
 
            

 

平成 1７年 6 月 24 日 

各位 
不動産投信発行者名 
東京都港区浜松町二丁目 4番 1 号 
オリックス不動産投資法人 
代表者名 執行役員 市川 洋 
（コード番号 8954） 

 
問合せ先 
オリックス・アセットマネジメント株式会社 
執行役員 齊藤 裕久 
TEL 03-3435-3443 

 
 

投資信託委託業者における取締役改選等に関するお知らせ 
 
 
本投資法人が資産の運用を委託する投資信託委託業者であるオリックス・アセットマネジメ

ント株式会社において、本日、定時株主総会が開催され、取締役および監査役の改選が決議

されました。また、株主総会後に開催された同日付の取締役会において、代表取締役および

執行役員の選任が決議されましたので、下記の通りお知らせ致します。 
 
 

記 
 
 
1. 就任した取締役、監査役および執行役員（平成 17 年６月 24 日付）  

 

取締役 古川 浩 （重任 取締役会長） 
取締役 市川 洋 （重任 代表取締役社長） 
取締役（非常勤） 世古 叡 （重任） 
監査役（非常勤） 加藤 高雄 （重任） 
執行役員 安達 英一 （投資運用第 1部長委嘱、投資運用第２部長委嘱、 

運用計理部管掌） 
 
※就任した取締役、監査役および執行役員の略歴、新組織図は別紙記載のとおり。 
 

 
以上 

 
本日資料の配布先：兜クラブ、国土交通省建設専門紙記者会



 
            

 

別紙 
【就任した取締役等の略歴】 

役職名 氏名（生年月日） 主要略歴 

取締役会長 
古川 浩 

（昭和14年６月26日生）

昭和38年４月 株式会社三和銀行 入行 
昭和43年12月 オリエント・リース株式会社（現オ

リックス株式会社） 入社 
昭和61年６月 同社 総務部長 
平成４年６月 同社 取締役 就任 
平成９年５月 同社 常務取締役 就任 
平成10年６月 同社 常務取締役兼執行役員 就任
平成11年６月 同社 取締役兼常務執行役員 就任
平成12年６月 オリックス・オート・リース株式会

社 代表取締役会長 就任  
平成13年４月 オリックス証券株式会社 代表取締

役社長 就任 
平成15年６月 オリックス・アセットマネジメント

株式会社 代表取締役会長兼ＣＥＯ
就任 

平成17年６月 オリックス・アセットマネジメント
株式会社 取締役会長 就任（現職）

代表取締役
社長 

市川 洋 
（昭和18年12月６日生）

昭和47年11月 物産不動産株式会社 入社 
昭和56年２月 オリエント・リース株式会社（現オ

リックス株式会社） 入社 
平成２年１月 同社 不動産事業本部部長 
平成２年３月 同社 鑑定部長 
平成７年７月 同社 不動産事業部長 
平成11年３月 同社 不動産鑑定部長 
平成14年１月 同社 不動産鑑定グループ部長 
平成14年６月 オリックス・アセットマネジメント

株式会社 代表取締役社長 就任 
平成15年５月 本投資法人 執行役員 就任（現職）
平成15年６月 オリックス・アセットマネジメント

株式会社 代表取締役社長兼ＣＯＯ
就任 

平成17年６月 オリックス・アセットマネジメント
株式会社 代表取締役社長 就任
（現職） 

取締役 
（非常勤） 

世古 叡 
（昭和16年１月14日生）

昭和45年５月 オリエント・リース株式会社（現オ
リックス株式会社） 入社 

昭和54年５月 ORIENT LEASING SINGAPORE LTD. 
President 

昭和58年１月 ORIENT-U.S.LEASING CORPORATION 
President 

平成１年４月 ORIX ASIA LIMITED President 
平成３年10月 オリックス株式会社 海外審査部長
平成６年９月 ORIX REAL ESTATE EQUITIES INC. 

President 
平成８年５月 ORIX USA CORPORATION President 
平成10年４月 オリックス生命保険株式会社 
       専務取締役 就任 
平成14年３月 オリックス投信投資顧問株式会社 

代表取締役社長 就任 
平成16年６月 オリックス・アセットマネジメント

株式会社 取締役 就任（現職） 



 
            

 

 

役職名 氏名（生年月日） 主要略歴 

監査役 
（非常勤） 

加藤 高雄 
（昭和28年10月24日生）

昭和54年４月 オリエント・リース株式会社（現オ
リックス株式会社） 入社 

平成13年６月 同社 経理部長 兼 オリックス・
エム・アイ・シー株式会社 取締役
就任（現職） 

平成14年６月 オリックス・アセットマネジメント
株式会社 監査役 就任（現職） 

執行役員 
安達 英一 

（昭和37年９月15日生）

昭和61年４月  オリエント・リース株式会社（現オ
リックス株式会社）入社  

昭和63年９月  株式会社トーシキインテリア（現オ
リックス・インテリア株式会社） 
 不動産事業本部 

平成６年２月 オリックス株式会社  不動産事業本
部 

平成６年11月 同社 不動産鑑定部 
平成15年10月 オリックス・アセットマネジメン株

式会社 
平成16年６月 同社 投資運用第１部長（現職） 
平成17年３月 同社 投資運用第２部長（現職） 
平成17年６月 同社 執行役員 就任（現職） 

 

 

1.投資方針の立案 1.運用資産に係る 1.運用資産のﾎﾟｰﾄ 1.投資主等への情報 1.投資法人の経理･ 1.ﾘｽｸ管理･

2.運用資産の取得・ 　運営管理業務   ﾌｫﾘｵ管理 　開示 　税務に関する業務 　ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ統括

　処分の立案 2.運用資産の計数管理 2.投資法人のｴｸｲﾃｨｰ･ 2.投資法人のﾃﾞｯﾄ･ 2.法務

3.不動産市場に関 3.投資運用部の業務 　ﾌｧｲﾅﾝｽ 　ﾌｧｲﾅﾝｽ

　する調査 　のﾘｽｸ管理･ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ 3.OAMの経理・税務

  総務･人事

(主な業務）

社長室

(主な業務） (主な業務） (主な業務） (主な業務） (主な業務）

投資運用第1部

執行役員

投資運用第2部 運用計理部 企画IR部 財務経理部

執行役員

取締役会長

代表取締役社長

運用財務委員会

ﾘｽｸ･ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ
委員会

株主総会

監査役

取締役会

【ｵﾘｯｸｽ･ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社（OAM）新組織図】


