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資産運用会社における取締役並びに監査役の変更予定に関するお知らせ 
 
 本投資法人が資産の運用を委託する資産運用会社である株式会社東京リアルティ・インベストメン

ト・マネジメントにおいて、本日、取締役会を開催し、取締役並びに監査役候補に関し、下記の通り

平成 20 年 6月 10 日開催予定の定時株主総会に付議することを決定しました。 

また、株主総会後同日付にて開催予定の取締役会において、代表取締役の選定および取締役の使用

人業務の委嘱が付議される予定ですので、併せて下記のとおりお知らせいたします。 
 

記 

 

1. 取締役の変更（平成 20 年 6 月 10 日付（予定）） 

 (1) 就任取締役 

 取締役 萩原 稔弘 （重任、代表取締役） 

 取締役 北見 和夫 （重任、企画・管理部長委嘱） 

 取締役 三輪 誠治 （重任、投資運用部長委嘱） 

 取締役 古屋 康夫 （重任、財務部長委嘱） 

 取締役（非常勤） 稲田 史夫 （重任） 

 取締役（非常勤） 國吉 正純 （重任） 

 取締役（非常勤） 山口 晴樹 （新任） 

 取締役（非常勤） 味木 俊衛 （新任） 

 (2) 退任取締役 

 取締役（非常勤） 酒井 満 

 取締役（非常勤） 太田 道春 

 

2. 監査役の変更（平成 20 年 6 月 10 日付（予定）） 

 (1) 新任  日高 博人 

 (2) 退任  瓜生 眞一 

 

なお、本件に関しましては、金融商品取引法等の関係法令に基づく届出等必要となる手続きを行う

予定です。就任取締役、新任監査役の略歴は、別紙の通りです。 

以 上 
 

※ 本資料は、兜クラブ、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会に配布しております。 
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（別紙） 
 

就任取締役の略歴 

氏   名 略歴、当社における地位及び担当並びに他の法人等の代表状況 

所有する

当社の 

株式数 

萩原 稔弘 

 

昭和43年４月 東京建物株式会社入社 

平成４年４月 同社秘書室長兼人事部長 

平成９年３月 同社取締役秘書室長兼人事部長 

平成10年１月 同社取締役錦糸町開発事業部長 

平成11年４月 同社取締役大阪支店長 

平成13年１月 同社取締役 

平成13年１月 当社代表取締役社長（現在に至る） 

平成13年３月 東京建物株式会社取締役退任 

―― 

北見 和夫 

 

昭和50年４月 安田生命保険相互会社（現 明治安田生命保険相互会社）

 入社 

平成元年９月 同社不動産部不動産開発課課長 

平成７年４月 同社不動産部不動産開発課長 

平成９年４月 同社運用審査部審査第二課長 

平成12年８月 同社運用管理部融資総務課長 

平成15年４月 同社運用管理部融資管理課長 

平成16年１月 明治安田生命保険相互会社 関連事業部審議役 

 (関連事業経営調査) 

平成16年10月 当社入社（明治安田生命保険より出向） 

平成16年10月 当社取締役企画･管理部長（現在に至る） 

―― 

三輪 誠治 

 

昭和58年４月 東京建物株式会社入社 

平成元年４月 同社開発第１部 

平成３年４月 同社開発第１部課長代理 

平成７年４月 同社横浜開発部課長代理 

平成10年４月 同社横浜開発部課長 

平成10年７月 同社投資サービス部課長 

平成12年１月 同社投資事業開発部グループリーダー 

平成15年７月 当社入社（東京建物より出向） 

平成16年10月 当社投資運用部部長（運用グループ担当） 

平成18年３月 当社取締役投資運用部長（現在に至る） 

―― 

古屋 康夫 

 

昭和55年４月 安田生命保険相互会社（現 明治安田生命保険相互会社）

  入社 

平成５年４月 同社有価証券部ファンド運用室課長 

平成７年４月 同社運用企画部運用企画課課長 

平成９年４月 同社運用企画部運用業務課長 

平成10年10月 同社運用企画部運用企画課長 

平成11年４月 同社運用企画部運用業務課長 

平成12年４月 同社運用管理部運用リスク管理課長 

平成16年１月 明治安田生命保険相互会社 運用審査部 

  運用リスク管理グループ グループマネジャー 

平成18年４月 当社入社（明治安田生命保険より出向） 

平成18年４月 当社財務部長 

平成18年６月 当社取締役財務部長（現在に至る） 

―― 
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氏   名 略歴、当社における地位及び担当並びに他の法人等の代表状況 

所有する

当社の 

株式数 

稲田 史夫 

 

昭和58年４月 東京建物株式会社入社 

平成２年１月 同社国際業務室 

平成４年４月 同社企画部経営企画室調査役 

平成９年４月 同社企画部経営企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ課長 

平成10年１月 同社投資サービス室ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

平成12年１月 同社投資事業開発部ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

平成12年４月 当社代表取締役 

平成13年１月 当社代表取締役辞任 

平成17年３月 東京建物株式会社投資事業開発部長（現在に至る） 

平成17年３月 株式会社東京建物ファンドマネジメント取締役 

 （現在に至る） 

平成17年６月 当社取締役（現在に至る） 

―― 

國吉 正純 

 

昭和52年４月 ＯＨ設計工房 勤務 

昭和56年４月 國建築設計事務所 

昭和62年10月 明治生命保険相互会社(現 明治安田生命保険相互会社) 

  入社 不動産部勤務 

平成３年４月 同社不動産部不動産開発グループ課長 

平成７年４月 同社不動産部不動産課長 

平成９年４月 同社不動産部不動産収益管理グループリーダー 

平成12年４月 同社不動産部不動産投資グループリーダー 

平成16年１月 明治安田生命保険相互会社不動産部 

  不動産運用グループマネジャー 

平成18年４月 同社不動産部審議役（現在に至る） 

平成18年４月 当社取締役（現在に至る） 

―― 

山口 晴樹 

 

昭和51年４月 大成建設株式会社入社 

平成３年８月 同社横浜支店作業所課長 

平成８年６月 同社横浜支店管理部総務室課長 

平成10年４月 同社総務部厚生室次長 

平成12年１月 同社札幌支店管理部総務室室長 

平成13年６月 同社管理本部管財部管財室室長 

平成15年５月 同社管理本部管財部不動産室室長 

平成18年10月 同社都市開発本部開発事業部不動産室室長 

平成19年７月 同社都市開発本部資産マネジメント部不動産室室長 

平成20年４月 同社都市開発本部資産マネジメント部長（現在に至る） 

―― 

味木 俊衛 

 

昭和59年４月 安田火災海上保険株式会社（現 株式会社損害保険ジャパ

  ン）入社 

平成２年２月 同社財務企画部 

平成12年７月 同社財務企画部課長 

平成14年７月 株式会社損害保険ジャパン グローバル運用部課長 

平成18年４月 同社財務企画部課長 

平成20年４月 同社財務サービス部長（現在に至る） 

平成20年４月 株式会社損保ジャパン・クレジット取締役就任 

  （現在に至る） 

―― 
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新任監査役の略歴 

 

氏   名 略歴、当社における地位及び担当並びに他の法人等の代表状況 

所有する

当社の 

株式数 

日高 博人 

 

昭和52年４月 株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行 

平成元年６月 同社京都支店渉外１課長 

平成５年６月 同社稲城中央支店副支店長 

平成９年２月 安田不動産株式会社出向 

平成11年４月 同社入社 ビル営業部課長 

平成12年４月 同社ビル営業部次長 

平成13年６月 同社ビル事業本部ビル営業部長 

平成15年６月 同社ビル事業本部ビル営業部長兼ＰＭ室長 

平成16年４月 同社ビル事業本部ビル営業部長 

平成17年４月 同社営業推進部長 

平成17年11月 同社営業企画部長兼営業推進部長（現在に至る） 

―― 
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