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アイ・ケイ・ケイ、「女性の成長環境がある企業ランキング」で

第 7 位に選出

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：村田裕紀、以下 IKK）は、就職・転
職のためのジョブマーケット・プラットフォーム「OpenWork」を運営するオープンワーク株式会社が実施した
「女性の成長環境がある企業ランキング」において、第 7 位に選出されました。 

女性の成長環境がある企業ランキング概要 

オープンワーク株式会社が、働きがい向上のために、個人・企業・社会などの視点から働きがいについて調
査・リサーチを行うことを目的として、2014 年 3 月からスタートした「働きがい研究所」の調査レポートの一環
で発表されたランキングです。

キャリア成長を測る上で重要となる「人事評価の適正感」「20 代成長環境」「人材の長期育成」「待遇面の
満足度」「社員の士気」の 5 段階スコアに加えて、「女性の働きやすさ」と「働きがい・成長」のフリーアンサー
を機械学習によって解析し、スコア化しています。

女性の成長環境がある企業ランキング 

順位 企業名
成長環境

スコア

1 位 P&G ジャパン合同会社 26.295 
2 位 グーグル合同会社 26.190 
3 位 株式会社リクルートマネジメントソリューションズ 25.594 
4 位 ゴールドマン・サックス証券株式会社 25.436 
5 位 サントリーホールディングス株式会社 25.403 
6 位 株式会社セールスフォース・ドットコム 25.222 
7 位 アイ・ケイ・ケイ株式会社 25.215 
8 位 株式会社コスモスイニシア 25.026 
9 位 JP モルガン証券株式会社 25.014 

10 位 プルデンシャル生命保険株式会社 24.940 
※「OpenWork」に投稿された女性社員による会社評価レポート 185,201 件のうち、回答者数が 30 人以上ある企業1,281 社を対象データと

しています。（集計期間：2007 年7 月～2021 年7 月） 
※調査結果の詳細につきましては OpenWork サイト（https://www.vorkers.com/hatarakigai/vol_86）をご参照下さい。 

IKK の人財マネジメント 
当社グループは、人は財産であるという考え方のもと、人財マネジメン
トを「多様性の尊重」「ワークライフマネジメント」「人財の育成」という 3
つの柱で構成し、この 3 つの柱をそれぞれに高め、相乗効果を発揮
することが、事業成長の要となると考え、様々な取り組みを行ってい
ます。

また、「結果よりもチャレンジをするという行動そのものを評価する」と
いう人事評価基準を明示し、性別・年齢・経験に関係なくチャレンジ
する機会があり、理念を軸とした人事制度を実施しています。

https://www.vorkers.com/hatarakigai/vol_86
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[本件に関する報道関係からのお問い合わせ先] 

アイ・ケイ・ケイ株式会社     
経営管理部 橋本 愛里 
Tel.050-3539-1122 ・ Fax.092-937-7031   
info-ir@ikk-grp.jp      
〒811-2245 福岡県糟屋郡志免町片峰 3-6-5   
 
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] 351 百万円（2020 年 10 月 31 日現在） [代 表 者] 代表取締役社長 村田裕紀 
[売 上 高] 2020 年 10 月期連結売上高 8,746 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有料老人ホームの運営、介護サービス等の提供、 
引出物・引菓子及びギフト商品等に関する企画、開発、販売業務、金融関連事業 

[経 営 方 針]  
IKK グループは、「お客さまの幸せと感動のために」という経営理念のもと、お客さまの幸せと感動を通して

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 19 か所、グループ会社 4 社 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

九州エリア 
[福岡] ララシャンス博多の森 
http://www.ikk-wed.jp/hakatanomori/ 

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

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

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

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

[宮崎] ララシャンス迎賓館 
http://www.ikk-wed.jp/miyazaki/ 

[宮崎] プレジール迎賓館 
http://www.ikk-wed.jp/ps/ 

 

 

 

 

東北エリア 
[岩手] ララシャンスベルアミー 
http://www.ikk-wed.jp/morioka/ 
[福島] ララシャンスいわき 
http://www.ikk-wed.jp/iwaki/ 

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

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

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

[福井] ララシャンスベルアミー 
http://www.ikk-wed.jp/fukui/ 
中国・四国エリア 
[広島] ララシャンス HIROSHIMA 迎賓館 
http://www.ikk-wed.jp/hiroshima/ 

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

関東エリア 
[東京] ララシャンスガーデン東京ベイ 
https://www.ikk-wed.jp/tokyo/ 

 

東海エリア  
[愛知] ララシャンス OKAZAKI 迎賓館 
http://ikk-wed.jp/okazaki/ 

関西エリア  
[大阪] キャッスルガーデン OSAKA  
http://ikk-wed.jp/osaka/ 

[神戸] ララシャンス KOBE 
https://www.ikk-wed.jp/kobe/ 

 

 

 

 

グループ会社 
アイケア株式会社 
http://icare-grp.jp/ 

PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU 
INDONESIA 
http://ikkwedding.co.id/ 
株式会社明徳庵 
https://www.bannobiyori.com/ 
 
アイ・ケイ・ケイキャピタル株式会社 
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