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本書本書本書本書についてについてについてについて 

本書本書本書本書のののの目的目的目的目的 

本書は、貴社のご依頼に基づきまして、「CHINA CHINA CHINA CHINA ******************** CO., LTD. CO., LTD. CO., LTD. CO., LTD.」の信用調査結果をまとめ

たものになります。 
  

本書本書本書本書のののの取取取取りりりり扱扱扱扱いいいい 

・ 本資料の情報に関する一切の権利は弊社に帰属しますので、本報告書は貴社の内部資

料としてのみご利用ください。 

・ 資料の著作権は帰属しますので、報告書の複製、貸与、その他著作権を侵害する行為は

一切禁止致します。 

・ 調査報告書の内容を第三者に漏らす事を禁止致します。 

・ 弊社は、調査資料の内容について損害賠償の責を負いません。 

・ 一部、日本語の常用漢字にない漢字は、中国語のピンイン表記で示しています。 

・ 表記の順序に特に意味はありません。 

 

 

本書本書本書本書のののの作成作成作成作成およびおよびおよびおよび承認承認承認承認 

本書の作成者および承認者を以下に記載します。 
 

作成日作成日作成日作成日    ：：：：    200*200*200*200*////********////********    作成者作成者作成者作成者    ：：：：                    

承認日承認日承認日承認日    ：：：：    200*200*200*200*////********////********    承認者承認者承認者承認者    ：：：：                    

         

         

 

                                                    承認印承認印承認印承認印：：：：
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企業概要企業概要企業概要企業概要    

サマリーサマリーサマリーサマリー    

各付各付各付各付けけけけ B 

リスクリスクリスクリスク指数指数指数指数 M1 

中文社名中文社名中文社名中文社名 CHINA *****  CO., LTD. 

中文住所中文住所中文住所中文住所 中華*****工業股份有限公司 

住所住所住所住所 嘉義市****路 110 号 

WEB サイトサイトサイトサイト URL www.*****.co,.tw 

メールアドレスメールアドレスメールアドレスメールアドレス webmaster@*****.com.tw 

電話電話電話電話番号番号番号番号 886 – 05 ***************  

FAX 番号番号番号番号 886 – 05 *************** 

登記番号登記番号登記番号登記番号 12345678 

従業員数従業員数従業員数従業員数 *,150 人 

設立日設立日設立日設立日 19**年**月**日 

業務内容業務内容業務内容業務内容 製造業 

企業形態企業形態企業形態企業形態 超大型企業 

見通見通見通見通しししし 継続的安定 
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信用評価信用評価信用評価信用評価    

信用要素信用要素信用要素信用要素    評価評価評価評価項目項目項目項目    評価評価評価評価標準標準標準標準        得点得点得点得点    

管理要素 組織背景と経営者能力 1-20  15 

 設備と業績 1-25  17 

財務要素 安全性比率(財務構造と債務返済能力) 1-15  12 

 資金回転能力  1-10  6 

 収益能力  1-10  7 

運営と環境要素 現況 1-5  3 

 経営環境 1-10  7 

 展望 1-5  3 

    合計合計合計合計    100100100100        70707070    

 

工場工場工場工場・・・・支社支社支社支社    

企業名企業名企業名企業名    住所住所住所住所    登記簿登記簿登記簿登記簿    電話番号電話番号電話番号電話番号    FAXFAXFAXFAX 番号番号番号番号    

*******  嘉義市******路*****号 99-123456-08 05 ********** 05 **********  

****** 嘉義県***********工業区工業路****号 99-456789-08 05 ********** 05 ********** 

台北支社 台北市********路七段**号**階  02 ********** 02 ********** 

 

主要関連会社主要関連会社主要関連会社主要関連会社    

統一統一統一統一コードコードコードコード    企業企業企業企業名名名名    英文英文英文英文    登記登記登記登記責任者責任者責任者責任者    主主主主なななな業務業務業務業務    

12345678 ****電子(株) ****TECH INC. 張*** 電子コンピュータ 

23456789 *****機械(株) ***-*** MACHINE & TOOL CO., LTD. 張*** 機械部品 

22224444 ****科技(株) ****TEK INC. 張*** 機械用コンピュータ 
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評価基準評価基準評価基準評価基準 

格付格付格付格付けとけとけとけと評価内容一覧評価内容一覧評価内容一覧評価内容一覧 

企業企業企業企業形態形態形態形態（（（（等級等級等級等級））））    

従業員数 項目別 

企業別 
登 記 資 本 金 正味営業収入 

製 造 業 サービス 業 

超大型 3,000,000 千元以上 10,000,000 千元以上 5,000 人以上 5,00 人以上 

大型企業 
500,000 千元以上 

3,000,000 千元未満 

1,000,000 千元以上 

10,000,000 千元未満 

1,000 人以上 

5,000 人未満 

150 人以上 

5,00 人未満 

中型企業 
60,000 千元以上 

500,000 千元未満 

100,000 千元以上 

1,000,000 千元未満 

300 人以上 

1,000 人未満 

50 人以上 

150 人未満 

中小型企業 
5,000 千元以上 

60,000 千元未満 

10,000 千元以上 

100,000 千元未満 

10 人以上 

300 人未満 

5 人以上 

50 人未満 

小型企業 5,000 千元以下 10,000 千元以下 10 人以下 5 人以下 

注： 

1. 企業等級の選択 

(1)製造業は登記資本金、従業員数及び正味営業額の三項目により最高等級を採用する。 

(2)その他は、上記三項目の中の二項目により同じ等級に組み入れる。2.100％外国資本企業は営業状況を

重視し、正味営業額を選択条件とする。  

 

信信信信    用用用用    等等等等    級級級級    評価評価評価評価    標標標標    準準準準    

組 織 背 景 と 経 営 者 能 力  取 引 20 管理 

要素 設 備 と 業 績  
45 

現 況 

安 全 性 比 率  

経済 

要素 
展 望 

 

資 金 回 転 能 力  

信評用価 

等標級準 財務 

要素 
収 益 能 力  

35 
合  計 100 

注： 

1. 当該企業及び経営者が優れた業績或いは手形不渡りの記録がある場合、組織背景の得点で加減し、10 点

を限度とする。 

2. 当該企業が設立して一年未満、業務停止或いは信用資料が不備等の特殊状況において、評価されない。 

 

企業信用等級評定企業信用等級評定企業信用等級評定企業信用等級評定、、、、評価評価評価評価とととと内容説明内容説明内容説明内容説明    

当該企業の信用 は非常に優れており、取引に問題はない。  

当該企業の信用 は優れており、現在の取引に問題はない。 

当該企業の信用 は比較的良く、現在の正常な取引には問題はない。  

当該企業の信用 は良く、保証或いは条件のある取引は可能である。  

当該企業の信用 は普通であり、資産が有限で、大きな取引は慎重に行うべきである。  

当該企業の信用 はあまり良くなく、取引には注意が必要である。  

当該企業の信用 は悪く、取引を行うべきではない。  
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格付格付格付格付けとけとけとけと評価内容一覧評価内容一覧評価内容一覧評価内容一覧 

    

L1L1L1L1    

1.取引量は更に 25~30%増加することができる。 

2.信用度は更に 25~30%引き上げることができる。 

3.初回取引である場合取引量と信用度は一般の顧客より 25~30%アップすることができる。 

    

L2L2L2L2    

1.取引量は更に 20~25%増加することができる。 

2.信用度は更に 20~25%引き上げることができる。 

3.初回取引である場合、取引量と信用度は一般の顧客より 20~25%アップすることができる。 

    

    

    

    

低低低低    

    

L3L3L3L3    

1.取引量は更に 15~20%増加することができる。 

2.信用度は更に 15~20%引き上げることができる。 

3.初回取引である場合、取引量と信用度は一般の顧客より 15~20%アップすることができる。 

    

M1M1M1M1    

1.取引量は更に 10~15%増加することができる。 

2.信用度は更に 10~15%引き上げることができる。 

3.初回取引である場合、取引量と信用度は一般の顧客より 10~15%アップすることができる。 

    

M2M2M2M2    

1.取引量は 10％以内の成長を維持する。 

2.信用度は 10％以内の幅で増加することができる。 

3.初回取引である場合、取引量と信用度は一般の顧客よ 10％以内アップすることができる。 

    

    

    

    

中中中中    

    

M3M3M3M3    

1.取引量は横這いを維持する。 

2.信用度は横這いを維持する。 

3.初回取引である場合、取引量と信用度は同規模の顧客と同様と見なす。 

    

H1H1H1H1    

1.取引量は 20~30%低下させる必要がある。 

2.信用度は 20~30%低下させる必要がある。 

3.初回取引である場合、取引量と信用度は一般の顧客より 20~30%低下させる。 

    

H2H2H2H2    

1.取引量は 30％以上低下させるとともに、状況を見て取引を中止する必要がある。 

2.信用度は与えられない。 

3.初回取引ではない場合、迅速に取引の方法を変更し、利益を確保する。 

    

    

    

    

高高高高    

    

H3H3H3H3    

1.現金により前払いがある場合を除き、取引すべきではない。 

2.信用度は与えられない。 

3.初回取引ではない場合、迅速に取引の方法を変更し、従来債務取立てを催促する。 

    NANANANA    信用リスクが不明であり、取引は慎重に行うべきである。 
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沿革沿革沿革沿革    

当該企業の前身 ： 中華***************工業(株) 

19**年**月創立 

19**年*月、組織変更により現在の社名になり、今日に至る。 

    

経営範囲経営範囲経営範囲経営範囲    

1.鉄鋼の製錬、圧延、亜鉛鍍金加工の生産販売業務 

2.製鋼副産物売買業務 

 

資本変動資本変動資本変動資本変動    

設立設立設立設立時時時時のののの登記資本登記資本登記資本登記資本    ************千元千元千元千元    振込振込振込振込資本資本資本資本    ************千元千元千元千元    

19**年 10 月増資 **********千元、振込資本 **********千元 

200*年 09 月増資 **********千元、振込資本 **********千元 

200*年 09 月増資 **********千元、振込資本 **********千元 

 

株主状況株主状況株主状況株主状況    

株主の性質  ： 公開発行 

 

主要株主主要株主主要株主主要株主    

    役職役職役職役職    株主名株主名株主名株主名    投資金額投資金額投資金額投資金額((((千元千元千元千元))))    株主構成株主構成株主構成株主構成 (%) (%) (%) (%)    備考備考備考備考    

1111    代表取締役 張 ** ***11,321 4.54  

2222    取締役 張 ** **64,938 0.39  

3333    取締役 張 ** **31,469 0.31  

4444    取締役 張 ** **31,469 0.31  

5555    取締役 張 ** **31,434 0.31  

6666    取締役 張 ** **31,470 0.31  

7777    取締役 張 ** **36,827 8.16 台湾**(株)法人代表 

8888    監査役 張 **   台湾**(株)法人代表 
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経営者情報経営者情報経営者情報経営者情報    

■ 経営者① 

役職役職役職役職    代表取締役 

英語英語英語英語    D**** C**** 

中国語中国語中国語中国語    張** 

性別性別性別性別    男性 

出生地出生地出生地出生地    台湾省嘉義市 

生年月日生年月日生年月日生年月日    194* / ** / **  

身分証統一身分証統一身分証統一身分証統一コードコードコードコード    Q123456789 

住所住所住所住所    嘉義市******路三段***号 

学歴学歴学歴学歴    ****大学機械学部卒 

経歴経歴経歴経歴    台湾省*****理事長 

職務経験職務経験職務経験職務経験    24 年 

創業者創業者創業者創業者とのとのとのとの関係関係関係関係    子女 

実際実際実際実際にににに会社会社会社会社のののの運営運営運営運営にににに

参画参画参画参画    
参画する 

そのそのそのその他投資事業他投資事業他投資事業他投資事業    ・****(株) / ******* MACHINE & TOOL CO., LTD. （製造業）の取締役 

 

■ 経営者② 

役職役職役職役職    社長 

英語英語英語英語    S************ C***** 

中国語中国語中国語中国語    張** 

性別性別性別性別    男性 

出生地出生地出生地出生地    台湾省嘉義市 

生年月日生年月日生年月日生年月日    194* / ** / ** 

身分証統一身分証統一身分証統一身分証統一コードコードコードコード    Q111345678 

住所住所住所住所    嘉義市************路*************号 

学歴学歴学歴学歴    米国ワシントン大学企業管理学修士 

経歴経歴経歴経歴    **(株)社長 

職務経験職務経験職務経験職務経験    20 年 

創業者創業者創業者創業者とのとのとのとの関係関係関係関係    子女 

実際実際実際実際にににに会社会社会社会社のののの運営運営運営運営にににに

参画参画参画参画    
参画する 

そのそのそのその他投資事業他投資事業他投資事業他投資事業    
・**(株) / ********** MACHINE & TOOL CO., LTD. （製造業）の取締役 

・**電子(株) / ********* TECH INC. (製造業)の取締役 
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主要施設主要施設主要施設主要施設    

    広広広広ささささ    （㎡）（㎡）（㎡）（㎡）    所有所有所有所有    

事務所事務所事務所事務所    
土地 ***641.30 

建物 ***905.00 
自社所有 

工場工場工場工場    
土地   ***466.00 

建物 **9,674.0 
自社所有 

工場工場工場工場    
土地 **416,734 

建物 ***,674.0 
自社所有 

 

※ 以上の所有権資料は、当社財務部******が提供し、参考に供すものであり、所有権の実体は地方機関

の登記を基準とする。 

 

生産設備生産設備生産設備生産設備    

生産設備生産設備生産設備生産設備    数量数量数量数量    単位単位単位単位    

コークス機 ** 台 

転炉、冷間圧延連続塗布工場設備 ** フルセット 

電気亜鉛鍍金生産ライン * 本 

自動化鉄リング製造設備 * セット 

電気鍍金製造設備 ** セット 

平鋼胚連続鋳造機 * フルセット 

空気、廃水汚染防止設備 * フルセット 

NC 旋盤(PC 制御装置を含む) ** 台 

鋼管製造設備 ** セット 

PE 保護管製造設備 * セット 
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抵当担保記録抵当担保記録抵当担保記録抵当担保記録    

 

調査によると、当社には現在までに**の動産抵当担保の記録がある。 

以上の情報源は、台湾省、台北市の関係する主管機関の公示資料に基づくものであり、御社の参考に供す

るのみである。 

 

近年近年近年近年のののの売上高売上高売上高売上高    

年度年度年度年度    200*200*200*200*    (%)(%)(%)(%)    200* (%)200* (%)200* (%)200* (%)    200* (%)200* (%)200* (%)200* (%)    

国内販売国内販売国内販売国内販売    **,359,470 **.50 **,176,338 **.69 **,793,881 **.20 

輸出額輸出額輸出額輸出額    **,085,000 **.50 **,353,108 **.31 **,683,467 **.80 

合計合計合計合計    **,444,470 100 **,529,446 100 **,477,348 100 

成長率成長率成長率成長率 (%) (%) (%) (%)    -15.48% 37.98% -% 

 

 

営業情報営業情報営業情報営業情報    

主要商品主要商品主要商品主要商品    金額金額金額金額    ％％％％    

線材 **,241,362 78.72 

熱間圧延鋼品 *,233,208 5.93 

冷間圧延鋼品 *,530,295 10.54 

その他 *,439,605 4.81 

200200200200****年年年年 01010101 月月月月からからからから 200200200200****年年年年 11111111 月月月月までのまでのまでのまでの営業情況営業情況営業情況営業情況: (: (: (: (単位単位単位単位：：：：RMBRMBRMBRMB))))    
********,433,944,433,944,433,944,433,944    100100100100    
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国内主要仕入国内主要仕入国内主要仕入国内主要仕入れれれれ    

原料原料原料原料、、、、商品名称商品名称商品名称商品名称    仕入仕入仕入仕入対象対象対象対象    約束手形約束手形約束手形約束手形 ( ( ( (日日日日))))    %%%%    

耐火材料 ***耐火(株) 120 100 

耐火材料 ****耐火(株) 120 100 

石料 ************(株) 120 100 

石料 *****************(株)   

機械 *************(株) 60-120 100 

 

国外主要仕入国外主要仕入国外主要仕入国外主要仕入れれれれ    

商品名称商品名称商品名称商品名称    地区地区地区地区    

鋼板 日本 

石炭 ロシア、インドネシア、ベトナム、中国大陸 

鉄鉱砂 オーストラリア、南アフリカ、ブラジル、インド、カナダ 

※ 国外の支払条件：L/C が 30％を占め、USANCE180 日が 70％を占める。 

 

国内主要製品販売国内主要製品販売国内主要製品販売国内主要製品販売    

商品名称商品名称商品名称商品名称    販売販売販売販売対象対象対象対象    現金現金現金現金    約束手形約束手形約束手形約束手形  (  (  (  (日日日日)   %)   %)   %)   %    

線材、冷熱間圧延鋼品 ******石油(株) 100   

線材、冷熱間圧延鋼品 ******造船(株) 100   

線材、冷熱間圧延鋼品 *****工業(株)  60-120 100 

線材、冷熱間圧延鋼品 *****機械工業(株)  60-120 100 

線材、冷熱間圧延鋼品 *****鉄工場(株)  60-120 100 

 

海外主要製品販売海外主要製品販売海外主要製品販売海外主要製品販売    

商品名称商品名称商品名称商品名称    地区地区地区地区    

線材、冷熱間圧延鋼品 日本、香港、マレーシア、米国、韓国、インドネシア、シンガポール、タイ 

※ 国外の収金条件：L/C が 80％を占め、D/A60-120 日が 20％を占める 

 

主要取引銀行主要取引銀行主要取引銀行主要取引銀行    

銀行銀行銀行銀行    口座番号口座番号口座番号口座番号    口座開設日口座開設日口座開設日口座開設日    平均預金平均預金平均預金平均預金    取引状況取引状況取引状況取引状況    連絡先連絡先連絡先連絡先    

********銀行***支店    000001-8                62 年 12 月  4 万元-6 万元 正常、不良記録無  05-2313000 

*****商業銀行***支店    00220              58 年 8 月   10 万元-30 万元    正常、不良記録無 05-2219588 



  

 

 Page 11 

 

取引手形記録取引手形記録取引手形記録取引手形記録    

 不名誉不名誉不名誉不名誉なななな公記録公記録公記録公記録はははは報告報告報告報告されていないされていないされていないされていない。。。。    

 本企業本企業本企業本企業のののの代表取締役会長及代表取締役会長及代表取締役会長及代表取締役会長及びびびび、、、、代表取締役社長代表取締役社長代表取締役社長代表取締役社長にににに関関関関するするするする不名誉不名誉不名誉不名誉なななな公記録公記録公記録公記録はははは報告報告報告報告されていないされていないされていないされていない。。。。    

調査調査調査調査にににに基基基基づくとづくとづくとづくと、、、、当社社長張徳華当社社長張徳華当社社長張徳華当社社長張徳華はははは、、、、台湾台湾台湾台湾においてにおいてにおいてにおいて 1983198319831983 年年年年 12121212 月月月月 15151515 日日日日にににに彰化商業銀行嘉義支店口座彰化商業銀行嘉義支店口座彰化商業銀行嘉義支店口座彰化商業銀行嘉義支店口座のののの手手手手

形形形形をををを発行発行発行発行したがしたがしたがしたが、、、、現金化現金化現金化現金化できなかったためにできなかったためにできなかったためにできなかったために手形交換所手形交換所手形交換所手形交換所からからからから不渡不渡不渡不渡りとされたりとされたりとされたりとされた。。。。    

□ 上記上記上記上記のののの記録記録記録記録はははは、、、、200*200*200*200*年年年年********月月月月********日以前日以前日以前日以前にににに、、、、広告広告広告広告したしたしたした情報情報情報情報にににに基基基基にしているにしているにしているにしている。。。。    

 

入札拒否記録入札拒否記録入札拒否記録入札拒否記録    

調査調査調査調査にににに基基基基づくとづくとづくとづくと、、、、当社当社当社当社はははは 200*200*200*200*年年年年********月月月月********日以後日以後日以後日以後、、、、政府機関政府機関政府機関政府機関によりによりによりにより仕入拒絶名簿仕入拒絶名簿仕入拒絶名簿仕入拒絶名簿にににに記載記載記載記載されされされされ、、、、記録記録記録記録はははは以下以下以下以下のとおりのとおりのとおりのとおり

であるであるであるである。。。。    

通報日通報日通報日通報日    通報者通報者通報者通報者    終了終了終了終了日日日日      

200*/**/** 台湾********公司 200*/**/**   

政府購入法第 101 条条項に合致：メーカーの責任に帰する事由により、契約の解除或いは終了となった。  

    

以上以上以上以上のののの情報源情報源情報源情報源はははは関連関連関連関連するするするする主管機関主管機関主管機関主管機関のののの公示資料公示資料公示資料公示資料にににに基基基基づくものでありづくものでありづくものでありづくものであり、、、、御社御社御社御社のののの参考参考参考参考にににに供供供供するのみであるするのみであるするのみであるするのみである。。。。    

 

訴訟記録訴訟記録訴訟記録訴訟記録    

調査調査調査調査にににに基基基基づくとづくとづくとづくと、、、、当社当社当社当社のののの二年内二年内二年内二年内のののの訴訟裁判案件訴訟裁判案件訴訟裁判案件訴訟裁判案件はははは、、、、以下以下以下以下のとおりであるのとおりであるのとおりであるのとおりである。。。。    

    

案件番号案件番号案件番号案件番号    判決日判決日判決日判決日    理由理由理由理由    民事民事民事民事／／／／刑事刑事刑事刑事    原告原告原告原告／／／／被告被告被告被告    

200*年度台上字第 ** 号 200*/**/** 不当利益の返還 民事 原告 

200*年度台上字第**** 号 200*/**/** 商品代金の支払 民事 原告 

    

以上以上以上以上のののの情報源情報源情報源情報源はははは、、、、司法院司法院司法院司法院のののの公示資料公示資料公示資料公示資料にににに基基基基づくものでありづくものでありづくものでありづくものであり、、、、御社御社御社御社のののの参考参考参考参考にににに供供供供するのみであるするのみであるするのみであるするのみである。。。。    

 

特許審査記録特許審査記録特許審査記録特許審査記録    

調査に基づくと、当該企業は現在までに****************項目項目項目項目の特許審査記録を有している。 

以上以上以上以上のののの情報源情報源情報源情報源はははは、、、、関係関係関係関係するするするする主管機関主管機関主管機関主管機関のののの公示資料公示資料公示資料公示資料にににに基基基基づくものでありづくものでありづくものでありづくものであり、、、、御社御社御社御社のののの参考参考参考参考にににに供供供供するのみであるするのみであるするのみであるするのみである。。。。    
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位置位置位置位置づけづけづけづけ    

当該企業は******集団企業に属している。 

グループの中心企業名：中華*****工業股份有限公司 

グループの総資産ランキング：**位 

グループの支社数：**社 

以上以上以上以上のののの情報源情報源情報源情報源はははは、、、、中華征信所中華征信所中華征信所中華征信所のののの「「「「台湾地区台湾地区台湾地区台湾地区************************************************企業研究企業研究企業研究企業研究」」」」にににに基基基基づくものであるづくものであるづくものであるづくものである。。。。    

 

ランキングランキングランキングランキング    

    200200200200****年年年年    200200200200****年年年年    191919199*9*9*9*年年年年    

正味正味正味正味営業収支営業収支営業収支営業収支    1* * * 

営業営業営業営業収支成長率収支成長率収支成長率収支成長率    ***** *63 *67 

税引前純益税引前純益税引前純益税引前純益    200* ** * 

純利率純利率純利率純利率    ***** *** *** 

同業同業同業同業ランクランクランクランク    

((((鉄鋼製錬及鉄鋼製錬及鉄鋼製錬及鉄鋼製錬及びびびび圧延圧延圧延圧延鋼業鋼業鋼業鋼業))))    
* * * 

輸出入業績輸出入業績輸出入業績輸出入業績ランクランクランクランク    *2  *8 

輸出輸出輸出輸出実績実績実績実績((((百万米百万米百万米百万米ドルドルドルドル))))    *9208 *87.3 *80.44 

輸入輸入輸入輸入実績実績実績実績((((百万米百万米百万米百万米ドルドルドルドル))))     *01.4 *56.85 

※※※※    以上以上以上以上のののの情報源情報源情報源情報源はははは、、、、輸出入実績輸出入実績輸出入実績輸出入実績にににに関関関関してはしてはしてはしては経済部経済部経済部経済部のののの「「「「輸出入業績輸出入業績輸出入業績輸出入業績メーカーリストメーカーリストメーカーリストメーカーリスト」」」」にににに基基基基づきづきづきづき、、、、企業企業企業企業ランキングランキングランキングランキングはははは

中華征信所中華征信所中華征信所中華征信所「「「「台湾地区大型企業排名台湾地区大型企業排名台湾地区大型企業排名台湾地区大型企業排名」」」」(TOP 5000)(TOP 5000)(TOP 5000)(TOP 5000)にににに基基基基づくものであるづくものであるづくものであるづくものである。。。。    

 

財務状況財務状況財務状況財務状況    

    222200000000****年年年年 12121212 月月月月 31313131 日日日日    200200200200****年年年年 12121212 月月月月 31313131 日日日日    200*200*200*200*年年年年 12121212 月月月月 31313131 日日日日    

実質振込実質振込実質振込実質振込資本資本資本資本    **,100,000 **,,000,000 **,764,200 

純価格純価格純価格純価格    **,902,197 **,335,802 **,772,559 

負債総額負債総額負債総額負債総額    **,571,905 **,337,231 **,692,495 

資産総額資産総額資産総額資産総額    **,474,102 ***,673033 **,465,054 

営業期間営業期間営業期間営業期間    200200200200****／／／／01010101－－－－200200200200****／／／／12121212    200200200200****／／／／01010101－－－－200200200200****／／／／12121212    200*200*200*200*／／／／01010101－－－－200*200*200*200*／／／／12121212    

正味営業収支正味営業収支正味営業収支正味営業収支    **,444,470 **,529,446 **,477,348 

営業利益営業利益営業利益営業利益    -*,546,778 -*47,380 *90 

今期損益今期損益今期損益今期損益    -*,649,599 *,527,349 **,630,014 

((((単位単位単位単位：：：：NTNTNTNT 1,000) 1,000) 1,000) 1,000)    

備考備考備考備考：：：：財務資料財務資料財務資料財務資料：：：：当該企業会計士当該企業会計士当該企業会計士当該企業会計士がががが発行発行発行発行したものをしたものをしたものをしたものを参照参照参照参照のことのことのことのこと。。。。    
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産業動向産業動向産業動向産業動向    

現在、鉄鋼業では高い成長が見込まれ、200*年上半期前の鉄鋼業は依然として好調を維持する見通しであ

る。また、鍍金鋼品（亜鉛鍍金、焼付塗料）には中国大陸からの大きなニーズがあり、輸入によりニーズの不

足が補われており、この部分は台湾メーカーの優位性となっており、台湾メーカーが利益をあげる見通しであ

る。線材部分について、中国大陸から鋼品に対して高いニーズがあり、亜鉛鍍金や焼付塗料鋼板の供給が

不足し、国内の亜鉛鍍金鋼メーカーは約 50％を大陸に輸出しているほか、大陸の関税割当制度において、亜

鉛鍍金鋼は範囲外であり、現在（200*）年上半期前の鍍金鋼品は依然好調を維持している。短期的にみた場

合、200*年第一四半期の製品価格は更に上昇する見込みであるが、200*年第二四半期以後は大陸の貿易

クオーターの対応により、ニーズが引き続き上昇するか否かについては、今後の見極めが必要となる。 

 

財務状況財務状況財務状況財務状況    及及及及びびびび    支払能力支払能力支払能力支払能力    

当該企業の 200*年度財務報告表の分析は、以下のとおりである。 

財務財務財務財務構造構造構造構造 ：負債が資産の 56.11％を占め、偏って高い数字を示しているが、固定資産の多くが長期資金に

充てられており、財務構造は依然として正常であるといえる。 

債務返済債務返済債務返済債務返済能力能力能力能力 ：流動、当座の割合が偏って低く、利息保障倍数がマイナスとなっており、短期債務返済能

力は高くない。 

経営能力経営能力経営能力経営能力 ：商品のリニューアルは正常であり、勘定回収能力が僅かに緩慢であり、総資産回転率は0.71回

となっており、全体的な資金運営は一般的であるといえる。 

収益収益収益収益能力能力能力能力    ：本業は欠損があることに加え、業務外の投資損失及び利息支出があり、一年間の欠損は 86.49

億元に達する。 

200*年第三四半期財務報告傾向：負債が資産に占める比率 56.12％は偏って高い値を示し、純益率は僅か

1.71％であり、収益には依然として上昇が待たれるほか、当期現金流量比率及び現金再投資比率がマイナスを

示し、当期の営業現金流入により償還できる短期債務の返済能力及び将来的に増加が見込まれる営業活動の

現金流入能力は低いといえる。 
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経営状況経営状況経営状況経営状況    及及及及びびびび    見通見通見通見通しししし    

当該企業は国内鉄鋼工業のトップであり、外商のダンピングに対抗し、国内鉄鋼産業を安定させる能力を有して

いる。生産力は世界の製鋼工場のランクにおいて第二位を占め、収益は世界第一であり、台湾という非鉱物産地

資源国としては、経営効果は軽視できないものがあるほか、199*年末に国内の別の鉄鋼大手メーカーの****と戦

略同盟を締結し、当該企業は****の**.5％の株券及び取締役二名、監査役一名のポジションを取得し、****燁隆

鋼廠の経営主導権を取得し、重なる製品の整合と製品の区分けに寄与している。 

当該企業は近年軌道事業を発展させると同時に、プレストレス（PC）コンクリート枕木の研究開発も完了し、国内

唯一の研究開発と生産のメーカーとなっており、高雄捷運等の重大事業と経済建設計画の推進により、有利な商

機が齎される見通しである。同時に、東南アジアにおける鉄鋼市場の潜在力を見極め、当該企業はベトナムの投

資案を極めて評価しており、ベトナムの台湾商の****と平板及び亜鉛鍍金鋼品の共同開発を行うと思っている。

全ベトナム投資が成熟できるか否かは、実質的な重点を持ち株比率、製品の構成、投資資金等に置いているた

め、当該企業はベトナム新工場の経営権取得を切に望んでおり、将来、この点は投資の成敗を分けるポイントと

なる。短期的には、このほかにベトナム同奈省（NHONTRACH）における 5 億米ドルの投資と年産 100 万トンの冷

間圧延鋼工場の建設という計画があり、マレーシアにおいて投資を展開する彦馬及び群馬工場の亜鉛鍍金及び

焼付塗料鋼品と結合して最大利益を生み出すことを求めており、現在、現地政府の認可待ちの状態である。 

国際鋼品業界の持続的好調を受け、200*年、当該企業は二度にわたって財務予測を上方修正し、10 月より鋼

品販売価格に第四四半期の新価格を全面適用しており、一年間の上方修正後の利益目標である 185 億元を達成

する見込みであるほか、更にはこの目標を超えることが可能である。国際鉄鋼協会 IISI の評価に基づくと、200*年

における世界の鉄鋼需要は依然として安定成長の傾向を示し、供給面に大幅な増加がない状況においても、今

年の好調を維持するものと思われる。 

将来の展望に関して、鋼市場が好転するため、当該企業の生産販売戦略も部分修正され、主として高付加価値

の鋼材の供給が強化され、輸入原料源に代替すると同時に、比較的高い収益をあげる見通しである。自動車の

外板及び家電用熱浸亜鉛鍍金鋼、半製品電磁鋼片、硫系高速切削鋼の開発等のほか、合金、高張度及び超薄

板等の技術性の製品等、ここ一年は多くの新製品を次々に開発している。また、当該企業が提出したフロー改善

計画は、生産コストの低下、運営競争力の向上及び高い生産業績の保持に向けて努力しており、将来的には発

展に寄与するものと思われる。 

 

注意注意注意注意：：：： 

本報告書本報告書本報告書本報告書にににに含含含含まれているまれているまれているまれている情報情報情報情報はははは信頼性信頼性信頼性信頼性のあるものであるのあるものであるのあるものであるのあるものである。。。。 

しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、「、「、「、「SDI 台湾企業信用調査台湾企業信用調査台湾企業信用調査台湾企業信用調査」」」」はははは、、、、当該情報当該情報当該情報当該情報のののの完全性完全性完全性完全性、、、、又又又又はははは正確性正確性正確性正確性をををを保証保証保証保証しないしないしないしない。。。。本報告書本報告書本報告書本報告書

はははは、、、、調査依頼者調査依頼者調査依頼者調査依頼者（（（（企業企業企業企業））））のののの独占的独占的独占的独占的、、、、且且且且つつつつ正当正当正当正当なななな目的目的目的目的にににに使用使用使用使用されるためにされるためにされるためにされるために、、、、ごくごくごくごく内密内密内密内密にににに提供提供提供提供されているされているされているされている。。。。 

SDIのののの本報告書本報告書本報告書本報告書にににに含含含含まれるまれるまれるまれる情報情報情報情報のののの調達調達調達調達、、、、収集収集収集収集、、、、及及及及びびびび伝達伝達伝達伝達にににに関関関関するするするする義務怠慢義務怠慢義務怠慢義務怠慢、、、、又又又又はそのはそのはそのはその他他他他のののの行動行動行動行動、、、、又又又又はははは不不不不

履行履行履行履行、、、、如何如何如何如何なるなるなるなる損害損害損害損害、、、、被害被害被害被害、、、、又又又又はははは被害被害被害被害にににに関関関関してしてしてして支払義務支払義務支払義務支払義務はないはないはないはない。。。。 

 

200*200*200*200*年年年年 ** ** ** **月月月月 ** ** ** **日日日日    以前以前以前以前のののの情報情報情報情報によりによりによりにより構成構成構成構成されておりますされておりますされておりますされております。。。。    
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APPENDIX 

貸借対照表貸借対照表貸借対照表貸借対照表    資産資産資産資産 

 

200*200*200*200*年年年年 12121212 月月月月 31313131 日日日日    200*200*200*200*年年年年 12121212 月月月月 31313131 日日日日    200*200*200*200*年年年年 12121212 月月月月 31313131 日日日日    
  

金額金額金額金額    %%%%    金額金額金額金額    %%%%    金額金額金額金額    %%%%    

流動資産流動資産流動資産流動資産            

   現金及び約定現金 $*,202,362 5.45 $*,227,106 4.04 $*,756,624 3.94 

   短期投資 *0,407 0.01 **,413 0.01 **,413 0.01 

   未収手形 *72,785 0.5 *36,780 0.7 *99,866 0.73 

   売掛金 **,274,200 11.81 **,627,847 12.06 **,614,150 13.21 

   その他の未収金 *,887,865 302 *,603,690 3.44 *,074,083 2.17 

   在庫             

     商品 *,555,341 7.91 **,464,541 10.95 *,274,027 9.71 

   前払金 *81,154 0.5 *25,784 0.79 *02,310 0.53 

   その他の流動資産             

     その他 *18,472 0.23 *13,080 0.2 *66,617 0.28 

        

       流動資産の合計 $**,102,586 29.43 $**,710,241 32.21 $**,199,090 30.59 

長期投資長期投資長期投資長期投資    **,661,588 36.3 **,734,651 36.05 **,925,474 36.58 

固定資産固定資産固定資産固定資産            

   土地 *,053,367 1.1 *,267,801 1.21 *,238,271 1.3 

   家屋及び建築 *,731,198 6 *,753,110 5.5 *,840,857 6.12 

   機械設備 *,135,723 6.43 *,356,927 6.07 *,704,164 7.02 

   運輸設備 **1,120 0.13 *85,089 0.18 *86,154 0.19 

   修正付加価値 **,011,470 18.87 **,011,470 17.21 **,405,960 17.19 

   未完工事（営造業を

除く） 

*29,630 0.14 *,777,857 1.7 *,701,661 1.78 

   その他の固定資産 *,073,960 7.41 *,966,108 6.66 *,716,837 7.04 

   減：累計減価償却 -**,635,470 -13.23 -**,713,227 -12.15 -**,573,052 -13.17 

   

       正味固定資産 $**,620,998 26.84 $**,605,135 26.37 $**,220,852 27.47 

無形資産無形資産無形資産無形資産    *,555,517 2.68 *,863,199 2.74 *,149,519 3.3 

そのそのそのその他他他他のののの資産資産資産資産                                                    

   保証金の差入 ***,670 0.2 *28,646 0.22 ***,973 0.31 

   繰延所得税資産 ***,695 0.37 *98,910 0.29 ***,682 0.34 

   繰延費用 *,379 0 *,529 0 *,405 0.01 

   その他 *,990,669 4.18 *,227,722 2.13 *,**3,059 1.41 

   

      その他の資産合計 $*,*33,413 4.75 $*,759,807 2.64 $*,970,119 2.06 

   

資産総計資産総計資産総計資産総計    $**,474,102 100 $***,673,033 100 $**,465,054 100 

単位：新台湾元千元 
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APPENDIX 

貸借対照表貸借対照表貸借対照表貸借対照表    負債負債負債負債・・・・資本資本資本資本 

 

200*200*200*200*年年年年 12121212 月月月月 31313131 日日日日    200*200*200*200*年年年年 12121212 月月月月 31313131 日日日日    200*200*200*200*年年年年 12121212 月月月月 31313131 日日日日    

  
金額金額金額金額    %%%%    金額金額金額金額    %%%%    金額金額金額金額    %%%%    

流動負債流動負債流動負債流動負債        

   短期借款  

     支払商業約束手形 $*,984,123 3.13 $*,712,253 2.59 $*,802,602 2.94 

     一年内に期限到来の長

期借款 

*28,752 0.34 *,391,972 5.15 *,079,655 4.27 

     その他短期借款 **,404,250 16.13 **,714,864 13.1 **,413,776 10.91 

   未払金勘定  

     買掛金 *,989,387 9.42 **,202,380 9.75 *,548,312 6.86 

     未払費用 - - - - *21,000 0.13 

     その他の未払金 *,735,736 2.87 *,638,560 2.52 *,503,798 3.67 

   前受金  

     前受商品代金 **,670 0.06 *41,264 0.61 *67,079 0.18 

   その他の流動負債  

     その他 ***,383 0.33 *60,583 0.44 *63,872 0.59 

        

       流動負債の合計 $**,813,301 32.27 $**,761,876 34.17 $**,200,094 29.54 

長期負債長期負債長期負債長期負債        

   長期借款 *,083,938 7.42 *,411,050 2.3 *,409,852 2.52 

   土地付加価値税準備 **,416,724 10.91 **,416,724 9.95 *,376,922 9.82 

        

   長期負債の合計 $**,500,662 18.33 $**,827,774 12.26 $**,786,774 12.35 

そのそのそのその他他他他のののの負債負債負債負債        

   預り保証金 **,801 0.06 **,962 0.05 *6,160 0.06 

   退職金準備 *,709,131 3.88 *,474,851 4.28 *,282,264 4.49 

   その他の負債 *,494,010 1.56 *,223,768 1.17 *,367,203 1.43 

        

負債総額負債総額負債総額負債総額    $**,571,905 56.11 $**,337,231 51.91 $**,692,495 47.86 

株主株主株主株主のののの利益利益利益利益        

   株式資本金（実質） **,100,000 44.1 **,000,000 38.21 **,764,200 38.51 

   資本公積 *,955,881 5.19 *,667,356 4.46 *,749,572 7.07 

   保留剰余金 -*,938,799 -3.08 *,214,710 7.85 *,576,601 7.94 

   累積換算調整数 *29,550 0.66 -*62,941 -0.16 -*90,596 -0.93 

   未実現長期株券投資損

失 

-*,097,813 -2.2 -*,656,362 -1.58 -*27,218 -0.45 

   ストック株券 -*46,622 -0.78 -*26,961 -0.69 - - 

        

株株株株主利益主利益主利益主利益のののの合計合計合計合計    $**,902,197 43.89 $*0,335,802 48.09 $**,772,559 52.14 

              

負債及負債及負債及負債及びびびび株主利益株主利益株主利益株主利益のののの総計総計総計総計    $**,474,102 100 $**4,673,033 100 $**,465,054 100 

単位：新台湾元千元 
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損益計算書損益計算書損益計算書損益計算書 

 

200*200*200*200*年年年年 1111 月月月月 1111 日日日日からからからから    200*200*200*200*年年年年 1111 月月月月 1111 日日日日からからからから    200*200*200*200*年年年年 1111 月月月月 1111 日日日日からからからから    

200*200*200*200*年年年年 12121212 月月月月 31313131 日日日日    200*200*200*200*年年年年 12121212 月月月月 31313131 日日日日    200*200*200*200*年年年年 12121212 月月月月 31313131 日日日日      

金額金額金額金額    %%%%    金額金額金額金額    %%%%    金額金額金額金額    %%%%    

営業收入営業收入営業收入営業收入                                                    

   販売收入 $*2,976,107 102.14 $*6,580,887 102.43 $*3,246,189 102.88 

   減：販売値引き割戻し

及び戻高 

-*,531,637 -2.14 -*,051,441 -2.43 -*,768,841 -2.88 

     正味販売收入 $**,444,470 100 $**,529,446 100 $**,477,348 100 

     営業收入合計 $**,444,470 100 $**,529,446 100 $**,477,348 100 

営業営業営業営業コストコストコストコスト    -**,089,898 -96.7 -**,261,051 -93.77 -**,490,099 -91.89 

   営業粗利益(損) $*,354,572 3.3 $*,268,395 6.23 $*,987,249 8.11 

営業費用営業費用営業費用営業費用        

   研究発展費用 -*,120,930 -1.57 -*,042,620 -1.23 -*92,076 -1.29 

   販促費用 -*,296,845 -4.61 -*,284,632 -5.07 -*,920,055 -6.38 

   管理費用 -*83,575 -0.68 -*88,523 -0.46 -*74,528 -0.45 

     営業費用合計 ($*,901,350) -6.86 ($*,715,775) -6.76 ($*,986,659) -8.11 

営業利益(損失) ($*,546,778) -3.56 ($*47,380) -0.53 $*90 0 

営業外收入営業外收入営業外收入営業外收入        

   利息收入 ***,873 0.41 ***,181 0.4 *29,637 0.54 

   為替利益 ***,504 0.38 ***,252 0.17 - - 

   投資利益 - - *,049,792 4.79 *,490,355 5.68 

   処分固定資産利益 **,033 0.03 **,881 0.02 *13,511 0.51 

   処分投資利益 - - ***,186 0.44 *,592,381 2.59 

   その他 **1,874 0.7 ***,749 0.92 *30,912 0.86 

     営業外收入合計 $*,088,284 1.52 $*,702,041 6.75 $*,*56,796 10.18 

営業外支出営業外支出営業外支出営業外支出        

   利息支出 -*,500,347 -2.1 -*,333,572 -1.58 -*38,965 -1.53 

   為替損失 - - - - -*93,909 -0.32 

   投資損失 -*,510,836 -7.71 - - - - 

   処分固定資産損失 -*0,575 -0.08 -**,182 -0.04 -**5,435 -0.19 

   在庫値下がり損失及

び棚卸差損 

-*6,427 -0.06 -***,215 -0.33 -*5,413 -0.12 

   処分投資損失 -*53 0 - - - - 

   その他 -**7,699 -0.16 -**,717 -0.05 -**6,550 -0.19 

     営業外支出合計 ($*,*36,537) -10.13 ($*,*91,686) -2 ($*,*40,272) -2.34 

税引前純益(損失) ($*,*95,031) -12.17 $*,562,975 4.22 $*,*17,114 7.84 

所得税利益(費用) **,432 0.06 -**,626 -0.04 -*87,100 -0.3 

今期純利益今期純利益今期純利益今期純利益((((損損損損))))    ($*,*49,599) -12.11 $*,*27,349 4.17 $*,**0,014 7.53 

単位：新台湾元千元 
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キャッシュフローキャッシュフローキャッシュフローキャッシュフロー計算書計算書計算書計算書 

 

 
200*200*200*200*年年年年 1111 月月月月 1111 日日日日----12121212 月月月月 31313131 日日日日    200200200200****年年年年 1111 月月月月 1111 日日日日----12121212 月月月月 31313131 日日日日    200*200*200*200*年年年年 1111 月月月月 1111 日日日日----12121212 月月月月 31313131 日日日日    

営業活動営業活動営業活動営業活動ののののキャッシュフローキャッシュフローキャッシュフローキャッシュフロー                
   今期損益 ($*,649,599) $ - $ - 

   各価償却 **5,913 $ - $ - 
   各費用割当 *,260 $ - $ - 

   持分法に基づく投資損失 *,*34,422 $ - $ - 
   処分投資損益 $**3  $ - $ - 

   処分固定資産損益 **,542 $ - $ - 
   未収手形 ***,995 $ - $ - 

   売掛金 *,***,647 $ - $ - 
   その他の未収金 ***,151 $ - $ - 

   在庫 *,***,200 $ - $ - 
   前払金 ***,630 $ - $ - 

   繰延所得税資産 -**,433 $ - $ - 
   買掛金 -*,***,993 $ - $ - 

   その他の未払金 -***,278 $ - $ - 
   前受金 -***,594 $ - $ - 

   未払退職金負債 -***,229 $ - $ - 
   その他の項目 -***,587 $ - $ - 

     営業活動の純現金流入/出 $*,*15,700  $ - $ - 

投資活動投資活動投資活動投資活動のののの現金流量現金流量現金流量現金流量                

   処分短期投資金額 $*53  - - 
   長期株式投資 -*,**9,390 - - 

   増加固定資産 -***,960 - - 
   売出固定資産金額 **,620 - - 

   保証金の差入 **,976 - - 
   繰延費用 -*10 - - 

   その他の項目 -***,991 - - 
     投資活動の純現金流入/出 ($*,*41,502) $ - $ - 

融資活動融資活動融資活動融資活動のののの現金流量現金流量現金流量現金流量                
   短期借款 $*,***,776  $ - $ - 

   未払短期約束手形 ***,870 $ - $ - 
   長期借款(一年満期を含む) -***,957 $ - $ - 

   預り保証金 *,839 $ - $ - 
   現金株式利益の支払 -***,628 $ - $ - 

   取締役・監査役の報酬 -*,200 $ - $ - 
   ストック株の買戻し -*,530 $ - $ - 

   その他の項目 **,489 $ - $ - 
     融資活動の純現金流入/出 $***,659  $ - $ - 

為替レート変動影響数 $***,399  $ - $ - 

今期現金及今期現金及今期現金及今期現金及びびびび約定現金残高約定現金残高約定現金残高約定現金残高    $***,256  $ - $ - 

期末現金及期末現金及期末現金及期末現金及びびびび約約約約定現金残高定現金残高定現金残高定現金残高    $*,***,362  $ - $ - 

補充表示補充表示補充表示補充表示                

                
   今期利息支払 $*,***,954  $ - $ - 

   今期所得税支払 $**,322  $ - $ - 

単位：新台湾元千元 
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財務分析財務分析財務分析財務分析 

 

各財務比率各財務比率各財務比率各財務比率    200200200200****    200200200200****    200*200*200*200*    200200200200****年年年年    
    

    産業内順位産業内順位産業内順位産業内順位    

負債が資産に占める比率(%) 56.11 51.91 47.86 **.7 
財務構造財務構造財務構造財務構造    

長期資金が固定資産に占める比率(%) 231.85 228.81 234.77 *23.2 

流動比率(%) 91.2 94.26 103.54 *54.8 

当座比率(%) 65.12 59.9 68.87 *16.3 債務返済能力債務返済能力債務返済能力債務返済能力    

利息保障倍数(回) -4.79 3.67 6.13 * 

未収金回転率(回) 4.52 5.22 4.11 *.6 

平均現金回収日数 80.73 69.86 88.81 *01.6 

在庫回転率(回) 7.27 7.64 7.01 *.4 

平均販売日数 50.24 47.75 52.07 *7.3 

固定資産回転率(回) 2.68 3.14 2.32 *.9 

経営能力経営能力経営能力経営能力    

総資産回転率(回) 0.71 0.84 0.66 0.9 

総資産報酬率(%) -7.51 4.52 5.73 *.7 

株主利益報酬率(%) -18.74 7.05 9.67 * 

営業利益が実質資本に占める比率(%) -6.04 -1.11 - *.2 

税引前純利益が実質資本に占める比率

(%) 
-20.64 8.91 13.1 *.7 

純益率(%) -12.1 4.17 7.53 *.3 

収益能力収益能力収益能力収益能力    

EBITDA 利益率(%) -9 - - - 

現金流量比率(%) 5.89 - - - 
現現現現金流量金流量金流量金流量    

現金再投資比率(%) 2.43 - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 Page 20 

 

 

 財務分析計算公式：  

1. 財務構造 

(1)負債が資産に占める比率= (負債総額 / 資産総額) × 100% 

(2)長期資金が固定資産に占める比率= [ (株主利益＋長期負債) / 固定資産 ] × 100% 

2. 債務返済能力 

(1)流動比率= (流動資産 / 流動負債) × 100% 

(2)当座比率= [ (流動資産-在庫-前払金) / 流動負債 ] × 100% 

(3)利息保障倍数=所得税及び利息費用前純益 / 今期利息支出 

3. 経営能力 

(1)未収金回転率=正味売上高 / 平均売掛金残高 

(2)平均現金回収日数=365 / 未収金回転率 

(3)在庫回転率=販売コスト / 平均在庫額 

(4)平均販売日数=365 / 在庫回転率 

(5)固定資産回転率=正味売上高 / 平均正味固定資産 

(6)総資産回転率=正味売上高 / 平均資産総額 

4. 収益能力 

(1)総資産報酬率= { [ 税後損益+利息費用(1-税率) ] / 平均資産総額 } } × 100% 

(2)株主利益報酬率= (税後損益 / 平均株主利益金額) × 100% 

(3)営業利益が実質資本に占める比率= (営業利益 / 実質資本) × 100% 

(4)税引前純利益が実質資本に占める比率= (税引前純益 / 実質資本) × 100% 

(5)純益率= (税後損益 / 営業收入) × 100% 

(6)EBITDA 利益率 = {[税引前純益+利息費用+減価償却+販売収益]/正味売上高} × 100% 

5. 現金流量 

(1)現金流量比率 = 営業活動純現金流量 / 流動負債 × 100% 

(2)現金再投資比率 = (営業活動純現金流量-現金株式利益) / (固定資産粗金額 

   +長期投資+その他の資産+運営資金) × 100% 

注 : 二年間の資料がない場合、当年度末の資料を期初期末の平均資料に代替する。 

 

 

 

 

 

 

---- End of this report ---- 


