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  第58回定時株主総会を終えて 

 

2020年6月24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24日午前11時より第58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。  

 

 

◆58期事業概況 

 

テレビ事業領域では、2019 年 4 月より北部九州エリアにおいて機械式個人視聴率調査（PM）のデ

ータ提供を開始したほか、視聴率調査のリニューアルに向けた準備を進め、2020 年 3 月 31 日にリ

リース致しました。このリニューアルは、生活者（視聴者）のライフスタイルの多様化や、各種テ

レビ視聴デバイスの普及による視聴形態の変化に伴う〝テレビ視聴の分散化〟が進むなか、「放送

局由来のコンテンツについてあらゆる接触を測定する」、「多様化する視聴者の実像をあらわす」

ことを狙いとした取り組みとなります。「全国」という単位での視聴率集計や、より精緻な視聴人

数の把握が可能となり、テレビメディアデータとしての利活用の幅がより広がります。 

そのほか、引続き生活者の多様化や視聴形態の変化等を視野にテレビの価値を正しく示す必要性

を意識し、測定技術等の研究開発を進め、お客様のニーズに合ったサービス提供を目指しました。 

 

メディア・コミュニケーション事業領域では、大規模シングルソースデータ「ACR/ex」などの拡

販に努めるとともに、従来サービスにおける調査設計等の見直しを進めてきました。ラジオ個人聴

取率調査ではリニューアル（WEB 調査化）への対応、また、日々のラジオ聴取状況を推計する仕組

みの研究開発を進め、2020 年 4 月から首都圏において「ラジオ 365 データ」としてサービスの提供

を開始するに至りました。 

 

ソリューション事業領域においては、お客さまへの新たな価値の提供を目指し、提案型ソリュー

ションサービスの強化を目指してまいりました。データ統合ソリューションサービス「VR LINC」を

中心に更なる拡大に向けた取組みを行いました。 
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◆今期（59期）の計画 

 

 世の中のデジタルトランスフォーメーションの流れのなかで、当社を取り巻く環境にかつてな

い大きな変化が起きています。このような環境の変化を先取りし、さらなる成長に向けた目標を

設定し、そこに到達するための3年間とすべく策定した「中期経営計画」の実現を目指します。 

 

＜中期経営計画の方針＞ 

現行事業と近未来事業を同時に実行・検討しながら、メジャメント企業としての進化と周辺領

域ビジネス構築のベースを作ってまいります。 

・指名獲得に向けてのアセット獲得・信頼維持 

・対応力強化による、放送局ビジネス支援領域拡大 

・経営基盤・IT基盤の強化 

 

＜コーポレートガバナンス＞ 

経営の監督機能と業務執行機能を分離することにより権限と責任を明確化し、コーポレートガ

バナンス体制を強化するとともに、経営環境の変化に迅速に対応できる体制を構築するため執行

役員制を導入します。 

 

＜品質管理・情報セキュリティへの取組み＞ 

 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 
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１． 株式会社ビデオリサーチ役員人事 （2020 年 6 月 24 日付） 

（取締役 16 名、執行役員 11 名〔取締役兼務含む〕、監査役 3 名） 

 

  

 

 

 社外取締役 石川 豊 [現 株式会社電通 執行役員] 

（新任） 社外取締役 佐々木 卓 [現 株式会社ＴＢＳﾃﾚﾋﾞ 代表取締役社長] 

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

 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・ＣＥＯ] 

（新任） 社外取締役 小孫 茂 [現 株式会社ﾃﾚﾋﾞ東京 代表取締役会長] 

 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] 

 社外取締役 伝川 幹 [現 讀賣ﾃﾚﾋﾞ放送株式会社 最高顧問] 

 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] 

 社外取締役 横井 正彦 [現 名古屋ﾃﾚﾋﾞ放送株式会社 代表取締役会長] 

 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] 

    

 社外監査役 荒木 香織 [現 株式会社電通ｸﾞﾙｰﾌﾟ DJN ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽﾕﾆｯﾄ ｸﾞﾙｰﾌﾟ監査役ﾁｰﾑ ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ] 

（新任） 社外監査役 勝田 直樹 [現 北海道放送株式会社 代表取締役社長] 

 

＜退任役員（取締役 2 名、監査役 2 名、特別顧問 1 名）＞ 

    
現 監査役 近藤 進一  

現 社外取締役 武田 信二 [現 株式会社ＴＢＳﾃﾚﾋﾞ 取締役会長] 

現 社外取締役 髙橋 雄一 [現 株式会社ﾃﾚﾋﾞ東京ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 特別顧問] 

現 社外監査役 根岸 豊明 [現 札幌ﾃﾚﾋﾞ放送株式会社 代表取締役社長] 

現 特別顧問 加藤 讓  

    

 

※ 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 24 日現在の役職名を記載しております。 

 

 

 

 

 

 代表取締役  社長執行役員 望月 渡  

 取締役      常務執行役員 林   朋夫  

 取締役      常務執行役員 尾関 光司  

 取締役      執行役員 滝山 和男  

(新任） 

 

取締役  

執行役員 

小野 真 

小柳 雅司 

 

 執行役員 荻野 欣之  

 執行役員 

執行役員 

執行役員 

執行役員 

執行役員 

西川 克宏 

白石 由人 

新妻 真 

橋本 和彦 

池田 宜秀 

 

(新任） 監査役 遠藤 敏之  
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２．株式会社ビデオリサーチコムハウス役員人事 （2020 年 6 月 23 日付） 

（取締役 5 名 監査役 1 名） 
 

 代表取締役社長 望月 渡 [現 株式会社ﾋﾞﾃﾞｵﾘｻｰﾁ 代表取締役社長執行役員] 

 取締役副社長 西川 克宏 [現 株式会社ﾋﾞﾃﾞｵﾘｻｰﾁ 執行役員] 

 取締役 小柳 雅司 [現 株式会社ﾋﾞﾃﾞｵﾘｻｰﾁ 執行役員] 

 取締役 白石 由人 [現 株式会社ﾋﾞﾃﾞｵﾘｻｰﾁ 執行役員] 

(新任) 取締役 橋本 和彦 [現 株式会社ﾋﾞﾃﾞｵﾘｻｰﾁ 執行役員] 

    

 監査役 滝山 和男 [現 株式会社ﾋﾞﾃﾞｵﾘｻｰﾁ 取締役 執行役員] 

 
＜退任役員（取締役 1 名）＞ 

   

現 取締役 向田 良樹 [現 株式会社ﾋﾞﾃﾞｵﾘｻｰﾁ ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ局付嘱託] 

    
 

※ 新任についてのみ表記。それ以外は重任。 

※ 6 月 24 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 （2020 年 6 月 19 日付） 

（取締役 10 名 監査役 1 名） 
 

(昇任) 代表取締役社長 池田 宜秀 [現 株式会社ﾋﾞﾃﾞｵﾘｻｰﾁ 執行役員] 

 取締役副社長 五十嵐 達  

 取締役 岩井 有  

 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 ﾃﾞｰﾀﾋﾞｼﾞﾈｽ推進部 ｼﾆｱﾌｪﾛｰ] 

(新任) 取締役 尾関 光司 [現 株式会社ﾋﾞﾃﾞｵﾘｻｰﾁ 取締役 常務執行役員] 

 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 MD] 

 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] 

 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 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ局経営管理部 課長] 

 
＜退任役員（取締役 1 名）＞ 

   

現 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 監査役]  

    
 

※ 新任についてのみ表記。それ以外は重任。 

※ 6 月 24 日現在の役職名を記載しております。 
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