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大連ソフトウェア産業会報 
大連ソフトウェア産業協会事務室編集                2010．12 

 

 

今 月 の 内 容 

協会通知 一部企業の入会に関する通知 

     “2010 星海セミナー・大連ネットワーク経済高級フォーラム”開

催の通知 

     企業所得税年度計算の研修について 

“中国アジャイルソフトウェア開発聯盟の成立発表会”について

の通知 

PIPA 業務 PIPA 公示 

標 準 化 ネットワーク商品交易プラットフォームサービス管理規範の正式

公布 

協会活動 ソフトウェア正規版座談会の開催について 

2010 大連市“愛丁数馬杯”情報処理技能大会円満終了 

双軟認定 2010 年大連市第八期軟件企業登録についての公告（日訳無） 

2010 年大連市第八期軟件製品登録についての公告 

2010 年大連市第九期軟件企業登録についての公告 

2010 年大連市第九期軟件製品登録についての公告 

           

住所：大連市西崗区勝利路 38 号華信大厦 520 室    郵便：116011 

事務所：83643362，83655207    PIPA 事務室：83655187 

双軟認証：83638411，83655187   資質認証：83655207    FAX:83643362 

E-mail:dsia@dsia.org.cn HP：www.dlsia.org.cn PIPA：www.pipa.gov.cn/ 
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一部企業の入会に関する通知 

大軟協［2010］016 号 

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。 

捷骅（大連）数碼科技有限公司 

大連意絵科技有限公司 

大連華厦外企服務有限公司 

大連信業達職業培訓学校 

大連新啓適培訓学校 

大連泰徳人材港有限公司 

大連鯉想科技有限公司 

大連佳慶軟件有限公司 

 

大連ソフトウェア産業協会 

2010 年 12 月 

 

 

ネットワーク商品交易プラットフォームサービス管理規範の正式公布 

 

 近年、わが国の電子商取引市場の発展は凄まじく、今年 6月末付けで、中国

電子商品市場の取引額は 2.25 万億元に達している。そのうち、B2B 取引額は

2.05 億元。B2B と C2C ネット購買取引額は 2000 億元。2011 年の B2B 取引額は

3.85 万億に達する見込みで、ネット購買取引額は 4300 億と見込み。わが国の

電子商取引サイトの数も増加する一方で、2010 年電子商取引サイトは 2.3 万

に上り、個人店舗の数は 1300 万、企業営業売上高は 200 億に達する見込み。

電子商取引市場の規模の拡大につれ、法律法規・業界標準の不完全により、ネ

ットショッピングへのクレーム及び法律案件などが増えている。わが市の電子

商取引業界の更なる発展のため、大連天眼網絡有限公司の提案により、協会は

関連専門家を集め、我が市初の電子商務市場の業界標準『ネット商品取引プラ

ットフォームサービス管理規範』を一年かけて作成した。当規格ではネット商

品取引プラットフォーム運営の資質・責任・義務及び構築すべき管理制度など

の内容が盛り込まれている。ネット商品経営者の資質への審査、日常交易管理

制度などに関しても規定している。規格は述語・定義・要求・基本原則・プラ

ットフォーム運営管理・ネット商品交易プラットフォーム管理・プラットフォ

ーム緊急事態管理・ネット商品経理者管理・ネット商品交易管理など十五の部

分から構成されている。 
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“2010 星海セミナー・大連ネットワーク経済高級フォーラム”開催の通知 

 

一、 目的 

 大連ネットワーク産業の発展速度は快速で、大連市高新園区のデータによる

と2009年、120社余のネットワーク企業の売上高は60億元に達し、同期比80％

以上伸びている。このような状況の下、2009 年 12 月、大連ソフトウェア産業

協会は第一回目の星海フォーラム大連ネットワーク経済高級フォーラムを開

催し、その際業界の幅広い反響と積極的参加があった。去年の成功開催のもと、

2010 年度のフォーラムを開催することとなった。大連のネットワークサービ

ス業界の企業の産業発展を支援することができる。 

二、 主催単位 

 大連ソフトウェア産業協会 

三、 実施単位 

 大連ソフトウェア産業協会ネットワーク情報サービス分科会 

 五甲万京信息産業集団 

四、 時間と場所 

 時間：2010 年 12 月 22 日 13：00～16：30 

 場所：大連市西崗区勝利路 38 号華信ビル 310 室 

五、 注目点 

• 2010 年度のフォーラムは大連ネットワーク業界の有識者の産業発展の盛

会となる。 

• 政府の関連責任者を招聘し、産業発展の新政策の紹介を行う 

• 『PHP 編成規範』と『ネット商品交易プラットフォーム管理規範』の公

布 

六、 流れ 

1、ネット企業支援政策の公布 

2、大連市ネットワーク産業公共サービスプラットフォームの紹介 

3、大連ソフトウェア産業標準『PHP 編成規範』、『ネット商品交易プラット

フォーム管理規範』の公布 

4、地方ネット団地運営と発展 

5、グリーン経済と産業発展 

6、地方団体購入サイトの発展 

7、ネットワーク創業タイプ企業の融資の心得 

七、連絡方法 

 担当：牟楠 

 電話：0411-83655181 

 メール：mun@dsia.org.cn 

詳細内容は協会サイト www.dlsia.org.cn を参照のこと 
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企業所得税年度計算についての研修 

 

 年度総括期に正確に企業の所得税状況を把握できるか。財務担当はどのよう

にしたら税務表の税務リスクを回避することができるか。2010 年の数多くの

税務政策をどのようにしたら正確に理解できるか。2010 年 12 月 17 日、大連

建元税務師事務所と大連ソフトウェア産業協会は“2010 年企業所得税年度計

算についての研修”を開催する。協会への長年の支持と信頼への感謝により研

修費用は無料。 

一、研修内容 

• 2010 年企業所得税新しく公布した法規及び詳細説明 

• 2010 年所得税徴収要求と注意事項 

• 増値税・営業税政策分析と実務応用 

二、連絡方法 

 担当：崔暁宇 電話：0411－84543357 メール：jianyuantax@163.com 

三、日時 

 2010 年 12 月 17 日午後 13：10－16：30 

場所：大連市沙河口会展路 18 号（海星会展センター一期 2 階 1 号会議

室） 

四、注意 

会議資料：50 元。（自由購買） 

詳細内容は協会のサイト www.dlsia.org.cn を参照のこと 

 

 

“中国アジャイルソフトウェア開発聯盟の成立発表会”についての通知 

 

アジャイル技術の応用と発展の更なる促進のため、アジャイル技術の地元で

のより良い実践のため、研究開発の推進及び中国ソフトウェア産業の発展に貢

献するため、中国ソフトウェア産業協会システムとソフトウェアプロセス改善

分会会の提案により、北京ソフトウェア産業協会・上海ソフトウェア産業協

会・広東ソフトウェア産業協会・大連ソフトウェア産業協会・天津ソフトウェ

ア産業協会・成都ソフトウェア産業協会が共同発起、華為・中国モバイル・Ｉ

ＢＭ・ThoughWorks、Microsoft、Neusot、中興等国内外アジャイル実践企業が

共同で、“中国アジャイルソフトウェア開発聯盟”を創立することになった。

2010 年 12 月 10 日北京で“中国アジャイルソフトウェア開発聯盟設立発表会

―第一回会員代表大会”を開催する。貴社代表が会議に参加するよう招待いた

します。会議内容は下記の通り： 

 連絡先：尹宏 

 電話：0411-83643362 

 メール：yinh@dsia.org.cn 

 会議時間：2010 年 12 月 10 日 

 会議場所：北京京儀大酒店（北京海淀区大鐘東路 9号） 

詳細内容は協会サイト www.dlsia.org.cn を参照のこと 
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ソフトウェア正規版座談会の開催について 

 協会 IT 職業教育分科会からの情報によると、ソフトウェア使用で、一部の

ソフトウェア業者から弁護士状が届いている。会員は協会に対して知的財産保

護への解決策を求めてきた。この事態に対して、協会 IT 職業教育分科会は 11

月 12 日に“ソフトウェア正規版座談会”を開いた。会議では大連市出版権保

護協会会長李東平氏を招聘し、講義を行った。20 名余の IT 学校の代表者が会

議に参加した。講座は知的財産の基本概念・特徴・著作人権利・法律法規・著

作権保護対象、ソフトウェア権利侵害行為及び企業権利侵害リスクなどについ

て詳細説明を行った。座談会の交流段階では、李会長は教育機構がよく出遭う

海賊版ソフトウェア問題に対して説明を行った。会議に参加した学校代表は、

今回の交流を通して出版権保護の関連知識を知ることができ、学校で出遭った

知的財産権法律問題の解決方法を知ることができた。教会は交流の場を提供し、

問題解決のよりどころとなったと話した。 

 

 

2010 大連市“愛丁数馬杯”情報処理技能大会円満終了 

 大連教育局・大連ソフトウェア産業協会は共同主催する“2010 大連市”愛

丁数馬杯“情報処理技能大会”は円満終了した。大会は予選、決戦に分けられ、

予選であるデータ入力職業技能レベルテストは11月 10日、11日に行われた。

大連の商業学校・経済貿易学校・電子学校・計算機学校・通才専門学校・現代

技術専門学校・瓦房店職業センター・開発区職業教育センター・旅行専門学校・

遼寧市師範専門学校など十数の学校の 2284 人が大会に参加した。そのうち、

五筆中文入力 1598 人、日文入力 686 人、大会の主催側より審査員を各学校の

テスト審査に送り出した。決戦は 12 月 1 日に大連女子専門学校で行われた。

10 の学校の 900 名の選手が決戦に参加し、五筆中文入力・日文入力・英文聞

き取り入力、伝票入力の四つの項目に分かれて行われた。また、青島・寧波か

らの専門学校の代表が決戦の見学を行った。 

 今回の大会は主催側の努力の元、四つの注目点を示すことができた、一つ、

協会が初めて主催単位として今回の大会に参加し、協会の参加により専門学校

とデータ入力企業間で交流の場を構築した。二つ、大会では『IT 職業技能標

準、第 2 部分 職業技能標準・データ処理（日文データ処理）』を成績判断の

基準となった。当規格はデータ入力企業の提案により、協会が人員を集め編成

したものである。当規格は中国初のデータ処理分野の地方業界規格である。三

つ、試験問題はわが市のデータ入力企業が実際業務上使用しているものから抜

き出されたもの。実際の業務現場の業務内容により、参加者の業務処理能力を

試すことができ、就職競争力も高められる。四つ、大会の後、企業は選手と就

職意向契約を結ぶ。選手の能力を披露する舞台となると同時に、企業の人材選

抜にも良い場を提供できた。 
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PIPA 公示 

 《大連ソフトウェア情報サービス産業個人情報保護管理方法》に基づき、大

連ソフトウェア産業協会個人情報保護評価機構は大連創業園軟件股分有限公

司が提出した PIPA の申請に対して評価を行い、審査に通過したことを、ここ

に公示します。この事業単位の個人情報保護に関して意見、質問などをお持ち

の方は、公示期間内に PIPA 事務室までご連絡ください。 

[PIPA2010 第 09 号] 

事業単位名称：大連創業園軟件股分有限公司 

受理番号：PIPA10（10） 

審査員長：曹剣 

資料審査通過時期：2010 年 11 月 01 日 

現場審査通過時期：2010 年 11 月 15 日 

公示期限：2010 年 11 月 16 日から 2010 年 11 月 30 日まで 

 

《大連ソフトウェア情報サービス産業個人情報保護管理方法》に基づき、大

連ソフトウェア産業協会個人情報保護評価機構は欧楽科技（大連）有限公司が

提出した PIPA の申請に対して評価を行い、審査に通過したことを、ここに公

示します。この事業単位の個人情報保護に関して意見、質問などをお持ちの方

は、公示期間内に PIPA 事務室までご連絡ください。 

[PIPA2010 第 10 号] 

事業単位名称：欧楽科技（大連）有限公司 

受理番号：PIPA08（10） 

審査員長：呂蕾蕾 

資料審査通過時期：2010 年 10 月 15 日 

現場審査通過時期：2010 年 11 月 16 日 

公示期限：2010 年 11 月 17 日から 2010 年 12 月 01 日まで 

 

《大連ソフトウェア情報サービス産業個人情報保護管理方法》に基づき、大

連ソフトウェア産業協会個人情報保護評価機構は黒龍江省中錫慧科技有限公

司が提出した PIPA の申請に対して評価を行い、審査に通過したことを、ここ

に公示します。この事業単位の個人情報保護に関して意見、質問などをお持ち

の方は、公示期間内に PIPA 事務室までご連絡ください。 

[PIPA2010 第 11 号] 

事業単位名称：黒龍江省中錫慧科技有限公司 

受理番号：PIPA11（10） 

審査員長：郎慶斌 

資料審査通過時期：2010 年 11 月 15 日 

現場審査通過時期：2010 年 11 月 25 日 

公示期限：2010 年 11 月 25 日から 2010 年 12 月 09 日まで 
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会員情報 

 

 泰徳人材港は 2010 年大連 HR クラブ年会を 11 月 20 日に開催した。大連ＩＴ

産業・製造業・不動産など 300 社のＨＲが今回の年会に参加した。泰徳人材港

より発起した大連ＨＲクラブは成立してから一年が経ち、発展スピードは速く、

既に 700 社の異なる業界の企業がクラブに参加している。 

  

 多奥科技（大連）有限公司主催の“ソフトウェア産業低炭素・節約・高効率

管理フォーラム”は 11 月 11 日に円満終了した。フォーラムでは技術専門家は

ＩＴ仮想化の節約の状況、サーバ仮想化ソリューションとデスクトップ仮想化

ソリューションを紹介し、また、実例を通して、制御で仮想化の管理を行うこ

とを紹介した。企業の管理コスト削減に繋がる。 

 

大連天楽科技発展有限公司が運営している楽天サイトは設立三周年の“三年の

感情・夢と共に羽ばたく”のイベントを行った。ネットユーザが自ら手がけた

出し物を披露した。楽天サイトは都市の一般市民の生活にあった専門性のある

総合的なポータルサイトを構築することが旨で、登録会員は 9万人に達し、ク

リック率は一日 7万回。 

 

 海輝集団は 2010 年第三期の経営業績を発表した。経営収益は 2009 年同期比

125.1％伸びた。2010 年第三期純利益は 3890 万億元、同期比 70.8％；2010 年

第三期売上高総利益率は 37.3％；2010 年第三期経営収益は 490 万億元、同期

比 125.1％；2010 年第三期一株に付き米ＤＲ収益は 0.16 ドル。 

 

 遼寧省数字証書人認証センター大連登録センターは先日設立された。わが市

の社会保険・政務・教育・衛生など公共サービス業務及び政府部門の共同作業

の電子認証サービスを行う。わが市の情報化建設、基礎ネットワーク信頼体系

のために良い基礎を築き、わが市の情報セキュリティ産業の全面的健全発展の

促進になる。政府・企業及び個人にしても、“ネット身分証明書”を持つこと

で、暗号化を実現することができ、ネット上の情報に対して暗号をかけ、デジ

タルサインとデジタル認証を使用することで、ネット上の情報の安全性、完全

性及び取引先の身分の真実性を保証することができる。 

                                     

大連ソフトウェア産業協会の 2011 年のカレンダーが完成いたしました。会

員単位の皆様 12 月 20 日以降協会の事務室（勝利路 38 号信息ビル 520 室）よ

りお取り願います。数量限定ですので、お早めにお取り願います。 

 連絡先：0411-83655207 836555181 

                                    

 


