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【報道関係各位】

マクロミルの連結子会社 株式会社エムキューブアンドアソシエイツ
出資企業の追加に関するお知らせ
2011 年 2 月 15 日
株式会社マクロミル
(証券コード：東証一部 3730)
株式会社マクロミル（本社：東京都港区、社長：杉本哲哉、以下マクロミル）がかねてより出資企業を広
く募ってまいりましたマクロミル連結子会社、株式会社エムキューブアンドアソシエイツ（本社：東京都港
区、社長：小西克己、以下 M-CUBE）に関しまして、2011 年２月 25 日をもって、株式会社マッキャン・ワー
ルドグループ ホールディングス（本社：東京都港区、社長＆CEO：マイケル マクラレン、以下マッキャン
WH）、株式会社ビデオリサーチ（本社：東京都千代田区、社長：若杉五馬、以下ビデオリサーチ）が新たに
資本参加いたします。さらに、凸版印刷株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：金子眞吾、以
下凸版印刷）による M-CUBE への出資を 2011 年 3 月中に実行することを目標として、凸版印刷とマクロミル
との間で 2 月 14 日に基本合意に至りましたことをお知らせいたします。

【株式会社エムキューブアンドアソシエイツ（M-CUBE）について】
M-CUBE は、全国の一般消費者の中から大規模な消費者購買パネル（QPR パネル）を構築し、さまざまな購
買動向や、各種意識調査データを収集・管理する専門企業です。M-CUBE の提供する消費者購買動向データ(QPR
データ)は、マクロミルの他、広告代理店、その他事業会社など、企業のマーケティングに関わるサービスベ
ンダーへと安定的に提供されます。
サービスベンダーは、QPR データをもとに各社の知見を生かした分析サービス・調査サービスなどを開発
し、一般消費者を対象に事業展開するメーカ・流通等の企業へとマーケティングサービスを提供します。
家庭用スキャンパネルとして株式会社東急エージェンシー（本社：東京都港区、社長：桑原常泰、以下東
急エージェンシー）が約 20 年にわたり展開してきた QPR 事業は、2007 年 12 月にマクロミルと東急エージェ
ンシーの共同展開による携帯型バーコードスキャナー方式へと改良され、飲料・食品・日用品業界を中心に
好評を博してまいりました。
QPR™がマーケティングにおけるデファクトスタンダードなデータとなることを目指し、より信頼性の高い
パネルデータとして提供・構築してゆくことを目的に、マクロミルがマーケティング関連企業へと広く出資
を呼びかけた結果、マクロミル・株式会社博報堂ＤＹホールディングス（本社：東京都港区、社長：戸田裕
一、以下博報堂 DY ホールディングス）
・東急エージェンシーの共同出資企業として、消費者購買データの収
集・販売を事業とする M-CUBE が 2011 年 1 月 11 日に設立されました。M-CUBE は現在も出資企業を募集してお
ります。
【M-CUBE への新たな資本参加の内容について】
この度の M-CUBE への新たな資本参加に関する詳細は、以下の通りです。
2011 年 2 月 25 日をもって、M-CUBE 発行済株式総数の各 1%を、マクロミルが保有する M-CUBE

マッキャン WH

株式より各企業へ譲渡する旨の株式譲渡契約をマクロミルとマッキャン WH、および、マクロミルとビデ

ビデオリサーチ

オリサーチの間で、2011 年 2 月 14 日付で締結。株式譲渡については、本日付で、M-CUBE から譲
渡承認を受けています。
凸版印刷による M-CUBE への出資を 2011 年 3 月中に実行することを目標として、マクロミルと凸版

凸版印刷

印刷との間で、2011 年 2 月 14 日付で基本合意。出資はマクロミルが保有する M-CUBE 株式の一部
を譲渡する方法で、発行済株式総数の３％を予定。
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この度の株式譲渡契約の締結につき、M-CUBE への出資企業および各企業の出資比率は、2 月 25 日をもって
以下の通り変更となります。
2011 年 1 月 11 日設立時
株式会社マクロミル

2011 年 2 月 25 日時点
81.875%

株式会社博報堂ＤＹホールディングス
株式会社東急エージェンシー

15%
3.125%

79.875%

株式会社マクロミル

株式会社博報堂ＤＹホールディングス
15%
株式会社東急エージェンシー
3.125%
株式会社マッキャン・ワールドグループ ホールディングス 1%
株式会社ビデオリサーチ
1%

【M-CUBE の今後の計画について】
2 月 25 日をもって、M-CUBE はマクロミル・博報堂 DY ホールディングス・東急エージェンシー・マッ
キャン WH・ビデオリサーチの５社共同出資企業となります。また、3 月中の出資実行を目標として基本合
意しました凸版印刷に続き、マクロミルは M-CUBE への出資企業を今後も広く募ってゆく予定です。
M-CUBE は各業界をリードする企業との連携を今後も拡大してゆくことで、消費者購買動向データ QPR™
の活用可能性をさらに広げ、各業界におけるデファクトスタンダードとなる、新時代購買データの創出を目
指してまいります。
【ＱＰＲＴＭの概要】
首都圏（１都３県）
、近畿圏（２府４県）
、北海道、東海圏（愛知、三重、岐阜、静岡）
、九州圏の 16 歳～
69 歳の男女個人 10,000 人を対象に、携帯型バーコードスキャナーを用いて消費者の商品購買状況を収集す
る商品購買調査データです。消費者起点で情報を収集しているため、新商品のトライアルやリピートを追跡
することができるだけでなく、商品購入者の顧客像や購入先を明らかにすることができます。2011 年 4 月中
に対象を日本全国 30,000 人に拡充する予定です。

ＱＰＲ事業の詳細につきましては、以下のＨＰをご覧ください。
http://www.m-cube.com/qpr/index.html
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【株式会社マクロミル 会社概要】
株式会社マクロミルは、インターネットを活用した市場調査サービス「ネットリサーチ」のリーディングカンパ
ニーです。企業の商品開発・サービス改善等のマーケティング活動を支援するため、国内・海外の消費者を対象と
するさまざまなマーケティングリサーチサービスの提供を行っています。
社名

■株式会社マクロミル

本社

■東京都港区港南 2-16-1 品川イーストワンタワー11F

ＵＲＬ

■http://www.macromill.com/

設立

■2000 年１月 31 日

資本金

■15 億 9,785 万円

上場取引所 ■東証一部 （証券コード：3730）
代表者

■代表取締役会長兼社長 杉本哲哉

従業員数

■535 名（うち、契約社員 16 名） ※2011 年 1 月末現在

事業内容

■インターネットを活用した市場調査（ネットリサーチ）等

【株式会社エムキューブアンドアソシエイツ 会社概要】
社名

■株式会社エムキューブアンドアソシエイツ

本社

■東京都港区港南 2-16-1 品川イーストワンタワー11F

ＵＲＬ

■http://www.m-cube.com/

設立

■2011 年１月 11 日

資本金

■4 億円（資本準備金 4 億円）

代表者

■代表取締役社長 小西克己

従業員数

■6 名 ※2011 年 1 月末現在

事業内容

■消費者調査パネルの構築と運営管理、購買動向・生活行動データの販売等

【株式会社マッキャン・ワールドグループ ホールディングス 会社概要】
社名

■株式会社マッキャン・ワールドグループ ホールディングス

本社

■東京都港区南青山１-１-１

ＵＲＬ

■http://www.mccann.co.jp/

設立

■1960年12月16日

資本金

■4億9,738万円

代表者

■代表取締役社長＆ＣＥＯ

従業員数

■91名

事業内容

■広告主等に対しマーケティング・コミュニケーションサービス全般の提供を行う子会社の経営管理等

マイケル マクラレン

(連結681名)

【株式会社ビデオリサーチ 会社概要】
社名

■株式会社ビデオリサーチ

本社

■東京都千代田区三番町6-17

ＵＲＬ

■http://www.videor.co.jp/

設立

■1962 年 9 月 20 日

資本金

■2億2,050万円

代表者

■代表取締役社長 若杉五馬

従業員数

■396名

事業内容

■テレビ視聴率調査をはじめとする各種媒体調査、広告・商品などに関するマーケティング調査全般

※2010年4月現在

《本件に関するお問い合わせ先》 株式会社マクロミル

担当：杉山

TEL 03-6716-0707

press@macromill.com

News Release
【凸版印刷株式会社 会社概要】
社名

■凸版印刷株式会社

本社

■東京都千代田区神田和泉町 1 番地

ＵＲＬ

■http://www.toppan.co.jp/

設立

■1900 年 1 月 17 日

資本金

■1049 億 8600 万円

上場取引所 ■東証一部（コード番号 7911）
代表者

■代表取締役社長 金子眞吾

従業員数
事業内容

■8,696 名（連結 49,141 名）※2010 年 9 月末現在
■証券・カード、商業印刷、出版印刷、パッケージ、高機能部材、建装材、ディスプレイ関連、半導体関連事業等

【株式会社博報堂ＤＹホールディングス 会社概要】
社名

■株式会社博報堂ＤＹホールディングス

本社

■東京都港区赤坂 5-3-１ 赤坂 Biz タワー

ＵＲＬ

■http://www.hakuhodody-holdings.co.jp/

設立

■2003 年 10 月 1 日

資本金

■100 億円

上場取引所 ■東証一部（コード番号 2433）
代表者

■代表取締役社長 戸田裕一

従業員数

■141 名（連結 9,823 名）※2010 年 3 月末現在

事業内容

■広告主等に対しマーケティング・コミュニケーションサービス全般の提供を行う子会社の経営管理等

【株式会社東急エージェンシー 会社概要】
社名

■株式会社東急エージェンシー

本社

■東京都港区赤坂4-8-18

ＵＲＬ

■http://www.tokyu-agc.co.jp/

設立

■1961年3月1日

資本金

■36億3,750万円

代表者

■代表取締役社長 桑原常泰

従業員数

■857名

事業内容

■総合広告代理業

※2010年3月末現在
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