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役　　員

※東京証券取引所の定める独立役員であります。

欧州の中心的営業拠点である販売子会社 Sodick Europe Ltd.（U.K.） （英国ウェス
ト･ミッドランズ州ウォリック市）の新テックセンターを竣工しました。同社は、欧州全
域を統括する重要な営業拠点であり、テックセンター新設によって、営業、サービス、
顧客サポートなどの強化により欧州における事業展開をさらに加速させ、当地におけ
るソディックブランドの向上にも寄与するものと期待しています。

英国営業拠点 Sodick Europe Ltd.（U.K.） の新テックセンター完成

株式会社 ソディック

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 1976年8月3日

資 本 金  207億8,525万6,958円
代 表 者 	 古川 健一
従 業 員 数  801人 （連結3,625人）
連結子会社 21社
持分法適用の関連会社 1社
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事業部訪問：コーポレート本部 社長室

株主・投資家の皆様にIR情報を分かりやすく発信 大株主
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株式情報

所有者別株式分布状況

株主メモ

ソディックを支える各事業部での業務を紹介します！今回は社長室です。

業務内容について教えてください。

主にIR業務（投資家向け広報）を行っていま
す。具体的には、決算短信や有価証券報告書、決算
説明会資料、統合レポートなど開示資料の作成の
ほか、国内外でのIR面談対応や、決算説明会・投資
家向け工場見学会などの運営に携わっています。

Q

A

業務上、どのような点に苦労しますか？

あらゆる角度から当社のことをよく知らないと会社の説明は
できません。財務・会計の知識だけでなく、当社の製品や技術につ
いても深く理解する必要があります。私は、文系出身なので、技術
的な内容を、理解するのは時間を要しますが、新製品や新技術に対
しては、各事業部から情報収集し、日々勉強しています。

A

Q

職場環境はいかがですか？

決算発表前後は資料作成やIR面談対応など非常に忙しいですが、
繁忙期ではない時期は、残業はほとんどせずに終業後の時間を趣味のバ
レーボールや映画鑑賞、友人との食事に充てたりとプライベートも非常
に充実できており、ワークライフバランスの取れた生活を送っています。

また、様々なことに挑戦できる環境も整っており、社内勉強会や外
部のセミナーなど業務に関連する知識習得のために積極的に参加し
ています。昨年は、社内の海外研修制度を利用して、タイ工場と英国
の営業拠点で研修を行いました。主力のタイ工場では、実際に基板製
造ラインで部品のインサート作業を行ったり、調達部門で資材の搬入
搬出の流れを学んだり、放電加工機の生産の流
れを理解できました。また、英国の営業拠点で
は、欧州での販売の仕組みを学び、展示会への参
加や客先同行等を通して、欧州での市場環境や
当社のプレゼンスについて理解を深めました。
この研修を通して学んだことを今後のIR活動の
中で大いに生かしていきたいと思っています。

A

Q仕事でのやりがいは？

会社の経営方針や経営成績、成長戦略など
を外部に開示・説明する仕事をしているので、
日々の業務の中で、経営トップと非常に近い距
離で仕事をできることがやりがいのひとつで
す。経営成績に加え、中長期的なビジョンや重
点施策などに関して経営トップから発信され
る情報をまとめ、外部開示用資料に落とし込み
説明する作業は複雑で難しいところもありま
すが、それをうまく外部に発信できたときには
非常に達成感を感じます。

また、決算関連の資料や統合レポートを作成
するにあたっては、社内のあらゆる部署との連
携が必要になります。各部署との速やかな連
携や信頼関係の構築は非常に大変ですが、社内
での横のつながりが広がることで、その後の仕
事もスムーズにできます。

A

Q

社長室　武田 有未

個人・その他　35.60%

金融機関　21.98%
その他法人　5.47%

証券会社　2.27%

自己名義　11.99%

外国法人等　22.69%

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 11,815名

株主名 名寄株式数（株） 持株比率（％）

株式会社ソディック 6,407,629 11.99
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）2,403,100 4.50
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）1,975,300 3.70
UBS	AG	LONDON	A/C	IPB	SEGREGATED	CLIENT	ACCOUNT 1,103,000 2.06
RE	FUND	107-CLIENT	AC 959,845	 1.80
ソディック共栄持株会 931,000 1.74
有限会社ティ・エフ 895,000 1.67
DFA	INTL	SMALL	CAP	VALUE	PORTFOLIO 850,397 1.59
株式会社三井住友銀行 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

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

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。
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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