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2021年6月24日 

株式会社ビデオリサーチ 

 

  第59回定時株主総会を終えて  

 

株式会社ビデオリサーチは、６月24日午前11時より第59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。  

 

 

◆59期事業概況 

 

テレビ事業領域では、新視聴率調査を開始しました。全調査エリアにおいて調査設計を統一

し、「全国」という単位で視聴状況を表現するデータを具現化、タイムシフトなど視聴の分散化

や視聴の個人化に対応し、より精緻な視聴人数の把握が可能となるテレビメディアデータの提供

を行いました。また、動画配信における放送局由来のコンテンツの測定や測定技術等の研究開発

を進めました。 

 

メディア・コミュニケーション事業領域では、ラジオ聴取データが翌日に提供可能となる「ラ

ジオ 365 データ」のサービスを首都圏で開始し、関西圏・中京圏での提供開始に向けた協議を進

めてまいりました。また、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。 

 

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に努めてまいりました。当社保有の各種メジャメントデータを活用した

課題解決への提言、また、お客様保有データの価値化などデータ統合型サービスの拡大に向けた

取組みを行いました。  
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◆今期（60期）の計画 

 

コロナ禍によって起きた世界的な経済環境の変化は、メディア、マーケティング、広告領域

のデジタルトランスフォーメーションの流れを一層加速させています。このような状況に対応

するためにも「中期経営計画」の２年目は、引き続き次世代対応に注力するとともに、変化を

先取りして顧客の求めるソリューションを提案できる開発型企業を目指し、事業変革を推進し

てまいります。 

 

＜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、「次世代型メジャメント企業」として

の進化と周辺領域ビジネス構築のベースをつくってまいります。 

・次世代指標における指名獲得に向けてのアセット獲得・信頼維持 

・顧客ニーズ把握力と対応力強化による、放送局ビジネス支援領域拡大 

・グループ経営基盤・IT基盤の強化 

 

＜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 

 

１．６月 24 日付け役員人事（取締役 16 名、執行役員 12 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] 

 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]  

（新任） 社外取締役 亀山 慶二 [現 株式会社ﾃﾚﾋﾞ朝日ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 取締役]  

 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] 

（新任） 社外取締役 虫明 洋一 [現 株式会社 MBS ﾒﾃﾞｨｱﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 取締役] 

（新任） 社外取締役 山本 晋也 [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 代表取締役副社長] 

（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 佐藤  泉 [現 株式会社 RKB 毎日ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 取締役]  

    

 社外監査役 荒木 香織 [現 株式会社電通ｸﾞﾙｰﾌﾟ DJN 内部監査ﾕﾆｯﾄ DJN 監査役ﾁｰﾑ ﾁｰﾌﾃﾞｨﾚｸﾀｰ] 

 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] 

 

２．退任役員（取締役５名） 

    

現 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] 

現 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]  

現 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] 

現 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]  

現 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] 

 

※ 執行役員については、３月 26 日に発表しています。執行役員人事から今回変更はありません。 

※ 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  

 

 

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 

執行役員 

西川 克宏 

新妻 真 

橋本 和彦 

池田 宜秀 

井上 智隆 

林   裕史 

 

 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 
 

６月 22 日付け役員人事（取締役４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 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] 

 
 

※ 全て重任。 

※ 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。 

 

 

３．株式会社ビデオリサーチインタラクティブ役員人事 
 

６月 18 日付け役員（取締役 10 名 監査役２名） 
 

 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] 

 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 執行役員 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 常務執行役員] 

 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 ｱｼｽﾀﾝﾄﾏﾈｰｼﾞｬ] 

 監査役 渡辺 圭二 [現 ﾆｰﾙｾﾝ ﾃﾞｼﾞﾀﾙ株式会社 ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾅﾙ･ｺﾝﾄﾛｰﾗ] 

 

※ 全て重任。 

※ 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。 
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