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第 53回定時株主総会を終えて 

2015 年 6月 15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 15日午前 11時より第 53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、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いたします。 

 

◆ 53期事業概況 

テレビ視聴率調査では、デジタル化以降さらに進化を続ける放送と多様化する視聴形態に対す

る研究開発を継続してまいりました。当事業年度にはＩＰ送信による「見逃し配信」の測定に関

して、新たなご提案を開始いたしました。 

このほか、衛星放送関連においては BS 放送接触共同調査の高度化に向けた準備に取り組み、

機械式調査によるデータ提供を開始できる段階に至りました。 

インタラクティブ領域においては、進化するインターネット広告についての価値を示す新しい

指標に関して、業界内で広く活用されることを目指してその研究を進めました。 

その他のメディアリサーチ事業として、ラジオについては聴取デバイスの多様化とリスナーの

変化への研究を続けております。また新聞・雑誌・交通については広告接触の共同調査の運営を

引き続き行い、業界共通指標として定着させるように努めてまいりました。 

さらに、企業のコミュニケーション活動をトータルでサポートするサービスとして、かねてよ

り準備をしてまいりました ACR/ex をスタート致しました。メディア接触と購買行動・生活意識

をシングルソースで捉えた従来の ACRを一段と進化させ、当社のマーケティングコミュニケーシ

ョン事業の中心となり、メディアプランニングから企業のコミュニケーション活動の PDCA を支

援するサービスとしての第一歩を踏み出しました。 

この ACR/exは、新たに構築した ASPサービスのインフラである VR-CIP(ﾌﾞｲｱｰﾙｼｯﾌﾟ)により提

供され、お客様にとってさらに使い勝手の良いサービスを目指してまいりました。 

本格的に取り組みを始めた生活者研究は、スタート当初からのシニア研究が多くのお客様から

支持を得ることができ、その研究を続けることで知見を深めるとともにお客様の課題解決へ取り

組んでまいりました。さらに研究領域を広げることで様々な切り口での生活者分析を行い、その

積極的な情報発信を行ってまいりました。 

こうした取り組みを鋭意進めた結果、平成 26年度の当社の業績は以下の通りとなりました。 

 

第 53期業績（平成 26年 4月 1日～平成 27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 )  20,842,214 1,607,345 1,690,835 875,581 

前 期 比 ( % )  +4.7 △2.7 △3.2 △12.0 
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◆ 今期（54期）の計画 

 

さらにスピードを増すメディアの進化や広告の高度化、それらに接触する消費者の変化を早く正

確に捉えるよう研究開発、技術開発を続け、より信頼の高いデータ提供とより深いソリューション

の推進に努め、引き続き各業界に貢献することを目指してまいります。 

 平成 27年度から新たにスタートする当社中期活動計画に基づく 54期の課題は以下の通りです。 

 

＜メディアリサーチでの主要な課題＞ 

テレビ視聴率調査では、引き続きタイムシフト視聴やデバイス、プラットホームの多様化をはじ

めとする視聴環境の変化に対応したデータの提供ができるように研究開発、技術開発に取り組んで

まいります。また、顧客から高い信頼を獲得し続けられるよう、引き続きデータ精度の維持・向上

に取り組むとともに、顧客の高度な個別課題にも対応できるソリューション力の向上に努めてまい

ります。 

ラジオ・新聞・雑誌・屋外・交通等に関しては関係各業界における接触や広告に関する共通指標

の開発、整備、普及に取り組んでまいります。 

インタラクティブ領域においては、引き続きインターネット広告の共通指標の開発に努めるとと

もに、他のメディアとの関連やその効果に関する研究・開発を推進いたします。 

 

＜マーケティングコミュニケーション事業＞ 

データ提供をスタートさせた ACR/exについては、当社の主力商品とするべく情報発信と活用の

提案を強化し、顧客の利便性を更に向上させる施策へも取り組みます。また、統計理論に基づいた

調査だからこそ可能となる当社の各種メディアデータとの融合や他社データとの融合も視野に入

れ顧客の様々な課題に応えられるサービスを目指してまいります。 

ACR/exのデータ提供に使用する VR-CIPが業界共通インフラとなるよう、ACR/ex以外のデータと

集計、分析システムの搭載を進めてまいります。 

また、当社独自の切り口で取り組んでいる生活者研究については、これまでの研究をより深める

と同時に研究領域を広げることにより、今まで以上に幅広い顧客の要求に応えられるよう知見の獲

得に努めます。 

 

＜品質管理・情報セキュリティへの取り組み＞ 

平成 27年度においても、当社の生命線である公正・信頼を保つため、コンプライアンスプログ

ラムを推進しつつ、社員を始めとする全スタッフ及び協力会社による品質管理、個人情報管理、情

報セキュリティ管理の維持、徹底に努めてまいります。 

 またその高い意識を醸成するため、基本理念・行動指針の理解・浸透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（2015年 6月 15日付） 

 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  

 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  

 取締役 近藤 進一  

    

 監査役  三島 修平  

 

 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 株式会社ﾌｼﾞ･ﾒﾃﾞｨｱ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 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 讀賣テレビ放送株式会社 代表取締役副社長] 

（新任） 社外取締役 福井 澄郎 [現 関西テレビ放送株式会社 代表取締役社長] 

（新任） 社外取締役 杉浦 正樹 [現 中部日本放送株式会社 代表取締役社長] 

（新任） 社外取締役 井上 良次 [現 ＲＫＢ毎日放送株式会社 代表取締役社長] 

      

 社外監査役 谷  淳 [現 株式会社電通 監査役会室グループ監査役部 局次長職] 

 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＞ 

現 常務取締役 渡辺 明夫 株式会社ビデオリサーチ エグゼクティブアドバイザー 就任 

   

現 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] 

現 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] 

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

現 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 15 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（2015年 6月 11日付） 

 代表取締役社長 小黒 直弘     

（昇任） 専務取締役 中間 悟     

 常務取締役 津田 耕平     

 常務取締役 鈴木 康介     

 取締役 竹下 真一     

 取締役 尾関 光司 [現 株式会社ビデオリサーチ 取締役]    

      

 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]  
 

 

 

＊ 新任、昇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 11 日現在の役職名を記載しております。 
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３．株式会社ビデオリサーチインタラクティブ役員人事（2015年 6月 12日付） 

（新任） 代表取締役社長 遠藤 敏之 [現 株式会社ビデオリサーチ 取締役] 

 取締役副社長 五十嵐 達  

 取締役 岩井 有  

 取締役 加藤 順英  

（新任） 取締役 池田 宜秀 [現 株式会社ビデオリサーチ ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ事業戦略室長] 

 社外取締役 矢嶋 弘毅 [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] 

 社外取締役 遠谷 信幸 [現 株式会社電通 執行役員] 

 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] 

 社外取締役 三神 正樹 [現 株式会社博報堂 執行役員] 

    

 監査役 内海 義爵 [現 株式会社ビデオリサーチ 経営管理部経理ｸﾞﾙｰﾌﾟ課長] 

 

＜退任役員＞ 

現 代表取締役社長 荻野 欣之 [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 12 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 
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