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トップメッセージ

待ちに待ったⅤ字回復達成!!

大きく飛躍!!

わが国における超高齢社会の
現状と当社の戦略

高齢者市場は拡大
海外経済による影響は僅少

　引き続き世界経済は低迷し、国内経済もデフレ基調を
たどる中、第24期はロングライフグループにとって財務
面・経営面の双方が大きく改善した期でございました。第
24期決算の結果は、営業体制の強化に加え、無駄を省き
極力経費を抑えたことおよび事業そのものの抜本改革が
功を奏し、ロングライフグループ全体の基盤が再構築で
きた結果と申し上げることができます。

　昨今、課題となって久しい高齢者ケアの問題に、近年
様々な変化と展開が見られます。
　地方都市では、高齢化率40％を超えた限界集落とい
う存在が大きな問題となりつつあります。既に首都圏・
中部圏を除くほとんどの道府県においては、世界でも類
を見ない超高齢社会に突入している現状です。地方都市
では老人問題を超えて社会問題となっていますが、地域
のコミュニティーや従来型の社会福祉法人等が何らかの
形で解決を試み、介護需給の安定をもたらしています。
ロングライフグループのような高価格帯の介護サービス

　第22期、第23期の２期に亘り、株主の皆様には
ご心配とご迷惑をお掛けしたにも関わらず、温かく
ご支援をいただき御礼申し上げます。
　第24期を無事に終え、皆様に良いお知らせができ
ます事を嬉しく思うとともに心より感謝いたします。

TOP MESSAGE

を展開する民間会社が、地方都市で活躍する余地はほと
んど残されていないと言っても過言ではありません。当
社におきましては、ホーム介護事業は首都圏、関西圏と
いう都市部で運営し、在宅介護事業は大阪を中心にドミ
ナント戦略をとっています。この戦略は、現在の超高齢
社会のニーズに対応できると再認識しております。

　高齢者数は増加し、一方で核家族化、少子化が進む中、
家族が自分の親の世話をすることが困難な時代であり、
高齢者同士が生活や趣味の中でふれあいを持ち、第2の
人生を創る時代に入ってきています。そのような環境の
下で介護サービス事業は、今後も需要が拡大するマー
ケットであることは間違いありません。また、ロングライ
フグループは日本国内でのみ事業を展開しているため、
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安定と成長経営のために・・・
営業体制・人材確保・社員満足度向上・
お客様への新サービスの提供

国の政策の一翼を担う

ロングライフグループ経営統括
ロングライフホールディング

株式会社

ロングライフグループ経営統括
ロングライフホールディング

株式会社

有料老人ホーム事業・
教育事業

日本ロングライフ株式会社 総合在宅介護
サービス事業

エルケア株式会社

フード事業

ロングライフダイニング
株式会社

　第25期の抱負といたしまして、営業体制の更なる強化、
利益率の向上、優秀な人材の確保、お客様への新しい

　国内に視野を向けますと、政権が替わり、民主党は介
護職員の雇用拡充、処遇改善等の介護サービス業界にお
いて追い風となる施策を打ち出しています。雇用拡充に
関しては、平成23年度までに30万人の介護職員の雇用
創出、処遇改善は一人当たり月15,000円の上昇を掲げて
います。平成21年12月31日に発表されました政府の「新
成長戦略基本方針」では、環境・エネルギー分野および
医療・介護分野が新規市場拡大の2本柱となっております。
その中で、医療・介護分野で新規市場に45兆円、雇用に
280万人の拡大との発表がございました。ロングライフ
グループといたしましては、社会に貢献する意味でも政
府の方針に呼応し、雇用の受け皿となるとともに、きめ
細やかなサービスをご提供できるスキルの高い優秀な人
材の確保に注力したいと考えております。

サービスの提供を掲げております。まず、『営業体制の強
化』は、入居率の向上に直結し、増収および利益率の向
上につながります。続いて、『優秀な人材の確保』につい
ては、確保した人材が長く安心して働けるような環境作
りを行ってまいります。具体的には、新しい給与体系を
導入し、『社員の満足度が向上』するとともに将来図を描
けるような体系を構築いたしました。また、お客様への

『新しいサービスの提供』に関しましては、有料老人ホー
ムにご入居されているお客様に、ご自身の内に秘める前
向きなエネルギーを出していただくために、“シニアカレッ
ジ”と名付け、ホーム内で授業を、週３回、１日３時間、
各カリキュラムを開催しております。「文化系」「芸術系」

「運動系」「基礎学科」などお客様の関心を基にした“学ぶ”
をテーマに、日常生活へ意欲を引き出すための動機づけ
を目的とし、お客様が日々の暮らしの中に張り合いを感じ、
生活を楽しんでいただける実践的なカリキュラムとなっ
ております。
　今期有料老人ホーム事業では、引き続き設備投資を抑
え、入居率75％を目標とし、在宅介護事業ではデイサー
ビスの拡充、デンタル部門の強化等を行い、介護サービ
ス業界のパイオニアとしてワンストップでサービスをご
提供できるよう更なる体制の強化に努めてまいります。
　今後とも皆様のなお一層のご支援とご鞭撻を賜ります
ようお願い申し上げます。

海外市場や為替の影響はほとんど受けません。従って、
ロングライフグルー
プは、市場が拡大
していく産業分野に
おけるパイオニアと
して位置し、現下の
ような海外経済の
低迷によって収益
が左右される可能
性は低いと言えます。
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ホームのご紹介（神戸）

ロングライフ・クイーンズ塩屋 神戸市垂水区

神戸市中央区ロングライフ神戸青谷

最上級のやすらぎ、気品に満ちた住空間。

気持ちはずむシニアライフ。

JR「塩屋」駅より徒歩約8分

ジョリーパスタ

山陽塩屋駅

山陽電
鉄本線

JR神戸
線

塩屋駅

現地

JR「三ノ宮」駅より神戸市バス約15分
「青谷」下車徒歩約8分

現地

王子公園駅

王子公園

三宮駅

阪神鉄
道本線

阪急
神戸
線

JR神戸線
灘駅

岩屋駅

阪神
高速
3号神

戸線

JR山
陽新
幹線

JR三
ノ宮
駅

阪急
三宮
駅

春日
野道
駅

新神
戸駅
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神戸市
文書館

神戸労災病院

　海と山の迫った風光明媚なここ塩屋は、
「第２の北野町」とも言われ、外国人居留
地として愛され続けてきた歴史ある土地
柄。明るい日差しを浴びて、広がるぬくも
りの空間。須磨や舞子など周辺スポット
も多く、楽しみ尽きない環境です。

　神戸の中心地・三宮に近い、眺望の山
の手。広い敷地内には、歩行用温水プー
ルや準天然温泉の大浴場、和洋の庭園の
ほか、パリやローマを模した広場や通り
を設計。ゆとりのシニアライフをお楽し
みいただけます。

「初めてここに来た時はびっく
りしましたよ。こんなに老人
ホームらしくないホームがある
のかと思って。」と、笑う岡田
さん。大きな窓からは燦々と

光が差し込み、温室の緑と小鳥のさえずりに包まれ
る空間は、確かに、ホームと言うよりも、リゾートホ
テルといった印象です。「広々としていてね、気持ち
が明るくなりますよ。」入居2ヶ月で、すっかりホーム
での生活に慣れてきたとおっしゃいます。「一人暮ら
しが長かったものだから、みなさんと談笑しながら食
事をいただくのはいいですね。料理長が色々と工夫
しておいしいものを作ってくれます。」また、看護師
が常駐し、24時間体制でお客様の健康をサポートす
るホームのケアが何よりも心強いとか。そうした安
心感から、積極的にイベントに参加されるなどアク
ティブな毎日を過ごしていらっしゃいます。「先日は

『ロングライフたび倶楽部』で、北海道へ行ってきま
した。東部の自然の美しい
場所へ行ったのですが、楽
しかったですね。」と笑顔で
おっしゃいました。

懐かしい神戸の街を眺めながら、
豊かな時間を過ごし、旅を楽しむ幸せ。

ロングライフ神戸青谷 : 岡田陽三郎さま

お客さまのメッセージ_01

HOME GUIDE

概要

概要

居室数：28室（キッチン・トイレ・浴室・洗面付）
入居一時金：980万円～2,700万円（居室面積：21.30㎡～60.30㎡）
管理費（月額）147,000円～168,000円

居室数：77室（マンション51室、ユニットケア26室）
入居一時金：（マンションタイプ）2,400万円～11,280万円（居室面積：20.80㎡～74.36㎡）
管理費（月額）147,000円～189,000円

老人ホームのイメージを超えた明るい空間。
毎日がとても気持ちいい。
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ホームのご紹介（大阪）

大阪市西区

堺市中区

ロングライフうつぼ公園

ロングライフ上野芝

都心に佇む、緑豊かな住空間。

笑顔につつまれた、やすらぎの住まい。

地下鉄「阿波座」駅より徒歩約5分

阿波座駅 中央大通

うつぼ公園 な
に
わ
筋

新
な
に
わ
筋

山梨病院 現地

地下鉄中央線

地下鉄千日前線

JR「津久野」駅よりバス約5分
「深井西口」下車徒歩約2分

津久野駅

JR阪
和線

ときは
ま線

現地

家原大池

家原寺
深井西口

　地下鉄千日前線・中央線「阿波座」駅、京
阪「中之島」駅など交通アクセスに恵まれ
た大阪市西区の中心。有名なバラ園をは
じめ四季折々の花と緑に彩られるうつぼ
公園に隣接。大阪市内でありながら自然豊
かな暮らしが楽しめる得がたい環境です。

　総面積1万2,000㎡、地域とのつながり
を重視したコミュニティタウンです。敷
地内には、グループホームやデイサービ
ス、保育園など多様な施設を配置。家庭菜
園に、昔懐かしい井戸端会議に、陶芸に、
心豊かな毎日をお過ごしいただけます。

「ここに入居した後、少し自宅
に戻ったことがあるのですが、
すぐに『帰りたい』という気持
ちになりました。それぐらい、
ここが私にとって落ち着ける場
所なんです。」と笑顔で語ってくださいます。いきいき
とした表情でお話してくださる近谷さんですが、１年ほ
ど前は入院を経験されました。「突然、入院・手術に
なったのですが、手術の間ずっとホーム長さんが付き
添ってくれて、本当に心強かったです。」退院後はトイ
レも一人で行けない状態で、ホームのスタッフが懸命
にケアにあたったそうです。このスタッフとの絆の強さ
が、“わが家”と呼べるだけの安らぎを育んでいるので
しょう。「大阪駅まではバスですぐですから、そこから
JRに乗って、神戸の芦屋まで買い物に行くこともあり
ます。行きつけの美容院も芦屋にあるので、定期的に
出掛けますね。」24時間の安心のケアがある環境で、
できる限りの自立した生活を送る。近谷さん流のステ
キなシニアライフです。

信頼できるスタッフがいる。
ここが一番くつろげる“わが家”に。

ロングライフうつぼ公園 : 近谷匡子さま

お客さまのメッセージ_02

HOME GUIDE

概要

概要

居室数：36室（キッチン・浴室・トイレ・洗面付）
入居一時金：1,800万円・3,800万円（居室面積：25.37㎡～50.74㎡）
管理費（月額）136,500円・157,500円

居室数：45室（浴室・トイレ・洗面付）
入居一時金：2,800万円・3,800万円（居室面積：40.00㎡～54.00㎡）
管理費（月額）147,000円・157,500円

安心できる環境で、
自分らしく、前向きに生きる喜び。
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ホームのご紹介（東京） HOME GUIDE

　ロングライフ梶ヶ谷は、神奈川県川崎市の閑静な住宅街にある
ホームで、最寄り駅の東急田園都市線・梶ヶ谷駅から徒歩2分とい
う便利な立地です。駅周辺には東急ストアをはじめ日常のお買い
物が楽しめるお店が充実しています。ホームは1Fと2Fがユニット
ケアタイプ、3Fより上のフロアがマンションタイプとなっており、
プロの歌や演奏を鑑賞する「すみれコンサート」の会場にもなる
レストラン兼多目的室、ほか大浴場、歩行浴槽、一時介護室など
の共用スペースは1Fに配して
います。2Fには、くつろぎの
空間としてリビングスペースを
設けています。

お客様のお楽しみを共に考え
ご提案させていただきます。

ロングライフ梶ヶ谷 ホーム長 : 石沢 奈穂子

スタッフメッセージロングライフ梶ヶ谷
緑に恵まれた、やすらぎの住空間。

東急「梶ヶ谷」駅より徒歩約2分

東急ストア

梶
ヶ
谷
駅

セイジョー

厚
木
街
道

東
急
田
園
都
市
線

現地

概要
居室数：41室（洗面・トイレ付、一部キッチン・浴室付）
入居一時金：1,700万円～3,800万円（居室面積：21.02㎡～42.90㎡）
管理費（月額）147,000円～163,800円

川崎市高津区

ロングライフ梶ヶ谷は、東急田園都市線梶ヶ谷駅よ
り徒歩２分と、たいへん住みやすい環境に位置して
おります。館内は明るく、とても静かな時間が流れる
中で、ご入居のお客様はお過ごしいただいております。
私共は、お客様お一人お一人がご自分の生活を毎日
生き生きと、楽しくお過ごしいただけるようにサポー
トさせていただいております。お客様のお楽しみをお
客様と共に考えご提案させていただきます。
また、お客様がご自宅に住んでおられた時と同じよう
な安らぎと、心地良いと感じていただける生活空間
をご提供することも大切なサービスと考えております。
お客様との会話を大切にし、お客様との信頼関係を
深め、お客様のセカンドライフがより素晴しいものに
なりますようお手伝いさせていただきたいと思います。

最寄り駅より徒歩で２分。
静かで落ち着きのある居住空間。
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■売上高の推移

第22期 第23期 第24期 第22期 第23期 第24期 第22期 第23期 第24期 第22期 第23期 第24期

4,854

8,453

■営業損益の推移 ■経常損益の推移 ■当期純損益の推移
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経営成績に関する分析
　当連結会計年度におけるわが国の経済は、米国発の金
融危機に伴う世界経済の減速を受け景気は後退局面に陥
り、3月までの実質GDP成長率はマイナス成長となりま
した。4月以降、アジア向け輸出の回復や政府による景
気対策効果などから幾分持ち直したものの、消費や設備
投資など国内民間需要は総じて勢いを欠く状況が続きま
した。年度を通して、企業物価指数は若干の改善をみせ
ていますが、企業は引き続き投資抑制に努めており、個
人消費を示すCPIも3月以降マイナスで推移しています。
一方、官公庁においては、平成21年度補正予算として大
型の景気対策の実施が決定されましたが、平成21年9月
の新政権発足後、平成21年度補正予算の一部は執行凍結
となりました。
　介護サービス業界におきましては、平成21年度補正予
算の一環として、厚生労働省が介護分野における経済危
機対策とし、介護職員の雇用創出と人材養成等につなが

るよう総合的な対策を講じました。平成21年4月には介
護報酬改定として3%のアップを実施し、平成21年10月
からは介護職員処遇改善交付金として平成23年度末まで
の間に計4,000億円を交付する計画が発表されました。
また、景気の減退も追い風になり介護業界への人員の流
入が顕著であります。業界内の競争は依然として高い水
準にあり、介護事業を手掛けようとする企業は増加傾向
にあります。この環境の中で、以前にも増して質の高い
サービスと人員確保および人員教育が要求されます。
　このような状況のもと、当社グループの当連結会計年
度の売上高は81億48百万円（前年同期比3.6%減）とな
りました。利益につきましては、営業利益は3億84百万
円（前年同期は29百万円の利益）、経常利益は3億42
百万円（前年同期は15百万円の損失）、当期純利益は1億
10百万円（前年同期は56百万円の損失）となりました。
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科　目 当期末
（平成21年10月31日現在）

前期末
（平成20年10月31日現在）

資産の部
流動資産
現金及び預金 858,429 697,535
受取手形及び売掛金 865,922 1,049,607
たな卸資産 6,711 344,253
繰延税金資産 35,441 52,074
預け金 518,826 416,740
その他 150,634 181,698
貸倒引当金 △1,739 △129
流動資産合計 2,434,226 2,741,781

固定資産
有形固定資産
建物及び構築物 4,666,090 4,685,831
減価償却累計額 △1,382,831 △1,217,147
建物及び構築物（純額） 3,283,258 3,468,683

車両運搬具 ― 12,621
減価償却累計額 ― △9,778
車両運搬具（純額） ― 2,843
工具、器具及び備品 330,953 373,848
減価償却累計額 △253,870 △250,341
工具、器具及び備品（純額） 77,082 123,506

土地 1,966,891 1,664,891
建設仮勘定 ― 5,973
有形固定資産合計 5,327,232 5,265,899

無形固定資産
のれん 260,388 344,838
その他 22,135 21,911
無形固定資産合計 282,523 366,750

投資その他の資産
投資有価証券 25,178 14,586
差入保証金 435,611 425,545
長期前払費用 78,762 97,300
破産更生債権等 5,517 ―
その他 8,582 14,730
貸倒引当金 △5,241 ―
投資その他の資産合計 548,410 552,163
固定資産合計 6,158,167 6,184,812

資産合計 8,592,393 8,926,594

科　目 当期末
（平成21年10月31日現在）

前期末
（平成20年10月31日現在）

負債の部
流動負債
買掛金 64,786 120,861
1年内償還予定の社債 ― 100,000
短期借入金 646,824 487,500
1年内返済予定の長期借入金 398,448 1,185,936
未払金 159,627 170,404
未払費用 352,887 380,601
未払法人税等 119,311 42,090
前受金 3,165,192 3,050,524
賞与引当金 94,711 47,912
契約解除引当金 8,111 19,981
その他 116,541 97,657
流動負債合計 5,126,442 5,703,470

固定負債
長期借入金 979,192 850,400
繰延税金負債 2,316 1,904
退職給付引当金 7,663 6,036
ホーム介護アフターコスト引当金 15,120 16,200
その他 5,198 3,200
固定負債合計 1,009,489 877,740

負債合計 6,135,931 6,581,211
純資産の部

株主資本
資本金 100,000 1,114,139
資本剰余金 ― 1,113,376
利益剰余金 2,385,373 147,382
自己株式 △32,301 △32,301
株主資本合計 2,453,072 2,342,596

評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 3,389 2,786
評価・換算差額等合計 3,389 2,786
純資産合計 2,456,461 2,345,382
負債純資産合計 8,592,393 8,926,594

（単位：千円）（単位：千円）連結貸借対照表

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

連結財務諸表 FINANCIAL DATA
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科　目
当期

平成20年11月 1日から（平成21年10月31日まで）
前期

平成19年11月 1日から（平成20年10月31日まで）
売上高 8,148,090 8,453,287

売上原価 6,362,810 6,997,156

売上総利益 1,785,279 1,456,130

販売費及び一般管理費 1,400,650 1,426,168

営業利益 384,629 29,962

営業外収益 13,053 17,485

営業外費用 55,139 62,594

経常利益又は経常損失（△） 342,542 △15,145

特別利益 17,263 388

特別損失 103,881 22,538

税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△） 255,924 △37,296

法人税、住民税及び事業税 145,448 20,522

少数株主損失（△） ― △1,226

当期純利益又は当期純損失（△） 110,476 △56,592

科　目
当期

平成20年11月 1日から（平成21年10月31日まで）
前期

平成19年11月 1日から（平成20年10月31日まで）
営業活動によるキャッシュ・フロー 834,019 333,969

投資活動によるキャッシュ・フロー △73,629 △477,851

財務活動によるキャッシュ・フロー △599,496 △126,017

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 160,893 △269,899

現金及び現金同等物の期首残高 697,535 967,435

現金及び現金同等物の期末残高 858,429 697,535

（単位：千円）

（単位：千円）

連結損益計算書

連結キャッシュ・フロー計算書

借入金の返済が進んだことによる１年内返済予定の長
期借入金の減少。

Point ❶
1年内返済予定の長期借入金

グループ会社の再編により微減。

Point ❷
売上高

（営業活動によるキャッシュ・フロー）
主に減価償却費２億71百万円、前受金の増加１億14
百万円、売上債権の減少１億71百万円などによる資金
増加と、預け金の増加１億２百万円による資金減少。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）
主に子会社株式の売却による収入24百万円などによる
資金増加と、有形固定資産の取得による支出65百万円、
差入保証金の差入による支出33百万円などによる資金
減少。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）
主に長期借入れによる収入８億円による資金増加と、
長期借入れの返済による支出10億99百万円、短期借入
金の純減額１億99百万円、社債の償還による支出１億
円などによる資金減少。

Point ❹
連結キャッシュ・フロー計算書

生産性の向上により大幅に伸長。

Point ❸
営業利益

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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株式の状況 STOCK INFORMATION

■5,000株以上
■1,000株以上
■500株以上
■100株以上

34.89%
5.43%
8.12%
14.75%

■50株以上
■10株以上
■5株以上
■1株以上

6.57%
16.63%
5.14%
8.48%

■金融機関
■自己名義株式
■金融商品取引業者

0.11%
0.04%
0.42%

■その他の法人
■外国法人等
■個人・その他

1.62%
0.39%
97.42%

2,831名 55,952株

金融機関
3名 1,118株
自己名義株式
1名 1,008株

金融商品取引業者
12名 570株
その他の法人

46名 9,045株
外国法人等

11名 1,226株

5,000株以上
3名 19,522株

1,000株以上
3名 3,036株
500株以上

7名 4,541株
個人・その他

2,758名 42,985株

1株以上
1,786名 4,744株
5株以上
426名 2,874株
10株以上
499名 9,306株

50株以上
58名 3,675株
100株以上
49名 8,254株

（平成21年10月31日現在）

	所有者別株主分布状況 所有株数別株式分布状況

発行可能株式総数
発行済株式の総数（自己株式1,008株を含む）
株主数
大株主（上位10名）

126,000株
55,952株
2,831名

株主名 持株数（株） 持株比率（%）

遠藤　正一 7,660 13.94

北村　政美 6,334 11.52

ロングライフ総研株式会社 5,528 10.06

梅木　健一 1,025 1.86

株式会社アドバンスクリエイト 1,003 1.82

ステート	ストリート	バンク	アンド	トラストカンパニー 950 1.72

ロングライフホールディング従業員持株会 758 1.37

日本証券金融株式会社 624 1.13

ロングライフホールディング役員持株会 591 1.07

北浜キャピタル・アセット・マネジメント株式会社 550 1.00
（注1） 持株比率は自己株式を控除して計算しております。
（注2） 当社は自己株式1,008株（発行済株式総数に対する割合1.80%）

を保有しておりますが、上記大株主から除外しております。

■地域別株主分布状況

■株式分布状況

（17名）
0.60%
北海道

（427名）
15.08%
中部

（149名）
5.26%
中国

（98名）
3.46%
四国

（978名）
34.55%
近畿

（152名）
5.37%
九州

（54名）
1.91%
東北

（949名）
33.52%
関東

（7名）
0.25%
外国

2,831名
合計
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会社情報 CORPORATE DATA （平成21年10月31日現在）

代表取締役社長 遠藤　正一
代表取締役副社長 北村　政美
専 務 取 締 役 小嶋　ひろみ
常 務 取 締 役 瀧村　明泰
常 勤 監 査 役 田中　朗義
監 査 役 木村　公之
監 査 役 米田　昭三郎
執 行 役 員 米澤　孝承
執 行 役 員 橋本　恭弘

商 号 ロングライフホールディング株式会社

大 阪 本 社 〒530-0015 大阪市北区中崎西二丁目4番12号
梅田センタービル25階

東 京 本 社 〒134-0083 東京都江戸川区中葛西
五丁目22番14号

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）
資 本 金 1億円
事 業 内 容 傘下グループ会社の経営管理並びにそれに

付帯する業務

■会社概要 ■会社役員

■事業所
●有料老人ホーム・グループホーム
大阪 兵庫
ロングライフ長居公園 ロングライフ芦屋
ロングライフうつぼ公園 ロングライフ甲子園口
ロングライフ上野芝 ロングライフ・クイーンズ塩屋
ロングライフ高槻 ロングライフ神戸青谷
ラビアンローズ緑地公園 ラビアンローズ宝塚
ラビアンローズ千里山 　
ラビアンローズ高槻 首都圏
グループホームみなせⅠ号館 ロングライフ成城
グループホームみなせⅡ号館 ロングライフ葛西
ラビアンローズ上野芝 ロングライフ梶ヶ谷

●公益事業受託運営
パストラール加古川／パストラール尼崎

●ロングライフ医療福祉専門学院
なんば校

●人財・研修センター
ロングライフなんばプラザ（ロングライフなんば研修センター）

●保育園
のばら保育園（上野芝）

●エルケア在宅介護センター
訪問介護（40拠点）
ひらかた／ひがしくすのき／くすのき／高槻／北大阪／いのこだに／茨木／豊中
少路／大阪西／西淀川／大正中央／新大阪／あわじ／天王寺／天神／都島毛馬／
大阪阿倍野／西成／住之江／総合在宅サービス阿倍野／生野／鶴見／城東すわ／
大阪東住吉／住吉／ひらの／桃谷／駒川／堺／泉ヶ丘／きし／大阪和泉／かいづ
か／高石／はなぞの／大阪小阪／八尾みどり／ひょうたん山／おおはす／はびき
の

居宅支援（27拠点）
ひらかた／ひがしくすのき／北大阪／豊中少路／くすのき／豊中／高槻市役所前
／大阪西／大正中央／大阪メディカル／大阪小阪／生野／鶴見／城東すわ／大阪
東住吉／住吉／ひらの／天王寺／都島毛馬／西成／阿倍野／堺／きし／大阪和泉
／泉ヶ丘／かいづか／高石

訪問看護（２拠点）
いずみおおつ／淀川

デイサービス（８拠点）
本庄東／城東鴫野／高槻／みなせ／弁天町／今福／阿倍野／上野芝

小規模多機能（４拠点）
住之江粉浜／高石／貝塚／平野長原

訪問入浴（５拠点）
大阪入浴／阿倍野入浴／豊中入浴／入浴サポート／堺入浴

訪問歯科（８拠点）
大正中央／城東すわ／大阪東住吉／堺市駅前／くすのき／はなぞの／かいづか／
奈良富雄

福祉用具（２拠点）
エルケア福祉用具／エルケア環状関西
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株 主 メ モ ホームページもあわせてご覧ください。

http://l-care.jp/
エルケア株式会社

http://j-longlife.co.jp/

日本ロングライフ株式会社

http://longlife-holding.co.jp/
ロングライフホールディング株式会社

〒530-0015　大阪市北区中崎西二丁目4番12号　梅田センタービル25階
TEL：06－6373－9191	 FAX：	06－6373－9197
〒134-0083　東京都江戸川区中葛西五丁目22番14号
TEL：03－3680－0169	 FAX：	03－3680－9473

大 阪 本 社

東 京 本 社

お 客 様 相 談 室
（ ホ ー ム 見 学 受 付 ）

事 業 年 度 ／ 毎年11月1日から翌年10月31日まで
定 時 株 主 総 会 ／ 毎年1月
基 準 日 ／

／
／

定時株主総会	 毎年10月31日
期末配当	 毎年10月31日
中間配当を行う場合	 毎年4月30日

株 主 名 簿 管 理 人
特別口座の口座管理機関 ／

東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社

同 連 絡 先
（お問い合わせ先）

／ 〒541-8502
大阪市中央区伏見町三丁目6番3号
三菱UFJ信託銀行株式会社
大阪証券代行部
70120－094－777（通話料無料）

公 告 方 法 ／ 電子公告
やむを得ない事由が生じた場合は、
日本経済新聞に掲載いたします。

上場証券取引所 ／ 大阪証券取引所
「ヘラクレス」

（ご注意）
1 . 株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきま

しては、原則、口座を開設されている口座管理機関（証券
会社等）で承ることとなっております。口座を開設されてい
る証券会社等にお問い合わせください。株主名簿管理人（三
菱UFJ信託銀行）ではお取り扱いできませんのでご注意く
ださい。

2 . 特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきま
しては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりま
すので、上記特別口座の口座管理機関（三菱UFJ信託銀行）
にお問い合わせください。なお、三菱UFJ信託銀行全国各
支店にてもお取次ぎいたします。

3 . 未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店
でお支払いいたします。

企業情報や投資家情報に加え、さまざまなコンテンツが
充実しています。


