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「マイナビ・日経 2019 年卒大学生就職企業人気ランキング」調査

アイ・ケイ・ケイ、本社所在地域別[九州・沖縄]で第 1 位を獲得
- 業種別[冠婚葬祭]においても第 1 位を獲得 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：金子和斗志、以下 IKK）は、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 2019 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]※で第 1 位、業種別[冠婚葬祭] で第 1 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

人事課長のコメント
本年度の当ランキングにおける選出について、人事課長の山際翔太朗は次のように述べています。「九州・
沖縄の企業として、就職企業人気ランキング第 1 位の獲得、誠に光栄に存じます。当社の経営理念やビジ
ョン、人事評価制度に共感をいただいたことや、2017 年 10 月の愛知県岡崎市、同年 12 月の大阪府大阪
市への出店や 2017 年 1 月のインドネシアの首都ジャカルタヘの海外展開などの成長性を評価いただいた
結果と受け止めています。今回の評価に満足することなく、“これからが本番”という想いで“日本を代表する
感動創造カンパニー”となるべく邁進し続ける所存です。」

理念に基づいた人事評価
当社の人事理念には、「チャレンジすることなく成果を上げた人より、高い目標にチャレンジをしたが失敗した
人の方を評価し、結果よりもチャレンジ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、
24 歳で支店を統括する支配人や、26 才で 200 人以上の部下を持つ総支配人に抜擢するなど、年功序列
ではない、理念を軸とした人事評価制度を実践しています。
本年度も全国各地で会社説明会を開催し、現在エントリーを受け付けています。募集要項など採用情報の
詳細は、IKK のリクルートページ（ http://ikk-wed.jp/recruit/ ）でご覧いただけます。

本社所在地域別就職企業人気ランキング
[九州・沖縄]：上位 10 社
順位

企業名

1 アイ・ケイ・ケイ
2 九州旅客鉄道（JR 九州）
3 総合メディカル
4 西日本鉄道
5 ANA 福岡空港
6 九州電力
7 愛しとーと
8 スターフライヤー
9 レベルファイブ
10 ふくおかフィナンシャルグループ
※対象人数 3,507 名

得票数
344
249
201
185
169
168
158
146
140
127

業種別就職企業人気ランキング
[冠婚葬祭]：上位 10 社
昨年
順位
2
1
9
3
11
7
14
10
6
5

順位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

企業名
アイ・ケイ・ケイ
アニヴェルセル
高見（TAKAMI BRIDAL）
テイクアンドギヴ・ニーズ
ノバレーゼ
ワタベウェディング
トリート
ブライダルプロデュース
ベストブライダル
ディアーズ・ブレイン

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

得票数
344
159
130
90
82
66
64
57
56
39

「マイナビ・日経 2019 年卒大学生就職企業人気ランキング」調査概要
調査対象

2019 年 3 月卒業見込みの全国大学 3 年生、大学院 1 年生（調査開始時点）

調査期間

2018 年 2 月 1 日（木）～2018 年 4 月 10 日（火）

調査方法

（1）就職情報サイト「マイナビ 2019」上の入力フォームによる回収
（2）株式会社マイナビ発行の就職情報誌にアンケートを同封し、郵送で回収
（3）「マイナビ就職 EXPO」等、各イベント会場にてアンケートを配布・回収
*企業人気ランキングは 5 社連記方式
*選社理由は 1 社につき 2 項目を選択する複数回答

有効回答

43,595 名
（文系男子 12,316 名、文系女子 17,262 名、理系男子 8,413 名、理系女子 5,604 名）

採用担当者による会社説明の様子

会社説明会の様子
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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 是常 謙治
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

広報代理：株式会社ブレインズ・カンパニー
柴田 惠津子
Tel.03-3568-3844 ・ Fax.03-3568-3838
ikk@pjbc.co.jp
〒107-6033 東京都港区赤坂 1-12-32
アーク森ビル 33F 私書箱 562

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（2017 年 10 月 31 日現在）
[代表者] 代表取締役社長 金子和斗志
[売上高] 2017 年 10 月期連結売上高 18,172 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、葬儀に関する企画・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
[経営方針]
IKK グループは、「幸せと感動のために」という経営理念のもと、お客さまの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 18 か所、グループ会社 3 社
九州エリア

東北エリア

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

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

[福岡] スイート ヴィラ ガーデン
http://ikk-wed.jp/svg/

[福島] ララシャンスいわき
http://www.ikk-wed.jp/iwaki/

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

北陸エリア

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

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

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

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

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

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

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

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

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

中国・四国エリア

東海エリア

グループ会社

[広島] ララシャンス HIROSHIMA 迎賓館
http://www.ikk-wed.jp/hiroshima/

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

株式会社極楽
http://www.4400.jp/

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

関西エリア

アイケア株式会社
http://icare-grp.jp/

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

PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU INDONESIA
http://ikkwedding.co.id/
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