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 アイ・ケイ・ケイ株式会社は、
「理念経営を実践する会社」
「人財を育てる会社」
「お客さまを第一に考える会社」です。
【信念】
お客さまの感動のために!

【経営理念】
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、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
当社は、この信念と経営理念に基づいた企業経営を通じて社会に
貢献することにより、地域社会になくてはならない企業となることを
経営の基本方針としております。

ララシャンスベルアミー
（盛岡支店）
2011年8月オープン予定

ララシャンス迎賓館
（高知支店）

ララシャンスいわき
（いわき支店）

総資産
財務ハイライト（連結）
Financial Highlights
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売上高

5.3%
減

前年同期比
320 百万円減 down

6.1%
減

前年度末比
829百万円減 down

%
減

前年同期比
371百万円減

44.1
down

%
減

前年同期比
340百万円減

70.5
down

経常利益
東日本大震災の影響
で「ララシャンスいわき

（いわき市）」が一時的
に営業を休止し、挙式・
披露宴の延期・キャン
セルが発生したこと等
により減少しました。

富山レストラン「ラ・シャン
ス」、「ララシャンスベルア
ミー(盛岡市）」、「スイート
ヴィラガーデン（福岡県）」
の新店経費（165百万円）
が発生したこと等により
減益となりました。

四半期（当期）純利益
特別損失として災害に
よる損失（128百万円）
と資産除去債務会計
基準の適用に伴う影響
額（51百万円）を計上し
たこと等により減益とな
りました。

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）

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
（富山レストラン）

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
（福岡東支店）
2011年9月オープン予定
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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）
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トップインタビュー
Top Interview

震災の影響は免れないものの
レストラン施設の出店や再生型の婚礼施設など
成長に向けた事業戦略を推進しています。
2011年3月11日に発生しました「東日本大震災」につきまして、被災された皆様に謹んでお見舞い申
し上げますとともに、一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。
当社におきましても、いわき支店が一時的に営業を休止したほか、挙式・披露宴の延期、キャンセルが
発生するなど、震災の被害により売上高の減少を余儀なくされました。地域に根ざした企業として復興
に貢献しながら、さらなる成長に向けた戦略の推進に全力を尽くしてまいります。

代表取締役社長

金子和斗志

　震災による当社の施設・設備の被害は幸いにも軽微
なものにとどまりました。震災以降、営業を休止していた
いわき支店は、4月8日から営業を再開し、順延をお願い
しておりました挙式・披露宴も、順次施行させていただ
いております。
　6月25日のオープンを目指して建設を進めていた盛岡
支店につきましては、震災の影響により工事が一時的に
中断しましたが、おかげさまで8月6日にオープン予定で
あります。
　全社スタッフの総力を結集し、一日も早く震災による
影響を払拭し、業績回復を果たすべく鋭意努力してまい
ります。

施設・設備の被害は軽微にとどまり、
いわき支店は営業を再開、
盛岡支店も予約を受付ております。
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　当第2四半期連結累計期間の売上高は56億6,979
万円で前年同期比5.3%減、営業利益は4億9,950万円
で同43.3%減、経常利益は4億7,083万円で同44.1%
減となりました。
　売上高が減少した主な要因は、震災により「ララシャン
スいわき（いわき支店）」において挙式・披露宴の延期・キャ
ンセルが発生したことによるものであります。利益が減少
した主な要因は3店舗※の出店費用を計上したことによ
るものです。

　

　引き続き地方都市を中心とした出店戦略により、事
業の拡大と成長を目指します。まず第一に、当社では初
めてとなる本格的なフレンチレストラン「キュイジーヌ フ
ランセーズ ラ・シャンス」を2011年4月富山市にオープ
ンしました。当レストランは、絶好のロケーションの中で、

「鉄人シェフ」坂井宏行氏の監修によるフランス料理を

楽しめるお店であり、オープン以来、多くのお客様にご来
店いただいております。今後も、世界一に輝いたパティシ
エの辻口博啓氏など、さまざまな分野で活躍されている
方 と々提携し、お客様の満足度を高めるべく、努力を重
ねてまいります。
　第二に、初期投資を抑え、オペレーションを効率化し
た新たなコスト構造での婚礼事業を展開していくため、
子会社スイート ヴィラ ガーデン株式会社を設立しまし
た。従来とは異なる顧客層をメインターゲットにした新
ブランドとして、今年9月には一店舗目の再生型婚礼施
設を福岡県糟屋郡の大型ショッピングモール敷地内に
出店する予定です。

　昨年7月の上場は、情報の収集や人財の採用に大き
な成果をもたらしました。社員一人ひとりのモチベーショ
ンが確実に高まり、業務を遂行するスピードも速くなっ
ています。お客様への認知・浸透が高まったことによるブ
ランディング効果も期待以上でした。これらの株式上場
によるメリットは、さらなる成長に向けた原資として最大
限に活用していきたいと考えております。
　株主の皆様への利益還元につきましては、成長投資と
並行して安定した配当を目指します。当期は1株当たり23
円50銭の配当を予定しており、株主優待制度も新設しま
した。
　株主の皆様におかれましては、より一層のご支援、ご
鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

トップインタビュー
Top Interview

※ 2011年４月にオープンした「キュイジーヌ フランセーズ ラ・シャンス（富
山レストラン）」、８月にオープン予定の「ララシャンスベルアミー（盛岡支
店）」、９月にオープン予定の「スイートヴィラガーデン（福岡東支店）」

本格的なレストランの出店や従来とは異なる再生型婚
礼施設の店舗展開により企業価値の向上に努めます。

上場によるメリットを最大限に活用し、
さらなる成長を目指します。

震災の影響と新店経費により、
売上・利益ともに減少しました。
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事業戦略
Business strategy

フレンチレストランの出店、新ブランド展開のための
子会社設立によりさらなる成長を目指します。

富山にオープンしたフレンチレストランの
相乗効果で既存店の業績も好調に推移

2011年4月15日にオープンした「キュイジーヌ フランセーズ 
ラ・シャンス」は、当社が初めて手掛ける本格フレンチレストランで
す。「鉄人シェフ」坂井宏行氏が監修するオリジナリティ溢れる料
理は、1ヶ月先までディナーの予約が埋まるほど好評を博していま
す。このレストランは、当社の事業領域を拡大するだけでなく、ブラ
ンドの向上に寄与し、既存店（キャナルサイドララシャンス）との相
乗効果を生んでおります。

キュイジーヌ フランセーズ 
ラ・シャンス

スイート ヴィラ ガーデン 完成予想図

新ブランドとして新たな顧客層を開拓する「スイート ヴィラ ガーデン」

スイート ヴィラ ガーデン株式会社は、アイ・ケイ・ケイの新ブラン
ドとして、従来とは異なる顧客層のニーズに応えるため設立した当社
100％出資の子会社です。

既存の婚礼施設をリノベーションして初期投資を抑え、従来の価格
帯ではカバーしきれなかったお客様へ、クオリティの高いサービスをご
提供いたします。

1号店のオープンは2011年9月3日を予定しております。出店コスト
を抑えたリノベーション物件のメリットを活かしながら店舗展開を進
め、シェアの拡大をはかってまいります。

小規模商圏で培った経営ノウハウを活かした地方都市への出店に加えて、富山にオープンしたフレンチレストランや、
従来とは異なる顧客層をメインターゲットとした新ブランドの展開により新しい顧客層を開拓し、シェア拡大をはかります。
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皇太子殿下が富山県にご来県された
折、当社レストランにてお食事を
お召し上がりになりました。

皇太子殿下は、2011年5月14日に富
山県富山市で開かれた第22回全国「みど
りの愛護」のつどいに出席され、その折、
当社のフレンチレストラン「キュイジーヌ 
フランセーズ ラ・シャンス」でお食事をお
召し上がりになりました。開業して間もな
いレストランが選ばれるのは珍しく、記念
すべき一日となりました。

「ララシャンスベルアミー（盛岡支店）」 は  
8月6日にオープンいたします。

2011年6月25日にオープンを目指して
建設を進めていた婚礼施設「ララシャンス
ベルアミー（盛岡支店）」は、震災の影響によ
り工事が一時的に中断しておりましたが、
2011年8月6日にオープンすることが決定
いたしました。

広大な敷地に四季折々の景観を誇る
ガーデンと美しいウォータースペース、パ
リのコテージをイメージしたプール付きの 
ブライズルームなど、豊かな自然の恵みと、
洗練されたデザインが特徴です。

株主優待制度を新設

トピックス
Topics

震災の影響を受けて休業していた
「ララシャンスいわき」が営業を

再開しました。

震災の影響により一時的に営業を休止
していた福島県いわき市の「ララシャンス
いわき」は、4月8日から営業を再開し、5
月8日には震災後初の挙式・披露宴を施
行しました。

震災直後にはスタッフ総出で炊き出し
を行うなど、さまざまなCSR活動を通じ
て地域社会との共生を深めています。

　株主の皆様のご支援に感謝の気持ちを込めて、株主優待制度
を新設しました。所有されている株数に応じて「当社特選焼き菓子」

「レストランご優待券」「おこめ券」をお送りしています。
　当社オリジナルの「特選焼き菓子」や「鉄人シェフ」坂井宏行氏が
手掛けるレストランを是非お楽しみ下さい。

イメージ写真

見本
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前連結
会計年度末

（2010年10月31日）

当第2四半期連結
会計期間末

（2011年4月30日）

資産の部
流動資産 4,213,002 2,699,487

現金及び預金 3,554,162 2,051,504

売掛金 313,982 262,631

商品 74,790 85,237

原材料及び貯蔵品 64,912 95,011

その他 212,985 212,052

貸倒引当金 △ 7,830 △ 6,949

固定資産 9,297,592 9,981,727

有形固定資産 8,666,892 9,300,103

　建物及び構築物（純額） 6,764,983 7,015,332

　土地 1,578,983 1,578,983

　その他（純額） 322,925 705,786

無形固定資産 96,510 92,897

投資その他の資産 534,189 588,726

資産合計 13,510,595 12,681,214

前連結
会計年度末

（2010年10月31日）

当第2四半期連結
会計期間末

（2011年4月30日）

負債の部
流動負債 3,859,760 3,306,900

買掛金 609,953 479,213
1年内償還予定の社債 70,000 70,000
1年内返済予定の長期借入金 1,249,172 1,173,320
未払法人税等 676,368 198,388
賞与引当金 149,438 161,261
災害損失引当金 ー 72,290
その他 1,104,828 1,152,426

固定負債 4,634,736 4,302,496
社債 150,000 115,000
長期借入金 3,987,713 3,443,615
退職給付引当金 61,573 65,450
役員退職慰労引当金 195,322 199,971
ポイント引当金 42,101 44,983
資産除去債務 ー 245,534
負ののれん 858 ー
その他 197,167 187,942

負債合計 8,494,496 7,609,396
純資産の部

株主資本 5,016,098 5,071,818
　資本金 336,568 336,568
　資本剰余金 340,224 340,224
　利益剰余金 4,339,374 4,395,141
　自己株式 △ 67 △ 115

純資産合計 5,016,098 5,071,818
負債純資産合計 13,510,595 12,681,214

 （単位:千円）四半期連結貸借対照表（要約）

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

 （単位:千円）四半期連結損益計算書（要約）

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

前第2四半期連結累計期間
（自  2009年11月 1 日
　至  2010年4月30日）

当第2四半期連結累計期間
（自  2010年11月 1 日
　至  2011年4月30日）

売上高 5,990,206 5,669,797
売上原価 2,669,244 2,572,294
売上総利益 3,320,961 3,097,502
販売費及び一般管理費 2,440,681 2,598,002
営業利益 880,280 499,500
営業外収益 10,764 5,612
営業外費用 48,302 34,272
経常利益 842,742 470,839
特別利益 12 1,037
特別損失 6,386 185,468
税金等調整前四半期純利益 836,368 286,407
法人税、住民税及び事業税 411,552 190,540
法人税等調整額 △ 58,888 △ 46,837
法人税等合計 352,664 143,703
少数株主損益調整前四半期純利益 ー 142,704
四半期純利益 483,703 142,704

前第2四半期連結累計期間
（自  2009年11月 1 日
　至  2010年4月30日）

当第2四半期連結累計期間
（自  2010年11月 1 日
　至  2011年4月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,329,408 △ 118,958

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 623,748 △ 642,343

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 98,962 △ 741,356

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 606,698 △ 1,502,658

現金及び現金同等物の期首残高 1,890,540 3,554,162

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,497,239 2,051,504

 （単位:千円）四半期連結キャッシュ・フロー計算書（要約）

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

四半期連結財務諸表
Quarterly Consolidated Financial Statements
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事 業 年 度 毎年11月1日から翌年10月31日まで
公 告 方 法

電子広告により、当社ホームページに掲載
http://www.ikk-grp.jp/company/notification.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。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

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　証券代行部市 場 大阪証券取引所

JASDAQスタンダード
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　証券代行部単 元 株 式 数 100株

株主メモ

（2011年4月30日現在） （2011年4月30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
資 本 金 336,568,000円
代 表 者 代表取締役社長　金子 和斗志
従業員数 連結　525名  単体　508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 12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

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

会社概要

（2011年4月30日現在）
代表取締役社長 金子 和斗志 取締役（社外） 成富 敏幸
取締役 金子 晴美 常勤監査役（社外）小宮 秀一
取締役 松本 正紀 監査役（社外） 白石 秀徳
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 諸岡 安名
取締役 菊池 旭貢

役員

発 行 可 能 株 式 総 数 12,000,000株

発 行 済 株 式 の 総 数 3,699,500株

株 主 数 2,414名

株式状況

株式分布状況

所有数別

自己名義株式

所有者別

0.04％

1.37％

外国法人等
0.46％

金融機関
0.33％

金融商品
取引業者
0.37％

その他の法人

97.43％
個人・その他

1単元未満
1.53％

1単元以上
81.48％

10単元以上
8.33％

5単元以上
8.04％

1,000単元以上
0.16％

100単元以上
0.46％
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外国法人等
0.46％

金融機関
0.33％

金融商品
取引業者
0.37％

その他の法人

97.43％
個人・その他

1単元未満
1.53％

1単元以上
81.48％

10単元以上
8.33％

5単元以上
8.04％

1,000単元以上
0.16％

100単元以上
0.46％

株主名 持株数 持株比率（%）
金子 和斗志 1,075,500 29.07
株式会社エム・ケイ・パートナーズ 980,000 26.49
金子 晴美 355,900 9.62
アイ・ケイ・ケイ従業員持株会 144,700 3.91
金子 美枝 75,000 2.02
金子 和代 75,000 2.02
金子 和枝 50,000 1.35
エーエージーシーエス エヌブイ 
トリーテイ アカウント タクサブル 32,500 0.87
松本 正紀 31,600 0.85
株式会社佐賀銀行 29,000 0.78

大株主 （2011年4月30日現在）

（2011年4月30日現在）
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