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上海**医療科技有限会社 

当該報告書の作成日：2020-03-13 

ご覧になったのは、その時点まで数据翎におけるのデータの速写である。 

免責条項：この報告書の情報は、以下の複数のルートから構成されており、政府部門、調査対象会社及びその関

連会社や機構に限定されない。上述一部のルートからの情報がその他のルートを通じて証明することができなく

て、弊社はすべての情報が事実と一致することを保証することができない； 一部の政府記録は、不同の地方政

府部門の管理力の強弱によって制限され、実際の歴史情報を完全に表現することはできない。弊社は、この報告

書の内容を一部又は全部使用して執行又は放棄等の意思決定を行ったことによって生じるの不良な結果につい

ては、一切責任を負わない。 

 

もっと多くの情報を得るために数据翎の公式アカウント(WeChat)をフォローしてください 
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▌ RM標準の定義  

標準 定義 

A ソルベンシーが非常に高い 

B ソルベンシーが高い 

C ソルベンシーが中等 

D 将来の支払い能力に疑念を

抱く 

E 総体的な支払い能力には疑

問が残る 

F 常用取引の対象として不合

格である 

- 格付けをしない 

                                                                            

RMソルベンシー・マージンについてのアドバイス - 

 

  

R M 

標 準 
B 
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▌ 会社の総体評価： 

 

 

特別の説明：同業界の平均財務指標と比較すると、明らかに業界の平均水準より高く、同業界において財務競争

力があることが分かる。 

 

信用現状の評価 発展趨勢の評価 

企業信用格付け 80.5 

信用リスク等級 JCR3 

信用貿易評価 

信用現状は比較的に良く、普通の監視

条件の下で中規模の信用取引を行う

事ができる 
 

企業発展点数 83.5 

発展趨勢等級 JTR2 

発展趨勢評価 

発展の勢いが楽観的で、未来の発展

速度は明らかに業界の発展速度よ

り高い 
 

この企業の年間最大信用協力規模は約：305,592.125万元である 

▌ 企業信用評価 

評定項目 評定点数 

対象企業に対するの 5等級評価システム 

実際の点数 
1悪い 

2比較的に

悪い 
3一般 

4比較的に

良い 
5良い 

投資規模 0-003 ○ ○ ○ ○ ● 3 

株主実力 0-002 ○ ○ ○ ○ ● 2 

資質及び知的財産

権 
0-010 ○ ○ ○ ○ ● 10 
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公衆信用記録 0-010 ○ ○ ○ ○ ● 9 

指導者の管理能力 0-005 ○ ○ ○ ○ ● 5 

財務安全性の指標 0-020 ○ ○ ○ ○ ● 20 

財務収益性の指標 0-015 ○ ○ ○ ● ○ 12 

総体運営規模 0-005 ○ ○ ○ ○ ● 4.5 

業界地位及び市場

シェア 
0-005 ○ ○ ○ ○ ● 5 

協力者の実力 0-005 ○ ○ ○ ○ ● 5 

支払清算現状 0-010 ○ ○ ○ ○ ○ - 

市場競争力 0-005 ● ○ ○ ○ ○ 1 

評価者がつけた点

数 
0-005 ○ ○ ○ ● ○ 4 

総計 0-100      80.5 

上述の企業調査情報に基づき、企業に与えられる点数は 80.5点である。この企業に付与される信用リスク等級は：                        

JCR3 

▌ 信用リスク等級の評価基準は次の表の通り：  

信用格付け リスク等級 リスク記述 信用協力規模 

091-100 JCR1 ○○○○○ 
信用現状は完璧で、いかなる限定もない条件の下で信用取引

を行うことができる 

081-090 JCR2 ○○○○ 信用現状は良好であり、大規模な信用取引がほぼできる 

071-080 JCR3 ○○○ 
信用現状は比較的に良く、普通の監視条件の下で中規模の信

用取引を行う事ができる 

061-070 JCR4 ○○ 
信用現状はまあまあで、特定の監視条件の下で中規模の信用

取引を行うことができる 

051-060 JCR5 ○● 
信用現状は一般であり、厳しい監視条件の下で中規模の信用

取引を行うことができる 

041-050 JCR6 ●● 
信用状況は悪く、厳しい監視条件の下で小規模の信用取引を

行わなければならない 
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031-040 JCR7 ●●● 
信用現状はより悪いので、完全な担保や抵当がある状態で取

引することをお勧めする 

021-030 JCR8 ●●●● 
信用現状は極めて悪く、信用取引を厳禁し、現金モードの取

引しかできない 

000-020 JCR9 ●●●●● 
信用現状については評価しなく、現金取引を含む一切の取引

を厳禁する 

通常のビジネス価値を考慮して、対象企業の信用リスク等級が JCR7以上の場合、必ず慎重に対象企業とのビジ

ネス連携を考慮することを提案する 。 

 

▌ 企業発展評価 

評定項目 評定点数 

対象企業に対するの 5等級評価システム 

実際の点数 
1悪い 

2比較的に

悪い 
3一般 

4比較的に

良い 
5良い 

投資規模 0-003 ○ ○ ○ ○ ● 5 

株主実力 0-002 ○ ○ ○ ○ ● 5 

公衆信用記録 0-010 ○ ○ ○ ○ ● 4.5 

財務安全性の指標 0-020 ○ ○ ○ ○ ● 20 

財務収益性の指標 0-015 ○ ○ ○ ● ○ 20 

総体運営規模 0-005 ○ ○ ○ ○ ● 9 

業界地位及び市場シ

ェア 
0-005 ○ ○ ○ ○ ● 5 

協力者の実力 0-005 ○ ○ ○ ○ ● 5 

市場競争力 0-005 ● ○ ○ ○ ○ 1 

評価者がつけた点数 0-005 ○ ○ ○ ● ○ 4 

総計 0-100      83.5 

上述の企業調査情報に基づき、発展趨勢に与えられる点数は 83.5点である。この企業に付与される発展趨勢等級は：JTR2 
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▌ 発展趨勢等級の評価基準は以下の表の通り： 

趨勢点数 発展等級 趨勢規模 発展趨勢の記述 

091-100 JTR1 ○○○○○ 
発展の勢いが非常に良く、未来の発展速度は業界の発展速度の

数倍である 

081-090 JTR2 ○○○○ 
発展の勢いが楽観的で、未来の発展速度は明らかに業界の発展

速度より高い 

071-080 JTR3 ○○○ 
発展の勢いが安定し少し向上していて、未来の発展速度は業界

の発展速度に比べやや高い状況となる  

061-070 JTR4 ○○ 
発展の勢いが安定していて、未来の発展速度は業界の発展速度

と同等である 

051-060 JTR5 ○● 
発展の勢いが下がり、未来の発展速度は業界の発展速度より少

し低い 

041-050 JTR6 ●● 
発展の勢いが思わしくなく、未来の発展速度は業界の発展速度

より明らかに低い 

031-040 JTR7 ●●● 
発展の勢いが悪く、未来の発展速度は停滞または小幅ながら減

少傾向にある 

021-030 JTR8 ●●●● 
発展の勢いがとても悪く、未来の発展速度が著しく落ちるか、

または休業状態になる可能性がある 

000-020 JTR9 ●●●●● 
主管部門に営業の停止又は許可証の取消しを言い渡され、また

は清算された段階にある 

通常のビジネス価値を考慮して、対象企業の発展等級が JTR8以上の場合、必ず慎重に対象企業とのビジネス連

携を考慮することを提案する 。 

▌ 信用協力規模評価 

上述の企業調査情報に基づき、信用協力規模の点数は：77.25点 

誠信点数 誠信模型 年度信用協力規模 

091-100 ○○○○○ (0.60-1.00)*年度の理想的な協力規模 

081-090 ○○○○ (0.3-0.60) *年度の理想的な協力規模 

071-080 ○○○ (0.1-0.30) *年度の理想的な協力規模 

061-070 ○○ (0.05-0.10) *年度の理想的な協力規模 

051-060 ○● (0.41-0.50) *年度の理想的な協力規模 
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041-050 ●● (0.01-0.02) *年度の理想的な協力規模 

031-040 ●●● 1万人民元-0.01*年度の理想的な協力規模 

021-030 ●●●● 0 

000-020 ●●●●● 0 

 

▌ 業界の財務指標比較  

財務指標 業界平均値（年） 2018年 2017年 

流動比率 11.63% 199.59% 210.14% 

当座比率 - - - 

負債比率 859.72% 50.10% 47.59% 

売上高収益率 11.83% 12.42% 13.01% 

資産売却利益率 02.10% 04.84% 05.27% 

資産回転率 17.77% 39.00% 40.50% 

固定資産回収期 67.542 30.773 29.633 

売掛金回転期間(日) 30.714 12.424 12 

在庫回転期間(日) - - - 

同業界の平均財務指標と比較すると、明らかに業界の平均水準より高く、同業界において良い財務競争力がある

ことが分かる。  

▌ 財務概況（2018年、通貨コード：CNY、単位：万元） 

資産総額 679,302 流動比率 199.59 

流動資産 - 負債比率 50.10% 

負債総額 340,357 売上高収益率 12.42% 

所有者持分 338,944 資産売却利益率 04.84% 

営業総額 274,263 在庫回転期間(日) - 

利潤総額 32,907  

 

注意：点数が 031-040の間にある場合、弊社の協力規模についての提案区間は：1万元から 0.01*年度の理想協力規模の間である。

計算後の 0.01*年度の理想的な協力規模が 1万元以下ならば、協力規模は 1万人民元になることを提案する。 
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▌ 同業分析 

当該企業の登録資本金は 68951.0104万人民元で、製造業

に属する。登録資本金には、全国の同業企業の中でも優

れている。 

当該企業の登録資本金は 68951.0104万人民元で、製造業

に属する。登録資本金には、上海市の同業企業の中でも

優れている。 

全国の範囲内で、業界の資金が 5000万以上の規模の企業に

集中しており、この様な企業が共計 124446社があり、登録

資本金は合計 2647166億元で、96.10%を占めている。 

全省(上海市)の範囲内で、業界の資金が 5000万以上の規

模の企業に集中しており、この様な企業が全部で 3799社

があり、登録資本金の合計は 11242億元で、79.22%を占

めている。 
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全国的に見ると、当該企業の設立日が 2011-03-21であり、

中期的な市場参入に該当する。 

 

本省(上海市)の範囲内で、当該企業の設立期日は

2011-03-21であり、末期的な市場参入に該当する。 

同業者は全国で、主に広東省、江蘇省、浙江省に集中し

ている。（1411681社で、約 39.78%を占めている。） 

業界の主要な資金は雲南省に分布している。（計 1836762

億元であり、全国の総金額の 66.71%を占めている。） 

もっと多くの情報は公式サイト www.shujuling.comでお検索下さい 

▌ 工商登録情報 

企業名称：  上海**医療科技有限会社 

旧名： - 

電話： 021-6707**** 

メール： **.wang@*****.com 

会社形態： 有限責任会社(自然人投資或いは持株) 

省分：  上海市 

営業期限： 2011-03-21～2041-03-20 

認可日： 2011-03-21 

登録機関：  ***市場監管局 

http://www.shujuling.com/
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登録住所：  上海市******* 

法定代表者： *** 

納税者識別コード： 913*************** 

登録資本金：  68951.0104万人民元 

登録日： 2011-03-21 

会社状態：  存続(在営、開業、在册) 

旧証明書番号： - 

保険参加人数： 2137 

経費出処： - 

統一社会信用コー

ド： 

913*************** 

組織機構コード： *******72 

英語名称： Shanghai *********e Co.,Ltd. 

所属業種：  製造業 

経営範囲： 医療器械の生産、三類の医療器械の卸売【6815注射穿刺器械；6830医療用エックス線設備；6866医療用

の高分子材料及び製品】、医療器械の賃貸、医療器械の修理、医療設備専門技術分野の技術開発、技術移

転、技術諮問、技術サービス、貨物や技術の輸出入業務、製品デザイン、電子部品、機械設備及ぶ部品、

機電設備及び部品、金属材料の販売。 

 

▌ 法院公告 

法院公告統計分析図 

  

上訴人 被上訴人 訴因 発表日 

もっと多くの情報は公式サイト www.shujuling.comでお検索下さい 

http://www.shujuling.com/
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▌ 入札者募集及び入札に応募 

 

タイプ 表題 地区 発表日 

成約公告 
首都**大学付属北京**医院においての緊急抗疫設備調達項目について

の成約結果公告 
北京 2020-02-26 

単一入札の

公告と公示 
南方**大学**病院においての医療設備調達の単一入札公示 広東 2020-02-14 

成約公告 
北京****医院においてのエックス線コンピュータ断層撮影装置調達プ

ロジェクトについての成約公告 
北京 2020-02-14 

もっと多くの情報は公式サイト www.shujuling.comでお検索下さい 

http://www.shujuling.com/
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▌ 裁判文書 

  

 

 

 

案件類型 案件番号 訴因 発表日 法院 

民事 (2014)*****(知)初字第**号 
著作権の権力所

属、権利侵害紛争 
2017-**-29 上海市****人民法院 

民事 (2014)*****(知)初字第**号 
特許申請権の権力

所属紛争 
2017-**-29 上海市****人民法院 

民事 (2014)***(民)初字第***号 労働報酬遡求紛争 2017-**-15 上海市****人民法院 

もっと多くの情報は公式サイト www.shujuling.comでお検索下さい 

http://www.shujuling.com/
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▌ 対外投資 

  

 

被投資企業名称 被投資法定代表者 登録資本金 出資比率 被投資日 状態 

**(常州)医療科技有限会社 張* 20000.0万人民元 70.00% 2016-01-18 

存続

(在

営、開

業、在

册) 

上海**科技有限会社 黄** 1900.0万人民元 52.63% 2019-07-15 

存続

(在

営、開
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業、在

册) 

深セン市**医療データサー

ビス有限会社 
*川 5000万人民元 51.00% 2011-11-22 

存続

(在

営、開

業、在

册) 

もっと多くの情報は公式サイト www.shujuling.comでお検索下さい 

  

注意：上記対象企業の分岐機構、対外投資及びその他の関連企業の全部情報は、対象企業の登録地工商局の公文書記録資料か

ら採集された。この報告書は、対象企業が存在可能性を持っているが、工商局の公文書記録材料に登録されていない分岐機構、

対外投資及びその他の関連企業の情報を調査、確認、提供しない。 

http://www.shujuling.com/
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▌ 財務情報 
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もっと多くの情報は公式サイト www.shujuling.comでお検索下さい 

▌ 特許情報 

  

特許名称 申請番号 申請日 類型 

****受信コイル及び****受信コイルの部品 CN201810****.4 2018-**-29 発明特許 

一種の**画像処理システム CN201920****.1 2019-**-20 
実用新型特

許 

***画像設備 CN201820****.8 2018-**-25 
実用新型特

許 

もっと多くの情報は公式サイト www.shujuling.comでお検索下さい 

 

http://www.shujuling.com/
http://www.shujuling.com/
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▌ 商標情報 ▌ ICP情報 

  

 

商標名称 申請番号 申請日 商標状態 

U** 3738**** 2019-**-09  

UR**** 372****** 2019-**-02  

UR**** 372***** 2019-**-02  

もっと多くの情報は公式サイト www.shujuling.comでお検索下さい 

http://www.shujuling.com/
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▌ 給料、求人情報 

  

 

求人職位 月給 所在城市 発表日 

フロントエンドエンジニア 10k-15k 上海·嘉定区 2020-03-02 

フロントエンドエンジニア 10k-15k 上海·嘉定区 2020-02-28 

フロントエンドエンジニア 10k-15k 上海·嘉定区 2020-02-28 

もっと多くの情報は公式サイト www.shujuling.comでお検索下さい 

  

http://www.shujuling.com/
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▌ 土地購入情報 

  

  

 

プロジェクト

の地理位置 
土地の用途 

面積（ヘク

タール） 
行政区 

土地の供

給手段 
契約締結日付 

嘉定区嘉定工

業区（嘉定工

業区****号土

地） 

工業用地 2.009860 上海市本級 土地譲渡

公開招請

中 

201*-04-18 

嘉定区嘉定工

業区（工****

号工業用地） 

工業用地 8.351100 上海市本級 土地譲渡

公開招請

中 

201*-02-13 
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  詳細は www.shujuling.comの公式サイトに登録してください。 

▌ 株主情報 

株主名称 株主類型 出資類型 認証出資額 出資割合 

- 事業法人 知的財産権 907.643 01.32% 

- 連携企業 通貨 1,241.118 01.80% 

- 企業法人 通貨 310.28 00.45% 

▌ 主要メンバー 

氏名 職務 

陳* 取締役 

*強 取締役 

兪** 取締役兼社長 

▌ 分岐機構 

番号 会社名称 

1 上海**医療科学技術有限会社沈陽支社 

2 上海**医療科学技術有限会社安徽支社 

 

▌ 変更記録 

番号 変更項目 変更前 変更後 変更日付 

注意：上記対象企業の分岐機構、対外投資及びその他の関連企業の全部情報は、対象企業の登録地工商局の公文書記録資料か

ら採集された。この報告書は、対象企業が存在可能性を持っているが、工商局の公文書記録材料に登録されていない分岐機構、

対外投資及びその他の関連企業の情報を調査、確認、提供しない。 

http://www.shujuling.com/
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1 規約備案 2017-08-16規約記録 2018-04-20規約備案 2018-04-28 

2 

投資者

(株式)変

更 

寧波梅山保税港区中****株式投資

パートナー企業(有限連携);中国科

学院******研究院;中国国有******

株式有限会社;深セン*******株式

投資ファンドパートナーズ企業 

(有限連携);上海****パートナー企

業(有限連携);寧波梅山保税港区

*******企業(有限連携)；中国科学

院****研究院;上海**企業管理パー

トナー企業(有限連携);上海***投

資管理有限公司;上海**投資パート

ナー企業(有限連携);寧波梅山保税

港区**投資管理パートナー企業（有

限連携);****（上海）健康産業持分

投資センター（有限連携）;上海****

有限公司;****投資有限公司;上海

**企業管理センター（有限連携）；

蘇州工業園区****第二期投資セン

ター（有限連携）;寧波梅山保税港

区**投資管理パートナー企業（有限

連携）、上海**投資有限公司、先進

****投資ファンド（有限連携）、金

石****株式投資（杭州）パートナー

企業（有限連携）、寧波梅山保税港

区****管理パートナー企業（有限連

携）、上海****投資パートナー企業

（有限連携）。 

上海****有限公司、寧波梅山保税港区

****投資管理パートナー企業（有限連

携）、上海****投資有限公司、上海****

企業管理センター（有限連携）、寧波

梅山保税港区****投資管理パートナ

ー企業（有限連携）、上海****パート

ナー企業（有限連携）；蘇州工業園区

****第二期投資センター（有限連携）、

上海**企業管理パートナー企業（有限

連携）、******投資ファンド（有限連

携）、深セン*********株式投資ファ

ンドパートナー企業（有限連携）、中

国*********研究院、****（上海）健

康産業持分投資センター（有限連携）、

上海**投資パートナー企業（有限連

携）、****投資有限公司、上海***投

資管理有限公司、上海****投資パート

ナー企業（有限連携）、寧波梅山保税

港区**投資管理パートナー企業（有限

連携）、寧波梅山保税港区**投資管理

パートナー企業（有限連携）、中国科

学院****研究院。中国国有******株式

有限公司、寧波梅山保税港区中***株

式投資パートナー企業（有限連携）、

金石伍***株式投資（杭州）パートナ

ー企業（（有限連携）、上海**企業管

理パートナー企業（有限連携）、珠海

*******投資ファンド（有限連携）、

珠海******投資ファンド（有限連

携）；******投資管理パートナー企業

（有限連携）、******投資センター（有

限連携）、重慶*****株式投資ファン

ドパートナー企業（有限連携）、深セ

ン市*****投資パートナー企業（有限

連携）、上海**企業管理センター（有

限連携）、上海**投資管理センター有

限連携；湖北省********有限会社、厦

門**投資パートナー企業（有限連携）、

常州******投資センター（有限連携）。 

2018-04-28 

3 
規約修正

備案 
2017-08-16規約備案 2017-08-16規約修正備案 2018-04-13 
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▌ 持分権質権 

登録番号 登録日付 質権設定者 質入株式数 質権者 状態 

37021220200102**

** 
2020-01-07 

厦門**医学映像

有限会社 
3,000 

上海**医療科学技術有

限会社 
- 

14201***** 2013-02-20 

上海**投資パー

トナー企業（有限

連携） 

4,355.252 上海**投資有限会社 - 

14201***** 2013-02-20 

上海****投資パ

ートナー企業（有

限連携） 

4,677.386 上海**資有限会社 - 

▌ 司法協力 

被執行人 実行裁定文書番号 執行法廷 公開日付 

▌ 経営異常 

決定機関 記入日付 移出機関 移出日付 

▌ 税金滞納公告 

税金未納残高 
現在発生している

税額 
 税務署 税金未納種類 公開日付 納税者識別番号 

▌ 司法競売 

競売公告 公告日付 執行法院 競売物件 

https://cjjc.weblio.jp/content/%E8%B3%AA%E6%A8%A9%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E8%80%85
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▌ 信用喪失者 

名称 案件番号 立件日付 公布日付 
納税者識別番号或いは身

分証明書番号 

▌ 重大違法 

決定機関 記入日付 移出機関 移出日付 

▌ 動産抵当 

登録番号 登録機関 登録日付 抵当権利者名称 取消日付 

▌ 作品著作権 

著作権名称 登録番号 登録類別 登録日付 

**通用プラットフォームのホーム

ページ (3D Review) 
沪作登字-2012-L-000***** その他 2012-**-15 

**通用プラットフォームのホーム

ページ(PA) 
沪作登字-2012-L-000***** その他 2012-**-15 

**通用プラットフォームのホーム

ページ(PR) 
沪作登字-2012-L-000***** その他 2012-**-15 

▌ サイト備案 

サイト名称 ホームページ ドメイン名 審査日付 状態 

上海**会社公式サイト http://www****aging.com ****d-imaging.com 2018-11-22 - 

** http://www****stals.com ****rystals.com 2018-11-22 - 

**智恵医療云 http://www. ****d.com 
****d.net,ui****m***

*hcloud.cn 
2018-11-22 - 
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▌ ソフトウエア著作権 

ソフトウエア正式名称 登録番号 登録日付 バージョン番号 

**動脈スピン標識シーケンス定量計

算ソフト 
2014SR1***** 2014-**-29 V1.0 

**デジタル化医用 X線撮影システム

操作処理ソフト 
2014SR2***** 2014-**-30 V1.0 

**移動式デジタル化医療用 X線撮影

システム操作処理ソフト 
2015SR0***** 2015-**-28 V1.0 

▌ 知的財産権質権 

名称 知的財産権登録番号 公開日付 衆類 状態 

++本報告書終了++
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