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商業信用デューデリジェンス調査報告書 

（対象会社：AAA 有限公司） 

 

免責事項 

当報告書で報告した情報はいずれも法令順守で法的範囲内から集約される。そ

して、対象会社の得意先、サプライヤー、元従業員、パートナー、規制当局の

訪問、電話調査及び現地視察などを通じて、詳細な商業信用デューデリジェン

ス調査を実行する。職責を果たし、責任を果たしている職業態度に基づいて、

対象会社の関連商業信用情報を客観的かつ慎重に収集し、国内の法規制を遵守

して対象会社に対して詳細な調査を実施する。当報告書の内容が機密資料であ

るため、弊社の書面による同意なしに、法律紛争、訴訟、商業取引及びその他

事務の証拠として使用してはならない。弊社は当報告書の内容について一切の

責任を負わず、著作権を留保する。 

 

アクセスリソース一覧： 

アクセスリソース一覧 対象会社との関係 

BBB有限公司 同業者 

AAA有限公司 元従業員 

CCC有限公司 得意先 

DDD有限公司 同業者 

EEE有限公司 得意先 

FFF有限公司 得意先 
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調査概要： 

対象会社の本業 対象会社は主として**の研究開発、生産と販売業務に従事し

ている。同社は国内**市場で大きなシェアを占め、中国の老

舗企業である。 

対象会社の責任者と職歴 

 

調査により、対象会社の責任者は***で、****で長年働いて、

グループ創始者の***の腹心であり、グループで高い地位を

持っている。 

対象会社の責任者の政府関

係 

訪問により、対象会社の責任者である***は勤務中に多くの

政府関係者と接触したことがあり、違反行為があったかが見

当たらなかった。詳細は以下の報告をご覧ください。 

 

対象会社の登録情報： 

商号 AAA有限公司 

統一社会信用コード ******************* 

法定代表者 *** 

登録資本金 ****万人民元 

設立日 ****年**月**日 

登録住所 ******************* 

実際の営業住所 ******************* 

事業内容 *****の生産販売。***の販売。****(証券、先物コンサルテ

ィングを除く)。 

株主 KKK有限公司-100% 

実際支配者 KKK有限公司 
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アクセスリソース： 

対象会社の競争相手、上級政府部門、得意先、業界協会及びサプライヤー等の

訪問により、対象会社の経営、政府背景、商業コンプライアンス等に関する詳

細な情報を入手する。次は当報告書の情報源である。 

 

訪問先 *氏(男性) 

訪問場所 **市 

訪問会社/組織 BBB有限公司 

役職 **マネージャー 

訪問の理由 同業者、対象会社の補助金に関する情報を提供できる。 

コメント 訪問時間：2020-01-06 

****は**市で最大の企業の一つであり、主に**製造業を取り

扱う。うち、AAA 有限公司は**製造事業を担当する。AAA 有

限公司は****の資金、資源及び各ルートのサポートのもと

で、**から******などの多くの都市に事業を拡大、海外でも

大きな市場を持っている。AAA 有限公司の年間売上高は***

人民元に達し、純利益は***人民元に達し、****の最も重要

な収入源である。非常に大きな運営規模と国家によって認め

られたハイテク企業のため、AAA 有限公司は地方政府から高

く評価される。政府は AAA有限公司から製品を購入するだけ

でなく、同社に一定の****金も与える。**資金及び******金

の二大部分を含む。その中の**資金とは AAA有限公司がプロ

ジェクトを展開するごとに、プロジェクトの総額の**%ぐら

いの*****資金を獲得できるということである。去年のよう

に、****万セットの*******技術改革プロジェクトが****万

人民元近くの政府の補助金を獲得した。さらに、AAA 有限公

司は毎年***万から***万のハイテク企業補助金が得られる。

この部分の補助金は主に同社が投資した研究開発資金に依

存する。研究開発資金が多ければ、政府からの補助金が多い

が、詳細がわからない。いずれにしても温州では、地元政府

は AAA有限公司に特別な注意を払っており、彼らは非常に緊

密な関係を持っている。但し、どのような指導者が関与して

いるかはわからない。 
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訪問先 *氏(女性) 

訪問場所 **市 

訪問会社/組織 AAA有限公司 

役職 元**担当 

訪問の理由 元従業員、対象会社の内部情報と役員などの情報についてあ

る程度でわかる。 

コメント 訪問時間：2020-01-06 

****年に AAA有限公司に入社、***販売業務を担当していた

が、昨年は個人的な理由で退職した。仕事を辞めたとき、AAA

有限公司は合わせて****人の従業員があった。社内の競争圧

力がとても大きい。営業担当なら、毎月業績審査があり、何

ヶ月も基準を達成しないと、解雇される。社内に人材が足り

ている上に、同社の現在の社会的地位によって、社員が集ま

らないことも恐れないので、社内にちょっと権限のある指導

者が従業員を顎でこき使う。私は実際に不当な扱いで退職し

たのである。今はある***企業で働いている。**担当でもあ

るが、大きなストレスをかけられない。 

AAA有限公司の人件費が高いが、政府の各種補助金があり、

輸出の面で、*****に達したら、政府から税金還付も得られ

る。これらの優遇政策のために、AAA有限公司の製品価格が

同業者より低い。在職中、同社が運営中に不適切な商慣行に

関与することが見当たらなかったが、政府の各優遇を受ける

のは実力に頼り、政府側と違反していなかった。 

***は AAA有限公司の責任者であり、日常業務を担当する。

元々*****で創始者の****の下で何年間も働いて、****から

信頼される。従って、***は****の最も中核な業務を***に任

せ、***は主に****に鎮座する。***がさすがにリーダーで、

私たち末端の従業員と距離感がある。彼がめったに基層に来

ないで、接触も少ないため、彼の情報についてあまり知らな

い。なお、***が社内で評判がよく、ネガティブ情報を聞い

たことがない。 

目下で AAAは***製造能力が全国トップ**であり、内径*****

の***を生産でき、**製造能力が国家から認められ、多くの

国家製造賞を受賞した。***製造能力がとても強い。AAAの製

造量も驚き、****年には***セット以上の***を生産、****年

の製造量が***に近く、****年には***セット以上に達した。

製造量がずっと伸びている以外に、AAAの売上高も年々上昇

して、****年には****人民元余りの売上高を達成、****年に

は****以上に直接急増した。傘下工場の注文量が今年から来

年までいっぱいである。 
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訪問先 **氏(男性) 

訪問場所 **市 

訪問会社/組織 CCC有限公司  

役職 営業マネージャー 

訪問の理由 得意先、対象会社の一部情報を知っている。 

コメント 訪問時間：2020-01-06 

弊社は AAA有限公司の一級代理店で、主にその傘下ブランド

「****」の***を代理販売している。なぜ AAA有限公司と協

力するかというと、AAA有限公司の知名度が高く、引取価格

も低く、代理店として利幅が大きいからである。引取価格の

詳細が公表できないが、とにかく同じレベルの製品に比べ

て、値段がかなり低い。これは主に、地方政府から輸出税還

付金、特別な補助金、ハイテク企業補助金などの補助金を得

られるためである。詳細がわからないが、輸出税還付でコス

トが大幅に削減された。ですから、海外でも、国内でも、値

段が安いのである。ブランドの知名度、****のルートの支援

などと相まって、AAA有限公司の売上高が年々上昇して、こ

の数年はすべて****人民元に達し、国内***製造業の大手企

業である。 

 

訪問先 **氏(男性) 

訪問場所 **市 

訪問会社/組織 DDD有限公司 

役職 マネージャー 

訪問の理由 同業者、対象会社の政府資源などを提供できる。 

コメント 訪問時間：2020-01-07 

AAA 有限公司と同業者であるが、競争力と比較して、全然相

手にならない。AAA 有限公司は出資背景が良好で、ブランド

認知度が高く、製品価格が低く、品質も高い。さらに国内外

で大きな市場を持っている。弊社のような一般企業は比べも

のにならない。AAA有限公司の出発点がはるかに高い。 

なお、AAA 有限公司が地元政府から大変お世話になり、各種

補助金と税金の優遇以外に、土地を取得する際にも優遇され
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る。弊社のような会社より価格が低い。どれくらい低いかは

よくわからない。一平方メートル当たり 1、2 人民元低いと

しても、数千数万に加算すると、たくさんになる。いずれに

しても***市では、地元政府が各方面で AAA 有限公司に世話

をかけ、同社が***市の****及び*********など政府の人たち

とよく知っている。しかし、彼らの間には違反行為があった

ことが見当たらなかった。 

 

訪問先 **氏(男性) 

訪問場所 **市 

訪問会社/組織 EEE有限公司 

役職 マネージャー 

訪問の理由 得意先、対象会社の運営状況を知っている。 

コメント 訪問時間：2020-01-07 

AAA 有限公司は***の製造と販売を主として、ブランド知名

度、展示会、広告宣伝、オンライン販売及びオフライン販売

など様々な方法で製品を販売している。ともに****の顧客基

盤に恵まれて、設立以来、着実に伸びている。ここ数年の売

上高が****人民元に達し、規模がとても大きい。但し、AAA

有限公司の収入は全部自社ブランドの***販売からのであ

り、他の簿外製品もなく、帳簿外収入もない。 

AAA有限公司との提携がもう*****年になった。この間、弊社

は主に***地区でその***を販売して、協力詳細が公表できな

い。しかし、協力期間中、AAA 有限公司は納品が適時で、製

品の品質も優れ、何年も不合格品が見当たらなかった。また、

私達の代理店に対して、AAA 有限公司はいつも優遇政策があ

る。例えば満額を持っていれば、いくらぐらいの減額ができ

る。AAA 有限公司の製品が人気があり、認知度も高いため、

これからも協力し続ける。 

 

訪問先 **氏(女性) 

訪問場所 ****市 

訪問会社/組織 FFF有限公司 

役職 営業マネージャー 
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訪問の理由 得意先、地元政府が対象会社に対する優遇情報を提供でき

る。 

コメント 訪問時間：2020-01-07 

AAA 有限公司は弊社の***サプライヤーであり、毎年***万人

民元の***を購入している。過去**年間の協力で、双方に不

快な事件がない。AAA 有限公司は大手企業で、****の支援も

あるため、地元政府から世話になり、毎年一定のハイテク企

業補助金を取得できる。補助金がそれほど多くなく、***万

しかないが、弊社の小型企業に対して、大金である。また、

AAA 有限公司は一定の税金優待もある。例えば輸出面と税収

面。どのぐらいの割合で各種税金を徴収するかはよく分から

ない。しかし、税金の面では、AAA 有限公司は随分お金が省

ける。このお金があれば、***が生産できる。あらゆる面で

政府の配慮により、同社の製品価格が同業他社より低い。そ

れに現在の人気に依存して、すぐに商品が売れる。売上が上

がったら、業績が自然に伸びて、国内外のシェアも増加する。 

AAA有限公司との提携期間、違法行為を聞いたことがない。 

 

メディア及び訴訟記録検索： 

ネットワーク

メディア検索 

 

情報源 -- 

情報内容 -- 

 

 

裁判所訴訟検

索 

 

情報源 -- 

情報内容 -- 

 

 

 

 


