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【【RM格付定義】格付定義】

財務評価財務評価 ※★★★★★★（良い）～（良い）～★（悪い）にて表示しています。（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。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

　　　　☆ 　　　☆ 　　　☆ 　　　☆ 　　　☆ 　　　☆
　　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★
　　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★
　　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★

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

　　　　☆ 　　　☆ 　　　☆ 　　　☆ 　　　☆ 　　　☆
　　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★
　　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★
　　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★

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

　　　　☆ 　　　☆ 　　　☆ 　　　☆ 　　　☆ 　　　☆
　　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★
　　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★
　　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★
　　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★
　　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★
　　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★
　　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★
　　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★
　　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★ 　　　★

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 取引先の安定度

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 盛世食品集团股份有限公司

【【RM格付】格付】

D

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

G 判断不能先(金融機関等)

RM与信限度額与信限度額 4,232千円
貴社希望限度額貴社希望限度額 1,000千円
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1．基本情報 

中文名称 盛世食品集団株式有限公司 

英文名称 Qingdao Nine-alliance Group Co., Ltd. 

実質住所 山東省盛世市中国市上海西路 

登記住所 山東省盛世中国市上海西路 

郵便番号 200000 

電話番号 0532-88888888 

ファックス 0532-77777777 

ウェブサイト www.xxx.com 

メールアドレス - 

登記日 1998/06/30 

登記機関 山東省盛世市市場監督管理局 

統一社会信用コード 900******** 

税務登記番号 900******** 

法人代表 王** 

資本金金額 100,000,000 元 

貨幣種類 人民元 

社債発行 無 

上場/未上場 未上場 

経営期限 約束しない 

企業形態 株式会社（非上場、自然人投資またはホールディング） 

企業状態 確立 

業界 家畜と家禽の飼育、鶏肉の加工販売 〔業界コード：0321〕 

輸出入ライセンス 自営進輸出 

主要仕入先 山東**株式有限公司 

主要販売先 **食品株式有限公司 

2．財務概要 

営業総收入 2,458,774 千元 自己資本比率 -5.9% 

税引前当期利益 -20,117 千元 売掛債権回転期間 8.1 ヵ月 

純利益 -20,117 千元 ROA（総資産利益率） -0.6% 

  

Ⅰ 企業概要 
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1．主要管理者情報  

氏名 王** 

職務 法人代表、代表取締役兼社長 

性別 男 

職責 全面管理 

仕事履歴 - 

2．企業組織 

取締役会構成員 王**、張** 

法人代表 王** 

監事 李** 

マネージャー 王** 

3．株主情報 

株主名称 投資金額（人民元 RMB） 出資比率 

王** 15,000 千元 50％ 

定向增発 6,000 千元 20％ 

盛世株式有限公司工会(代表内部職工自然人株) 3,000 千元 10％ 

上海**商務発展有限公司 3,000 千元 10％ 

上海**投資有限公司 3,000 千元 10％ 

4.主要株主紹介 

株主名称 株主紹介 

上海**商務発展有限公司 

対象企業は 1984 年に設立され、食品、医薬、化学工業分野への

投資に従事している大型投資管理会社である。企業の登録資本

金は 20000 万元で、2009 年の売上額は 12 億元に達した。 

 

  

Ⅱ 企業組織及び株主情報 
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１．企業規模 

面積 5 万平方メートル以上 

場所位置 交通アクセス普通 

不動産所有権 自社保有 

企業規模 大型 

従業員数 13,000（傘下企業を含む） 

２．取扱商品 

経営内容 

家畜と家禽の養殖。養殖設備の製造。プラスチック包装、紙箱、織りバ

ッグの加工。加工販売：トウモロコシの買付、飼料、肉製品、水産物、

野菜、穀物と油製品、副産物」トウモロコシの買付、獣医学、飼料添加

物（動物用生物製剤を除く（ブランチ経営と限られる））。輸出入（外

経貿部の審査内容によって経営）（衛生許可証有効期限が許可証によ

る）。普通貨物輸送：貨物専用設備の輸送（冷蔵保持）。糧食、野菜栽

培、販売。以下がブランチ経営と限られる：ブロイラー屠殺、冷蔵、冷

凍鶏肉加工、加熱、電力販売サービス。（法律によって批准必須のプロ

ジェクトは、関連部門の批准後で経営）。 

主要業務 家畜と家禽の養殖 

主要製品 鶏の足、手羽先、鶏の足、鶏レバー、鶏のナゲット等 

企業ブランド名 「盛世」 

代理ブランド名 - 

3．商標 

出願人氏名 盛世食品集団株式有限公司 

商標総件数 83 件 有効商標件数 26 件 
 

商標図案（文字） 登記番号 商標名 登記日 

サンプル 9****** 盛世 2015年 07月 21日 

サンプル 9****** 盛世 2015年 07月 14日 

サンプル 9****** 盛世 2015年 07月 14日 

※最大３件まで表示されます。 

Ⅲ 企業体制 
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４．特許 

特許數量統計 

発明 1 件 特許 0 件 

実用新型特許 12 件 外観特許設計 23 件 

転入特許 0 件 転出特許 0 件 

総件数 36 件 
 

取得特許 

特許番号 開示日付 特許名称 

CN******U 2013/07/31 【実用新型】*** 

CN******U 2013/07/31 【実用新型】*** 

CN******U 2013/07/31 【実用新型】*** 

※最大 3 件まで表示されます。 

５．関連企業 

支店・支社 

企業名 統一社会信用コード 

盛世食品集団株式有限公司中国分公司 9******** 

盛世食品集団株式有限公司上海分公司 9******** 

盛世食品集団株式有限公司广州分公司 9******** 
 

傘下企業 

企業名 統一社会信用コード 登録資本（元） 出資比率 

盛世食品進輸出有限公司 9******** 5,000,000 56%

盛世上海食品有限公司 9******** 5,000,000 100%

広東盛世食品有限公司 9******** 145,800,000 100%
 

その他関連企業 

企業名 統一社会信用コード 登録資本（元） 

盛世蘇州食品有限公司 9******* 10,000,000 

北京盛世食品有限公司 9******* 114,200,000 

山東盛世機械有限公司 9******* 20,000,000 
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１．企業沿革 

変更年月 変更事項 変更前 変更後 

2005-09-22 社名 

盛世集団株式有限公司(原青

岛盛世食品有限公司) 
盛世集団株式有限公司 

1998-06-30 社名 青岛盛世食品有限公司 

盛世集団株式有限公司(原

青岛盛世食品有限公司) 

2005-09-22 登録住所 盛世市中国市孔子街道中華村 
山東省盛世中国市上海西

路 

1999-02-24 登記番号 3702001801216 370200018012165 

2019-08-28 資本金 70,000,000 人民元 100,000,000 人民元 

2009-02-17 資本金 35,000,000 人民元 70,000,000 人民元 

2003-04-23 資本金 16,800,000 人民元 35,000,000 人民元 

未入手 経営期限 1995-01-23-2003-07-08 1998-06-30-無限期 

1998-06-30 経営期限 1995-01-23-無限期 1995-01-23-2003-07-08 

2017-11-30 経営内容 

家畜と家禽の養殖。養殖設備

の製造。プラスチック包装、紙

箱、織りバッグの加工。加工販

売：トウモロコシの買付、飼

料、肉製品、水産物、野菜、穀

物と油製品、副産物」トウモロ

コシの買付、獣医学、飼料添加

物（動物用生物製剤を除く（ブ

ランチ経営と限られる））。輸

出入（外経貿部の審査内容に

よって経営）（衛生許可証有効

期限が許可証による）。普通貨

物輸送：貨物専用設備の輸送

（冷蔵保持）。糧食、野菜栽培、

販売。以下がブランチ経営と

限られる：ブロイラー屠殺、冷

蔵、冷凍鶏肉加工。（法律によ

って批准必須のプロジェクト

は、関連部門の批准後で経

営）。 

家畜と家禽の養殖。養殖設

備の製造。プラスチック包

装、紙箱、織りバッグの加

工。加工販売：トウモロコ

シの買付、飼料、肉製品、

水産物、野菜、穀物と油製

品、副産物」トウモロコシ

の買付、獣医学、飼料添加

物（動物用生物製剤を除く

（ブランチ経営と限られ

る））。輸出入（外経貿部

の審査内容によって経営）

（衛生許可証有効期限が

許可証による）。普通貨物

輸送：貨物専用設備の輸送

（冷蔵保持）。糧食、野菜

栽培、販売。以下がブラン

チ経営と限られる：ブロイ

ラー屠殺、冷蔵、冷凍鶏肉

加工、加熱、電力販売サー

ビス。（法律によって批准

必須のプロジェクトは、関

Ⅳ 企業沿革及びその他重大事項 
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連部門の批准後で経営）。

2015-06-08 経営内容 

家畜と家禽の養殖。養殖設備

の製造。プラスチック包装、紙

箱、織りバッグの加工。加工販

売：トウモロコシの買付、飼

料、肉製品、水産物、野菜、穀

物と油製品、副産物」トウモロ

コシの買付、獣医学、飼料添加

物（動物用生物製剤を除く（ブ

ランチ経営と限られる））。輸

出入（外経貿部の審査内容に

よって経営）一般経営項目:糧

食、野菜栽培、販売。以下がブ

ランチ経営と限られる：ブロ

イラー屠殺、冷蔵、冷凍鶏肉加

工。(許可が必要な場合は許可

証をもって経営)。 

家畜と家禽の養殖。養殖設

備の製造。プラスチック包

装、紙箱、織りバッグの加

工。加工販売：トウモロコ

シの買付、飼料、肉製品、

水産物、野菜、穀物と油製

品、副産物」トウモロコシ

の買付、獣医学、飼料添加

物（動物用生物製剤を除く

（ブランチ経営と限られ

る））。輸出入（外経貿部

の審査内容によって経営）

（衛生許可証有効期限が

許可証による）。普通貨物

輸送：貨物専用設備の輸送

（冷蔵保持）。糧食、野菜

栽培、販売。以下がブラン

チ経営と限られる：ブロイ

ラー屠殺、冷蔵、冷凍鶏肉

加工。（法律によって批准

必須のプロジェクトは、関

連部門の批准後で経営）。

2019-08-28 株主及び出資比率 
上海**商務発展有限公司 95% 

王** 5% 

上海**商務発展有限公司 7

5% 

王** 5% 

上海**投資有限公司 20% 

2007-08-01 株主及び出資比率 

上海**商務発展有限公司 70% 

上海**投資有限公司 20% 

王** 5% 

李** 5% 

上海**商務発展有限公司

 50% 

上海**投資有限公司 30% 

張** 10% 

李** 10% 

王** 10% 

※最大 27 件まで表示されます。 

２．その他重大事項 
 

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。 

 

  



 

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。 

 7 

 

１．税金滞納 

認定日（所属日） 所属ブラックリスト分類 公表機関 未納税種 

2017/03/17 催告 盛世地方税務局 個人所得税 

※最大３件まで表示されます。 

２．行政処分 

行政処分決定日 決定文書番号 発行機関 処分内容 

2017-11-30 中環罰字[2017]235 号 中国市環保局 
付帯建設の環境保護部門に受入

検査されなかった。 

2017-09-11 中環罰字[2017]170 号 中国市環保局 
付帯建設の環境保護部門に受入

検査されなかった。 

2017-09-11 中環罰字[2017]183 号 中国市環保局 
付帯建設の環境保護部門に受入

検査されなかった。 

※最大３件まで表示されます。 

３．訴訟記録 

訴因 労働契約紛争 

審理機関 山東省中国市人民法院 

原告 張** 

被告 盛世集団股份有限公司 

公文書番号 （2019）魯 0**民初 3***号 

公文書種類 民事裁定書 

判決日 2019-09-27 
 

訴因 労働者災害補償保険紛争 

審理機関 山東省盛世市中級人民法院 

原告 袁** 

被告 盛世集団股份有限公司 

公文書番号 （2019）魯 0**民終 3***号 

公文書種類 民事裁定書 

判決日 2019-08-27 
 

訴因 売買契約紛争 

審理機関 山東省中国人民法院 

原告 中国**食品配料有限公司 

被告 盛世集団股份有限公司 

公文書番号 （2019）魯 0**民初 9***号 

Ⅴ 信用記録 
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公文書種類 民事裁定書 

判決日 2019-06-23 

※最大３件まで表示されます。 

４．手形公示情報 

手形番号 1***** 

額面金額 100,000 人民元 

手形タイプ 銀行引受手形 

手形振出日 - 

期限日 - 

手形振出人 盛世食品集団株式有限公司 

受取人 盛世食品有限公司 

出願人 上海**家具有限公司 

公示内容 

申請人上海**家具有限公司は銀行引受手形一枚が紛争し、（番号

1********、金額100000人民元、振出人盛世食品集団株式有限公司、受

取人盛世養殖有限公司、支払銀行中国銀行股份有限公司中国支行営業

部）、本裁判所に公示催告を申し立てる。本裁判所が2017年1月6日か

ら受理して、2017年2月17日に公告して、利害関係者が60日内に権利を

申し立てることを促す。現在、公示期日が切れ、本裁判所に申告する

関係者がない。「中華人民共和国民事訴訟法」第二百二十二条によっ

て、判決が以下の通り：申請人上海**家具有限公司番号1********、金

額100000人民元の銀行引受手形（支払銀行中国銀行股份有限公司中国

支行営業部）無効。 

本裁決公告日から、申請人上海**家具有限公司が支払銀行中国銀行股

份有限公司中国支行営業部に支払を請求する権利がある。 

本案件受理費用100人民元、公告費用1800人民元、合計1900人民元、申

請人上海**家具有限公司が負担する。 

公示カテゴリ 紛失 

公告日 2017-04-20 
 

手形番号 3******** 

額面金額 200,000 人民元 

手形タイプ 銀行引受手形 

手形振出日 - 

期限日 - 

手形振出人 盛世食品集団株式有限公司 

受取人 盛世養殖有限公司 

出願人 **保健品有限公司 

公示内容 

申請人**保健品有限公司は銀行引受手形一枚が紛争し、（番号 3*****
***、金額 200000 人民元、振出人盛世食品集団株式有限公司、受取人
盛世養殖有限公司、支払銀行中国民生銀行盛世中国支行）、本裁判所
に公示催告を申し立てる。本裁判所が 2016 年 5 月 11 日から受理して、
2016 年 6 月 6 日に公告して、利害関係者が 60 日内に権利を申し立て
ることを促す。現在、公示期日が切れ、本裁判所に申告する関係者が
ない。「中華人民共和国民事訴訟法」第二百二十二条によって、判決が
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以下の通り：申請人**保健品有限公司番号 3********、金額 200000 人
民元の銀行引受手形（支払銀行中国民生銀行盛世中国支行）無効。 
本裁決公告日から、申請人**保健品有限公司が支払銀行中国民生銀行
盛世中国支行に支払を請求する権利がある。 
本案件受理費用 100 人民元、公告費用 1500 人民元、合計 1600 人民元、
申請人上海**保健品有限公司が負担する。 
本裁決が最終裁決である。 

公示カテゴリ 紛失 

公告日 2016-09-18 
 

手形番号 - 

額面金額 200,000 人民元 

手形タイプ 銀行引受手形 

手形振出日 2018-04-19 

期限日 2018-10-19 

手形振出人 盛世養殖有限公司 

受取人 盛世食品集団株式有限公司 

出願人 中国**食品有限公司 

公示内容 

申請人中国**食品有限公司番号金額 200000 人民元、振出人盛世養殖有
限公司、受取人盛世食品集団株式有限公司、支払銀行中国銀行股份有
限公司盛世分行、振出期日 2018 年 4 月 19 日、締切日 2018 年 10 月 19
日無効。 
本裁決公告日から、申請人中国**食品有限公司が支払銀行に支払を請
求する権利がある。 
申立費用 100 人民元、公告費用 1350 人民元、申請人中国**食品有限公
司が負担する。 

公示カテゴリ 無效 

公告日 2018-12-15 

※最大３件まで表示されます。 

５．動産登記 

番号 1 

登記証明番号 0******** 

動産登記の内容 売掛金質権 

質権者 盛世食品集団株式有限公司 

質権設定者 中国工商銀行股份有限公司中国支行 

主契約金額 20,000,000.00 人民元 

主契約通貨 人民元 

主契約番号 2******** 

債務履行期限 2019-05-28-2019-11-27 

質権設定契約番号 0********-2019 年中国（質）字 5***号 

質権設定物価値 3,607,200.00 人民元 

質権契約通貨 US ドル 
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番号 2 

登記番号 3******** 

登記機関 山東省盛世市中国市市場監督管理局 

登記期日 2019-10-25 

抵当権設定者 盛世食品集団株式有限公司 

抵当権者 中国農業発展銀行中国市支行 

種類 貸借契約 

金額 313,930,000 人民元 

債務人履行債務期限 2019-10-22-2020-10-24 

抵当物名称 鶏もも肉、鶏の胸肉等鶏肉在庫 

※最大３件まで表示されます。 

６．持分抵当 

質権設定者 盛世食品集団株式有限公司 

質権設定者証明番号 9******** 

質権者 **投資管理公司 

持分抵当額 1944440 

持分抵当権登記日 2019/9/12 

登記番号 9******** 

状態 有効 

質権者証明番号 9******** 

※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 

債務者 盛世食品進輸出有限公司 

保証の種類 連帯保証 

主要債権金額 373,142 

保証開始日 2015/12/15 

保証期限 2020/2/16 

保証履行 未完了 

取引関連有無 無 

公告日 2017/7/22 

※最大 3 件まで表示されます。 

8．輸出入状況 

税関不信企業 当該なし 

輸出入活発企業 当該なし 

税関認証 一般信用企業 
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認証日 2001-08-24 

税関登録コード 3******** 

登録日 2001-08-24 

登録税関 盛世港 

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。 
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主な輸入/輸出国(地域) 
 

2018 年輸入 2017 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 

中国 164 86.8% 日本 31 100.0%

日本 14 7.4% - - -

ベトナム 11 5.8% - - -

合計 189 100.0% 合計 31 100.0%
 

2018 年輸出 2017 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 12,206 75.7% 日本 11,102 77.0% 

オランダ 2,321 14.4% オランダ 1,824 12.6% 

イギリス 1,170 7.3% イギリス 813 5.6% 

合計 15,697 97.4% 合計 13,739 95.2% 
 

主な輸入/輸出品 
 

2018 年輸入 2017 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 

21039090 163 86.4% 21039090 21 67.7%

21031000 13 6.8% 21031000 10 32.3%

その他 13 6.8% - - -

合計 189 100% 合計 31 100%
 

2018 年輸出 2017 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 

16023292 8,438 52.4% 16023292 7,494 52.0%

16023291 5,867 36.4% 16023291 4,757 33.0%

その他 1,809 11.2% その他 2,174 15.0%

合計 16,114 100% 合計 14,425 100%

9．その他信用記錄 
 

 

品質クレーム 

品質クレームを確認できず。 
 

環保記録 

環保記録を確認できず。 
 

メディア情報 

メディア情報を確認できず。 
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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、優良納税企業 A ランクのみ開示されている。 
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１．仕入先情報 

仕入地域 仕入比率 主要仕入区域 

国内 95% 全国各地 

国外 5% 日本、ベトナム 

◆ 主な仕入先 

企業名称 山東**株式有限公司 

仕入製品 農業副生産品 

国内支払方法 銀行振替 

国内決済方法 月に一回決済 

海外支払方法 銀行振替 

海外決済方法 月に一回決済 

２．販売先情報 

販売地域 販売比率 主要販売区域 

国内 60% 全国各地 

国外 40%     日本、オランダ、イギリス等 

◆ 取引情報 

業務ルート 直販 

業務規模 大型 

客先業種 卸売・小売業 

主要客先 **食品株式有限公司 

国内入金方法 銀行振替 

国内決済方法 30 天 

海外入金方法 銀行振替 

海外決済方法 30 天 

  

Ⅵ 取引情報 
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（単位：千元） 

項目 2017/12 2018/12 項目 2017/12 2018/12 

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 ��������� ����� ��������� ����� 流動負債合計 ��������� ������ ��������� ������ 

貨幣資本 528�463 15�8� 412�588 12�5� 短期借入金 1�953�100 58�5� 2�097�171 63�7� 

受取手形 620 0�0� 590 0�0� 未払手形 769�500 23�1� 659�000 20�0� 

売掛金 1�565�971 46�9� 1�615�294 49�1� 買掛金 332�205 10�0� 349�074 10�6� 

前払金 24 0�0� 59 0�0� 未払従業員給与 31�865 1�0� 50�891 1�5� 

その他未収金 35�254 1�1� 46�999 1�4� 未払税金 �10�037 �0�3� �6�058 0�2� 

庫存 160�761 4�8� 212�866 6�5� 未払利息 201 0�0� 0 0�0� 

その他流動資産 80�771 2�4� 95�605 2�9� その他未払金 440�603 13�2� 338�195 10�3� 

非流動資産合計 ������� ����� ������� ����� 非流動負債合計 �� ���� � 0�0� 

長期株式投資 412�124 12�4� 412�124 12�5� その他非流動負債 43 0�0� 0 0�0� 

国定資産 501�959 15�0� 451�174 13�7�      

建設仮勘定 20�510 0�6� 14�414 0�4�      

工程物資 640 0�0� 619 0�0� 負債合計 ��������� ������ ��������� ������ 

固定資産処分 186 0�0� 0 0�0� 所有者持分合計 �������� ����� �������� ����� 

無形資産 23�052 0�7� 23�736 0�7� 払込資本金 70�000 2�1� 70�000 2�1� 

長期前払費用 6�648 0�2� 6�492 0�2� 資本準備金 45�328 1�4� 45�328 1�4� 

     積立金 17�884 0�5� 17�884 0�5� 

     未処分利益 �328�925 �9�9� �313�709 �9�5� 

     少数株主持分     

資産総計 ��������� ���� ��������� ���� 
負債・ 

所有者持分総計 
��������� ���� ��������� ���� 

※構成比：勘定項目/総資産（負債・所有者持分総計） 

  

Ⅶ 財務情報－貸借対照表 
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（単位：千元） 

項目 2017/12 2018/12 

勘定項目 金額 構成比 金額 構成比 

営業総収入 ��������� ���� ��������� ����

内訳：主営業業務収入 2�566�994 100�0� 2�458�774 100�0�

営業総コスト ��������� ���� ��������� ������

内訳：主営業業務コスト 2�514�497 97�9� 2�352�141 95�6�

営業税金及び付加 7�106 0�3� 4�446 0�2�

販売費用 25�404 0�9� 24�386 1�0�

管理費用 72�721 2�8� 78�491 3�2�

財務費用 50�613 1�9� 17�346 0�7�

営業利益 �������� ����� ������� �����

加：営業外收入 631 0�0� 500 0�0�

減：営業外支出 334 0�0� 2�581 0�1�

利益総額 �������� ����� ������� �����

減：所得税費用 0 0�0� 0 0�0�

純利益 �������� ����� ������� �����

※構成比：勘定項目/営業総収入 

  

Ⅷ 財務情報－損益計算書 
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１．定義 

 

２．業界現状及び発展動向 

 

  

Ⅸ 業界背景 

鶏の飼育（0321）：家禽の飼育業が農業主要部分の一つで、動物の生活機能を利用して、飼

育繁殖を通じて各種類動物製品または家畜生産部門を取得する。主要内訳：豚、牛、羊、

馬、ロバ、ラバ、鶏、アヒル、ガチョウ等家畜と家禽の飼育。 

2012 年、中国家禽産業が不況で、家禽養殖が低迷し、家禽が迅速な成長があるが、年間養殖

が依然として赤字となる。同時に、飼料コストの上昇は家禽養殖に不利である。2012 年家禽

産業低迷と比べると、飼料原料市場価格が高く、更に大豆ミール価格が過去価格を更新し、

4.70 人民元/ kg に達する。統計によると、2012 年のとうもろこし価格が同比 8.60%増、大豆

ミール価格同比 16.46%増。それによって、ブロイラーと産卵鶏のバッチそれぞれ 5.54%増と

6.05%増。同時に、人工、輸送及び予防接種費用の上昇につれて、家禽養殖の経営が困難にな

る。年間にみると、ブロイラー養殖の支出と収入がほぼ一致したが、産卵鶏の養殖が小幅に

赤字となる。 



 

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。 
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 2017/12 2018/12 

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 -5.4% - -5.9% ↓ 

借入依存度 借入金÷総資産 71.7% - 74.0% ↑ 

借入返済年数 借入金÷税引前純利益 999.9 年 - 999.9 年 *** 

流動性 

流動比率 流動資産÷流動負債 67.4% - 68.3% ↑ 

当座比率 当座資産÷流動負債 59.6% - 58.2% ↓ 

現預金回転期間 現預金÷月商 2.5 ヶ月 - 2.0 ヶ月 ↓ 

收益性 

営業利益率 営業利益÷売上高 -4.0% - -0.7% ↑ 

当期純利益率 当期純利益÷売上高 -4.0% - -0.8% ↑ 

ROA（総資産利益率）当期純利益÷総資産 -3.1% - -0.6% ↑ 

成長性 

売上高増減率 当期売上高÷前期売上高 - - -95.8% - 

営業利益増減率 当期営業利益率－前期営業利益率 - - 3.3% - 

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 7.5ヵ月 - 8.1ヵ月 ↑ 

棚卸資産回転期間 棚卸資産÷月商 0.8ヵ月 - 1.0ヵ月 ↑ 

総資産回転率 売上高÷総資産 0.8 回 - 0.7 回 ↓ 

 

  

Ⅹ 財務指標 



 

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。 
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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 

登録形態  ●    

経営期限   ●   

投資規模   ●   

株主背景  ●    

経営範囲   ●   

企業運営 

生産条件と規模   ●   

販売条況  ●    

決済習慣  ●    

研究開発能力  ●    

対外投資   ●   

管理者の管理能力   ●   

業界地位   ●   

取引先実力   ●   

市場競争力/製品力   ●   

企業財務 

財務結構 ●     

支払能力 ●     

安定性 ●     

収益力 ●     

運営能力  ●    

企業外部 

認証情況   ●   

外部評価  ●    

公共信用情報   ●   

 

免責条項 

 

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

Ⅺ 調査会社による評価 

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。 


