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2021年 11 月下旬からお届けする中国企業調査レポート（日本語）では、現地

役職が判明した場合には、下記事例の通り、現地役職を併記いたします。 

 

例： 代表取締役（董事長） 
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会社概要 
 

 
 

会社名 

GUANGDONG xxxx  TECHNOLOGY HOLDING CO.,LTD 

广东 xx科技股份有限公司 

広東 xx 科技股份有限公司 

 
 

設立日 
1994-03-23 

 
 

トレードネーム 
なし 

 
 

旧名 
 

変更日 
なし なし 

 
 

工商登録番号 

440000000007xxx 

 
 

社会統一信用コード 

91441200190379452x 

 
 

企業形態 

株式会社（上場、国有持株） 

 
 

登記機関 

肇慶市市場監督管理局 

 
 

輸出入ライセンス 

あり 

 
 

登録住所 

中国広東省 xx 市風華路 xx 号風華電子工業城 526020 

 
 

経営住所 

中国広東省 xx 市端州区風華路 xx 号風華電子工業城 526020 

 
 

電話番号 
 

ファクス番号 
 

URL 
（86） xxx - 2865325/ 2844724 （86） xxx - 2865223 www.xxxxx-fenghua.com 
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会社概要 
 

 
 

SIC コード 
3960，電子部品製造 

 
 

ISIC コード 
2610，電子部品と電子基板の生産 

 
  

NACE コード 
26.1，電子部品と電子回路板の製造 

 
    
主たる事業 

電子部品の生産販売 

 
    
法定代表者 

呉沢 x 

 
 

登記に関する変更 

「登記に関する変更事項」をご参照ください 

  
   

従業員総数 

7,000 

 
 

登録資本金 

RMB 895,233,111 

 
 

取引銀行 

入手不可 

 
 

経営期間 

無期限 

  
 

与信限度額ガイドライン 

USD 10,000,000 (一般的には、EXPERIAN は最大の信用に USD 10,000,000 をお勧めする)  
 
 

信用格付け 

DP3 

[特に指定のない限り、全ての数値は RENMINBI (RMB)で引用] 
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事業概要/オペレーション 

 
沿革 

 

1994-03 対象会社は登録·設立した。 

1996-11 対象会社は上場した。証券コード：000xxx。銘柄：「xx 高科」。 

2005-12 対象会社の資本金は 50%以上増加した。 

 

 

登記に関する変更状況 

 

変更期日 変更項目 変更前 変更後 

1999-08-31 事業内容 各タイプのハイテクマイクロエレクトロニク

スの基礎部品と関連部品の研究、開

発。ハイテク技術移転。電子材料、電

子機械器具の販売。ハイテクコンサルテ

ィングサービス、プロパティマネジメント。

自社製機械電気製品の経営。プラント

及び関連技術の輸出と生産、研究の

必要な原材料とアクセサリー、機械設

備、計器器械、スペア、部品及び技術

の輸入（経済貿易部[1994]外経貿政

審函字第 1185 号、省経貿委粵経貿

進字[1994]390 号文をもって経営）。 

各タイプのハイテクマイクロエレクトロニク

スの基礎部品と関連部品の研究、開

発。ハイテク技術移転。電子材料、電

子機械器具の販売。ハイテクコンサルテ

ィングサービス、プロパティマネジメント。

自社製機械電気製品の経営。プラント

及び関連技術の輸出と生産、研究の

必要な原材料とアクセサリー、機械設

備、計器器械、スペア、部品及び技術

の輸入（粤外経貿進字[1999]387 号

文をもって経営）。 

2004-12-28 事業内容 各タイプのハイテクマイクロエレクトロニク

スの基礎部品と関連部品の研究、開

発。ハイテク技術移転。電子材料、電

子機械器具の販売。ハイテクコンサルテ

ィングサービス、プロパティマネジメント。

自社製機械電気製品の経営。プラント

及び関連技術の輸出と生産、研究の

必要な原材料とアクセサリー、機械設

備、計器器械、スペア、部品及び技術

の輸入（粤外経貿進字[1999]387 号

文をもって経営）。 

各類ハイテク新型電子部品、集積回

路、電子材料、電子専用設備計器及

びコンピュータネットワーク設備の研究、

開発、生産、販売。ハイテク移転、コン

サルティングサービス。自社製機械電気

製品の経営。プラント及び関連技術の

輸出と生産、研究の必要な原材料とア

クセサリー、機械設備、計器器械、スペ

ア、部品及び技術の輸入（粤外経貿進

字[1999]381 号文をもって経営）。国内

貿易（法律、行政法規、国務院に禁止

されるのは経営するべからず。法律、行

政法規、国務院に許可要と規定されな

いプロジェクトは自主選択で経営を展

開）。 

2005-12-31 登録資本金 40000 千人民元 530330.952 千人民元 

2006-10-20 登録資本金 530330.952 千人民元 670966.312 千人民元 

2007-08-13 代表者（責任者） 梁力 x 洪海 x 

入手できなかった  登録番号 4400001001279 440000000007458 

2008-09-02 代表者（責任者） 洪海 x 鐘金 x 
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事業概要/オペレーション 

 
登記に関する変更状況 （続き） 

 

変更期日 変更項目 変更前 変更後 

2010-09-27 事業内容 各類ハイテク新型電子部品、集積回

路、電子材料、電子専用設備計器及

びコンピュータネットワーク設備の研究、

開発、生産、販売。ハイテク移転、コン

サルティングサービス。自社製機械電気

製品の経営。プラント及び関連技術の

輸出と生産、研究の必要な原材料とア

クセサリー、機械設備、計器器械、スペ

ア、部品及び技術の輸入（粤外経貿進

字[1999]381 号文をもって経営）。国内

貿易（法律、行政法規、国務院に禁止

されるのは経営するべからず。法律、行

政法規、国務院に許可要と規定されな

いプロジェクトは自主選択で経営を展

開）。 

各類ハイテク新型電子部品、集積回

路、電子材料、電子専用設備計器及

びコンピュータネットワーク設備の研究、

開発、生産、販売。ハイテク移転、コン

サルティングサービス。自社製機械電気

製品の経営。プラント及び関連技術の

輸出と生産、研究の必要な原材料とア

クセサリー、機械設備、計器器械、スペ

ア、部品及び技術の輸入（粤外経貿進

字[1999]381 号文をもって経営）。国内

貿易（法律、行政法規、国務院に禁止

されるのは経営するべからず。法律、行

政法規、国務院に許可要と規定されな

いプロジェクトは自主選択で経営を展

開）。不動産開発、経営。 

2013-10-25 代表者（責任者） 鐘金 x 李沢 x 

2015-04-03 登録資本金 670966.312 千人民元 807329.948 千人民元 

2016-02-25 登録資本金 807329.948 千人民元 895233.111 千人民元 

2016-09-30 代表者（責任者） 李沢 x 幸建 x 

2018-04-03 代表者（責任者） 幸建 x 王広 x 

2020-04-15 代表者（責任者） 王広 x 王金 x 

2020-12-04 代表者（責任者） 王金 x 劉偉 x 

2021-09-15 代表者（責任者） 劉偉 x 呉沢 x 

2021-09-15 事業内容 各類ハイテク新型電子部品、集積回

路、電子材料、電子専用設備計器及

びコンピュータネットワーク設備の研究、

開発、生産、販売。ハイテク移転、コン

サルティングサービス。自社製機械電気

製品の経営。プラント及び関連技術の

輸出と生産、研究の必要な原材料とア

クセサリー、機械設備、計器器械、スペ

ア、部品及び技術の輸入（粤外経貿進

字[1999]381 号文をもって経営）。国内

貿易（法律、行政法規、国務院に禁止

されるのは経営するべからず。法律、行

政法規、国務院に許可要と規定されな

いプロジェクトは自主選択で経営を展

開）。不動産開発、経営。 

各類ハイテク新型電子部品、集積回

路、電子材料、電子専用設備計器及

びコンピュータネットワーク設備の研究、

開発、生産、販売。ハイテク移転、コン

サルティングサービス。自社製機械電気

製品の経営。プラント及び関連技術の

輸出と生産、研究の必要な原材料とア

クセサリー、機械設備、計器器械、スペ

ア、部品及び技術の輸入（粤外経貿進

字[1999]381 号文をもって経営）。国内

貿易（法律、行政法規、国務院に禁止

されるのは経営するべからず。法律、行

政法規、国務院に許可要と規定されな

いプロジェクトは自主選択で経営を展

開）。（法律に照らして承認必須のプロ

ジェクトは、関連部門の承認後で経営） 
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事業概要/オペレーション 

 
主たる事業 

 

主たる事業： 電子部品の生産販売 

SIC コード（中国）：   3960，電子部品製造 

  

ISIC コード： 2610，電子部品と電子基板の生産 

  

NACE コード： 26.1，電子部品と電子回路板の製造 

 

対象会社は主として電子部品の生産販売に従事している。製品内訳：チップ抵抗器、チップインダクタ、セラミックフィルター、半導

体デバイス、厚膜集積回路、バリスタ、サーミスタ、アルミ電解コンデンサ、ウェーハコンデンサ等。 

 

 

商標や特許の状況 

 

商標総件数   12 

登記番号： 202541xx 202540xx 155328xx 

登記日： 2018-07-28 2017-07-28 2016-12-07 

商標図案 

 

 

 
注：当報告書では、対象会社が最近 5 年間に登録した商標 3 種類までの状況を提示する。 

 

特許権類型 発明特許権 実用新型特許権 外観設計特許権 合計 

特許件数 133 59 -- 192 

2021 年の申請数 6 -- -- 6 

2020 年の申請数 33 -- -- 33 

2019 年の申請数 26 20 -- 46 

2018 年の申請数 27 15 -- 42 

2017 年の申請数 21 20 -- 41 

2016 年の申請数 20 -- -- 20 

 

特許番号 特許権類型 公告日 

20201112792x 発明特許権 2021-02-23 

20201120007x 発明特許権 2021-02-05 

20201116799x 発明特許権 2021-01-22 

20201091242x 発明特許権 2021-01-05 

20201091320x 発明特許権 2021-01-05 

20201093974x 発明特許権 2021-01-05 

20201092567x 発明特許権 2020-12-25 

20201086725x 発明特許権 2020-12-11 

20201087612x 発明特許権 2020-12-11 

20201084647x 発明特許権 2020-12-08 

 

注：当報告書では、対象会社の最近 5 年間で公告日が最も近い特許記録 10 件のみを提示する。 
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事業概要/オペレーション 

 
仕入れ·調達の状況 

 

主要仕入商品： 生産設備、検査設備、原材料、関連部品、包装材料、事務用品など 

主要供給業者数： 3 社以上 

主要供給業者： 珠海 xx 科技股份有限公司、東莞市 xx 機械有限公司、深圳 xx 股份有限公司 

主要支払条件： 前金、即金、L/C、T/T、信用払い 

 

対象会社は主要サプライヤーと年度戦略提携枠組み協議を締結した。仕入れ担当者は年間契約価格に基づいて資格のある

サプライヤーに直接発注書を発行し、発注額に応じて対応する上司に提出して承認を得た後、正式に発注書を発行する。対象

会社は継続的にサプライヤーに対して監督検査を行い、価格、納期、品質、サービスなどの基準を参照して定期的に評価を行

う。サプライヤーの定期的な評価状況に基づいて、絶えず更新、優勝劣敗している合格サプライヤーリストを形成し、優秀なサプラ

イヤーとより緊密な緊密なパートナーシップ関係を確立する。 

 

備考：2021 年 11 月、対象会社の従業員が上記情報を確認した。 

 

 

販売の状況 

 

国内販売割合： 大部分 

国内販売地域： 全国主要都市 

国内得意先： 広東 xx 科技発展有限公司、広州 xx 電子有限公司、xxx 片科技（常州）股份有限公司 

国内支払条件： 前金、即金、信用払い 

 

海外販売割合： 小部分 

海外販売地域： 韓国、香港、ロシア、インド、ベトナム 

海外得意先： 香港 xx 投資有限公司 

海外支払条件： L/C、T/T 

 

対象会社は直接販売と取次販売を両立する。マーケティングセンターは国内外の得意先へ販売している。対象会社は主要な得

意先と長期的で安定的な業務関係を保つ。営業担当は得意先と定期的に交流して、月間販売計画を制定し、得意先が実際

に製品を買う必要がある時、得意先の需要に応えて製品名称、仕様、数量、納期などによって注文書を作成する。関連部門の

審査に合格した後、生産部門は注文書と在庫によって生産を案配、時間通りに出荷し、マーケティングセンターは出荷、決算、

返済状況を追跡する。 

 

備考：2021 年 11 月、対象会社の従業員が上記情報を確認した。 
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事業概要/オペレーション 

 
輸出入の状況 

 

輸出入ライセンス： 輸出入自主経営 

登録番号： 44001903794xx 

登録期日： 1999-08-10 

税関信用格付： 高級認証企業（AA） （2021-11-18） 

税関発給コード： 44129100xx 

通関有効期限： 長期 

 

注：各ランクの税関格付の意味は下記の通りである： 

高級認証企業（AA）：税関によって検証された、優れた信用力のある企業 

一般認証企業（A）：信用度の高い企業 

一般信用企業（B）：一般管理対象となる、信用度の中等な企業 

信用喪失企業：税関により厳密な監督対象となる、信用度の低い企業 

 

 2018 2017 2016 

輸入総額（単位：USD 万） 3,000-4,000 3,000-4,000 3,000-4,000 

輸出総額（単位：USD 万） 4,000-5,000 2,000-3,000 2,000-3,000 

 

 

2018 年輸入詳細情報：（単位：USD 万） 

 

主要輸入先 輸入額 

日本 2,000-3,000 

台湾省 500-600 

韓国 400-500 

マレーシア 100-200 

中華人民共和国 100-200 

 

HS コード 主要輸入品 輸入額 

84798999 その他の独立機能を備える機械及び機械器具 1,000-2,000 

38249999 重量で 50%以上の酸化亜鉛を含有する混合物 700-800 

84224000 そのほかのパッキングまたはラッピング（熱収縮性包装機を含む） 500-600 

85322410 チップ積層セラミックコンデンサ 100-200 

39206200 ポリエチレンテレフタレートテレフタレート非発泡プラスチックプレート、

シート、フィルム 

80-90 
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事業概要/オペレーション 

 
輸出入の状況 （続き） 

 

2018 年輸出詳細情報：（単位：USD 万） 

 

主要輸出先 輸出額 

香港 4,000-5,000 

韓国 60-70 

ロシア連邦 50-60 

ベトナム 30-40 

インド 20-30 

 

HS コード 主要輸出品 輸出額 

85322410 チップ積層セラミックコンデンサ 2,000-3,000 

85332110 定格電力≤20 ワットのチップ固定抵抗器（定格電力≤20 ワットのチ

ップ抵抗器を除く） 

800-900 

85045000 その他の誘導子 300-400 

85423910 その他の多素子集積回路 300-400 

85322290 その他のアルミ電解コンデンサ 200-300 

 

注：主な輸入/輸出先として、対象会社の年間輸入/輸出金額が最も大きな 5 地域を記載。主な輸入/輸出商品として、対象

会社の年間輸入/輸出額が最も大きな 5 種類の製品を記載。 

 

 

信用記録 

 

調査期間中に該当する情報は明らかにならなかった。 

 

 

従業員数 

 

従業員総数： 7,000 

 

2021 年 11 月、以上の従業員数は対象会社 2020 年の年次報告書による。 

 

 

営業施設 

 

所在地： 広東省 xx 市端州区風華路 xx 号風華電子工業城 

面積： 敷地面積は約 25 万平方メートル 

財産所有権の性質： 自社保有 

交通条件： 交通の便が良い 
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事業概要/オペレーション 

 
訴訟記録 

 

裁判所による公告情報 

 

1.  

受理裁判所： 広東省広州市地方裁判所 

事件番号： （2021）粤 01 民初 12xx 号 

訴訟事由： 証券不実陳述責任紛争 

原告/上訴人： 孫学 x 

被告/被上訴人： 広東 xx 科技股份有限公司 

事件審理日： 2021-09-03 

収集日： 2021-11-17 

2.  

受理裁判所： 広東省広州市地方裁判所 

事件番号： （2021）粵 01 民初 12xx 号 

訴訟事由： 証券不実陳述責任紛争 

原告/上訴人： 馬芳 x 

被告/被上訴人： 広東 xx 科技股份有限公司 

事件審理日： 2021-09-03 

収集日： 2021-11-17 

3.  

受理裁判所： 広東省広州市地方裁判所 

事件番号： （2021）粵 01 民初 12xx 号 

訴訟事由： 証券不実陳述責任紛争 

原告/上訴人： 張増 x 

被告/被上訴人： 広東 xx 科技股份有限公司 

事件審理日： 2021-09-03 

収集日： 2021-11-17 

4.  

受理裁判所： 広東省広州市地方裁判所 

事件番号： （2021）粵 01 民初 12xx 号 

訴訟事由： 証券不実陳述責任紛争 

原告/上訴人： 肖勤 x 

被告/被上訴人： 広東 xx 科技股份有限公司 

事件審理日： 2021-09-03 

収集日： 2021-11-17 

5.  

受理裁判所： 広東省広州市地方裁判所 

事件番号： （2021）粵 01 民初 12xx 号 

訴訟事由： 証券不実陳述責任紛争 

原告/上訴人： 于東 x 

被告/被上訴人： 広東 xx 科技股份有限公司 

事件審理日： 2021-09-03 

収集日： 2021-11-17 
 



 

THIS REPORT MUST NOT BE COMMUNICATED TO THE PERSON/S OR FIRM/S REPORTED ON, OR TO ANY OTHER 
PARTY. No part of this report may be reproduced, stored in retrieval system or transmitted, in any form or by any means 
without Experian’s prior permission. It is furnished by Experian in STRICT CONFIDENCE at your request for your exclusive use. 
In accepting this report you hereby agree to be responsible for all damages arising from a violation or breach of the above 
confidentiality obligation. This report is not intended to be used as the sole basis for any business decision and is based upon 
data which is provided by third parties, the accuracy or completeness of which it is not possible for Experian to check. Experian 
shall not be liable for any loss or injury caused by your use or disclosure of this report. 

11 

 

事業概要/オペレーション 

 
訴訟記録 （続き） 

 

裁判所による公告情報 （続き） 
 

6.  

受理裁判所： 広東省広州市地方裁判所 

事件番号： （2021）粵 01 民初 12xx 号 

訴訟事由： 証券不実陳述責任紛争 

原告/上訴人： 陳陽 x 

被告/被上訴人： 広東 xx 科技股份有限公司 

事件審理日： 2021-09-03 

収集日： 2021-11-17 

7.  

受理裁判所： 広東省広州市地方裁判所 

事件番号： （2021）粵 01 民初 12xx 号 

訴訟事由： 証券不実陳述責任紛争 

原告/上訴人： 金瑩 x 

被告/被上訴人： 広東 xx 科技股份有限公司 

事件審理日： 2021-09-03 

収集日： 2021-11-17 

8.  

受理裁判所： 広東省広州市地方裁判所 

事件番号： （2021）粵 01 民初 12xx 号 

訴訟事由： 証券不実陳述責任紛争 

原告/上訴人： 朱雄 x 

被告/被上訴人： 広東 xx 科技股份有限公司 

事件審理日： 2021-09-03 

収集日： 2021-11-17 

9.  

受理裁判所： 広東省広州市地方裁判所 

事件番号： （2021）粵 01 民初 12xx 号 

訴訟事由： 証券不実陳述責任紛争 

原告/上訴人： 武英 x 

被告/被上訴人： 広東 xx 科技股份有限公司 

事件審理日： 2021-09-03 

収集日： 2021-11-17 

10.  

受理裁判所： 広東省広州市地方裁判所 

事件番号： （2021）粵 01 民初 12xx 号 

訴訟事由： 証券不実陳述責任紛争 

原告/上訴人： 陳国 x 

被告/被上訴人： 広東 xx 科技股份有限公司 

事件審理日： 2021-09-03 

収集日： 2021-11-17 
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事業概要/オペレーション 

 
訴訟記録 （続き） 

 

裁判所による公告情報 （続き） 
 

11.  

受理裁判所： 広東省広州市地方裁判所 

事件番号： （2021）粵 01 民初 12xx 号 

訴訟事由： 証券不実陳述責任紛争 

原告/上訴人： 朱瑩 x 

被告/被上訴人： 広東 xx 高新科技股份有限公司 

事件審理日： 2021-09-03 

収集日： 2021-11-17 

12.  

受理裁判所： 広東省広州市地方裁判所 

事件番号： （2021）粵 01 民初 12xx 号 

訴訟事由： 証券不実陳述責任紛争 

原告/上訴人： 蒋鏡 x 

被告/被上訴人： 広東 xx 科技股份有限公司 

事件審理日： 2021-09-03 

収集日： 2021-11-17 

13.  

受理裁判所： 広東省広州市地方裁判所 

事件番号： （2021）粵 01 民初 12xx 号 

訴訟事由： 証券不実陳述責任紛争 

原告/上訴人： 高立 x 

被告/被上訴人： 広東 xx 科技股份有限公司 

事件審理日： 2021-09-03 

収集日： 2021-11-17 

14.  

受理裁判所： 広東省広州市地方裁判所 

事件番号： （2021）粵 01 民初 12xx 号 

訴訟事由： 証券不実陳述責任紛争 

原告/上訴人： 完心 x 

被告/被上訴人： 広東 xx 科技股份有限公司 

事件審理日： 2021-09-03 

収集日： 2021-11-17 

15.  

受理裁判所： 広東省広州市地方裁判所 

事件番号： （2021）粵 01 民初 12xx 号 

訴訟事由： 証券不実陳述責任紛争 

原告/上訴人： 顧世 x 

被告/被上訴人： 広東 xx 科技股份有限公司 

事件審理日： 2021-09-03 

収集日： 2021-11-17 
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事業概要/オペレーション 

 
訴訟記録 （続き） 

 

裁判所による公告情報 （続き） 
 

16.  

受理裁判所： 広東省広州市地方裁判所 

事件番号： （2021）粵 01 民初 12xx 号 

訴訟事由： 証券不実陳述責任紛争 

原告/上訴人： 倪海 x 

被告/被上訴人： 広東 xx 科技股份有限公司 

事件審理日： 2021-09-03 

収集日： 2021-11-17 

17.  

受理裁判所： 広東省広州市地方裁判所 

事件番号： （2021）粵 01 民初 12xx 号 

訴訟事由： 証券不実陳述責任紛争 

原告/上訴人： 魏玲 x 

被告/被上訴人： 広東 xx 科技股份有限公司 

事件審理日： 2021-09-03 

収集日： 2021-11-17 

18.  

受理裁判所： 広東省広州市地方裁判所 

事件番号： （2021）粵 01 民初 12xx 号 

訴訟事由： 証券不実陳述責任紛争 

原告/上訴人： 李明 x 

被告/被上訴人： 広東 xx 科技股份有限公司 

事件審理日： 2021-09-03 

収集日： 2021-11-17 

19.  

受理裁判所： 広東省広州市地方裁判所 

事件番号： （2021）粵 01 民初 12xx 号 

訴訟事由： 証券不実陳述責任紛争 

原告/上訴人： 尹丹 x 

被告/被上訴人： 広東 xx 科技股份有限公司 

事件審理日： 2021-09-03 

収集日： 2021-11-17 

20.  

受理裁判所： 広東省広州市地方裁判所 

事件番号： （2021）粵 01 民初 12xx 号 

訴訟事由： 証券不実陳述責任紛争 

原告/上訴人： 劉冠 x 

被告/被上訴人： 広東 xx 科技股份有限公司 

事件審理日： 2021-09-03 

収集日： 2021-11-17 
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事業概要/オペレーション 

 
訴訟記録 （続き） 

 

裁判所による公告情報 （続き） 
 

21.  

受理裁判所： 広東省広州市地方裁判所 

事件番号： （2021）粵 01 民初 12xx 号 

訴訟事由： 証券不実陳述責任紛争 

原告/上訴人： 劉忠 x 

被告/被上訴人： 広東 xx 科技股份有限公司 

事件審理日： 2021-09-03 

収集日： 2021-11-17 

22.  

受理裁判所： 広東省広州市地方裁判所 

事件番号： （2021）粵 01 民初 12xx 号 

訴訟事由： 証券不実陳述責任紛争 

原告/上訴人： 于英 x 

被告/被上訴人： 広東 xx 科技股份有限公司 

事件審理日： 2021-09-03 

収集日： 2021-11-17 

23.  

受理裁判所： 広東省広州市地方裁判所 

事件番号： （2021）粵 01 民初 12xx 号 

訴訟事由： 証券不実陳述責任紛争 

原告/上訴人： 張俊 x 

被告/被上訴人： 広東 xx 科技股份有限公司 

事件審理日： 2021-09-03 

収集日： 2021-11-17 

24.  

受理裁判所： 広東省広州市地方裁判所 

事件番号： （2021）粵 01 民初 12xx 号 

訴訟事由： 証券不実陳述責任紛争 

原告/上訴人： 劉 xx 

被告/被上訴人： 広東 xx 科技股份有限公司 

事件審理日： 2021-09-03 

収集日： 2021-11-17 

25.  

受理裁判所： 広東省広州市地方裁判所 

事件番号： （2021）粵 01 民初 12xx 号 

訴訟事由： 証券不実陳述責任紛争 

原告/上訴人： 孫克 x 

被告/被上訴人： 広東 xx 科技股份有限公司 

事件審理日： 2021-09-03 

収集日： 2021-11-17 
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事業概要/オペレーション 

 
訴訟記録 （続き） 

 

裁判所による公告情報 （続き） 
 

26.  

受理裁判所： 広東省広州市地方裁判所 

事件番号： （2021）粵 01 民初 12xx 号 

訴訟事由： 証券不実陳述責任紛争 

原告/上訴人： 左秀 x 

被告/被上訴人： 広東 xx 科技股份有限公司 

事件審理日： 2021-09-03 

収集日： 2021-11-17 

27.  

受理裁判所： 広東省広州市地方裁判所 

事件番号： （2021）粵 01 民初 12xx 号 

訴訟事由： 証券不実陳述責任紛争 

原告/上訴人： 何明 x 

被告/被上訴人： 広東 xx 科技股份有限公司 

事件審理日： 2021-09-03 

収集日： 2021-11-17 

28.  

受理裁判所： 広東省広州市地方裁判所 

事件番号： （2021）粵 01 民初 12xx 号 

訴訟事由： 証券不実陳述責任紛争 

原告/上訴人： 陶磊 x 

被告/被上訴人： 広東 xx 科技股份有限公司 

事件審理日： 2021-09-03 

収集日： 2021-11-17 

29.  

受理裁判所： 広東省広州市地方裁判所 

事件番号： （2021）粵 01 民初 12xx 号 

訴訟事由： 証券不実陳述責任紛争 

原告/上訴人： 魏桂 x 

被告/被上訴人： 広東 xx 科技股份有限公司 

事件審理日： 2021-09-03 

収集日： 2021-11-17 

30.  

受理裁判所： 広東省広州市地方裁判所 

事件番号： （2021）粵 01 民初 12xx 号 

訴訟事由： 証券不実陳述責任紛争 

原告/上訴人： 陳暁 x 

被告/被上訴人： 広東 xx 科技股份有限公司 

事件審理日： 2021-09-03 

収集日： 2021-11-17 
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事業概要/オペレーション 

 
訴訟記録 （続き） 

 

裁判所による公告情報 （続き） 
 

31.  

受理裁判所： 広東省広州市地方裁判所 

事件番号： （2021）粵 01 民初 12xx 号 

訴訟事由： 証券不実陳述責任紛争 

原告/上訴人： 朱雄 x 

被告/被上訴人： 広東 xx 科技股份有限公司 

事件審理日： 2021-09-03 

収集日： 2021-11-17 

32.  

受理裁判所： 広東省広州市地方裁判所 

事件番号： （2021）粵 01 民初 12xx 号 

訴訟事由： 証券不実陳述責任紛争 

原告/上訴人： 王文 x 

被告/被上訴人： 広東 xx 科技股份有限公司 

事件審理日： 2021-09-03 

収集日： 2021-11-17 

33.  

受理裁判所： 広東省広州市地方裁判所 

事件番号： （2021）粵 01 民初 12xx 号 

訴訟事由： 証券不実陳述責任紛争 

原告/上訴人： 楊麗 x 

被告/被上訴人： 広東 xx 科技股份有限公司 

事件審理日： 2021-09-03 

収集日： 2021-11-17 

34.  

受理裁判所： 広東省広州市地方裁判所 

事件番号： （2021）粵 01 民初 12xx 号 

訴訟事由： 証券不実陳述責任紛争 

原告/上訴人： 葉 x 

被告/被上訴人： 広東 xx 科技股份有限公司 

事件審理日： 2021-09-03 

収集日： 2021-11-17 

35.  

受理裁判所： 広東省広州市地方裁判所 

事件番号： （2021）粵 01 民初 12xx 号 

訴訟事由： 証券不実陳述責任紛争 

原告/上訴人： 陳京 x 

被告/被上訴人： 広東 xx 科技股份有限公司 

事件審理日： 2021-09-03 

収集日： 2021-11-17 
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事業概要/オペレーション 

 
訴訟記録 （続き） 

 

裁判所による公告情報 （続き） 
 

36.  

受理裁判所： 広東省広州市天河区裁判所 

事件番号： （2021）粵 0106 民初 6xxx 号 

訴訟事由： 契約紛争 

原告/上訴人： 広東 xx 科技股份有限公司 

被告/被上訴人： 広東省 xx 電視網絡股份有限公司 

当事者： 広州 xx 計算機系統有限公司 

事件審理日： 2021-07-28 

収集日： 2021-11-17 

37.  

受理裁判所： 広東省東莞市第二裁判所 

事件番号： （2021）粵 1972 民初 16xx 号 

訴訟事由： 売買契約紛争 

原告/上訴人： 東莞市 xx 精密模具廠 

被告/被上訴人： 広東 xx 科技股份有限公司 

事件審理日： 2021-07-12 

収集日： 2021-11-17 

38.  

受理裁判所： 広東省広州市地方裁判所 

事件番号： （2021）粵 01 民初 7xxx 号 

訴訟事由： 証券不実陳述責任紛争 

原告/上訴人： 譚嘉 x 

被告/被上訴人： 広東 xx 科技股份有限公司 

事件審理日： 2021-06-25 

収集日： 2021-11-17 

39.  

受理裁判所： 広東省広州市地方裁判所 

事件番号： （2021）粵 01 民初 7xxx 号 

訴訟事由： 証券不実陳述責任紛争 

原告/上訴人： 金国 x 

被告/被上訴人： 広東 xx 科技股份有限公司 

事件審理日： 2021-06-25 

収集日： 2021-11-17 

40.  

受理裁判所： 広東省広州市地方裁判所 

事件番号： （2021）粵 01 民初 4xxx 号 

訴訟事由： 証券不実陳述責任紛争 

当事者： 王永 x 

 広東 xx 科技股份有限公司 

事件審理日： 2021-03-25 

収集日： 2021-11-17 
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事業概要/オペレーション 

 
訴訟記録 （続き） 

 

裁判所による公告情報 （続き） 
 

41.  

受理裁判所： 広東省広州市地方裁判所 

事件番号： （2021）粵 01 民初 4xxx 号 

訴訟事由： 証券不実陳述責任紛争 

当事者： 応雪 x 

 広東 xx 科技股份有限公司 

事件審理日： 2021-03-25 

収集日： 2021-11-17 

42.  

受理裁判所： 広東省広州市地方裁判所 

事件番号： （2021）粵 01 民初 4xxx 号 

訴訟事由： 証券不実陳述責任紛争 

当事者： 孫柯 x 

 広東 xx 科技股份有限公司 

事件審理日： 2021-03-25 

収集日： 2021-11-17 

43.  

受理裁判所： 広東省広州市地方裁判所 

事件番号： （2021）粵 01 民初 4xxx 号 

訴訟事由： 証券不実陳述責任紛争 

当事者： 竺文 x 

 広東 xx 科技股份有限公司 

事件審理日： 2021-03-25 

収集日： 2021-11-17 

44.  

受理裁判所： 広東省広州市地方裁判所 

事件番号： （2021）粵 01 民初 4xxx 号 

訴訟事由： 証券不実陳述責任紛争 

当事者： 尚丹 x 

 広東 xx 科技股份有限公司 

事件審理日： 2021-03-25 

収集日： 2021-11-17 

45.  

受理裁判所： 広東省広州市地方裁判所 

事件番号： （2021）粵 01 民初 4xxx 号 

訴訟事由： 証券不実陳述責任紛争 

当事者： 陸瑋 x 

 広東 xx 科技股份有限公司 

事件審理日： 2021-03-25 

収集日： 2021-11-17 
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事業概要/オペレーション 

 
訴訟記録 （続き） 

 

裁判所による公告情報 （続き） 
 

46.  

受理裁判所： 広東省広州市地方裁判所 

事件番号： （2021）粵 01 民初 4xxx 号 

訴訟事由： 証券不実陳述責任紛争 

当事者： 李碧 x 

 広東 xx 科技股份有限公司 

事件審理日： 2021-03-25 

収集日： 2021-11-17 

47.  

受理裁判所： 広東省広州市地方裁判所 

事件番号： （2021）粵 01 民初 4xxx 号 

訴訟事由： 証券不実陳述責任紛争 

当事者： 広東 xx 科技股份有限公司 

 何祥 x 

事件審理日： 2021-03-25 

収集日： 2021-11-17 

48.  

受理裁判所： 広東省広州市地方裁判所 

事件番号： （2021）粵 01 民初 4xxx 号 

訴訟事由： 証券不実陳述責任紛争 

当事者： 広東 xx 科技股份有限公司 

 劉叙 x 

事件審理日： 2021-03-25 

収集日： 2021-11-17 

49.  

受理裁判所： 広東省広州市地方裁判所 

事件番号： （2021）粵 01 民初 4xxx 号 

訴訟事由： 証券不実陳述責任紛争 

当事者： 王佳 x 

 広東 xx 科技股份有限公司 

事件審理日： 2021-03-25 

収集日： 2021-11-17 

 

裁判に関する文書情報 

 

50.  

情報出所： 公開ルート 

受理裁判所： 広東省東莞市地方裁判所 

事件番号： （2021）粵 19 民轄終 1xxx 号 

原告/上訴人： 広東 xx 科技股份有限公司 

被告/被上訴人： 東莞市 xx 精密模具廠 

当事者： 欧陽 x 

事件審理日： 2021-05-11 

訴訟原因： 売買契約紛争 

収集日： 2021-11-17 
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事業概要/オペレーション 

 
訴訟記録 （続き） 

 

注：当報告書作成日時点、弊社のデータベースにおいて対象会社が原告として訴訟記録は 77 件、被告として訴訟記録は 282

件、当事者として訴訟記録は 64 件ある。当報告書で最近 50 件の記録だけを提出した。ご参考になさってください。 

 

中国（大陸）では今のところ企業の訴訟に関する全情報を統一的に網羅したデータベースがないことに鑑みると、時期が相対的に

遅れていたり、裁判所が公表していなかったりする場合もあり得るため、上記は参考情報として下さい。 

 

 

ランキング 

 

ランキング名称 順位 

2018 年中国電子部品企業トップ 100 2x 

2017 年中国電子部品企業トップ 100 2x 

2016 年中国電子部品企業トップ 100 3x 

2018 年広東企業 500 社 3xx 

2017 年広東企業トップ 500 2xx 

2016 年広東企業トップ 500 3xx 

 

 

公的記録 

 

報告書作成日時点で、調査員は、国内で公開されているチャネルや主な検索サイトを調べても、最近 5 年間の対象会社に関

する公的記録の情報を確認することができない。 

 

注：当報告書では、最近 5 年間の訴訟記録やランキングといった公的記録の情報のみを提示する。 

 

 

抵当·担保の情報 

 

登録項目 登記件数 

動産抵当 -- 

株式質権設定 1 

売掛債権質権設定 -- 

売掛債権譲渡 -- 

賃貸登録 -- 

所有権留保登録 -- 

保証金質権設定 -- 

在庫品倉庫証券質権設定 -- 

その他 -- 

合計   1 

 

1  

登録項目： 株式質権設定 

株式質権設定登録日：  2019-06-14 

質権設定者： 郭皓 

質権者： 広東 xx 科技股份有限公司 

質入株式数（評価額）： 15000000.00RMB 

 

 

 

http://www.riskmanager.cn/crdopen.do?cmd=findOneBill&row=26&displaySbdnum=0120575289&id=94
http://www.riskmanager.cn/crdopen.do?cmd=findOneBill&row=28&displaySbdnum=0120575289&id=95
http://www.riskmanager.cn/crdopen.do?cmd=findOneBill&row=31&displaySbdnum=0120575289&id=96
http://www.riskmanager.cn/crdopen.do?cmd=findOneBill&row=303&displaySbdnum=0120575289&id=482
http://www.riskmanager.cn/crdopen.do?cmd=findOneBill&row=279&displaySbdnum=0120575289&id=483
http://www.riskmanager.cn/crdopen.do?cmd=findOneBill&row=317&displaySbdnum=0120575289&id=484
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株主と経営 

 
株主と株式 

 

株主 出資額 割合（%） 

広東省 xx 控股集団有限公司 179,302,351 20.03 

平安 xx 股票型養老金産品-中国銀行股份有限公司 9,585,704 1.07 

xx 銀行股份有限公司-国泰聚信価値優勢柔軟配置ハイブリッド証券投資ファンド 8,100,000 0.90 

深圳市 xx 信投資有限公司 7,250,785 0.81 

趙璟 x 7,179,491 0.80 

xx 資産-工商銀行-平安資産如意 xx 保険資産管理産品 6,849,777 0.77 

銭 x 6,223,528 0.70 

駱海 x 5,597,065 0.63 

趙佳 x 5,098,831 0.57 

全国社保基金 xxx 組合 4,976,190 0.56 

その他株主 655,069,389 73.16 

 ----------- -------- 

合計 895,233,111 100.00 

 

株主 出資方法 支払済み率（%） 

広東省 xx 控股集団有限公司 現金 100.00 

平安 xx 股票型養老金産品-中国銀行股份有限公司 現金 100.00 

xx 銀行股份有限公司-国泰聚信価値優勢柔軟配置ハイブリッド証券投資ファンド 現金 100.00 

深圳市 xx 信投資有限公司 現金 100.00 

趙璟 x 現金 100.00 

xx 資産-工商銀行-平安資産如意 xx 号保険資産管理産品 現金 100.00 

銭 x 現金 100.00 

駱海 x 現金 100.00 

趙佳 x 現金 100.00 

全国社保基金 xxxx 組合 現金 100.00 

その他株主 現金 100.00 

 

説明：対象会社は上場会社であり、当報告書で同社の最近発表された大株主を参考として報告し、完全な株主リストを報告で

きなかった。 
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株主と経営 

 
主要株主の背景 

 

名称： 広東省 xx 控股集団有限公司 

設立日： 1999-12-23 

法定代表者： 劉衛 x 

工商登録番号： 440000000098xxx 

国または地域 ： 中華人民共和国 

企業形態： 有限責任会社（国有持株） 

登録資本金： 10,000,000,000 

住所： 広東省広州市 xx 区珠江西路 17 号広晟国際大廈 50-58 階（登録住所） 

  

名称： 深圳市 xx 信投資有限公司 

設立日： 1997-07-09 

法定代表者： 欧亜 x 

工商登録番号： 440301103025xxx 

国または地域 ： 中華人民共和国 

企業形態： 有限責任会社 

登録資本金： 210,000,000 

住所： 広東省深圳市 xx 区浜海大道紅樹湾紅樹西岸花園会所 HS-Y001-2 号（登録住所） 

 

説明：対象会社の株主登録情報は、エクスペリアンのデータベース内に既存の資料から引用したものであり、情報の時期が相対

的に遅れている場合もあり得るため、参考情報として下さい。 
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株主と経営 

 
株主構成 

 

 
 

株主の階層： 1 

実質的支配者： 広東省人民政府 

SBD NO.： 00984235xx 

設立日： 1995-05-08 

法定代表者： 陳 x 

社債： 未発行 

上場有無： 未上場 

住所： 広東省広州市 xx 区東風中路 305 号 

URL： www.xx.gov.cn/ 

出資比率： 90.00% 

 

説明：上記の登録情報は、弊社のデータベース内に既存の資料から引用したものであり、情報の時期が相対的に遅れている場

合もあり得るため、参考情報として下さい。 

 

注：報告書作成日時点で、弊社のデータベースにおける株主構成は計 1 層である。 

 

 

経営幹部 

 

氏名： 呉沢 x 

役職名： 代表取締役 

性別： 男性 

仕事経歴： 対象会社の代表取締役（董事長）を現任する。 

対外投資及び勤務企業数： 2 社 

 

勤務先企業 役職 設立日 企業状態 

広東 xx 科技股份有限公司 代表取締役 1994-03-23 登録中 

広東省 xx 産業集団有限公司 代表取締役 2014-05-26 登録中 

 

備考：上記の役員背景情報は、弊社のデータベース内の既存情報からの引用であり、最新の情報でない可能性もあるため、参

考情報としてください。 
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株主と経営 

 
取締役会の構成員 

 

氏名： 程科 x 

役職： 取締役（董事） 

性別： 男性 

その他の情報： 大卒 

  

氏名： 崔成 x 

役職： 社外取締役（独立董事） 

性別： 男性 

その他の情報： 博士卒 

  

氏名： 黎錦 x 

役職： 取締役（董事） 

性別： 男性 

その他の情報： 短大卒 

  

氏名： 劉維 x 

役職： 取締役（董事） 

性別： 男性 

その他の情報： 大卒 

  

氏名： 唐毅 x 

役職： 取締役（董事） 

性別： 男性 

その他の情報： 修士卒 

  

氏名： 呉沢 x 

役職： 代表取締役（董事長） 

性別： 男性 

その他の情報： 修士卒 

  

氏名： 肖勝 x 

役職： 社外取締役（独立董事） 

性別： 男性 

その他の情報： 修士卒 

  

氏名： 徐静 x 

役職： 取締役（董事） 

性別： 女性 

その他の情報： 修士卒 

  

氏名： 張栄 x 

役職： 社外取締役（独立董事） 

性別： 男性 

その他の情報： 博士卒 

 

 

2021 年 11 月下旬から、現地役職が判明した場合に

は、現地役職を併記いたしますので、より分かりやすく

なりました。 

役職事例 

代表取締役（董事長） 

取締役副会長（副董事長） 

社長（総経理） 

副社長（副総経理） 

代表取締役兼社長（董事長兼総経理） 

専務取締役（執行董事） 

専務取締役兼社長（執行董事兼総経理） 

専務取締役兼経営管理者（執行董事兼経理） 

取締役会秘書（董事会秘書） 
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株主と経営 

 
監査役会の構成員 

 

氏名： 李一 x 

役職： 監査役（監事） 

性別： 男性 

その他の情報： 大卒 

  

氏名： 廖偉 x 

役職： 監査役（監事） 

性別： 男性 

その他の情報： 修士卒 

  

氏名： 王雪 x 

役職： 監査役会会長（監事会主席） 

性別： 男性 

その他の情報： 大卒 
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関連会社 

 
対外投資 

 

社名： 広東 xx 電科技股份有限公司 

出資比率： 98.52% 

登録住所: 広東省広州市 xx 区科学城南翔二路 10 号 

  

社名： 長春 xx 電子設備工程中心有限公司 

出資比率： 19.61% 

登録住所: 吉林省 xx 市北湖科技開発区盛北小街 1188 号 

  

社名： 四平市 xx 技術有限公司 

出資比率： 60.00% 

登録住所: 吉林省 xx 市鉄東区南九馬路 50 号 

  

社名： xx 研究院（広州）有限公司 

出資比率： 100.00% 

登録住所: 広東省広州市 xx 区南翔二路 10 号 4 棟 101 室、4 棟 201 室 

  

社名： 肇慶 xx 進出口有限公司 

出資比率： 100.00% 

登録住所: 広東省 xx 市端州区風華路 18 号 

 

注：報告書作成日の時点において、弊社のデータベースでは対象会社の対外投資先企業が計 23 社とされているが、当報告書

では無作為に 5 社まで記載しております。 
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銀行や金融情報 

 
取引銀行 

 

調査期間中に該当する情報は明らかにならなかった。 

 

 

財務概要 

 

 2020 2019 

 RMB RMB 

営業収入 4,331,980,000 3,293,174,000 

利益総額 466,847,000 390,900,000 

純利益 372,491,000 348,226,000 

資産総額 8,778,927,000 7,001,506,000 

負債 2,716,561,000 1,362,678,000 

株主持分 6,062,366,000 5,638,828,000 

流動資産 3,960,034,000 3,346,061,000 

流動負債 2,214,351,000 1,131,195,000 

運転資金 1,745,683,000 2,214,866,000 

固定資産 2,395,431,000 2,133,181,000 

純資産利益率（%） 6.14 6.18 

純利益率（%） 8.60 10.57 

総資産回転率 0.49 0.47 

売掛金回転日数 110.93 107.49 

資産負債率（%） 30.94 19.46 

流動比率 1.79 2.96 

当座比率 1.56 2.55 

営業収入増加率（％） 31.54 -- 

粗利益増加率（%） 65.50 -- 

総資産増加率（%） 25.39 -- 
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銀行や金融情報 

 
財務資料 

 

貸借対照表 （RMB 千） 

 

 2021-09-30 （連結） 2020-12-31 （連結） 2019-12-31 （連結） 

貨幣資本 1,458,334 2,013,763 1,519,224 

取引性金融資産 18,158 -- 349,000 

受取手形 3,744 8,326 -- 

売掛金 1,109,453 1,334,902 983,294 

前払金 37,592 15,494 11,920 

未収利息 -- -- 782 

その他の未収金 301,765 16,009 10,169 

在庫 718,378 507,815 456,680 

1 年以内に期限到来の非流動資産 5,637 6,342 3,040 

その他の流動資産 153,609 57,383 11,952 

流動資産合計 3,806,670 3,960,034 3,346,061 

売却可能金融資産  635,926 398,041 -- 

長期未収金 16,912 19,026 26,778 

長期持分投資 626,259 588,890 576,718 

投資目的の不動産 17,849 20,355 20,829 

固定資産 2,166,200 2,395,431 2,133,181 

建設仮勘定 2,140,950 596,487 193,900 

無形資産 213,209 242,322 103,071 

開発支出 1,383 1,383 691 

のれん代   -- -- 90,736 

長期前払費用 138,678 135,386 87,141 

繰延税金資産 69,726 65,092 48,253 

その他の非流動資産 389,281 356,480 374,147 

非流動資産合計 6,416,373 4,818,893 3,655,445 

資産総額 10,223,043 8,778,927 7,001,506 
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銀行や金融情報 

 
財務資料 （続き） 

 

貸借対照表 （RMB 千）（続き） 

 

 2021-09-30 （連結） 2020-12-31 （連結） 2019-12-31 （連結） 

短期借入金 472,101 505,262 35,037 

未払手形 247,457 82,741 102,249 

買掛金 1,159,735 948,034 727,068 

前受金 20,193 16,054 28,091 

未払従業員給与·手当 235,317 258,154 139,006 

未払税金 32,008 63,005 29,488 

その他の未払金 96,322 99,903 70,256 

1 年以内に期限到来の非流動負債 7,521 -- -- 

その他の流動負債 261,807 241,198 0 

流動負債合計 2,532,461 2,214,351 1,131,195 

長期借入金 258,734 -- -- 

長期未払金 251,455 251,455 1,455 

未払ファイナンスリース料 54,993 -- -- 

見積負債 273 756 -- 

繰延税金負債 37,826 40,552 24,303 

繰延収益 186,581 209,447 205,725 

その他の非流動負債 0 0 0 

非流動負債合計 789,862 502,210 231,483 

負債合計 3,322,323 2,716,561 1,362,678 

株式資本 895,233 895,233 895,233 

資本準備金 2,611,967 2,613,668 2,560,821 

利益積立金 494,035 494,035 458,685 

未処分利益 2,817,346 1,982,709 1,659,350 

少数株主持分 82,139 76,721 64,739 

株主持分合計 6,900,720 6,062,366 5,638,828 

負債および株主持分合計 10,223,043 8,778,927 7,001,506 
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銀行や金融情報 

 
財務資料 （続き） 

 

損益計算書 （RMB 千） 

 

 2021 2020 2019 

開始日 2021-01-01 2020-01-01 2019-01-01 

終止日 2021-09-30 2020-12-31 2019-12-31 

営業収入 3,955,189 4,331,980 3,293,174 

  マイナス：営業コスト 2,632,053 3,047,541 2,503,358 

      営業税金および付加費 18,660 34,893 34,796 

業務粗利益 1,304,476 1,249,546 755,020 

  マイナス：販売費 55,350 61,038 76,303 

      管理費用 248,138 328,903 371,734 

      財務費用 -13,126 -36,879 -29,165 

      資産減損損失   27,356 144,310 76,809 

      その他の費用 205,239 230,270 -- 

  プラス：投資収益 111,971 48,983 70,741 

      公正価値の変動による純収益 -- 72 -- 

営業利益 893,490 570,959 330,080 

  プラス：営業外収益 2,789 4,508 4,226 

  マイナス：営業外費用 11,890 233,561 5,633 

      その他の利益 97,696 124,941 62,227 

利益総額 982,085 466,847 390,900 

  マイナス：所得税 97,209 94,356 42,674 

純利益 884,876 372,491 348,226 

 

 

財務の説明 

 

現在の中国では企業財務情報の透明性に関する明確な政策がないことを鑑みると、上記財務諸表では、一部の勘定科目デー

タの不足により、勘定科目の和と提示する合計額が一致しない場合もある。 

 

事業開拓、受注増で、対象会社 2020 年の営業収入は 2019 年を上回った。 

 

対象会社は 2019 年、2020 年、2021 年 1—9 月財務費用がマイナスとなる原因は、恐らく受取利息及び為替差損なのである。 

 

データベース財務単位は千元で、四捨五入を実行するため、対象会社 2019 年、2020 年、2021 年 1—9 月の株式資本がいず

れも当期の資本金と一致しない。 

 

対象会社 2020 年の未処分利益の変動値と 2020 年の純利益が一致しないのは、恐らく利益配分が原因である。 
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銀行や金融情報 

 
主要財務データの変化率（RMB 千） 

 

 2020 変化率（%） 2019 

営業収入 4,331,980 31.54 3,293,174 

純利益 372,491 6.97 348,226 

資産総額 8,778,927 25.39 7,001,506 

負債合計 2,716,561 99.35 1,362,678 

株主持分合計 6,062,366 7.51 5,638,828 

流動資産合計 3,960,034 18.35 3,346,061 

流動負債合計 2,214,351 95.75 1,131,195 

運転資金 1,745,683 -21.18 2,214,866 

固定資産 2,395,431 12.29 2,133,181 

 

 

主要比率表 

 

収益力  2020 前年比 2019 

純資産利益率（%）  6.14 ↓ 6.18 

資産利益率（%）  4.24 ↓ 4.97 

粗利益率（%）  28.84 ↑ 22.93 

純利益率（%）  8.60 ↓ 10.57 

 

運用能力  2020 前年比 2019 

総資産回転率  0.49 ↑ 0.47 

流動資産回転率  1.09 ↑ 0.98 

売掛金回転日数  110.93 ↑ 107.49 

 

債務返済力  2020 前年比 2019 

資産負債率（%）  30.94 ↑ 19.46 

流動比率  1.79 ↓ 2.96 

当座比率  1.56 ↓ 2.55 

 

発展能力 2020 前年比 2019 

営業収入増加率（％） 31.54 -- -- 

粗利益増加率（%） 65.50 -- -- 

総資産増加率（%） 25.39 -- -- 
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産業情報 

 
業界概要 

 

3960，電子部品製造 

 

定義： 

当業界は電子真空デバイス製造、半導体ディスクリート素子製造、IC の製造、光電子部品及び他の電子部品の製造などサブ

業界を含める。 

 

現状及び動向： 

一連の国家政策が集中的に公布され、強い国内市場の需要に牽引されている環境では、中国の集積回路産業は、高度な安

定化と着実な向上を維持し続けている。統計によると、2019 年全国集積回路の生産量が着実に上昇し、54.09%伸びた。2019

年 12 月全国集積回路生産量は 201.6 億個、前年比 30%増になった。2019 年全国集積回路生産量は 2018.2 億個、前年

比 7.2%増になった。2019 年 12 月全国太陽エネルギー発電量は 84.56 億 kWh、前年比 15.2%増になった。2019 年 1-12 月全

国太陽エネルギー発電量は 1172.16 億 kWh、累計 13.3%増になった。2019 年全国太陽エネルギー発電量が継続的に上昇し

た。 

 

中国は多くの種類の電子部品の生産量がすでに世界一となり、電子部品業界が海外市場で重要な地位を占める。中国が小

康社会（安定しやや余裕がある社会、1 人あたり GDP1000 ドル到達）を作る歴史時期に入り、人々の消費水準が新たなアップ

グレード段階に入る最中、社会の電子情報製品のニーズが大幅に増加するはずである。それは電子情報産業の発展を促進し

て、電子部品製造業の将来性に有利である。 
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産業情報 

 
業界財務指標 

 

3960，電子部品製造 

 

2020 年 対象会社 優秀 平均 不良 

純資産利益率（%） 6.14 11.30 4.80 -2.80 

資産利益率（%） 4.24 10.10 2.70 -2.10 

粗利益率（%） 28.84 13.90 5.20 -11.70 

純利益率（%） 8.60 25.25 6.75 -5.25 

総資産回転率 0.49 1.00 0.40 0.10 

流動資産回転率 1.09 1.60 1.00 0.20 

売掛金回転日数 110.93 51.43 92.31 200.00 

資産負債率（%） 30.94 48.30 58.30 83.30 

流動比率 1.79 1.97 1.55 0.69 

当座比率 1.56 1.23 0.97 0.43 

営業収入増加率（％） 31.54 20.10 9.80 -9.20 

粗利益増加率（%） 65.50 15.30 -8.30 -17.40 

総資産増加率（%） 25.39 19.40 6.50 -6.20 

 

2019 年 対象会社 優秀 平均 不良 

純資産利益率（%） 6.18 11.70 5.20 -0.90 

資産利益率（%） 4.97 8.50 3.50 -0.90 

粗利益率（%） 22.93 14.40 5.00 -12.40 

純利益率（%） 10.57 12.14 5.00 -1.29 

総資産回転率 0.47 1.10 0.70 0.40 

流動資産回転率 0.98 2.20 1.10 0.60 

売掛金回転日数 107.49 83.72 133.33 257.14 

資産負債率（%） 19.46 48.60 58.60 83.60 

流動比率 2.96 1.91 1.46 0.61 

当座比率 2.55 1.19 0.92 0.38 

営業収入増加率（％） -- 18.80 8.30 -10.60 

粗利益増加率（%） -- 15.30 5.20 -13.90 

総資産増加率（%） -- 20.00 5.80 -7.20 

 

* 以上の指標数値は、政府部門が定期的に公表する各業界の統計資料から入手したものである。 
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産業情報 

 
業界の中核指標の推移図 

 

3960，電子部品製造 

 

粗利益率 (平均) の変化状況： 

 

 
 

売掛金回転日数 (平均) の変化状況： 
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産業情報 

 
業界の中核指標の推移図 (続き) 

 

3960，電子部品製造 

 

資産負債率 (平均) の変化状況： 

 

 
 

営業収入増加率 （平均） の変化状況： 
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補足情報 

 
対象会社の正式な英語社名は当報告書の通りである。 

 

英語住所：xxxx Electronic Industrial City, No. xx, Fenghua Road, Duanzhou District, Zhaoqing City, Guangdong 

Province 

 

対象会社の最新の輸出入データを取得できなかった。故に実際の調査結果のみを記載した。 

 

対象会社の従業員によると、対象会社は 2020 年 2 月に操業再開し、目下で全面的に操業再開した。事業展開が正常であ

る。新型コロナウイルスの対象会社への影響は大きくない。 

 

対象会社は上場企業であり、株主がいつでも変動する。故に対象会社の株主変更状況を報告できなかった。2021 年 9 月 30

日時点の対象会社の上位 10 名の株主持分情報を記載した。完全な株主明細を取得できなかった。 

 

対象会社の行政処罰情報： 

 

順番：1 

決定日：2018-02-09 

決定書番号：肇環罰字[2018]xx 号 

類型 ：排ガスが基準を超える 

決定当局：肇慶市環境保護局 

 

順番：2 

決定書番号：〔2019〕xx 号 

処罰事由：虚偽記載がある 

処罰内容：警告、過料 40 万元 

決定当局：広東証監局 

決定日：2019-11-20 

 

順番：3 

決定日：2019-11-13 

決定書番号：肇環罰字〔2019〕xx 号 

類型 ：過料 

決定当局：肇慶市生態環境局 

 

順番：4 

決定日：2019-06-19 

決定書番号：肇環罰字〔2019〕xx 号 

類型 ：過料 

決定当局：肇慶市生態環境局 

 

順番：5 

決定日：2018-08-22 

決定書番号：肇環罰字[2018]xx 号 

類型 ：なし 

決定当局：広東肇慶環境保護局 

 

順番：6 

決定日：2018-08-22 

決定書番号：肇環罰字[2018]xx 号 

類型 ：なし 

決定当局：広東肇慶環境保護局 
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補足情報 

 
対象会社に対する新型コロナウイルス感染症の影響は次のとおりである： 

 

業界状況：影響が小さい 

地域状況：影響が小さい 

操業再開率：80%-100% 

総合状況：影響が小さい 
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要約 
 
対象会社は 1994 年 03 月 23 日に設立された。対象会社は深圳証券取引所に上場している、証券コードは 000xxx である。 

 

対象会社は主として電子部品の生産販売業務に従事し、製品はチップ抵抗器、チップインダクタ、セラミックフィルター、半導体デバ

イスなどを含む。対象会社の必要な製品が国内から仕入れる。対象会社は国内外で製品を販売し、国内販売を主とし、海外販

売先が主に韓国、香港、ロシア、インド、ベトナムに集中している。対象会社の業歴が長く、事業展開が成熟して、売買ルートが整

っている。 

 

対象会社の現有の財務データによると、対象会社の 2020 年の営業収入が前年度より 31.54%増加し、対象会社の業務開拓

状況が良好である。対象会社の純収益率が 8.60%、収益力は高い。対象会社の 2020 年の資産負債率が 30.94%、対象会社

が面する長期返済負担が大きくない。対象会社の流動比率は 1.79 で、短期返済能力は充分である。 

 

上記に基づき、対象会社の信用格付けは DP3 に該当する。 

 

 

ED 
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格付説明／スコアシート 
 

 

DP 信用格付 債務不履行確率 解説 ステータス* 

DP1 <= 0.1% 高い債務返済能力を有し、極めて強固な財務基

盤である。 

優良 

DP2 > 0.1% - 0.2% 債務返済に見合った平均以上の能力を有し、強い

財務健全性である。 

優良 

DP3 > 0.2% - 0.4% 標準的な営業環境以上であり、安定的な財務健

全性である。 

一般的な好ましくない要因により、問題が引き起こ

されることはないと思われる。 

良好 

DP4 > 0.4% - 1.0% 総合的な財務健全性と営業状態は、標準的であ

ると思われる。債務返済に見合った能力を有してい

る。 

経済状況における劇的な変化による困難に、影響

を受けやすい可能性がある。 

良好 

DP5 > 1.0% - 3.0% 標準的な債務返済に見合った十分な財務能力で

ある。しかし、経済状況が好ましくない方向に変化

した場合、支払い能力に懸念が生じる可能性があ

る。 

標準 

DP6 > 3.0% - 8.0% 標準的な債務返済に見合ったほぼ十分な財務能

力である。営業状態の悪化に対応する能力は、限

定的であるか、懸念が生じると思われる。 

標準 

DP7 > 8.0% - 14.0% 明らかに財務能力は脆弱である。経済及び営業環

境における好ましくない変化には影響されやすく、更

に弱体化した財務状態に陥る可能性がある。 

要監視 

DP8 > 14.0% 債務返済能力は限定的であり、財務健全性は明

らかに損なわれている。特に営業環境が好ましくな

い方向に変化した場合は、さらに損なわれる。 

要監視 

 

* DP1~DP4 は株式格付けの「投資適」に相当し、DP5~DP6 は「高配当」に、DP7~DP8 は「高リスク」にそれぞれ相当する。 

 

 

注 

 信用格付は、一般的な条件下および格付付与時点で Experian に提供された情報に基づく企業の能力の見解であり、

予期不能、かつ/または、予測可能な状況により変更される可能性があります。 

 

 信用格付は、証券の売買や投資戦略の採用を推奨するものではありません。 

 

 エクスペリアンは、信用格付けの使用または非使用におけるリスクについて一切の責任を負いかねます。 

 

 

  
 
 

 


