
法定名称 盛世食品工業（上海）有限公司

【RM格付】

B
【RM格付定義】

支払能力が非常に高い

格付 定義

A

D 将来の支払い能力に懸念がある

支払能力は中程度

F 通常取引不適格先

E 支払能力に懸念がある

B 支払能力が高い

C

安全性
評価 内容

【財務評価】 ※★★★★★★（良い）～★（悪い）にて表示しています。★が表示されない項目は評価対象外です。

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
★ 自己資本÷総資産

借入依存度 ★ ★ ★ ★ ★

自己資本比率 ★ ★ ★ ★ ★

★ 借入金÷総資産

借入返済年数 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 借入金÷税引前純利益

流動性
評価 内容

流動比率 ★ ★ ★ ★ 流動資産÷流動負債

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

現預金回転期間 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 現預金÷月商

当座比率 ★ ★ ★ ★ ★ 当座資産÷流動負債

収益性
評価 内容

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

売上高純利益率 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 当期純利益÷売上高

売上高営業利益率 ★ ★ ★ ★ ★ 営業利益÷売上高

ＲＯA（総資産利益率） ★ ★ ★ ★ ★ ★ 当期純利益÷総資産

成長性・
事業規模

評価 内容

売上高増減率 ★ ★ ★ ★ ★ 当期売上高÷前期売上高

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

売上高規模 ★ ★ ★ ★ ★ 当期売上高

営業利益率増減 ★ ★ ★ ★

資産・
資本効率

評価 内容
☆ ☆ ☆

★ ★ 当期営業利益率－前期営業利益率

☆
売掛債権回転期間 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 売掛債権÷月商

棚卸資産回転期間 ★ ★ ★ ★ ★ 棚卸資産÷月商

【定性評価】

総資産回転率 ★ ★ ★ 売上高÷総資産

定性評価
評価 内容

☆ ☆ ☆ ☆
株主の資本規模

株主資本力② ★ ★ ★ 株主の資本投入度合い

株主資本力① ★ ★ ★ ★

経営能力

業界地位 ★ ★ ★ ★ 業界ポジション、業界シェア

経営者資質 ★ ★ ★

★ ★ ★

取引先の安定度

市場競争力 ★ ★ ★ ★ ★ 市場内での競争力

取引先 ★ ★

G 判断不能先（金融機関等）

過去の表彰や懲罰の有無事件・懲罰 ★ ★ ★

★ 決済条件

知財、資格 ★ ★ ★ ★ 資格や知的財産の有無

決済状況 ★ ★
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企業基本情報 

  

法定登記情報  実際の事務所情報 

法定名称 上海中国食品有限公司  ウェブサイト www.food-sh.com 

登記住所 中国上海市中国路1000号  事務所住所 中国上海市中国路1000号 

郵便番号 200000  郵便番号 2000000 

電話番号 021-88888888  電話番号 021-66666666 

ファックス 021-77777777  ファックス 021-55555555 

 

企業紹介 

     

経営概況  財務概況（2013年） 

登記日 2000年04月30日  資産総額 169,313,542.28  

企業形態 有限責任会社（自然人支配）  流動資産 84,351,961.55 

上場/未上場 未上場  負債総額 70,872,252.85 

責任者 張**  所有者持分 98,441,289.43 

業界 食品加工業  営業総額 160,727,465.48  

業種 生産及び貿易型  利益総額 31,159,638.56 

登録資本金額 30,000,000  流動比率 0.65 

主要製品 
クッキー、キャンディー、ア

イスクリーム 

 
負債比率 74.96% 

製品販売 国内販売90%、輸出販売10%  売上高利益率 5.87% 

従業員数 600名  総資産利益率 12.93% 

面積 
4,000平方メートル（自社所

有） 

 棚卸資産回転率 
6.33 

 

@ 本報告書記載する通貨は、特別な説明を除く限り全て人民元である。 

@ 本報告書中の「---」は全て「取得せず」または資料不足のため「評価なし」を示す。 

 

企業総合評価 

 

信用現状評価  将来性評価 

【企業信用点数】 80.40点  【将来性点数】 64.00点 

【信用リスクレベル】 JCR2  【将来性レベル】 JTR4 

【信用取引条件】 
信用状態良好、大規

模の提携が可能。 

 

【発展動向説明】 

発展動向は安定してお

り、今後の発展スピード

は業界平均レベル。 
     

【信用提携規模】 7,850,000元 

 
 

 

 
 

特別説明 
 

左記の業界データは、弊

社の企業データベースに

記載する全ての食品加工

業界における合計2653社

企業に基づき、出てきた

統計結果である。 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 

業界最

小値32 

▼ 

業界最

大値87 

▼ 

同社80

▽ 

信用点数 

将来性点数 
▲ 

業界最

小値23 
△ 

同社64 

▲ 

業界最

大値80 
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企業基本登記情報 

  

登記日 2000年04月30日 

最新変更日 2010年07月 

企業形態 有限責任会社（非上場、自然人投資または支配） 

企業状態 操業中 

業界 食品加工業 

登記機関 上海市工商行政管理局 

登記番号 310************ 

税務登記番号 310************ 

登録資本金額 30,000,000元 

払込資本金比率 100% 

法人代表 張** 

経営期限 限定なし 

経営内容 キャンディ、油粕、固体飲料（フルーツ・パウダー）、濃縮果汁、ジャム

（餡）、調味料、チョコレート及びチョコレート製品、パールミルクティー、

菓子、インスタント食品、フロス、食品餡、ベーキング食品シリーズ原料の生

産、経営。乾燥野菜製品、乾燥水産製品の加工、経営。バター、コーヒー豆、

ゼラチンの経営。食品機械生産。香水、液体香料エッセンス、おしろいは同社

の支社の江海分工場が関連許可証に基づく生産、経営する。（『食品衛生許可

証』有効期間は2015年12月12日まで） 

最新審査状況 2013年度の企業年度報告は提出、公示済。 

 

◆ 2014年02月14日国家工商総局の発表により：2014年03月01日より、営業免許のある有限責任会

社、株式会社、非会社企業法人、提携企業、個人独資企業及びその支社、中国で経営に携わる外

国（地域）企業、その他経営単位に対する企業年度審査を停止する。今後、企業年度審査制度は

企業年度報告公示制度に変わる。2014年10月01日にて、『企業情報公示暫時施行条例』は正式に

施され、中の明確な規定：企業は毎年、01月01日から06月30日にかけて、企業信用情報公示シス

テムを通じて、工商行政管理部門に前年度の年度報告（企業年度財務諸表を含む）を提出し、社

会に公示すること 

 

株主構成 

     

株主名称 国家 会社コード 投資金額（元） 出資比率 

上海**商務発展有限公司 中国 123456789 15,000,000 50％ 

上海**投資有限公司 中国 123456789 6,000,000 20％ 

張** 中国 / 3,000,000 10％ 

李** 中国 / 3,000,000 10％ 

王** 中国 / 3,000,000 10％ 

 

法人株主紹介 

     

株主名称 株主紹介 

上海**商務発展有限公司 

対象企業は1984年に設立され、食品、医薬、化学工業分野への投資に

従事している大型投資管理会社である。企業の登録資本金は20000万

元で、2013年の売上額は12億元に達した。 
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4

上海**投資有限公司 

対象企業は1997年に設立され、その前身も一つ有名な食品生産企業で

ある。2002年、企業は制度を改めて、投資会社になった。主に食品及

び農産物業種へ投資する。企業の登録資本金は8000万元で、2013年の

売上額は4.8億元に達した。 

 

支店・支社 

  

企業名称： 上海**食品有限公司江蘇銷售分公司 

会社コード： 123*****1 

    

企業名称： 上海**食品有限公司浙江銷售分公司 

会社コード： 123*****2 

    

◆ 支店・支社とは、独立法人の主体機構から派生した機構を示す。通常は主体機構の業務地域を

拡大する必要に伴い設立されるものである。支社・支店には主に2種の形態がある。1つは支社

で、もう1つは事務所である。支社は経営活動に従事できるが、事務所は通常本社の経営範囲

内における業務連絡活動だけに業務が限られ、自己の名義で商業貿易契約書を締結し、利益が

伴う貿易や投資活動を行うことができない。 

 

企業傘下企業 

  

企業名称： 広州****食品有限公司 

会社コード： 002****30 

投資金額： 10,000,000元 出資比率： 40% 

  

企業名称： 南京****熱処理工程有限公司 

会社コード： 004****50 

投資金額： 4,000,000元 出資比率： 80% 

  

◆傘下企業とは、対象企業の単独出資または株式参入によって、設立した独立会計企業である。 

財務諸表の「長期投資」科目より、同社の傘下企業を発見した。但し、当方は工商保存書類の中か

らその関連登録情報を発見せず。その故、傘下企業情報は不明である。 

 

その他関連企業 

 

なし。 

 

◆ その他関連企業とは、直接的な投資、持株・資本参加の有無にかかわらず、対象企業と主要業

務以外の分野で関連がある企業を指す。関連企業は、同一株主や法定代表人を有する企業だけ

でなく、その投資会社を通じ間接的に投資した会社及びその持株会社、または株式参入会社に

投資した各種会社も含む。 

 

 

 

 

 

 

 

備考：上記同社の支店・支社、傘下企業及びその他関連企業情報は、全て同社が登記した工商局

の工商保存書類から入手したものに限る。これ以外にも存在する可能性はあるが、工商局に未登

記の同社の支店・支社、傘下企業及びその他関連企業情報については、当方は調査と提供を行わ

ない。 
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企業沿革 

 

企業名称変更 

変更時間 変更前内容 変更後内容 

2008年03月 上海盛世商務発展有限公司食品分公司 上海盛世食品有限公司 

2010年03月 上海盛世食品有限公司 盛世食品工業（上海）有限公司 

登録資本金変更 

変更時間 変更前内容 変更後内容 

2004年09月 2,000,000元 5,000,000元 

2006年11月 5,000,000元 9,000,000元 

2008年03月 9,000,000元 15,000,000元 

2008年09月 15,000,000元 27,875,000元 

2010年07月 27,875,000元 30,000,000元 

登記住所変更 

変更時間 変更前内容 変更後内容 

2006年03月 中国上海市**路**号 中国上海市**路**号 

法人代表変更 

変更時間 変更前内容 変更後内容 

2004年08月 王** 朱** 

2008年03月 朱** 張** 

企業形態変更 

変更時間 変更前内容 変更後内容 

2008年03月 有限責任会社（国内合資） 
有限責任会社（自然人投資または支

配） 

経営期限変更 

変更時間 変更前内容 変更後内容 

2008年03月 2000-4-30－2015-4-29 限定なし 

登記機関変更 

変更時間 変更前内容 変更後内容 

2008年03月 上海市工商行政管理局浦東新区分局 上海市工商行政管理局 

登記番号変更 

変更時間 変更前内容 変更後内容 

2008年03月 3101152001770 310115000562504 

経営内容変更 

変更時間 変更内容 

設立最初 キャンディ及びビスケット・シリーズ食品及びその原料の生産、経営。 

2002年9月 

キャンディ、油粕、固体飲料（フルーツ・パウダー）、濃縮果汁、ジャム

（餡）、調味料、チョコレート及びチョコレート製品、ベーキング食品シリ

ーズ原料の生産、経営。 

2006年3月 

キャンディ、油粕、固体飲料（フルーツ・パウダー）、濃縮果汁、ジャム

（餡）、調味料、チョコレート及びチョコレート製品、パールミルクティ

ー、菓子、インスタント食品、フロス、食品餡、ベーキング食品シリーズ原

料の生産、経営（『食品衛生許可証』効期間は2010年12月12日まで）。 
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2008年3月 

キャンディ、油粕、固体飲料（フルーツ・パウダー）、濃縮果汁、ジャム

（餡）、調味料、チョコレート及びチョコレート製品、パールミルクティ

ー、菓子、インスタント食品、フロス、食品餡、ベーキング食品シリーズ原

料の生産、経営。乾燥野菜製品、乾燥水産製品の加工、経営。バター、コー

ヒー豆、ゼラチンの経営。食品機械の生産と経営。香水、液体香料エッセン

ス、おしろいは同社の支社の江海分工場が関連許可証に基づく生産、経営す

る。（『食品衛生許可証』効期間は2015年12月12日まで）。 

株主及び出資比率変更 

変更時間 株主 出資比率 

設立最初 
上海**商務発展有限公司 95% 

王** 5% 

2002年9月 

上海**商務発展有限公司 75% 

王** 5% 

上海**投資有限公司 20% 

2003年9月 

上海**商務発展有限公司 70% 

王** 5% 

李** 5% 

上海**投資有限公司 20% 

2008年3月 

上海**商務発展有限公司 50% 

上海**投資有限公司 30% 

張** 10% 

李** 10% 

王** 10% 

 

 

 

 

 

 

その他重大事項 

  

年月 2010年2月 

具体事項 
同社は四川省人民政府と期日が三年間の「四川百万子供に営養食品を提供す

る」という協議を締結した。 

現在に至るまで、同社に関する重大事項情報を発見せず。 

訴訟記録  

  

被告 上海**食品有限公司 

管轄裁判所 上海市浦東新区人民法院 

訴訟登録日 2009-03-31 

事件番号 (2009)浦執字第****号 

執行対象 201450.00元 

審議状態 審理終了 

 
 

被告 上海**食品有限公司 

管轄裁判所 上海市浦東新区人民法院 

備考：上記同社の沿革情報は、全て同社が登記した工商局の工商保存書類から入手したものに限

る。これ以外にも存在する可能性はあるが、工商局に未登記の同社のその他沿革情報について

は、当方は調査と提供を行わない。 
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訴訟登録日 2009-03-31 

事件番号 (2009)浦執字第****号 

執行対象 201450.00元 

審議状態 審理終了 

 

 

 

 

 

 

現在に至るまで、同社に関する訴訟記録情報を発見せず。 

その他信用記録 

  

年月 2006年3月 

事項 「2005年度上海名ブランド」という称号を授与された。 

年月 2007年5月 

事項 「上海市ハイテク企業」に認定された。 

年月 2008年5月 

事項 同社の 「******」商標は上海市工商局に「上海著名商標」に認定された。 

年月 2009年10月 

事項 ISO 9001:2008管理システム認証を取得した。 

現在に至るまで、同社に関する信用記録情報を発見せず。 

企業組織 

  

最高意思決定機関 取締役会 

法人代表 張* 

総経理 関* 

主要部門 人事部、財務部、経営部、技術部、製造部、品質部、事務部 

同社の社員数は比較的少ないため、具体的な部署の区分けがない。 

 

主要管理者履歴 

  

氏名 張* 

職務 法人代表兼董事長 

国籍 中国 

性別 男 

最終学歴 大卒 

生年月日 1960年 

業界経験 9年以上 

管理経験 11年以上 

主要履歴 

時間 勤務単位 職務名称 

1978年09月－1982年07月 複旦大学 学生 

1982年07月－1986年05月 上海**廠 勤務 

1986年05月－1998年12月 上海**有限公司 勤務 

1998年12月－2001年02月 上海**有限公司 業務経理 

備考：上記情報は主に中国最高人民法院が設立した「全国裁判所被執行者情報システム」から

入手した。一部の情報は同社登録所在地の裁判所のウェブサイトから収集したのである。中国

の裁判所が企業訴訟記録情報に対する収集と公表はあまりタイムリーではないため、上記の情

報は同社の全ての訴訟記録だとは保証できない。 
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2001年02月－2004年10月 **商務発展食品分公司 副総経理 

2004年10月－2008年03月 上海**食品有限公司 総経理 

2008年03月－現在 上海**食品有限公司 董事長 

  

氏名: 関* 

職務: 総経理 

性別: 男 

肩書き: シニアエンジニア 

最終学歴: 大卒 

生年月日: 1964年 

業界経験: 16年 

管理経験: 14年 

主要履歴: 

時間 勤務単位 職務名称 

1982年09月－1986年07月 上海大学 学生 

1986年11月－1995年02月         **食品有限公司営業部  勤務 

1995年02月－2004年10月  **商務発展食品分公司 経理 

2004年10月－2008年03月         上海**食品有限公司 副総経理 

2008年05月－現在 上海**食品有限公司 総経理 

 

基本経営状況  

  

企業属性 生産販売型企業。 

主要製品 クッキー、キャンディー、アイスクリーム等の食品。 

自営ブランド名 「佳楽」、「好吃」 

代理ブランド名 なし 

独自の対外貿易権 なし 

場所類型 工業区 

場所属性 賃借 

総面積 4,000平方メートル 

社員総数 600名 

 

原材料仕入及び主なサプライヤー 
 

仕入地域 

仕入区域 仕入比率 主要仕入区域 

国内 90% 華東、華南 

国外 10% 日本 

 

主なサプライヤー 

企業名称 上海****農副産品采購供応站 

会社コード 123456789 

登記住所 中国上海市**路**号 

電話番号 021-******** 

仕入製品 農業副生産品 

支払方法 銀行振替 
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決済方法 月に一回決済、月末に支払。 

  

企業名称 上海市****面粉有限公司 

会社コード 123456789 

登記住所 中国上海市**路**号 

電話番号 021-******** 

仕入製品 小麦粉 

支払方法 小切手 

決済方法 着荷支払 

 

製品販売現状及び主な取引先 

 

販売地域 

販売区域 販売比率 主要販売区域 

国内 70% 華東 

国外 30% 日本、東南アジア 

 

主な国内販売代理店 

企業名称 上海衡輝商貿公司 

会社コード 123456789 

登記住所 上海控江路1500号 

電話番号 021-65429977 

支払方法 電信為替、銀行振替 

決済方法 30日 
 

主な輸出販売代理店 

企業名称 上海中海進出口有限公司 

会社コード 987654321 

登録住所 上海市東名路668号 

電話番号 021-64980250 

輸出港 上海 
 

主な取引先 

企業名称 上海市第一百貨商店 

会社コード 123456789 

登記住所 上海南京東路100号 

電話番号 021-87654321 

支払方法 電信為替、銀行振替 

決済方法 30日 

      

主な競合他社 

  

企業名称 上海東亜食品工業有限公司 

会社コード 123456789 

企業住所 上海市文井路188号 

電話番号 021-64307766 
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取引銀行情報 

  

銀行名 中国建設銀行上海市黄浦支行 

住所 上海黄浦区淮海東路85号 

電話番号 021-63558696 

口座番号 31001518000055644015 

貨幣種類 人民元 
 

 
 

 

同社は財務管理体制が厳しく、関係者から取引銀行や口座番号等の情報提供を断られた。なお、工

商保存書類に関連情報も発見せず。その故、取引銀行情報は提供できない。 

 

企業財務諸表  

   

貸借対照表(単位:元)   

項目 2012年12月31日 2013年12月31日 

流動資産   

 現金と銀行預金 61,698,519.93 75,592,650.79 

 売掛金 1,493,319.25 1,156,506.35 

 前渡金 1,615,339.47 1,745,477.38 

 その他未収入金 402,110.06 716,391.84 

 棚卸資産 0 0 

 その他流動資産 3,626,544.76 5,140,935.19 

流動資産合計 68,835,833.47 84,351,961.55 

 －－－－－－ －－－－－－ 

非流動資産   

 長期権益投資 1,000,000.00 0 

 固定資産純価値 51,686,016.52 51,515,662.62 

 建設仮勘定 0 1,664,268.00 

 無形資産 0 25,647,000.00 

 長期前払費用 4,304,979.79 4,179,087.13 

 繰延所得税資産 10,182.05 305,562.98 

 その他非流動資産 1,262,300.00 1,650,000 

非流動資産合計 58,263,478.36 84,961,580.73 

 －－－－－－ －－－－－－ 

資産総計 127,099,311.83 169,313,542.28 

  ＝＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝ 

  

項目 2012年12月31日 2013年12月31日 

流動負債   

 短期借入金 0 0 

 買掛金 0 0 

 前受金 1,328,103.50 171,716.54 

備考：関連法規により、同社の銀行資金操作に関する情報を収集または調査できない。 

しかしながら、公開情報に基づく調査の結果では、銀行取引履歴は正常で、銀行資金操作上の不

正な記録は発見せず。 
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 未払賃金 342,621.61 342,621.61 

 未納税金 2,010,319.12 2,735,182.52 

 その他未払金 50,761,466.01 67,162,191.56 

 その他流動負債 0 0 

流動負債合計 54,442,510.24 70,411,712.23 

 －－－－－－ －－－－－－ 

非流動負債合計 1,001,364.95 460,540.62 

内訳：長期借入金 0 0 

      繰延所得税負債 105,939.65 0 

      その他非流動負債 895,425.30 460,540.62 

 －－－－－－ －－－－－－ 

負債合計 55,443,875.19 70,872,252.85 

 －－－－－－ －－－－－－ 

所有者持分   

 払込資本金 30,000,000.00 30,000,000.00 

 資本準備金 2,601,073.15 2,601,073.15 

 積立金 6,428,240.30 9,239,634.30 

 未配分利益 30,410,170.26 54,578,651.55 

親会社株主に属する所有者持

分合計 
69,439,483.71 96,419,359.00 

少数株主持分 2,215,952.93 2,021,930.43 

所有者持分合計 71,655,436.64 98,441,289.43 

  －－－－－－ －－－－－－ 

負債と所有者持分総計 127,099,311.83 169,313,542.28 

  ＝＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝ 

        

損益計算書（単位:元） 

項目 2012年度 2013年度 

営業総収入 110,648,890.60 160,727,465.48 

 内訳：営業収入 110,648,890.60 160,727,465.48 

    

営業総コスト 93,441,936.96 133,286,223.01 

 内訳：営業コスト 27,132,365.26 43,411,453.63 

      営業税金及び付加 5,662,518.03 8,287,723.85 

  販売費用 33,890,638.03 45,056,203.11 

     管理費用 26,449,464.07 36,724,526.72 

     財務費用 207,522.61 -199,815.20 

      資産減損損失 99,428.96 6,130.90 

  加：投資收益 878,732.26 -200,000.00 

    

営業利益 18,085,685.90 27,241,242.47 

 加：営業外收入 4,961,471.93 4,051,334.78 

     投資收益 0 0 

     補助金収入 0 0 

 減：営業外支出 74,423.74 132,938.69 
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利益総額 22,972,734.09 31,159,638.56 

 減：所得税 3,648,950.12 4,373,785.77 

    

純利益 19,323,783.97 26,785,852.79 

          

主要財務比率分析 

 

財務指標 業界平均値 2012年 2013年 

流動比率 1.08 1.26  1.20  

当座比率 0.81 1.26  1.20  

負債比率 63.19% 43.62% 41.85% 

売上高利益率 9.40% 17.46% 19.38% 

総資産利益率 7.54% 18.07% 18.40% 

総資本回転率 0.34 0.87  0.94  

売掛債権回転期間（月） 2.67 0.16  0.08  

固定資産回転期間（月） 5.13 5.60 3.84 

棚卸資産回転率 4.00 -   -  

 

同業他社平均値と比べ、同社の各主要指標は業界平均レベルより高い。同社は同業界における財務

競争力が比較的強いと見られる。 

 

企業信用評価 

              

上述調査情報に基づき、同社に与える信用点数：80.40点。信用リスクレベル：JCR2 
 

評定項目 
採点 

範囲 

同社5等級評価体系 

得点 1悪い 2やや

悪い 

3普通 4やや

良い 

5良い 

投資規模 0-003 ○ ○ ○ ● ○ 2.40 

株主の実力 0-002 ○ ○ ● ○ ○ 1.00 

資格及び知的所有権 0-010 ○ ○ ○ ● ○ 8.00 

表彰、懲罰記録 0-010 ○ ○ ● ○ ○ 6.00 

管理者の管理能力 0-005 ○ ○ ● ○ ○ 3.00 

財務安全性指標 0-020 ○ ○ ○ ○ ● 20.00 

財務収益性指標 0-015 ○ ○ ○ ● ○ 12.00 

全社運営規模 0-005 ○ ○ ○ ● ○ 4.00 

業界地位及び占有率 0-005 ○ ○ ○ ● ○ 4.00 

提携先の実力 0-005 ○ ● ○ ○ ○ 2.00 

支払・決済状況 0-010 ○ ○ ○ ○ ● 10.00 

市場競争力 0-005 ○ ○ ○ ● ○ 4.00 

評価人員調整差 0-005 ○ ○ ○ ● ○ 4.00 

合計 0-100 / 80.40 

 

信用リスク評定基準は下記の通り： 
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信用点数 リスク 

レベル 

リスク表示 信用取引条件 

091-100 JCR1 ○○○○○ 信用状態優秀、無条件でも提携できる。 

081-090 JCR2 ○○○○ 信用状態良好、大規模の提携が可能。 

071-080 JCR3 ○○○ 
信用状態はやや良く、正常監督条件のもとで中規模の提

携が可能。 

061-070 JCR4 ○○ 
信用状態はまあまあで、特定監督条件のもとで中規模の

提携が可能。 

051-060 JCR5 ○● 
信用状態は普通で、厳しい監督条件のもとで中規模の提

携が可能。 

041-050 JCR6 ●● 
信用状態はやや悪く、厳しい監督条件のもとで小規模の

提携が可能。 

031-040 JCR7 ●●● 
信用状態は非常に悪く、保証完備あるいは抵当条件のも

とで提携できる。 

021-030 JCR8 ●●●● 
信用状態は極めて悪く、信用取引を禁止し、取引は現金

のみに限定する。 

000-020 JCR9 ●●●●● 現金取引を含めて一切の取引活動を禁止する。 

 

通常の商業価値に基づき、対象企業の信用リスク等級がJCR7に等しいまたはJCR7以上の場合には、

対象企業とのビジネス提携は慎重に検討すべきである。 

 

企業将来性評価 

              

上述調査情報に基づき、同社に与える将来性点数：64.00点。将来性レベル：JTR4 
 

評定項目 
採点 

範囲 

同社5等級評価体系 

得点 1悪い 2やや

悪い 

3普通 4やや

良い 

5良い 

投資規模 0-005 ○ ○ ○ ● ○ 4.00 

株主実力 0-005 ○ ○ ● ○ ○ 3.00 

表彰、懲罰記録 0-005 ○ ○ ● ○ ○ 2.00 

財務安全性指標 0-020 ○ ● ○ ○ ○ 8.00 

財務収益性指標 0-025 ○ ○ ○ ● ○ 20.00 

全社運営規模 0-010 ○ ○ ● ○ ○ 6.00 

業界地位及び占有率 0-010 ○ ○ ● ○ ○ 6.00 

提携先実力 0-005 ○ ● ○ ○ ○ 2.00 

市場競争力 0-010 ○ ○ ○ ● ○ 8.00 

評価人員調整差 0-005 ○ ○ ○ ○ ● 9.00 

合計 0-100 / 64.00 

 

将来性レベル評定基準は下記の通り： 

 

得点 将来性 

レベル 

動向表示 発展動向説明 

091-100 JTR1 ○○○○○ 
発展動向は非常に良く、今後の発展スピードは業界平均

より数倍速い。 
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081-090 JTR2 ○○○○ 
発展動向は良好で、今後の発展スピードは業界平均より

かなり速い。 

071-080 JTR3 ○○○ 
発展動向は安定した上昇傾向にあり、今後の発展スピー

ドは業界平均レベルよりやや速い。 

061-070 JTR4 ○○ 
発展動向は安定しており、今後の発展スピードは業界
平均レベル。 

051-060 JTR5 ○● 
発展動向は安定した鈍化傾向にあり、今後の発展スピー

ドは業界平均よりやや遅い。 

041-050 JTR6 ●● 
発展動向はあまり良くなく、今後の発展スピードは業界

平均より大幅に遅い。 

031-040 JTR7 ●●● 
発展動向はやや悪く、今後の業績は停滞もしくは少し低

下する傾向である。 

021-030 JTR8 ●●●● 
発展動向は非常に悪く、今後の業績は大幅に下降し、休

業する可能性もある。 

000-020 JTR9 ●●●●● 
政府主管部門が休業を命じており、営業許可証が抹消ま

たは清算段階にある。 

 

通常の商業価値に基づき、対象企業の将来性レベルがJTR8に等しいまたはJTR8以上の場合には、対

象企業とのビジネス提携は慎重に検討すべきである。 

 

信用提携規模 

                

信用提携規模とは、本報告書完成後の一会計年度内で、同社と提携できる最高の累積信用規模のこ

とである。この提携規模は信用点数により算出される。信用点数=企業信用点数*0.75+企業将来性点

数*0.25： 
 

上述調査情報に基づき、同社に与える信用提携規模点数：76.30点。 
 

信用点数 信用モデル 年度信用提携規模 

091-100 ○○○○○ （0.60-1.00）*年度理想提携規模 

081-090  ○○○○ （0.30-0.60）*年度理想提携規模 

071-080 ○○○ （0.10-0.30）*年度理想提携規模 

061-070 ○○ （0.05-0.10）*年度理想提携規模 

051-060 ○● （0.02-0.05）*年度理想提携規模 

041-050 ●● （0.01-0.02）*年度理想提携規模 

031-040  ●●● 1万元-0.01*年度理想提携規模 

021-030 ●●●● 0 

000-020 ●●●●● 0 

 

 

 

 

 

        

企業総括評価 

 

同社は同業界において大規模であり、現在各経営指標の状態は良好で、同社の信用レベルも比較的

高い。同時に、同社は業務拡大中にあっても、各指標は下降する兆しがない。これは同社の発展能

力の持続性が相当に強いことを示している。同社は国家の経済及び国民の生活と非常に緊密な関係

備考：点数が031-040の場合に弊社より提案する提携規模：1万元から0.01*年度理想提携規模ま

で。0.01*年度理想提携規模の結果が1万元に等しいまたは1万元以下の場合、提案する提携規模

は1万元とする。 
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がある業種に属するから、同社の発展動向は比較的良いと判断される。 
 

同社に与える年度最大な信用提携規模：7,850,000元。 

    

備考 

 

各財務指標計算公式 

項目 計算公式 

安全性指標 

流動比率 流動資産合計/流動負債合計 

当座比率 （流動資産合計-棚卸資産）/流動負債合計 

負債比率 総負債額/自己資本×100% 

収益性指標 

売上高利益率 利益/売上高（主要業務収入）×100% 

総資産利益率 利益/総資本×100% 

総資本回転率 売上高（主要業務収入）/総資本 

売掛債権回転期間 売掛金純額*12/売上高（主要業務収入） 

固定資産回転期間 固定資産純価値*12/売上高（主要業務収入） 

棚卸資産回転率 売上原価（主要業務原価）/棚卸資産 

 

各財務指標計算公式 

【年度理想提携規模】 流動資産合計 + 固定資産合計*0.7 - 負債合計 

 

専門用語解説 

項目 解説 

【工商行政管理局（略

称「工商局」）】 

中国大陸地区で、全ての合法的な企業及びその他法人に対して、登記関

連、組織管理、監督指導、行政法規の執行を行う政府機関である。 

【工商保存書類】 企業が登記場所の工商局で登記した、登記簿謄本、法定変更記録、年度

審査、会社定款、株主決議記録、取締役会決議等を含む各種資料の総

括。 

【企業工商年度審査】 工商行政管理機関が法律に則し、毎年1回企業に対して行う企業の持続経

営資格を審査する法定制度である。同年に設立した企業は、翌年から年

度審査を受ける。 

【評価なし】 調査過程中、経営の客観事実や工商年度審査資料の分類・保管等の原因

またはその他不可抗力要素によって、報告書の一部または大部分が不完

全になる可能性があり、報告書の不完全により、信用評価を行う内容の

理論最高点数の合計は60点未満になる場合、対象企業の信用点数に対し

て、評価しない。 

 

免責条項 
上記の情報は政府機関、調査対象企業及びその関連企業または機関から入手したものである。し

かし、一部の情報は他の客観的方法による実証が不可能であるため、全ての情報が事実と一致す

ることを保証しない。また、歴史沿革部分については、各地区政府部門の管理状況により完全な

歴史情報が記載されないこともありえる。当社は、この報告書の一部或は全ての内容に基づき、

執行または放棄等の方策を決定することにより生じるいかなる損害についても一切の責任を負わ

ない。 
 

－－本報告書完了－－－ 


