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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  755人 （連結3,676人）
連結子会社 22社
持分法適用の関連会社 1社
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株式会社 ソディック

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
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事業部訪問：工作機械事業部 システムエンジニアリング課

技術力を発揮してお客様の要望を実現

株式情報  （2018年12月31日現在）

業務内容について教えてください。

所属しているシステムエンジニアリング課で、私は国
内向け特殊放電加工機の電気設計を担当しています。電
気回路図の出図、部材の選
定、製造部間等への作業指
示書の作成などが主な業
務になります。システム
エンジニアリング課は5
名体制で、電気担当は私を
含め2名で行っています。

Q

A

ソディックの強みを教えてください。

毎月開催の開発会議に参加させていただいていますが、当社の技術力の
高さを感じています。その技術力を応用して、お客様の要望を実現させるた
めに色々な検討をしています。それ以外にも、工作機械事業部では工場内で
自動搬送装置や、IoTを上手く活用した生産体制に取り組んでいます。

A

Q

入社後の研修内容を教えてください。

新入社員を対象としたタイ工場での研修
に参加し、組立から製造まで実際に放電加工
機の製造工程を一通り学びました。タイ工場
では女性作業員が多いことに驚きました。現
地の女性技術者はスキルがものすごく高く、
作業のポイント等を教えてもらうことが多
かったです。高いポテンシャルを持ちなが
ら、モチベーションを持って働く姿勢に驚嘆
しました。
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目標やキャリアプランを教えてください。

今は仕事をするうえで上司にフォローし
てもらうことが多いので、できる限り一人で
できるよう、得た知識を正しくアウトプット
できるようになりたいと思っています。

A

Q仕事でのやりがいは？

標準機ではなく、特殊機のため、お客様によって仕様が異
なります。毎回各仕様に合わせた新しい回路を設計するのは
大変ですが、お客様の要望に応えられた時にやりがいを感じま
す。また、最近ではIoT関連の特殊対応なども行っています。

A

Q

超精密加工領域における、リニアモータ駆動形彫り放電加工機「AP30L」を2018年11月
より発売いたしました。数値制御（NC）電源装置、次世代パワー半導体による放電回路、人工
知能（AI）などを自社開発し、最新技術を搭載した形彫り放電加工機の最上位機種となります。
最高品質の金型を最小コストで製造することを目指し、微細な仕上げから荒加工までの全て
の領域で高速化を実現いたします。その性能が評価され、日刊工業新聞社が選定する2018
年「第61回 十大新製品賞」※の本賞を受賞いたしました。

新製品AP30Lが第61回「十大新製品賞 本賞」を受賞しました

※「十大新製品賞」：モノづくりの発展や日本の国際競争力の強化に役立つ製品を、その年に開発あるいは実用化され
た製品の中から、日刊工業新聞社が選定し、表彰する制度です。

リニアモータ駆動 
高速・超精密 
形彫り放電加工機「AP30L」

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 13,983名

大株主株式情報

所有者別株式分布状況

株主メモ

株主名 名寄株式数（株） 持株比率（％）

株式会社ソディック 6,477,947 12.12
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）1,832,200 3.43
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）1,770,100 3.31
RE	FUND	107-CLIENT	AC 1,142,772	 2.14
ソディック共栄持株会 906,800 1.70
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） 843,800 1.58
古川　宏子 800,000 1.50
古川　健一 756,001 1.41

個人・その他　39.95%

金融機関　19.90%
その他法人　5.40%

証券会社　3.53%

自己名義　12.12%

外国法人等　19.10%

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

工作機械事業部
塚野 紗世

ソディックを支える各事業部での業務を紹介します！今回はシステムエンジニアリング課です。
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