
 

 第57回定時株主総会を終えて  

 

2019年6月21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21日午前11時より第57回定時株主総会を開催し、 

全ての議事を終了致しました。ここに、事業概況及び今期の計画、役員人事などにつ

いてご報告致します。 

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、株式会社ビデ

オリサーチインタラクティブの役員人事についてもお知らせ致します。  

 

 

◆57期事業概況 

 

テレビ領域では、関東地区に続き、関西地区、名古屋地区での総合視聴率データの

提供を開始しました。また、生活者の多様化やデジタル化（スマートフォンをはじめ

とした各種デバイスの普及）による視聴形態の変化や視聴の分散化を鑑み、テレビの

価値を正しく示す必要性を改めて意識し、測定方法や測定技術の研究開発を進め、お

客様のニーズに合ったデータ提供を目指しました。 

 

ソリューション領域においては、提供2年目を迎えた「VR LINC」では、お客様が保

有する各種データに当社保有のメディアデータおよびプロフィールデータを連結・統

合し、様々なニーズに合わせてご活用いただけるデータ統合ソリューションサービス

としてお客様から一定の評価をいただき、更なる拡大に向けた取り組みを行いました。 

 

生活者の属性や商品関与、メディア接触など網羅的に調査した、代表性のある大規

模シングルソースデータ「ACR/ex」は提供開始から5年が経過し、お客様に幅広く浸

透する中、データとデータを紐付けるというデジタル時代のニーズに応える中核サー

ビスのひとつとして拡充を進めています。 

 

カスタムリサーチにおいては、個々のお客様の高度化する課題に応えるために、従

来にはない新しい提案を行う体制を整備してまいりました。 

 

 

 

  



 

◆今期（58期）の計画 

 

 社会のデジタルシフトにより、メディア接触、プロモーションへのレスポンス、購

買、利用者や生活者の評価の声など様々なデータが溢れ、これらのデータを活用した

企業の取り組みが盛んになりました。一方で、集まったデータを使いこなせていない

などの課題に直面する場面も増えています。 

このような状況を踏まえ、当社におきましてもデジタルシフトへの対応を目指し策

定した｢VR VISION 2019｣の最終年度を迎え、顕在化した更なる課題を見据えた今後の

3ヵ年計画を策定し、その実現を目指します。 

 

＜新視聴率計画＞ 

 「テレビ視聴率調査」においては、新視聴率計画に基づき全放送エリアの視聴率52

週化、個人視聴測定およびタイムシフト視聴測定などテレビメディアデータの整備、

拡充を図ります。 

 

＜デジタル対応＞ 

テレビ放送局由来の高品質な番組の視聴をトータルで把握するために、放送局のプ

レミアムコンテンツの視聴動向を把握するキャッチアップ測定においては、更なる安

定運用および充実に努めます。 

ラジオ領域では、IPサイマルラジオサービスのデータを活用した新たな指標開発に

取り組み、関係各社との協議を進めてまいります。 

新聞・雑誌・屋外・交通等のメディアに関しては、関係各業界それぞれの課題を把

握しながら、デジタル化に対応した共通基盤の整備などの取り組みを継続します。 

「ACR/ex」については、多様な生活者情報を新たな利用シーンにてご活用いただく

ためにデータ統合ソリューション「VR LINC」との連携を深め、お客様の課題に向け

た対応を拡充してまいります。 

カスタムリサーチについては、デジタルマーケティングへの対応力の一層の強化を

実現し、お客様の課題解決に資する高品質なサービスを提供します。 

 

＜生産性向上への取り組み＞ 

経営者と社員が課題意識を共有し、より健全な労務環境の整備を目指した取り組み

を推し進めます。また、労働時間の縮減やオフィスのインフラ整備など、働き方改革

と共に生産性向上に向けた各種取り組みを継続してまいります。 

 

＜品質管理・情報セキュリティへの取り組み＞ 

 当社の基本理念である公正・信頼を保つため、全従業員が高い意識で業務にあたる

よう、継続してコンプライアンスの意識を高めるプログラムを推進し、品質管理、個

人情報管理、情報セキュリティ管理に努めます。 

 

以上 

 

  



 

 

１．株式会社ビデオリサーチ役員人事 （2019 年 6 月 21 日付） 

（取締役 21 名 監査役 3 名） 

 

（新任） 代表取締役社長 望月 渡  

 常務取締役 遠藤 敏之  

 常務取締役 林 朋夫  

 常務取締役 尾関 光司  

 取締役 荻野 欣之  

 取締役 西川 克宏  

 取締役 小柳 雅司  

 取締役 白石 由人  

 取締役 滝山 和男  

 取締役 新妻 真  

 監査役 近藤 進一  

 

 社外取締役 石川 豊 [現 株式会社電通 執行役員] 

 社外取締役 武田 信二 [現 株式会社ＴＢＳﾃﾚﾋﾞ 取締役会長] 

 社外取締役 大久保好男 [現 日本ﾃﾚﾋﾞ放送網株式会社 代表取締役社長執行役員] 

 社外取締役 遠藤龍之介 [現 株式会社ﾌｼﾞ･ﾒﾃﾞｨｱ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 取締役] 

 社外取締役 早河 洋 [現 株式会社ﾃﾚﾋﾞ朝日ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 代表取締役会長兼CEO] 

 社外取締役 髙橋 雄一 [現 株式会社ﾃﾚﾋﾞ東京 代表取締役会長] 

（新任） 社外取締役 矢嶋 弘毅 [現 株式会社博報堂ＤＹﾒﾃﾞｨｱﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 代表取締役社長] 

（新任） 社外取締役 伝川 幹 [現 讀賣ﾃﾚﾋﾞ放送株式会社 代表取締役会長] 

（新任） 社外取締役 羽牟 正一 [現 関西ﾃﾚﾋﾞ放送株式会社 代表取締役社長] 

（新任） 社外取締役 横井 正彦 [現 名古屋ﾃﾚﾋﾞ放送株式会社 代表取締役社長] 

（新任） 社外取締役 和氣 靖 [現 九州朝日放送株式会社 代表取締役社長] 

    

 監査役 荒木 香織 [現 株式会社電通 監査室ｸﾞﾙｰﾌﾟ監査役部長] 

 監査役 根岸 豊明 [現 札幌ﾃﾚﾋﾞ放送株式会社 代表取締役社長] 

 

＜退任役員（取締役 6 名）＞ 

  

    現 代表取締役社長 加藤 讓 [株式会社ﾋﾞﾃﾞｵﾘｻｰﾁ 特別顧問に就任] 

    現 社外取締役 大森 壽郎 [現 株式会社博報堂ＤＹﾒﾃﾞｨｱﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 取締役会長] 

    現 社外取締役 三村 景一 [現 株式会社ＭＢＳﾒﾃﾞｨｱﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 代表取締役会長] 

    現 社外取締役 脇阪 聰史 [現 朝日放送ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社 相談役] 

    現 社外取締役 内田 優 [現 東海ﾃﾚﾋﾞ放送株式会社 代表取締役社長] 

    現 社外取締役 寺﨑 一雄 [現 株式会社ﾃﾚﾋﾞ西日本 代表取締役会長] 

 

※ 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 21 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 （2019 年 6 月 19 日付） 

（取締役 5 名 監査役 1 名） 

 

(新任) 代表取締役社長 望月 渡 [現 株式会社ﾋﾞﾃﾞｵﾘｻｰﾁ 代表取締役社長] 

 常務取締役 西川 克宏 [現 株式会社ﾋﾞﾃﾞｵﾘｻｰﾁ 取締役] 

 取締役 小柳 雅司 [現 株式会社ﾋﾞﾃﾞｵﾘｻｰﾁ 取締役] 

 取締役 白石 由人 [現 株式会社ﾋﾞﾃﾞｵﾘｻｰﾁ 取締役] 

 取締役 向田 良樹 [現 株式会社ﾋﾞﾃﾞｵﾘｻｰﾁ 経営管理局付ｼﾆｱｴｷｽﾊﾟｰﾄ] 

    

 監査役 滝山 和男 [現 株式会社ﾋﾞﾃﾞｵﾘｻｰﾁ 取締役] 
 

＜退任役員（取締役 1 名）＞ 
  

前 代表取締役社長 加藤 讓 [株式会社ﾋﾞﾃﾞｵﾘｻｰﾁ 特別顧問] 

 

※ 新任についてのみ表記。それ以外は重任。 

※ 6 月 21 日現在の役職名を記載しております。 

 

 

 

３．株式会社ビデオリサーチインタラクティブ役員人事 （2019 年 6 月 18 日付） 

（取締役 10 名 監査役 1 名） 

 

 代表取締役社長 遠藤 敏之 [現 株式会社ﾋﾞﾃﾞｵﾘｻｰﾁ 常務取締役] 

 取締役副社長 五十嵐 達  

 取締役 岩井 有  

 取締役 池田 宜秀 [現 株式会社ﾋﾞﾃﾞｵﾘｻｰﾁ 企画推進局長] 

 取締役 松本 圭一 [現 株式会社ﾋﾞﾃﾞｵﾘｻｰﾁ 企画推進局ﾃﾞｼﾞﾀﾙ企画推進部ｼﾆｱﾌｪﾛｰ] 

 社外取締役 島田 雅也 [現 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ｱﾄﾞﾊﾞﾀｲｼﾞﾝｸﾞ･ｺﾝｿｰｼｱﾑ株式会社 代表取締役社長CEO] 

 社外取締役 早田 眞 [現 株式会社電通 ﾃﾞｰﾀ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｾﾝﾀｰ ｾﾝﾀｰ長] 

 社外取締役 安藤 元博 [現 株式会社博報堂 執行役員] 

 社外取締役 宮本 淳 [現 ﾆｰﾙｾﾝ ﾃﾞｼﾞﾀﾙ株式会社 代表取締役社長] 

(新任) 社外取締役 目黒 拓 [現 株式会社ｻｲﾊﾞｰ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 代表取締役副社長] 

    

 監査役 内海 義爵 [現 株式会社ﾋﾞﾃﾞｵﾘｻｰﾁ 経営管理局経営管理部 課長] 
 

＜退任役員（取締役 1 名）＞ 
  

 社外取締役 新澤 明男 [現 株式会社ｻｲﾊﾞｰ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 代表取締役社長] 

 

※ 新任についてのみ表記。それ以外は重任。 

※ 6 月 21 日現在の役職名を記載しております。 

 


