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一部企業の入会に関する通知 

 

各会員企業： 

《大連ソフトウェア産業協会定款》第十八条の規定に基づき、大連ソフトウェ

ア産業協会理事会の討論を経て、下記の企業を大連ソフトウェア産業協会会員

企業とする。 

      大連黎明時代科技発展有限公司 

      花旗数据処理(上海)有限公司大連子会社 

      大連智通信息技術有限公司 

大連鑫科達建築智能工程有限公司 

大連ソフトウエア協会 

2009 年 1 月 

 

 

軟件企業年度審査業務開始に関する通知 

各ソフトウェア関連企業： 

 《ソフトウェア企業認定基準及び管理方法》(試行) (信部聯産[2000]968

号)に基づき、ソフトウェア企業認定後に年度審査制度を実施する。2008

年度ソフトウェア企業年度審査の開始も迫り、以下の内容を通知する： 

一、 年度審査の基準 

《ソフトウェア企業認定基準及び管理方法(試行)》(信部聯産[2000]968

号)第十二条の規定に基づいて実行する 

二、 年度審査の範囲 

 2007年度審査に合格したソフトウェア企業及び2008年度に新しくソ

フトウェア企業に認定された事業者 

三、 注意事項 

１、 各関連企業は定められた時間に従い軟件企業年度審査の手続

きを進め、期間切れの場合は自動放棄とみなし、軟件企業資格

を取り消す。 

専門審査資料提出締切日：2009 年 3 月 31 日 

年度審査材提出料締切日：2009 年 4 月 10 日 

２、 企業所得税の返還に当たる企業の提出する専門審査資料の締

切日は原則上 2009 年 2 月 29 日までとする。 

３、 一般納税者の付加価値税の返還申請に関しては、原則上専門審
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査資料の提出前に税務関連部門にて税務返還手続きを完了す

る必要がある。 

４、 提出する資産債務表・損益表は原則上税務局に届け出たもので

あること。 

 

詳細は協会のサイト：http://www.dlsia.org.cn → 双軟認定 

 

 

大連市ソフトウェア及びサービスアウトソーシング産業業

務会議開催 

 10 年に渡るわが市のソフトウェア及びサービスアウトソーシング産業発展の

成績と経験を総括するため、産業現状の分析及び未来発展の目標を定め、次の

段階の業務を配置しるため、大連市ソフトウェア及びサービスアウトソーシン

グ会議は 12 月 23 日に大連市委員会講堂で盛大に開かれた。大連市委員会・大

連市人民代表、大連市政府・大連市政治協議の方々・関連委弁局・区市県・ソ

フトウェア及びサービスアウトソーシング企業・関連学校・IT 教育培訓機構責

任者及び各メディア記者など 600 人あまりが会議に参加した。大連市委員副書

記里景瑞が司会を務めた。 

 まず、大連市委員会常務委員・副市長戴玉林より《政治に励み 第一を目指

せ グローバルソフトウェア及びサービスアウトソーシングニューパイオニア

都市建設のために奮闘》の報告があった。報告では、産業の 10 年来の発展を振

り返り、これまでに収めた成果を総括すると同時に、発展途上での困難と問題

に直面する必要があると示した。また、今後の発展目標、ソフトウェア及びサ

ービスアウトソーシング産業発展の全体要求と今後の業務をも明確にした。全

市のソフトウェア及びサービスアウトソーシング企業で《個人情報保護規範》

基準及びそれに準じた評価制度を普及することをも提出され、他の国及び他地

域との相互認証の範囲を拡大し、積極的に情報安全保障処置を探索し、国の情

報安全及び経営者利益が侵害されないよう保護することにも触れた。 

 それから、戴副市長は、わが市のソフトウェア及びサービスアウトソーシン

グ産業は新たなる発展時期に入り、全市挙げて10年前の奮闘精神を継続発展し、

困難を克服し、また輝くべきであることを表明した。また、市委員、市の指導

者の的確なリードのもと、懸政務に励み、第一を目指し、グローバルソフトウ

ェア及びサービスアウトソーシングニューパイオニア都市建設のために努力奮

闘しようと意思を表明した。 
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 市政府秘書長徐国臣が、新しく発表された《大連市のソフトウェアとサービ

スアウトソーシング産業の更なる発展の促進に関する若干の規定》を読み上げ

た。 

 東軟グループ総裁劉積仁氏より、企業を代表して会議で発表を行なった。 

 後に、夏徳仁市長・張成寅書記より発言と重要指示が行われた。夏市長は

次のことを提案した。ソフトウェア及びサービスアウトソーシング産業がわが

市における重大戦略意義を認識すること；チャンスを捕まえ、資源を整合させ、

優位性を発揮し、温総理の掲げた“二つの第一”を目指すこと；自信をもち、

わが市のソフトウェア及びサービスアウトソーシング産業の継続性のある発展

を確保すること。張書記は会議参加者及び代表者の更なる思想解放、科学発展

観の徹底化、心を奮い立たせわが市のソフトウェア及びサービスアウトソーシ

ング産業の新しい局面を切り開くことを激励した。 

今回の会議はわが市のソフトウェア産業が直面する危機とチャンスを深く分

析し、大連ソフトウェア産業の発展経験をまとめ、産業発展の方向性を明確に

し、将来の明るさを示すものとなった。これによって、適時かつ正確に会議参

加事業者が金融危機に対応できるようにし、各関連単位の奮闘精神が激励され、

活力が与えられ、グローバルソフトウェア及びサービスアウトソーシングのニ

ューパイオニア都市建設を加速するものとなる。 

詳細は協会のサイトをご覧ください。www.dlsia.org.cn   政策法規 

情報産業局ソフトウェア及び情報サービス管理処サイト

http://soft.dlbii.gov.cn/   政策法規 

 

 

大連市政府ソフトウェア及びサービスアウトソーシング産

業新政策公布 

 大連市ソフトウェア及びサービスアウトソーシング産業業務会議が

2008 年 12 月 23 日に大連市委員会講堂で盛大に開催された。会議では、“大

連人民政府弁公室の大連市のソフトウェアとサービスアウトソーシング産業の

更なる発展の促進に関する若干の規定の発布に関する通知” (大政弁発

[2008]183 号)を公布し《大連人民政府弁公室の大連市のソフトウェアとサービ

スアウトソーシング産業の更なる発展の促進に関する若干の規定の発布に関す

る通知》の産業新政策を公布実施した。 

 わが市のソフトウェア及びサービスアウトソーシング産業の更なる発展を促

進し、企業と人材を集結させ、自主製品を作り出し、良好な国際協力をするた
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め、グローバルソフトウェア及びサービスアウトソーシングニューパイオニア

都市の創設、ソフトウェア及びサービスアウトソーシング分野において“中国

第一、世界第一”を目指し、国の関連政策にもとづいて、《大連市のソフトウ

ェアとサービスアウトソーシング産業の更なる発展の促進に関する若干の規

定》(以下“規定”と省略する)を作成した。 

 規定はわが市でソフトウェア及びサービスアウトソーシング産業(ソフトウ

ェア開発、ソフトウェア技術サービス、システムインテグレーション、BPO、ア

ニメーション・ゲーム開発、工業設計と管理、インターネット付加価値業務な

ど)に従事する企業、情報技術人材職業教育機構及びソフトウェアとサービスア

ウトソーシング産業パーク専門運営管理の企業に適用される。 

 規定では“人材吸収及び育成”、“企業奨励”、“融資の奨励”、“信用体

制建設”などの面における関連援助政策に関して説明をしている。《個人情報

安全保護規範》基準及びそれに準じた認定制度を積極的に普及し、認定を行う

事業者に対して評価費用のの全額を市の専用資金からだすなどの内容が盛り込

まれている。 

 規定における各種援助政策は企業が当年地方財政に対する貢献に基づいて、

現金に換え援助する。5年内での企業の総合援助額は原則上、5年内当企業が地

方財政への貢献の総額とする。 

 規定は 2009 年 1 月 1 日より実行。有効期間 5年。情報産業局と財政局が共同

で解釈を行う。 

詳細は協会のサイトをご覧ください。www.dlsia.org.cn   政策法規 

 

 

杭州市情報サービス業個人情報保護業務開始 

 12月25日大連ソフトウェア産業協会杭州市情報弁公室及び杭州市ソフトウェ

ア産業協会の招きに応じてソフトウェア及び情報サービス業個人情報保護業務

会議に参加した。会議で《情報サービス業における個人情報保護》の講座を行

った。個人保護の基本概念、国際間情報サービスにおける貿易障壁及び情報サ

ービス業での個人情報保護の重要意義を述べ、PIPA の進展状況をも紹介した。 

 杭州市情報弁公室の方々及び６０社あまりの代表が会議に参加した。杭州市

情報サービス産業では個人情報保護業務はすでに開始した。 
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ソフトウェア及びサービスアウトソーシング産業における

先進団体と個人を表彰 

大信発[2008]79 号 

各関連企業： 

 十年来、全市関連部門の協力と努力のもとで、わが市のソフトウェア及びサ

ービスアウトソーシング産業は目覚しい発展を遂げ、ハイレベルのソフトウェ

ア園区を設立し、国内をリードする産業集積効果と規模効果を形成し、ソフト

ウェア産業の国際化と自主開発相互融合の面において有益な試みをしてきた。

比較的完備された人材育成体制と業務体制が構築され、優れた産業信用環境を

築き、全国でのソフトウェア及びサービスアウトソーシング産業の代表都市と

なっている。この過程においてには、わが市のソフトウェア及びサービスアウ

トソーシング企業・ソフトウェアパーク運営企業・IT 人材教育培訓機構が産業

発展に貢献し、そのなかには典型的な優秀個人及び優秀企業がいる。表彰にあ

たって、全市各分野が更なる奮闘精神で仕事を行なえるように、わが市のソフ

トウェア及びサービスアウトソーシング産業の更なる発展を促進しすため、大

連軟件園股份有限公司ら 12 事業者に“大連市ソフトウェア及びサービスアウト

ソーシング産業発展においての格別貢献事業者”称号を付与し、劉積仁ら 10 人

に“大連市ソフトウェア及びサービスアウトソーシング産業発展格別貢献個人”

称号を、李勁松ら 47 人に“大連市ソフトウェア及びサービスアウトソーシング

産業発展先進個人”称号を付与する。 

 表彰を受けた事業者と個人には引続き地道な努力を積み重ね、新しい局面を

切り開いて積極的に取り組み、更なるよい成績を作り出してもらいたい。全市

のソフトウェア及びサービスアウトソーシング産業に従事している人たちもこ

れを見習い、自由な思想で、発想を転換させ、ソフトウェア及びサービスアウ

トソーシング産業がわが市の経済社会発展における促進と率先的重要役割を認

識する必要がある。グローバルソフトウェア及びサービスアウトソーシングニ

ューパイオニア都市建設のため、“中国第一、世界第一”を目指して新しい成

績を作り出す必要がある。 

 表彰者および企業については、協会サイトの大連市ソフトウェア及びサービ

スアウトソーシング産業発展先進集団と個人名簿を参照のこと。 

2008 年 12 月 23 日 
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日系企業分科会が座談会開催 

 12 月 22 日、大連ソフトウェア産業協会日系分科会が座談会を開いた。会議代

表は 2008 年の日系企業分科会の業務に対して総括をした。日本人を対象に集団

保険購入及び金融危機が企業に対する営業、政府の具体的処置に対して話し合

った。分科会の得た黒龍江省・無錫・成都など都市の高新園区の状況を紹介し

た。一部企業は 2009 年団体形式で視察をしたいという要望を示した。 

 

08 年度大連市第五・六期軟件製品登録承認についての通知 

各関連事業単位： 

 国務院《ソフトウェア産業及び IC 産業発展の奨励に関する若干の政策》

（国発[2000]18 号）の精神を徹底して貫徹すべく、情報産業部《ソフトウ

エア製品管理方法》（信部第 5 号令）の関連規定に基づき、申請した事業

者の製品がソフトウェア製品登録基準に符合したものにつき、2008 年大

連市第五期のソフトウェア製品登録(36 製品)・第六期のソフトウェア製品

登録(29 製品)を承認する。 
 

2008 年第五期軟件製品登録名簿 

番号 登録番号 軟件製品名称 申請単位 

77 連 DGY-2008-0223 東軟金融銀行向け構築 V1.0 大連東軟金融信息技術有限公司

78 連 DGY-2008-0224 
東軟金融電子銀行システムインテ

グレーション V2.0 
大連東軟金融信息技術有限公司

79 連 DGY-2008-0225 
東軟金融カード会社向け次世代基

幹システム V1.0 
大連東軟金融信息技術有限公司

80 連 DGY-2008-0226 
東軟金融保険会社向け保守システ

ム V1.0 
大連東軟金融信息技術有限公司

82 連 DGY-2008-0228 
雅迪県市区信息化整合移植システ

ム V1.0 版 
大連雅迪信息技術有限公司 

83 連 DGY-2008-0229 
雅迪不動産市場信息工程二期工程

V1.0 版 
大連雅迪信息技術有限公司 

84 連 DGY-2008-0230 
雅迪データ整合及び書類管理シス

テム V1.0 版 
大連雅迪信息技術有限公司 
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番号 登録番号 軟件製品名称 申請単位 

85 連 DGY-2008-0231 
雅迪遠距離マルチプロセス構築デ

ータアクセスシステム V1.0 版 
大連雅迪信息技術有限公司 

86 連 DGY-2008-0232 
恒為トンネル緊急電話及有線放送

システム中心管理ソフト 3.1.0 
大連恒為軟件開発有限公司 

87 連 DGY-2008-0233 
恒為トンネル緊急電話及び有線放

送システム分机制御ソフト 2.0 
大連恒為軟件開発有限公司 

88 連 DGY-2008-0234 恒為デジタル録画ソフト 1.0 大連恒為軟件開発有限公司 

89 連 DGY-2008-0235 
恒為交通映像テストシステム―テ

ストユニット 1.0 
大連恒為軟件開発有限公司 

90 連 DGY-2008-0236 
恒為交通映像テストシステム―管

理軟件 1.0 
大連恒為軟件開発有限公司 

91 連 DGY-2008-0237 
多奥 DB 伝送サービスアプリケー

ションシステム V1.0 
多奥科技(大連)有限公司 

92 連 DGY-2008-0238 
多奥Working Time出勤情報管理シ

ステム V1.0 
多奥科技(大連)有限公司 

93 連 DGY-2008-0239 
易維正合企業経営管理決策一体化

プラットフォームシステム V1.0 
大連易維正合軟件技術有限公司

94 連 DGY-2008-0240 港隆総合管理システム V1.0 大連港隆科技有限公司 

95 連 DGY-2008-0241 
港隆工会会員及社員医療手当管理

情報システム V1.0 
大連港隆科技有限公司 

96 連 DGY-2008-0242 
港隆港口ウィンドウサイトシステ

ム V1.0 
大連港隆科技有限公司 

97 連 DGY-2008-0243 
港隆公安局可視化警務指揮システ

ム V1.0 
大連港隆科技有限公司 

98 連 DGY-2008-0244 港隆総合管理評価システム V1.0 大連港隆科技有限公司 

99 連 DGY-2008-0245 
毅信ナレッジバンク管理システム

V1.0 
大連毅信軟件有限公司 

100 連 DGY-2008-0246 
毅信ネット注文管理システム

V1.0 
大連毅信軟件有限公司 

101 連 DGY-2008-0247 
依利特 EC2006 カラースペクトル

データ処理システム V1.0 
大連依利特分析儀器有限公司 

102 連 DGY-2008-0248 
現代大連市急速公共交通（BRT）模

範工程費用徴収システム V1.0 
大連現代高技術発展有限公司 

103 連 DGY-2008-0249 菱科携帯電話通信モジュール用 大連菱科数据通信技術有限公司
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番号 登録番号 軟件製品名称 申請単位 

PPP 通信協議組込み式ソフト V1.0

104 連 DGY-2008-0250 
菱科 ENET-RP2 通信協議転換組込

み式ソフト V1.0 
大連菱科数据通信技術有限公司

105 連 DGY-2008-0251 
貝斯特船舶引航交通サービスシス

テム V4.0 
大連貝斯特電子有限公司 

106 連 DGY-2008-0252 
貝斯特船舶交通サービスシステム

V2.0 
大連貝斯特電子有限公司 

107 連 DGY-2008-0253 
貝斯特船舶デジタル化衝突事前警

報システム V2.0 
大連貝斯特航運技術有限公司 

108 連 DGY-2008-0254 
盛鴻リモート監視管理システム

1.0 
盛鴻軟件(大連)有限公司 

109 連 DGY-2008-0255 
集発科技コンテツ埠頭無線操作シ

ステム v1.0 
大連集発科技有限公司 

110 連 DGY-2008-0256 
賽奥林克顧客関係管理システム

V1.0 
大連賽奥林克信息系統有限公司

111 連 DGY-2008-0257 
賽奥林克 DWH 医薬管理システム

V1.0 
大連賽奥林克信息系統有限公司

112 連 DGY-2008-0258 
賽奥林克顧客関係管理システム

V1.1 
大連賽奥林克信息系統有限公司

 

2008 年大連市第六期軟件製品登録簿 

番号 登録番号 軟件製品名称 申請単位 

1 連 DGY-2008-0259 雪龍科稲草管理システム V1.0 雪龍科技発展(大連)有限公司 

2 連 DGY-2008-0260 雪龍科黒牛管理システム V2.2 雪龍科技発展(大連)有限公司 

3 連 DGY-2008-0261 

海大博文大連市安全生産監督管理

局安全培訓テスト管理システム

V1.0 

大連海大博文科技発展有限公司

4 連 DGY-2008-0262 
飛創パーム油異常貨物積み直しシ

ステム 1.0 
大連飛創信息技術有限公司 

5 連 DGY-2008-0263 
飛創交易強制差し押さえソフト

1.0 
大連飛創信息技術有限公司 

6 連 DGY-2008-0264 
藍海 IPTV ネットテレビシステム

V1.0 
大連藍海軟件開発有限公司 
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番号 登録番号 軟件製品名称 申請単位 

7 連 DGY-2008-0265 
創明管理会計システムモジュール

V1.0 
大連創明信息技術有限公司 

8 連 DGY-2008-0266 
創明 NICA.CAD 設計テストシステ

ム V1.0 
大連創明信息技術有限公司 

9 連 DGY-2008-0267 新思職員情報システム V1.0 大連新思軟件技術有限公司 

10 連 DGY-2008-0268 新思固定資産サブシステム V2.0 大連新思軟件技術有限公司 

11 連 DGY-2008-0269 東日信電子商談システム V2.0 大連東日信科技有限公司 

12 連 DGY-2008-0270 
希卡瑞自動車用点火プラグ生産シ

ステムのソフト V1.0 

希卡瑞(大連)軟件技術開発有限

公司 

13 連 DGY-2008-0271 
希卡瑞画像処理装置 BlueFinder

のソフト開発 V1.0 

希卡瑞(大連)軟件技術開発有限

公司 

14 連 DGY-2008-0272 
希卡瑞ボタン式充電用電池生産シ

ステムソフト開発 V1.0 

希卡瑞(大連)軟件技術開発有限

公司 

15 連 DGY-2008-0273 
希卡瑞ボルト・ピン差込位置修正

開発 V1.0 

希卡瑞(大連)軟件技術開発有限

公司 

16 連 DGY-2008-0274 

BWF 為替保証金取引システム

Ver2.0 

BWF 為替保証金取引システム 

恒叡軟件開発(大連)有限公司 

17 連 DGY-2008-0275 畢特科医療予約システム V1.0 大連畢特科信息技術有限公司 

18 連 DGY-2008-0276 
畢特科賃貸仲介サービス管理シス

テム（増強）V1.0 
大連畢特科信息技術有限公司 

19 連 DGY-2008-0277 
畢特科基金資産純価額システム報

告書サブシステム V1.0 
大連畢特科信息技術有限公司 

20 連 DGY-2008-0278 
畢特科共済年金システム WEB 版

（2）V1.0 
大連畢特科信息技術有限公司 

21 連 DGY-2008-0279 
畢特科仲介日報情報システム

V2.0 
大連畢特科信息技術有限公司 

22 連 DGY-2008-0280 
畢特科工場作業場製品統計軟件シ

ステム 4期 V1.0 
大連畢特科信息技術有限公司 

23 連 DGY-2008-0281 
新致 SEF08A エミュレータ開発シ

ステム V1.0 
大連新致軟件有限公司 

24 連 DGY-2008-0282 
毅信営業カスタマイズ管理システ

ム V1.0 
大連毅信軟件有限公司 
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番号 登録番号 軟件製品名称 申請単位 

25 連 DGY-2008-0283 毅信工程予算管理システム V1.1 大連毅信軟件有限公司 

26 連 DGY-2008-0284 

三維金税不動産開発企業納税リス

ク管理コントロールシステム

V1.0 

大連三維金税軟件開発有限公司

27 連 DGY-2008-0285 THS 出勤管理システム V1.0 通華科技(大連)有限公司 

28 連 DGY-2008-0286 
宇通カーダンパー取り卸し制御シ

ステム V1.0 
宇通控制系統(大連)有限公司 

29 連 DGY-2008-0287 宇通風力発電機制御ソフト V1.0 宇通控制系統(大連)有限公司 
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