用件：
用件： 上海○○
上海○○有限公司
○○有限公司の
有限公司の資産状況に
資産状況に関する調査報告
する調査報告
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
貴社ご要望により、弊所は、上海○○有限公司（以下“○○公司”という）、の最新
財務状況について調査及び整理を行い、ご参考までに以下の報告を提出させて頂き
ます。
一、基本データ
基本データ
1. 企業名称： 上海○○有限公司
2. 現住所： 上海市浦東新区 AAA 路 6B 号—7C 号
3. 法定代表人： XY
4. 登記資本： 88573,6200 万人民元
5. 払込資本： 88573,6200 万人民元
6. 税務登記番号：

3101151AABBCCDD

7. 組織機構コード： 13AABBCC-9
8. 会社形態： 其の他有限責任公司
9. 経営期限： 19XY 年 07 月 10 日～2058 年 07 月 10 日
10. 経営範囲： 実業投資、投資管理、国内貿易（専門審査項目を除き）、不動産開
発経営、不動産賃貸、建築材料、建物管理ビス（行政許可の必要なものは許可
証により経営する）。
提示：
提示： 弊所 2006 年の調査結果と
調査結果と比べ、○○公司
○○公司の
公司の法定代表人に
法定代表人に変化が
変化が生じ、元の
“上海太郎”
上海太郎”氏から“
から“上海一郎”
上海一郎”に変わり、
わり、且つ 2009
2009 年 9 月 20 日から、
から、“上海一郎”
上海一郎”
氏が○○公司
○○公司の
公司の董事長となった
董事長となった。
となった。2009 年 9 月 20 日から、
から、“上海三郎”
上海三郎”氏が○○公司
○○公司
の監事長
監事長を担任。
担任。その他
その他のデータについて
のデータについて変化
について変化はない
変化はない。
はない。
二、○○公司
○○公司の
公司の持分状況
弊所 2007 年の調査結果と比べ、○○公司の持分情況について変化はない。
三、土地使用権の
土地使用権の情況
弊所 2007 年の調査結果と比べ、○○公司の土地使用権情況について変化はない。
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四、資産及び
資産及び負債情況
○○公司《2008 年度外資企業年度検査報告書》及び関連の会計報告書の資料に
よれば、○○公司の資産及び負債情況は以下の通りである。（単位：人民元）
項目
貨幣現金
長期株式投資
売掛金
前払金
その他売掛金
在庫
固定資産
累計減価償却
固定資産純価
買掛金
前受金
未払職員給与、福利費
未払税費
未払い株式配当
その他買掛金
長期借入

年初数
139,374,269.89
164,914,161.70
340,560,435.54
334,500,487.47
231,829,865.71
660,527,627.63
1,076,577,102.76
88,753,880.51
987,823,222.25
526,019,442.92
770,285,094.04
3,130,447.15
-58,064,324.33
267,939.26
224,605,634.06
501,000,000.00

年末数
96,026,663.75
136,889,552.64
40,022,630.73
2,727,539.72
128,605,920.58
279,367,496.87
1,071,823,333.15
94,928,456.11
976,894,877.04
27,103,371.76
1,690,000.00
2,708,496.41
34,454,996.65
30,267,939.26
100,324,665.22
468,000,000.00

提示：
提示：○○公司
○○公司の
公司の会計報告資料から
会計報告資料から見
から見ると、
ると、○○公司
○○公司の
公司の資産に
資産に建築中工程を
建築中工程を含まれ
ている；これらの会計報告資料
これらの会計報告資料に
会計報告資料に、○○公司
○○公司の
公司の主な債権と
債権と債務の
債務の詳細情況が
詳細情況が表れて
ない。
ない。
また、○○公司の主要な債権債務情況は以下の通りである。（単位：人民元）
項目

66,587,950.00
61,745,837.20

上海 ASD 有限公司

59,301,839.38
34,000,000.00

上海 QW 材料有限公司

債権
21,500,000.00
78,340,378.21

債務

相对 人

数額

上海 ZXC 进出口有限公司

本公司と
本公司と
の関係
子公司
子公司
子公司

上海 PO 商务有限公司
上海 LK 建筑装饰工程有限公司
北京 YU 房地产开发有限公司

25,500,000.00
83,000,000.00

上海 DFG 建筑安装工程有限公司

55,000,000.00

农行 A 支行

上海农村商业银行 OO 支行
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50,409,684.39
17,912,250.82
121,000,000.00
67,497,000.00

贵州省 VBN 开发投资公司上海浦东分司
子公司

上海 HJ 置业发展有限公司
上海 RE 工程有限公司
上海 EDC 建筑装饰工程有限公司

提示：
提示：○○公司
○○公司が
公司が上海農村商業銀行、
上海農村商業銀行、農行○○
農行○○支店
○○支店から
支店から借
から借り入れる際
れる際、全て第三者
の不動産を
不動産を抵当に
抵当に入れてい
れている；○○公司
○○公司が
公司が対外に
対外に多数の
多数の担保を
担保を提供し
提供し、具体情況は
具体情況は
以下の
以下の通りである：（
りである：（単位
：（単位：
単位：人民元）
人民元）
被担保会社
担保金額
担保期限
RMB40,000,000.00
2008.9.7-2009.9.7
上海 IS 进出口有限公司
上海 TB 进出口有限公司

RMB40,000,000.00

2008.9.29-2009.9.29

上海 PKV 实业有限公司

RMB9,000,000.00

2008.5.25-2009.5.25

上海 RFV 工程有限公司
上海 DOM 工程有限公司
上海 MWZ 工程有限公司
上海 CIM 用具有限公司

RMB5,000,000.00
RMB4,500,000.00
RMB4,500,000.00
RMB12,000,000.00
RMB15,000,000.00

2008.4.20-2009.4.20
2008.5.10-2009.5.10
2008.6.10-2009.6.10
2008.4.19-2009.4.19
2008.10.25-2009.10.25

USD900,000.00
USD5.000,000.00

2008.6.26-2009.6.26
2008.6.10-2009.6.10

常州 SSE 实业有限公司
上海 NBNM 用具有限公司
上海 RDMK 进出口有限公司

この他、○○公司が 2009 年に、自社所有の不動産（黄浦路 XXYY 号、建筑面積
5966.62 平方米）を、上海 YHGR 有限公司の 56000 万銀行手形に抵当担保を提供し
た。また、○○公司が 2009 年に、上海 GGGH 有限公司の銀行借入金（5000 万人民
元）に対し保証担保を提供、担保期限は 2009 年 01 月 12 日～20１0 年 01 月 12 日で
ある。
五、○○公司
○○公司に
公司に係わる訴訟又
わる訴訟又は
訴訟又は仲裁の
仲裁の情況
これまでの検索では、弊所は、2009 年において○○公司が訴訟又は仲裁に巻き
込まれたことを発見できなかった。
六、その他
その他
○○公司の関連資料によると、○○公司は、2009 年 9 月 1 日から新しい工商登録
番号：3100AAAASSSSSDDD3 を使用、原工商登録号（3DFGTREWSD0847）を使用停
止となった。
以上、報告致します。ご参考下さい。
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