
　株主の皆さまには、平素より格別のご支援・ご高配を賜り、心より厚
く御礼申し上げます。
　また新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方々及びご家
族、関係者の皆さまに謹んでお悔やみ申し上げますとともに、り患さ
れた方々には心よりお見舞い申し上げます。
　医療従事者をはじめ感染防止にご尽力されている皆さまに深謝申
し上げます。

2022年7月

　当第2四半期末時点で、婚礼事業の受注残組数は5,701組を確保
しております。2022年10月期の業績は、新型コロナウイルスによ
る影響が不透明な部分もありますが、感染状況が落ち着いてきてい
ることから、通期連結業績予想を上方修正しています。売上高は
192億円、営業利益は16億円、経常利益は19億円、親会社株主に帰
属する当期純利益は14億円を計画しています。
　既存の婚礼事業の回復に加え、新たな事業の機会もあると考えて
います。2021年11月には、フォト事業と結婚仲介事業を営む事業会
社を新たに設立しました。基幹事業である婚礼事業を支える事業体
として、グループ全体でさらなる成長を目指してまいります。

　当第2四半期連結累計期間においては、新型コロナウイルスの影
響を受けつつも、施行組数及び施行単価は前年を上回って推移し、
売上高は7,614百万円（前年同期比77.3％増）、営業利益は△44百
万円となりました。

「ご縁ある人々の笑顔と幸せのために」
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」
となります 77.3%増 △1,648百万円前年同期比 前年同期

売上高 営業利益

△928百万円前年同期

経常利益

△942百万円前年同期

親会社株主に帰属する四半期純利益

1株当たり四半期純利益 総資産
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4.15円
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122百万円

17,832百万円

当第2四半期連結累計期間の業績

財務ハイライト

新型コロナウイルスの影響を受けつつも
施行状況は順調に回復

新型コロナウイルスの感染状況の落ち着きを背景に
通期業績予想を上方修正
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　茨城県水戸市の偕楽園に、「The 迎賓館 偕楽園 別邸」を
2023年4月7日(金)にオープンすることが決まりました。日
本三名園のひとつである偕楽園の拡張部にあり、水戸駅南口
から車で5分という好立地に
位置しています。偕楽園の自
然環境と調和したレストラ
ン・カフェとして運営すると
ともにパーティーや結婚式な
どにもご利用いただけます。

ご縁ある人々の笑顔と幸せのために 就職企業人気ランキングで本社所在地域別
九州・沖縄エリアで「第3位」を獲得
　株式会社マイナビと株式会社日本経済新聞社が共同で実
施した「マイナビ・日経 2023年卒大学生就職企業人気ラン
キング」において、本社所在地域別[九州・沖縄]※エリアで第3
位、業種別[冠婚葬祭]で5年連続となる第1位を獲得、文系総
合においても第80位を獲得しました。

※福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄の8県

「The 迎賓館 偕楽園 別邸」を
2023年4月に開業予定

順 位 企 業 名 得票数
1  位 アイ・ケイ・ケイホールディングス 132
2  位 高見（TAKAMI BRIDAL） 44
2  位 テイクアンドギヴ・ニーズ 44
4  位 ディアーズ・ブレイン 30
5  位 ワタベウェディング 29

業種別就職企業人気ランキング [冠婚葬祭]：上位5社

出典：マイナビ・日経 2023年卒 大学生就職企業人気ランキング
（有効回答　33,159名）

九州・沖縄エリア
7年連続

TOP3
にランクイン

冠婚葬祭部門 
5年連続

第1位

事業概要 トピックス

順 位 企 業 名 得票数 前年順位
1  位 西日本シティ銀行 154 3
2  位 ふくおかフィナンシャルグループ 152 2
3  位 アイ・ケイ・ケイホールディングス 132 1
4  位 西原商会 103 3
5  位 コスモス薬品 99 13

本社所在地域別就職企業人気ランキング [九州・沖縄]：上位5社

※対象人数2,679名

一、 誠実・信用・信頼

一、  私たちは、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・宗教・性別・年齢・経
験に関係なく能力を発揮する人財

（ひと）になり、素晴らしい未来を創
るために挑戦します

使　命

経営理念 ビジョン

IKKグループ経営理念

婚礼事業概要

ゲストハウス・ウェディングの特徴 ロケーション

ビジョン2042
一人ひとりが愛と情熱を持って、
つながり 挑戦し、お客さまがあこがれる
グローバルカンパニーになる
ビジョン2032
一人ひとりが愛と情熱を持って、
つながり 挑戦し、お客さまの笑顔と幸せをつなぐ
日本を代表する感動創造カンパニーになる

IKKは晴れの日を迎えるお二人と気持ちを合わせて“世界でたったひとつのウェディング”を創り上げる感動創造カンパニーです。信念で
ある「お客さまの幸せと感動のために」に基づき、ゲストハウス型婚礼施設を地方都市を中心に国内17都市に19店舗展開し、お客さまの
最高の幸せと喜びをプロデュースしています。

ゲストハウス型婚礼施設を地方都市中心に国内17都市・19店舗を展開
形式にとらわれずにお二人らしい挙式や披露宴を行いたいというニーズの高まりから、チャペルやガーデンが併設された会場を貸しきり
で利用できるゲストハウス・ウェディングの人気が高まっています。
当社はこのニーズに応えて、地域の自然環境に合わせたオンリーワンの婚礼施設を展開しています。

自然が溢れる広大なガーデンの美しい景観と
アットホームな雰囲気で、ゲストの方々をお
もてなしします。

施設の随所にきめ細かな工夫を施し、挙式・
披露宴を挙げられるお二人の希望や夢をカ
タチにします。

邸宅風の会場は、非日常的なプライベート空
間。ゲストの方々を心からもてなし、最高の
幸せを分かち合う、人生最良の日を彩ります。

自然溢れるガーデンと
アットホームな雰囲気

お二人の個性を表現した
自由な演出が可能

邸宅風の会場を貸しきり
最高に幸せな思い出を

Topics 01

Topics 02
東北地方
ララシャンスベルアミー（盛岡支店）
ララシャンスいわき（いわき支店）
関東地方
ララシャンスガーデン 東京ベイ（東京支店）
中部地方
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）
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）
ララシャンスOKAZAKI迎賓館（岡崎支店）
近畿地方
キャッスルガーデンOSAKA（大阪支店）
ララシャンスKOBE（神戸支店）
中国・四国地方
ララシャンスHIROSHIMA迎賓館 

（広島支店）
ララシャンス迎賓館（高知支店）

九州地方
ララシャンス博多の森（福岡支店）
ララシャンスベルアミー（鳥栖支店）
伊万里迎賓館・ララシャンス迎賓館 

（伊万里支店）
ハーバーテラスSASEBO迎賓館 

（佐世保支店）
ララシャンス迎賓館（大分支店）
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）

海外（インドネシア ジャカルタ）
Menara Mandiri支店
Skenoo Hall支店
Financial Hall支店
Artotel Suites Mangkuluhur支店

施設外観イメージ



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。

フォトグラファー 津田 一樹

家族みんながリングボーイにメロメロ 

待ちに待った
感動の瞬間！ 

今しかない
特別な一枚 !

※写真はイメージです。特選お菓子（ギフト）は毎年内容が変わります。

※写真は2021年10月期の
　優待内容（1,500円相当）

　2022年10月期の通期連結業績予想につきましては、新型
コロナウイルス感染症の収束時期が見通せない状況等ではあ
るものの、感染状況が落ち着いてきていることから、現時点で
入手可能な情報や予測等に基づき業績予想を算定し、修正す
ることといたしました。
2022年10月期通期連結業績予想の修正（2021年11月１日～2022年10月31日）

売 上 高 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益

1株当たり
当期純利益

前回発表予想 百万円 百万円 百万円 百万円 円   銭
18,160 1,085 1,120 810 27.51

今回修正予想 19,250 1,650 1,900 1,400 47.52

　現状の当社グループの業績を踏まえつつ、今後の事業展開
や財務状況等を勘案した結果、復配に向けた環境が整ったも
のと判断し、2022年10月期につきましては、普通株式１株当
たり10円の期末配当を実施する方針といたしました。

結婚情報誌「ゼクシィ」編集部主催の
ウエディングフォトコンテストで大賞など受賞

古川 なな
フォトグラファー

原田 航太朗
フォトグラファー

＊1お菓子、自社ブランド商品等の中から特選したギフト
＊2 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、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」等の7店舗において、対象
コース（ランチもしくはディナー）を優待料金でご利用いただけます。また、その他ド
リンクサービス店舗３店舗でもご利用いただけます。ただし、レストランの改装期
間中を除きます。なお、対象コース及びお食事代金に対する消費税、サービス料
については各店舗で取り扱いが異なりますので、当社IRサイト内株主優待制度の
ページをご参照ください。

　 また、ご利用可能店舗は、期中の新規オープン、提携等により、変わる場合がございます。

当社特選お菓子 1,500円相当 3,000円相当 ー

当社特選ギフト＊1 ー ー 5,000円相当

レストランご優待券＊2 3枚 3枚 3枚

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

1

2

3

通期連結業績予想の修正 及び
配当金のお知らせ

株主優待のお知らせ

　結婚情報誌「ゼクシィ」編集部主催のウェディングフォトコン
テストで応募総数1,970作品、受賞作品全12作品のうちアイケ
イケイグループから大賞を含む3作品が受賞しました。

Topics 03

1株当たり配当金／配当性向
1株当たり配当金　  配当性向

第24期
（2019.10）

第25期
（2020.10）

第26期
（2021.10）

第27期
（2022.10）
〈計画〉

0円0円

12.0円

26.4%
21.0%21.0%

10.0円

アジアやヨーロッパの国際フォトコンテスト入賞作品 一部紹介

Pre Wedding Bride 
Alone部門
Second Place

黒木 早紀子
フォトグラファー
福岡支店

COSMOS AWARDS International Photography  
and Videography Competition 2021Third trimester

Wedding Day 
Photojournalism部門
Excellence Award

舛田 大樹
フォトグラファー
福岡支店

AsiaWPA International Photography & 
Videography Competition 2nd half 2021

「リングボーイ」

「測定不能な入籍日」 「ファーストミート」

大　賞

編集長賞 入　選



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。

前期末「IKK HD Report 2021」で実施しましたアンケー
トにつきまして、多くの株主の皆さまからご回答をいただ
きありがとうございました。数々の貴重なご意見を真摯に
受け止め、今後の経営に反映させてまいります。

基幹事業である婚礼事業では、ハード面及びソフト面で
差別化を行っております。ハード面では、自然や景観と調
和した施設設計を行い、自然環境とアクセス面のバラン
スがとれた立地を慎重に選定し出店しております。
また、ソフト面では、理念共感をベースに優秀な人財を採
用し、様々な研修を通して人財育成を行っております。そ
の結果ホスピタリティ溢れるサービスで“お客さまがお客
さまを呼び込む好循環サイクル”を構築しております。
これからも事業の競争優位性を担保し、「20年間愛され
続ける地域ナンバーワンの結婚式場」を目指し、「ご縁あ
る人々の笑顔と幸せのために」社員一丸となり尽力して
まいります。

同業他社との差別化について
より詳しく教えてほしいです。

ご意見に対する回答

◎ 地域に根差し、しっかりとお客さまに支持されている会社だと思い
ます。特に表紙のお客さまの表情がいつも印象に残ります。今回の
持株会社制への移行は、コロナ禍の直撃を受けている企業のひとつ
として、受け身にならずなんとかして収益を伸ばし、雇用を維持し
ようとする姿勢が読み取れます。今後も頑張ってください。

◎ 毎年バームクーヘンを楽しみにしています。子どもたちもこの時期
になるとバームクーヘンが来るのを楽しみにしています。

◎ 就職企業人気ランキング、毎年、素晴らしいですね。コロナ禍で大変だ
と思いますが、今後も株主として応援しています。

株主の皆さまからいただいた主なご意見

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

（中間配当を行う場合は4月30日）

市 　 　 場 東京証券取引所 プライム市場

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
https://www.ikk-grp.jp/ir/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 連 絡 先
〒137-8081　新東京郵便局私書箱第29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

会社概要 （2022 年 4 月 30 日現在）

社 　 　 名 アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社 （IKK Holdings 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 プライム市場

資 本 金 351百万円

代 表 者 代表取締役会長兼社長CEO　金子 和斗志

従 業 員 数 連結 953名　

発行可能株式総数 96,000,000株

発行済株式の総数 29,956,800株

株 主 数 34,253名

事 業 内 容 グループ会社の経営管理等

関 連 会 社

婚礼事業　アイ・ケイ・ケイ株式会社
海外婚礼事業　PT.INTERNATIONAL KANSHA KANDOU INDONESIA
介護事業　アイケア株式会社
食品事業　株式会社明徳庵
金融事業　アイ・ケイ・ケイキャピタル株式会社
フォト事業　Ambihone株式会社
結婚仲介事業　ララ・クゥール株式会社当社の株式に対する保有方針

買い増し

未定

売却

長期保有

3%2%

12% 83%

株主ひろば

表紙
写真 撮 影 者：東 由莉奈

ララシャンスベルアミー（鳥栖支店）

タイトル：ぬくもり

　御祖母さまは介護施設に入所しており、
コロナ禍の折、新婦さまとの面会もなかな
か叶いませんでした。そんな中、久方ぶり
に集まった前撮り撮影の際、新婦さまの花
嫁姿を見て、会えた喜びや成長の喜び等、
さまざまな想いが溢れて伸ばされたであ
ろう手から、ぬくもりが伝わるような表情
のおふたりを写しました。 
　ご家族の温かい繋がりを感じる一枚に
なりました。


