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今 月 の 内 容 

PIPA 業務 PIPA 公示 

協会活動 2010 年星海“2010 星海セミナー・大連ネットワーク経済高級フォ

ーラム”円満終了 

業界情報 大連市工業と情報化業務会議 

     2010 年 1－11 月ソフトウェア業経済運用状況 

     遼寧省ソフトウェア産業協会第三次会員大会即ち理事会選挙大会

が瀋陽で開催 

双軟認定 2010 年度ソフトウェア企業年度審査の開始についての通知 

2010 年大連市第十期軟件製品登録についての公告 

2010 年大連市第十期軟件企業登録についての公告 
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大連市工業と情報化業務会議 

1 月 5 日、大連市委員会・大連市政府は工業経済と情報化業務会議が開かれ

た。“十一五”期間（第 11 次五ヵ年計画）全市の工業と情報化建設状況の表彰

まとめを行い、これからの業務展開について報告を行った。 

 会議では、規模上企業（全ての国営企業及び売上高 500 万元以上の民営企業）

の工業総生産額は 8000 億元を超え、8100 億元に達し、同年比 30％増加の予測

が出ている。ソフトウェア及び情報サービス業売上高は 535 億元、32・8％増

加。2010 年は“三つのネット融合”（電子網・放送網・インタネットの融合を

指す）及び次世代モバイル通信技術開発と産業化において重大突破を果たした。

環宇移動の開発した高可信ネット業務管理制御システムも導入された。天維科

技の開発研究した国内でもハイレベルのデジタルハイビジョン端末放送シス

テムも中国ネットテレビ局に成功導入された。華暢通信は国内外の移動通信分

野において核心ソフトウェアを提供する企業となった。また、大連は国家初の

“三つのネット融合”モデル都市に選ばれた。用友装備製造業情報化研究開発

基地も大連で設立。自動車・服装など十の情報化応用プロットフォームが立ち

上がった。国際農作物製品デジタル交易センターが開催。・BtoC 無線ネットプ

ラットフォーム等市場見込みのある社会情報化建設プロジェクトもスタート

を切った。医療衛生・教育・社会保険などの分野では、主に社会情報化を促進

するプロジェクトを推進した。大連市は“中国都市情報化発展進歩賞”と“中

国都市情報化ベスト十”を獲得した。“十二五”期間はデジタル情報及びソフ

トウェアと情報サービス業を中心とし、ＩＣハイレベル設計と製造設備・新型

ディスプレイ機器・ハイレベルを大々的に発展し、インタネット基礎ソフトウ

ェア・組込式ソフトウェアと情報安全ソフトウェアの開発と応用を支持する。

次世代Ｅコーマス及び農村・医療衛生・教育・社会保険等分野での応用、モデ

ルプロジェクトを促進する。 

また、会議では、11 の百億ニューパイオニア企業を表彰した。 
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2010 年星海“2010 星海セミナー・大連ネットワーク経済高級フォーラム”円

満終了 

12 月 22 日、大連ソフトウェア産業協会主催、五甲万京信息産業集団実施の

“2010 年星海セミナー・大連ネットワーク経済高級フォーラム”が円満終了

した。当セミナーのテーマは“産業発展・標準先行”で、百余の大連のインタ

ネット企業の代表が会議に参加した。 

 まず、会議では専門家が『ＨＰＰ編成規範』と『ネット商品交易プラットフ

ォームサービス管理規範』を紹介した。ＰＨＰ言語はここ数年発展の早いＷＥ

Ｂ開発言語の一つであり、全世界の 2000 万以上のサイトで使用されている。

応用の普及につれ、コード編成も多様化し、プロジェクトの二次開発と保守に

困難をもたらしている。『ＰＨＰ編成規範』の公布は、わが市のインタネット

企業がＷＥＢプロジェクト開発でＰＨＰ言語使用において参考の基準を提供

した。『ネット商品交易プラットフォームサービス管理規範』はわが市初のＥ

コーマス向けの業界規範である。ネット商品交易プラットフォームの経営者・

ネット商品経営者の資質と経営などに対して具体要求事項を示した。今現在流

行っている集団購入・秒殺などのサイトの運営方法に対しても要求事項を示し

た。また、会議の主催側はインタネット企業が関心を持つ融資・市場拡大・地

方団体購入サイトなどをテーマに講演者を招いた。 

 

 

省ソフトウェア産業協会第三回会員大会即ち理事会選挙大会が瀋陽で開催 

2010 年 12 月 27 日午後、遼寧省ソフトウェア産業協会第三回会員代表大会

即ち理事会選挙大会が瀋陽ホテルで開かれた。152 名の会員代表が会議に参加

し、会議は遼寧省経済と情報化委員会ソフトウェアサービス業処呂翀南処長

が司会を行い、中国ソフトウェア産業協会陳沖理事長・遼寧省経済と情報化委

員会孟継民副主任・遼寧省民政庁民間組織管理局谷正賢副局長が会議に参加し

挨拶をした。 

 今回の選挙により新しい理事会が構成された。于春剛と李倩が遼寧省ソフ
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トウェア産業協会理事長と秘書長に選ばれた。大連の 19 の企業が理事会のメ

ンバーに選ばれた。 

理事長： 

大連ソフトウェア産業協会         孫 鵬 

大連華信計算機技術有限公司        劉 軍 

大連軟件園股分有限公司          高 炜 

大連百易軟件有限公司           李遠明 

大連環宇陽光有限公司           贾安合 

常務理事： 

大連現代高技術発展公司          罗 寧 

大連億達信息技術有限公司         鄭時雨 

大連奥遠電子有限公司           胡建峰 

大連口岸物流科技有限公司         袁 敏 

大連運邦科技発展有限公司         王衛東 

理事： 

大連誠高電子有限公司           張 艶 

大連遠東計算機技術有限公司        呉東亮 

海輝軟件（大連）有限公司         洪 濤 

川崎重工（大連）科技発展有限公司     郭玉文 

中 焦耐自動化有限公司 王常海 

花旗数据処理（上海）有限公司大連分公司  李遠剛 

益徳穿 科技（大連）有限公司       郝雲山 

大連理工大学軟件学院           郭 禾 

大連交通大学軟件学院           黄 明 
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2010 年 1－11 月ソフトウェア業経済運用状況 

2010 年 1－11 月、わが国ソフトウェア産業は迅速成長を保ち、情報サービ

スと設計開発の収入は全体に占める割合が高く、東西地域の発展状況に差異が

見られる。下記のような特徴を持つ： 

一、全体成長はうなぎのぼり、11 月時点では引き続き上昇傾向 

二、情報技術サービスの成長は早く、設計開発の占める割合は増加しつつ 

三、東地域の回復は早く、中部地域の発展は遅い 

四、ソフトウェア輸出の伸びは緩み、アウトソーシングサービスは順調に発展 

五、中心都市の伸びは全国水準より高く、全体は緩やかな成長を保っている、 

更なる詳細情報は大連ソフトウェア産業協会のサイトを参考のこと：

www.dlsia.org.cn 

 

2010 年 1－11 月計画外都市ソフトウェア産業主要経済指標完成状況 

2010 年 1-11 月计划单列市软件产业主要经济指标完成情况（一） 

单位:万元

软件业务收入 软件产品收入 系统集成和支持服务收入
单位名称 企业个数 

本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减%

合计 2900 26506965 29.0 11004392 18.8 3658110 41.3 

大连市 390 4436631 29.3 1932312 32 410694 29.3

宁波市 462 831987 36 102246 35.4 163890 38.9

厦门市 569 2259894 35.7 665942 30 505290 59

青岛市 191 1885784 85.3 107962 24.1 397885 102.5

深圳市 1288 17092669 23.7 8195930 15 2180352 33

 

2010 年 1-11 月计划单列市软件产业主要经济指标完成情况（二） 

单位:万元

信息技术咨询和管理服务收入 信息技术增值服务收入 嵌入式系统软件收入  设计开发收入 
单位名称 

本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减%

合计 1799262 37.5 2265421 36.0 7273343 36.8 506437 26.3 

大连市 758625 28.6 645000 29 475800 22 214200 26
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宁波市 25089   125423 17 386456 33.1 28883 39.3

厦门市 439394 31.3 206773 19.9 374867 39 67628 16.1

青岛市 251098 141.7 282837 151.7 814773 62.7 31228 83

深圳市 325055 16 1005387 30 5221448 35 164498 22

 

 

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 12 号] 

事業単位名称：英極軟件開発（大連）有限公司 

受理番号：PIPA12（10） 

審査員長：郭玉梅 

資料審査通過時期：2010 年 11 月 19 日 

現場審査通過時期：2010 年 12 月 15 日 

公示期限：2010 年 12 月 16 日から 2010 年 12 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 13 号] 

事業単位名称：大連億科信息技術有限公司 

受理番号：PIPA14（10） 

審査員長：孫毅 

資料審査通過時期：2010 年 11 月 26 日 

現場審査通過時期：2010 年 12 月 27 日 
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公示期限：2010 年 12 月 27 日から 2011 年 01 月 10 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 01 号] 

事業単位名称：大連東軟商業流程諮詢服務有限公司 

受理番号：PIPA15（10） 

審査員長：郎慶斌 

資料審査通過時期：2010 年 12 月 22 日 

現場審査通過時期：2011 年 01 月 06 日 

公示期限：2011 年 01 月 06 日から 2011 年 01 月 20 日まで 

 

 

2009 年度軟件企業年度審査業務についての通知 

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。2009 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 

 2009年度審査に合格したソフトウェア企業及び2010年度に新しくソフト

ウェア企業に認定された事業者 

三、 年度審査の申請材料 

1、 軟件企業年度審査申請表一式二部、公印及び財務印（申請表は大

連ソフトウェア産業協会サイトー双軟認定―申請材料にてダウン
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ロード） 

2、 軟件企業三つの指標の審査検証報告書一部 

3、 審査検証報告で使用した資料五種類（収入明細表・研究開発費用

明細表・ソフトウェア企業年度審査財務審査検証声明書・資産財

務表・損益表） 

4、 ソフトウェア企業認定証書 

5、 『軟件企業認定証書年度審査記録本』（2010 年認定を受けた企業意

外） 

四、 申請日時 

 2010 年度ソフトウェア企業年度審査は以下の三つの時期に受け付ける。

規定日時に大連ソフトウェア産業協会へ申請。 

2 月 21 日―25 日 3 月 21 日―25 日 4 月 6 日―8日 

五、 年度審査費用及び証書 

 年度審査費用は 200 元、申請する際に徴収する。定期的にソフトウェア

産業協会のサイトにて年度審査の公告をし、601 号室で直接証書を受領する。 

六、 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：2011 年 3 月 31 日 

年度審査材提出料締切日：2011 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 2011 年 2 月 28 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 


