタル業な

どのダストコントロール業も含まれる。

薄利多売の事業構造

おしぼりのレンタルは単価が低く利幅の少

ない商品である。

たとえば喫茶店におしぼりをレンタルした

場合，喫茶店側はコーヒー１杯の価格の中か

らおしぼりのレンタル代を捻出しなければな

らない。このためおしぼりの単価が高いと喫

茶店はおしぼりのレンタルをしなくなる。従

っておしぼりレンタル業側としては，おしぼ

りの単価を低く抑え薄利多売で利益を得なけ

ればならない。

中小企業診断士

青木 仁志

利益計画

おしぼりレンタル業のモデル利益計画
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●図表－１ 従業員規模別事業所数

従業員規模 事業所数

総数 ４，６４３

１～４人 １，１６４

５～９人 ９２３

１０～１９人 ９８９

２０～２９人 ５０１

３０～４９人 ５０９

５０～９９人 ３７２

１００～１９９人 １４５

２００～２９９人 １９

３００～４９９人 １０

５００～９９９人 ４

１，０００人以上 ７

（出典） 平成２８年経済センサス活動調査より
作成

規模の経済性が効く装置産業

一方，業務オペレーションの内容は，実質

的にクリーニング店であるため，クリーニン

グの設備が必要である。さらに，おしぼりの

ごみを除去する機械や，消毒をしてパックす

る設備等も必要となるため，多額の設備投資

が必要となる。つまり，減価償却費や人件費

等の固定費が大きい費用構造である。このた

め，大量の製品を供給することで，製品１個

あたりの固定費が減少して単位原価が減少す

る，いわゆる規模の経済性が効いてくる業態

である。

夜間の配達拠点が必要

おしぼりレンタル業の場合，顧客である飲

食店が業者を選ぶ重要なポイントは，夜間の

急な追加発注への対応である。

飲食店でも特に酒類を提供する店舗の場

合，２次会や３次会等の流れで急にお客が増

えておしぼりが不足することがままある。お

しぼりを追加で発注すると当然追加料金がか

かるので，飲食店は閉店時間ぎりぎりまで待

って，おしぼりが足りなくなることが確実に

なってから発注する。従って，追加発注は，

深夜の時間帯になる。

おしぼりレンタル業者がこれに対応してく

れないと，飲食店は困るので，業者を替えて

しまう。そこでおしぼりレンタル業者は，夜

間の急な注文に応ずることができるような体

制を整備する必要がある。

具体的には，配達の拠点を設けて予備のお

しぼりを用意したうえで，配達のための人員

を深夜まで配置しなければならない。これは

深夜割増給与を払うことになるため，人件費

の負担が増加することになる。

この人件費負担が増えることを嫌って，契

約した数よりも多めに配達することで夜間の

追加発注を減らそうとする業者が多い。しか

し，配達担当の従業員が不慣れだと，余分に

配達をしてしまい，これが逆にコスト高の原

因となることもある。

小規模企業が多い

規模の経済性が発揮される業種なので，当

然大規模化しそうなものであるが，平成２８年

経済センサス活動調査によれば，従業員数が

２０名以下の小規模の企業が多い。これは，大

規模化するためには設備投資が必要であり，

小規模の企業はそのための資金がないため，

大規模化できないからである。

また，浴衣やユニフォームなどを扱う場合

には，自動衣類たたみ機を導入する必要があ

るが，２，０００万円ほどの価格であるため，多

くの企業はおしぼりのみを扱っている。
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結局，大規模にしておしぼり以外も扱うこ

とで大きな利益を確保している大規模企業と，

おしぼりのみを細々と扱う小規模企業，とい

う構図になっている。その一方で，一定の規

模を確保し，業務を効率化することで，おし

ぼりのみで利益を上げている企業も存在する。

モデル企業の概要

A社の概要

業種：おしぼりレンタル業

創業：１９８０年（昭和５５年）株式会社設立

経営者：B氏 ４３歳

売上高：２．１億で減少中

従業員：２１名。正社員８名，パート１３名。

A社は P県の Q市にあるおしぼりレンタ

ル業者である。バブル期には大きな売り上げ

があったが，近年は売上が落ち，赤字にはな

っていないものの，経常利益額も減少してい

る。

５年前に先代社長が亡くなり，B氏が社長

になると，高齢の古い社員が相次いで退職し

たため，パートを雇い入れた。ベテランが抜

けたことは痛いが，これによって人件費負担

が軽減され，一定の黒字を確保することがで

きた。

B氏は，現状のままではじり貧であるので，

経営の改革に着手した。まず，顧客の中で低

価格をコンセプトとする飲食店には，使い捨

ての紙おしぼりを販売するようにした。一方

高級路線の飲食店には，厚手の布地で手触り

が良く高級感のあるお絞りを高めの価格で提

供するなど，メリハリをつけることで売上と

利益を確保した。

さらに，自動折りたたみ機を導入して浴

衣・ユニフォームに参入することを検討して

いる。しかし，自動折りたたみ機の価格が

２，０００万円もするため，二の足を踏んでいる

ところである。

そんな折，B氏の叔父で，同じ P県の R

市でおしぼりレンタル業を営んでいる C氏

（７０歳）から，「引退したいので自分が経営

するおしぼりレンタル会社 D社を買わない

か」という話を持ちかけられた。C氏は高齢

であるうえ，子供たちは別の業種で働いてお

り，C氏の事業を受け継ぐ人がいない。この

まま整理解散してもよいが，甥の B氏が同

業なので，とりあえず声をかけてみた，とい

うことである。

そこで，B氏は D社の買収と浴衣・ユニ

フォームへの参入について再度検討してみる

ことにした。

利益計画の問題点

叔父が経営する D社の買収は，新しい顧

客へのおしぼりの提供であって，アンゾフの

言う市場開拓戦略である。これに対して，浴

衣・ユニフォーム類への参入は，新しい顧客

への新しい商品の提供であるので，多角化戦

●引退したい
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●オリンピック

略になる。両方を行うのは困難なので，どち

らが有利なのか検討する。

外部環境分析（マクロ環境）

A社を取り巻く外部のマクロ環境を，PEST

分析の視点で分析してみる。

政治的環境

おしぼり類は食品等と同様に衛生と健康に

関連する商品であるため，消毒に関しては厚

生労働省の規制がある。また，クリーニング

自体に関しても，衣類やおしぼり等の肌に直

接触れる商品であるうえ，クリーニング液の

廃液処理等の問題があるため，都道府県知事

の免許を得たクリーニング師を置くことが義

務付けられている。

経済的環境

顧客である飲食店業界では低価格化が進ん

できている。これに伴いおしぼり業者に対す

る低価格要請が強まると同時に，より安価な

使い捨ておしぼりに切り替える飲食店が増加

している。

また，飲食店にとっておしぼりはなくては

ならない必須アイテムではない。なければな

いでどうにでもなる。このため，飲食店とお

しぼりレンタル業者との取引の交渉ではおし

ぼりレンタル業者は弱い立場にならざるを得

ない。

おしぼりはドライクリーニングで洗濯して

いるが，そのときに使用するクリーニング液

が，石油価格の上昇に伴い上昇している。こ

れがおしぼりの原価を引き上げ，収益性を悪

化させている。

社会的環境

東京オリンピックが開催されることでホテ

ル・旅館の新設が増えている。この新築施設

への浴衣，ユニフォーム，シーツ等のニーズ

の増加，および飲食部門へのおしぼりニーズ

の増加が期待されている。

しかし，おしぼりのみを扱う小規模の企業

がここへ食い込むのは難しいと考えられる。

また，近年は日本のおしぼりが外国にも知

られるようになり，来日する外国人旅行客の

評判も高い。このため外国人を相手にする旅

館・ホテル・飲食店等では高級なおしぼりの

需要が伸びている。

旅館・ホテル・飲食店等で，小規模な施設

の場合，従業員が高齢化して来ていることが

多いため，リネン類の洗濯を外注するニーズ

が増加している。特に家族で経営している小

規模な旅館・ホテル・飲食店の場合には，小

規模なおしぼりレンタル業者が食い込む余地

がある。

消費者の健康志向の高まりにより，誰が使

ったかわからないレンタルのおしぼりを嫌う

層がいる一方で，安っぽい使い捨ての紙おし

ぼりよりも，タオル地の高級おしぼりを好む

層も存在する。

●図表－２ アンゾフの成長ベクトル

従来市場 新市場

従
来
商
品

・市場浸透戦略
従来からの商品を従
来の顧客に更に売っ
てゆく

・市場開拓戦略
従来からの商品を新
らしい顧客に売って
ゆく

新
商
品

・新商品開発戦略
新商品を従来の顧客
に売ってゆく

・多角化戦略
新商品を新しい顧客
に売ってゆく
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技術的環境

使い捨ての紙おしぼりは，かつてはいかに

も安っぽかったが，近年は厚手の高級感のあ

る紙おしぼりも開発されている。

外部環境分析（ミクロ環境）

機会

A社が立地する Q市は，P県の中でも２

番目に人口の多い都市で，商業・工業とも盛

んである。市内には飲食店やビジネスホテル

も多く，おしぼりの需要の多い地域である。

また，古い城下町であるため，観光客をタ

ーゲットとした旅館も多く，最近は Q市旅

館組合が観光客を集めるための盆踊り大会等

のイベントを主催しており，観光客向けの浴

衣の貸し出し需要も増えてきている。

ここ数年は観光客，ビジネス客とも増加し

つつあり，これに伴って A社の顧客である

飲食店の来店客数も伸びている。顧客の中に

は隣接する S市へ出店し多店舗展開を図る

飲食店もいくつかあり，A社の売り上げ増の

要因の一つになっている。

脅威

Q市市街地の中心部では観光客やビジネ

ス客が増えているが，中心部から離れた地域

では客数の減少から，おしぼりを安価な使い

捨ておしぼりに切り替える飲食店が増えつつ

ある。

Q市及びその周辺にはおしぼりレンタル

業者が A社を含めて４社あるが，使い捨て

おしぼりの増加に伴い，おしぼりレンタル業

者間の競争が激化しつつある。

内部環境分析（強み）

A社は創業して約４０年の老舗であり，地域

で大きなシェアを獲得している。このため，

規模の経済性を発揮して利益率が他社よりも

大きい。売上高対経常利益率は他社が４％

程度であるのに対して A社は５％である。

通販による安価なおしぼりレンタル業者が

進出してきているようであるが，通販業者は

１週間に１～３回程度の配送であるため，A

社の顧客は毎日配送してくれる A社の利便

性と長年の信用から，通販に乗り換える顧客

はまだいない。

夜間の追加発注に対しては，実際のおしぼ

り使用本数を記録し，これを基に追加の発生

を抑えるための配達数を統計的に算出するシ

ステムを構築したため，追加発注回数を許容

範囲に抑えることに成功している。

一部の飲食店に対しては，使い捨ておしぼ

りを販売している。売り上げは減るがそれな

りの利益を確保することには成功している。

他方，雰囲気の良い高級レストラン等に対

して，厚手の生地で手触りの良い，高付加価

●仲居さんも高齢化 ●盆踊り大会への浴衣レンタル
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値の高級なおしぼりを提供することで，売上

と利益を増やすことに成功している。

２年前に，古くなった設備を一新し，最新

式のクリーニング設備を導入しており，生産

余力がある。

おしぼりを納品している老舗の家族経営の

旅館が３軒あり，ここへの浴衣のレンタルの

可能性がある。

内部環境分析（弱み）

２年前の新規設備投資の影響で，資金の余

裕が少ない。

ベテランの従業員が退職したため，夜間の

急な追加発注への対応に追われ，深夜割増給

与によるコストの増加が業績を圧迫している。

夜間の追加発注が増加すると追加料金が発生

するため，顧客企業の心象が悪くなり，他社

へ乗り換える原因にもなる。契約による配達

数の適正化などの，早急な対策が必要である。

大手のビジネスホテルチェーンが近隣に進

出するらしいが，リネン類は自前で調達する

らしい。その他にも旅館やホテルの計画があ

るらしいが，十分な営業活動ができていない

状態である。

叔父の C氏のおしぼりレンタル事業の拠

点である R市は，同じ P県内でも Q市とは

P県の東端と西端に離れている。首都圏へ向

けた幹線道路は整備されているが，P市と Q

市の間の道路は整備されておらず，細くて曲

がりくねった山間部を数時間かけて通らなけ

ればならない。このため買収しても A社の

設備で D社のおしぼりを生産することはで

きず，規模の経済性を発揮できない立地にあ

る。

SWOT分析

� 叔父のD社を買収した場合

D社も R市では老舗のおしぼりレンタル

業者であり，顧客にも信頼されている。これ

を買収することで，A社には R市へ向けて

の販路が獲得できることになると同時に，事

業の規模も拡大されることになる。

しかし，規模の経済性というのは，同じ生

産設備で生産量を増やすことにより，製品１

個当たり固定費を減らすことで生産コストを

減少させるものである。R市と Q市との間

の交通の便が悪いため，D社を買収しても

連携が難しく，D社のおしぼりは A社の設

備ではなく，D社の生産設備で生産しなけ

ればならないため，設備稼働率は向上しない。

おしぼり用タオルやクリーニング液の仕入

れは増加するので，バイイングパワーによる

●図表－３ SWOT分析

S強み W弱み

・地域で大きなシェアを獲得している
・売上高泰営業利益率が高い
・使い捨ておしぼりも取り扱い，利益を上げてい
る
・数軒の老舗旅館と取引があり浴衣を扱う可能性
がある
・設備を更新しており生産余力がある

・資金の余裕が少ない
・ベテラン従業員の退職で，夜間の発注が増加し
ている
・営業力が弱く，新規ホテル等への営業がうまく
行かない
・叔父の会社とうまく連携できない

O機会 T脅威

・規制があり，参入が難しい業種である
・東京オリンピックによるホテル・旅館・飲食店
の増加がおしぼりニーズの増加につながる
・旅館・ホテルの従業員の高齢化から，リネン類
の洗濯を外部へ委託する動きがある

・低価格の紙おしぼりとの競争が生じている
・地域の業者間の競争が激化している
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値引き交渉はしやすくなるが，固定費である

人件費や減価償却費は減らないため，バイイ

ングパワーによるコスト削減効果は限定的で

ある。

Q市内またはその周辺で，A社の設備で

生産したおしぼりを利用できる地域にある企

業を買収できれば，規模の経済性が発揮でき

るが，D社は遠すぎてメリットがない。

� 自動折りたたみ機を導入した場合

規模の経済性を最大限に発揮する方法は，

生産設備を２４時間稼働させることである。し

かし，それだけの商品を生産しても売れなけ

れば不良在庫となってしまう。従って生産設

備の稼働時間には，販売量により決定される

上限がある。このとき，同じ生産設備を使っ

て，販売可能な別の製品を生産すると，設備

の稼働時間が増加するため，製品１個当たり

の固定費が減少し，コストが低減することに

なる。これは範囲の経済性と呼ばれている。

A社のクリーニング設備には生産余力があ

る。この余力を使って浴衣やユニフォーム，

シーツ等のクリーニングを行うと，コストが

減少し利益が増えることが期待できる。

しかし，現在 A社と取引のある旅館は３

軒のみである。範囲の経済性により，２千万

円の自動折りたたみ機の購入費用を賄うため

には少なすぎる。もっと多くの旅館・ホテル

への販売することができれば，範囲の経済に

よるコスト削減と，新市場への進出による売

り上げ増加により，増収が期待できるが，現

状では設備投資が大きすぎてメリットが活か

せない。

問題点の改善策

Q市周辺で廃業しそうなおしぼりレンタ

ル業者はないか探したところ，Q市の隣の S

市に拠点を置く E社が業績不振に陥ってい

ることが分かった。E社は，売上高，従業員

数とも A社の半分程度の規模のおしぼりレ

ンタル業者である。E社では，ベテランの社

員が高齢を理由に立て続けに退職してしまい，

業務に支障をきたすようになっていた。社長

の F氏も高齢であり，赤字が増えて負債を

抱えるようになる前に廃業したいと考えてい

るようであった。

E社を買収した場合，S市の飲食店が顧客

として手に入る。また，高額の給与を支払っ

ていた高齢従業員が退職したので，人件費負

担が増加しない。A社の設備には余力がある

ので，E社の拠点ではクリーニング等を行わ

ず，配達の拠点のみにして，パートの従業員

を配置することで固定費を削減でき，A社と

連携して規模の経済性が発揮できるようにな

る。

そこで，E社の工場は廃止し，すべてのお

●図表－４ バランス・スコア・カード

財務の視点 顧客の視点 業務プロセスの視点 学習と成長の視点

売上高の向上 高級なおしぼり 配達数の適正化 パート社員の雇用

コストの低減 使い捨ておしぼり 洗濯と消毒の徹底

生産性の向上 追加発注の減少 洗濯工場の集中

正社員の育成
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しぼりを Q市にある A社工場で生産するこ

とで，規模の経済性を発揮しコストを削減す

る。E社の社屋は，規模を縮小して配達の拠

点として使う。E社の社員はクリーニング師

等の有資格者は正社員として Q市の A社拠

点（ここを本社とする）へ配属し，それ以外

はパートとして配達要員とする。

従業員教育により，衛生概念を徹底する。

また，顧客ごとに契約配達数の見直しを行い，

夜間の追加発注を減らすことでコスト削減を

図る。

顧客によっては高級なおしぼりを提供して

売上高の増加を図る。また，レギュラータイ

プのおしぼりや使い捨ての安価なおしぼりな

ど品ぞろえを豊富にして，顧客の要望に合わ

せることで売り上げ増加を図ることとする。

いずれ財務的に余裕が出てきたら自動折り

たたみ機を導入して浴衣・ユニフォーム事業

に進出することとし，それまでに旅館やビジ

ネスホテルなどにお絞りを提供し，浴衣・ユ

ニフォームへの足がかりを作る。

改善後の利益計画

改善後の利益計画の PLを図表－５に示し

た。E社を買収することで売り上げは約１．５

倍に伸びたが，売上原価と販管費の合計は１．４

倍に増加しただけであるので，営業利益は３

倍以上に伸びている。

これは，E社の工場を廃止することで固定

費を減らし，配達拠点として高付加価値の高

級おしぼりや，安価な使い捨ておしぼりなど，

バリエーションのある品ぞろえにより売り上

げ確保と原価低減に努めた結果である。

●図表－５ 改善後のPL見込み

直近期末 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

売上（百万円） ２０９．２ １００％ ３１３．７ １００％ ３２３．１４ １００％ ３３２．８４ １００％

売上原価 １１３．８ ５４．４％ １５９．３ ５０．８％ １６４．１１ ５０．８％ １６９．０３ ５０．８％

売上総利益 ９５．４ ４５．６％ １５４．４ ４９．２％ １５９．０ ４９．２％ １６３．８ ４９．２％

販売費一般管理費 ８４．１ ４０．２％ １１７．７ ３７．５％ １２０．６６ ３７．３％ １２３．６８ ３７．２％

営業利益 １１．２ ５．３６％ ３６．７１１．６９％ ３８．４１１．８８％ ４０．１１２．０６％




