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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

株主資本力① 株主の資本規模

株主資本力② 株主の資本投入度合い

経営者資質 経営能力

業界地位 業界ポジション、業界シェア

取引先 合作伙伴の安定度

市場競争力 市場内での競争力

決済状況 決済条件

知財、資格 資格や知的財産の有無

事件・懲罰 過去の表彰や懲罰の有無

法定名称法定名称 浙江*****科技股份有限公司

【RM格付】【RM格付】

DD

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 1,140,000元

貴社希望限度額貴社希望限度額 1,200,000元
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1.基本情報 

企業名称 浙江**科技股份有限公司 

英文名称 Zhejiang*****Technology Co., Ltd. 

実質住所 浙江省**市**区**産業基地 4棟 

登記住所 浙江省**市**区**産業基地 4棟 

郵便番号 318000 〔登記情報： - 〕 

電話番号 0576-****1618 〔登記情報： - 〕 

ファックス 0576-****1616 〔登記情報： - 〕 

ウェブサイト www.xxxx.com 

メールアドレス xxx@xxx.com 

登記日 2003/09/25 

登記機関 浙江省市場監督管理局 

統一社会信用コード 91*****T 

税務登記番号 91*****T 

法人代表（責任者） 劉** 

資本金金額 957,936,396元 貨幣種類 人民元 

上場/未上場 上場 

経営期限 約束しない 

企業形態 その他株式会社（上場） 

企業状態 確立 従業員数 462 

業界 光電子機器及びその他の電子機器製造 〔業界コード： 3969〕 

輸出入ライセンス 有 

主要仕入先 ****股份有限公司、***股份有限公司など 

主要販売先 *****有限公司､****科技有限公司､****有限公司など 

面積 20,000平方メートル以上 

不動産所有権 自社保有 

事業所位置/アクセス ***大道に近いから、交通は便利である 

 2.財務概要 

営業総收入 6,343,779 千元 自己資本比率 33.4% 

税引前当期利益 154,218千元 売掛債権回転期間 5.1ヶ月 

純利益 162,318千元 ROA（総資産利益率） 1.6% 

 

Ⅰ 企業概要 
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1.株主情報 

株主名称 国家 
投資金額 

（人民元） 
出資比率 

*****科技有限公司 中国 144,056.026 千元 15.04% 

葉** 中国 98,411.301 千元 10.27% 

毛** 中国 50,639.015 千元 5.29% 

***投資発展有限公司 中国 34,418.258 千元 3.59% 

**集団有限公司 中国 25,180.026 千元 2.63% 

北京****有限公司 中国 11,878.929 千元 1.24% 

王*** 
中国 

10,780.320 千元 
       

1.13%                

*****有限責任公司 
中国 

7,482.300 千元 
     

0.78%    

汪*** 
中国 

5,900千元 
     

0.62%    

その他株主 ‐ 569,190.225 千元 59.41% 

2.株主紹介 

株主名称 株主紹介 

*****科技有限公司 

統一社会信用コード：91360301*****66  

企業名称：*****科技有限公司  
類型：有限責任会社（民間人投資或は持株）  
法人代表：朱**  

登録資本金：25000.000000万人民元  
設立期日：2018年 6月 14日  
営業期間：2018年 06月 14日～長期 
登録機構：****市場監督管理局  

登録状態：存続（営業中、開業中、登録中）  
住所：江西省**** 

経営範囲：インターネット科学技術類の分野での技術開発、技
術譲渡、技術相談、技術サービス、コンピュータネットワーク
工事、ソフトウェアの開発、メンテナンス、販売、広告設計、

製作、発表に従事する；コンピュータのハードウェアとソフト
ウェアと補助設備、日用百貨、工芸品(象牙とその製品を除
く)、事務用品、電子製品、アパレル、靴帽のバッグ、建築材
料の販売、電子製品と付属品の組立、販売、通信製品の販売、
自営と代理の各商品の輸出入業務、ネット貿易代理、ビジネス

情報相談、市場調査、マーケティング企画、企業イメージ企
画、会議サービス、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
分野でのハードウェアとソフトウェアの設計、技術宣伝、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に従
事する；金融情報サービス 投資と資産管理(所有資産で経営活
動を行う)。（法律により承認が必要な項目は、関連部門の承

Ⅱ 株主情報及び企業組織 
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認を得てから経営活動を展開することができる） 

3.企業組織 

最高意思決定機関 取締役会 

取締役会構成員 劉**、潘**、毛**、管**、兪**、朱**、趙**、李** 

法人代表 劉** 

監事 張**、李**、蔡** 

マネージャー 潘** 

主要部門 営業部、生産部、財務部、行政部、購買部等 

4．主要管理者情報 

氏名 劉** 

職務 法人代表者、董事長 

性別 男 

国籍 中国 

最終学歴 大学 

生年月日 1978 年 10月 

経歴 
***公司副総経理、***股份有限公司社長を歴任し、現在は対象企業の董事

長を務める。 
 

氏名 潘** 

職務 社長 

性別 男 

国籍 中国 

最終学歴 大学 

生年月日 1978 年 10月 

経歴 現在は対象企業の社長を務める 
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1.取扱商品 

経営内容 

各種のウインドシールドパネル、タッチディスプレイモジュール、新型
ディスプレイデバイス及び関連材料と部品の開発と製造は、輸出入業務
に従事している。（法律により承認が必要な項目は、関連部門の承認を
得てから経営活動を展開することができる） 

主要業務 光電子デバイスの生産・販売業務 

主要製品 
各種ウィンドウバリア、タッチディスプレイモジュール、生体認証電子
機器など 

企業ブランド名 AAA 

代理ブランド名 - 

2.商標 

商標総件数 10件 有効商標件数 10件 
 

商標図案（文字） 商標名 登記番号 登記類別 

画像 AAA 000000 機械設備 

画像 BBB 000000 機械設備 

画像 CCC 000000 機械設備 

※最大３件まで表示されます。 

3.特許 

特許数量統計 

発明公開 62件 特許 38件 

実用新案 73件 外観設計 0件 

総件数 173件 
 

取得特許 

公開番号 公開日 特許名称 

CN111100****A 2020/05/05 
ガラスパネルの研磨に用いる希土類研磨液及び

それを用いた研磨方法 

CN1110*****A 2020/04/17 3D曲面深溝パネルのめっき加工方法 

CN1110******A 2020/04/17 ガラスパネル表面の印刷残留汚れを効果的に除

Ⅲ 企業体制 
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去する洗浄方法 

※最大 3 件まで表示されます。 

4.関連企業 
 

支店・支社 

企業名 統一社会信用コード 状態 

**有限公司 91440300******7 存続 

**有限公司 91440300*****K 存続 

*****(北京)科技有限公司 9111015******6 登記取消 
 

 

対外投資 

企業名 統一社会信用コード 資本金 出資比率 状態 

**有限公司 91440300******7 110,000万元 100% 存続 

**有限公司 91440300******7K 80,000万元 100% 存続 

***(北京)科技有限公司 911101*****6 125万元 10% 
登記取

消 
 

その他関連企業 

企業名 統一社会信用コード 資本金 状態 

**科技股份有限公司 91360301******M 
3,076,92.3 万

元 
存続 

**集団有限公司 9133100272*****P 27,800万元 存続 

****科技有限公司 913310020*****0 3,000万元 登記取消 
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変更時間 変更事項 変更前 変更後 

2020-09-03 法定代表者 *** *** 

2019-04-29 法定代表者 *** *** 

2019-01-21 住所 **市***工業園区 
浙江省**市**区**電子産

業基地 4 号楼 

2019-01-21 責任者 朱*** *** 

2019-01-21 経営範囲 

*****(法律により承認が

必要な項目は、関連部門

の承認を得てから経営活

動を展開することができ

る) 

各種のウインドシールドパ

ネル、タッチディスプレイ

モジュール、新型ディスプ

レイデバイス及び関連材料

と部品の開発と製造は、輸

出入業務に従事している。

（法律により承認が必要な

項目は、関連部門の承認を

得てから経営活動を展開す

ることができる） 
 

Ⅳ 企業沿革 

https://www.qcc.com/pl/pr8aefafe28d00287e139abe0752ba0c.html
https://www.qcc.com/pl/pr1d2b80d65b40cdd76b2a52e88df7a0.html
https://www.qcc.com/pl/p0d4282b66bc53ecce087e039fe47e90.html
https://www.qcc.com/pl/pr8aefafe28d00287e139abe0752ba0c.html
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1.税務信用記録 

◆税金滞納 

公示日 公表機関 未納税種 未納金額（元） 

- - - - 

◆税務局ランク 

税務局ランク 

2020 A 

2．行政処分 

決定日 決定文書番号 発行機関 処分理由 処分内容 

2019/09/23 - 
深セン証

券取引所 

証券取引市場で信用喪

失 

浙江**科技股份有限公

司に通報批判の処分を

言い渡す。 
※最大３件まで表示されます。 

3．訴訟記録 
 

◆失信被執行人 

被執行人 - 

執行裁判所 - 

執行公文書番号 - 

履行状況 - 

失信行為 - 

公示日 - 
 

◆訴訟記録 

原告 深セン**科技有限公司 

被告 浙江**科技股份有限公司 

公文書番号 （2019）浙 1002民初***号 

事件 売買契約トラブル 

判決日 2019/12/06 

判決結果 原告の起訴を棄却する。 
 

原告 ***科技有限公司 

被告 ***有限公司、浙江**科技股份有限公司 

公文書番号 （2019）粤***民初***号 

事件 売買契約トラブル 

判決日 2019/04/11 

判決結果 ***有限公司は本判決の発効日から十日以内に***科技有限公司に***元給付

Ⅴ 信用記録 
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すること。 

 

原告 浙江**科技股份有限公司 

被告 ***有限公司 

公文書番号 （2019）蘇***民初***号 

事件 委託契約トラブル 

判決日 2020/02/28 

判決結果 原告の浙江**科技股份有限公司による訴訟取り下げ請求を許可する。 

※最大３件まで表示されます。 

4．手形公示催告 

手形番号 102000***** 

手形タイプ 銀行引受手形 

額面金額 100,000元 

振出日 2016/12/02 

期限日 2017/06/02 

出願人 ****有限公司 

持参人 ****有限公司 

支払人 ****銀行 

振出人 浙江**科技股份有限公司 

公示内容 

申請者****有限公司は番号 102000*****5、金額 100000 元、発券日 2016
年 12 月 2 日、満期日 2017 年 6 月 2 日、手形振出人である浙江**科技股
份有限公司、受取人が出願人である銀行引受手形 1 枚を無くなったた
め、当院に公示催告を申請し、当院は受理し、法に基づいて公表した。
公表日から 110 日間以内に、利害関係者は当院に権利を申告しなければ
ならない。その時、権利を申告しなければ、当院は法に基づいて判決を
下し、上記の手形が無効であると言い渡す。公示催告期間中、その手形
の権利を譲渡する行為は無効である。**区人民裁判所 

公示カテゴリ 公示しない 

公示日 2017/02/27 

5．動産登記 

登記番号 - 

登記日 - 

登記機関 - 

状態 - 

抵当権者 - 

抵当権設定者 - 

保証債権概要 

種類 - 
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金額 - 

保証範囲 - 

債務者履行期限 - 

備考 - 

抵当物情報 

名称  

所有権あるいは使

用権の帰属 
 

状況  

備考  

取消情報 

日付  

理由  

変更情報 

日付  

内容  
 

※最大３件まで表示されます。 

6．持分質権設定 
 

登記番号 - 

質権設定者 - 

質権者 - 

質権設定額（万元） - 

登録日 - 

公示日 - 

状態 - 

7．保証 

債務者 浙江***股份有限公司 

保証人 ***投資有限公司 

保証金額（万元） 10,000  

保証開始日 2019 年 7月 31日 

保証期限 2023 年 1月 31日 

保証履行 未完了 

保証の種類 連帯責任保証 

※最大 3 件まで表示されます。 

8.税関 
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税関認証 一般認証企業 

認証日 - 

税関登録コード 33******7 

登録日 2010/11/30 

登録税関 **税関 

税関抹消標示 正常 
 

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、通関利便性措置に適用する。 

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、通常の管理措置に適用する。 
信用喪失企業：信用の悪い企業、税関の厳密な管理監督を受ける。 

 

9．その他信用記録 
 

経営異常 

- - 
 

品質クレーム 

品質クレームを確認できず。 
 

環境保護記録 

当該企業に係わる不良記録を確認できず。 
 

メディア情報 

当該企業の不良メディア記録を確認できず。 
 

 

その他重大事項 

対象企業の電話番号「0576-****1618」に問い合わせたところ、その従業員は対象企業の主

な業務は光電子部品の生産販売で、企業の顧客は主にスマートフォン、タブレットコンピュ

ータなどの業界企業で、対象企業の従業員は現在、企業の運営は正常で、以前は新型コロナ

の発生により着工が遅れていたため、現在の生産ライン、注文量及びサプライチェーンはす

でに正常ですが、注文書は去年の同じ時期に比べてやや下がっている。生産ラインは現在正

常に稼働している。 
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1．仕入先情報 

仕入地域 仕入比率 主要仕入地域 

国内 95% 全国各地 

国外 5% 中国香港など 
 

主要仕入先 **自動化設備股份有限公司、****股份有限公司 

仕入製品 設備 

国内支払方式 前払い、契約払い等 

国内決済方式 月ごとに決算する（30日） 

海外支払方式 電信為替、信用状、銀行振替 

海外決済方式 月ごとに決算する（30日） 

2．販売先情報 

販売地域 販売比率 主要販売区域 

国内 85% 全国各地 

国外 15% アメリカ、韓国、イギリスなど 
 

主要客先 ****電子有限公司､****科技有限公司､****科技有限公司など 

国内入金方式 銀行振替 

国内決済方式 月ごとに決算する（30日） 

海外入金方式 電信為替、信用状、銀行振替 

海外決済方式 月ごとに決算する（30日） 

3.競合先情報 

企業名称 ***有限公司 

4.取引銀行情報 

銀行名 ***銀行**支店 

口座番号 ***** 

5．調査結果 

調査結果 

*****に電話を掛けたが、つながらなかった。 

 

Ⅵ 取引情報 
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（単位：千元/人民元 RMB） 

※構成比：勘定項目/総資産（負債・所有者持分総計） 

※出所：税務 種類：連結 

項目 2019/12 2020/12 項目 2019/12 2020/12 

勘定項目 金額 構成比 金額 構成比 勘定項目 金額 構成比 金額 構成比 

流動資産合計 3,963,191  48.6% 5,564,367  55.1% 流動負債合計 5,373,052  65.9% 6,011,889  59.5% 

貨幣資金 535,718  6.6% 1,047,079  10.4% 短期借入金 2,507,613  30.8% 2,411,138  23.8% 

受取手形 98,857  1.2% 66,594  0.7% 支払手形 301,838  3.7% 560,867  5.5% 

売掛金 1,566,637  19.2% 2,526,081  25% 買掛金 1,656,595  20.3% 1,688,266  16.7% 

その他未収金 144,688  1.8% 126,796  1.3% 前受金 55,898  0.7% 60,481  0.6% 

前払金 68,564  0.8% 63,447  0.6% 未払従業員給与 144,551  1.8% 170,939  1.6% 

棚卸資産 1,472,905  18.1% 1,617,616  16.0% 未払税金 36,227  0.4% 155,719  1.5% 

その他流動資産 75,822  0.9% 99,532  1.0% その他未払金 225,037  2.8% 158,192  1.6% 

       
1 年以内の期限到来

の非流動負債 
445,293  5.5% 806,287  7.9% 

非流動資産合計 4,184,195  51.4% 4,535,924  44.9% 非流動負債合計 1,110,168  13.6% 713,515  7.6% 

固定資産純額 2,426,150  29.7% 2,765,626  27.4% 長期借入金 489,046  6.0% 282,751  2.8% 

建設仮勘定 159,403  1.9% 153,577  1.5% 長期未払金 503,917  6.2% 274,243  2.7% 

無形資産 185,355  2.2% 171,695  1.7% 繰延税金負債 3,221  0.04% 964  0.01% 

のれん 875,922  10.7% 876,364  8.7% 繰延収益 103,167  1.3% 155,557  1.5% 

長期前払費用 272,580  3.4% 399,049  3.9% 見積負債 10,817  0.1% 0  0.0% 

繰延税金資産 50,209  0.6% 74,890  0.7% 負債合計 6,483,220  79.5% 6,725,404  66.6% 

売却可能金融資

産 
21,500  0.3% 0  0.0% 所有者持分合計 1,664,166  20.4% 3,374,887  33.4% 

その他非流動資

産 
193,076  2.4% 79,473  0.8% 払込資本金 965,796  11.9% 957,936  9.4% 

     資本準備金 2,259,488  27.7% 2,232,722  22.1% 

     
マイナス：保有株

式 
37,487  0.5% 0  0.0% 

     積立金 19,341  0.2% 19,553  0.2% 

     未処分利益 -1,542,308  -18.9% -1,367,987  -13.5% 

     親会社所有者合計 1,664,830  20.43% 1,842,224  18.2% 

     少数株主持分 -664  -0.01% 1,532,663  15.2% 

資産合計 8,147,386  100% 10,100,29  100% 
負債・所有者持分

合計 
8,147,386  100% 10,100,291  100% 

Ⅶ 財務情報ー貸借対照表 
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（単位：千元/人民元 RMB） 

項目 2019/12 2020/12 

勘定項目 金額 構成比 金額 構成比 

営業収入 3,818,837  100.0% 6,343,779  100.0 % 

営業総コスト 4,390,749  114.9% 6,196,861  97.6% 

減：営業コスト 3,539,405  92.6% 5,323,872  83.9% 

減：営業税金及び付加 25,253  0.6% 26,719  0.4% 

減：営業費用 66,247  1.7% 86,402  1.3% 

管理費用 296,316  7.7% 384,515  6.1% 

財務費用 238,609  6.2% 135,446  2.1% 

開発費用 224,919  5.8% 239,907  3.8% 

資産評価損引当金 1,296,516  33.9% 117,707  1.8% 

加：投資収益 770  0.02% -22,090  -0.4% 

資産処分収益 -857  -0.02% 78,211  1.2% 

その他収益 76,936  2.0% 46,004  0.7% 

営業利益 -1,791,579 -46.9% 133,733  2.1% 

加：営業外収入 46,655  1.2% 26,460  0.4% 

減：営業外支出 2,725  0.07% 5,975  0.1% 

利益総額 -1,747,649 -45.7% 154,218  2.4% 

減：所得税 11,023  0.2% -8,100 -0.1% 

純利益 -1,758,672 -46.1% 162,318  2.6% 

※構成比：勘定項目/営業総収入 

※調査会社補足説明:対象企業 2020 年貸借対照表の売掛/未収金融資金は 17,222 千元、その他の資本ツール投資は 15,250 千

元、2020 年損益表の信用減額損失は 2,397 千元。

Ⅷ 財務情報ー損益計算書 
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1．定義 

 
 

2．業界現状及び発展動向 

 

高集積、多機能、インテリジェントなナノ光電子デバイスは将来の発展目標であり、情報の

検出(センサー)、演算(チップ)、輸送(通信)と動作の実行の多くの機能をナノ構造に統合で

きる。そのため、ナノ光電子デバイスは広い応用見通しを持っている。現在、この業界企業

は産業化、規模化に向かって発展しており、わが国の光電子デバイス業界の下流需要市場の

拡大と輸出成長に伴い、わが国の光電子デバイス業界の運営は新たな発展チャンスを迎えて

いる。 

この業界は近年、高い成長速度を維持しており、電子デバイス製造業で重要な地位を占めて

おり、現在、中国の発展が最も速い産業の一つとなっている。この業界は典型的なハイテク

製品で、今後の発展も必然的にハイテクに支えられる。 

光電子機器及びその他の電子機器製造(3969):光電子デバイス、表示デバイスおよびモジュ

ール、およびその他の明記されていない電子デバイスの製造を指す。 

Ⅸ 業界背景 
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 2019/12 2020/12 

比率名 計算式 比率 増減 比率 増減 

安全性 

自己資本比率 自己資本÷総資産 20.4% - 33.4% ↑ 

借入依存度 借入金÷総資産 45.7% - 36.8% ↓ 

借入返済年数 借入金÷税引前純利益 999.9年 - 24.1年 ↓ 

流動性 

流動比率 流動資産÷流動負債 73.8% - 92.6% ↑ 

当座比率 当座資産÷流動負債 40.9% - 60.5% ↑ 

現預金回転期間 現預金÷月商 1.7ヶ月 - 2.0ヶ月 ↑ 

收益性 

営業利益率 営業利益÷売上高 -46.9% - 2.1% ↑ 

当期純利益率 当期純利益÷売上高 -46.1% - 2.6% ↑ 

ROA（総資産利益率） 当期純利益÷総資産 -21.6% - 1.6% ↑ 

成長性 

売上高増減率 当期売上高÷前期売上高 - - 166.1% - 

営業利益増減率 当期営業利益率－前期営業利益率 - - 49% - 

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 
5.7ヶ月 - 5.1ヶ月 ↓ 

棚卸資産回転期間 棚卸資産÷月商 4.6ヶ月 - 3.1ヶ月 ↓ 

総資産回転率 売上高÷総資産 0.5回 - 0.6回 ↑ 

Ⅹ財務指標 



統一社会信用コード：9133000******T 受付番号：12345 調査日：2021/05/12 

浙江**科技股份有限公司 

 

本レポートは業務上の意思決定の参考用に限り、訴訟の根拠には利用できません。本レポートの使用で発生した

結果に対して、弊社は一切責任を負いません。本レポートの内容を第三者に開示してはなりません。 

18 

本報告の情報は以下の複数のルートから集められたもの。政府部門、調査対象会社自身及び関連
会社または機関に限らない。上記の一部のルート情報は他のルートで確認できないし、すべての
情報が事実と一致することは保証できない。一部の政府の記録は異なる地域の政府部門の管理力
の差に制限され、実際の履歴情報を完全に反映することができない。本報告の内容を一部または
全部使って実行または放棄などの意思決定による損がある結果については、当社はいかなる責任
も負わない。 

 
 

評価項目 評価項目 劣る やや劣る 普通 やや良い 良い 

基本情報 

企業歴史   ●   

企業形態     ● 

投資規模    ●  

企業規模   ●   

株主及び組

織管理 

株主実力    ●  

組織管理   ●   

関連関係   ●   

経営情報 

業界地位及びシェア    ●  

提携先実力    ●  

支払・決済状況   ●   

市場競争力/製品力    ●  

業界状況    ●  

経営規模    ●  

外部情報 

知財・資格   ●   

公共信用記録   ●   

調査員評価   ●   

 

免責条項 

 

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

Ⅺ 調査会社による評価 
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