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資産運用会社における役員候補者の決定に関するお知らせ

プレミア投資法人（以下「本投資法人」といいます。）が資産の運用を委託する資産運用会社であるプレミア・リート・アドバイザーズ

株式会社（以下「PRA」といいます。）は、本日開催の取締役会において、役員候補者について下記２．及び３．のとおり決議しました

ので、お知らせします。なお、これに伴う監査役の異動については、平成 25 年６月中旬に開催予定の PRA の定時株主総会

（以下「定時株主総会」といいます。）における承認、取締役については平成 25 年６月 19 日に開催予定の PRAの臨時株主総会

（以下「臨時株主総会」といいます。）における承認を前提としています。

また、臨時株主総会後に開催される取締役会において決定される予定の主要な人事異動につき、併せてお知らせします。

記

１． 決定の理由

今般、役員１名が任期満了により退任し、役員４名が辞任するため、定時株主総会及び臨時株主総会に下記の役員候補者の

選任を提案するものです。なお、そのうち役員２名は PRA の筆頭株主であるエヌ・ティ・ティ都市開発株式会社より派遣され、

役員３名は内部の異動によるものです。

２． 監査役の異動

(１) 異動予定日

定時株主総会の日（平成 25 年６月中旬開催予定）

(２) 監査役の異動の内容

選任予定監査役 退任予定監査役

真崎 達也（まざき たつや） 奥田 孝浩（おくだ たかひろ）

※ 選任予定監査役の略歴は別紙のとおりです。

３． 取締役の異動

(１) 異動予定日

臨時株主総会の日（平成 25 年６月 19 日）

(２) 取締役の異動の内容

選任予定取締役 辞任予定取締役

奥田 孝浩（おくだ たかひろ） 村岸 公人（むらぎし きみと）

木村 一浩（きむら かずひろ） 駒井 厚生（こまい あつお）

服部 克士（はっとり かつし） 長谷川 和弘（はせがわ かずひろ）

金成 克典（かなり かつのり） 岡田 昌輝（おかだ まさてる）

※ 選任予定取締役の略歴は別紙のとおりです。

４． 主要な人事異動

(１) 異動予定日

臨時株主総会開催後に開催予定の取締役会の日（平成 25 年６月 19 日）

(２) 主要な人事異動の内容

氏名 新 旧

奥田 孝浩（おくだ たかひろ） 代表取締役社長（新任） 監査役（非常勤）

安武 文宏（やすたけ ふみひろ） 取締役副社長 取締役副社長兼投資運用本部長

木村 一浩（きむら かずひろ） 取締役 業務運営本部長（新任） 業務運営本部長

服部 克士（はっとり かつし） 取締役 投資運用本部長兼

投資運用部長（新任）

投資運用部長



２

なお、本件に関しては、上記２．及び３．の役員の異動後、金融商品取引法の規定に従い金融庁長官に、宅地建物取引業法の

規定に従い東京都知事に、宅地建物取引業法に基づく取引一任代理の認可の条件に従い国土交通大臣に、それぞれ役員の

変更として届け出ます。また、上記４．の主要な人事異動の後、重要な使用人の異動について、金融商品取引法の規定に

従い金融庁長官に、宅地建物取引業法の規定に従い東京都知事に、宅地建物取引業法に基づく取引一任代理の認可の

条件に従い国土交通大臣に、それぞれ重要な使用人の変更として届け出ます。

以上

※ 本資料の配布先：兜クラブ、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.pic-reit.co.jp



【別紙】

３

役職名 氏名 主要略歴

代表取締役社長 奥田 孝浩

(おくだ たかひろ)

昭和51年 ４月 日本電信電話公社 入社

平成11年 ６月 日本電信電話株式会社 持株会社移行本部 第四部門 担当部長

平成11年 ７月 同社 第四部門 担当部長

平成14年 ７月 東日本電信電話株式会社 新潟支店長

平成17年 ６月 エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社 取締役

平成17年 ７月 同社 取締役 経理部長

平成18年 ２月 同社 取締役 財務部長

平成20年 ６月 同社 取締役 経営企画部長 財務部担当

平成22年 ６月 プレミア・リート・アドバイザーズ株式会社 監査役 （非常勤）（現職）

平成22年 ７月 エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社 取締役 経営企画部長

平成23年 ６月 同社 常務取締役 経営企画部長 CSR担当（現職）

平成25年 ６月 プレミア・リート・アドバイザーズ株式会社 代表取締役社長就任予定

取締役

業務運営本部長

木村 一浩

(きむら かずひろ)

昭和56年 ４月 日本電信電話公社 入社

平成14年 ３月 日本電信電話株式会社 第四部門 担当課長

平成14年 ６月 東日本電信電話株式会社 埼玉支店企画部 担当課長

平成16年 ７月 日本電信電話株式会社 第四部門 担当課長

平成21年 ７月 東日本電信電話株式会社 総務人事部 担当課長

（株式会社NTT東日本プロパティーズに出向）

平成21年10月 同社 総務人事部 担当部長

（株式会社NTT東日本プロパティーズに出向）

平成25年 ５月 エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社 総務部 担当部長

（プレミア・リート・アドバイザーズ株式会社に出向、同社 業務運営

本部長（現職））

平成25年 ６月 プレミア・リート・アドバイザーズ株式会社 取締役 業務運営本部長

（出向）就任予定

取締役

投資運用本部長

兼投資運用部長

服部 克士

(はっとり かつし)

昭和63年 ４月 日本電信電話株式会社 入社

平成16年 ４月 エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社 開発推進部 担当課長

平成25年 １月 同社 総務部 担当課長

（プレミア・リート・アドバイザーズ株式会社に出向、同社 投資運用

部長（現職））

平成25年 ６月 プレミア・リート・アドバイザーズ株式会社 取締役 投資運用本部長

兼投資運用部長（出向）就任予定

取締役（非常勤） 金成 克典

(かなり かつのり)

昭和62年 ４月 日本電信電話株式会社 入社

平成 ９年 ３月 同社 関西支社設備企画部 不動産企画室 担当課長

平成11年 １月 同社 西日本会社移行本部 総務部 担当課長

平成11年 ７月 西日本電信電話株式会社 総務部 不動産企画室 担当課長

平成13年 ４月 東日本電信電話株式会社持株会社 企画部 担当課長

（株式会社エヌ・ティ・ティファシリティーズに出向）

平成14年 ４月 株式会社エヌ・ティ・ティファシリティーズ 総務部 担当課長

平成15年 ４月 同社 営業本部 第二法人営業部 担当課長

平成18年 ７月 同社 総務部 担当課長

（株式会社NTT ファシリティーズ中央に出向）

平成18年10月 同社 総務部 担当部長

（株式会社NTT ファシリティーズ中央に出向）

平成19年 ４月 エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社 開発推進部 担当部長

平成22年10月 株式会社NTT ファシリティーズ 建築事業本部 事業企画部長

平成24年 ７月 エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社 開発推進部 担当部長（現職）

平成25年 ６月 プレミア・リート・アドバイザーズ株式会社 取締役（非常勤）就任予定

監査役（非常勤） 真崎 達也

(まざき たつや)

平成 １年 ４月 日本電信電話株式会社 入社

平成14年 ５月 西日本電信電話株式会社 人事部 担当課長

（NTTエレクトロニクス株式会社に出向）

平成16年 ３月 同社 人事部 担当課長

（エヌ・ティ・ティ・ビジネスアソシエ株式会社に出向）

平成21年10月 同社 人事部 担当部長

（エヌ・ティ・ティ・ビジネスアソシエ株式会社に出向）

平成22年 ７月 エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社 不動産投資推進部 担当部長

（現職）

平成25年 ６月 プレミア・リート・アドバイザーズ株式会社 監査役（非常勤）就任予定


