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2021年 10月 25 日 

各   位 

 会 社 名 アイ・ケイ・ケイ株式会社 

 代 表 者 名 代表取締役社長 村田 裕紀 

 (東証第一部 コード番号：2198) 

 問 合 せ 先 執行役員経営管理部長 田中 慶彦 

 Ｔ  Ｅ  Ｌ  050－3539－1122 

 

持株会社体制移行に伴う代表取締役の異動及び役員等の異動に関するお知らせ 

 
当社は、本日開催の取締役会において、2021年11月１日付で移行を予定している持株会

社体制移行に伴う、当社（2021年11月１日付で「アイ・ケイ・ケイホールディングス株式

会社」へ商号変更予定）の代表取締役の異動及び役員等の異動を決議しましたので、下記

のとおりお知らせいたします。 

なお、2021年１月28日にお知らせいたしました「持株会社体制における組織変更及び役

員等の異動に関するお知らせ」に関し、アイ・ケイ・ケイ分割準備会社株式会社（2021年

11月１日付で「アイ・ケイ・ケイ株式会社」へ商号変更予定）の代表取締役を一部変更し

ております。 
 

記 
 

１． 代表取締役の異動 

(1)異動の理由 

持株会社体制への移行に伴い、グループ戦略を担う持株会社としてより迅速な意思決定に対応

できる経営体制とすることを目的として、代表取締役の異動を行うものであります。 

また、当社代表取締役社長 COOである村田裕紀は、2021年 10月 31日をもって当社の代表取締

役及び取締役を辞任いたします。 

 

(2)新旧代表取締役の氏名及び役職（2021年11月１日付） 

氏名 新役職名 現役職名 

金子
かねこ

 和斗
か つ

志
し

 代表取締役会長兼社長CEO 代表取締役会長CEO 

村田
むらた

 裕紀
ひろき

 副会長 代表取締役社長COO 

 

(3)その他 

当社は、村田裕紀の辞任後におきましても、法令及び定款に定めている取締役の員数は満たし

ております。 
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２． 取締役の異動（2021年11月１日付） 

氏名 新役職名 旧役職名 

金子 和斗志 アイ・ケイ・ケイホールディングス

株式会社 代表取締役会長兼社長

CEO 

兼 アイ・ケイ・ケイ株式会社 

代表取締役会長兼社長 

兼 株式会社明徳庵 代表取締役

社長  

アイ・ケイ・ケイ株式会社 

代表取締役会長CEO 

兼 アイ・ケイ・ケイ分割準備会社

株式会社 代表取締役会長 

兼 株式会社明徳庵 代表取締役

社長 

寺澤 大輔 アイ・ケイ・ケイホールディングス

株式会社 取締役 

兼 アイケア株式会社  

代表取締役社長 

兼 ララ・クゥール株式会社 取締

役 

アイ・ケイ・ケイ株式会社 

取締役 

兼 アイケア株式会社  

代表取締役社長 

菊地 正樹 アイ・ケイ・ケイホールディングス

株式会社 取締役 

兼 アイ・ケイ・ケイ株式会社 

監査役 

兼 株式会社明徳庵 取締役 

兼 アイ・ケイ・ケイキャピタル株

式会社 代表取締役社長 

兼 Ambihone株式会社 監査役 

兼 ララ・クゥール株式会社 代表

取締役社長 

アイ・ケイ・ケイ株式会社 

取締役 

兼 アイ・ケイ・ケイ分割準備会社

株式会社 取締役 

兼 株式会社明徳庵 取締役 

兼 アイ・ケイ・ケイキャピタル株

式会社 代表取締役社長 

森田 康寛 アイ・ケイ・ケイホールディングス

株式会社 取締役 

兼 PT INTERNATIONAL KANSHA 

KANDOU INDONESIA 代表取締役社長 

アイ・ケイ・ケイ株式会社 

取締役 

兼 PT INTERNATIONAL KANSHA 

KANDOU INDONESIA 代表取締役社長 

小田 豊 アイ・ケイ・ケイホールディングス

株式会社 取締役 

兼 アイ・ケイ・ケイ株式会社 

取締役 

兼 アイ・ケイ・ケイキャピタル株

式会社 取締役 

兼 Ambihone株式会社 取締役 

アイ・ケイ・ケイ株式会社 

取締役 

兼 アイ・ケイ・ケイキャピタル株

式会社 取締役 

 

梅山 香里 アイ・ケイ・ケイホールディングス

株式会社 取締役 

アイ・ケイ・ケイ株式会社 

取締役 

久保 俊幸 アイ・ケイ・ケイホールディングス

株式会社 取締役（監査等委員） 

アイ・ケイ・ケイ株式会社 

取締役（監査等委員） 

兼 アイ・ケイ・ケイ分割準備会社

株式会社 監査役 
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氏名 新役職名 旧役職名 

藤田 ひろみ アイ・ケイ・ケイホールディングス

株式会社 取締役（監査等委員） 

アイ・ケイ・ケイ株式会社 

取締役（監査等委員） 

楠 典子 アイ・ケイ・ケイホールディングス

株式会社 取締役（監査等委員） 

アイ・ケイ・ケイ株式会社 

取締役（監査等委員） 

伊藤 晴輝 アイ・ケイ・ケイホールディングス

株式会社 取締役（監査等委員） 

アイ・ケイ・ケイ株式会社 

取締役（監査等委員） 

中村 亮介 アイ・ケイ・ケイホールディングス

株式会社 取締役（監査等委員） 

アイ・ケイ・ケイ株式会社 

取締役（監査等委員） 

 

３． 執行役員及び子会社役員等の異動（2021年11月１日付） 

氏名 新役職名 旧役職名 

中嶋 大祐 アイ・ケイ・ケイホールディングス

株式会社 執行役員 

兼 Ambihone株式会社 代表取締

役社長 

兼 PT INTERNATIONAL KANSHA 

KANDOU INDONESIA 取締役 

アイ・ケイ・ケイ株式会社 

執行役員営業企画部長  

兼 PT INTERNATIONAL KANSHA 

KANDOU INDONESIA 取締役 

田中 慶彦 アイ・ケイ・ケイホールディングス

株式会社 執行役員 

兼 アイ・ケイ・ケイ株式会社 

取締役営業企画部長 

兼 PT INTERNATIONAL KANSHA 

KANDOU INDONESIA 取締役 

アイ・ケイ・ケイ株式会社 

執行役員経営管理部長 

兼 PT INTERNATIONAL KANSHA 

KANDOU INDONESIA 取締役 

田代 春彦 アイ・ケイ・ケイホールディングス

株式会社 執行役員 

兼 アイ・ケイ・ケイ株式会社 

取締役調理部長 

兼 株式会社明徳庵 監査役 

アイ・ケイ・ケイ株式会社 

執行役員調理部長 

兼 株式会社明徳庵 監査役 

 

４． アイ・ケイ・ケイ株式会社 代表取締役の異動 

新旧代表取締役の氏名及び役職（2021年11月１日付） 

氏名 新役職名 内定役職名 

金子
かねこ

 和斗
か つ

志
し

 代表取締役会長兼社長 代表取締役会長 

中嶋
なかしま

 大祐
だいすけ

 削除 代表取締役社長 

※変更箇所を下線で表示しています。なお、中嶋大祐は、2021年11月１日設立のAmbihone

株式会社の代表取締役社長に就任予定です。 

以 上 

 

 



５．持株会社体制

アイ・ケイ・ケイキャピタル株式会社
（金融事業）

Ａｍｂｉｈｏｎｅ株式会社
（フォト事業）

ララ・クゥール株式会社
（結婚仲介事業）

アイ・ケイ・ケイ株式会社
（婚礼事業）

アイケア株式会社
（介護事業）

PT　INTERNATIONAL　KANSHA　KANDOU　INDONESIA
（婚礼事業）

アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社 株式会社明徳庵
（食品事業）


