
第55回定時株主総会を終えて  

2017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55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。  

◆ 55期事業概況  

テレビ視聴率調査では、視聴環境や視聴形態の変化に対応するため、測定方法

の研究や測定技術の開発に注力し、お客様のニーズに合ったデータ提供を目指し

てまいりました。2016 年 10 月より関東エリアにおいて、これまでのリアルタイ

ム視聴率に加え、タイムシフト視聴率、その２つをトータルした総合視聴率の提

供を開始しました。

また、視聴形態の変化に対する取組みとして、インターネットによる見逃し配

信の視聴測定（キャッチアップ）やテレビ視聴とインターネットの利用をシング

ルソースで測定するための「VR CUBIC(ﾌﾞｲｱｰﾙｷｭｰﾋﾞｯｸ)」の提供も安定運用化を

図り本格化させました。

デジタル領域の強化を目指し、ニールセンデジタル株式会社と当社子会社を対

象会社とした資本提携を伴う協業体制の構築を実施しました。

生活者の行動・意識データとしてメディアプランニング等に活用される

「ACR/ex」はリニューアルから 3 年を経て、メディア・広告業界に幅広く浸透す

るとともに、運用システムの整備が仕上げの段階に入り、納期短縮やコスト削減

効果をめざした取組みを進めています。

また、個々のお客様の要望に応えるカスタムリサーチは、低価格のネットリサ

ーチの台頭等を背景に収益性が課題となっていますが、質の高いリサーチや提案

によりこれを解決すべく構造的な見直しに着手しました。

こうした取り組みを鋭意進めた結果、平成 28 年度の当社の業績は以下の通りと

なりました。 

第 55 期業績（平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 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 ) 21,740,963 1,288,275 1,337,635 1,115,751

前 期 比 ( % ) +4.0 +19.8 +17.7 +75.5



◆ 今期（56期）の計画  

世の中のデジタル化に伴いさまざまな社会事象が多様化する中、生活者の行動

や意識にも変化が起こることは必然と言えます。当社のお客様においても細分化

や分散化したデータをどのように集め・活用するかの模索が続いていることを意

識し、当社もこれまでの価値観にとらわれずに進化をしていかなければなりませ

ん。このような状況を踏まえ、｢VR VISION 2019｣を策定し、テクノロジーの進

化やデバイスの多様化への対応について 3 年後を見据えたアクションプランに落

とし込み実現を目指してまいります。

〈メディアリサーチでの主要な課題〉

 テレビ視聴率調査においては、関東エリアに続き関西エリア、中部エリアでの

タイムシフト視聴測定導入に向けた環境整備についてのすり合わせを行ってまい

ります。

 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」と、

放送と通信の利用状況をクロスプラットフォームで測定する「VR CUBIC」を立

ち上げ、放送局由来の高品質な番組をトータルで把握する体制を構築しました。

メディア・広告業界の発展に貢献するようお客様の要望をいただきながら、これ

らのサービスの充実に努めます。

また、ラジオ・新聞・雑誌・屋外・交通等のメディアに関しては、関係各業界

のそれぞれの課題を把握しながら、共通指標の開発、整備、普及のための取組み

を継続します。

〈マーケティングコミュニケーション事業〉

「ACR/ex」については、お客様の要望にしっかりと応える提案を行いながら、

主軸事業へ成長させるべく、各種データとの連携を模索し利用拡大に努めます。

またサービス運用の改善を継続し、安定したデータの提供とスピードアップ、省

力化の達成を目指します。

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を強め、お客

様の課題解決に資する最善のサービスを提供します。

〈生産性向上への取り組み〉

労務問題は多くの企業にとって喫緊の課題であり、当社も数年にわたり施策を

講じてきました。殊に当該期は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て取組みを推し進めました。来期以降もこれら活動を続け

るとともに、生産性向上に向け各種業務の見直しを行います。

〈品質管理・情報セキュリティへの取組み〉

 平成 29 年度においても、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 



１．株式会社ビデオリサーチ役員人事 (2017 年 6 月２1 日付) 

 代表取締役社長 加藤 讓  

(昇任） 常務取締役 遠藤 敏之  

(昇任） 常務取締役 林   朋夫  

(昇任） 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  

(新任） 取締役 滝山 和男  

 監査役 近藤 進一  

 社外取締役 髙田 佳夫 [現 株式会社電通 代表取締役専務執行役員] 

 社外取締役 井上 弘 [現 株式会社ＴＢＳﾃﾚﾋﾞ 取締役名誉会長] 

 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]   

(新任） 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 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 代表取締役社長] 

(新任） 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 内田 優 [現 東海ﾃﾚﾋﾞ放送株式会社 代表取締役社長] 

(新任） 社外取締役 寺﨑 一雄 [現 株式会社ﾃﾚﾋﾞ西日本 代表取締役会長兼社長] 

(新任） 社外監査役 荒木 香織 [現 株式会社電通 監査室ｸﾞﾙｰﾌﾟ監査役部専任部長] 

(新任） 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] 

＜退任役員＞ 

  現 専務取締役 藤山 敏一 株式会社ﾋﾞﾃﾞｵﾘｻｰﾁ 顧問に就任 

  現 取締役 鈴木 芳雄 株式会社ﾋﾞﾃﾞｵﾘｻｰﾁ 顧問に就任 

  現 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] 

  現 社外取締役 伝川 幹 [現 讀賣ﾃﾚﾋﾞ放送株式会社 代表取締役社長] 

  現 社外取締役 福井 澄郎 [現 関西ﾃﾚﾋﾞ放送株式会社 代表取締役社長] 

  現 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] 

  現 社外取締役 井上 良次 [現 株式会社ＲＫＢ毎日ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 代表取締役社長] 

  現 社外監査役 谷   淳 [現 株式会社電通 監査室ｸﾞﾙｰﾌﾟ監査役部専任次長] 

  現 社外監査役 島田 洋一 [現 札幌ﾃﾚﾋﾞ放送株式会社 代表取締役会長] 

※ 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 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 （2017 年 6 月 20 日付）

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

(新任) 常務取締役 西川 克宏 [現 株式会社ビデオリサーチ 取締役] 

(新任) 取締役 小柳 雅司 [現 株式会社ビデオリサーチ 取締役] 

(新任) 取締役 白石 由人 [現 株式会社ビデオリサーチ 取締役] 

 取締役 向田 良樹 [現 株式会社ビデオリサーチ 経営管理局付参事] 

 取締役 竹下 真一 

(新任) 監査役 滝山 和男 [現 株式会社ビデオリサーチ 経営管理局長] 

＜退任役員＞ 

  現 代表取締役社長 小黒 直弘 株式会社ビデオリサーチコムハウス 特別顧問 就任 

  現 専務取締役 中間 悟 株式会社ビデオリサーチコムハウス 顧問 就任 

  現 常務取締役 津田 耕平 

  現 取締役 尾関 光司 [現 株式会社ビデオリサーチ 取締役] 

  現 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] 

※ 新任についてのみ表記。それ以外は重任。 

※ [  ]につきましては、6 月 20 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 （2017 年 6 月 16 日付）

 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 池田 宜秀 [現 株式会社ﾋﾞﾃﾞｵﾘｻｰﾁ ﾃﾞｼﾞﾀﾙ推進局長] 

 取締役 松本 圭一 [現 株式会社ﾋﾞﾃﾞｵﾘｻｰﾁ ﾃﾞｼﾞﾀﾙ推進局ﾃﾞｼﾞﾀﾙ企画推進部 専門職部長] 

 社外取締役 新澤 明男 [現 株式会社サイバー・コミュニケーションズ 代表取締役社長]  

 社外取締役 三神 正樹 [現 株式会社博報堂 常務執行役員] 

 社外取締役 福徳 俊弘 [現 ニールセン・カンパニー合同会社 社長] 

(新任) 社外取締役 髙木 正彦 [現 株式会社電通 MC プランニング局長] 

(新任) 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] 

 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] 

 社外監査役 村田 紀男 [現 ニールセン・サービス・ジャパン合同会社 社長] 

＜退任役員＞ 

  現 取締役 加藤 順英 

  現 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 代表取締役会長]

  現 社外取締役 榑谷 典洋 [現 株式会社電通 執行役員] 

※ 新任についてのみ表記。それ以外は重任。 

※ [  ]につきましては、6 月 16 日現在の役職名を記載しております。 

＜お問い合わせ先＞ 

(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 


