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【RM格付定義】【RM格付定義】

財務評価財務評価 ※★★★★★★（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。※★★★★★★（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。

定性評価定性評価

　　　　☆ 　　　☆ 　　　☆ 　　　☆ 　　　☆ 　　　☆

　　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★

　　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★

　　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★

安全性安全性
評価評価 内容内容

自己資本比率 自己資本÷総資産

借入依存度 借入金÷総資産

借入返済年数 借入金÷税引前純利益

　　　　☆ 　　　☆ 　　　☆ 　　　☆ 　　　☆ 　　　☆

　　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★

　　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★

　　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★

流動性流動性
評価評価 内容内容

流動比率 流動資産÷流動負債

当座比率 当座資産÷流動負債

現預金回転期間 現預金÷月商

　　　　☆ 　　　☆ 　　　☆ 　　　☆ 　　　☆ 　　　☆

　　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★

　　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★

　　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★

収益性収益性
評価評価 内容内容

売上高営業利益率 営業利益÷売上高

売上高純利益率 当期純利益÷売上高

ROA（総資産利益率） 当期純利益÷総資産

　　　　☆ 　　　☆ 　　　☆ 　　　☆ 　　　☆ 　　　☆

　　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★

　　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★

　　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★

成長性・成長性・
業務規模  業務規模  

評価評価 内容内容

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

営業利益増減率 当期営業利益率－前期営業利益率

　　　　☆ 　　　☆ 　　　☆ 　　　☆ 　　　☆ 　　　☆

　　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★

　　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★

　　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★

資産・資産・
資本効率   資本効率   

評価評価 内容内容

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

総資産回転率 売上高÷総資産

　　　　☆ 　　　☆ 　　　☆ 　　　☆ 　　　☆ 　　　☆

　　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★

　　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★

　　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★

　　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★

　　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★

　　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★

　　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★

　　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★

定性評価定性評価
評価評価 内容内容

業歴 業暦

株主資本力 株主の資本規模

管理体制 組織の管理体制

業界地位 業界ポジション、動向

製品力 製品の品質、種類

決済状況 サプライヤー、販売先からの評価

公共信用力 公共機関からの情報

周辺情報 その他の第三者情報

法定名称法定名称 浙江*****股份有限公司

【RM格付】【RM格付】

EE

格付格付 定義定義

A 支払能力が非常に高い

B 支払能力が高い

C 支払能力は中程度

D 将来の支払い能力に懸念がある

E 支払能力に懸念がある

F 通常取引不適格先

- 判断不能先(金融機関等)

RM与信限度額RM与信限度額 1,000元

貴社希望限度額貴社希望限度額 30,000元
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Ⅰ 企業概要Ⅰ 企業概要

1.　基本情報1.　基本情報

中文名称

英文名称

実質住所

登記住所

郵便番号

電話番号

ファックス

ウェブサイト

メールアドレス

登記日

登記機関

統一社会信用コード

税務登記番号

法人代表

資本金金額

貨幣種類

上場/未上場

経営期限

企業形態

企業状態

発展状況

業界

輸出入ライセンス

主要仕入先

主要販売先

2.　財務概要2.　財務概要

営業総収入 404,648千元 自己資本比率 66.5%

税引前当期利益 -42,832千元 売掛債権回転期間 31.1ヵ月

純利益 -30,921千元 ROA（総資産利益率） -0.6%

浙江*****股份有限公司

Zhejiang **** Co.,ltd.

浙江省**市**區**產業基地*號樓

浙江省**市**區**產業基地*號樓

318015

0576-********

0576-********

http://www.********.com/

support@rismon.com.cn

2003/09/25

浙江省市場監督管理局

91330000************

91340100*********P

劉****

957,936.396千元

人民元RMB

非上場

長期

その他株式会社（上場）

開業

普通

他のスマート消費デバイスの製造 〔 業界コード：3969 〕

あり

深セン市**有限公司、香港**貿易有限公司、深セン市**科技有限公司、**股份有限公司、北京****有限公司、湖南****股份有限公司

東莞**有限公司、貴州**有限公司、深セン市**有限公司、**有限公司、深セン市**電子有限公司
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Ⅱ 企業組織及び株主情報Ⅱ 企業組織及び株主情報

1.　主要管理者情報1.　主要管理者情報

氏名 王****

職務 代表取締役

性別 男

職責 全体的な意思決定

仕事履歴
1966年生まれ、修士学歴。2003年10月から2012年8月まで当該企業の総経理を務めている。2010年10月8日まで、当該企業の代表取締役を現任する

。現在は**有限公司の取締役を兼任する。

氏名 張****

職務 取締役兼総経理

性別 男

職責 全面管理

仕事履歴
1970年生まれ。2008年12月に深セン市**有限公司に入社した。当該企業の副董事長兼総経理、深セン市**有限公司の代表取締役兼総経理を現任す

る。

2.　企業組織2.　企業組織

取締役会構成員 王****、王**、葉**、毛**、張****

法人代表 劉****

監事 李**、張**

マネージャー 張**

3.　株主情報3.　株主情報

株主名称株主名称 投資金額（人民元 RMB）投資金額（人民元 RMB） 出資比率出資比率

*****科技有限公司 千元 15.04%

葉**** 千元 10.27%

林**** 千元 5.29%

*****投資發展有限公司 千元 4.59%

*****集團有限公司 千元 2.63%

王**** 千元 1.49%

*****股權投資合夥企業(有限合夥) 千元 1.42%

*****資產管理有限責任公司 千元 0.78%

李**** 千元 0.57%

馬**** 千元 0.48%

4.　主要株主紹介4.　主要株主紹介

株主名称株主名称 株主紹介株主紹介

*****科技有限公司

ネットワーク技術分野の技術開発、技術譲渡、技術コンサルティング、技術サービス、コンピュータネットワークエンジニアリング

、ソフトウェアの開発、メンテナンス、販売。広告デザイン、製作、リリースに従事。コンピュータソフトハードウェア及び補助設

備、日用品、工芸品（象牙とその製品を除く）、オフィス用品、電子製品、アパレル、靴、帽子、バッグ、建築材料の販売、電子製

品と部品の取り付けと販売、通信製品の販売、各種商品の輸出入業務の自営と代理、ネット貿易代理、ビジネス情報コンサルティン

グ、市場調査、マーケティング企画、企業イメージ企画、会務サービス、展示展示展示サービス、データ分析と処理サービス、情報

科学技術、電子製品、コンピュータ、インターネットの分野におけるソフトハードウェア設計、技術推進、技術開発とサービス、電

子決済システムの開発と応用サービス、金融情報サービス、投資と資産管理（自己資産で経営活動を展開する）（法律によって承認

が必要な内容は、関連部門の許可を経てから経営活動を展開することができる）
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Ⅲ 企業体制Ⅲ 企業体制

1．企業規模1．企業規模

面積

場所位置

不動産所有権

企業規模

従業員数

2．取扱商品2．取扱商品

経営内容

主要業務

主要製品

企業ブランド名

代理ブランド名

3．商標3．商標

出願人氏名 *****公司

商標総件数 2件 有効商標件数 2件

商標図案（文字）商標図案（文字） 登記番号登記番号 商標名商標名 登記日登記日

588**** rismon 2010/02/07

588**** 利墨 2009/10/28

※最大3件まで表示されます。

4．特許4．特許

特許数量統計特許数量統計

発明 3件 特許 0件

実用新型特許 2件 外観設計特許 0件

転入特許 7件 転出特許 0件

総件数 12件

5．関連企業5．関連企業

支店・支社支店・支社

企業名企業名 統一社会信用コード統一社会信用コード

*****有限公司長寧分公司 91310105M*********

*****有限公司徐匯分公司 ―

*****有限公司徐匯2分公司 913101043*********

*****有限公司黃埔分公司 91310101**********

*****有限公司銷售分公司 ―

*****有限公司蘇州分公司 ―

*****有限公司黃埔3分公司 ―

*****有限公司宜山分公司 ―

傘下企業傘下企業

企業名企業名 統一社会信用コード統一社会信用コード 出資金（元）出資金（元） 出資比率出資比率

******技術有限公司 91410307********** 10,000,000 100.00%

*****機器人有限公司 914413************ 10,000,000 100.00%

10000平米

交通アクセス普通

租赁

大型

8,257

各種ウィンドウ保護スクリーン、タッチディスプレイモジュール、新しいディスプレイデバイス、および関連する材料とコンポーネントの研究開

発と製造。

主にスマートデバイスコンポーネントの製造および販売に従事する。

ウィンドウ保護スクリーン、タッチディスプレイモジュール、携帯電話構造製品

サンプルブランド

―
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Ⅳ 企業沿革及びその他重大事項Ⅳ 企業沿革及びその他重大事項

１． 企業沿革１． 企業沿革

変更年月変更年月 変更事項変更事項 変更前変更前 変更後変更後

2019/08/30 法人代表 王** 劉***

2019/05/21 企業形態 株式会社（中外合弁、上場） 其他股份有限公司(上市)

2019/05/21 登録資本 *****.**** 95793.6396万元

2018/10/31 登録資本 97320.5913万元 *****.****

2018/05/22 登録資本 64960.3942万元 97320.5913万元

2018/02/05 登録資本 64810.8942万元 64960.3942万元

2017/05/12 登録資本 63970.8942万元 64810.8942万元

2016/07/21 登録資本 32473.8305万元 63970.8942万元

2015/12/24 登録資本 29829.8305万元 32473.8305万元

2015/12/24 社名 浙江**股份有限公司 浙江*****股份有限公司

2015/11/25 登録資本 22582.5711万元 29829.8305万元

※最大27件まで表示されます。

２．その他重大事項２．その他重大事項

当該企業は2012年9月19日に深セン証券取引所のGEMに上場した。株式の略称は**科技、証券コードが300***である。

当該企業の従業員の藍さん（女性）によると、2020年初頭に大流行した新型コロナウイルスの影響で、従業員は2月に続々と職場復帰し、現在は全部で着工し、復職率は100%で

ある。現在、生産ラインは正常に生産しており、国内の新型コロナウイルス状況が次第に好転したため、上流原料の供給及び下流の注文は影響を受けていない。輸出業務は主に

香港、台湾を中心とし、新型コロナウイルスの低リスク地域にあり、業務は正常的に行っている。藍さんによると、企業は多方面の発展のため、近頃マスクの生産ラインを新た

に追加した。主に平面マスクとKN95マスクを生産し、現時点で毎日平面マスクを5-8万個生産している。
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Ⅴ信用記録Ⅴ信用記録

１．税金滞納１．税金滞納

認定日（所属日）認定日（所属日） 所属ブラックリスト分類所属ブラックリスト分類 公表機関公表機関 未納税種未納税種

2017/03/17 催告 上海市浦东新区地方税务局 个人所得税

※最大3件まで表示されます。

２．行政処分２．行政処分

行政処分決定日行政処分決定日 決定文書番号決定文書番号 発行機関発行機関 処分内容処分内容

2017/02/04 深龙卫职[2015]**-**号
深圳市龙岗区卫生和计划生育

局
―

2017/02/04 深龙卫职[2015]**-**号
深圳市龙岗区卫生和计划生育

局
警告

※最大3件まで表示されます。

3．訴訟記録3．訴訟記録

順番 1

身分 当事者

判決日 2019/10/16

判決結果 深セン****股份有限公司、浙江*****股份有限公司人民調停協議の効力の確認を申請するための特別手続民事裁定書

順番 2

身分 被告

判決日 2019/09/29

判決結果
江西****有限公司と浙江*****股份有限公司の売買契約紛争一審民事裁定書

この事件は原告の江西****有限公司の控訴撤回により処理する。事件の受理料は47元（半減した）で、原告江西****有限公司が負担する。

順番 3

身分 被告

判決日 2019/09/29

判決結果
****科技有限公司と浙江*****股份有限公司の売買契約紛争一審民事裁定書

原告の****科技有限公司の控訴を取り下げることを許可する。事件の受理料は25元（半減した）で、原告の****科技有限公司が負担する。

※最大3件まで表示されます。

4．手形公示情報4．手形公示情報

手形公示情報を確認できず。手形公示情報を確認できず。

5．動産登記5．動産登記

動産登記情報が存在します。本情報は別紙をご参照ください。動産登記情報が存在します。本情報は別紙をご参照ください。

6．持分抵当6．持分抵当

質権設定者 *****股权投资管理合伙企业(有限合伙)

質権設定者証明番号 91654004**********

質権者 *****文化发展有限公司

持分抵当額 194.4440

登記番号 9111010*****_0001

状態 有效

質権者証明番号 9111010*****

※有効期限内の持分質権設定記録のみ表示する。最大10件まで表示されます。

7．保証7．保証

債務者 无

保証の種類 其他

主要債権金額 0.000000万元

※最大3件まで表示されます。

8．輸出入状況8．輸出入状況

税関不信企業 該当なし

輸出入活発企業 該当なし

税関認証 一般信用企业

税関登録コード 440*****

備考：「中華人民共和国税関企業信用管理暫定弁法」により、輸出入企業の信用格付認証の分類は下記の通りである：
高級認証企業：中国AEO企業、通関利便性措置に浴する。
一般認証企業：信用良好な企業。
一般信用企業：信用普通な企業、通常な管理措置に適用する。
信用喪失企業：信用の悪い企業、税関重点管理監督を受ける。
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主な輸入/輸出国(地域)主な輸入/輸出国(地域)

2017年輸入2017年輸入 2016年輸入2016年輸入

生産販売国（地域） 金額（万ドル） 比率 生産販売国（地域） 金額（万ドル） 比率

日本 20 100.00% 日本 10 100.00%

合计 20 100% 合计 10 100%

2017年輸出2017年輸出 2016年輸出2016年輸出

生産販売国（地域） 金額（万ドル） 比率 生産販売国（地域） 金額（万ドル） 比率

日本 54 100.00% 日本 41 100.00%

合计 54 100% 合计 41 100%

主な輸入/輸出品主な輸入/輸出品

2017年輸入2017年輸入 2016年輸入2016年輸入

HSコード 金額（万ドル） 比率 HSコード 金額（万ドル） 比率

84771010 5 25.82% 39074000 3 31.79%

39074000 5 24.40% 39033090 2 24.02%

39079910 3 17.47% 39021000 1 13.52%

其他 6 32.31% 其他 3 30.67%

合计 20 100% 合计 10 100%

2017年輸出2017年輸出 2016年輸出2016年輸出

HSコード 金額（万ドル） 比率 HSコード 金額（万ドル） 比率

84807190 50 92.36% 84807190 41 99.32%

87149400 4 6.67% 39269090 0 0.68%

39269090 1 0.96% ― ― ―

其他 0 0.01% ― ― ―

合计 54 100% 合计 41 100%

9．その他信用記録9．その他信用記録

銀行記録銀行記録

2018年12月31日まで、当該企業の短期銀行借入金が718,969千元で、長期銀行借入金が136,360千元である。

品質クレーム品質クレーム

所在地の品質監督及び公開メディアを調査して、当該企業の製品の品質苦情情報を発見しない。

環保記録環保記録

所在地の環境保護局を調査して、当該企業に係わる不良記録を発見しない。

メディア情報メディア情報

調査によると、当該企業の不良メディア記録を発見しない。

税務局ランク税務局ランク
A

備考：国家税務総局では納税に対する取組をA～Dの４段階で評価しており、最新年度の優良納税企業Aランクのみ開示されている。
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Ⅵ 取引情報Ⅵ 取引情報

１．仕入先情報１．仕入先情報

仕入地域仕入地域 仕入比率仕入比率 主要仕入区域主要仕入区域

国内 90% 華南、華東地区に分布する

海外 10% アジアに分布する

◆主な仕入先◆主な仕入先

企業名称 深セン市**有限公司、香港**貿易有限公司、深セン市**科技有限公司、**股份有限公司、北京****有限公司、湖南****股份有限公司

仕入製品 電子部品など

国内支払方法 小切手、為替手形、銀行振替

国内決済方法 信用期限30-90日間

海外支払方法 T/T、L/C

海外決済方法 信用期限15-30日間

2．販売先情報2．販売先情報

販売地域販売地域 販売比率販売比率 主要販売区域主要販売区域

国内 82% 華南、華東地区に分布する

海外 18% アジアに分布する

◆取引情報◆取引情報

業務ルート 直販

業務規模 大型

客先業種 ウィンドウ保護スクリーン、タッチディスプレイモジュール、携帯電話構造製品

主要客先 東莞**有限公司、貴州**有限公司、深セン市**有限公司、**有限公司、深セン市**電子有限公司

国内入金方法 小切手、為替手形、銀行振替

国内決済方法 信用期限30-90日間

海外入金方法 T/T、L/C

海外決済方法 信用期限15-30日間
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Ⅶ 財務情報－貸借対照表Ⅶ 財務情報－貸借対照表

（単位：千元）

項目項目 2017/122017/12 2018/122018/12 項目項目 2017/122017/12 2018/122018/12

勘定項目勘定項目 金額金額 構成比構成比 金額金額 構成比構成比 勘定項目勘定項目 金額金額 構成比構成比 金額金額 構成比構成比

流動資産合計流動資産合計 893,990893,990 21.2%21.2% 1,211,8781,211,878 25.0%25.0%流動負債合計流動負債合計 894,412894,412 21.2%21.2% 1,483,3601,483,360 30.6%30.6%

貨幣資金 55,679 1.3% 28,283 0.6%短期借入金 638,000 15.1% 718,969 14.9%

受取手形 25,299 0.6% 2,361 0.0%支払手形 46,371 1.1% 26,484 0.5%

売掛金 102,424 2.4% 158,997 3.3%買掛金 127,994 3.0% 174,171 3.6%

その他未収入金 579,466 13.7% 888,074 18.3%前受金 413 0.0% 430 0.0%

前払金 1,236 0.0% 2,124 0.0%未払賃金 7,038 0.2% 6,561 0.1%

棚卸資産 127,899 3.0% 129,284 2.7%未払利息 1,440 0.0% 1,667 0.0%

その他流動資産 1,987 0.0% 2,755 0.0%未払配当金 252 0.0% 281 0.0%

未払い税金 672 0.0% 867 0.0%

その他未払金 72,232 1.7% 533,170 11.0%

1年以内の期限到

来の非流動負債
0 0% 20,760 0.4%

非流動資産非流動資産

合計合計
3,328,4093,328,409 78.8%78.8% 3,628,6683,628,668 75.0%75.0%

非流動負債非流動負債

合計合計
62,67962,679 1.5%1.5% 138,168138,168 2.9%2.9%

長期持分投資 3,045,131 72.1% 3,389,685 70.0%長期借入金 60,000 1.4% 136,360 2.8%

固定資産純価値 184,337 4.4% 174,187 3.6%繰延収益 2,679 0.0% 1,808 0.0%

建設仮勘定 1,204 0.0% 5,365 0.1%負債合計負債合計 957,091957,091 22.7%22.7% 1,621,5281,621,528 33.5%33.5%

無形資産 14,822 0.4% 14,248 0.3%
所有者持分所有者持分

合計合計
3,265,3083,265,308 77.3%77.3% 3,219,0183,219,018 66.5%66.5%

長期前払費用 2,168 0.0% 1,150 0.0%払込資本金 649,604 15.4% 965,796 20.0%

繰延所得税資産 18,193 0.4% 30,104 0.6%資本準備金 2,541,765 60.2% 2,223,097 45.9%

売却可能金融資

産
44,130 1.0% 11,000 0.2%利益準備金 19,341 0.5% 19,341 0.4%

その他非流動

資産
18,424 0.4% 2,929 0.0%未処分利益 54,598 1.3% 10,784 0.2%

資産総計資産総計 4,222,3994,222,399 100%100% 4,840,5464,840,546 100%100%
負債・負債・

所有者持分総計所有者持分総計
4,222,3994,222,399 100%100% 4,840,5464,840,546 100%100%

※構成比：勘定項目/総資産（負債・所有者持分総計）
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Ⅷ 財務情報－損益計算書Ⅷ 財務情報－損益計算書

（単位：千元）

項目項目 2017/122017/12 2018/122018/12

勘定項目勘定項目 金額金額 構成比構成比 金額金額 構成比構成比

営業総収入営業総収入 374,886374,886 100%100% 404,648404,648 100%100%

内訳：主営業業務収入 374,886 100% 404,648 100%

営業総コスト営業総コスト 451,871451,871 120.5%120.5% 449,185449,185 111.0%111.0%

内訳：主営業業務コスト 319,252 85.2% 324,503 80.2%

営業税金及び付加 1,914 0.5% 2,166 0.5%

販売費用 17,990 4.8% 13,362 3.3%

　 管理費用 67,098 17.9% 57,593 14.2%

　 財務費用 16,811 4.5% 7,360 1.8%

資産減損損失 28,806 7.7% 44,201 10.9%

加：公正価値変動収益 3,612 1.0% -125 -0.0%

投資收益 190,000 50.7% 0 0%

営業利益営業利益 116,627116,627 31.1%31.1% -44,662-44,662 -11.0%-11.0%

加：営業外收入 39,312 10.5% 2,324 0.6%

減：営業外支出 2,510 0.7% 494 0.1%

利益総額利益総額 153,429153,429 40.9%40.9% -42,832-42,832 -10.6%-10.6%

減：所得税費用 -1,730 -0.5% -11,911 -2.9%

純利益純利益 155,159155,159 41.4%41.4% -30,921-30,921 -7.6%-7.6%

※構成比：勘定項目/営業総収入
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Ⅸ 業界背景Ⅸ 業界背景

１．定義１．定義

電子工業は電子機器及び各種類電子部品、器具、計器、メーターを研究製造と生産する工業で、軍民結合型の工業である。ラジオ放送テレビ機器、通信レーダー機器、レーダー機
器、コンピューター、電子部品、電子計器メーターとその他電子専用機器などの生産工業で組み合わせる。

２．業界現状及び発展動向２．業界現状及び発展動向

2018年以来、電子機器業界は全体的に減少傾向にある。これは国内のコンピューターやスマートフォンなどの電子機器が飽和状態にあることと関係がある。また、中国のハイエ
ンド電子設備は核心技術に欠けて、製品は多く輸入に頼っている。米国のZTEへの製品販売の停止以来、国内企業はコアコンポーネントの重要性を認識するようになり、今後、中
国の電子機器産業は緩やかな成長、またはわずかな減少傾向にあるでしょう。
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Ⅹ 財務指標Ⅹ 財務指標

2017/122017/12 2018/122018/12

比率名比率名 計算式計算式 比率比率 増減増減 比率比率 増減増減

安全性安全性

自己資本比率 自己資本÷総資産 77.3% ― 66.5% ↓

借入依存度 借入金÷総資産 18.3% ― 29.1% ↑

借入返済年数 借入金÷税引前純利益 5.0年 ― 999.9 ↓

流動性流動性

流動比率 流動資産÷流動負債 100.0% ― 81.7% ↓

当座比率 当座資産÷流動負債 85.3% ― 72.7% ↓

現預金回転期間 現預金÷月商 1.8ヵ月 ― 0.8ヵ月 ↓

収益性収益性

営業利益率 営業利益÷売上高 31.1% ― -11.0% ↓

当期純利益率 当期純利益÷売上高 41.4% ― -7.6% ↓

ROA（総資産利益率） 当期純利益÷総資産 3.7% ― -0.6% ↓

成長性成長性

売上高増減率 当期売上高÷前期売上高 ― ― 107.9% ―

営業利益増減率 当期営業利益率－前期営業利益率 ― ― ▲42.1pt ―

資産性資産性

売掛債権回転期間 （売掛金+受取手形+その他未収入金）÷月商 22.6ヵ月 ― 31.1ヵ月 ↑

棚卸資産回転期間 棚卸資産÷月商 4.1ヵ月 ― 3.8ヵ月 ↓

総資産回転率 売上高÷総資産 0.1回 ― 0.1回 →
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Ⅺ 調査会社による評価Ⅺ 調査会社による評価

評価項目 評価項目 劣る やや劣る 普通 やや良い 良い

基本商業情報

企業歴史 ●
企業形態 ●
企業規模 ●
業界状況 ●

組織管理能力

組織管理 ●
株主背景 ●
関連関係 ●

経営情報
経営規模 ●
製品販売 ●

財務情報

返済能力 ●
営業能力 ●
収益能力 ●
成長性 ●

公共信用情報
支払・決済状況 ●
公共情報 ●

免責条項免責条項

本レポートの情報は政府機関、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が、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得る。当社は、本レポートの一部または全部の内容
によって、生じるいかなる損害についても一切の責任を負わない。

----------------------------- 本報告完了 -----------------------------
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