
お客さまの感動のために！
経営理念の浸透と実践に
努めることで、ウェディング業界の
リーディングカンパニーを目指します。

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。

当社は、お陰さまで2013年1月21日、東京証券取引所市場第一部銘柄に指

定されました。これもひとえに、株主の皆さまをはじめ、関係者の方々の温か

いご支援・ご協力の賜物と心より感謝申し上げます。

当第2四半期連結累計期間は、前連結会計年度に会場を増設した「ララシャ

ンス太陽の丘」（金沢支店）のフル稼働に加え、営業データベースの活用に

よる接客力の向上、リニューアル効果等により既存店も好調に推移し、売上

高は6,661百万円（前年同期比4.1％増　計画比1.2％増）となりました。ま

た、佐世保支店の開業準備費用の発生、新規出店及び挙式・披露宴のサービ

スレベル向上のための人員体制の強化等により販管費が増加し、営業利益

は815百万円（前年同期比3．1％減　計画比5．2％減）、経常利益は799

百万円（前年同期比1.2％増　計画比4.3％減）となりました。

当第2四半期連結累計期間は、利益が計画を下回って推移しているものの、

今期の通期業績につきましては計画の達成を見込んでおります。

これからもすべてのステークホルダーの皆さまのご期待に誠実にお応えし、

ウェディング業界のリーディングカンパニーを目指してまいります。私たち

IKKは常に、これからが本番だ、と考えております。今後とも変わらぬご支援

を賜りますよう引き続きよろしくお願い申し上げます。

2013年7月

売 上 高 6,661 百万円
（前年同期比 4.1％増）

（計画比 1.2％増）

営 業 利 益 815 百万円
（前年同期比 3.1％減）

（計画比 5.2％減）

経 常 利 益 799 百万円
（前年同期比 1.2％増）

（計画比 4.3％減）

四半期純利益 565 百万円
（前年同期比 66.5％増）
（修正計画比 8.1％減）

1株 当 た り
四半期純利益 39.78 円

総 資 産 12,503 百万円

■当第2四半期連結累計期間の業績

上場セレモニーの様子（右 ： 当社社長）

IKK Report 2013

アイ・ケイ・ケイ株式会社 東京証券取引所 市場第一部　コード:2198

第18期 中間報告書
2012.11.1 ‒ 2013.4.30

代表取締役社長  

2013年3月28日に連結業績予想を上方修正しました。

業績予想の修正について
東京電力株式会社の福島第一原子力発電所及び福島第二原子
力発電所における事故に伴い「ララシャンスいわき」（いわき支
店）が被った風評被害による賠償請求を同社に対し行っておりま
したが、今般、賠償金について合意に至り、特別利益として234
百万円を計上いたしました。

これにより2013年10月期第2四半期の四半期純利益及び同通
期の当期純利益が前回発表予想を上回る見通しとなったため修
正いたしました。

業績予想の修正 上方修正

【当初計画】 【修正計画】

第2四半期（累計）
（四半期純利益） 480百万円 615百万円

（前年同期比81.2％増）

通期
（当期純利益） 1,085百万円 1,220百万円

（前年同期比31.2％増）
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受注組数は過去最高を更新
当第2四半期連結累計期間における受注組数は1,938組、前年同
期比で12.5%増となりました。これにより四半期ベースで2期連続
での過去最高を更新、順調な推移を見せております。

この好調の要因は、営業データベースの活用に加えて、前連結会
計年度に会場を増設した「ララシャンス太陽の丘」のフル稼働、そし
て複数の既存施設での大幅なリニューアルによる効果など、複数
の施策が相互に作用したものであると考えております。

また、当第2四半期末時点の受注残組数は2,880組と過去最高の
組数を確保しております。施行予定組数においても計画を上回っ
て推移しており、通期計画の3,500組を達成する見込みです。
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四半期ベースで
過去最高

過去最高を更新

第３Ｑ、４Ｑの施行予定数
（２０１３年４月末時点）は、
計画を上回って推移し、
通期計画３，５００組は
達成見込み

受注組数の推移/受注残組数の推移
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2013年11月、グランドOPEN予定
「ハーバーテラス
  SASEBO迎賓館」

1.佐世保駅から徒歩1分
2.貸切空間で
　プライベートタイム
3.オーシャンビューの景観

おすすめ
ポイント！

※写真はイメージです。

来春、ララシャンス博多の森（福岡支店）に
1チャペル1バンケットを増設
1. 新たな顧客層を
開拓するため増設を決定
2. 森と水と光が調和した
心休まる癒しの空間
3. 都会の中のオアシスを
イメージ

※写真はイメージです。

その他… 鳥栖支店、福井支店、高知支店のリニューアルを終え
 大分支店、宮崎支店、金沢支店、盛岡支店も順次リニューアル予定

佐世保に新規出店＆既存店の
増設とリニューアルを実施
2013年11月に長崎県佐世保市初となるゲストハウス型婚礼施設
「ハーバーテラスSASEBO迎賓館」の開業を予定し、さらには来春
「ララシャンス博多の森」（福岡支店）に1チャペル1バンケットを増
設します。既存店のクオリティアップにも注力し、今期は計7店舗の
リニューアルを実施します。



心を一つに盛り上がった披露宴
楽しい記憶が一瞬でよみがえる!

フォトグラファー 

高知支店 本間万理

優秀賞

フォトグラファー 

宮崎支店 古後百合子（左）

高知支店 中平雅也（中）

福岡支店 石井成裕（右）

入選

Information
株主優待のお知らせ

Notice of dividend
配当金のお知らせ

2012年1月の東証二部上場後、
1年と1日で東証一部へ上場
2013年1月21日に東京証券取引所市場第一部銘柄に指定され
ました。これもひとえに、株主の皆さまをはじめ、関係者の皆さま
の温かいご支援・ご厚情の賜物と心から感謝申し上げます。

「これからが本番」と
考えております。全
社一丸となって海
外進出、お客さま満
足度日本一を目指
していく所存です。

当社株式は、2013年1月21日をもちまして、東京証券取引所市場
第一部銘柄に指定されました。これもひとえに、株主の皆さまをは
じめとする関係者の皆さまからの温かいご支援の賜物と心より感
謝申し上げます。

つきましては、株主の皆さまに感謝の意を表しますと共に、東京証
券取引所市場第一部指定を記念いたしまして、期末配当において
1株当たり10円の記念配当を実施いたします。

この結果、2013年10月期の1株当たりの期末配当金は、普通配当
10円と合わせ、20円となる予定です。

なお、今回の2013年2月28日付配当予想の修正により、2012年
12月10日に発表いたしました「2012年10月期決算短信」記載の
2013年10月期予想配当性向（連結）は、13.1％から26.2％となる
見通しです。

介護事業、いよいよ本格化
2012年12月に設立した、介護事業を行う子会社「アイケア株式会
社」は、佐賀県伊万里市に1店舗目となる「アイケアレジデンス伊万
里」を2013年4月に着工し、同年9月のオープンを予定しております。

婚礼事業で培ったホスピタリティ精神やノウハウを結集し、地域で最
も必要とされる施設を目指してまいります。

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。

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

当社特選お菓子…（A） 1,000円相当 3,000円相当 5,000円相当

古伊万里浪漫
珍味セット…東証一部上場記念 1,000円相当 1,000円相当 1,000円相当

レストランのお食事
代金ご優待券＊…（B） 3枚 3枚 3枚

＊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（福岡店、南青山店、山王店）、2011年4月
出店の当社初のレストラン「キュイジーヌ フランセーズ ラ・
シャンス（富山県富山市）」１店舗において、ランチ4,500円の
コースを3,500円（税込・サービス料別）、ディナー12,000円
のコースを10,000円（税込・サービス料別）といたします。
ただし、レストランの改装期間中を除きます。

見本

Topics 3

Topics 4
※写真はイメージです。

A

B

B

B

※写真は東京証券取引所市場第二部上場時のものです。

■■ 1株当たり配当金

1株当たり配当金／配当性向

第１５期
（２０１０．１０）

第１６期
（２０１１．１０）

第１８期
　　　（２０１３．１０）【予想】

第１７期
（２０１２．１０）

記念配当

普通配当5.8755.875

20.0

10

1010

40.5%

7.5

11.4%

26.2%

配当性向

（単位：円）

9.5%

※　２０１２年４月１日付の２分割、２０１３年４月１日付の２分割を考慮して記載しております。



●アンケートのお問い合わせ 
  「e -株主リサーチ事務局」

http : //ｗｗｗ.e-kabunushi .com
アクセスコード　2198

ご回答いただいた方の中から
抽選で薄謝（図書カード500円）
を進呈させていただきます

kabu@wjm.jpへ空メールを送信してください。（タイトル、本文は無記入）
アンケート回答用のURLが直ちに自動返信されます。

空メールによりURL自動返信

いいかぶ 検索検索

QRコード読み取り機能のついた携帯電話をお使い
の方は、右のQRコードからもアクセスできます。

携帯電話からもアクセスできます

TEL： 03-5777-3900（平日 10：00～17：30）
MAIL：info@e-kabunushi.com

●アンケート実施期間は、本書がお手元
に到着してから約2ヶ月間です。

※本アンケートは、株式会社 a2media（エー・ツー・メディア）の提供する「e-
株主リサーチ」サービスにより実施いたします。（株式会社 a2mediaについて
の詳細 http://www.a2media.co.jp） ※ご回答内容は統計資料としてのみ
使用させていただき、事前の承諾なしにこれ以外の目的に使用することはあり
ません。

下記ＵＲＬにアクセスいただき、アクセスコード入力後に表示される
アンケートサイトにてご回答ください。所要時間は5分程度です。

当社では、株主の皆さまの声をお聞かせいただくため、
アンケートを実施いたします。お手数ではございますが、

アンケートへのご協力をお願いいたします。

株主の皆さまの声をお聞かせくださいManagement Philosophy
経営理念

Locations
店舗情報

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

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 毎年 4月30日

市 場 東京証券取引所 市場第一部

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
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。

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

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

株主メモ

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）

ララシャンス迎賓館
（大分支店）

ララシャンス迎賓館
（高知支店）

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
（富山支店レストラン）

ララシャンスいわき
（いわき支店）

ララシャンスベルアミー
（盛岡支店）

ハーバーテラスSASEBO迎賓館
（佐世保支店）
※2013年11月OPEN予定
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 国内12都市に14店舗を展開 

第13回ゼクシィ　ウエディングフォトコンテスト
ゼクシィ大賞作品

表 紙 写 真

フォトグラファー

いわき支店 半沢伯也  
震災で、一度はあきらめた故郷の桜の
下での前撮りを、1年遅れで叶えたふ
たり。無邪気に花と戯れる姿は、満開
の桜以上に輝いて幸せいっぱい。どん
なに大変な時も、この写真を見れば元
気になれる、ふたりの幸せな未来に
エールを送るそんな一枚。

会社概要 （2013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 342,342,200円

代 表 者 代表取締役社長　金子 和斗志

従 業 員 数 連結　573名  単体　540名

発行可能株式総数 48,000,000株

発行済株式の総数 14,874,000株

株 主 数 6,693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 13ヵ所

関 連 会 社

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

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

アイケア株式会社 
事業内容：介護事業（有料老人ホームの施設運営、通所介護、訪問介護、居宅介護支援等）
所在地：〒811-2245 福岡県糟屋郡志免町片峰三丁目6番5号


