
 

 

 

2020年１月 31日 

各 位 

会 社 名 ： 株 式 会 社 ル ネ サ ン ス 

代表者名 ： 代表取締役社長執行役員 吉 田 正 昭 

（コード番号：２３７８ 東証第一部） 

問合せ先： 
取締役常務執行役員 コーポレート本部長兼

パブリックリレーション部長 
吉 田 智 宣 

（ 電話番号 ０３-５６００-７８１１） 

 

組織変更及び人事異動に関するお知らせ 

 

当社は、2020年１月 31日開催の取締役会において、下記のとおり組織変更及び人事異動を決定い

たしましたのでお知らせいたします。 

なお、新任取締役候補者につきましては、2020年６月開催予定の第 38回定時株主総会での選任を

もって、正式に就任となる予定です。 

 

記 

 

１． 組織変更（2020年４月１日付） 

当社は、現中期経営計画（2018 年～2020 年度）を、総合スポーツクラブを核として、周囲に

様々な業態の施設を組み合わせることで「地域を健康に！」を実現し、既存事業の成長と、新

たな市場や新規事業の創出に積極的に挑戦する期間と位置付けております。 

2020 年度は現中期経営計画の最終年度であり、業界各社の業態開発や出店の加速、顧客ニー

ズの変化等、外部環境の変化に柔軟に対応していくと共に、全社のノウハウを活用した新たな

成長エンジンを作り出すための体制を強化いたします。 

特に、本部横断的な事業企画機能を強化することを目的として事業企画開発本部を新設いたし

ます。これにより、中期経営計画で掲げた「地域を健康に！」を実現する企画・取り組みを加

速するため、下記の通り組織変更を行います。 

 

(1) 事業企画開発本部及び営業企画部の新設 

事業企画機能を担う部署を集約し、事業企画開発本部を新設します。 

また、当該本部内に、営業部の成長を実現する企画機能を担う、営業企画部を新設します。 

 

(2) 営業部の再編及び営業統括部の新設 

営業部を第１営業部、第２営業部、第３営業部に再編し、クラブやエリア単位でのマーケ

ティングやマネジメント機能を強化します。また、営業部の事業推進を支援する営業統括

部を新設します。 

 

(3) 健康ソリューション企画部の新設 

全社のノウハウを活用した新規事業創出の方向性を具体的にし、中長期の成長実現を目指

します。併せて、新規事業創出のための風土を醸成します。この実現に向け、健康ソリュ



 

 

ーション企画部を新設します。 

 

(4) 部門機能の見直しに伴い、以下のとおり部門名称を変更いたします。 

 

新名称（予定） 現名称（2020年１月 31日現在） 

地域健康企画部 健康ソリューション部 

ヘルスケア研究開発部 商品研究開発部 

ビジネスリレーション部 業務センター室 

ＩＴ推進部 ＩＴ戦略部 

人事部 人事戦略部 

 

２． 2020年４月１日付の人事異動 

（１） 取締役の異動 

氏 名 新役職（予定） 現役職（2020年１月 31日現在） 

岡本 利治 

取締役副社長執行役員 

営業本部長 兼 

事業企画開発本部長 

取締役専務執行役員 

営業本部長 

吉田 智宣 

取締役常務執行役員 

営業本部副本部長 兼 

営業統括担当 兼 営業統括部長 

取締役常務執行役員 

コーポレート本部長 兼 

パブリックリレーション部長 

 

（２） 執行役員の異動・選任 

氏 名 新役職（予定） 現役職（2020年１月 31日現在） 

西 剛士 
常務執行役員 

コーポレート本部長 

常務執行役員 

営業本部副本部長 兼 営業部長 

望月 美佐緒 

常務執行役員 

健康ソリューション本部副本部長 兼 

ヘルスケア研究開発部長 兼 

シナプソロジー研究所長 

常務執行役員 

健康ソリューション本部副本部長 兼 

商品研究開発部長 兼 

シナプソロジー研究所長 

渋谷 弘衛 
執行役員 

特命・競技強化担当 

執行役員 

地域健康営業・健康経営推進担当 

競技強化担当 兼 

事業サポート部長 兼 

地域健康営業部長 

平野 晃浩 

（新任） 

執行役員 

営業企画・コミュニケーションデザイ

ン担当 兼 

コミュニケーションデザイン部長 

コミュニケーションデザイン部長 

 



 

 

（３） 部長の異動 

氏 名 新役職（予定） 現役職（2020年１月 31日現在） 

佐藤 博志 第１営業部長 営業部第２エリアマネジャー 

八木 友広 第２営業部長 営業部第７エリアマネジャー 

野口 宏之 第３営業部長 営業部第 13エリアマネジャー 

熊坂 克哉 地域健康企画部長 健康ソリューション部長 

南雲 政人 健康ソリューション企画部長 
新規事業プロジェクト 

プロジェクトリーダー 

落合 浩二 営業企画部長 営業部次長 

後藤 健 ビジネスリレーション部長 業務センター室長 

篠田 卓 ＩＴ推進部長 ＩＴ戦略部課長 

日野 俊介 人事部長 人事戦略部長 

 

３． 2020年６月開催予定の第 38回定時株主総会日付の人事異動 

（１） 退任予定取締役 

吉田正昭氏及び吉田智宣氏は、第 38 回定時株主総会終結の時をもって任期満了により、

取締役を退任予定です。 

氏 名 新役職（予定） 2020年４月１日における役職 

吉田 正昭 顧問 取締役 顧問 

吉田 智宣 

常務執行役員 

営業本部副本部長 兼 

営業統括担当 兼 営業統括部長 

取締役常務執行役員 

営業本部副本部長 兼 

営業統括担当 兼 営業統括部長 

 

（２） 新任取締役候補者 

氏 名 新役職（予定） 2020年４月１日における役職 

西 剛士 
取締役常務執行役員 

コーポレート本部長 

常務執行役員 

コーポレート本部長 

望月 美佐緒 

取締役常務執行役員 

健康ソリューション本部副本部長 兼 

ヘルスケア研究開発部長 兼 

シナプソロジー研究所長 

常務執行役員 

健康ソリューション本部副本部長 兼 

ヘルスケア研究開発部長 兼 

シナプソロジー研究所長 

（注）新任取締役の略歴は別紙 

以上 



 

 

 

【参考】 

2020年６月開催予定の第 38回定時株主総会日における役員体制 

 

【取締役】 

氏 名 役職（予定） 

斎藤 敏一（重任） 代表取締役会長 

髙﨑 尚樹（重任） 
代表取締役社長執行役員 最高健康責任者（ＣＨＯ） 

健康ソリューション本部長 

岡本 利治（重任） 取締役副社長執行役員 兼 営業本部長 兼 事業企画開発本部長 

安澤 嘉丞（重任） 取締役常務執行役員 最高財務責任者 経営管理本部長 

西  剛士（新任） 取締役常務執行役員 コーポレート本部長 

望月 美佐緒（新任） 
取締役常務執行役員 健康ソリューション本部副本部長 兼 

ヘルスケア研究開発部長 兼 シナプソロジー研究所長 

河本 宏子（重任） 取締役（社外） 

浅井 健 （重任） 取締役（社外） 

 

【監査役】 

氏 名 役職（予定） 

西村 正則 監査役 

田中 俊和（重任） 監査役 

鉢村 健 監査役（社外） 

生田 美弥子（重任） 監査役（社外） 

  



 

 

【別紙】新任取締役候補者の略歴 

 

（１） 西 剛士氏 略歴（新任取締役候補者） 

 

氏名（よみがな） 西 剛士（にし たけし） 

1997年７月 当社 入社 

2006年４月 当社 第１営業統括部第２営業部長 

2010年４月 当社 執行役員 第３営業部長 

2017年４月 当社 常務執行役員 スポーツクラブ事業担当補佐兼第１営業部長 

2018年４月 当社 常務執行役員 営業本部副本部長兼第１営業部長 

2019年４月 当社 常務執行役員 営業本部副本部長兼営業部長 

 

（２） 望月 美佐緒氏 略歴（新任取締役候補者） 

 

氏名（よみがな） 望月 美佐緒（もちづき みさお） 

1987年 12月 当社 入社 

2002年 10月 当社 ＳＶグループ部長 

2005年６月 当社 執行役員 品質管理部長 

2015年 10月 当社 執行役員 新規事業推進部長 

2018年４月 当社 常務執行役員 健康ソリューション本部副本部長 兼 

健康スポーツ教育研究所長 

2019年４月 当社 常務執行役員 健康ソリューション本部副本部長 兼 

商品研究開発部長 兼 シナプソロジー研究所長 

 

 


