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次 第 

   議長選出 

  議事録署名人選出 

  報 告 

     第40回 経営業務実態調査（速報） について 

          平成26年度事業報告 

  議 案 

    第一号議案 平成26年度収支決算について 

    第二号議案 役員改選について 

  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１２６社中 ６３社） 
 

 議長 

定款第16条（議長） 会長 牧田 孝 
   

 議事録署名人 

  株式会社電通マクロミルインサイト     芦沢 広直様   

  株式会社ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ･ｴｰｼﾞｪﾝｼｰ中村 登様 

 



報  告 

 

第４０回経営業務実態調査 （速報） 

 

平成２６年度事業報告について 

 

 

 



2014年度 第４０回経営業務実態調査 
 

＜速報＞  
 

現在 １２６社中・・・１０８社回収（回収率 : 85.7％） 
 

昨年は、最終的に１０４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。 

 
 



2014年度のJMRA正会員回答社１００社の 
調査事業売上と前年比（速報値） 

２０１３年度 １，４１３億円  

２０１４年度 １，４５１億円（前年比：１０２．７％←速報値） 

前年に比べ売上増  ： ４６社 ４６．５％ 

前年に比べ増減±０ ：  ６社      ６％ 

前年に比べ売上減  ： ４７社 ４７．５％ 

2014年度 第４０回経営業務実態調査の概略 

 前年に比べ、売上げ増と売上げ減となったところの両極に分かれ、売上
横ばいの会員社が減少した 



対前年実績評価 
2014年度/2013年度比 

今年度の見通し 
2015年度/2014年度比 

 
１．非常に上昇 ・・・    6.1% 
２．やや上昇 ・・・・・    31.3%   
３．ほぼ横這い・・・・     33.3%   
４．やや下降・・・・・・    16.2%   
５．非常に下降 ・・・    10.2% 
   ＮＡ   ・・・・・・    3.0%    

 
１．非常に上昇・・・   1.1%   
２．やや上昇 ・・・・・ 39.4%   
３．ほぼ横這い ・・・ 41.4%   
４．やや下降 ・・・・・ 12.1%   
５．非常に下降 ・・・  3.0% 
     ＮＡ  ・・・・・  3.0%  

2013年度経営業務実態調査の概略 

回収数  99社（2015/5/28） 

2015年度の見通しでは、「上昇」と答えた会員社が
39.4%となり、「ほぼ横這い」と回答した会員社も
41.4%となっている。「下降」と答えた割合も12.1％と
昨年よりも少なくなっている。 



 平成26年度（2014年度）事業報告 

  

スローガン 

－ 平成26年度（2014年度）の方針 － 

重点課題 

リサーチ新時代に向けて 

1. 時代に即したリサーチガイドラインの見直しと検討 

2. 時代の変化を見据えた委員会活動の推進 

3. 関係諸官庁との連携および関連情報の会員社への提供 

4. 国内外に対する情報発信、交流の促進 

 



第一号議案 

   平成26（2014）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 7,285 7,066 219

　実施事業収入 2,055 1,908 147

　その他事業収入 4,163 4,245 ▲ 82

　雑収入 10 9 1

　当期収入合計 13,513 13,228 285

平成26（2014）年度収支計算書（１） 



予算額 決算額 増　減

　実施事業支出 5,889 5,358 531

　その他事業支出 4,024 4,230 ▲ 206

　管理費支出 3,530 3,388 142

　積立金 60 60 0

　当期支出合計 13,503 13,036 467

　当期収支差額 11 192 ▲182

前期繰越収支差額 1,420 1,420 0

次期繰越収支差額 1,431 1,613 ▲182

平成26（2014）年度収支計算書（２） 



第二号議案 

   役員の選任 



第二号議案 役員の選任 

理事、監事立候補者（50音順） 

 理事 
池谷 雄二郎 （株）トークアイ 
内田 俊一   イプソス（株） 
打田 光代 （株）ユーティル 
大竹 延幸  （株）マーケッティング・サービス 
小西 克己 （株）マクロミル  
鈴木  督久 （株）日経リサーチ  
鈴木 芳雄  （株）ビデオリサーチ  
藤沢 昌樹 （株）サーベイリサーチセンター 
藤林 義晃              ジーエフケー マーケティングサービス ジャパン（株） 
福徳 俊弘   ニールセン・カンパニー合同会社 
牧田 孝   （株）社会情報サービス 
森   学    楽天リサーチ（株） 
細川 慎一              ＧＭＯリサーチ（株） 
横田 進 （株）インテージ   
＜会長推薦理事＞ 
今井 秀之  ライオン（株） 
新保 史生  慶応義塾大学 
渡邊 久哲              上智大学 
   

 監事 

 五十嵐 幹  （株）クロス・マーケティング   
 笹田 幸典 （株）日本リサーチセンター 
 



平成27年度（2015年度）収支予算  

(  )内は、2014年度

収入額 支出額

　会　　　　 費 7,355 (7,285) 0

　実 施 事 業 2,059 (2,055) 5,721 (5,889)

　その他事業 4,220 (4,163) 4,220 (4,024)

　管　 理 　費 0 3,593 (3,530)

　雑　収　入 10(10) 0

　積　立　金 0 60（60）

　合　　    計 13,644 (13,513) 13,594 (13,503)



事務局からのお知らせ 

引き続き、ご休憩の後、午後3時００分から本会場で 

   
 
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 


