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　当連結会計年度（以下、当期）は、2014年9月に1チャ
ペル１バンケットを増設した「ララシャンス博多の森」
（福岡支店）の通期稼働に加え、2015年3月に「ララ
シャンスHIROSHIMA迎賓館」（広島支店）をオープン
したこと等が増収に寄与し、売上高、営業利益とも4期
連続で過去最高を更新しました。

　その結果、売上高は169億円（前年同期比10.6％増）、
営業利益は21億円（前年同期比5.2％増）、経常利益は
20億円（前年同期比5.6％増）、当期純利益は11億円（前
年同期比3.1％減）となりました。

売上高、営業利益とも4期連続で
過去最高を更新しました。

「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、「日本を代表する感動創造カンパニー」を目指します。
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遡及適用を行っております。
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代表取締役社長

連結財務ハイライト

株 主 の 皆 さ ま へ
TO OUR SHAREHOLDERS
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　当社は、2015年11月1日をもちまして、設立20周年
を迎えました。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
ともに、期末配当において2円の記念配当を予定してお
ります。その結果、2016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、12円となる予定です。

　当社は株主さまへの利益還元を経営の重要課題のひ
とつと認識しております。将来の事業展開と経営体質の
強化に必要な内部留保を確保し、経営成績に応じた配当
を実施していく方針です。

　株主の皆さまにおかれましては、今後とも一層のご支
援、ご鞭撻を賜りますよう、お願い申し上げます。

2016年10月期は、売上高、営業利益
とも5期連続の過去最高を目指します。

「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、「日本を代表する感動創造カンパニー」を目指します。

設立20周年を記念し、記念配当2円を加え、
1株当たり年12円の配当を予定しています。
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2016年10月期の連結業績予想
売上高�…………………�17,550 百万円�（前期比���3.4％増）
営業利益�…………………�2,130 百万円�（前期比���1.1％増）
経常利益�…………………�2,105 百万円�（前期比���0.5％増）
当期純利益………………�1,290 百万円�（前期比 12.4％増）

　当期末時点で、婚礼の受注残組数は3,288組を確保
しており、2016年10月期の業績も過去最高の売上高と
営業利益を見込んでおります。

　具体的には、2015年3月にオープンした「ララシャンス
HIROSHIMA迎賓館」（広島支店）が通期稼働することに
より増収を見込みますが、検討中の海外進出の調査費及
び各支店のリニューアル等を計画しているため、売上高
は175億円、営業利益は21億円、経常利益は21億円、当
期純利益は12億円を見込んでおります。�

株 主 の 皆 さ ま へ
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事業
概要

世界でたったひとつの
感動のウェディングを

めざすは日本を代表する感動創造カンパニー
当社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「お客さまの感動のために」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
14都市に16店舗を展開し、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・ウェディングの特徴

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。

自然溢れるガーデンと
アットホームな雰囲気

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。

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。

邸宅風の会場を貸しきり
最高に幸せな思い出を
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一人ひとりがリーダーとして
数多くの分野から選択・挑戦し
新たな世界企業を創る
世界一「ありがとう」が集まる
感動創造カンパニーになる
日本を代表する�感動創造カンパニーとなり
世界に挑戦する

料理理念
経営

一流シェフ監修による
最高のおもてなしを

すべては
感動のために

経営理念

ビジョン

使命

お客さまの感動のために

私たちは お客さまの感動を通して
社会に貢献します

ビジョン

経営理念

使命

お客さまの感動を創出することを使命とする私たちの事業概要とその特徴の一端をご紹介します。

一、�誠実・信用・信頼
一、�私たちは、お客さまの感動のために、
� 心あたたまるパーソナルウェディングを実現します
一、�私たちは、お客さまの感動のために、
� 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

信 念

めざすは日本を代表する感動創造カンパニー

クープ・ド・モンドをはじめ世界大会
に日本代表として出場し、数々の優
勝経験を持つ。2013年から2015年、
3年連続でチョコレートの祭典「サロ
ン・デュ・ショコラ」にて最高位「5タブ
レット+★」を獲得。

国内外で修業を重ねた後、都内等にフラ
ンス料理店をオープン。1994年にはテ
レビ番組「料理の鉄人」にフレンチの鉄
人として出演し、人気を博す。現在は料
理学校等で後進の育成も行っている。

当社レストラン施設「ラ・シャンス」（富山支店・佐世保支店内）にて、
「フレンチの鉄人」坂井宏行シェフ監修によるフレンチを提供

世界一に輝いたパティシエ
辻口博啓氏監修のオリジナルデザートを提供

辻口博啓氏 坂井宏行氏

◎「ララシャンス博多の森」の4会場において
　「ISO22000：2005」の認証取得（2015年10月31日現在）
◎同施設以外の全店舗にも同様の管理水準を展開

ホテル業界・婚礼業界で初めて食品安全マネジメントシステム
の国際規格「ISO22000：2005」の認証を取得

安全・安心を追求
ビジョン2035

ビジョン2033

ビジョン2023
FSMS:548713/ISO22000:2005
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　当社グループは、「お客さまの感動のために、ホスピタリティ精神を磨き、挑戦者として行動する人“財”を
評価する」といった人事理念を掲げており、外部アワードへの応募や資格取得等、意欲的な取り組みを推奨し
ています。

　株式会社マイナビが実施した「2016年卒マイナビ大学
生就職企業人気ランキング」において、九州エリア※で�
総合8位を獲得し、4年連続して10位内に選出されました。
※福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄の九州エリア8県

※Great� Place� to�Work®の調査結果の詳細
につきましては�http://www.hatarakigai.
info/�をご参照ください。

　Great�Place�to�Work®�Institute�Japan�が実施した
2015年版「働きがいのある会社」ランキングにおいて、
第7位（従業員100-999人部門）に選出されました。

　経済産業省が主催する「平成26年
度おもてなし経営企業選」に選出され
ました。3回目となる本年は、102社
の応募中22社が選出されています。

国内最大規模のウェディングコンテストで
「クリエイティブ賞」を受賞

大学生就職企業人気ランキング調査で
九州エリア「総合8位」を獲得

「働きがいのある会社」
ランキング第7位を獲得経済産業省主催

「おもてなし経営企業選」に選出

イラストレーターになり、絵本を
出すことが夢だった新婦さま。そ
の思いに応え、絵本仕立ての結婚
式をプロデュースしました。

GOOD WEDDING AWARD 2015 クリエイティブ賞

九州エリア総合ランキング（上位10社）
順位 企 業 名 得票数
1 エイチ・アイ・エス（H.I.S.） 125
2 ANA（全日本空輸） 110
2 JR九州（九州旅客鉄道） 110
4 ふくおかフィナンシャルグループ 96
5 JTBグループ 92
6 西日本シティ銀行 81
7 JAL（日本航空） 75
8 アイ・ケイ・ケイ 74
9 西日本鉄道 73
10 安川電機 66

出典：2016年卒マイナビ大学生就職企業人気ランキング

アイ・ケイ・ケイの人財TO P I C S

ウェディング
プランナー
内山 亜紀
ララシャンス迎賓館
（宮崎支店）

結婚式のテーマ：
Journey 
～絵本の国からの招待状～

アイ・ケイ・ケイの人財
IKK’S HUMAN RESOURCE

特  集

絵本の表紙をイメージした
会場入り口の回転扉

絵本をイメージした招待状
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お客さまのために
感動の一枚を撮る フォトグラファー

内山田�智久
ララシャンス迎賓館
（大分支店）

ア イ・ ケ イ・ ケ イ の 人 財 紹 介

ウェディングフォト・アワード2015 受賞作品

「スマイル家族」
ベストショット部門金賞

フォトグラファー�杉野�萌恵
スイート�ヴィラ�ガーデン（福岡東店）

「家族が一つになった瞬間っ！」
ふるさとウェディング特別賞

フォトグラファー�門口�絵美
ララシャンス太陽の丘（金沢支店）

「家族団らんのひととき」
ベストショット部門金賞

フォトグラファー�平野�詩乃
ハーバーテラス�SASEBO�迎賓館（佐世保支店）

「花嫁舟」
ふるさとウェディング特別賞

フォトグラファー�田上�守
ララシャンス博多の森（福岡支店）

思い出の体育館で、後輩たちと一緒に
　受賞作品は、新郎新婦さまの過ごした母校で前撮りを
していた際に撮影したものです。お互いにバレー部に所
属していたお二人は、思い出のつまった体育館での撮影
を望まれていました。ちょうど練習中だったバレー部の
後輩たちは、ドレス・タキシード姿の新郎新婦さまを見
て大喜び。お二人への祝福を、みんなの心をひとつに「大
きなジャンプ」で表現してくれました。
　アイ･ケイ･ケイに入社してまだ3年。撮影技術は発展
途上ですが、新郎新婦さまの大切な思い出となる「感動
の一枚」を撮ることに情熱を注いでいます。これからも
お客さまの感動と笑顔のため、日々の仕事に全力で取り
組んでまいります。�第15回 ゼクシィウエディングフォトコンテスト 大賞 作品〔 〔

6



アイ・ケイ・ケイの店舗一覧
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特  集

　当社は、人口5万7千人の佐賀県伊万里市で創業し、立地、料理、サービス等において競合との差別化を図り、
最高の感動を創ることで、口コミによる来館を促すという小商圏での営業ノウハウを積み重ねてまいりました。
　地方都市は競合が少ないうえにランニングコストを低く抑えることができ、当社が培ってきたノウハウと
ホスピタリティを最大限に発揮することができます。

人口5万7千人、佐賀県伊万里市からの出発、
小商圏で培った経営ノウハウを生かす

1 伊万里迎賓館・ララシャンス迎賓館
　�（伊万里支店）
2 ララシャンスベルアミー（鳥栖支店）
3 ララシャンス博多の森（福岡支店）
4 スイート�ヴィラ�ガーデン（福岡東店）
5 ララシャンス迎賓館（宮崎支店）
6 プレジール迎賓館（宮崎支店）
7 ララシャンス迎賓館（大分支店）

8 ハーバーテラスSASEBO迎賓館
　�（佐世保支店）
9 ララシャンス迎賓館（高知支店）
10ララシャンスHIROSHIMA迎賓館（広島支店）
11キャナルサイドララシャンス（富山支店）
12ララシャンス太陽の丘（金沢支店）
13ララシャンスベルアミー（福井支店）

14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）
15ララシャンスいわき（いわき支店）
16ララシャンスベルアミー（盛岡支店）

トピックス

　マツダ�スタジアムの真横に位置する「ララシャンスHIROSHIMA
迎賓館」は、広島東洋カープとのコラボによるオリジナルアイテム
がお客さまから好評をいただいております。
　広島東洋カープのマスコットキャラクターである「カープ坊や」、
「カープ女の子」に加え、2016年から「スラィリー」も加わり、更に
カープファンの想いに応えるウェディングを提供していきます。

キャナルサイドララシャンス（富山支店）

ララシャンス博多の森（福岡支店）

広島東洋カープ×ララシャンス
カープウェディングが大好評

クオリティ強化のためのリニューアルを実施

１．壁面をガラス張りにし、
　��開放的な空間へ

２．エレガントさ漂う
　��シャンデリアを設置

１．会場内を自然光が差し込む
　��開放的な空間へ

２．会場外をウッド調の
　��ガーデンテラスに一新

お
す
す
め 

ポ
イ
ン
ト
！

お
す
す
め 

ポ
イ
ン
ト
！

アイ・ケイ・ケイの出店戦略
IKK’S STORE OPENING STRATEGY
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前連結会計年度
（2014年10月31日）

当連結会計年度
（2015�年10月31日）

負債の部
流動負債 3,693 4,164

固定負債 4,090 5,148

負債合計 7,784 9,312
純資産の部
株主資本 8,093 8,963

その他の包括利益累計額 △15 46

純資産合計 8,078 9,009

負債純資産合計 15,862 18,322

連結貸借対照表（要約）

前連結会計年度
（2014年10月31日）

当連結会計年度
（2015年10月31日）

資産の部

流動資産 3,488 5,292

固定資産 12,374 13,030

有形固定資産 11,073 11,750

無形固定資産 114 102

投資その他の資産 1,185 1,177

資産合計 15,862 18,322

（単位：百万円）

詳しい財務情報をご希望の方は、
当社 IR ホームページを
ご覧ください。

http://www.ikk-grp.jp/

トップページ

「株主・投資家の皆さまへ」

をクリック

連結損益計算書（要約） 連結キャッシュ・フロー計算書（要約）

（単位：円）

（単位：百万円）

前連結会計年度
（自�2013年11月��1日
���至�2014年10月31日）

当連結会計年度
（自�2014年11月��1日
���至�2015年10月31日）

営業活動による
キャッシュ・フロー 1,982 2,523

投資活動による
キャッシュ・フロー △3,089 △1,714

財務活動による
キャッシュ・フロー 868 847

現金及び現金同等物の
増減額（△は減少） △238 1,656

現金及び現金同等物の
期首残高 3,026 2,788

現金及び現金同等物の
期末残高 2,788 4,444

（単位：百万円）

前連結会計年度
（自�2013年11月��1日
���至�2014年10月31日）

当連結会計年度
（自�2014年11月��1日
���至�2015年10月31日）

売上高 15,346 16,978

売上原価 6,876 7,678

売上総利益 8,470 9,300

販売費及び一般管理費 6,467 7,193

営業利益 2,003 2,106

経常利益 1,983 2,094

税金等調整前当期純利益 2,107 2,066

当期純利益 1,184 1,147

アイ・ケイ・ケイ 検索

連 結 財 務 諸 表
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

※2015年10月期の会計方針の変更に伴い、2014年10月期において遡及適用を行っております。
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役　員

会社概要
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
市場区分 東京証券取引所�市場第一部
資 本 金 350,643千円
代 表 者 代表取締役社長　金子�和斗志
従業員数 連結�712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 16ヵ所

関連会社

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:�有料老人ホームの運営、介護サービス等の提供
所在地:�〒811-2245�福岡県糟屋郡志免町片峰三丁目６番５号

代表取締役社長

常 務 取 締 役

常 務 取 締 役

常 務 取 締 役

取 締 役

取 締 役

取締役（社外）

常勤監査役（社外）

監査役（社外）

監査役（社外）

監査役（社外）

金子 和斗志
金子 晴美
松本 正紀
登田 朗
寺澤 大輔
菊池 旭貢

小宮 秀一
諸富 順次
藤田 ひろみ
  楠  典子
伊藤 晴輝

所有数別
（名）

（名）外国法人等 
41（0.36%）

その他の法人 
62（0.55%）

金融商品取引業者 
23（0.20%）

金融機関 
21（0.19%）

自己名義株式 
1（0.01%）

100単元以上 
105（0.93%）

1単元以上 
9,720（86.03%）

5単元以上 
581（5.14%）

1単元未満 
116（1.03%）

10単元以上 
671（5.94%）

50単元以上 
106（0.94%）

個人・その他 
11,151（98.69%）

所有者別
（名）

大株主
株　主　名 持株数（株） 持株比率（％）

株式会社エム・ケイ・パートナーズ 7,840,000 26.18
金子�和斗志 5,836,700 19.49
金子�晴美 2,915,100 9.73
日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社（信託口） 1,465,500 4.89
アイ・ケイ・ケイ従業員持株会 1,156,500 3.86
野村信託銀行株式会社（アイ・ケイ・
ケイ従業員持株会専用信託口） 638,000 2.13
金子�美枝 600,000 2.00
金子�和代 600,000 2.00
アイ・ケイ・ケイ取引先持株会 537,000 1.79
金子�和枝 396,000 1.32

株式状況
発行可能株式総数 96,000,000 株
発行済株式の総数 29,939,200 株
株 主 数 11,299 名

（2015年 10月 31日現在） （2015年 10月 31日現在）

（2015年 10月 31日現在）

（2015年 10月 31日現在）

（2015年 10月 31日現在）

会 社 情 報
CORPORATE INFORMATION

株式分布状況
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株主メモ

「IKK� Report� 2015」� 第20期� 中間報告書で実施いた�
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。

●��株主優待がとても早く届いて嬉しかったです。
　どのお菓子も美味しくて大満足でした。
●��フォトコンテストの写真を見て心が温まりました。

株主アンケート結果

当社の株式に対する保有方針

株主の皆さまからいただいた主なご意見

ご意見に対する回答

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�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://ir.ikk-grp.jp/ja/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 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 ひ ろ ば
�SHAREHOLDER SQUARE

株主の皆さまの日頃のご愛顧ご支援に感謝し、引き続き
株主優待を実施していく予定でございます。
また、当社特選お菓子は、毎年内容を変えてお届けして
おります。
毎年変わるお菓子の内容もお楽しみいただけましたら
幸いです。

株主優待をいつも楽しみにしています。株主優待の
継続をぜひお願いします。

（その他、多くの株主さまから株主優待の継続を希
望するご意見をいただいております。）

Q

A

表紙
写真

タイトル：家族そろってハイチーズ！
撮 影 者：石井�成裕

　日本の初代天皇「神武天皇」を
まつる神社として有名な宮崎神宮
での撮影。
　華やかな色打掛と木々の鮮やか
さが印象に残る一枚を撮りたいと
思い、この場所を選びました。
　親子３人で仲良く手をつなぎ、
満面の笑みがこぼれた一枚です。

買い増し

未定

売却 長期保有

5.7%

17.5%

6.5% 70.3%
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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。

株 主 優 待 の お 知 ら せ
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）、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」
の３店舗（富山支店、佐世保支店内、広島支店内）において、ランチ4,500円のコー
スを3,500円、ディナー12,000円のコースを10,000円といたします。ただし、レス
トランの改装期間中を除きます。なお、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。

B BA

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 1,500円相当 3,000円相当 5,000円相当

レストランの
お食事代金ご優待券＊ 3枚 3枚 3枚

A

B

※写真はイメージです。特選お菓子は毎年内容が変わります。


