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2022 年３月８日 

各    位  
不動産投資信託証券発行者名  
 東京都千代田区丸の内一丁目６番５号 
 三菱地所物流リート投資法人 
 代表者名  執行役員  髙梨 憲 
  （コード番号 3481） 
資産運用会社名    
 三菱地所投資顧問株式会社 
 代表者名  取締役社長  荒木 治彦 
 問合せ先  取締役物流リート部長 髙梨 憲 
 TEL:03-3218-0030 

 

資産運用会社における取締役、執行役員、重要な使用人の異動及び代表取締役の変更予定 
並びに組織変更に関するお知らせ 

 

三菱地所物流リート投資法人（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

である三菱地所投資顧問株式会社（以下「本資産運用会社」といいます。）は、2022年３月８日に開催され

た取締役会において、新任の取締役候補の選任に係る議案を2022年３月31日開催予定の株主総会に付議する

こと及び重要な使用人の変更並びに執行役員の選任を決定しました。加えて、2022年４月１日付で組織変更

が行われる予定ですので、お知らせいたします。 

なお、取締役の桑原直樹は、上記株主総会後に開催予定の取締役会において代表取締役候補として付議さ

れる予定です。 

 

記 

 

１. 退任予定の取締役（退任予定日：2022年３月31日付） 

取締役 上野 浩一（常勤） 

取締役 髙梨 憲（常勤） 

取締役 小島 正二郎（非常勤） 

 

２. 就任予定の代表取締役（就任予定日：2022年４月１日付） 

代表取締役 桑原 直樹（現専務取締役） 

 

３. 就任予定の取締役（就任予定日：2022年４月１日付） 

取締役 稲川 純路（非常勤） 

 

４. 就任予定の執行役員（就任予定日：2022年４月１日付） 

社長執行役員 増田 哲弥 

上級執行役員 桑原 直樹 

上級執行役員 塩入 啓之 

執行役員   上野 浩一 

執行役員   髙梨 憲 

執行役員   武田 和之 

 

５. 重要な使用人の変更（変更予定日：2022年４月１日付） 

役 職 名 新 旧 

ファンド企画部長（注１、２） 新井 利幸 － 

ファンド運用部長（注１、２） 上野 浩一（注３） － 

経営管理部長 武田 和之（注３、４） 上野 浩一 

内部監査部長 舟橋 健典 水上 博史 

（注１） 金融商品取引法に規定される重要な使用人をいいます。 

（注２） 2022 年４月１日に組織変更を行い、現在の私募ファンド部（部長 新井利幸）を廃止し、「私募ファンド部」の分掌業

務を「ファンド企画部」と「ファンド運用部」に移管します。 
（注３） 執行役員を兼任します。 

（注４） 人事総務部長を兼任します。 
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６. 組織変更の内容（変更日：2022年４月１日付） 

(1)「ファンド企画部」及び「ファンド運用部」の設置 

私募ファンドに係る業務の一層の拡大・推進を図るため、現在の「私募ファンド部」の分掌業務を、

「ファンド企画部」と「ファンド運用部」に移管することとし、私募ファンド部を廃止します。 

(2)「サステナビリティ推進室」の設置 

また、本資産運用会社としてのサステナビリティ推進体制の一層の拡充を目的として、経営管理部内

に「サステナビリティ推進室」を新設することといたしました。 

 

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される法令・規則等に従い、

必要な届出等の手続きを行います。 

 就任予定の取締役、執行役員及び新任部長の略歴並びに本資産運用会社の役員及び執行体制は別紙１記載、

本資産運用会社の組織図は別紙２記載の通りです。 

 

以上 
 

＊本投資法人のホームページアドレス：https://mel-reit.co.jp/ 
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【別紙１】 

 

就任予定の取締役及び新任部長の略歴 

役職名 氏名 主要略歴 

取締役 

（非常勤） 
稲川 純路 

1992年４月 三菱地所株式会社 入社 

2008年４月 ロックフェラーグループインターナショナル社 出向 

2013年５月 三菱地所株式会社 グローバル事業部 

兼投資マネジメント事業部 副長 

2014年４月 同社 欧米事業部兼投資マネジメント事業部 副長 

2016年４月 同社 海外業務企画部兼投資マネジメント事業部 副長 

2017年４月 同社 投資マネジメント事業部 専任部長ユニットリーダー 

2018年４月 同社 投資マネジメント事業部 担当部長ユニットリーダー 

2019年４月 TA リアルティ社 出向 エグゼクティブバイスプレジデント

（現任） 

2022年４月 三菱地所株式会社 投資マネジメント事業部長 

兼 三菱地所投資顧問株式会社 取締役（非常勤）（予定） 

内部監査部長 舟橋 健典 

1979年４月 三菱地所株式会社 入社 

1998年６月 同社 総務部 副長 

2005年４月 同社 総務部 担当部長 

2012年４月 メック・ヒューマンリソース株式会社 取締役社長 

2016年４月 三菱地所投資顧問株式会社 監査役 

兼 メック情報開発株式会社 監査役 

2017年６月 株式会社三菱地所設計 監査役 

兼 株式会社メック・デザイン・インターナショナル監査役 

2020年６月 三菱地所株式会社 在宅アドバイザー 

2022年４月 三菱地所投資顧問株式会社 内部監査部長（予定） 

 

本資産運用会社 役員及び執行体制（2022 年４月１日付（予定）） 

役職名 氏名 

代表取締役 社長執行役員 増田 哲弥 

代表取締役 上級執行役員 桑原 直樹 

取締役 上級執行役員 塩入 啓之 

取締役（非常勤） 稲川 純路 

監査役（非常勤） 吉津 耕次郎 

監査役（非常勤） 露崎 達也 

執行役員 上野 浩一 

執行役員 髙梨 憲 

執行役員 武田 和之 

 

投資営業部長 塩入 啓之（取締役上級執行役員兼任） 

私募リート部長 横田 拓哉 

ファンド企画部長 新井 利幸 

ファンド運用部長 上野 浩一（執行役員兼任） 

物流リート部長 髙梨 憲（執行役員兼任） 

経営管理部長 兼 人事総務部長 武田 和之（執行役員兼任） 

コンプライアンス部長 桑原 直樹（代表取締役上級執行役員兼任） 

内部監査部長 舟橋 健典 
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【別紙２】 

本資産運用会社の組織図 

（組織変更前） 

 

  

※議長：取締役社長

※議長 取締役会長　

※委員長：取締役会長

※委員長：取締役社長

※議長：取締役社長

※委員長：取締役社長

※議長：取締役社長 ※議長：取締役社長

コンプライアンス部投資営業部 私募リート部 私募ファンド部 物流リート部 経営管理部 人事総務部

取締役会長

バリュエーション
委員会

取締役社長

経営会議 内部監査部

運用状況報告会議 投資環境分析会議

サステナビリティ委員会

三菱地所投資顧問株式会社　組織図

株主総会

監査役 会計監査人

取締役会

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ・リスク
管理委員会
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（組織変更後） 

 

※議長：取締役社長

※議長 取締役会長　

※委員長：取締役会長

※委員長：取締役社長

※議長：取締役社長

※委員長：取締役社長

※議長：取締役社長 ※議長：取締役社長

三菱地所投資顧問株式会社　組織図

株主総会

監査役 会計監査人

取締役会

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ・リスク
管理委員会

取締役会長

バリュエーション
委員会

取締役社長

経営会議 内部監査部

運用状況報告会議 投資環境分析会議

サステナビリティ委員会

コンプライアンス部投資営業部 私募リート部 ファンド企画部 ファンド運用部 経営管理部 人事総務部物流リート部


