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This report is furnished at your sole request for the use of making decisions in respect of credit, trade or 

investment and for no other purpose. You shall not release or disclose any of the information contained in the 

report to any other person or firm or company unless otherwise agreed upon by JChere. JChere shall not be liable 

for any loss or damage arising out from the using of any information contained herein. 本調査報告書の情報に関する一切の権利は弊社に帰属します。報告書の複製、貸与、その他の著作権を侵害する行為は一切禁止いたします。報告書の内容は第三者に漏らすことを禁止いたします。まだ、報告書の内容について損害賠償の責任を負いません。 
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第一部第一部第一部第一部：：：：報告概要報告概要報告概要報告概要      
    資 本 金： 20 万米ドル 法人代表： ＸＸＸ 設立年月： 1993 年 1月 業務内容： ボリ四弗化エチレン及びプラスチック製品、密封件、金属製品、プラスチック機械製品 法人種類： 合弁企業 業界分野： プラスチック産業 業務動向： 良好。 信用限度額： ＸＸＸＸ千元 格付け： CR3CR3CR3CR3        ごごごご注意注意注意注意：：：：当当当当報告書において、特別な説明が無いかぎり、人民元を通貨の単位とする。     
第二部第二部第二部第二部：：：：会社所在地会社所在地会社所在地会社所在地のののの基本情報基本情報基本情報基本情報  
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     経済指標 寧波市 
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面積 0.63 万平方公里 総人口 1341.8 万人 国内総生産（2005 年） 6250.81 億元 2005 年農業増加値 92.98 億元 2005 年工業増加値 3130.72 億元 2005 年サービス業増加値 3027.11 億元 2005 年財務収入 2828.87 億元 2005 年固定資産投資 2452.11 億元 2005 年消費財の小売総額 2220.64 億元 2005 年農業総生産 239.52 億元 2005 年輸出入総額 1123.97 億ドル 2005 年居民年間平均収入 22160 元 隣接する省、都市 上海、浙江、安徽、江蘇 経済の発展状況 経済発達都市   説明：  1、国内総生産、各産業の増加値及び総生産は当時の価格による計算。    
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第第第第三三三三部部部部：：：：企業概要企業概要企業概要企業概要    

 

会社名会社名会社名会社名：：：：宁波春祺宁波春祺宁波春祺宁波春祺フッフッフッフッ素素素素プラスチックプラスチックプラスチックプラスチック製品有限公司製品有限公司製品有限公司製品有限公司        

    

住住住住                所所所所：：：：    浙江省寧波市ＸＸＸＸＸ 郵便番号郵便番号郵便番号郵便番号：：：：    341529 
    

電話番号電話番号電話番号電話番号：：：：    0579-XXXXXXX ファクスファクスファクスファクス：：：：    0579-XXXXXXX   資 本 金： 20 万米ドル 法人代表： ＸＸＸ 設立年月： 1993 年 1月 法人種類： 合弁会社 業務内容： ボリ四弗化エチレン及びプラスチック製品、密封件、金属製品、プラスチック機械製品         
工商登録資料工商登録資料工商登録資料工商登録資料        当該企業は、中米合弁企業であり、1993 年に設立され、1993 年 1 月 13 日寧波市工商局に登録した。登録番号は企合浙甬字 395 号、資本金は 20 万米ドル、法人代表は李琪敖であり、企業の経営更新期間は、10年毎とされている。    

    

株主名株主名株主名株主名とととと投資比率投資比率投資比率投資比率    株主名 投資比率 寧波ＸＸＸＸＸ会社 75% 米国ＸＸＸ国際貿易公司 25%     
歴史歴史歴史歴史・・・・沿革沿革沿革沿革    
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年月 内容 1993 年 1月 会社登録、設立。資本金は 15万米ドル 1997 年 1月 会社登録、設立。資本金は 20万米ドルまで増資 
 

経営者経営者経営者経営者        経営者経営者経営者経営者（（（（1111））））    名前：ＸＸＸ 肩書き：取締役、総経理 年齢：56才 别性 ：男 国籍：中国 教育レベル：修士     職歴職歴職歴職歴    年月 勤務先 肩書き 1973-1984 寧波市ＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸ 1985-1988 江北区計画ＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸ 1989-1992 寧波ＸＸＸ有限公司 副総経理 1993-現在に至る 宁波ＸＸＸＸ有限公司 取締役、総経理 
    経営者経営者経営者経営者（（（（2222））））    名前：ＸＸＸ 肩書き：取締役、総経理 年齢：52才 性别：男 国籍：中国 教育レベル：博士 
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職歴職歴職歴職歴    年月 勤務先 肩書き 1976-1985 寧波市ＸＸＸＸＸ ＸＸＸ 1985-1989 杭州ＸＸＸ有限公司 ＸＸＸ 1989-1998 寧波ＸＸＸ有限公司 副総経理 1998-現在に至る 寧波ＸＸＸＸ有限公司 取締役、総経理 
    

関連会社情報関連会社情報関連会社情報関連会社情報    なし。 
    

    

第四部第四部第四部第四部：：：：経営状況経営状況経営状況経営状況        現在従事現在従事現在従事現在従事しているしているしているしている主要主要主要主要なななな業務業務業務業務 ボリ四弗化エチレン密封帯と原料帯の製造と輸出。 主主主主なななな製品製品製品製品ととととブランドブランドブランドブランド    製品： ボリ四弗化エチレン密封帯と原料帯 ブランド： 春祺 従業員情報従業員情報従業員情報従業員情報    現在社員 138 人、うち管理職 5人 アルバイト 24 人 販売地域販売地域販売地域販売地域、、、、輸出比率輸出比率輸出比率輸出比率    輸出入自営権の取得情報 あり 国内販売比率： 10% 
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国内販売地域： 寧波地域の貿易公司。 国外販売比率： 90% 国外販売地域： 日本、アメリカ、サウジアラビア、南米など。 原料調達原料調達原料調達原料調達    国内調達比率： 45% 国外調達比率： 55% 取引先取引先取引先取引先のののの類型類型類型類型    貿易業者： 15% 直接ユーザー： 85% 取引方法取引方法取引方法取引方法    調達： 電信扱いで送金、信用状 販売： 信用状、契約によって払う そのほかそのほかそのほかそのほか    当公司は国内で大型の原料帯の生産業者と輸出業者である。   
銀行情報銀行情報銀行情報銀行情報    

    銀行名： 農業銀行庄橋事務所 口座番号： ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 銀行評価： 当該公司の信用状況が良好。  
    

対外投資対外投資対外投資対外投資        なし。 
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第第第第五五五五部部部部：：：：財務状况財務状况財務状况財務状况 

    

貸借対照表貸借対照表貸借対照表貸借対照表((((2002002002005555 年度年度年度年度))))                                    単位：千元 資産資産資産資産のののの部部部部 流動資産流動資産流動資産流動資産         現金及び銀行預金 ：：：：    3,118 棚卸資産 ：：：：    3,815 売掛金 ：：：：    5,135 その他の流動資産 ：：：：    8,278 流動資産合計 ：：：：    20,346       固定資産固定資産固定資産固定資産         純粋固定資産 ：：：：    5,690 建設仮勘定 ：：：：    0 固定資産合計 ：：：：    5,690       そのそのそのその他他他他のののの資産資産資産資産    ：：：：    1,135  資産合計資産合計資産合計資産合計    ：：：：    27,171     負債負債負債負債とととと資本資本資本資本のののの部部部部 流動負債流動負債流動負債流動負債         買掛金 ::::    774 短期借入金 ::::    0 その他の流動負債 ::::    11,085 流動負債合計 ::::    11,859       長期負債合計長期負債合計長期負債合計長期負債合計    ::::    0 
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 負債合計 ::::    11,859 資本資本資本資本合計合計合計合計    ::::    15,312  負債負債負債負債とととと資本資本資本資本合計合計合計合計    ::::    27,171  損益表損益表損益表損益表 売上 ：：：： 41,173 △売上原価 ：：：：    29,144 粗利益 ：：：：    12,029 △営業費用 ：：：：    3,247 △管理費用 ：：：：    1,491 △財務費用 ：：：：    42 利益総額 ：：：：    7,249 純利益 ：：：：    6,432      指標指標指標指標分析分析分析分析        支払支払支払支払いいいい能力能力能力能力      2005200520052005年度年度年度年度    流動比率流動比率流動比率流動比率    ：：：：    1.72 当座比率当座比率当座比率当座比率    ：：：：    0.39         安定性安定性安定性安定性      2005200520052005年度年度年度年度    負債率負債率負債率負債率    ：：：：    0.77 固定率固定率固定率固定率    ：：：：    0.37 
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    収益性収益性収益性収益性      2005200520052005年度年度年度年度    資産利益率資産利益率資産利益率資産利益率    ：：：：    18.99% 純純純純利益率利益率利益率利益率    ：：：：    26.68% 
    財務分析財務分析財務分析財務分析(200(200(200(2005555))))    短期負債の返済能力 短期負債の返済能力はやや高いが、資金の流動スピードは速くない。 在庫レベル 在庫が少ない、生産と販売のバランスがいい。 売掛金回転の平均時間 50 日。 その他 当公司の財務比率が合理で、儲け能力はやや高い。 
    

    

財務指標財務指標財務指標財務指標のののの説明説明説明説明        流動比率流動比率流動比率流動比率     =  =  =  = 流動資産流動資産流動資産流動資産合計合計合計合計////流動負債流動負債流動負債流動負債合計合計合計合計××××100100100100％％％％     流動比率とは、会社の短期支払能力を評価する指標です。流動比率は、会社が流動負債の何倍の流動資産を持っているかを示す比率で、会社が、短期的に支払うべき債務の何倍の短期的に現金化する資産を持っているかを意味します。金融機関が、相手の支払能力を検討するためにも重要視される指標です。 判定の目安：一般的に流動比率は 200%を超えるのが良い、つまり流動負債の倍以上の流動資産を所有していることが望ましいと言われています。これは流動資産を換金しようとした場合に、貸借対照表（バランスシート）に計上されている半額程度でしか売却出来ない状況が起こる可能性を加味するため、と言われています。  当座比率当座比率当座比率当座比率        ====（（（（流動資産流動資産流動資産流動資産合計合計合計合計----在庫在庫在庫在庫））））////流動負債流動負債流動負債流動負債××××100100100100％％％％    
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 当座比率とは、流動比率より厳しく短期的な支払能力を評価するために用いる指標です。当座比率は、会社が流動負債の何倍の当座資産を持っているかを示します。流動比率との主な相違は、流動資産から棚卸資産などの現金化する速度の見えにくい要素を除くことによって、より現金化する確実性が高い当座資産と流動負債とを対比している点です。 判定の目安：一般的には 100%を超えることが望ましいとされています。当座比率が 100%を超えている会社は、当座のお金で流動負債の全てを返済しても資金が手元に残るという事なので、資金繰りは良好だと言えます。     負債負債負債負債比率比率比率比率 = = = =負債合計負債合計負債合計負債合計////資本合計資本合計資本合計資本合計××××100100100100％％％％     負債比率とは、自己資本と他人資本との比率を示し、自己資本比率と同様に会社の借入依存度を見る指標です。自己資本比率とは表裏の関係になります。負債比率は小さければ小さいほど、他人資本への依存度が低い安定した資本構造であるといえます。他人資本が大きければ返済のために資金を用意しなければなりませんし、借入金等から発生する金利負担も大きくなりますので、負債比率は低い方が資金の安全性から好ましいわけです。中国においては一般的には 300％を越えると危険とされます。  固定固定固定固定比率比率比率比率 =  =  =  = 固定資産合計固定資産合計固定資産合計固定資産合計////資本資本資本資本合計合計合計合計××××100100100100％％％％        固定比率は、固定資産に投下した資金がどの程度自己資本で賄われているのかを示す指標で、自己資本比率と合わせて長期的な資金の安定性を評価するのに用いられています。固定資産は長期的に運用する資産ですから、固定資産に投下する資金はできる限り自己資本で賄われるのが理想的です。 判定の目安：100%がひとつの目安になります。100％を下回っていれば固定資産への投資は全て自己資金で賄っている理想的な姿といえます。これに対し、100％を超えていれば
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固定資産への投資が一部借入金などの他人資本によって賄われていることを意味します。  資産利益率資産利益率資産利益率資産利益率    = = = = 利潤総額利潤総額利潤総額利潤総額////総資産総資産総資産総資産××××100100100100％％％％        総資産とそこから生み出した利益の比率を分析する、企業の総合的な収益分析の代表的な指標です。債権者と株主から委託を受けた経営者にとって資本全体の効率性を見るのに優れた指標です。  純純純純利益率利益率利益率利益率    = = = = 利潤総額利潤総額利潤総額利潤総額////売上売上売上売上××××100100100100％％％％     売上高利益率は、会社のすべての活動からの収益力を評価する指標です。この比率は、純利益が売上高に対して占める割合を示します。当年度税引利益は、会社のあらゆる損益を含みますので、あらゆる損益の増減が当年度税引利益率に影響を及ぼします。営業活動から生じる損益、金融収支の他、固定資産売却損益や投資目的で取得した有価証券の売却損益などの臨時項目、法人税等により売上高利益率に大きな影響を及ぼすことがあります。   
    

    

総合評価総合評価総合評価総合評価     会社規模会社規模会社規模会社規模：：：：    国内の同業界で、大型企業。 製品販売製品販売製品販売製品販売：：：：    近年、製品の販売は安定。 信用限度信用限度信用限度信用限度：：：：    2975 千元 
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財務状況財務状況財務状況財務状況：：：：    当公司の財務比率が合理で、短期負債の返済能力が高い、儲け能力も高い。 発展発展発展発展動向動向動向動向：：：：    良好 格付格付格付格付けけけけ：：：：    CR3CR3CR3CR3    そのそのそのその他他他他    ：：：：    当公司はＩＳＯ９００２国際品質体系認証と米国ＵＬ製品安全認証をすでに取得済みである。         格付格付格付格付けけけけ記号記号記号記号についてについてについてについて    格付け CR1CR1CR1CR1    CR2CR2CR2CR2    CR3CR3CR3CR3    CR4CR4CR4CR4    CR5CR5CR5CR5    CR6CR6CR6CR6    リスク評価 無 僅か 普通 やや高い 高い 非常に高い             
本報告書本報告書本報告書本報告書についてについてについてについて    

    この度、貴社のご依頼を受け調査対象企業（上記当該公司と表記している）に対する企業信用調査を実施し、調査の結果明らかになった情報を上記の各章において報告した。以下は本報告書を利用するに当たり注意するべき事項である。 *************************************************************************** 1:調査手方としては中国商務部信用管理研究員の専門調査員は工商行政管理局、税務局、税関、統計局、関連団体、地方管轄機関等に保管されている公的資料の閲覧、当該公司の 対外発表情報の収集、及び当該公司の責任者、担当者に直接インタビューした資料を採用した。 ２：弊社の同意なしに本報告書の内容を第三者に漏洩してはならない。 ３：本報告書においては、日本語の常用漢字にない漢字は中国語のピンイン表記で示すものとする。 4：本報告書はあくまで取引や投資の安全性を判断する *************************************************************************** 
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 ＜お問い合わせ＞ ジェーシーヒア株式会社 〒135-8073 東京都江東区青海 2-45 タイム 24ビル４Ｆ ＴＥＬ：03-5500-8994    ＦＡＸ：03-6909-8087 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------終終終終わりわりわりわり    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


