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アイ・ケイ・ケイ、「働きがいのある会社」ランキング第 7 位を獲得
－ 3 年連続選出で、昨年度の第 11 位から躍進し、10 位以内に初選出 －
ゲストハウス型婚礼施設「ララシャンス」を、九州地方をはじめ全国に展開するアイ・ケイ・ケイ株式会社（本
社：佐賀県伊万里市、本部：福岡県糟屋郡志免町、代表取締役社長：金子和斗志、以下 IKK）は、Great
Place to Work® Institute Japan（以下、GPTW ジャパン）が実施した 2015 年版「働きがいのある会社」ラ
ンキング（2015 年 2 月 13 日発表）において、「従業員 100-999 人部門」で第 7 位に選出されました。

「働きがいのある会社」ランキング概要
「働きがいのある会社」ランキングは、世界 40 ヵ国以上で世界共通の基準で調査分析し、国内での調査は
2007 年より開始、本年が第 9 回目です。調査は従業員 1,000 名以上、100～999 名、25～99 名の 3 部
門で調査を行い、応募総数 240 社の中から基準に達した 85 社※が「働きがいのある会社」ベストカンパニー
に選出されます。
※ 従業員 1,000 名以上部門 25 社、100～999 名部門 30 社、25～99 名部門 30 社

IKK の取り組み
当社は、人は財産であるという考え方から、一般的な人材ではなく「人財」という表現に統一しています。人
を大切にし、人財の育成が企業の努めであるという考え方から様々な取り組みを行ってきました。具体的に
は「毎月行われる人間学の冊子を用いた社内勉強会」、「年 2 回の全社員理念勉強会」、「連続 16 日間の
長期休暇取得の推奨」、「人財の 360 度評価」などを実施しています。このような社員育成の取り組みにより
2010 年に JASDAQ 上場、2012 年には東証 2 部に上場、2013 年には東証 1 部銘柄に指定されるなど、
創業 20 年弱で全国 13 都市に 15 店舗を有する企業へと成長を遂げました。
また、人事理念としてチャレンジすることなく成果を上げた人より、高い目標にチャレンジをしたが失敗した人
の方を評価し、結果よりもチャレンジするという行動そのものを評価しています。加えて、国籍・性別・年齢・
経験に関係なく能力を発揮する人財になり、素晴らしい未来を創るために挑戦する、という経営理念を掲げ、
仕事に挑戦する社風と理念を軸とした人事評価制度により、24 歳で支店を統括する支配人や、26 歳で
200 人以上の部下を持つ総支配人への抜擢などを行っています。

Great Place to Work®調査内容
GPTW は「働きがいのある会社」を「従業員が勤務する会社や経営者・管理者
を信頼し、自分の仕事に誇りを持ち、一緒に働いている人たちと連帯感が持て
る場所」と定義し、「経営層への信頼」、「会社内の連帯感」に関連する独自の設問へ参加企業の従業員が
無記名で回答する従業員へのアンケート（トラストインデックス©）と、参加企業の企業文化や方針ほか具体
的な取り組み内容を参加企業が回答する会社へのアンケート（カルチャーオーディット©）を、世界共通の基
準で評価します。調査結果の詳細につきましては同 WEB サイト（ http://www.hatarakigai.info/ ）をご参照
下さい。
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当社施設の一例：ララシャンス博多の森（福岡支店）概要
2002 年 10 月オープン。26,155 平米の広大な敷地に建つゲ
ストハウス型婚礼施設。タイプの異なる 3 つのチャペル、4 つの
バンケットがあります。バンケットには、こだわりのオープンキッチ
ンを備えています。また、自然に恵まれた周辺環境も、魅力の
ひとつです。
福岡県福岡市博多区東月隈 3-27-2 / 福岡空港より車で約
5 分。福岡都市高速出口より車で約 10 分
http://www.ikk-grp.jp/hakatanomori/
会社概要
[社 名] アイ・ケイ・ケイ株式会社（IKK Inc.）
[証券コード] 2198 東証 1 部
[住 所] 佐賀県伊万里市新天町 722-5
[設 立] 1995 年 11 月 1 日
[資本金] 349 百万円（2014 年 10 月 31 日現在）
[代表者] 代表取締役社長 金子和斗志
[売上高] 2014 年 10 月期連結売上高 15,346 百万円 [ホームページ] http://www.ikk-grp.jp/
[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、葬儀に関する企画・運営等のサービスの提供
有料老人ホームの運営、介護サービス等の提供
[経営方針]
IKK グループは、「お客さまの感動のために」という経営理念のもと、お客さまの感動を通して社会に貢献す
ることを経営の基本方針とし、「感動創造カンパニー」を目指しております。
[事業所] ゲストハウス型婚礼施設 15 か所、関連会社 2 社
九州エリア

東北エリア

[福岡] ララシャンス博多の森
http://www.ikk-grp.jp/hakatanomori/

[岩手] ララシャンスベルアミー
http://www.ikk-grp.jp/morioka/

[福岡] スイート ヴィラ ガーデン
http://suite-vg.jp/

[福島] ララシャンスいわき
http://www.ikk-grp.jp/iwaki/

[佐賀] 伊万里迎賓館・ララシャンス迎賓館
http://www.ikk-grp.jp/geihinkan/

北陸エリア
[富山] キャナルサイドララシャンス
http://www.ikk-grp.jp/toyama/

[佐賀] ララシャンスベルアミー
http://www.ikk-grp.jp/belami/

[富山] キュイジーヌ フランセーズ ラ・シャンス
http://www.lachance-ikk.jp/

[大分] ララシャンス迎賓館
http://www.ikk-grp.jp/oita/

[石川] ララシャンス太陽の丘
http://www.ikk-grp.jp/taiyonooka/

[長崎] ハーバーテラス SASEBO迎賓館
http://www.ikk-wed.jp/sasebo/

[福井] ララシャンスベルアミー
http://www.ikk-grp.jp/fukui/

[宮崎] ララシャンス迎賓館
http://www.ikk-grp.jp/miyazaki/
[宮崎] プレジール迎賓館
http://www.ikk-grp.jp/ps/

九州エリア：関連会社

中国・四国エリア

株式会社極楽
http://www.4400.jp/

[広島] ララシャンス HIROSHIMA 迎賓館
http://www.ikk-wed.jp/hiroshima/
※2015 年 3 月 7 日開業予定

アイケア株式会社
http://icare-grp.jp/

[高知] ララシャンス迎賓館
http://www.ikk-grp.jp/kouchi/
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