
                  
 

 

平成 26年 3 月 20日 

各 位  

 
不動産投資信託証券発行者名 

東京都千代田区麹町二丁目 12 番地 

積水ハウス・ＳＩ 投資法人 

代表者名  執行役員      坂 本 光 司 

       （コード番号：8973） 

資産運用会社名 

東京都千代田区麹町二丁目 12 番地 

積水ハウス・ＳＩ アセットマネジメント株式会社 

代表者名 代表取締役     南 修 

問合せ先  ＩＲ･財務部長     佐 々 木 吉 弥 

 TEL.03-5215-8973（代表） 

 

本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異動に関するお知らせ 

 

 

積水ハウス・ＳＩ 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積水ハウス・ＳＩ 

アセッ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、本資産運用会社における

代表取締役をはじめとする役員の異動及び重要な使用人の異動（以下「本異動」といいます。）を決定しまし

たので、下記のとおりお知らせします。 

 

記 

 

１. 役員の異動 

（１）代表取締役及び取締役の異動（平成 26 年 3月 20 日付） 

新任 退任 

代表取締役社長      南  修 代表取締役社長      井上 順一 

取締役副社長       佐藤 信義 取締役（非常勤）     木田 敦宏 

 

（２）監査役の異動（平成 26年 3月 20 日付） 

新任 退任 

監査役（非常勤）     河村 直樹  監査役（非常勤）     吉本 継蔵  

 

（３）本異動後の本資産運用会社の役員の状況 

役職名 氏名 備考（常勤・非常勤の別等） 

代表取締役社長（※） 南  修 － 

取締役副社長（※） 佐藤 信義 － 

専務取締役 坂本 光司 ＩＲ・財務部・不動産投資部・管理部担当 

取締役 桂  正樹 不動産運用部担当 

取締役 稲澤 良樹 非常勤（積水ハウス株式会社 経理財務部 部長） 

監査役（※） 河村 直樹 非常勤（積水ハウス株式会社 法務部 課長） 

※ 新任代表取締役、新任取締役副社長及び新任監査役の略歴は別紙のとおりです。 

 



                  
 

 

 

２. 重要な使用人の異動（平成 26年 3月 20 日付） 

役職名 新任 退任 

ＩＲ・財務部長（※） 佐々木 吉弥 佐藤 信義 

※ 新任の重要な使用人の略歴は別紙のとおりです。 

 

 

なお、本件に関しましては、金融商品取引法の規定に従い、金融庁長官に届出を行います。また、宅地建物

取引業法の規定及び取引一任代理の認可に係る条件に従い、国土交通大臣に届出を行います。併せて代表者の

変更として、東京都知事に届出を行います。 

 

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 ： http://www.shsi-reit.co.jp/ 

http://www.shsi-reit.co.jp/


                  
 

 

 

別紙 

 

役職名 氏名 主要略歴 

代表取締役

社長 
南  修 

昭和 58 年 4月  積水ハウス株式会社 入社 

都市開発事業部 

平成 3 年 8月  同社 東京都市開発事業部 

平成 11 年 4月  同社 開発事業部 

平成 18 年 4月  同社 開発企画部長 

平成 22 年 2月  同社 東日本開発企画部長 

平成 22 年 5月  同社 東日本開発事業部長 

平成 24 年 5月  同社 開発事業部 部長 

平成 24 年 6月  日本郵政株式会社 出向 不動産企画部 部付部長 

平成 26 年 3月  積水ハウス・ＳＩ アセットマネジメント株式会社 出向 

顧問 

平成 26 年 3月  同社 代表取締役社長就任（現任） 

取締役 

副社長 
佐藤 信義 

平成 6 年 4月  オリックス株式会社 入社 

不動産鑑定部 

平成 10 年 3月  同社 大阪営業第二部 

平成 14 年 3月  同社 プロジェクトファイナンス部 

平成 17 年 3月  同社 ストラクチャードファイナンス部 

平成 19 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 

平成 21 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・ＳＩ アセットマネジメント株式会社）出向 

ＩＲ・財務部 担当部長 

平成 21 年 4月  同社 ＩＲ・財務部長 

平成 22 年 3月  同社 転籍 ＩＲ・財務部長 

平成 26 年 3月  同社 取締役副社長就任（現任） 

監査役 河村 直樹 

平成 8 年 4月  積水ハウス株式会社 入社 

総務部 

平成 14 年 8月  同社 法務部 

平成 22 年 4月  同社 法務部 課長（現職） 

平成 26 年 3月  積水ハウス・ＳＩ アセットマネジメント株式会社 

監査役（非常勤）就任（現任） 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  
 

 

 

役職名 氏名 主要略歴 

ＩＲ・財務

部長 
佐々木 吉弥 

平成 3 年 9月  学校法人大原学園／大原簿記学校 入社 

税理士科法人税法課 専任講師 

平成 7 年 9月  同校 税理士科法人税法課 課長補佐 

平成 16 年 9月  田中税理士事務所 入所 

学校法人大原学園／大原簿記学校 非常勤講師 兼務 

平成 17 年 9月  カナル投信株式会社（現 平和不動産アセットマネジメント株

式会社）入社 管理部管理課 課長代理 

平成 18 年 10月  ディー・ブレイン証券株式会社（現 日本クラウド証券株式会

社）入社 審査部 マネージャー 

平成 19 年 9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・ＳＩ アセットマネジメント株式会社）入社 

ＩＲ・財務部 シニアマネージャー 

平成 26 年 3月  同社 ＩＲ・財務部長（現職） 

 


