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                                                            平成 24 年 6 月 15 日 

各  位 

不動産投資信託証券発行者 

 ケネディクス不動産投資法人 

 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・リート・マネジメント株式会社 

 代表者名 代表取締役社長 内田 直克 

 問合せ先 財務企画部長 佐藤 啓介 

 TEL: 03-3519-3491  

 

 

資産運用会社における取締役及び重要な使用人の変更予定に関するお知らせ 

 

 ケネディクス不動産投資法人が資産の運用を委託する資産運用会社であるケネディクス・リート・マネジメ

ント株式会社（以下「本資産運用会社」といいます。）は、本日開催の取締役会において、現取締役 2 名が辞

任することに伴い取締役 2名を選任する件、及び今後の経営陣の充実強化を図るため取締役 1名を増員する件

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決議を行うべく、これを本資産運用会社の株主

に提案することを決議しました。また、本資産運用会社の重要な使用人の変更を決定しましたので、下記のと

おりお知らせいたします。 

記 

 

１． 就任予定の取締役 

(1) 平成 24年 7 月 1日付 

  （新任）取締役   下堂前 史彦 

(2) 平成 24年 8 月 1日付 

  （新任）取締役   佐藤 啓介 

  （新任）取締役   寺本 光 

 

２．退任予定の取締役 

(1) 平成 24年 6 月 30日付 

   （退任）取締役   大輪 正志 

(2) 平成 24年 7 月 31日付 

   （退任）取締役   小松 浩樹 

 

３．重要な使用人の変更 

役職名 新 旧 

投資運用部長 
佐藤 啓介 

（平成 24年 8月 1 日付就任） 

小松 浩樹 

（平成 24年 7月 31日付退任） 

資産管理部長 
下堂前 史彦 

（平成 24年 7月 1 日付就任） 

大輪 正志 

（平成 24年 6月 30日付退任） 

財務企画部長 
寺本 光 

（平成 24年 8月 1 日付就任） 

佐藤 啓介 

（平成 24年 7月 31日付退任） 
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４．平成 24 年 8月 1日時点の本資産運用会社の役員の状況（予定） 

代表取締役 内田 直克 

取締役    佐藤 啓介 （投資運用部長） 

取締役    下堂前 史彦 （資産管理部長） 

取締役    寺本 光 （財務企画部長） 

 

 

新任取締役の略歴については、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 

 
 

  *本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会 

*本投資法人のホームページアドレス  http://www.kdx-reit.com/ 

  

http://www.kdx-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 

取締役  

投資運用部長 

佐藤啓介 平成 5年 4月 東急不動産株式会社 都市事業本部 

平成 14年 10月 J.P.モルガン証券会社（現 JPモルガン証券株式会社） 

不動産ファイナンス部 

平成 18年 5 月 キャピタルアドバイザーズ株式会社 

住宅事業 1部長 

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 

（現 プルデンシャル・リアルエステート・インベス

ターズ・ジャパン株式会社） 

シニア・ヴァイス・プレジデント 

平成 23年 1 月 同社 ダイレクター 

平成 23年 11月 ケネディクス株式会社 戦略投資部 

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 出向 

財務企画部長 

平成 24年 8 月 同社 取締役投資運用部長（就任予定） 

 

役職名 氏名 主要略歴 

取締役 

資産管理部長 

下堂前史彦 平成 3年 4月 株式会社大塚商会 

平成 5年 1月 株式会社エム・エフ・ビルマネジメント 

（現 三井不動産ビルマネジメント株式会社） 

平成 16年 9 月 パシフィックマネジメント株式会社 

（現 パシフィックホールディングス株式会社） 

アセットマネジメント第 2部シニアマネジャー 

平成 17年 7 月 パシフィック・コマーシャル･インベストメント株式 

会社 出向 資産運用部ゼネラルマネージャー 

平成 19年 6 月 同社へ転籍 資産運用第 1部・第 2 部 管掌取締役 

平成 20年 9 月 同社 資産運用第 1部・第 2 部兼投資企画部 

管掌取締役 

平成 23年 1 月 ケネディクス・リート・マネジメント株式会社 

資産管理部 PM 担当部長 

平成 24年 7 月 同社 取締役資産管理部長（就任予定） 

 

役職名 氏名 主要略歴 

取締役  

財務企画部長 

寺本光 平成 6年 4月 株式会社さくら銀行（現 株式会社三井住友銀行） 

関内支店 

平成 8年 10 月 同社 横浜支店 

  平成 10年 1 月 同社 人事企画部 

  平成 10年 8 月 同社 芝支店 

  平成 12年 7 月 さくら証券株式会社（現 大和証券株式会社）出向 

ストラクチャード・ファイナンス部  

  平成 13年 4 月 大和証券 SMBC株式会社（現 大和証券株式会社）出向

（のちに転籍） 

ストラクチャード・ファイナンス部 

  平成 16年 8 月 同社 経営企画部 

  平成 18年 7 月 同社 コーポレート・ファイナンス第一部 

  平成 19年 9 月 ゴールドマン・サックス証券株式会社 投資銀行部門 

  平成 22年 6 月 ゴールドマン・サックス・リアルティ・ジャパン有限

会社 ディスポジション アンド ソーシング 

  平成 24年 6 月 ケネディクス株式会社 

ケネディクス・リート・マネジメント株式会社 出向 

財務企画部 財務担当部長 

  平成 24年 8 月 同社 取締役財務企画部長（就任予定） 


