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委託方委託方委託方委託方のののの提供資料提供資料提供資料提供資料        

委託方提供名称： ########有限公司 
 

 

調査説明調査説明調査説明調査説明：：：：    

調査、確認を経て、当該会社の正確な名称を“上海########有限公司”とする。 

 

報告摘要報告摘要報告摘要報告摘要    

信用等級： B 

リスク指数： M3 

会社名称： 上海#########有限公司 

登録住所： 上海市#######路 169 号#####ビル######室 

経営住所： 上海市#######路 169 号#####ビル######室 

成立時期： 2005－07－13 

企業性質： 国内資本 

法人代表： AA 

登録資本： 人民元 30，000 千元 

資産総計： 29,302 千元( 2007-12-31 ) 

所有者権益： 28,770 千元 ( 2007-12-31 ) 

主要業務収入： 10,561 千元 ( 2007 年 ) 

純利潤： 57 千元 ( 2007 年 ) 

従業員総数： 約 40 人（上海本部） 

企業規模： 中企業 

業種コード： 7030 

輸出入権： なし 

業種将来性： 良好 

業務動向： 良好 
 

  

連絡先情報連絡先情報連絡先情報連絡先情報    

中国語名称： 上海#########有限公司 

英語名称： ###########Co.,Ltd.  

中国語住所： 上海市########路 169 号######ビル#######7 室 

英語住所：  
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郵政コード： ###089 

電   話：  

ファックス：  

電子メール：  

ホームページ：  
 

    

登録情報登録情報登録情報登録情報    

中国語名称： 上海#######有限公司 

登録住所： 上海市#####路 169 号####ビル####室 

登録時期： 2005-07-13 

法人代表： AA 

登録番号： #####0008633### 

企業性質： 国内資本 

登録資本： 人民元 30，000 千元 

登録機関： 上海市工商行政管理局##分局 

経営範囲：  

経営期限： 2005-07-13 から 2025-07-12 まで 
 

    

株主及株主及株主及株主及びびびび出資情況出資情況出資情況出資情況    

資本構成資本構成資本構成資本構成    単位単位単位単位    ：：：：人民元人民元人民元人民元（（（（千元千元千元千元））））    

株主名称 出資額 出資比例(%) 
出資完成率

(%) 
出資形式 

AA 19,400 64.67 100 貨幣  

BBB 6,000 20.00 100 貨幣 

CC 3,600 12.00 100 貨幣 

DD 有限責任公司 1,000 3.33 100 貨幣 

合計 30,000 100.00  100 貨幣 

注釈注釈注釈注釈：：：：    

 
 

登録情報登録情報登録情報登録情報のののの変更変更変更変更    

変更期日： 2005-9-8 

変更内容：  会社名称  変更前： ###（上海）####有限公司 
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    変更後： 上海#########有限公司 

変更期日： 2005-11-23 

 登録資本金  変更前： 5,000 千元 

    変更後： 30,000 千元  

 株主メンバー 変更前： AA   3,200 千元 

BBB 1,500 千元 

CC    300 千元 

  変更後： AA   3,200 千元 

BBB 1,500 千元 

CC     300 千元 

DD 有限公司 

25,000 千元 

変更期日： 2005-12-7 

 株主メンバー 変更前： AA    3,200 千元 

BBB  1,500 千元 

CC     300 千元 

DD 有限公司 

25,000 千元 

  变更后： AA   20,400 千元 

BBB  6,000 千元 

CC    3,600 千元 

変更期日： 2006-1-20 

 株主メンバー 変更前： AA   20,400 千元 

BBB  6,000 千元 

 

CC   3,600 千元 

  変更後： AA  19,400 千元 

BBB 6,000 千元 

CC   3,600 千元 

DD 有限責任公司 

       1,000 千元 

変更期日： 2007-06-28 

変更内容：  登録番号 変更前： 1100002863387 

    変更後： 110000008633871 
 

    

主要経営者情況主要経営者情況主要経営者情況主要経営者情況    

董事及董事及董事及董事及びびびび主要経営者主要経営者主要経営者主要経営者    
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氏 名 職 務 性 別 証明書名称 証明書番号  

AA 董事長  男性  パスポート ##########  

BBB 董事 男性 身分証明書 ##################  

CC 董事 男性  身分証明書 ##################  
 

  

主要経営者主要経営者主要経営者主要経営者のののの履歴履歴履歴履歴    

氏    名： AA 

職    務： 董事長  

性    別： 男性  

パスポートナンバー： ####### 

履       歴： 1982.9-1986.7 ####大学         学生 

1986.8-1989.7 #########大学     学生 

1989.7-1991.6 #######部       幹部 

1991.7-2005.7 ########総公司 副経理 

2005.7-現在   上海#########有限公司 董事長 
 

  

従業員情況従業員情況従業員情況従業員情況    

総部従業員人数： 約 40 人 

支部機構従業員： 約 100 人 
 

  

生産経営施設情況生産経営施設情況生産経営施設情況生産経営施設情況    

    

生産経営生産経営生産経営生産経営用用用用のののの建物建物建物建物    

経営住所： 上海市######路 169 号######ビル#####室 

経営住所所在区： ###########高科技園区 

所有形態： 賃借 
 

  

商品販売情況商品販売情況商品販売情況商品販売情況    

商品販売商品販売商品販売商品販売    

地域 サービス内容 サービス地区/対象 主要な取引先 

全国 34

の都市

に均一

にサービ

ス網の

リ 

大型工程項目会社 

各種の法人機構など 

範囲は各種業種に関連す

る。 

####能源グループ 

中国##上海支部 

中国##有限公司 

雲南省##協会等 
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設立 
 

 

 

    

財務状況財務状況財務状況財務状況    

報告表情報源報告表情報源報告表情報源報告表情報源    ：：：：政府機構政府機構政府機構政府機構    

資産負債表資産負債表資産負債表資産負債表（（（（単位単位単位単位：：：：人民元人民元人民元人民元））））    

資 産 2006-12-31 2007-12-31 

流動資産流動資産流動資産流動資産：：：：        

  貨幣資金 26,687,955.63 26,836,313.28 

  売掛金 1,322,307.42 70,736.18 

  売掛金の純資産額 1,322,307.42 70,736.18 

  その他売掛金 149,666.96 362,960.40 

  買掛金 1,200.00 7,396.50 

  流動資産合計 28,161,130.01 27,277,406.36 

長期投資合計長期投資合計長期投資合計長期投資合計：：：：    --  1,000,000.00 

固定資産固定資産固定資産固定資産：：：：        

  固定資産原価 778,098.00 1,259,296.00 

  減：累計減価償却 104,626.00 234,074.61 

  固定資産純価 673,472.00 1,025,221.39 

  固定資産純額 673,472.00 1,025,221.39 

  固定資産合計 673,472.00 1,025,221.39 

無形及無形及無形及無形及びびびび延延延延べべべべ資産資産資産資産：：：：        

  長期前払い費用 54,415.04 -- 

  無形及びその他資産合計 54,415.04 -- 

  資産総計 28,889,017.05 29,302,627.75 

流動負債流動負債流動負債流動負債        

  前受金 -- 146,969.49 

  未払福利費 80,019.74 214,958.74 

  未払税費 79,100.28 95,103.87 

  その他未払費用 2,184.27 2,617.05 

  その他買掛金 14,694.91 18,679.87 

引出金 -- 54,159.91 
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  流動負債合計 175,999.20 532,488.93 

  負債合計 175,999.20 532,488.93 

所有者権益所有者権益所有者権益所有者権益（（（（株主権益株主権益株主権益株主権益））））        

  実収資本金（或いは持分） 30,000,000.00 30,000,000.00 

  実収資本金（或いは持分）純価 30,000,000.00 30,000,000.00 

  未分配利潤 -1,286,982.15 -1,229,861.18 

  所有者権益合計 28,713,017.85 28,770,138.82 

  負債及び所有者権益総計 28,889,017.05 29,302,627.75 
 

        

利潤表利潤表利潤表利潤表（（（（単位単位単位単位：：：：人民元人民元人民元人民元））））    

 2006 年 2007 年 

一、主要業務収入 4,731,267.53 10,561,109.51 

  内：主要業務コスト 2,298,965.00 5,563,346.76 

    主要業務税金及び付加 260,219.71 586,361.06 

二、主要業務利潤 2,172,082.82 4,411,401.69 

  増：その他業務利潤 -- 100,000.00 

減：営業費用 1,497,611.68 2,793,265.56 

 管理費用 1,476,538.10 1,779,367.32 

      財務費用 -23,316.51 -36,966.68 

三、営業利潤 -778,750.45 -24,264.51 

     営業外収入 44,400.26 81,385.48 

四、利潤総額 -734,350.19 57,120.97 

五、純利潤 -734,350.19 57,120.97 
 

  

重要比率表重要比率表重要比率表重要比率表    

 2006 2007 

債務返済能力債務返済能力債務返済能力債務返済能力            

資産負債率（％） 0.61 1.82 

流動比率（％） 16,000.71 5,122.62 

速動比率（％） 16,000.71 5,122.62 

利得能力利得能力利得能力利得能力            

税引純利益率（％） -- 0.54 

権益収益率（％） -- 0.20 
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総資産収益率（％） -- 0.19 

    経営能力経営能力経営能力経営能力            

売掛金回転次数 3.58 149.30 

売掛金回転日数 100.59 2.41 

総資産回転次数 0.16 0.36 

成長能力成長能力成長能力成長能力            

販売増加率（％） --- 1.23 

利潤増加率（％） --- 0.92 

資本金保値増値率（％） --- 1.00 

資産増加率（％） --- 0.01 
 

  

財務分析財務分析財務分析財務分析    

債務返済能力： 対象企業の 2007 年資産負債率は、2006 年同期に比べ上昇、企業負債

レベルは一般的である；2007 年度の流動比率及び速動比率は、2006 年

同期と比べやや下降したものの、流動比率及び速度比率は一定して比

較的高レベルにあり、短期債務返済能力は高い。 

経営能力： 対象企業の2007年の売掛金回収速度は、2006年に比べ明らかに加速、

会社の経営能力は比較的高い。 

利得能力： 対象企業の 2007 年の利得能力は、2006 年に比べ増強、その主な原因と

しては、2006 年は対象企業の成立第二年目にあたり、業務の成長段階

にあることが挙げられる。2007 年、業務の発展に伴い、企業の利得能力

も引き続き増強の途をたどる。 

成長能力： 対象企業の 2007 年販売額は、2006 年に比べ大幅に増長、しかし、管理

費用及び営業費用のコスト高により、企業の営業利潤は欠損状態に置か

れている。但し、営業外収入による補充を得て、企業の純利潤はかろうじ

て赤字に転化。企業の成長能力は一般的である。 
 

 

銀行取引銀行取引銀行取引銀行取引    

口座開設情報口座開設情報口座開設情報口座開設情報    

銀行名称： 中国銀行上海市####支行 

口座番号： ###################1 

銀行住所： 上海市#######路 58 号 

電 話： ############## 
 

 

公共記録公共記録公共記録公共記録    
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調査の結果、対象企業ここ二年における、不良公共記録はない。 

調査の結果、対象高級管理職ここ二年における、不良公共記録はない。 

調査の結果、対象企業ここ二年における、不良訴訟記録はない。 

本記録情報源はメディア公開情報とし、調査締切期日は 2009 年２月 1 日とする。 
 

  

業種分析業種分析業種分析業種分析    

 

 

発展過程発展過程発展過程発展過程    

  

 

  

業務現状業務現状業務現状業務現状    

  

 

  

発展前途発展前途発展前途発展前途    

  

金融危機に直面し、対象企業はさしあたり、関連のリストラ、再整合の措置及び計画を行なって

いない。 

2 このほか、2009 年の金融危機及び業種の全面整理に直面し、対象企業の挑戦の最中にあ

り、成長を持続するか否かについては、更なる観察を行なう必要がある。 

総じて、対象企業の発展前途は良好である。 

 

報告説明報告説明報告説明報告説明    

1. 本報告における表示金額は、特別な説明のある場合を除き、すべて人民元表示とし、一千

元を単位とする。 

2. 本報告における“--”は、“未取得”、或いは資料不足による“未評価”を表す。成立 1 年未満

の企業、非独立企業法人単位、金融機構、企業破産、清算或いは情報に著しく欠損のある

企業に対しては、等級評価を付与しないものとする。 

3. 対象企業の信用状況を分析する際には、対象企業の規模、背景及び発展の歴史、業種に

おける平均財務状況及び経営情況、信用の歴史などを総合的に考慮する。本報告の信用

度について、対象企業の具体的取引情況を考慮せず、委託方の対象企業に対する金融戦
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略にあたっての参考としてのみ提供するものである。 

4. 企業信用等級、リスク指数評定についての説明。 
 

  

（1）信用等級についての説明 

信用等級信用等級信用等級信用等級 リスクリスクリスクリスク指数指数指数指数 内内内内    容容容容    説説説説    明明明明 

AA 
リスクは極めて小さ

い 

信用優良。現在の業務取引に問題は無い。信用取

引安定。 

A リスクは小さい 
信用良好。現在の業務取引に恐らく問題は無い。

信用取引は比較的安定。 

B+ 
リスクは比較的小さ

い 

信用はやや良い。現在の通常業務取引に問題は

無い。正常な信用条件による取引が可能である。 

BBBB    リスクはリスクはリスクはリスクは平均水準平均水準平均水準平均水準    
信用信用信用信用はまずまずはまずまずはまずまずはまずまず。。。。保証条件保証条件保証条件保証条件のののの下下下下でででで、、、、業務取引業務取引業務取引業務取引をををを行行行行

うううう。。。。密接密接密接密接なななな監査監査監査監査をしたをしたをしたをした上上上上でででで、、、、信用取引信用取引信用取引信用取引をををを行行行行なうなうなうなう。。。。    

B- 
リスクは平均水準を

上回る 

信用は一般的。大型取引を行なうには慎重を要す

る。信用取引をできる限り避ける。 

C 
リスクは比較的大き

い 

信用に欠ける。業務取引には注意を要する。信用

取引不可。 

D リスクは大きい 信用不良。業務取引に適さない。 

NR 無し 
成立 1 年未満、営業停止、或いは信用資料不足。

等級評価無し。 
 

（2）リスク指数についての説明 

等級等級等級等級 リスクリスクリスクリスク基準基準基準基準 信用建議信用建議信用建議信用建議 

L1 極めて低い 

取引量及び信用度は 25％～30％の再増加∕上昇；

初回取引の場合、一般取引の取引先より 25％～

30％の優遇を享受。 

L2 低い 

取引量及び信用度は 20％～25％の再増加∕上昇；

初回取引の場合、一般取引の取引先より 20％～

25％の優遇を享受。 

L3 比較的低い 

取引量及び信用度は 15％～20％の再増加∕上昇；

初回取引の場合、一般取引の取引先より 15％～

20％の優遇を享受。 

M1 中低 

取引量及び信用度は 10％～15％を再増加∕上昇；

初回取引の場合、一般取引の取引先より 10％～

15％の優遇を享受。 

M2 中 

取引量及び信用度は 10％以内の成長∕幅を維持∕

増加；初回取引の場合、一般取引の取引先の 10％

以内の優遇を享受。 

M3M3M3M3    中高中高中高中高    
取引量及取引量及取引量及取引量及びびびび信用度信用度信用度信用度にににに変化変化変化変化なしなしなしなし；；；；初回取引初回取引初回取引初回取引のののの場合場合場合場合、

同規模同規模同規模同規模のののの取引先取引先取引先取引先とととと同様同様同様同様レベルレベルレベルレベル。。。。 
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H1 比較的高い 
取引量及び信用度は 20％～30％減少；初回取引の

場合、一般取引の取引先より 20％～30％減少。 

H2 高い 

取引量は 30％以上減少し、且つ情況により取引を

終止；信用度無し。初回取引でない場合、権益を確

保するため、速やかに取引方式を変更。 

H3 極めて高い 

取引先が事前に現金による支払いを行う場合を除

き、取引に適さない。信用度無し。初回取引ではな

い場合、速やかに取引方式を変更し、債務の返済を

催促する。 

NA -- 信用リスクは不明。取引には慎重を要する。 
 

  

-----------以上-----------  

 

 


