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次 第 

   議長選出 

  議事録署名人選出 

  報 告 

     第39回 経営業務実態調査（速報） について 

          平成25年度事業報告 

          役員辞任の件について 

  議 案 

    第一号議案 平成25年度収支決算について 

  閉 会       



定足数、議事録署名人、議長について 

 定足数 

定款第18条 定足数は正会員社の過半数の出席 

         （正会員社１３１社中 ６６社） 
 

 議長 

定款第16条（議長） 会長 牧田 孝 
   

 議事録署名人 

  ＧＭＯリサーチ株式会社  細川 慎一氏   

  株式会社ケーアンドリサーチデータ  桑原 直紹氏 

 



報  告 

 

第３９回経営業務実態調査 （速報） 

 

平成25年度事業報告について 

 

役員辞任の件について 

 

 



2013年度 第３９回経営業務実態調査 
 

＜速報＞  
 

現在 １３1社中・・・１０８社回収（回収率 : 82.4 ％） 
 

昨年は、最終的に１１３社からご回答いただいています。 
 

事務局からお願いしていますが、 
「日本のMR業界の市場規模」の予測精度を 

あげるため、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 
 



2013年度のJMRA正会員回答社108社の 
調査事業売上と前年比（速報値） 

２０１２年度 １，３７３億円  

２０１３年度 １，３８４億円（前年比：１００．８％←速報値） 

前年に比べ売上増  ：３９社 ４０％ （７１社 ６５％） 

前年に比べ増減±０ ： ８社  ８％ （５社      ５％） 

前年に比べ売上減  ：５２社 ５２％ （３３社 ３０％） 
  

2013年度 第３９回経営業務実態調査の概略 

 2012年度の大幅な回復状況から一転し、会員社全体の売上は、微増
の伸び率となった。昨対売上が増えた会員社は減少し、昨対売上が減
少した会員社が増えた。 



タイトル 

対前年実績評価 
2013年度/2012年度比 

今年度の見通し 
2014年度/2013年度比 

 
１．非常に上昇 ・・・ ３% 
２．やや上昇 ・・・・・２６%   
３．ほぼ横這い・・・・３９%   
４．やや下降・・・・・・２１%   
５．非常に下降 ・・・ ６% 
   ＮＡ   ・・・・・・ ５%    

 
１．非常に上昇・・・  ３%   
２．やや上昇 ・・・・・３４%   
３．ほぼ横這い ・・・４６%   
４．やや下降 ・・・・・ ８%   
５．非常に下降 ・・・ ４% 
     ＮＡ  ・・・・・ ４%  

2013年度経営業務実態調査の概略 

回収数  108社（2014/5/29） 

2014年度の見通しでは、「上昇」と答えた会員社が
37%となり、「ほぼ横這い」と回答した会員社も46%と
なっている。「下降」と答えた割合は昨年よりも少なくなっ
ている。 



 平成25年度（2013年度）事業報告 

  

基本方針 

－ 平成25年度（2013年度）の方針 － 

重点課題 

あらゆる活動を 
クライアントと共に 

1. 委員会活動の強化と相互連携の促進 

2. 情報提供活動の推進 

3. 外部諸機関との関係強化 

4. 協会役員の体制強化とこれによる活動の充実 

 



 役員辞任の件について 
  

２０１４年１月１７日に、株式会社電通マーケティングインサイト 
（現 株式会社電通マクロミルインサイト）の福田徹理事より、 
JMRA理事辞任の連絡があり、役員辞任届を受理致しました。 
  
第五回理事会での審議の結果、福田理事辞任後も定款に定める 
理事の数を満たしている為、理事の補選は行わず、現行の理事にて 
協会の業務執行を行うこととなりました。 

 
＜定款＞第５章  役員、顧問及び参与 
（役員の設置） 
第２１条 本会は、次の役員を置く。 
（１）理事１０人以上２０人以内 
（２）監事２人以上３人以内 
２ 理事のうち１人を会長とし、１人以上５人以内を副会長、１人を専務理事とする。 
３ 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会長、 
  専務理事をもって同法第９１条第１項第２号の業務執行理事とする。 
 



第一号議案 

   平成25（2013）年度収支決算について 



収入の部 (単位：万円）

予算額 決算額 増　減

　会費収入 7,345 7,201 144

　実施事業収入 1,816 1,996 ▲180

　その他事業収入 4,595 4,007 588

　雑収入 11 8 ▲3

　当期収入合計 13,767 13,212 555

平成25（2013）年度収支計算書（１） 



予算額 決算額 増　減

　実施事業支出 5,692 5,399 293

　その他事業支出 4,425 4,110 315

　管理費支出 3,539 3,539 0

　積立金 60 60 0

　当期支出合計 13,717 13,108 609

　当期収支差額 50 104 ▲ 54

前期繰越収支差額 1,317 1,317 0

次期繰越収支差額 1,367 1,420 ▲ 53

平成25（2013）年度収支計算書（２） 



平成26年度（2014年度）収支予算  

<単位：万円>

(  )内は、2013年度

収入額 支出額

　会　　　　 費 7285 (7,345) 0

　実 施 事 業 2055 (1,816) 5889 (5,692)

　その他事業 4163 (4,595) 4024 (4,425)

　管　 理 　費 0 3530 (3,539)

　雑　収　入 11 0

　合　　    計 13513 (13,767) 13503 (13,717)



平成26年度（2014年度）委員会活動収支予算  

（  ）内金額は予算額  
※予算書の科目には、委員会名では表記しておりません                        
 綱領委員会： （収入0円、支出30万円） 
           マーケティング・リサーチ倫理の確立、 

               主要なESOMAR Guidelineの翻訳 

 法務委員会：（収入40万円、支出44万円） 
             法務ハンドブックⅢ増補版のリリース他 

 ISO20252認証協議会：（収入45万円、支出65万円） 
             規格普及活動、国際会議参加等 

 公的統計基盤整備委員会：（収入80万円、支出70万円） 
             官庁統計の民間開放促進に向けた活動 

 国際委員会： （収入20円、支出80万円） 
             リサーチャーの国際化に向けた取り組み 



平成26年度（2014年度）委員会活動収支予算  

                                （  ）内金額は予算額 

 研修委員会： （収入1630万円、支出1339万円） 
            JMRAセミナーの企画検討 
 出版委員会： （収入160万円、支出835万円） 
          機関誌マーケティング・リサーチャーの企画・発刊 

 調査技術研究委員会： （収入100万円、支出300万円） 
          技術調査として、MROCの実施調査 

 カンファレンス委員会： （収入2,000万円、支出1,700万円） 
          アニュアル・カンファレンスの企画・実施 

 人材マネジメント委員会： （収入0円、支出25万円） 

          人材マネジメント、メンタルヘルスに向けた活動 

 プライバシーマーク審査業務：  
          （収入1,624万円、支出1,394万円） 

          プライバシーマーク審査の実施 



事務局からのお知らせ 

引き続き、ご休憩の後、本会場で 

   
 
を開催し、各委員会の活動についてご報告いたしま

す。ぜひ、ご参加くださいますようお願いいたします。 

（受付は午後2時45分からとなります。） 

午後５時00分からは、会場「平安」で、 

    

      

を開催します。どうぞ最後まで、お付き合いください。 

JMRA事業計画プレゼンテーション 

情報交流会 


