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資産運用会社名 

コンソナント・インベストメント・マネジメント株式会社

代表者名 代表取締役社長 福田 直樹 

問合せ先 マネージャー 渡辺 晶子 
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資産運用会社における組織変更及び重要な使用人の異動に関するお知らせ 

 

インヴィンシブル投資法人（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

社であるコンソナント・インベストメント・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組織変更及び重要な使用人の異動について決定しましたので、

下記のとおりお知らせいたします。 

 
記 

 
組織変更及び重要な使用人の異動（平成 26 年１月１日付） 

１. 組織変更の内容 

企画・財務部を分割し、企画部及び財務部とします。これにより本資産運用会社の組織は、運用部、

企画部及び財務部の３部体制となります。 

 

なお、変更前（現行）及び変更後の組織図については、【別紙１】をご参照ください。 

 

２. 組織変更の目的 

今後の本投資法人の成長と、これに伴う本資産運用会社の業務拡大に備え、企画・財務部を主として

企画・ＩＲ業務を所管する企画部と、主として財務・経理業務を所管する財務部に分割し、より機能的

な運営体制を整えることが本組織変更の目的です。 

 

３. 重要な使用人の異動 

上記の組織変更に伴い、重要な使用人の人事異動を行います。 

対象者の氏名 異動前（現行） 異動後 

福田 直樹（ふくだ なおき） 代表取締役社長兼企画・財務部長 代表取締役社長 

竹縄  歩（たけなわ あゆみ）※ 企画・財務部 企画担当部長 企画部長 

定塚 泉美（じょうづか いずみ）※ 企画・財務部 財務担当部長 財務部長 

 ※就任企画部長及び財務部長の略歴については、【別紙２】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される法令・規則等に従い、

必要な届出等の手続を行います。 

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.invincible-inv.co.jp/
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【別紙１】組織図 

＜変更前（現行）＞ 

株主総会

取締役会

代表取締役

監査役

コンプライアンス・
オフィサー

コンプライアンス委員会投資委員会

運用部 企画・財務部

 

（注）下線は変更箇所です。以下同じです。 

 

企画・財務部 （１） 本資産運用会社の人事に関する業務 
（２） 本資産運用会社の経理及び出納並びに予算に関する業務 
（３） 本資産運用会社の株主総会及び取締役会運営に関する業務 
（４） 本投資法人の投資主総会及び役員会運営に関する業務 
（５） 規程の策定及び変更並びに廃止に関する業務 
（６） 経営計画策定に関する業務 
（７） 官公署及び関係団体等への対応業務 
（８） ＲＥＩＴ業界動向分析 
（９） コンプライアンス・オフィサー支援業務 
（１０） 法務に関する業務 
（１１） 各種契約の精査業務 
（１２） 情報システム機器の管理に関する業務 
（１３） コンプライアンス委員会運営に伴う事務支援 
（１４） 問合せ、苦情･クレームの受付に関する業務 
（１５） 機密情報等の保管及び管理に関する業務 
（１６） 運用資産に関する資金計画案の策定･変更 
（１７） 本投資法人の資本政策及び財務戦略に関する業務 
（１８） 本投資法人の金銭の分配に関する業務 
（１９） 投資口発行に関する業務 
（２０） 投資法人債の発行及び償還に関する業務 
（２１） 投資法人借入金の借入及び返済に関する業務 
（２２） 本投資法人及び投資法人債の格付取得に関する業務 
（２３） 経済状況及び市場動向の調査分析 
（２４） 本投資法人の会計及び税務並びに資金管理に関する業務 
（２５） 本投資法人の決算の分析及び評価に関する業務 
（２６） 本投資法人のＩＲ及びディスクロージャー並びに広報活動に関する業務 
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＜変更後＞ 

株主総会

取締役会

代表取締役

監査役

コンプライアンス・
オフィサー

コンプライアンス委員会投資委員会

運用部 財務部 企画部

 

 

財務部 （１） 運用資産に関する資金計画案の策定･変更 
（２） 本投資法人の資本政策及び財務戦略に関する業務 
（３） 本投資法人の金銭の分配に関する業務 
（４） 投資口発行に関する業務 
（５） 投資法人債の発行及び償還に関する業務 
（６） 投資法人借入金の借入及び返済に関する業務 
（７） 本投資法人及び投資法人債の格付取得に関する業務 
（８） 経済状況及び市場動向の調査分析 
（９） 本投資法人の会計及び税務並びに資金管理に関する業務 
（１０） 本投資法人の決算の分析及び評価に関する業務 

企画部 （１） 本資産運用会社の人事に関する業務 
（２） 本資産運用会社の経理及び出納並びに予算に関する業務 
（３） 本資産運用会社の株主総会及び取締役会運営に関する業務 
（４） 本投資法人のＩＲ及びディスクロージャー並びに広報活動に関する業務 
（５） 本投資法人の投資主総会及び役員会運営に関する業務 
（６） 規程の策定及び変更並びに廃止に関する業務 
（７） 経営計画策定に関する業務 
（８） 官公署及び関係団体等への対応業務 
（９） ＲＥＩＴ業界動向分析 
（１０） コンプライアンス・オフィサー支援業務 
（１１） 法務に関する業務 
（１２） 各種契約の精査業務 
（１３） 情報システム機器の管理に関する業務 
（１４） コンプライアンス委員会運営に伴う事務支援 
（１５） 問合せ、苦情･クレームの受付に関する業務 
（１６） 機密情報等の保管及び管理に関する業務 
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【別紙２】就任企画部長及び財務部長の略歴 

 
役職名 氏名 主要略歴 

企画部長 竹縄 歩 平成 13 年 ４月 三菱信託銀行株式会社（現 三菱ＵＦＪ信託銀行株

式会社） 

  平成 17 年 １月 株式会社パワーインベストメント（注） 

  平成 22 年 ２月 コンソナント・インベストメント・マネジメント株式

会社 転籍 企画部 マネージャー 

  平成 23 年 ８月 同社 企画・財務部 企画担当部長 

  平成 26 年 １月 同社 企画部長（就任予定） 

（注）東京グロースリート投資法人（現 インヴィンシブル投資法人（本投資法人））の元資産運用会社であり、平成 18 年５月 29 日付

にてグロースリート・アドバイザーズ株式会社（ＧＲＡ）へ商号変更しています。なお、本投資法人は、平成 22 年２月１日付に

て、エルシーピー投資法人と合併し、同日付にて資産の運用を委託する資産運用会社をＧＲＡから本資産運用会社へ変更してい

ます。 

 

役職名 氏名 主要略歴 

財務部長 定塚 泉美 昭和 63 年 10 月 信和ゴルフ株式会社 管理本部 

  平成 ２年 ６月 ネクストウェア株式会社 管理部 経理課 

  平成 13 年 11 月 エフテック株式会社 経営企画部 

  平成 16 年 ８月 エルシーピー・リート・アドバイザーズ株式会社 

（現 コンソナント・インベストメント・マネジメ

ント株式会社） 

  平成 18 年 12 月 株式会社レイコフ 社長室 

  平成 19 年 ８月 エルシーピー・リート・アドバイザーズ株式会社 

（現 コンソナント・インベストメント・マネジメ

ント株式会社）財務部 マネージャー 

  平成 23 年 ２月 同社 企画・財務部 財務担当部長 

  平成 26 年 １月 同社 財務部長（就任予定） 

 


