
第60期 株主通信
（平成26年４月１日~平成27年３月31日）

ヤマシンフィルタ株式会社
証券コード：6240

株主優待のご案内
当社は、株主の皆様のご支援にお応えするとともに、
当社株式の魅力を高め、中長期的に当社株式を保有し
ていただけるよう株主優待制度を導入しております。

1. 株主優待の
　 対象株主

毎年第2四半期末（9月30日）及び
期末（3月31日）現在の株主名簿
に記載又は記録された当社株式1単
元（100株）以上を保有する株主
様を対象といたします。

2. 開始日 平成27年９月30日より

3. 優待品 QUOカード
※�QUOカード（クオカード）を第2四半期
末（9月30日）と期末（3月31日）それ
ぞれ、保有株式数に応じて贈呈いたします。

4. 保有株数による
　 区分

100株以上1,000株未満
保有の株主様

� �500円分

1,000株以上
保有の株主様

1,000円分

会社概要
商号 ヤマシンフィルタ株式会社（旧 山信工業株式会社）

（英文名称 YAMASHIN-FILTER CORP.）
所在地 〒231-0062

神奈川県横浜市中区桜木町1-1-8 日石横浜ビル16F
設立 昭和31年4月5日
事業内容 建設機械用フィルタ、産業用フィルタ、

プロセス用フィルタ及び関連部品の製造・販売
資本金 822百万円
代表者名 山崎 敦彦（ヤマザキ アツヒコ）
決算月 3月末
従業員数 単体：116名

連結：357名（平成27年3月31日現在）
認定・取得 ISO9001：2008（JIS Q 9001：2008）認証取得

ISO14001：2004（JIS Q 14001：2004）認証取得

株主メモ
上場市場 東京証券取引所市場第二部
上場日 平成26年10月8日
証券コード 6240
事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会 毎事業年度終了後3ヵ月以内
基準日 定時株主総会については3月31日

その他、必要があるときは取締役会の決議により 
予め公告いたします。

配当の基準日 期末配当金　3月31日
中間配当金　9月30日

株式の売買単位 100株
公告掲載方法 電子公告により行います。

ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子
公告による公告をすることができない場合は、日本
経済新聞に掲載して行います。
公告掲載URL
http://www.yamashin-filter.co.jp/

株主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社

■株式手続きのご案内
住所や氏名の変更、配当金受取方法、単元未満株式の買い取り請求等の株
式に関する諸手続きについては、口座を開設されている証券会社へご連絡
ください。
また、特別口座で管理されている株式に関する諸手続きについては、当社
株式の特別口座の口座管理機関である三菱UFJ信託銀行株式会社を通して
行ってください。
■連絡先
三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
Tel：0120-232-711（通話料無料）
（受付時間：土日祝祭日等を除く平日午前9時～午後5時）
株式に関するお手続き（三菱UFJ信託銀行）
http://www.tr.mufg.jp/daikou/
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東京証券取引所市場第2部に上場しました

　株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り厚く御礼
申し上げます。
　当社は平成26年10月8日に東京証券取引所市場第二部に
上場し、新たな一歩を踏み出しました。
　当社は、昭和31年４月の設立以来、「仕濾過事」（ろかじ
につかふる）を経営理念に掲げ、一貫してフィルタの専門
メーカとして実績を重ねてきました。建設機械用各種油圧
フィルタや産業用機械分野で使用されるフィルタなどを提
供する事により、産業界に貢献してきました。
　「仕濾過事」とは、フィルタ・ビジネスを通じて、社会に
貢献するという意味です。
　設立60周年を迎え、今後は一層の技術革新と業容拡大に
努め、最高品質のフィルタを開発・生産してまいります。

　株主の皆様には、今後とも一層のご理解とご支援を賜り
ますようよろしくお願い申し上げます。

代表取締役社長　山崎 敦彦

連結貸借対照表	 （単位：百万円）

科　目 当期末
(平成27年３月31日)

前期末
(平成26年３月31日)

資産の部
流動資産 7,384 6,690
固定資産 1,963 1,944
有形固定資産 1,456 1,557
無形固定資産 164 169
投資その他の資産 341 217

資産合計 9,347 8,635

（単位：百万円）

科　目 当期末
(平成27年３月31日)

前期末
(平成26年３月31日)

負債の部
流動負債 1,893 2,432
固定負債 1,102 1,350
負債合計 2,996 3,782

純資産の部
株主資本 6,094 4,756
その他の包括利益累計額 257 96
純資産合計 6,351 4,852

負債純資産合計 9,347 8,635

連結損益計算書	 （単位：百万円）

科　目 当　期
(平成27年３月31日)

前　期
(平成26年３月31日)

売上高 10,703 10,530
売上原価 6,148 6,089
売上総利益 4,554 4,440
販売費及び一般管理費 3,685 3,730
営業利益 869 710
営業外収益 29 42
営業外費用 68 43

経常利益 830 709
特別利益 0 107
特別損失 118 245

税金等調整前当期純利益 712 571
法人税、住民税及び事業税 173 256
法人税等調整額 108 △ 22
法人税等合計 282 234
少数株主損益調整前当期純利益 430 336
当期純利益 430 336

売上高 ( 百万円） 営業利益 ( 百万円）

経常利益 ( 百万円） 当期純利益 ( 百万円）
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株主の皆様へ 連結財務ハイライト 連結財務諸表（要旨）


