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事業部訪問：営業業務部 海外業務課

ソディックのグローバル展開を強力にサポート
発行可能株式総数 150,000,000株
発行済株式総数 53,450,916株
株主数 12,539名

大株主

株式情報  （2018年6月30日現在）

株式情報

所有者別株式分布状況

株主メモ

当社の創業者であり、取締役名誉会長である古川利彦が平成30年7月6日（享年78歳）に永眠いたしました。
ジャパックス（株）在籍中の1965年に世界初の電極無消耗回路を開発、放電加工

技術に大きな革命をもたらしました。その後ジャパックスから独立し、76年に（株）ソ
ディックを創業。その後も、困難だと思われていた放電加工機のNC（数値制御）化に
成功するなど、常にお客様の声に耳を傾け、「世の中にないものは自分たちで創る」とい
う精神のもと、様々な技術開発を積み重ね、世界のものづくりを支えるメーカーとして
当社が飛躍する礎を築きました。
故人が生前に皆様より賜りましたご厚誼に対し、心より御礼申し上げます。

略歴
昭和51年8月　
当社設立、取締役社長
平成21年6月　
代表取締役会長
平成30年3月　
取締役名誉会長

創業者 取締役名誉会長逝去のお知らせ

株主名 名寄株式数（株） 持株比率（％）

株式会社ソディック 6,477,748 12.12
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）2,492,300 4.66
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）2,151,400 4.03
BNP	PARIBAS	 SECURITIES	 SERVICES	 LUXEMBOURG/
JASDEC/FIM/LUXEMBOURG	FUNDS/UCITS	ASSETS 1,380,000	 2.58

古川　利彦 1,195,975 2.24
CHASE	MANHATTAN	BANK	GTSCLIENTS	ACCOUNT	ESCROW 990,516 1.85
ソディック共栄持株会 887,800 1.66
株式会社三井住友銀行 850,000 1.59
有限会社ティ・エフ 850,000 1.59
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口5） 829,900 1.55

個人・その他　35.75％

金融機関　22.34％
その他法人　5.36％

証券会社　4.16％

自己名義　12.12％

外国法人等　20.26％

事業年度 1月1日～12月31日
株主確定日 ●  定時株主総会、期末配当金：12月31日
 ●  中間配当金：6月30日
定時株主総会 毎年3月
公告の方法 電子公告により行う
(公告掲載ＵＲＬ) https://www.sodick.co.jp/ir/ir-f.html

 ※ただし、電子公告によることができない事故、その他のやむを
得ない事由が生じた時には、日本経済新聞に公告いたします。

株主名簿管理人 みずほ信託銀行株式会社
同連絡先 みずほ信託銀行株式会社　証券代行部
 〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
 TEL 0120-288-324（通話料無料）
特別口座の管理機関 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
同連絡先 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部
 〒137-8081 東京都府中市日鋼町1-1 新東京郵便局私書箱29号 
 TEL 0120-232-711（通話料無料）
上場証券取引所 東京証券取引所　市場第1部　　証券コード：6143

ソディックを支える各事業部での業務を紹介します！初回は海外業務課です。

海外業務の仕事について教えてください。

海外販社から注文書（PO）を受け取り、海外の工
場へ発注する業務を担当しています。PO受領前に
機械の仕様の問い合わせや、お客様のデータや使用
目的（軍事転用されないか）などの情報を収集し、輸
出許可を得るための顧客審査も行います。

Q

A

世界中の人とやり取りをする中で苦労している点は？

海外とは時差がありますが、販社からの質問に
はできるだけ早く回答する必要があるのでタイムマ
ネジメントをしっかり行い、遅れが出ないように調
整しながら進めています。また、船積みや貿易の知
識があまりない現地の担当者には、通常より丁寧に
わかりやすく説明をするよう心がけています。

A

Q

目標・キャリアプランは？

今までは工作機械の受注のみを担当していまし
たが、部内でジョブローテーション制度が始まり、6
月からは射出成形機も担当しています。今後は生産
現場を見て製品の理解を深めたり、輸出規制等貿易
に関する専門知識を深めていきたいです。今後も多
くの知識を習得し、教える立場になれたらいいなと
思います。

A

Q

働きやすい職場ですか？

海外業務課は女性社員が多く、10人中8名が女
性です。産休・育休を取っている社員がいるほか、残
業も少なく、有給休暇も取りやすいので、女性にとっ
て働きやすい環境だと思います。

A

Q

仕事でのやりがいは？

世界中の方とやり取りができる点です。大宮営
業所、本社の総務を経て現在の海外業務課へ異動し
ましたが、埼玉近辺のエリアから、会社全体、世界中
へと範囲が広がって仕事のチャンスも広がりまし
た。これまでの経験があったからこそ全体感をもっ
て業務を行えています。

A

Q

女性が多く活躍しています！

海外業務課
鈴木	彩花
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〒224-8522
横浜市都筑区仲町台三丁目12番1号
ＴＥＬ：045-942-3111

会社情報  （2018年6月30日現在）

会 社 名  株式会社ソディック
所 在 地  本社
 〒224-8522
 横浜市都筑区仲町台三丁目12番1号
 TEL：045-942-3111（代表）
設　　立 昭和51年8月3日
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※東京証券取引所の定める独立役員であります。

資 本 金  207億8,525万6,958円
代 表 者 	 古川 健一
従 業 員 数  743人 （連結3,714人）
連結子会社	 22社
持分法適用の関連会社	 1社
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株主・投資家様向けの情報を
開示しています。是非ご覧ください。

コーポレートサイト IRサイト

https://www.sodick.co.jp/ir/

ソディック	ホームページ
「IR情報」のご案内

	 	

株式会社	ソディック

東証 1 部：6143
株式会社	ソディック革新的な製品・技術の開発に取り組む

本社・研究開発棟	完成インタビュー
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