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平成 29年 2月 13日 

各  位 

不動産投資信託証券発行者 

 ケネディクス・オフィス投資法人 

 代表者名 執行役員 内田 直克 

  （コード番号 8972） 

資産運用会社 

 ケネディクス不動産投資顧問株式会社 

 代表者名 代表取締役社長 本間 良輔 

 問合せ先  

オフィス・リート本部 企画部長 

 

寺本 光 

 TEL: 03-5623-8979  

 
 

資産運用会社における代表取締役、取締役及び監査役の異動 

並びに重要な使用人の変更の予定に関するお知らせ 

 

ケネディクス・オフィス投資法人（以下「本投資法人」といいます。）が資産の運用を委託するケネディク

ス不動産投資顧問株式会社（以下「本資産運用会社」といいます。）は、平成29年3月29日開催予定の定時株主

総会にて下記1.及び2.記載のとおり新たな取締役と監査役の選任及び取締役の変更を付議すること、並びに重

要な使用人を下記4.記載のとおり変更することを決定しましたのでお知らせいたします。 

なお、本資産運用会社は、定時株主総会後に開催予定の取締役会において、本間良輔を代表取締役会長候補

として、田島正彦を代表取締役社長候補として付議する予定です。 

 

記 

 

1. 新たに就任予定の取締役及び監査役（平成 29 年 3月 29 日付） 

取締役 佐藤 啓介 

取締役 一木 元志 

監査役 小林 雅之 

＊略歴については、別紙をご参照ください。 

 

2. 退任予定の取締役（平成 29 年 3月 29日付） 

取締役最高業務執行者（COO） 田中 晃（レジデンシャル・リート本部長） 

 

3. 異動後の本資産運用会社の役員の状況（平成 29年 3月 29 日付） 

代表取締役会長（常勤） 本間 良輔 

代表取締役社長（常勤） 田島 正彦 

取締役最高業務執行者（COO）（常勤） 内田 直克（オフィス・リート本部長） 

取締役最高業務執行者（COO）（常勤） 浅野 晃弘（商業リート本部長） 

取締役最高業務執行者（COO）（常勤） 佐藤 啓介（レジデンシャル・リート本部長） 

取締役最高業務執行者（COO）（常勤） 一木 元志（プライベート・リート本部長兼 

プライベート・リート本部企画部長） 
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監査役（非常勤） 舩橋 晴雄 

監査役（非常勤） 植田 哲夫 

監査役（非常勤） 菅野 慎太郎 

監査役（非常勤） 小林 雅之 

 

4. 重要な使用人の変更（平成 29年 3月 29 日付） 

役職 （新） （旧） 

取締役最高業務執行者（COO）兼 

レジデンシャル・リート本部長 
佐藤 啓介 田中 晃 

オフィス・リート本部企画部長 竹田 治朗 寺本 光 

レジデンシャル・リート本部企画部長 山本 晋 佐藤 啓介 

 ＊略歴については、別紙をご参照ください。 

 

なお、本件に関しましては、金融商品取引法、宅地建物取引業法その他適用ある法令・規則に従い、必

要な届出等の手続きを行います。 

 

以 上 

 

   *本投資法人のウェブサイト：http://www.kdo-reit.com/ 

  

http://www.kdo-reit.com/
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別紙 

新任取締役の略歴 

役職名 氏名 主要略歴（会社名等当時） 

取締役最高業務執行者 

（COO）兼 

レジデンシャル・リート

本部長 

佐藤 啓介 平成 5年 4月 東急不動産株式会社 

平成 14年 10月 J.P.モルガン証券会社 

平成 18年 5月 キャピタル・アドバイザーズ株式会社 

平成 19年 10月 ラウンドヒル・キャピタルパートナーズ株式会社 

平成 23年 11月 ケネディクス株式会社  

平成 24年 2月 ケネディクス・リート・マネジメント株式会社 

財務企画部長 

平成 24年 8月 同社取締役投資運用部長 

平成 25年 10月 ケネディクス不動産投資顧問株式会社 

KRIファンド本部投資運用部長 

平成 28年 3月 同社レジデンシャル・リート本部 企画部長 

（現任※） 

平成 29年 3月 同社取締役最高業務執行者（COO）兼 

レジデンシャル・リート本部長（就任予定） 

  ※平成29年3月29日付で離任予定。 

役職名 氏名 主要略歴（会社名等当時） 

取締役最高業務執行者 

（COO）兼 

プライベート・リート本

部長兼プライベート・リ

ート本部企画部長 

 

一木 元志 平成 2年 4月 日本債券信用銀行本店営業第七部 

平成 6年 3月 同行青山支店 

平成 8年 3月 同行福岡支店 

平成 11年 3月 同行渋谷支店 

平成 13年 3月 同行本店営業第四部 

平成 14年 8月 ケネディ・ウィルソン・ジャパン株式会社 

不動産投資アドバイザリー部 

平成 21年 3月 同社経営企画部 

平成 22年 1月 ケネディクス・アセット・マネジメント株式会社 

出向 

平成 22年 6月 パシフィック・ホールディングス株式会社 

出向 

平成 23年 12月 ケネディクス株式会社経営企画部 

平成 25年 10月 ケネディクス不動産投資顧問株式会社  

特命担当 

同社KPIファンド本部ファンド本部長兼 

KPIファンド本部企画部長 

ケネディクス・プライベート投資法人 

執行役員（現任） 

平成 26年 2月 同社プライベート・リート本部長兼 

プライベート・リート本部企画部長（現任） 

平成 29年 3月 同社取締役最高業務執行者（COO）兼 

プライベート・リート本部長兼 

プライベート・リート本部企画部長（就任予定） 
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新任監査役の略歴 

役職名 氏名 主要略歴（会社名等当時） 

監査役 小林 雅之 昭和 59年 4月 東急建設株式会社 

平成 13年 8月  株式会社日本ルミナス 

平成 14年 6月 パシフィックマネジメント株式会社 

平成 15年 9月 ビジネスアンドアセットソリューション株式会社 

代表取締役 

平成 17年 6月 パシフィックマネジメント株式会社執行役員 

平成 20年 3月 同社取締役管理本部長 

平成 22年 6月 ケネディクス株式会社 コンプライアンス部長 

平成 25年 12月 同社総務・人事部長（現任※） 

平成 29年 3月 ケネディクス不動産投資顧問株式会社 

監査役（就任予定） 

  ※平成29年3月29日付で離任予定。 

 

新任企画部長の略歴 

役職名 氏名 主要略歴（会社名等当時） 

オフィス・リート本部 

企画部長 

竹田 治朗 平成 5年 4月 住友信託銀行株式会社 

平成 12年 8月 三幸エステート株式会社 

平成 14年 10月 日本ジーエムエーシー・コマーシャル・モーゲー

ジ株式会社 

平成 17年 5月 ハドソン・ジャパン株式会社不動産事業部 

ヴァイス プレジデント 

平成 26年 5月 ケネディクス株式会社ファンド運用本部 

運用第一部長（現任※） 

平成 29年 3月 ケネディクス不動産投資顧問株式会社 

オフィス・リート本部企画部長（就任予定） 

  ※平成29年3月29日付で離任予定。 

役職名 氏名 主要略歴（会社名等当時） 

レジデンシャル・リート

本部企画部長 

山本 晋 平成 14年 4月 都市基盤整備公団 

平成 17年 4月 パシフィックマネジメント株式会社  

平成 20年 1月 ビジネスアンドアセットソリューション株式会

社出向 

平成 21年 3月 パシフィックインベストメント株式会社 

ファンドオペレーション部 マネージャー 

平成 23年 1月 クッシュマン・アンド・ウェイクフィールド・ア

セットマネジメント株式会社 

投資企画部 シニアマネージャー 

平成 27年 1月 ケネディクス不動産投資顧問株式会社  

プライベート・リート本部 企画部 マネジャー

（現任※） 

平成 29年 3月 同社レジデンシャル・リート本部企画部長（就任

予定） 

  ※平成29年3月29日付で離任予定。 


