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＜訂正版＞ 

第52回定時株主総会を終えて 

2014年 6月 18日 

株式会社ビデオリサーチ 

株式会社ビデオリサーチは、6月18日午前11時より第52回定時株主総会を開催し、全ての議

事を終了いたしました。ここに、事業概況及び今期の計画、役員人事などについてご報告いたし

ます。なお、グループ会社であります、株式会社ビデオリサーチコムハウスの役員人事について

もお知らせいたします。 

◆ 52期事業概況 

テレビ視聴率調査では、根幹となるデータサービスの安定的な提供に向けた調査プロセスの点

検、改善・改良を継続的に行い基盤の強化に努めるとともに、タイムシフトやデバイスシフトな

ど多様化するテレビ視聴やコンテンツ視聴に対応できる技術開発とデータ活用に関する研究を

継続して行ってまいりました。また、ソーシャルネットワークの利用が広まる中、テレビとソー

シャルメディアの関係性を表す指標の開発に着手しました。 

BS 放送、CS 放送においては、共同調査の運営とその改善・改良への継続的な取組みを行いま

した。 

インタラクティブ領域においては、インターネットの広告価値を示す指標の研究や各媒体とイ

ンターネットとの関係性・相乗効果に関する研究を進めました。 

各メディアの広告に関する共通指標策定に向けた取組みでは、すでに3年の実績を持つ新聞広

告に次ぎ、雑誌広告についても業界各社による共同調査がスタートいたしました。 

生活者研究では、当社独自の「シニア研究」により、シニアに関する知見を構築し、シニア理

解のための新たな切口の提案に至りました。本取組みについての積極的な情報発信としてイベン

トや外部セミナーの開催を行い、高い評価をいただきました。 

こうした取り組みを鋭意進めた結果、平成25年度の当社の業績は以下の通りとなりました。 

第52期業績（平成25年 4月 1日～平成26年3月 31日） 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

金 額 ( 千 円 ) 19,907,648 1,651,446 1,746,372 994,423
前 期 比 ( % ) △0.3 +10.2 +10.7 +14.9
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◆ 今期（53期）の計画 

目まぐるしいスピードで進化を続けるメディアや広告、そして、それらに接する消費者の変化を

適確に捉え、引き続き各業界に貢献することを目指してまいります。そのために顧客の高度な課題

に応えられる高品質なデータの提供とソリューション力の向上に取り組みます。 

平成 24 年度（51 期）からスタートした当社中期活動計画である経営 3ヵ年計画の最終年度とな

る本年度の課題は、以下の通りです。 

＜メディアリサーチ事業＞ 

・テレビ視聴率調査では、安定的に高品質なサービスの提供を続けることで、顧客からなお一層の

信頼を寄せていただけるように努めてまいります。それとともに、視聴環境の変化を見据えた技

術開発、研究開発へも継続的な取組みを進めてまいります。タイムシフト視聴につきましては、

データ活用に向けての研究を行なってまいります。 

・ラジオ、新聞、雑誌、屋外、交通などの接触状況や広告効果に関するデータ整備については、各

関係業界の協力を得ながら、共通指標の開発、高度化への取組みを推進してまいります。 

・インタラクティブ関連の測定技術の開発と、インタラクティブに関わる指標の研究・開発を重ね、

商品化につなげてまいります。 

＜マーケティングコミュニケーション事業＞ 

・広告効果を中心としたコミュニケーション活動に関わる当事業分野での中心的役割を果たす

「ACR/ex」につきましては、本年度よりサービス提供をスタートいたします。当データを起点と

した他のメディアデータとの融合についての研究にも積極的に取組み、高度化する顧客の様々な

課題に応え、当社の中核となるサービスを目指して事業推進をしてまいります。 

・「ACR/ex」のデータは当社が新たに構築する IT インフラにより提供を開始いたします。この IT

インフラは、将来的には他のデータサービスも搭載し、業界共通でご利用いただけるものを目指

して開発を進めてまいります。 

・「生活者研究」については、より多くの顧客課題の解決に資するよう、多様な生活者を独自の視

点で紐解き、知見を深めてまいります。                    

以上
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１．株式会社ビデオリサーチ役員人事（2014年 6月18日付）

＜常勤役員＞ 

 代表取締役社長 秋山 創一  

 専務取締役 島本 雄二  

 常務取締役 藤山 敏一  

 常務取締役 渡辺 明夫  

 取締役 鈴木 芳雄  

 取締役 荻野 欣之  

 取締役 遠藤 敏之  

 取締役 西川 克宏  

 取締役 尾関 光司  

（新任） 取締役 近藤 進一 [現 テレビ調査局長] 

 監査役 三島 修平  

＜社外役員＞ 

 社外取締役 髙田 佳夫 [現 株式会社電通 取締役常務執行役員] 

 社外取締役 井上 弘 [現 株式会社ＴＢＳテレビ 代表取締役会長] 

 社外取締役 大久保 好男 [現 日本テレビ放送網株式会社 代表取締役 社長執行役員] 

 社外取締役 日枝 久 [現 株式会社フジ・メディア・ホールディングス 代表取締役会長] 

 社外取締役 早河 洋 [現 株式会社テレビ朝日ホールディングス 代表取締役社長] 

（新任） 社外取締役 髙橋 雄一 [現 株式会社テレビ東京 代表取締役社長] 

 社外取締役 大森 壽郎 [現 株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ 代表取締役社長] 

 社外取締役 河内 一友 [現 株式会社毎日放送 代表取締役社長] 

 社外取締役 脇阪 聰史 [現 朝日放送株式会社 代表取締役社長] 

（新任） 社外取締役 横井 正彦 [現 名古屋テレビ放送株式会社 取締役] 

 社外取締役 武内 健二 [現 九州朝日放送株式会社 代表取締役社長] 

（新任） 社外監査役 谷  淳 [現 株式会社電通 監査役会室ｸﾞﾙｰﾌﾟ監査役部 専任局次長] 

 社外監査役 渡辺 卓 [現 北海道放送株式会社 代表取締役社長] 
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＜退任役員＞ 

 取締役相談役 若杉 五馬 株式会社ビデオリサーチ 相談役 就任 

 社外取締役 菅谷 定彦 [現 株式会社テレビ東京 相談役] 

 社外取締役 荒木 高伸 [現 名古屋テレビ放送株式会社 代表取締役社長] 

 社外監査役 伊沢 富男 [現 株式会社電通 監査役会室ｸﾞﾙｰﾌﾟ監査役部 嘱託] 

＊ 新任についてのみ表記。それ以外は重任。 

＊ 社外役員につきましては6月18日現在の役職名を記載しております。

２．株式会社ビデオリサーチコムハウス役員人事（2014年 6月 16日付）

代表取締役社長 小黒 直弘  

 常務取締役 中間 悟  

 常務取締役 津田 耕平  

 常務取締役 鈴木 康介 [現 株式会社ビデオリサーチ 経営管理局付局長] 

 取締役 竹下 真一  

（新任） 社外取締役 尾関 光司 [現 株式会社ビデオリサーチ 取締役] 

（新任） 社外監査役 小野 真 [現 株式会社ビデオリサーチ 経営管理局次長] 

＜退任役員＞ 

 常務取締役 城田 浩三 株式会社ビデオリサーチコムハウス 顧問 就任

 社外取締役 藤山 敏一 [現 株式会社ビデオリサーチ 常務取締役] 

 社外監査役 鈴木 芳雄 [現 株式会社ビデオリサーチ 取締役] 

＊ 新任についてのみ表記。それ以外は重任。 

＊ 社外役員につきましては6月18日現在の役職名を記載しております。

■お問い合せ先■

 (株)ビデオリサーチ コーポレートコミュニケーション室 

TEL.03-5860-1723 FAX.03-3556-8914 E-mail：info@videor.co.jp


