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2018年 3月 28日 

各 位 

不動産投資信託証券発行者名 

積水ハウス・リート投資法人 

代表者名 執行役員 井 上 順 一 

 （コード番号：3309） 

資産運用会社名 

積水ハウス投資顧問株式会社 

代表者名 代表取締役社長 井 上 順 一 

問合せ先 取締役管理本部長 木 田 敦 宏 

 TEL.03-6447-4870（代表） 

 

 

資産運用会社における監査役の辞任並びに取締役及び監査役の選任予定に関するお知らせ 

 

 

積水ハウス・リート投資法人が資産の運用を委託する積水ハウス投資顧問株式会社は、監査役（非常勤）

吉本継蔵より辞任の申し出があったため、本日開催の取締役会において、その旨受理するとともに、新たな

取締役及び監査役の選任について、会社法第 319 条第 1 項に基づく書面による株主総会に付議することを決

議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

記 

 

 

1．辞任する監査役（2018年 4月 30日付） 

  監査役（非常勤）   吉本 継蔵 （よしもと けいぞう） 

 

 

2．選任予定取締役及び監査役 （2018年 5月 1日付） 

  取締役副社長（常勤） 南  修  （みなみ おさむ） 

  取締役（常勤）    佐藤 信義 （さとう のぶよし） 

  取締役（常勤）    坂本 光司 （さかもと こうじ） 

  監査役（非常勤）   河村 直樹 （かわむら なおき） 

 

※選任予定取締役及び監査役の略歴は別紙記載のとおりです。 

 

 

なお、本件に関しては、金融商品取引法、宅地建物取引業法、その他関係法令の規定に従い、必要な届出等

の手続きを行います。 

 

以 上 

 

 

 

 

※積水ハウス・リート投資法人のホームページアドレス：http://www.sekisuihouse-reit.co.jp 

http://www.sekisuihouse-reit.co.jp/
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別紙 

 

選任予定取締役略歴 

役職名 氏名 主要略歴 

取締役副社長 南 修 1983年 4月 積水ハウス株式会社入社 都市開発事業部 

（常勤）  1991年 8月 同社 東京都市開発事業部 

  1999年 4月 同社 開発事業部 

  2006年 4月 同社 開発企画部長 

  2010年 2月 同社 東日本開発企画部長 

  2010年 5月 同社 東日本開発事業部長 

  2012年 5月 同社 開発事業部 部長 

  2012年 6月 日本郵政株式会社 出向 不動産企画部 部付

部長 

  2014年 3月 積水ハウス・ＳＩ アセットマネジメント株

式会社（現 積水ハウス・アセットマネジメ

ント株式会社）出向 顧問 

  2014年 3月 同社 代表取締役社長就任（現任） 

  2014年 4月 同社 転籍 

  2014年 6月 積水ハウス・ＳＩ レジデンシャル投資法人

（現 積水ハウス・レジデンシャル投資法

人） 執行役員就任（現任） 

  2018年 5月 積水ハウス投資顧問株式会社（注） 取締役副

社長（予定） 

取締役 佐藤 信義 1994年 4月 オリックス株式会社入社 不動産鑑定部 

（常勤）  1998年 3月 同社 大阪営業第二部 

  2002年 3月 同社 プロジェクトファイナンス部 

  2005年 3月 同社 ストラクチャードファイナンス部 

  2007年 4月 ラサールインベストメントマネージメント株

式会社（現 ラサール不動産投資顧問株式会

社）入社 投資営業部 アソシエイトディレク

ター 

  2009年 4月 株式会社ジョイント・コーポレーション入社 

株式会社ジョイント・キャピタル・パート

ナーズ（現 積水ハウス・アセットマネジメ

ント株式会社） 出向 ＩＲ・財務部 担当

部長 

  2009年 4月 同社 ＩＲ・財務部長 

  2010年 3月 同社 転籍 ＩＲ・財務部長 

  2014年 3月 同社 取締役副社長就任（現任） 

  2018年 5月 積水ハウス投資顧問株式会社（注） 取締役 

（予定） 
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役職名 氏名 主要略歴 

取締役 坂本 光司 1991年 4月 株式会社大京入社 

（常勤）  1999年 1月 株式会社ジョイント・コーポレーション入社 

  1999年 4月 株式会社ジョイント・ランド（現 株式会社

長谷工不動産ホールディングス）転籍 営業

部課長 

  2003年 4月 同社 業務部業務企画課長 

  2004年 4月 同社 業務部次長 

  2005年 4月 同社 経営企画室長代理 

  2005年12月 同社 経営企画室長 

  2006年 6月 同社 取締役就任 

  2008年 1月 株式会社ジョイント・キャピタル・パート

ナーズ（現 積水ハウス・アセットマネジメ

ント株式会社） 代表取締役社長就任 

  2010年 6月 積水ハウス・ＳＩ 投資法人（現 積水ハウ

ス・レジデンシャル投資法人） 執行役員就

任 

  2012年 5月 積水ハウス・ＳＩ アセットマネジメント株

式会社（現 積水ハウス・アセットマネジメ

ント株式会社） 専務取締役就任（現任） 

  2014年 3月 積水ハウス・ＳＩ 投資法人（現 積水ハウ

ス・レジデンシャル投資法人） 執行役員就

任 

  2018年 5月 積水ハウス投資顧問株式会社（注） 取締役 

（予定） 

 

選任予定監査役略歴 

役職名 氏名 主要略歴 

監査役 河村 直樹 1996年 4月 積水ハウス株式会社入社 総務部 

（非常勤）  2002年 8月 同社 法務部 

  2010年 4月 同社 法務部 課長 

  2014年 3月 積水ハウス・ＳＩ アセットマネジメント株

式会社（現 積水ハウス・アセットマネジメ

ント株式会社） 監査役（非常勤）就任（現

任） 

  2017年 4月 積水ハウス株式会社 法務部 部長（現任） 

  2018年 5月 積水ハウス投資顧問株式会社（注） 監査役 

（予定） 

（注）積水ハウス投資顧問株式会社は、2018 年 5 月 1 日付けで、その商号を「積水ハウス・アセットマネジメント株式会

社」に変更する予定です。 


