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 2020年３月 19日 

各  位 

  

本社所在地 東京都新宿区北新宿二丁目 21番１号 

会 社 名 RIZAPグループ株式会社 

代 表 者 代表取締役社長  瀬 戸  健 

コード番号 2928 札幌証券取引所アンビシャス 

問合せ 先 

 

執行役員 経営企画本部長 鎌 谷 賢 之 

 電話番 号 03-5337-1337 

Ｕ Ｒ Ｌ https://www.rizapgroup.com/ 

 

当社グループの新経営体制移行に伴う役員人事に関するお知らせ 

～構造改革から成長路線への転換に向けて、経営体制を刷新～ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり当社グループの新経営体制移行に伴う役員人事につい

て決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、新経営体制移行に伴う下記の人事は、本年６月開催予定

の当社第 17回定時株主総会およびその後の臨時取締役会を経て正式に決定する予定です。 

 

記 

 

１．新任取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者（本年６月開催予定の第 17回定時株主総会に付議予定） 

※藤田 勉氏および松岡 真宏氏は、社外取締役候補者です。 

 

２．新任監査等委員である取締役候補者（本年６月開催予定の第 17回定時株主総会に付議予定） 

※安達 俊久氏および東條 愛子氏は、社外取締役候補者です。 

 

 

氏名 新役職名 現役職名 

迎 綱治 

(むかえ こうじ) 

取締役 執行役員 

RIZAP事業・海外事業統括 

執行役員 

RIZAPスタジオ事業統括 

鎌谷 賢之 

(かまや たかゆき) 

取締役 執行役員 

グループ経営企画･財務経理統括 

執行役員 

経営企画本部長 兼 財務経理本部長 

塩田 徹 

(しおた てつ） 

取締役 執行役員 

グループ人事・総務・法務・ 

リスクマネジメント統括 

執行役員 

人事本部長 兼 法務・リスクマネジメント 

本部長 

藤田 勉 

(ふじた つとむ) 
取締役 (シティグループ証券株式会社 顧問) 

松岡 真宏 

(まつおか まさひろ) 
取締役 

(フロンティア・マネジメント株式会社 

 代表取締役） 

氏名 新役職名 現役職名 

安達 俊久 

(あだち としひさ) 

取締役 

監査等委員 

(グローバル IoTテクノロジーベンチャーズ 

 株式会社 代表取締役社長) 

東條 愛子 

(とうじょう あいこ) 

取締役 

監査等委員 
(一橋大学大学院 経営管理研究科 特任助教) 
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３．取締役の異動の内容（2020年３月 13日付） 

 

 

 

 

 

 

 

   ※中井戸信英氏および望月愛子氏より、2020年３月 13日付で当社取締役を辞任したい旨の 

申し出があり、同日付けでこれらの申し出を受理いたしました。 

   ※当該取締役の辞任後におきましても、法令及び定款に定める取締役の員数は満たしております。 

 

４．執行役員の異動（本年６月開催予定の第 17回定時株主総会後の臨時取締役会にて決議予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．異動の理由および新経営体制の概要 

当社は、2018 年 11 月より、一部グループ会社における経営再建の遅れが顕在化したことを受け、「グ

ループ会社・事業の経営再建の早期完遂」、「強靭な経営体質への変革」、「事業の選択と集中」、「新規Ｍ

＆Ａの原則凍結」および「成長事業への経営資源集中」を柱とする構造改革に取り組んでまいりました。 

当社は、この構造改革を３つのフェーズ（段階）に分けて段階的に推進し、前期はその第１段階

「フェーズⅠ」として短期的な収益改善が難しい事業および当初想定していたグループシナジーが見込

めない事業の整理を進め、今期は、第２段階である「フェーズⅡ（成長基盤の構築）」として、強靭な事

業基盤への変革やグループ管理体制の強化を進めてまいりました。 

来期からは、構造改革の最終段階である「フェーズⅢ（成長路線へ）」に着手いたしますが、これに伴

い、当社の経営体制も新たなグループ戦略の実行に最適な体制へ移行することと致します。 

新たな経営体制においては、当社グループの持続的成長とコーポレートガバナンスの強化の両立を目

指し、業務執行取締役および社外取締役をともに拡充いたします。業務執行取締役については、コア事

業である RIZAP事業のさらなる成長、成長戦略と財務戦略の強化、グループ全体の人財・組織基盤の強化

を担う若手の執行役員を登用して取締役会の若返りと活性化を図るとともに、社外取締役については、

資本市場、経営戦略、ベンチャー投資、証券市場における法規制等の専門家を招聘いたします。 

当社は、この新経営体制のもと、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を適切に反映させ

る中でコーポレートガバナンス改革を継続するとともに、持続的な成長を支える経営基盤の構築を進め、

中長期的な企業価値の向上を目指してまいります。 

新体制移行後（本年６月開催予定の第 17 回定時株主総会および臨時取締役会後）の取締役および執行

役員の体制は別紙１のとおりです。また、新任取締役候補の略歴は別紙２をご参照ください。 

以 上 

  

氏名 新役職名 現役職名 

中井戸 信英 

(なかいど のぶひで) 
－ 

取締役 

取締役会議長 

望月 愛子 

(もちづき あいこ) 
－ 取締役 

氏名 新役職名 現役職名 

内藤 雅義 

(ないとう まさよし) 

上級執行役員 

ライフスタイル事業統括 

執行役員 

ワンダー事業統括 

森 正人 

(もり まさと) 

上級執行役員 

イデア事業統括 

執行役員 

イデア事業統括 

岩本 眞二 

(いわもと しんじ） 

上級執行役員 

ＭＲＫ事業統括 

執行役員 

ＭＲＫ事業統括 

長谷川 亨 

(はせがわ とおる） 

上級執行役員 

インベストメント事業統括 

執行役員 

業務改革推進室長 
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 別紙１  

本年６月開催予定の第 17回定時株主総会および臨時取締役会後の当社経営体制 

 

＜取締役＞ 

代表取締役社長 瀬戸 健 

取締役 執行役員 迎 綱治 （RIZAP事業・海外事業統括） 

取締役 執行役員 鎌谷 賢之 （グループ経営企画・財務経理統括） 

取締役 執行役員 塩田 徹 （グループ人事・総務・法務・リスクマネジメント統括） 

取締役 藤田 勉 （社外取締役） 

取締役 松岡 真宏 （社外取締役） 

取締役 監査等委員 大谷 章二 （社外取締役） 

取締役 監査等委員 安達 俊久 （社外取締役） 

取締役 監査等委員 東條 愛子 （社外取締役） 

 

 

＜執行役員＞ 

上級執行役員  内藤 雅義 （ライフスタイル事業統括） 

上級執行役員  森 正人 （イデア事業統括） 

上級執行役員  岩本 眞二 （ＭＲＫ事業統括） 

上級執行役員 長谷川 亨 （インベストメント事業統括） 

執行役員 内藤 達次郎 （グループ CIO、グループ情報システム統括） 

執行役員  香西 哲雄 （企業提携戦略統括） 

執行役員 迎 綱治 （RIZAP事業・海外事業統括） 

執行役員 鎌谷 賢之 （グループ経営企画・財務経理統括） 

執行役員 塩田 徹 （グループ人事・総務・法務・リスクマネジメント統括） 

執行役員 平川 真淳 （ＳＤエンターテインメント株式会社 代表取締役社長） 

執行役員 濱中 眞紀夫 （夢展望株式会社 代表取締役社長） 

 

以 上 
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 別紙２  

ご参考：新任取締役候補の略歴 

 

（１）迎 綱治 (むかえ こうじ) 

  ・生年月日： 1980年３月 17日（40才）  

・略 歴 ： 2002年４月 大正製薬株式会社 入社 

2011年 10月 当社 入社 

2012年 12月 RIZAP株式会社 取締役（現任） 

2017年 8月 健康メディカルサービス株式会社 代表取締役 

2018年 4月 湘南ベルマーレ株式会社 取締役 

2018年 6月 RIZAP ENGLISH株式会社 取締役（現任） 

2019年４月 当社 執行役員（現任） 

 

（２）鎌谷 賢之 (かまや たかゆき) 

  ・生年月日： 1974年７月 16日生（45才） 

  ・略 歴 ： 1997年 4月 三洋電機株式会社 入社 

2007年 4月 同社 経営戦略部 担当部長（全社戦略担当） 

2009年 4月 ソフトバンク株式会社(現 ソフトバンクグループ) 入社 

2009年 7月 同社 社長室 シニアマネージャー（経営戦略担当） 

2014年 4月 株式会社ナガセ 常務執行役員 

2017年 1月 当社 入社、グループ戦略統括室長 

2018年 5月 当社 グループ管理本部長 

2019年 4月 当社 執行役員 経営企画本部長 

2019年 6月 株式会社ジーンズメイト 取締役（現任） 

2019年 6月 湘南ベルマーレ株式会社 取締役（現任） 

2019年 11月 当社 執行役員 経営企画本部長 兼 財務経理本部長（現任） 

 

（３）塩田 徹 (しおた てつ） 

  ・生年月日： 1973年８月 21日生（46才） 

  ・略 歴 ： 1997年 4月 株式会社大林組 入社 

 2000年 3月 アイ・ビー・エムビジネスコンサルティングサービス 

   （現 日本アイ・ビー・エム）株式会社入社 

 2009年 1月 株式会社ワールド入社 

 2015年 4月 パナソニックヘルスケアホールディングス（現 PHCホールディングス） 

   株式会社入社、人事部長・総務部長・CEOオフィス部長等を務める 

 2019年 6月 当社 入社 

 2019年 8月 当社 人事本部長 

 2019年 12月 当社 執行役員 人事本部長 兼 法務・リスクマネジメント本部長（現任） 

 

（４）藤田 勉 (ふじた つとむ) 

  ・生年月日： 1960年３月２日生（60才） 

  ・略 歴 ： 1982年 4月 山一證券株式会社 入社 

   1997年 10月 メリルリンチ投信投資顧問株式会社 入社 

   2000年 8月  シティグループ証券株式会社 入社 

   2010年 10月  シティグループ証券株式会社 取締役 副会長 

   2016年 5月  健康コーポレーション株式会社（現 当社） 経営諮問委員 
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   2016年 6月  シティグループ証券株式会社顧問 (現任) 

   2017年 4月  一橋大学大学院経営管理研究科 特任教授 (現任) 

   2017年 7月  一橋大学大学院フィンテック研究フォーラム 代表 (現任) 

   2019年 9月  株式会社ハウスドゥ 取締役 (現任) 

 

（５）松岡 真宏 (まつおか まさひろ) 

  ・生年月日： 1967年９月 20日生（52才） 

  ・略 歴 ： 1990年 4月 株式会社野村総合研究所 入社 

  1994年 7月 バークレイズ証券会社(現 バークレイズ証券株式会社) 入社 

 1997年 9月 SBCウォーバーグ証券会社 (現 UBS証券株式会社) 入社 

 1999年 9月 同社 株式調査部長 兼 マネージングディレクター 

 2003年 7月 株式会社産業再生機構入社 

 2004年 2月 同社 マネージングディレクター 

  2004年 6月 カネボウ株式会社 社外取締役 

  2005年 3月 株式会社ダイエー 社外取締役 

  2007年 1月 フロンティア・マネジメント株式会社 設立 代表取締役 (現任) 

   2016年 5月  健康コーポレーション株式会社（現 当社） 経営諮問委員 

 2017年 11月 FCDパートナーズ株式会社 代表取締役 (現任) 

 2018年 7月 俺の株式会社 社外取締役 (現任) 

 

（６）安達 俊久 (あだち としひさ) 

  ・生年月日： 1952年４月５日（68才） 

  ・略 歴 ： 1975年 4月 伊藤忠商事株式会社 入社 

  2000年 4月 伊藤忠テクノサイエンス株式会社 ビジネス開発部長 

 2002年 5月 伊藤忠テクノロジーベンチャーズ株式会社 代表取締役社長 

   2016年 2月 グローバル IoTテクノロジーベンチャーズ株式会社 代表取締役社長 (現任) 

 2017年 12月 株式会社リンクバル 社外取締役 (現任) 

 

（７）東條 愛子 (とうじょう あいこ) 

  ・生年月日： 1976年 3月 21日（43才） 

  ・略 歴 ： 2000 年 3 月 京都大学大学院 法学研究科修了（法学修士） 

  2000 年 4 月 メリルリンチ日本証券株式会社 入社 

  2000 年 11月 日興ソロモン・スミス・バーニー証券会社 

   （現シティグループ証券株式会社）入社 

  2008 年 1 月 同社 株式調査部 バイス・プレジデント 

  2017 年 4 月 一橋大学大学院 国際企業戦略研究科(現 経営管理研究科)特任助教(現任） 

  ・著 書 ： 「三角合併とＴＯＢのすべて―変貌する世界のＭ＆Ａ法制」 

   （2007年、金融財政事情研究会） 

 


