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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 118社中 59社）
 議長

定款第16条（議長） 会長 内田 俊一

 議事録署名人

株式会社プリサイズ 鈴木 雅之 様

株式会社レアソン 原田 真一 様



報 告

第４４回経営業務実態調査 （速報）

平成30年度事業報告について



2018年度 第44回経営業務実態調査

＜速報＞

現在 １１8社中・・・87社回収
昨年度は、最終的に94社からご回答いただいています。

事務局からお願いしておりますが、
「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。



2018年度のJMRA正会員回答社87社の
調査事業売上と前年比（速報値）

２０１７年度 1,607億円

２０１８年度 1,642億円（前年比：102.2％←速報値）

前年に比べ売上増 ： 42社 105.6％

前年に比べ増減±０ ： 6社 89.6％

前年に比べ売上減 ： 39社 100.0％

2018年度 第４４回経営業務実態調査の概略

 前年と同様に、売上げ増と売上げ減とが両極に分かれている



対前年実績評価
２０１８年度/２０１７年度比

今年度の見通し
２０１９年度/２０１８年度比

１．非常に上昇 ・・・ 3.4%
２．やや上昇 ・・・・・ 34.5%  
３．ほぼ横這い ・・・・ 32.2%  
４．やや下降 ・・・・・・ 16.1%  
５．非常に下降 ・・・ 11.5%

ＮＡ ・・・・・・ 2.3%

１．非常に上昇 ・・・ 1.1%  
２．やや上昇 ・・・・・ 34.5%  
３．ほぼ横這い ・・・ 42.5%
４．やや下降 ・・・・・ 11.5%  
５．非常に下降 ・・・ 9.2%

ＮＡ ・・・・・ 1.1%

２０１８年度経営業務実態調査の概略

2019年度の見通しでは、「上昇」と答えた会員社が
35.5％となり、「ほぼ横這い」と回答した会員社は
42.5％となり増加、「下降」と答えた割合は20.7％と
昨年から減少となっている。



平成30年度（2018年度）事業報告

スローガン

－ 平成30年度（2018年度）の方針 －

重点課題

最もセクシーな業界を目指す

1. 会員は個人情報を守り、よりよい社会の実現に資することを約束する

2. 会員社同士のｼｪｱﾘﾝｸﾞｴｺﾉﾐｰの推進によるﾋﾞｼﾞﾈｽﾁｬﾝｽの最大化

3. 業界の認知度向上と活性化を図る

4. 最新手法の活かし方を習得。新しい時代をリードする



第一号議案

平成30（2018）年度収支決算の件



収入の部 (単位：万円）

予算額 決算額 増　減

　会費収入 7,335 6,885 451

　実施事業収入 1,152 1,323 ▲ 171

　その他事業収入 3,895 4,028 ▲ 133

　雑収入 6 0 6

　当期収入合計 12,388 12,235 152

平成30（2018）年度収支計算書（１）



予算額 決算額 増　減

　実施事業支出 4,825 4,749 76

　その他事業支出 4,027 4,171 ▲ 144

　管理費支出 3,464 3,235 229

　積立金 60 60 0

　当期支出合計 12,376 12,216 161

　当期収支差額 11 20 ▲ 9

前期繰越収支差額 1,795 1,795 0

次期繰越収支差額 1,807 1,815 ▲ 9

平成30（2018）年度収支計算書（２）



第二号議案

役員改選の件



第二号議案 役員選出の件

理事候補者①

＜理事＞再任
五十嵐 幹（いがらし みき）株式会社クロス・マーケティング
内田 俊一（うちだ しゅんいち）イプソス株式会社
佐々木 徹（ささき とおる）株式会社マクロミル
末綱 正彦（すえつな まさひこ）楽天インサイト株式会社
細川 慎一（ほそかわ しんいち）GMOリサーチ株式会社
町田 正一（まちだ まさかず）株式会社アスマーク
松下 正人（まつした まさと）株式会社サーベイリサーチセンター
村上 智人（むらかみ としひと）株式会社インテージ



＜理事＞新任
池田 達哉（いけだ たつや）株式会社日経リサーチ
池谷 雄二郎（いけや ゆうじろう）株式会社トークアイ
小川 亮（おがわ まこと）株式会社プラグ
小柳 雅司（こやなぎ まさじ）株式会社ビデオリサーチ
鈴木 文雄（すずき ふみお）株式会社日本リサーチセンター

第二号議案 役員選出の件

理事候補者②



＜会長推薦外部理事＞再任
今井 秀之（いまい ひでゆき）作新学院大学大学院
新保 史生（しんぽ ふみお）慶應義塾大学
渡邊 久哲（わたなべ ひさのり）上智大学
＜会長推薦外部理事＞新任
佐々木 宏（ささき ひろし）立教大学
＜監事＞再任
牧田 孝（まきた たかし）株式会社社会情報サービス
＜監事＞新任
横田 進（よこた すすむ）株式会社アクセス・ジェーピー

第二号議案 役員選出の件

理事候補者③



平成31年度（2019年度）収支予算

<単位：万円>

(  )内は、2018年度

収入額 支出額

　会　　　　 費 7,335 (7,335) 0

　実 施 事 業 1,865 (1,152) 5,466 (4,825)

　その他事業 3,905 (3,895) 4,020 (4,027)

　管　 理 　費 0 3,464 (3,464)

　雑　収　入 5(5) 0

　積　立　金 0 60（60）

　合　　    計 13,111(12,387) 13,010 (12,376)



事務局からのお知らせ

引き続き、ご休憩の後、ＪＭＲＡアニュアル・カンファレンスのプロ

グラムをお楽しみください。

午後５時３０分からは、本会場「Hall A」で、

を開催します。どうぞ最後まで、お付き合いください。

基調講演

情報交流会

ミニセミナー

ＥＳＯＭＡＲコンテンツ

特別講演

ＨａｌｌＨａｌｌ


