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会社概要 
 

 
 

会社名 

ABC COMPANY LIMITED 

ABC 有限公司 

ABC 有限公司 

 
 

設立日 
19XX-XX-XX 

 
 

トレードネーム 
なし 

 
 

旧名 
 

変更日 
なし なし 

 
 

商工業登記番号 

5000000XXXXXXXX 

 
 

納税者番号 

なし 

 
 

社会統一信用コード 

91500000XXXXXXXXXX 

 
 

企業形態 

株式会社 

 
 

登記機関 

XXX 商工業行政管理局 

 
 

輸出入ライセンス 

自営輸出入 

 
 

登録住所 

中国 XX 市 XXX 路 XXX 号 400XXX 

 
 

経営住所 

中国 XX 市 XX 区 XXX 路 XXX号 400XXX 

 
 

電話番号 
 

ファクス番号 
 

URL 
(+86 XX) 6759 XXXX 

(+86 XX) 6759 XXXX 

(+86 XX) 6786XXXX www.abc.com.XX 
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会社概要 
 

 
 

SIC コード 
3XXX，XXXX の製造 

 
 

ISIC コード 
29XX，XXX 製造 

 
  

NACE コード 
2X.X，XX の製造 

 
    
主要営業業務 

XXX の製造 

 
    
法定代表者 

XXX 

 
 

登記情報変更 

「登記情報変更事項」をご参照ください 

  
   
従業員総数 

XX 

 
 

資本金 

RMB XXX 

 
 

取引銀行 

なし 

 
 

経営期間 

無期限 

  
 

与信限度額ガイドライン 

RMB XXX 

 
 

信用格付け 

DP6 

[特に指定のない限り、全ての数値は RENMINBI (RMB)で引用] 
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事業概要/オペレーション 

 
沿革 

 

1996-10 対象会社は登録して設立された。 

1997-06 対象会社が XXX に上場、コード：000XXX。銘柄：XXX。 

2015-01 対象会社は XXXX を受賞した。 

 

 

登記情報変更事項 

 

変更期日 変更項目 変更前 変更後 

2014-06-04 経営範囲 発電所及び送電と配電、メカトロニク

ス、交通運輸、環境保護設備の関連

装備製造業製品の設計、製造、販

売、関連アフターサービス、以上製品の

同類製品の卸売、貨物と技術の輸出

入、コミッション代理（競売を除く）、対応

サービスの提供、電力プロジェクト一括

請負、プラントまたはアクセサリー交付、

技術サービス（行政許可が必要な場合

は許可証をもって経営）。 

発電所及び送電と配電、メカトロニク

ス、交通運輸、環境保護設備の関連

装備製造業製品の設計、製造、販

売、関連アフターサービス、以上製品の

同類製品の卸売、貨物と技術の輸出

入、コミッション代理（競売を除く）、対応

サービスの提供、電力プロジェクト一括

請負、プラントまたはアクセサリー交付、

技術サービス。【法律に基いて許可が必

要なプロジェクトは、相関部門の許可を

取得した後に経営活動を展開する】 

2014-06-04 代表者（責任者） XXX XXX 

2015-12-04 株主 XXX 投資管理有限公司:3.24%。XXX

有限公司:4.23%。XXX 投資企

業:18.89%。社会公衆:73.62%。 

XXX 投資管理有限公司:3.24%。XXX

有限公司:2.07%。社会公衆:75.78%。

XXX 投資企業:18.89%。 

2016-03-08 企業名称 DEF 有限公司 ABC 有限公司 

2016-12-13 登記資本 RMB XXX 千 RMB XXX 千 
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事業概要/オペレーション 

 
主要営業業務 

 

主要営業業務： XXX の製造 

SIC コード（中国）：   36XX，XXX の製造 

  

ISIC コード： 29XX，XXX 製造 

  

NACE コード： 2X.X，XX の製造 

 

対象会社は主に XXX、ＸＸＸの開発、製造と販売業務に従事している。 

 

対象会社とその主要製品内訳:ＸＸＸ、ＸＸＸ、ＸＸ「ＸＸ」などを含む。 

 

 

商標特許権概要 

 

商標総件数   XX 

登記番号： ＸＸＸ ＸＸＸ ＸＸＸ 

登記日： 20XX-XX-XX 20XX-XX-XX 20XX-XX-XX 

商標図案    

 

備考：当報告書で対象会社の直近五年で登録した三種商標の情况だけを提出している。 

 

特許権類型 発明特許権 実用新型特許権 外観設計特許権 合計 

特許件数 XX XX XX XX 

2017 年の申請数 XX XX XX XX 

2016 年の申請数 XX XX XX XX 

2015 年の申請数 XX XX XX XX 

2014 年の申請数 XX XX XX XX 

2013 年の申請数 XX XX XX XX 

2012 年の申請数 XX XX XX XX 

 

特許番号 特許権類型 公告日 

xxxxxxx76107.5 発明特許権 xxxx-xx-xx 

xxxxxxx 79119.3 発明特許権 xxxx-xx-xx 

xxxxxxx 76219.0 発明特許権 xxxx-xx-xx 

xxxxxxx 379164.9 発明特許権 xxxx-xx-xx 

 

注：当報告書に直近五年で対象会社の公告日最新 10 件の特許記録のみを記載した。 
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事業概要/オペレーション 

 
仕入れ状況 

 

主要仕入商品： XX 材料、XX 材料、XX 部品、XX 製品、生産設備、テスト設備、事務用品など 

主要供給業者： XXX（集団）公司、XXX 有限公司、XXX(集団)有限責任公司、XXX 機器廠、XXX 有限公

司、XXX 有限責任公司、XXX 有限責任公司、XXX(集団)有限公司、XXX(香港)投資有

限公司 

主要支払条件： 即金、前払金、契約に従って払い、T/T、L/C など 

 

照会によると、対象会社は生産に必要な原材料と設備を国内外から仕入れる。主にその提携企業より生産される。国内仕入

先は XXX 地区などに集中して、海外仕入先は XXX、XXX などに集中している。完備、厳格な購買管理プログラムを構築、主に

サプライヤー評価および管理プログラム、資材調達プログラム、価格審査手続きなどを含める。購買管理を強化、仕入れコストを

制御、生産に必要な物質を満足するようにする。 

 

上記の情報は 20XX 年 X 月に対象会社の従業員に確認したものである。 

 

 

販売状況 

 

国内販売割合： XX 

国内販売地域： 中国各地 

国内得意先： XXX 物資総公司、XXX 工業総公司、XXX 有限責任公司、XXX 技術開発公司、XXX 有

限責任公司、XXX 有限公司、XXX 公司、XXX 有限公司、XXX 有限公司、XXX 有限公

司 

主要決済方法： 一括払い、ローン、分割払いなど 

 

海外販売割合： XX 

海外販売地域： XXX など 

主要決済方法： T/T、L/C など 

 

対象会社の製品は XXX、XXX、XXX、XXX の XXX、XXX などの XXX を含める。20XX 年、XXXX は初めて 300 万台の年間生

産量を突破した。二年連続で XXX ブランド XXX 100 万台以上を販売した。 

 

上記の情報は 20XX 年 X 月に対象会社の従業員に確認したものである。 
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事業概要/オペレーション 

 
輸出入詳細 

 

輸出入ライセンス： 自営輸出入 

登録番号： 32007965XXXXX 

税関信用格付: B (2019-07-XX) 

税関発給コード: 321494XXXX 

税関申告有効期限: 20XX-07-XX 

 

備考：税関の信用格付における各等級の意味は下記の通りである： 

AA 類企業：税関による認証を経た信用優秀企業 

A 類企業：信用度が良好な企業 

B 類企業：信用度が一般的な企業、常規の管理に適用できる 

C 類企業：信用度が比較的低い企業  

D 類企業：信用度が非常に低い企業 

 

 2017 2016 2015 

輸入総額（単位：万米ドル） XX XX XX 

輸出総額（単位：万米ドル） XX XX XX 

 

2017 年輸入詳細情報：（単位：万米ドル） 

 

主要輸入先 輸入額 

日本 XX 

ポーランド XX 

 

HS コード 主要輸入品 輸入額 

3920XXXX ポリカーボネート製の板、シート、フィルム、はく、ストリップ（非バブル

材料、その他材料の強化、ラミネーション、サポートを使わず） 

XX 

8529XXXX ビデオカメラ、ビデオ撮影と録画の複合機、デジタルカメラの他の部

品 

XX 

 

2017 年輸出詳細情報：（単位：万米ドル） 

 

主要輸出先 輸出額 

タイ XX 

台湾省 XX 

 

HS コード 主要輸出品 輸出額 

9013XXXX サブディレクトリ 9013.8030 に記載されている品用の部品、アクセサリ

ー 

XX 

8529XXXX ビデオカメラ、ビデオ撮影と録画の複合機、デジタルカメラの他の部

品 

XX 

 

注：主要輸入/輸出先とは、対象会社の年度輸入/輸出額上位五地域を指し、金額を降順に並べている。主要輸入/輸出商

品とは、対象会社の年度輸入/輸出額上位五種製品を指し、金額を降順に並べている。 
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事業概要/オペレーション 

 
信用記録 

 

調査期間中に該当する情報は明らかにならなかった。 

 

 

従業員数 

 

従業員総数： XXX 

 

 

営業設備概要 

 

所在地： 対象会社は XX 市 XX 区 XXX 路 XXX 号に位置している。 

面積： 敷地面積が約 XX.X 万平方メートルである。 

不動産所有権： 未入手 

交通条件： 建新東路に近く、交通が便利である。 

 

 

訴訟記録 

 

受理裁判所： XX 市 XX 区裁判所 

事件番号： (20XX)XXX 初字第 37XX 号 

原告： XXX 

被告： XXX 股份有限公司 

事件審理日： 20XX-XX-XX 

訴訟原因： 訴訟原因:XXX 

状態:既決 

収集日： 20XX-XX-XX 

  

受理裁判所： XXX 自治県裁判所 

事件番号： (20XX)吉 07XXXX 第 46XX 号 

原告： XXX 

被告： XXX 服務有限公司 

 XXX 股份有限公司 

事件審理日： 20XX-XX-XX 

訴訟原因： 事件原因:XXX 

事件状態:結審 

収集日： 20XX-XX-XX 

 

 

ランキング表 

 

ランキング名称 順位 

2011 年度 XXX トップ 500 ランキング - 

2011XXX 上場会社 XXX 企業ベスト 100 XX 

 

 

http://www.riskmanager.cn/CreditReport/crdopen.do?cmd=findOneBill&row=164&displaySbdnum=0039689578&id=1152922846695205278
http://www.riskmanager.cn/CreditReport/crdopen.do?cmd=findOneBill&row=59&displaySbdnum=0039689578&id=1152922853174575525
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事業概要/オペレーション 

 
公共記録 

 

当報告書の作成日まで、国内の公開ルート及び主要サーチエンジンで調べたが、対象会社に関する最近五年の公共記録情報

は見当たらなかった。 

 

備考：当報告書で直近五年の訴訟記録、ランキングなど公共記録情報だけを提出している。 

 

 

抵当担保情報 

 

登録項目 登録件数 

動産抵当 1 

株式質権設定 -- 

売掛債権質権設定 -- 

売掛債権譲渡 -- 

賃貸登録 -- 

所有権留保登録 -- 

保証金質権設定 -- 

在庫品倉庫証券質権設定 -- 

その他登録項目 -- 

合計 1 

 

登録項目： 動産抵当 

被担保債権種類： 貸借 

登録日： 2017-08-XX 

債務履行期限： 2017-08-XX~2018-08-XX 

債務者： 上海 XX 科技発展有限公司 

抵当権者： 上海市 XX 担保有限公司 

被担保債権額： XX,000,000.00 人民元 

登記所： 上海市浦東新区工商局 

抵当物名： 機械装置自社保有財産権、ポリエステルチップ 
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株主と経営 

 
株主及び持株割合 

 

株主 出資額 割合(%) 

XXX 集団股份有限公司 XXX 40.XX 

XXX 股份有限公司 XXX 40.XX 

XXX PRIVATE LIMITED XXX 19.XX 

 ----------- -------- 

合計 XXXXXXX 100.0 

 

株主 出資方式 支払済み率(%) 

XXX 集団股份有限公司 現金 100.00 

XXX 股份有限公司 現金 100.00 

XXX PRIVATE LIMITED 現金 100.00 

 

 

主要株主情報 

 

名称： XXX 集団股份有限公司 

社債： あり 

社債発行状態： 廃止 

上場有無： 無し 

登録住所： XX 市 XX 区 

XXX 10 号 XXXX 楼 X楼 X 階 

営業収入： RMB XXXX 

  

名称： XXX 股份有限公司 

社債： あり 

社債発行状態： 廃止 

上場有無： 無し 

登録住所： XX 市 XX 区 

XX 路 XXX X 号楼 X 階東側 

電話番号： (+86 10) 63211663 

URL： www.csf.com.cn 

 
主要な管理者情報 

 

氏名： XXX 

役職名： 代表取締役 

性別： X 性 

学歴： XX 大学院生 

仕事経歴： XXX の社長、XXX 副書記、XXX の代表取締役、党委員会書記、XXX の代表取締役を兼

任。 

対外投資及び勤務企業数： X 社 

 

勤務先企業 役職 設立日 企業状態 

xxx 公司 監査役 2014-xx-xx 登録中 

 

備考：上記の役員背景情報は、弊社のデータベース内の既存情報からの引用であり、最新の情報でない可能性もあるため、参

考情報としてください。 
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株主と経営 

 
取締役会の成員 

  

氏名： 李慶文 

役職： 社外取締役 

性别： 男性 

  

氏名： 周治平 

役職： 取締役 

性别： 男性 

 

 

監査役会の成員 

 

氏名： 羅艶 

役職： 監査役 

性别： 女性 

  

氏名： 孫大洪 

役職： 監査役 

性别： 男性 
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関連会社 

 
対外投資 

 

社名： XXX 有限責任公司 

出資比率： X.83% 

登録住所： XX 市 XX 区 

XXX XX 号院 X 号 XXXXXX X 階 

  

社名： XXX 有限公司 

出資比率： XX.00% 

登録住所： XX 市 XX 区 

XXX 区 XX 鎮 XXX 路 X 号 

  

社名： XXX 銷售有限公司 

出資比率： XX.00% 

登録住所： 

 

XX 省 XX 市 XXX 区 

XXX 路 XXX 園 XX 号室 
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銀行や金融情報 

 
取引銀行 

 

調査期間中に該当する情報は明らかにならなかった。 

 

 

財務概要 

 

 201X 201X 201X 

 RMB RMB RMB 

営業収入 X,XXX,XXX,000 X,XXX,XXX,000 X,XXX,XXX,000 

利益総額 XXX,XXX,000 XXX,XXX,000 XXX,XXX,000 

純利益 XXX,XXX,000 XXX,XXX,000 XXX,XXX,000 

資産総額 X,XXX,XXX,000 X,XXX,XXX,000 X,XXX,XXX,000 

負債 X,XXX,XXX,000 X,XXX,XXX,000 X,XXX,XXX,000 

株主持分 X,XXX,XXX,000 X,XXX,XXX,000 X,XXX,XXX,000 

流動資産 XXX,XXX,000 XXX,XXX,000 XXX,XXX,000 

流動負債 XXX,XXX,000 XXX,XXX,000 XXX,XXX,000 

運転資金 XXX,XXX,000 -XXX,XXX,000 -XXX,XXX,000 

固定資産 XXX,XXX,000 XXX,XXX,000 XXX,XXX,000 

純資産利益率(%) XX.XX XX.XX XX.XX 

純利益率(%) XX.XX XX.XX XX.XX 

総資産回転回数 XX.XX XX.XX XX.XX 

売掛金回転日数 XX.XX XX.XX XX.XX 

資産負債率(%) XX.XX XX.XX XX.XX 

流動比率 XX.XX XX.XX XX.XX 

当座比率 XX.XX XX.XX XX.XX 

営業収入伸び率(%) XX.XX XX.XX -- 

粗利益増加率(%) XX.XX XX.XX -- 

総資産増加率(%) XX.XX XX.XX -- 

 

 

財務資料 

 

貸借対照表 （RMB 千） 

 

 20XX-12-31 (連結) 20XX-12-31 (連結) 20XX-12-31 (連結) 

    

貨幣資本 XXX,XXX,000 XXX,XXX,000 XXX,XXX,000 

受取手形 XXX,XXX,000 XXX,XXX,000 XXX,XXX,000 

売掛金 XXX,XXX,000 XXX,XXX,000 XXX,XXX,000 

前払金 XXX,XXX,000 XXX,XXX,000 XXX,XXX,000 

未収利息 XXX,XXX,000 XXX,XXX,000 XXX,XXX,000 

未収配当金 -- XXX,XXX,000 -- 

その他未収金 XXX,XXX,000 XXX,XXX,000 XXX,XXX,000 

在庫 XXX,XXX,000 XXX,XXX,000 XXX,XXX,000 

その他流動資産 XX,XXX,000 XX,XXX,000 XX,XXX,000 

流動資産合計 XX,XXX,000 XX,XXX,000 XX,XXX,000 
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銀行や金融情報 

 
財務資料 (続き) 

 

貸借対照表 （RMB 千） (続き) 

 

 20XX-12-31 (連結) 20XX-12-31 (連結) 20XX-12-31 (連結) 
 

売却可能金融資産  XXX,XXX,000 XXX,XXX,000 XXX,XXX,000 

長期株式投資 XXX,XXX,000 XXX,XXX,000 XXX,XXX,000 

投資性不動産 XX,XXX,000 XX,XXX,000 XX,XXX,000 

固定資産 XX,XXX,000 XX,XXX,000 XX,XXX,000 

建設仮勘定 X,XXX,000 X,XXX,000 X,XXX,000 

工事物資 X,XXX,000 X,XXX,000 X,XXX,000 

固定資産処分 X,XXX,000 X,XXX,000 X,XXX,000 

無形資産 X,XXX,000 X,XXX,000 X,XXX,000 

開発支出 X,XXX,000 X,XXX,000 X,XXX,000 

グッドウィル   X,XXX,000 X,XXX,000 X,XXX,000 

長期前払費用 X,XXX,000 X,XXX,000 X,XXX,000 

繰延税金資産 X,XXX,000 X,XXX,000 X,XXX,000 

その他非流動資産 X,XXX,000 X,XXX,000 X,XXX,000 

非流動資産合計 X,XXX,000 X,XXX,000 X,XXX,000 

資産総額 XXX,XXX,000 XXX,XXX,000 XXX,XXX,000 

 

短期借入金 X,XXX,000 X,XXX,000 X,XXX,000 

預金吸収及び同業他社及びその他金融機関の

預金 

0 0 0 

未払手形 XXX,XXX,000 XXX,XXX,000 XXX,XXX,000 

買掛金 XX,XXX,000 XX,XXX,000 XX,XXX,000 

前受金 XX,XXX,000 XX,XXX,000 XX,XXX,000 

未払従業員給与 X,XXX,000 X,XXX,000 X,XXX,000 

未払税金 X,XXX,000 X,XXX,000 X,XXX,000 

未払利息 X,XXX,000 X,XXX,000 X,XXX,000 

未払配当金 X,XXX,000 X,XXX,000 X,XXX,000 

その他未払金 X,XXX,000 X,XXX,000 X,XXX,000 

1 年以内の期限到来の非流動負債 X,XXX,000 X,XXX,000 X,XXX,000 

その他流動負債 X,XXX,000 X,XXX,000 X,XXX,000 

流動負債合計 X,XXX,000 X,XXX,000 X,XXX,000 

長期借入金 X,XXX,000 X,XXX,000 X,XXX,000 

社債 X,XXX,000 X,XXX,000 X,XXX,000 

長期未払金 X,XXX,000 X,XXX,000 X,XXX,000 

専用未払金 X,XXX,000 X,XXX,000 X,XXX,000 

1 年超過の未払従業員給与 X,XXX,000 X,XXX,000 X,XXX,000 

繰延税金負債 X,XXX,000 X,XXX,000 X,XXX,000 

繰延収益 X,XXX,000 X,XXX,000 X,XXX,000 

その他非流動負債 X,XXX,000 X,XXX,000 X,XXX,000 

非流動負債合計 X,XXX,000 X,XXX,000 X,XXX,000 

負債合計 X,XXX,000 X,XXX,000 X,XXX,000 
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銀行や金融情報 

 
財務資料 (続き) 

 

貸借対照表 （RMB 千） (続き) 

 

 20XX-12-31 (連結) 20XX-12-31 (連結) 20XX-12-31 (連結) 
 

払込済資本 X,XXX,000 X,XXX,000 X,XXX,000 

資本準備金 X,XXX,000 X,XXX,000 X,XXX,000 

積立金 X,XXX,000 X,XXX,000 X,XXX,000 

専用準備 X,XXX,000 X,XXX,000 X,XXX,000 

未処分利益 X,XXX,000 X,XXX,000 X,XXX,000 

少数株主持分 X,XXX,000 X,XXX,000 X,XXX,000 

株主持分合計 XXX,XXX,000 XXX,XXX,000 XXX,XXX,000 

負債及株主持分合計 XXX,XXX,000 XXX,XXX,000 XXX,XXX,000 

 

損益計算書 （RMB 千） 

 

 201X 201X 201X 

開始日 2016-01-01 2015-01-01 2014-01-01 

終止日 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 

営業収入 XX,XXX,000 XX,XXX,000 XX,XXX,000 

  マイナス：営業コスト XX,XXX,000 XX,XXX,000 XX,XXX,000 

      営業税金及び付加 XX,XXX,000 XX,XXX,000 XX,XXX,000 

売上総利益 XX,XXX,000 XX,XXX,000 XX,XXX,000 

  マイナス：営業費用 XX,XXX,000 XX,XXX,000 XX,XXX,000 

      管理費用 XX,XXX,000 XX,XXX,000 XX,XXX,000 

      財務費用 XX,XXX,000 XX,XXX,000 XX,XXX,000 

      資産評価損   XX,XXX,000 XX,XXX,000 XX,XXX,000 

  プラス：投資収益 XX,XXX,000 XX,XXX,000 XX,XXX,000 

営業利益 XX,XXX,000 XX,XXX,000 XX,XXX,000 

  プラス：営業外収入 XX,XXX,000 XX,XXX,000 XX,XXX,000 

  マイナス：営業外支出 XX,XXX,000 XX,XXX,000 XX,XXX,000 

      その他の利益 XX,XXX,000 XX,XXX,000 XX,XXX,000 

利益総額 XX,XXX,000 XX,XXX,000 XX,XXX,000 

  マイナス：所得税 XX,XXX,000 XX,XXX,000 XX,XXX,000 

純利益 XX,XXX,000 XX,XXX,000 XX,XXX,000 

 

キャッシュフロー計算書 （RMB 千） 

 

 201X 201X 201X 

経営活動によるキャッシュフロー純額 XX,XXX,000 XX,XXX,000 XX,XXX,000 

投資活動によるキャッシュフロー純額 XX,XXX,000 XX,XXX,000 -XX,XXX,000 

資金調達活動によるキャッシュフロー純額 -XX,XXX,000 -XX,XXX,000 XX,XXX,000 
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銀行や金融情報 

 
財務説明 

 

現在、中国国内では企業財務情報の透明性において、明確な規定がないため、上記の財務諸表において一部の会計項目が

不完全であり、各項目の累計数値と合計数値が一致しない場合がある。 

 

少数株主持分がマイナスとなるのは、子会社少数株主分担の当期赤字が少数株主が子会社年始株主持分におけるシェアを

超え、残高が少数株主持分を相殺するためである。 

 

財務費用がマイナスとなるのは、主に報告期間内に銀行預金が増加、利息収入が増加したためである。 

 

 

主要財務データの変化率（RMB 千） 

 

 201X 変化率(%) 201X 

営業収入 XXX,XXX,000 XX.XX XXX,XXX,000 

純利益 XX,XXX,000 X.XX XX,XXX,000 

資産総額 XXX,XXX,000 XX.XX XXX,XXX,000 

負債合計 XX,XXX,000 XX.XX XX,XXX,000 

株主持分合計 XXX,XXX,000 XX.XX XXX,XXX,000 

流動資産合計 XX,XXX,000 XX.XX XX,XXX,000 

流動負債合計 XX,XXX,000 XX.XX XX,XXX,000 

運転資金 XX,XXX,000 X.XX XX,XXX,000 

固定資産 XX,XXX,000 XX.XX XX,XXX,000 

 

 

重要比率表 

 

収益力 201X 前年比 201X 前年比 201X 

純資産利益率(%) XX.XX ↓ XX.XX ↓ XX.XX 

資産利益率(%) X.XX ↓ X.XX ↑ X.XX 

粗利益率(%) XX.XX ↓ XX.XX ↑ XX.XX 

純利益率(%) XX.XX ↓ XX.XX ↑ XX.XX 

 

運用能力 201X 前年比 201X 前年比 201X 

総資産回転回数 X.XX ↓ X.XX ↓ X.XX 

流動資産回転回数 X.XX ↓ X.XX ↓ X.XX 

売掛金回転日数 X.XX ↑ X.XX ↓ X.XX 

 

返済能力 201X 前年比 201X 前年比 201X 

資産負債率(%) XX.XX ↓ XX.XX ↓ XX.XX 

流動比率 X.XX ↑ X.XX ↑ X.XX 

当座比率 X.XX ↑ X.XX ↑ X.XX 

 

発展能力 201X 前年比 201X 前年比 201X 

営業収入伸び率(%) XX.XX ↓ XX.XX -- -- 

粗利益増加率(%) XX.XX ↓ XX.XX -- -- 

総資産増加率(%) XX.XX ↓ XX.XX -- -- 
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産業情報 

 
業界概要 

 

36XX，XXX の製造 

 

定義： 

動力装置で駆動し、四車輪以上、無軌条式、無架線の車両、そして人と（または）貨物の運輸、人と（または）貨物の牽引に用

いられている車両の製造を指す。自動車エンジンの製造も含める。 

 

現状及び動向： 

自動車業界の上流·下流産業チェーンが実体経済の多くの方面まで伸張し、国民経済発展の中堅である。201X 年から実施さ

れた購入税金優遇政策が乗用車販売量を促進し、201X 年上半期、中国乗用車生産高が XXXX.X 万台、前年比 7.3%増に

なった。乗用車四類モデルをみれば、前年に比べると乗用車生産高が X.X%減、SUV 生産高が急成長を維持し続け、42.7%増、

MPV 生産高が XX.X%増、クロス乗用車生産高が XX.X%減になった。 

 

2016 年、乗用車成長率が購入税金優遇に恵まれ、2017 年にその基調も続くはずである。経済の安定成長が要求される中、

後代の政策も自動車産業に有利である可能性が高く、2017 年乗用車成長率の予測によると、これから当業界の成長率がなお

も GDP 成長率を上回り、SUV 市場が好況で、急成長が続いて、今後中国 SUV モデルのシェアが XX.X%以上である可能性が

高く、自主ブランド乗用車が勢いに乗じて伸びて、市場シェアが急成長するであろう。近年で中国大型トラック保有量が着実に成

長し、今後 X 年も X%的复合增速で成長し、2020 年に中国大型トラック保有量が XXX 万台を突破すると見られる。大型トラッ

ク X-X 年のアップデート周期によってアップデートのニーズも増加している。治超新政、PPP プロジェクト推進、大型トラック置き換

えニーズなど有利要素の下、大型トラック業界の景気回復の継続性が有望で、20XX 年に大型トラックが 15%くらいの成長率を保

持し、販売量が XX 万台以上と見られる。新エネルギー車市場が成熟し、インフラが完備するに従い、2020 年に総体的な生

産·売上額が 1XX 万台くらいに達すると見られる。純電動を主とし、プラグインハイブリッド車を補助とするトレンドは変りなく、持ちつ

持たれつで共同発展する。 

 

 

業界財務指標 

 

36XX，XXX の製造 

 

201X 年 対象会社 最高 平均 最低 

純資産利益率(%) X.XX X.XX X.XX X.XX 

資産利益率(%) X.XX X.XX X.XX X.XX 

粗利益率(%) X.XX X.XX X.XX X.XX 

総資産回転回数 X.XX X.XX X.XX X.XX 

流動資産回転回数 X.XX X.XX X.XX X.XX 

売掛金回転日数 X.XX X.XX X.XX X.XX 

資産負債率(%) X.XX X.XX X.XX X.XX 

流動比率 X.XX X.XX X.XX X.XX 

当座比率 X.XX X.XX X.XX X.XX 

営業収入伸び率(%) X.XX X.XX X.XX X.XX 

粗利益増加率(%) X.XX X.XX X.XX X.XX 

総資産増加率(%) X.XX X.XX X.XX X.XX 
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産業情報 

 
業界財務指標 (続き) 

 

3610，自動車完成車の製造 

 

2015 年 対象会社 最高 平均 最低 

純資産利益率(%) X.XX X.XX X.XX X.XX 

資産利益率(%) X.XX X.XX X.XX X.XX 

粗利益率(%) X.XX X.XX X.XX X.XX 

総資産回転回数 X.XX X.XX X.XX X.XX 

流動資産回転回数 X.XX X.XX X.XX X.XX 

売掛金回転日数 X.XX X.XX X.XX X.XX 

資産負債率(%) X.XX X.XX X.XX X.XX 

流動比率 X.XX X.XX X.XX X.XX 

当座比率 X.XX X.XX X.XX X.XX 

営業収入伸び率(%) X.XX X.XX X.XX X.XX 

粗利益増加率(%) X.XX X.XX X.XX X.XX 

総資産増加率(%) X.XX X.XX X.XX X.XX 

 

* 以上の指標数値は、政府部門の定期的に公表する各業界の統計資料から入手したものである。 

 

 

業界の中核指標の推移図 

 

36XX，XXXの製造 

 

粗利益率 (平均) の変化状況： 
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産業情報 

 
業界の中核指標の推移図 (続き) 

 

36XX，XXXの製造 

 

売掛金回転日数 (平均) の変化状況： 

 

 
 

資産負債率 (平均) の変化状況： 
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産業情報 

 
業界の中核指標の推移図 (続き) 

 

36XX，XXXの製造 

 

営業収入伸び率 (平均) の変化状況： 
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補足情報 

 
調査期間中に他の情報は明らかにならなかった。 

 

 

潜在的なリスクまたは警告 

 

2018-12-31 2018 年、対象会社はその他未収金が高く、総資産に 25%を占めた。 

2017 年、対象会社はその他未収金が高く、総資産に 36%を占めた。 

2018-12-31 2017/2018、対象会社は借入金が純資産を上回る。 

2019-09-29 対象会社の所有権は外資から私営に変更された。 

2019-09-29 対象会社の法律登録類型は有限責任会社(台湾、香港、マカオと国内合弁)から有限責任

会社(自然人 100%出資)に変更された。 
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要約 
 
対象会社は XXX 年 XX 月に設立された株式会社で、XX 証券取引所に上場し、コードは 00XXXX。銘柄は XXX である。 

 

対象会社は主に XXX、XXX の開発、製造と販売業務に従事している。対象会社は業歴がやや長く、規模が大きく、豊かな業界

経験を積んで、リスクヘッジ能力が強い。目下で販売のブランド品は国内で知名度が高く、ある程度で対象会社の成長に役立つ。

対象会社は生産に必要な原材料と設備を国内外から仕入れる。対象会社は国内外で製品を販売し、国内販売を主とし、少数

は主に東南アジアとロシアなどへ輸出されている。 

 

201X 年の営業収入が前年を上回り、純利益が RMB XX,XXX 千で、収益力が高い。資産負債率が XX.XX%で、資産構造が正

常で、返済負担が大きくない。対象会社の流動比率は X.XX で、短期返済能力は良好である。 

 

上記に基づき、対象会社の信用格付けは DP6 に該当する。 
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格付説明／スコアシート 
 

 

DP 信用格付 債務不履行確率 解説 ステータス* 

DP1 <=0.1% 高い債務返済能力を有し、極めて強固な

財務基盤である。 

優良 

DP2 > 0.1% - 0.2% 債務返済に見合った平均以上の能力を有

し、強い財務健全性である。 

優良 

DP3 > 0.2% - 0.4% 標準的な営業環境以上であり、安定的な

財務健全性である。 

一般的な好ましくない要因により、問題が

引き起こされることはないと思われる。 

良好 

DP4 > 0.4% - 1.0% 総合的な財務健全性と営業状態は、標準

的であると思われる。債務返済に見合った

能力を有している。 

経済状況における劇的な変化による困難

に、影響を受けやすい可能性がある。 

良好 

DP5 > 1.0% - 3.0% 標準的な債務返済に見合った十分な財務

能力である。しかし、経済状況が好ましくな

い方向に変化した場合、支払い能力に懸

念が生じる可能性がある。 

標準 

DP6 > 3.0% - 8.0% 標準的な債務返済に見合ったほぼ十分な

財務能力である。営業状態の悪化に対応

する能力は、限定的であるか、懸念が生じ

ると思われる。 

標準 

DP7 > 8% - 14.0% 明らかに財務能力は脆弱である。経済及び

営業環境における好ましくない変化には影

響されやすく、更に弱体化した財務状態に

陥る可能性がある。 

要監視 

DP8 > 14.0%  債務返済能力は限定的であり、財務健全

性は明らかに損なわれている。特に営業環

境が好ましくない方向に変化した場合は、さ

らに損なわれる。 

要監視 

 

* DP 1 ～ DP 4 は株式格付の「投資適」に相当し、DP 5 ~ DP 6 は「高配当」に、DP 7 ～DP8 は「高リスク」にそれぞれ相当する。 

 

 

注 

• 信用格付は、一般的な条件下および格付付与時点で Experian に提供された情報に基づく企業の能力の見解であり、

予期不能、かつ/または、予測可能な状況により変更される可能性があります。 

 

• 信用格付は、証券の売買や投資戦略の採用を推奨するものではありません。 

 

• エクスペリアンは、信用格付けの使用または非使用におけるリスクについて一切の責任を負いかねます。 

  
 

 

 

 

 


