
個人投資家様向け 会社説明会
2018年3月24日（土） 証券コード：４３５５

人生は、まだまだ素適になる。



■ ロングライフホールディングについて

■ ２０１7年１０月期 連結業績

■ 当社の強み

■ 提供サービス及び今後の展開
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会社概要

会社名 ロングライフホールディング株式会社

代表者 代表取締役社長 遠藤 正一

設立 1986年9月（昭和61年9月）

本社
大阪：大阪市北区中崎西2-4-12 梅田センタービル25階
東京：東京都中央区日本橋室町4-3-18 東京建物室町ビル3F

証券コード ４３５５ ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）

事業内容
介護事業を専門に事業展開する企業グループ
を統括する持ち株会社

資本金 １億円

売上高 連結 １２,３００百万円 （2017年10月期）

従業員数 連結 ８４９名 （外、平均臨時雇用者数1,746名）
2017年10月末現在 3
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グループ体制
日本ロングライフ㈱

ロングライフ国際事業投資㈱ ＬＯＮＧＬＩＦＥ ＧＲＯＵＰ

エルケア㈱

カシダス㈱

ロングライフダイニング㈱

ロングライフファーマシー㈱ロングライフリゾート㈱

ロングライフホールディング㈱

山東新華錦長生養老運営有限公司
（中国）

PT.Jababeka Longlife City

(インドネシア）

㈱トータルライフサポート研究所

ホーム介護事業
・日本ロングライフ㈱
・㈱トータルライフサポート研究所

フード事業
・ロングライフダイニング㈱

在宅介護事業
・エルケア㈱

福祉用具事業
・カシダス㈱

調剤薬局事業
・ロングライフファーマシー㈱

リゾート事業
・ロングライフリゾート㈱

国際事業
・ロングライフ国際事業投資㈱

青島長楽護理用品有限公司
（中国）

㈱ロングライフグリーンケア
(韓国）
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ホームサービス事業

ロングライフ葛西

ロングライフ塩屋

ロングライフ苦楽園
ロングライフ緑地公園

ラビアンローズ高槻

ロングライフ京都嵐山ロングライフ上野芝ロングライフ梶ヶ谷ロングライフうつぼ公園

グループホームみなせロングライフみなせ

ロングライフ千里山

ラビアンローズ上野芝

ロングライフ長居公園

ロングライフ甲子園

ロングライフ成城

ロングライフ宝塚

ロングライフ阿倍野ロングライフ高槻

ロングライフ芦屋

ロングライフ神戸青谷
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総合在宅介護サービスを展開



連結業績
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売上高 営業利益

当期純利益経常利益
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連結業績及び来期予想／



セグメント別売上高／2017年10月期

２０１7年１０月期
総売上高

１２,３００百万円

リゾート 1.6％

売上高１９１百万円

フード 0.3％

売上高３３百万円

在宅介護

売上高５,８７０百万円

35.4

％

47.7

％

12.4

％ セグメント 売上高

ホーム介護 ４,３５２

在宅介護 ５,８７０

福祉用具 １,５２６

フード ３３

リゾート １９１

その他 ３２５

合計 １２,３００

ホーム介護

売上高４,３５２百万円

福祉用具

売上高１,５２６百万円
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当社の強み
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2010年11月 新華錦(青島)長楽頣養服務有限公司を設立

2011年11月 新華錦・長楽国際頣養中心をオープン

2013年 3月 PT.Jababeka Longlife Cityを設立

2014年 3月 株式会社グリーンケア(現、株式会社ロン

グライフグリーンケア )と資本業務提携

2014年 9月 Senior Living @ D' Khayangan

をオープン

2014年 9月 青島長楽護理用品有限公司を設立

2016年 1月 山東新華錦長生養老運営有限公司を設立

2016年 ５月 政府の「アジア健康構想」提言（本部長：安倍総理大臣）

海外事業の実績

海外事業
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アジア各国の高齢化率
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2035年の市場規模（予想）

韓国

シンガポール

中国

タイ

フィリピン

インドネシア

マレーシア

高齢者率 高齢者向け市場

30.6%

26.1%

25.5%

20.3%

21.7%

9.4%

10.7%

7.1%

105兆円

36兆円

292兆円

10兆円

23兆円

17兆円

8兆円

6兆円

合計 496兆円

日本

高齢者人口

３８百万

１２百万

１.８百万

３０９百万

１５.２百万

４.４百万

３０百万

１０,２百万

４２０.６百万

（出典）平成27年版高齢社会白書より

２０５０年 中国の高齢者人口は４．８億人
世界高齢者人口の２５％となる
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政府による海外プロジェクト 「日本アジア健康構想」



有料老人ホーム『長楽居』 （ 2011年開設）
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所在地 ： 中華人民共和国山東省青島市労山区松岭路127号1号楼
施設規模 ： 27階建て・161室（57.4㎡～83.5㎡）うち介護居室5室
共用施設 ：プール／フィットネスジム／娯楽室／クリニック／レストラン／美容室／カラオケ／漢方薬局／リハビリルーム

入居条件 ： 終身利用権方式（健常者から要介護者まで）

入 居 金 ： 入居一時金方式 日本(円) ２，６００万～４，６００万円 中国(元) １６０万元～ ２４０万元

入居者状況 ：平均年齢85歳（健常者90％ 要介護10％）
入居前住所 ：山東省95％ 東北三省（遼寧省・吉林省・黒竜江省）5％

山東新華錦長生養老運営有限公司



【青島】 小蓬莱（しょうほうらい）プロジェクト 2025年完成予定

【総面積】 3,525,138㎡（100万坪超） 【居室数】 約3,000室
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医療エリア

高齢者住宅エリア
養老保険
対応ホーム

高齢者住宅エリア
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【インドネシア】KOTA JABABEKA （PT.Jababeka Longlife City）

PT.Jababeka Longlife City

【総面積】5,600ヘクタール（約170万坪）
【総人口】1,284,800人
（労働人口100万人 学生人口1.3万人）
住宅数50,000件 工場総数1,650社
●大学等の高等教育機関１６校
●医療・病院・クリニック５６ヶ所
●フィットネス、スポーツクラブ１６ヶ所
●ショッピングセンター・モール２８ヶ所
●ホテル・コンドミニアム９ヶ所
●ゴルフ場１ヶ所



PT.Jababeka Longlife City （シニアビレッジ構想）

Copyright © 2017. 2

シニアリビング ダ・カヤンガン
所在地 ：Jalan Taman Golf Barat Timur 1, No.100,

Senior Living@D’Khayangan, Kota Jababeka, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Indonesia

入 居金 ： 入居一時金方式 日本(円) ６３０万～８１０万円 インドネシア(ＲＰ) ７億３千万ＲＰ～ ９億５千万ＲＰ

年払い方式 日本(円) ２１６万円 インドネシア(RP) ２億５千万RP

施設規模：敷地面積8ヘクタール 総居室数：アパート７棟２８０室（43㎡２６６室、86㎡１４室）,ヴィラ１０２棟（65㎡５０棟、90㎡５２棟）

共用施設：ファンクションルーム／セラピールーム／レストラン／スパ＆サロン／プレイヤールーム／カラオケルーム／家庭菜園

入居条件：60歳以上、終身利用権方式（健常者から要介護者まで）
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現在開発中の“リゾート型シニアビレッジ”

・ジャカルタ西部に位置するリゾート地・タンジュンルスンの広大な敷
地の一部（約6万坪）にシニアリビングを開発予定
東南アジア、オーストラリア、欧米もマーケット視野に入れた計画

・経済特区にも指定されており、外国人でも土地・建物の購入が可能
・ビザについては、リタイアメントビザとして、最長5年間の取得が可能
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所在地 ： 京畿道城南市盆唐区九美洞192-2ネオウィズタワー

事業内容 ： 訪問介護・デイサービス（昼夜間センター）の運営、フランチャイズの運営管理、
福祉用具レンタル及び販売、認知症対応書籍の開発・販売

従業員数 ： 800名（2017年9月末現在）

株式会社ロングライフグリーンケア
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●拠点数
訪問介護35拠点
デイサービス13拠点
合計48拠点
（2017年9月末現在）
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中国・インドネシアで介護士を養成



今後の展開
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アジア高齢者「介護ツーリズム」の実施

アクション 期待される効果

【介護プログラム】

・高齢者/障がい者を対象の
外国人向け

介護トラベルプログラム

アジア高齢者「介護ツーリズム」

■観 光 ➡【楽しみ】
■現地食 ➡【健康づくり】
■温 泉 ➡【湯治/日本】
■運 動 ➡【機能回復】

・世界中でロングライフのサービスを、受けることができる。
・ステイ先でもお客様の情報が、共有できるので安心です。
・介護の必要な方でも

安心してショートステイからロングステイできます。
・海外経験の少ない方でも安心です。
・季節に応じて各国の施設を、住み替えることができます。
・各国の特産物が楽しめる食育を、準備しております。

■日 本

■中 国■インドネシア

【おもてなしプログラム】



理想的な超高齢化社会に向けての

アジア高齢者「健康ツーリズム」の実施

アクション 期待される効果

【健康長寿社会の実現】 【リハビリ・介護プログラム】

・アジアの高齢化
・超高齢化社会の経済成長
・地域社会の活力減少
・高齢化→健康と機能回復
・高齢者の生きがい創出
・4大生活習慣病
（高血圧/高脂血症/肥満/糖尿病）

・高齢者/障がい者を対象の
外国人向けのリハビリ
介護トラベルプログラム

アジア高齢者「健康ツーリズム」

心と身体の健康づくり

・健康年齢の延伸
・障がいの機能回復
・インバウンド増加
・日本文化の理解
・地域産業の活性化
・誰もが楽しめる社会の実現
・医療/介護コストの削減

■対 象：外国人高齢者・障がい者
■地 域：日本
■関係者：株式会社ロングライフホールディング ➡産・学・官の連携
■内 容：今後高齢化していくアジアの高齢者(特に介護を必要としている人たち)

障がい者を対象として機能回復を主眼においたトラベルプログラムを開発、健康度の向上を
具体的に数字化しアジアの健康づくりに寄与すると同時に新しいトラベルサービスを創造する。

■日本観光➡【楽しみ】
■日本食 ➡【健康づくり】
■温 泉 ➡【湯治】
■運 動 ➡【機能回復】

課題

車いすで来日した方が
自分の足で、帰国する。







全国人気温泉地ランキング人気旅行先ランキング（国内）



ロングライフリゾート株式会社
「ときホリデイ＆ヴィラステイ」



2016年9月オープン

ヒルズテラス函館 2016年9月開業

・所在地
北海道茅部郡森町字駒ケ岳
515-11

・敷地面積
240,443m²（72,734坪）

・居室数
現在8室



・所在地
大分県由布市湯布院町川北字桃木1615-1他

・敷地面積 7147.66㎡（2162.16坪）
・居室数 ７部屋

ヒルズテラス函館 2016.9

開業
由布院別邸 2016年10月開業



箱根の地に贅沢な客室。
芦ノ湖を一望できる高台のロケーションをお楽しみいただけます。

住 所：神奈川県足柄下郡箱根町元箱
根字

大芝93-46
敷地面積：8,431.13㎡（2,550坪）

アクセス

東
京

箱
根
湯
本

小田急で
1時間
25分

箱
根
別
邸

タクシー
で30分

箱 根 別 邸







＜他社リゾート‐例-＞

・実際に行きたい日程が全然予
約できない…

・会員制なのにビジターのお客
様が多く落ち 着かない…

・ビジネスホテルのようで、
隣接する部屋が気になる… 

＜別荘 –例-＞

・場所が一つしかない…
・維持や管理が大変…
・別荘に到着したらまず掃除…

とき
リゾート

＜ときホリデイ＆ヴィラステイ＞

・少人数会員制で、４つのリゾート地（函館、

由布院、石垣島、箱根）を季節に合わせて

楽しんでいただけます。

・広大な敷地の中のヴィラ、コテージの戸建て

タイプ。プライベートを重視した贅沢なス

ペースプランです。

・お部屋の維持、管理は弊社で全て行います。

・タイムシェアシステム採用で、毎年10日間

ひとつの施設の1部屋を、あなただけに空

けてお待ちしています。

ときホリデイ＆ヴィラステイの特徴



 当資料に掲載されている業績見通し、その他今後の予測・戦略等に関する情報は、当資料の作成時

点において、当社が合理的に入手可能な情報に基づき、通常予測し得る範囲内で行った判断に基づ

くものです。

 しかしながら実際には、通常予測し得ないような特別事情の発生または通常予測し得ないような結果

の発生等により、当資料記載の業績見通しとは異なる結果を生じ得るリスクを含んでおります。

 当社は、投資家の皆様にとって重要と考えられるような情報について、その積極的な開示に努めてま

いりますが、当資料記載の業績見通しのみに全面的に依拠してご判断されることはくれぐれもお控え

ください。

 なお、いかなる目的であれ、当資料を無断で複製または転送等を行わないようにお願いいたします。

見通しに関する留意事項
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人生は、まだまだ素適になる。


