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●図表－１ 大手運営会社

運営会社 設立
棟数等

（全管理物件）
直近連結
売上高

直近連結
営業利益

㈱ジェイエスビー １９７６年 ２，１８３棟８１，３３３室 ５２７億円 ５３億円

㈱共立メンテナンス １９７９年 ５１２棟 １，７３７億円 １４億円

㈱毎日コムネット １９７９年 ２１８棟１１，４３２室 １８８億円 １７億円

㈱学生情報センター（＊） １９７５年 ５，２００室 非公開 非公開

＊学生情報センターは２０１６年に東急不動産ホールディングスの傘下となっている。
（出典） 各社ホームページから筆者が作成，数字は直近のものを記載

業界の概要

1 不動産業界（学生寮）の特徴

学生寮の業界は，全国展開する大手運営会社から地域密着の小規模学生寮までが混在する。

図表－１は大手運営会社４社の概要で，いずれも団塊世代以降が大学進学となる１９７０年代に

設立している。

学生寮・学生マンションは，一般の賃貸マンション等に比べて入居率が高いのが特徴であ

る。総務省土地統計調査によると，住宅の空き家率は近年１３％程度であるが，ジェイエスビ

ーでは例年入居率９９％を維持，共立メンテナンスではコロナ禍で低下したものの，コロナ禍

以前は入居率９７％前後で推移，毎日コムネットでは入居率１００％を維持している。現状では

需要が強い業界である。

2 学生寮と学生マンション

学生寮とは，大学等に通う学生に供する寄宿舎のことをいう。寄宿舎の形態には，下宿，

学生寮，学生会館，学生マンション等があるが，特徴で大きく分けて２種類ある。

利 益 計 画

不動産賃貸業（学生寮）の
モデル利益計画

中小企業診断士

平出 重浩
#不動産賃貸 #SWOT分析 #学生寮
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●図表－２ 学生寮と学生マンションの比較

学生寮・学生会館 学生マンション

不 動 産
比較的小規模
古い建物が多く木造もある

大規模で１棟１００室以上が多い
鉄骨や鉄筋コンクリートで構造はしっかりして
いる

物 件 数 物件数は限定的
近年は増加しているが人気物件は合格発表前に
仮契約が必要

入 居 者
学生のみで男女別の場合あり
入居者間の付き合いは深い

学生のみでプライバシー重視
入居者間の付き合いは物件の設備によって異な
るが入居者向けイベントを開催する施設もある

コ ス ト 面
建物老朽化に伴い共用設備に対し修繕費用
がかかる

比較的物件は新しく修繕費は計画的に見込める

管 理 面
住み込みの管理人
門限，入浴時間にルールある

オートロック

設 備 面 風呂・トイレは共用 各部屋に家電・家具・風呂・トイレ設置

食 堂
食堂があり朝食・夕食が賃料に含まれる
食事時間にルールある

食堂，シェアキッチン，ラウンジが共用設備
自炊が多い

年代により学生寮に対するニーズの変化がある。一時は学生のプライバシー重視から賃貸

アパート・マンションに人気が移った時期もあった。現在では保護者の心配を払拭する点か

ら，管理人付き，食事付きの学生マンションや学生寮に人気が回帰している。

また，学生としても朝夜に寮生と会えるコミュニティを重視しており，「一人暮らしだが

食堂に行けば誰かいる安心感」が好まれている。

3 コロナ禍前の経営環境

近年，三井不動産レジデンシャル，伊藤忠都市開発，東急不動産ホールディングス，大成

有楽不動産などの大手デベロッパーが学生マンションに参入してきている。

東急不動産ホールディングスは，２０１８年１月に「キャンパスビレッジ」の１棟目を竣工，

以降順調に建設・開業し２０２２年１月までの４年間で約２．６倍の約２，８００室まで増加させた。

さらに大手デベロッパーが運営する J−REITファンドで，運用資産に対する学生寮のシェ

アを高めてきている。

この大手参入の動きは，国立大学が保有する不動産を有効活用させる一環として２０１７年国

立大学法改正に伴い，国立大学は老朽化した学生寮の運営を外部委託することに始まった。

２０１９年には私立学校も「学校教育法等の一部を改正する法律」が可決した影響で，教育事業

以外で不動産事業を行う私立大学が増加しつつある。

市場参入の要因は大きく分けて以下５点の事業メリットである。

� 市場規模が拡大傾向にある

少子化を要因として年齢１８歳人口は減少傾向にあり，図表－３のとおり高等学校等卒業者

数は年々減少している。一方で大学入学者数は２０００年６００千人から２０１９年６３１千人へと増加の
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●図表－３ 高等学校等卒業者数・大学入学者数（単位：人），大学進学率推移

＊大学入学者数には留学生含む（但し交換留学等は含まず）
出典：文部科学省「学校基本調査」

●図表－４ 留学生数推移

出典：日本学生支援機構「外国人留学生在籍状況調査」

傾向にある。

また，図表－４のとおりコロナ禍を除けば，留学生数は大きく増加傾向にある。行政も国

際化に注力している。２００８年留学生３０万人計画を掲げ，２０１４年スーパーグローバル大学創成

支援事業により，３７大学で外国人混在型学生寮を整備条件に補助金支援を決定した。

ところが留学生向け公的寄宿舎は少なく，受け皿の学生寮は不足の状況にある。少子化で

はあるが，学生寮の入居対象者全体は増加しているため，市場規模は拡大している。
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●図表－５ 大学移転事例

大 学 移転時期 移転前 移転後

明治大学 一部の学部 ２０１３年 和泉キャンパス 中野キャンパス

青山学院大学 文系１・２年生 ２０１３年 相模原キャンパス 青山キャンパス

日本女子大学 人間社会学部 ２０２１年 西生田キャンパス 目白キャンパス

中央大学 法学部 ２０２３年 多摩キャンパス 茗荷谷キャンパス

東京理科大学 薬学部 ２０２５年 野田キャンパス 葛飾キャンパス

出典：ホームページ等から筆者が作成

� 立地条件が通常レジデンスと異なる

駅近が大きな入居条件となる通常の賃貸マンションに比べ，学生寮・学生マンションは大

学に近いことがポイントとなるため駅近が条件とならないケースが多い。運営業者が新たに

建設する場合でも，開発地購入コストを抑えることが可能となる。

� 収益性が安定する

一括借上契約とするため空室率リスクが抑えられ収益が安定する。三井不動産レジデンシ

ャルの場合，東京都練馬区に学生マンション「カレッジコート平和台」を２０１７年に建設し，

毎日コムネットに運営委託している。

� 延滞リスクが小さい

賃料支払は保護者であり且つ保護者が契約者あるいは保証人となるため，一般の賃貸マン

ションに比べ賃料延滞が少ない。

� 入退去管理がスムーズ

入退去の時期が３月４月に集中しているうえ，卒業時期がある程度分かるので，通常の賃

貸マンションより入退去に伴う募集活動がし易く，安定的な稼働に繋げることができる。

一方で参入へのリスクも存在する。

� 大学移転リスク

学校がキャンパスを移転した場合，入居対象者がいなくなる可能性がある。特に首都圏で

は，以前広さなどの環境面や学生数の確保を求めて郊外にキャンパスを新規増設してきたが，

昨今の学生の人気面から都心回帰の傾向にある。

� 物件の流動性リスク

学生寮・学生マンションでは共用施設として食堂・洗濯場・風呂等が存在することから，

一般の賃貸マンションへの転用が難しい。企業の社宅や介護施設等であれば転用可能ながら，

使途は限定的かつ社宅については減少傾向にある。

� 自宅通学生が増加傾向

日本学生支援機構によると，大学生に占める自宅通学生の割合は，２０２０年の５０．７％から２０２２

年に５９．２％へ，特に私立大学生の場合の自宅通学生の割合は，２０２０年の５５．７％から２０２２年の
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６５．２％へ増加している。生活費・学費負担を考慮した結果と考えられる。

4 コロナ禍の経営環境

コロナに伴う大学側の対応で，リモート授業・オンライン講義が広がったことに伴い，地

方出身の学生が上京を控える現象が起きた。

２０２０年９月東京都で学生寮８物件を運営していた㈱開成が破産，２０２１年１２月東京都・神奈

川県・埼玉県で学生寮７物件を運営していた㈱橘が破産した。これは，コロナに伴い，学生

の入寮が減り空室率が高まったことが大きな要因だ。

一方で２０２２年４月からは各大学により対応は異なるが，対面授業を再開している。BCP

として行動指針等を定め，感染者数等の推移によって対面授業の割合を決めている。過去２

年間のように学生が学生マンションの利用を控えるという現象は，今後は考えにくい。

モデル企業A社の概要

1 A社の概要

A社は地方政令都市のターミナル駅から徒歩１０分に立地，近隣には国立大学と私立大学が

あり，電車あるいは自転車で通学可能の立地にある。昔ながらの学生寮１棟を運営している。

定員は６０人でコロナ禍前は平均で４０人程度が入居していたが，コロナの影響で現在は２８人ま

で減少している。

玄関はオートロック化してある。部屋は個室で，ベッドと机・椅子と小さな冷蔵庫は備え

付けされており，洗面台もある。トイレ・浴室・洗濯場は共同，食事は朝と夕のみ提供する。

朝に連絡しておけば時間外でも夕食は確保しておく仕組みとなっている。賃料は近隣同業者

よりも高い。閑静な立地とセキュリティ面を付加価値ととらえた設定価格である。

従業員は社員とアルバイトで７名，管理部門で３名，うち２名が住み込みの管理人をつと

めている。現場は調理等で，清掃はアウトソーシングしていること，食事提供が朝・夜だけ

であることから，日中は暇にしている時間がある。従業員間は仲が良いが，オーナーとはや

や隔たりがある。

賃料は，一般賃貸マンションよりも高く且つ他の学生寮よりも高い設定としている。「そ

れなりに余裕のある学生を受け入れたい」という創業時からのオーナーの方針によるもので

ある。

財務面では，累積赤字がありコロナ禍の売上減でその金額は増加している。赤字の補填資

金はオーナーからの借入金で賄っており，金融機関からの借入は無い。

＜A社の概要＞

業種：不動産賃貸業
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●図表－６ PEST分析

政治
（Politics）

行政が国際化に向け，スーパーグローバル大学創成支援事業の一環で留学生
受け入れを推進

経済
（Economy）

景気動向に左右されにくい業種
公共交通機関の発達に伴いエリアによっては自宅通学が可能

社会
（Society）

人口は少子化で減少乍ら，大学進学者数は増加傾向
自宅通学生の割合は上昇傾向
パンデミックが発生した場合，リモート講義となり学生寮が不要

技術
（Technology）

将来的にはAI の進展に伴いバーチャル空間での大学授業も可能

●図表－７ ファイブフォース分析

既存競合他社 エリアによって異なるが大手デベロッパーを中心に参入意欲は高い

顧客の交渉力
物件の立地によって異なる。コミュニケーションを重視する傾向にあり，
一般賃貸マンションよりもニーズある。

仕入先の交渉力 ニーズに比し物件は不足している状況にあるが，供給は可能。

代替品の存在
大学生は休暇が長いため，期間限定での賃貸マンションはニーズあるが，
収益の安定度は低い。

新規参入企業 運営業者については大手に集約化されつつある。新規参入は少ない。

経営者：創業者８０歳

創業：１９７５年

売上高：４０百万円

従業員：管理５名，事務２名

業務内容：学生寮経営

2 A社の環境分析

� PEST 分析

外部環境が，将来的に自社に対し影響する内容を政治，経済，社会，技術の４つの面で予

測する。

� ファイブフォース分析

５つの競争要因から外部環境分析を行う。

� SWOT分析

外部環境のまとめと内部環境について強みと弱みを分析する。
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●図表－８ SWOT分析

プラス要因 マイナス要因

内部
環境

強み
ターミナル駅に徒歩圏の立地
閑静な住宅地に立地しており静かな環境
管理人が住み込みでセキュリティ面は良い
同じ大学の学生が多く入居者間のコミュニケー
ションが良い

弱み
建物・設備が古い
周囲に比較して賃料が高い
稼働率が低い
経費率が高い
オーナー・従業員間の意識相違

外部
環境

機会
大学学生数は増加傾向にあり市場規模は拡大傾
向
受験塾多く過年度生を含め受験生が集まる都市

脅威
パンデミック要因により大学がリモート講義中
心とする場合がある
自宅から通う学生の増加

●図表－９ 成長マトリクス

既存サービス 新規サービス

既存
市場

市場浸透戦略
近隣の大学への営業活動
大学生協・大学新聞等への広告掲載

新サービス開発戦略
部屋のリノベーション
共用設備のリニューアル
寮内イベント開催

新規
市場

新市場開拓戦略
医歯薬大受験塾生の受け入れ
留学生の受け入れ

多角化戦略
寮の一部を店舗化

3 課 題

創業者は高齢ながら後継者がいないため，事業承継が課題である。また，当面の課題は当

社決算で赤字が続いて常態化していることである。但し現状，従業員の黒字化への意識は低

く，危機感も希薄である。

4 ポストコロナの改善策

以上の環境分析をもとに，アンゾフの成長マトリクスを活用して事業戦略を再検討すると

ともに改善策を考える。

� 従業員の意識改革

近年努力の如何に拘わらず学生数は低減傾向にあり，コロナ禍で更に減少した。「親だと

思って子供に接する学生寮」という創業当初のビジョンに立ち返り，オーナーと従業員間で

この思いを共有し浸透させ，就業意欲を喚起する。

更に現在の経営状態を従業員向けに説明，先ずは実態の把握と，危機感を共有する。その

上で今後の事業戦略と利益計画について理解を得る。

� 売上向上策

医歯薬大専門受験予備校に通うあるいは通い始める予備校生を新たなターゲットとする。
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●図表－１０ ポストコロナの利益計画 （単位：千円，人）

直近期 １期目 ２期目 ３期目 ４期目

売上高 ３６，２８８ ４１，４７２ ４９，２４８ ５１，８４０ ５４，４３２

売上原価＋販管費 ４６，５００ ４６，８４０ ４７，９３５ ４８，３００ ４８，６６５

営業利益 ▲１０，２１２ ▲５，３６８ １，３１３ ３，５４０ ５，７６７

（営業利益率） ▲２８％ ▲１３％ ３％ ７％ １１％

寮生数 ２８ ３２ ３８ ４０ ４２

うち大学生 ２８ ３０ ３５ ３５ ３５

うち予備校生 ０ ２ ３ ５ ７

理由は以下のとおり。

・ターミナル駅に近く予備校にも近い立地を活かす。

・閑静な立地で勉強するには好都合である。

・以前受験予備校から打診があったことがあり，学生寮としてのニーズはある。

・高めの賃料設定と学生の質にこだわるオーナーの思いにも合致する。

具体的には，ターミナル駅近辺の受験塾に営業活動を推進する。

� コスト削減

日中の空き時間の活用として，アウトソーシングしている館内清掃の一部を内製化する。

会社として赤字決算の状況ながら，１３年ぶりの昇給を実施する。人件費が上がっても外注費

が下がることにより充分コスト削減を達成できる。

� 事業承継

親族内に後継者はいない。今後，従業員の中から後継者候補を模索することと，将来的に

はM&Aも視野に検討をすすめていく。

5 利 益 計 画

寮生の増員により売上高を伸ばし，コスト削減により利益率を向上させることによる利益

計画を策定した。

〔ひらいで・しげひろ〕


