
調　査　報　告　書
-------------------------

会社名称：福建*****有限公司

生産場所 ： *****工業区

事務所 ： 福州**路***号

郵便番号 ： ******

電　　話 ： 0591-********

FAX ： 0591-********

一、概要

創　　業 20**年

企業性質 有限責任公司

法人代表者 ***

業務範囲 ****の**製品および****生産と販売；**設備販売。

業務類別 *****生産業

登録資本金 ****万元

企業規模 中型

売り上げ ***** 千元  　 （20**年度）

権益合計 ***** 千元　   （20**年**月**日まで）

従業員 ***人

最適信用額 ****千元

業務発展趨勢 安定



二、登録状況

会社は20**年設立し、20**年*月**日に**省**市工商行政管理局に登

録し有限責任会社である。登録状況は下記の通り。

工商登録№： *************

登録資本金： ****万元

経営期限：　 30年

法人代表者：　*　**

三、沿革

20**年*月設立し、いままでは重大な変化がない。

四、株主状況

株主と出資比率

株　　　　　主 出資比率

********有限公司 25%

********有限公司 10%

********有限公司 5%

********有限公司 20%

********有限公司 15%

*********有限公司 15%

*　** 10%



主要株主情報

*******有限公司

登録場所：注册地址：**市***路

登録資本金：*****万人民元

法人代表者：*　**

経営範囲：**産業の投資；**工事の設計、施工、監督；**設備の開発、生産、

販売；**技術コンサルティング、サービス；***管理。



五、組織および高級管理者

高級管理者

名　　前 ： *　**

職　　務 ： 董事長

性　　別 ： 男

年　　齢 ： **歳

学　　歴 ： 大学院生

職　　責 ： 全般責任

職　　歴 ： 福建****有限公司　　董事長兼総経理

20**年*月より        福建****有限公司　　董事長

業務経験 ： **年

管理経験 ： **年

特　　長 ： 経済管理

昇格理由 ： 会社の任命 

前科記録 ： 無し
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六、経営状況

経営範囲

*****************、******などとそのほかの******材製品および**

建材（**危険物以外）の生産販売；**設備販売。

主要業務

主に*********、*********生産と販売を取り扱う。*********の規格

はφ**～***mm。

主要製品と生産量

********* *********

20**年 **万メートル **万メートル

会社は主に*********と*********製品を取り扱う。

会社は*********と*********の生産もできるが受注生産のため販売量

は少ない。

20**年******を***メートル生産した。



調達状況

会社の**％の原材料は国内で調達。

主な原材料：*********、*********、*********、*********

主な調達地域：**地区

支払い方式：定期決済（30‐60日）

会社の**％の原材料は海外輸入。

主な原材料：*********、*********

主な輸入地域：**、**

メインサプライヤー：*********事務

支払い方式：T／T、LC



販売状況

会社の***%の製品は国内販売。

主な販売地域：**省

*********と*********製品のメインバイヤーは****局、****局、****局

など。

1）****局

住所：**市******号

電話：0592-********

使用製品：********

評価：長期使用、品質安定

2）****局

住所：**区**号

電話：0591-********

使用製品：********と********

評価：使用正常、品質良い

3）****局

住所：****大厦

電話：0595-********

使用製品：********と********

評価：各種類の製品品質が使用要求に合う



会社の支払い方式：定期決済（20‐50日）、小切手

支払い状況

対象会社は定期決済方式によって支払うが通常は納品後30日内に支払う。

従業員

従業員：  ***人

その中に管理職　　**人

　　　　技術者　　**人

会社場所と面積

生産場所

１、場所    ： ******区

２、地区 ： 工業区

３、敷地 ： ****平方メートル

事務場所

１、住所     ： ******号

２、地区 ： 市内

３、建築面

積

： ****平方メートル





七、財務状況

1、貸借対照表：（20**年**月**日切）

資産：

単位：千元

20**年

通貨資金 ***

在　　庫 ****

未回収金 ****

前払い金 ***

そのほかの流動資産 ***

－－－－－－

流動資産合計 ****

長期投資 *

固定資産 ****

そのほかの資産 ***

－－－－－－

資産合計 *****

＝＝＝＝＝＝



負債と権益：

20**年

未払い金 ****

短期借金 0

そのほかの未払い金 ****

預かり金 ***

そのほかの流動負債 ***

－－－－－－

流動負債合計 ****

長期負債合計 0

－－－－－－

負債合計 ****

権益合計 *****

その中：実績回収資本金 *****

－－－－－－

負債と権益の合計 *

＝＝＝＝＝＝



２、損益計算書（20**年度）

単位：千元

20**年

商品販売収益 *****

減：販売コスト *****

    製品販売税金と付加 **

製品販売利益 ****

減：販売費用 ***

管理費用 ****

財務費用 **

営業利益 ***

税込み利益 ***

減：所得税 **

税引き利益 ***



３、比率分析（20**年度）

20**年

償却能力

流動比率 ***

速動比率 ***

在庫対流動資金の比率 ***

資産負債率 ***

利益能力

負債対資産の比率 ***

固定資産対資産の比率 ***

資産負債管理能力

未回収金回転期日数 **

在庫回転日数 **

利益能力

利益率（％） ***

資産回収率（％） ***



４、最適信用額

本会社の最適信用金額は****千元である。

注：ここで言う最適信用金額は運営資産分析モデルに基づいて評価したもの

である。場合によって実際状況に従って信用金額を決めることもある。



八、支社

無し

九、銀行とのやり取り

本会社の銀行口座は下記の通り：

口座銀行：******社

口座№： *********（人民元）



十、会社状況の比較

*********有限公司と*********有限公司二社に対する調査によると

*********有限公司が*********有限公司より総合実力が少し強いことが考

える。*********有限公司は資金面、従業員人数、売り上げ、利益および信

用金額などのいろいろの面で少々勝っている。

*********有限公司と*********有限公司は取り扱う製品が違

い、*********有限公司の製品は主に**省**部門に提供しているが****の

製品は****、**に利用され業務範囲が割合広い。

全体から見れば*********有限公司は*********有限公司より全体実力が強

い。



十一、評価

本会社は20**年**月に設立したもので****を生産する国内の合弁企業であ

り、******有限公司が株主の親会社であるため親会社からの強い資金支

持ができることが考える。

本会社は同業界での中型企業であり、*********、*********の生産、販売

を取り扱っている。

会社の董事長としての***氏は企業の経営管理面に豊富な経験を持ち、特に

会社の日常管理に強い能力がある。当面、会社の組織と部門配置状況が

完備で会社全体の管理レベルが高い。

本会社の財務状況は正常。短期債務償還能力が普通レベルで流動比率が*以上

であるが、速動比率は*以下であり、在庫は合理レベルに維持されてい

る。資産構造から見れば負債対資産の率が***で、この会社の債務償還能

力がよいと考えられる。また、資産構造から見ると会社の負債と資産と

の比率、固定資産と総資産の比率が合理で、各資産の回転タイミングよ

い、会社の資産負債管理能力がよいとも考えられる。当面の財務状況か

ら見ればこの会社の全体の資産構造が合理的であると見られる。

今、会社の経が良好で利益能力が強い。会社の製品販売コストと各項目の販

売費用のコントロールがよく、利益レベルが安定している。目下会社の

業務発展が正常で事業も大きな将来性があり、発展傾向がよいというこ

とが期待できる。

－－－以上 －－－



付注

債　務　返　済　能　力

流動比率 ＝ 流動資産合計/流動負債合計

速動比率 ＝（流動資産合計―在庫）/流動負債合計

在庫占有率 ＝ 在庫/流動資産合計

資産負債率＝ 負債合計/資産合計

資産負債管理能力

未回収金回転日数＝未回収金/製品販売収入×365日

在庫回転日数＝在庫/主要業務コスト×365日

効　率　能　力

負債対総資産比率 ＝ 負債合計/所有者権益合計

固定資産対総資産比率 ＝ 固定資産/所有者権益合計

利　益　能　力

利益率（％） ＝利益総額/製品販売収入100％

資産回収率（％） ＝ 利益総額/資産合計100％


