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代表取締役社長
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「お客さまの感動のために」
経営理念の浸透と実践に努めることで、

「日本を代表する感動創造カンパニー」を目指します。

当期は前期に増設した「ララシャンス太陽の丘」（金沢支店）
が通期フル稼働したことに加え、人財育成により接客力
が向上したことで受注組数が増加したほか、既存店（鳥栖、
宮崎、大分、金沢、福井）におけるリニューアル効果等も
寄与しました。
その結果、当期の売上高は前年同期比6.7％増の145億
円、営業利益は同1.4%増の19億円、経常利益は同3.9％
増の19億円、当期純利益は東京電力（株）からの賠償金 5
億円を計上したことにより同49.3％増の13億円となり
ました。

売上高、営業利益とも2期連続で
過去最高を更新しました。

株主の皆さまへ

売上高／営業利益率 経常利益／当期純利益
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2014 年10月期の連結業績予想

売上高………… 15,370百万円 （前期比　5.9%増）

営業利益………… 2,000百万円 （前期比　2.6%増）

経常利益………… 1,960百万円 （前期比　2.3%増）

当期純利益……… 1,100百万円 （前期比 20.8%減 ※）
※前期は東京電力（株）からの賠償金 527 百万円を特別利益として計上

当期末時点で、婚礼の受注残組数は2,788組を確保して
おり、2014年10月期の業績も過去最高の売上高と営業
利益を見込んでおります。
具体的な取り組みとしては、2013年11月にオープンし
た「ハーバーテラスSASEBO迎賓館」（佐世保支店）の通
期フル稼働や「ララシャンス博多の森」（福岡支店）の増設
等に加え、既存店においても施設のクオリティの維持・
強化のため、リニューアルを予定しております。さらに、
パンフレットやホームページのリニューアルを実施する
ことで、集客数の向上を図り、業績のさらなる拡大に努
めます。
また、介護事業においては、2013年９月に開業した有料
老人ホーム第１号店に続き、2014年６月には第２号店の
開業を予定しております。婚礼事業と第１号店で培った
ノウハウを駆使し、早期黒字化を目指します。

2014 年 10 月期は、売上高、営業利益とも
3期連続の過去最高を目指します。
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配当性向（連結）
1株当たり配当金

普通配当
10円増配

記念配当
10円

総資産／純資産／自己資本比率 1株当たり配当金／配当性向（連結）

※2012年4月1日付、
2013年4月1日付
の２分割を考慮し
て記載しており
ます。

当期の配当につきましては、株主の皆さまに感謝の意を
表すとともに、東京証券取引所市場第一部指定を記念し、
１株当たり20円（普通配当10円、記念配当10円）とさ
せていただきました。次期の配当につきましては普通配
当を 10 円増配し１株当たり20円（普通配当20円）とさ
せていただく予定です。
株主の皆さまにおかれましては、今後とも一層のご支援、
ご鞭撻を賜りますよう、お願い申し上げます。

普通配当を10円増配し
年20円とさせていただく予定です。
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IKKグループ経営理念  体系図

【信　念】 … お客さまの感動のために

私たちは お客さまの感動を通して
社会に貢献します

一、 誠実・信用・信頼
一、 私たちは、お客さまの感動のために、
 心あたたまるパーソナルウェディングを実現します
一、 私たちは、お客さまの感動のために、
 素直な心で互いに協力し良いことは即実行します
一、 私たちは、国籍・性別・年齢・経験に関係なく
 能力を発揮する人

ひ

財
と

に機会を与えます

【ビジョン 2033】 … 世界一「ありがとう」が集まる
 感動創造カンパニーになる

【ビジョン 2023】 … 日本を代表する 
 感動創造カンパニーとなり
 世界に挑戦する

ビジョン

経営理念

使　命
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クオリティの高い商品

3

理念経営の実践

1 当社の競争力の源泉は「お客さまの感動のために」できること
を実践するという経営理念が浸透していることにあります。そ
れは、唯一無二、当社における絶対の行動原理です。この理念
をすべての社員が共有することで、良い社風・強固な組織がつ
くられ、強い戦略・戦術を立案することができます。

当社には、料理の世界大会で銀メダルを受賞したシェフが複数名在籍しており、世界一に輝いたパティシエ
の辻口博啓氏とコラボレーションしたスイーツも提供しています。また、ブライダル演出の面では、ブライ
ダル調査・研究機関であるブライダル総研が主催する「グッドウエディングアワード 2011」において、ソ
ウル賞を受賞。写真については、（株）プロメディア主催の「ウェディングフォト・アワード 2013」におい
て3年連続のベストショット部門金賞など、多くの外部アワードで賞を受賞しています。

地方都市を中心とした出店戦略
当社は、九州を基盤として13 都市に15 店舗を展開しています。地方都市は、競合が少ないうえにラン
ニングコストを低く抑えることができ、当社が小規模圏で培ったノウハウとホスピタリティを最大限に
発揮することができます。また、大都市圏と違い、地方の人間関係は密接であるため、都会の挙式・披
露宴よりも招待客数が多い傾向にあり、ポテンシャルの高い潜在市場でもあります。

ホテル業界・婚礼業界で初めて「ISO22000:2005」の認証を取得
当社は、新郎・新婦さまのお気持ちに応え、常に感動あふれる婚礼料理を提供していきながらも、食の安全対策
には、万全な体制で臨む必要があります。そのために、当社福岡支店はISOの認証取得に挑戦し、2009年8月、
ホテル業界・婚礼業界で初めて「ISO22000」の認証を取得いたしました。

「ISO22000」は、「食品安全マネジメントシステム（FSMS）」に基づき、食材の仕入れから調理プロセスまで一貫して、
厳格かつ継続的な管理が要求されます。当社福岡支店以外の店舗も同支店と同水準の衛生管理体制の構築を推進
し、お客さまに安全・安心で美味しい婚礼料理をお届けしています。

2

FSMS:548713/ISO22000:2005

IKK の基本戦略
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特集：世界でたったひとつのウェディングを

最高の感動を創りあげる「感動創造カンパニー」を　目指し、付加価値の高いサービスを提供します

心からの感動と最高の幸せをお約束

Ikk Wedding Credo

心からの感動を、そして最高の幸せを

おふたりが生まれ、めぐり会い、愛を育み
新しい人生をともに歩みはじめるウエディング。

たくさんの奇跡が重なって迎える
かけがえのない日だからこそ
おふたりとご家族に、最高の幸せと喜びを
集う人全てに、忘れられない感動を贈りたい―
そのゆるぎない思いこそが私たちの原点です。

おふたりらしさを何よりも大切にした
オリジナリティあふれる結婚式。
そして、言葉にしなくとも
おふたりの想いが伝わるような
心をこめたおもてなし。

私たちは限りない情熱でおふたりを支えながら
ここでしか出会えない感動と幸せをお約束します。

多忙で会場見学に来られない

花婿にかわって、花嫁に付き添って

来館されたのは、大好きなお父様でした。

おふたりともチャペルを

とても気に入ってくださいました。

しかし、ご家族の事情から、

結婚式には出席できないというお父様。

「当日は近くまで見に来てくださいね！」

私たちはそうお願いするしかできませんでした。

結婚式の日、

お父様の姿はありませんでした。

チャペルで式を挙げた新郎新婦様が

お部屋に戻られた時、花嫁の携帯がなりました。

「鐘の音、聞いたぞ。幸せになれよ」

おふたりがチャペルの鐘を鳴らす瞬間、

お父様は近くで祝福してくださっていたのです。

たとえその場にはいなくても

挙式に参加してもらえた。

花嫁の目にうれしさの涙があふれました。

携帯電話がなって

Episode by Kana.S
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世界一に輝いたパティシエ・辻口博啓氏
コラボレーションで生まれた至福のスイーツ

世界が認めた「フレンチの鉄人」坂井宏行シェフ
お世話になってきた方々への
最高のおもてなしを、最高のフレンチで

最高の感動を創りあげる「感動創造カンパニー」を　目指し、付加価値の高いサービスを提供します

ご招待客へのおもてなしを重視したメニュー

より満足度の高いおもてなしのために、国内外のコンクールで優勝を重ね
たパティシエ・辻口博啓氏とのコラボレーションによるオリジナルデザー
トを提供しております。コース料理のデザート監修のほか、同氏のブラン
ド「モンサンクレール」のオリジナルスイーツギフトもご用意しておりま
す。お二人の特別な想いが込められた至福のスイーツをゲストの皆さまに
お届けしております。また、「ハーバーテラスSASEBO迎賓館」（佐世保支店）
内に、同氏監修のカフェもオープンしております。

当社レストラン施設「キュイジーヌ フランセーズ ラ・シャンス」（富山支店・
佐世保支店内）では、日本のフレンチをリードする「鉄人」坂井シェフ監
修のもと、地元の旬の食材を厳選し、地産地消のフランス料理を提供して
おります。フレンチでありながら和食のニュアンスを取り入れた「日本人
の好きなフレンチ」、いつまでも記憶に残る料理が人生最良の日を飾ります。

坂井宏行 氏
1942 年生まれ、鹿児島県出身。国内外で修行を重ねた後、都内等にフランス
料理店をオープン。1994年にはテレビ番組「料理の鉄人」にフレンチの鉄人と
して出演し、人気を博す。現在は料理学校等で後進の育成も行っている。

Profile

辻口博啓 氏
1967年生まれ、石川県出身。クープ・ド・モンドをはじめ世界大会に日本代表として出場し、
数々の優勝経験を持つ。2013年にはチョコレートの祭典「サロン・デュ・ショコラ」にて
最高位「５タブレット＋★」を獲得。モンサンクレール（東京・自由が丘）をはじめ、コン
セプトの異なる12ブランドを展開。国内外から注目を浴びるパティシエの一人。

Profile
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2013 年 11月15 日、佐世保市初のゲストハウス型婚礼施
設「ハーバーテラスSASEBO迎賓館」（佐世保支店）が開業し
ました。チャペルやバンケットからは佐世保湾の壮大な景観
を望むことができ、非日常空間での挙式、披露宴を満喫して
いただけます。料理は、世界大会で銀メダルを受賞した当社
グループのシェフが考案し、特別コースのデザートについて
は、数々の国際大会で優勝
経験を持つ辻口博啓氏が監
修にあたっています。なお、
同施設内に坂井宏行シェフ
監修のフレンチレストラン
と辻口氏監修のカフェを
オープンしています。

「ララシャンス博多の森」（福岡支店）に、2014 年9月、「アー
バンオアシス」のコンセプトのもと、1チャペル、1バンケッ
トを増設します。天井近くまで広がる大きなガラス窓を設け
たチャペルと、全面ガラス張りの窓から自然豊かなガーデン
を見渡せるバンケットが、印象的な挙式と披露宴をお約束し
ます。今回の増設により、「ララシャンス博多の森」は、敷地
面積約2.6 万平方メートル、3チャペルと4バンケットを有
する福岡エリア最大級のゲストハウス型婚礼施設に生まれ変
わります。

「ハーバーテラスSASEBO迎賓館」
が開業 福岡エリア最大級の婚礼施設が誕生

トピックス

1 2

介護事業子会社のアイケア（株）が展開する有料老人ホーム
の第1号店「アイケアレジデンス伊万里」が、2013年9月
30日、佐賀県伊万里市に開業しました。また、2014年 6
月には、佐賀市に有料老人ホームの第2号店の開設を予定
しています。婚礼事業を
通して培ったノウハウを
生かした、気配りの行き
届いたサービスや、栄養
のバランスだけでなくお
いしさにこだわった料理
も魅力です。

有料老人ホーム第1号店が
伊万里市で開業3

外観イメージ

バンケットイメージ
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連結貸借対照表（要約）	 （単位 : 百万円）
前連結会計年度

（2012 年10月31日）
当連結会計年度

（2013 年10月31日）

資産の部
流動資産 3,217 3,730
固定資産 9,687 10,644

有形固定資産 8,742 9,473
無形固定資産 92 79
投資その他の資産 852 1,092

資産合計 12,905 14,375
負債の部

流動負債 3,613 4,171
固定負債 3,451 2,989
負債合計 7,064 7,161

純資産の部
株主資本 5,840 7,213
純資産合計 5,840 7,213
負債純資産合計 12,905 14,375

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。

連結損益計算書（要約）	 （単位 : 百万円）
前連結会計年度
自 2011 年11月　1 日
至 2012 年10月31日

当連結会計年度
自 2012 年11月　1 日
至 2013 年10月31日

売上高 13,594 14,510
売上原価 6,043 6,418
売上総利益 7,550 8,091
販売費及び一般管理費 5,629 6,142

営業利益 1,921 1,948
経常利益 1,844 1,916
税金等調整前当期純利益 1,829 2,427
当期純利益 929 1,388

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。

毎年4月30日現在の株主名簿に記載または記録され、
単元株数100株以上ご所有の株主さまにお届けします。

＊フレンチの鉄人、坂井宏行氏が手掛けるレストラン「ラ・ロシェル」の
３店舗（福岡店、南青山店、山王店）、当社初のレストラン「キュイジーヌ 
フランセーズ ラ・シャンス（富山県富山市）」１店舗において、ランチ 4,500
円のコースを 3,500 円（税込・サービス料別）、ディナー 12,000 円のコー
スを 10,000 円（税込・サービス料別）といたします。ただし、レストラ
ンの改装期間中を除きます。
※土、日、祝日は貸切のため予約がとりにくい場合がございます。あら

かじめご了承ください。

優待品内容 100株以上
1,000株未満

1,000株以上
5,000株未満 5,000株以上

当社特選お菓子 1,000円相当 3,000円相当 5,000円相当

古伊万里浪漫珍味セット
…東証一部上場記念 1,000円相当 1,000円相当 1,000円相当

レストランの
お食事代金ご優待券＊ 3枚 3枚 3枚

※ 2013 年10月期の実績を参考までに掲載しています。

※写真はイメージです。

連結財務諸表

株主優待のお知らせ

A

（A）

（B）

（C）

B

A

C



国内13都市に15店舗を展開

出店・リニューアル情報

ララシャンスベルアミー
（福井支店）

キュイジーヌ フランセーズ ラ・シャンス
（富山支店レストラン）

ララシャンスいわき
（いわき支店）

ララシャンスベルアミー
（盛岡支店）

ハーバーテラスSASEBO迎賓館
（佐世保支店）

伊万里迎賓館・ララシャンス迎賓館
（伊万里支店）

ララシャンスベルアミー
（鳥栖支店）

ララシャンス博多の森
（福岡支店）

スイート ヴィラ ガーデン
（福岡東店）

ララシャンス迎賓館
（宮崎支店）

プレジール迎賓館
（宮崎支店）

ララシャンス迎賓館
（大分支店）

ララシャンス迎賓館
（高知支店）

キャナルサイドララシャンス
（富山支店）

ララシャンス太陽の丘
（金沢支店）

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

「ハーバーテラスSASEBO迎賓館」（佐世保支店）
2013年11月OPEN

「ララシャンス太陽の丘」（金沢支店）
2013年8月リニューアル

「ララシャンス迎賓館」（大分支店）
2013年8月リニューアル

15

「ララシャンス迎賓館」（宮崎支店）
2013年8月リニューアル

「ララシャンス博多の森」（福岡支店）
2014年9月6日増設予定

「ララシャンスベルアミー」（鳥栖支店）
2013年2月リニューアル

「ララシャンスベルアミー」（福井支店）
2013年2月リニューアル

（組）

（年）2009 2010 2011 2012 2013

2,576
3,111 3,044

3,407 3,621

11店舗 11店舗
14店舗 14店舗 14店舗

施行組数・店舗数の推移（2013年10月31日時点）
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インフォメーション

会社概要	 （2013年10月31日現在）

社　　名 アイ・ケイ・ケイ株式会社（IKK Inc.）

本　　店 〒848-0041 佐賀県伊万里市新天町722番地5
お問い合わせは下記の福岡本部までお願いします。

福岡本部 〒811-2245 福岡県糟屋郡志免町片峰三丁目6番5号
TEL 050-3539-1122　FAX 092-937-7031

設　　立 1995年11月1日
市場区分 東京証券取引所市場第一部
資 本 金 347,635千円
代 表 者 代表取締役社長　金子 和斗志
従業員数 連結  567名　単体  524名
事業内容 挙式・披露宴に関する企画・運営等のサービスの提供
事業所数 14ヵ所

関連会社

株式会社 極楽
事業内容 : 葬儀に関する企画・運営等のサービスの提供
所 在 地 : 〒848-0045 佐賀県伊万里市松島町408番地30

アイケア株式会社
事業内容 : 有料老人ホームの運営、介護サービス等の提供
所 在 地 : 〒811-2245 福岡県糟屋郡志免町片峰三丁目６番５号

スイート ヴィラ ガーデン株式会社
事業内容 : 挙式・披露宴に関する企画・運営等のサービスの提供
所 在 地 : 〒811-2245 福岡県糟屋郡志免町片峰三丁目６番５号

※当社と当社100％出資の子会社であるスイート ヴィラ ガーデン
株式会社は、2013年11月1日を効力発生日として、当社を存
続会社とする吸収合併を行いました。

株式状況	 （2013年10月31日現在）

発行可能株式総数 48,000,000株

発行済株式の総数 14,939,200株

株 主 数 5,863 名

大株主	 （2013年10月31日現在）
株主名 持株数（株） 持株比率（%）

株式会社エム・ケイ・パートナーズ 3,920,000 26.24

金子 和斗志 2,918,300 19.53

金子 晴美 1,450,000 9.70

野村信託銀行株式会社（アイ・ケイ・
ケイ従業員持株会専用信託口） 578,900 3.87

アイ・ケイ・ケイ従業員持株会 503,200 3.36

日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社（信託口） 498,800 3.33

金子 美枝 300,000 2.00

金子 和代 300,000 2.00

金子 和枝 198,000 1.32

株式会社佐賀銀行 152,000 1.01

株式分布状況（2013年10月31日現在）役　員	 （2013年10月31日現在）

代表取締役社長 金子 和斗志 取締役（社外） 成富 敏幸
常務取締役 金子 晴美 常勤監査役（社外）小宮 秀一
常務取締役 松本 正紀 監査役（社外） 白石 秀徳
常務取締役 登田 朗 監査役（社外） 武田 野富和
取締役 寺澤 大輔 監査役（社外） 直江 精嗣
取締役 菊池 旭貢
取締役 諸岡 安名

所有数別
（名）

所有者別
（名）

外国法人等
49（0.84%）

その他の法人
45（0.77%）

金融商品
取引業者
25（0.43%）

金融機関
23（0.38%）

自己名義
株式
1（0.02%）

1,000単元以上
12（0.21%）

1単元以上
4,855（82.81%）

10単元以上
513（8.75%）

1単元未満
98（1.67%）

5単元以上
318（5.42%）

100単元以上
67（1.14%）

個人・その他
5,720（97.56%）



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

株主メモ
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月開催

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　　　毎年   4 月30日

市　　　　　場 東京証券取引所 市場第一部

単 元 株 式 数 100 株

公 告 方 法
電子公告により、当社ホームページに掲載
http://ir.ikk-grp.jp/ja/PublicNotice.html
ただし、やむを得ない事由により電子公告によることができ
ない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。

株主名簿管理人
〒100-8212
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

同事務取扱場所
〒100-8212
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　証券代行部

同 連 絡 先
〒137-8081
東京都江東区東砂七丁目10 番11号
TEL 0120-232-711（通話料無料）
三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部

当社では、株主の皆さまへの適切な情報開示に努め、当社
の経営についてより一層ご理解いただけるIR活動を行って
まいりたいと考えております。つきましては、当社及び当
社IR活動に対する株主の皆さまのご意見を、ぜひお聞かせ
ください。
なお、ご意見に対する個別の回答は差し上げておりません
ので、ご了承ください。

このアンケートは、株式会社アイ・アール ジャパン（IR支援会社）が
運営するWebアンケートシステム「株主ひろば」を利用して実施し
ています。

2014年2月14日まで実施期間

www.kabuhiro.jp

1122

株主ひろば事務局
E-mail:inquiry@kabuhiro.jp

1

検 索株主ひろば

Yahoo! JAPAN©やGoogle©などの検索エンジン
からアンケートサイトを呼び出します。

株主の皆さまの声をお聞かせください

アンケートサイト（画面）への接続

集計業務の効率化・迅速化のため、
インターネットよりご回答いただけましたら幸いです。

ご回答の操作方法等のお問い合せ先

アンケート
ナンバーを入力
●●●●

2

披露宴終了後、送賓前の一時。3カッ
プルに、夫から妻のほほへキスする
ようお願いしました。一瞬、照れた
表情を見せたのち、応じてください
ました。パーティ中から仲の良さが
にじみ出ていたご家族の、互いへの
愛情を象徴する1枚となっています。

ブライダル産業新聞社主催のジャパン・
ウェディングフォト・グランプリ2013受賞作品表紙写真


