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Basic Profile
氏名

ジョビラ ジョセフ

Full name

Jobira Joseph

生年月日

Oct 20, 1980

Birthday

Oct 20, 1980

性別

男性

sex

male

国籍

アメリカ合衆国

Country of
Citizenship

United States of America

住所

東京都, 千代田区, 千代田, xxx

Street address

Tokyo, Chiyoda-ku, Chiyoda,
xxx

住所履歴

東京都, 中央区, 銀座, xxx
2015 - 2017
東京都, 港区, 六本木, xxx
2012 - 2015
香港
2009 - 2012

Address History

Tokyo, Chuo-ku, Ginza, xxx
2015 - 2017
Tokyo, Minato-ku, Roppongi,
xxx
2012 - 2015
Hong Kong
2009 - 2012

家族

配偶者 Miki Jovila (日本人)

family

Spouse Miki Jovila (Japanese)

ソーシャル A/C

LinkeIn
Facebook
Twittrr

Social A / C

LinkeIn
Facebook
Twittrr

学歴

1998 - 2002
University of Phoenix
Degree Name Bachelor Field Of
Study Economics
2007 - 2009
MBA Field Of Study Business
Administration, Management and
Operations

Academic
background

1998 - 2002
University of Phoenix
Degree Name Bachelor Field
Of Study Economics
2007 - 2009
MBA Field Of Study Business
Administration, Management
and Operations

職歴

2015 - 2019
CDO at XYZ Holdings, Inc.
2012 - 2015
PCX, Inc.
2009 - 2012
PPO, Inc.

Work experience

2015 - 2019
CDO at XYZ Holdings, Inc.
2012 - 2015
PCX, Inc.
2009 - 2012
PPO, Inc.

職業資格

U.S. CPA (Certified Public
Accountant) Cert,

Vocational
qualification

U.S. CPA (Certified Public
Accountant) Cert,

写真

Photo

Identity Check (Residence Certificate)
世帯主

Joseph Jovila

Head of household

Joseph Jovila

住所

東京都, 中央区, 銀座, xxxx

Street address

Tokyo, Chuo-ku, Ginza, xxxx

氏名

Joseph Jovila

Full name

Joseph Jovila

通称

Yamada Joseph

Alias

Yamada Joseph

性別

男性

sex

male

続柄

世帯主

Relationship

Head of household

国籍

アメリカ合衆国

Country of Citizenship

United States of America

VISA

入管法第40条45に規定する
区分
中長期滞在者

VISA

Classification as defined in the
Immigration Control Act Article 40
45
Medium- and long-term residents

在留資格

特定活動

Status of residence

Specific activities

在留期間等

6か月

Period of stay, etc.

6 months

在留期間の満了
日

2019年, 12月20日

Expiration date of the
period of stay

2019, December 20

住民となった日

2018年3月7日 ＊中央区の住 The day became
民
residents

前住所

神奈川県, 横浜市, 神奈川区,
片倉, １丁目１９番地
2018年3月7 転入

Before Address

Kanagawa Prefecture,
Yokohama-shi, Kanagawa-ku,
KATAKURA, address 1-chome 19
2018 March 7 move in

転出先

韓国
2019年10月10日 転出

Transference
destination

Korea
October 10, 2019 moving out

2018 March 7 days * Chuo residents

Education Verification
Graduation certificate

卒業証明書

学校

大阪電気通信大学

school

Osaka Electro-Communication
University

証明書番号

xxxxxx

Certificate number

xxxxxx

取得日

20xx 4月xx

Date of acquisition

20xx 4 May xx

確認担当者

情報源: 教務部のMs. xxx（電 Check the person in
話 06-xxx-xxx）
charge
電話と電子メールによる取材
で、この証明書が真正である
ことが確認された。

Source: Academic Affairs section of Ms.
xxx (telephone 06-xxx-xxx)
In an interview by telephone and e-mail,
it was confirmed that this certificate is
authentic.

学生番号

xxxxxx

student number

xxxxxx

氏名

ジョビラ ジョセフ

Full name

Jobira Joseph

生年月日

19xx 8/1

Birthday

19xx 8/1

学部

工学部

Undergraduate

Faculty of Engineering

学科

電気工学科

Department

Department of Electrical Engineering

入学年月日

20xx 4/1

Admission date

20xx 4/1

卒業年月日

20xx 3/24

Graduation date

20xx 3/24

学位

工学士

degree

Dipl.-Ing

Employment History
勤務先

BOF ジャパン
東京都, 千代田区, 千代
田, xxxx
電話 03-xxxx-xxxx

Place of employment

BOF Japan
Tokyo, Chiyoda-ku, Chiyoda,
xxxx
Phone 03-xxxx-xxxx

在籍期間

20xx xx - 20xx xx

Enrollment period

20xx xx - 20xx xx

勤怠

彼は、20xx年6月に、精神 Attendance
障害を患った。それ以
降、約2年間、彼は、労災
保険の休業補償を受けて
いた。

He is, in 20xx June, was
suffering from a mental
disorder. Since then, about two
years, he had received a leave
compensation of workers'
compensation insurance.

評価

彼の発言から、彼は、高 Evaluation
い勤務意欲を持っている
ように見えた。しかし、
彼の発言と行動に差異が
あった。彼は、入社後6ヶ
月目位から、しばしば欠
勤するようになった。ま
た、彼は、管理職の社員
の指示に反抗した。その
後、彼は無断欠勤するよ
うになった。しばらくし
て、彼は、精神障害を
患ったと当社へ連絡し、
労災保険の適用手続きを
始めた。結果的に、その
後、彼は約2年間、休職し
ていた。その間、彼は労
災保険の休業補償を受け
ていた。

From his remarks, he seemed
to have a high work motivation.
However, there was a
difference in his remarks and
behavior. He is, from 6 months
position after joining, and often
come to absenteeism. In
addition, he has rebelled
against the instructions of the
management of employees.
After that, he came to
absenteeism. After a while, he
is, to contact us and was
suffering from a mental
disorder, he began the
application procedure of
workers' compensation
insurance. As a result, then, he
is about two years, was leave.
Meanwhile, he had received a
leave compensation of
workers' compensation
insurance.

退職理由

退職勧奨

Retirement reasons

Retirement encouragement

勤務先

JAG ジャパン
東京都, 千代田区, 千代
田, xxxx
電話 03-xxxx-xxxx

Place of employment

JAG Japan
Tokyo, Chiyoda-ku, Chiyoda,
xxxx
Phone 03-xxxx-xxxx

在籍期間

20xx xx - 20xx xx

Enrollment period

20xx xx - 20xx xx

勤怠

彼は非常に他界勤務意欲
を持っていた。彼は強い
責任感を持っていた。

Attendance

He had a very passed away
work motivation. He had a
strong sense of responsibility.

評価

彼の貢献により、会社の
営業成績が前年より20％
増加した。彼が、営業
チームの連携を強化させ
た。具体的には、彼が以
下の施策を行った；チー
ムのミーティングの質の
向上、情報の共有の強
化。

Evaluation

By his contribution, operating
results of the company has
increased by 20 percent over
the previous year. He was
allowed to strengthen the
cooperation of the sales team.
Specifically, he went the
following measures; improving
the quality of team meetings,
strengthen the sharing of
information.

退職理由

自己都合退職

Retirement reasons

Voluntary retirement

勤務先

PXB ジャパン
東京都, 千代田区, 千代
田, xxxx
電話 03-xxxx-xxxx

Place of employment

PXB Japan
Tokyo, Chiyoda-ku, Chiyoda,
xxxx
Phone 03-xxxx-xxxx

在籍期間

20xx xx - 20xx xx

Enrollment period

20xx xx - 20xx xx

勤怠

彼は平均的な勤務意欲を
持っていた。
チームの中で、彼は、強
い責任感を持たない。彼
は受けた指示を実行す
る。しかし、彼は、積極
的にリーダーシップを発
揮するタイプではない。

Attendance

He had an average work
motivation.
In the team, he does not have
a strong sense of
responsibility. He executes the
instructions received.
However, he is not the type to
exhibit aggressive leadership.

評価

彼の新しい事の学習能力
は平均的なレベルであっ
た。彼は、優れた英語の
スピーキング能力を持っ
ていた。しかし、彼のラ
イティング能力は、ビジ
ネスレベルを下回ってい
た。

Evaluation

His new things of learning
ability was average level. He
had an excellent English
speaking ability. However, his
writing ability, was below the
business level.

退職理由

契約期間満了

Retirement reasons

Contract expiration

Media Search
Media Search

メディアサーチ

Subjects

対象者

山田 太郎

概要

調査対象の名前、既知の商標名 Summary
およびそれらの派生語を使用し
て、集中的なオンラインメディ
アおよびデータベースチェック
が実施されました。チェックは
英語と日本語で行われ、調査対
象は、（●低い、中程度、高い）
メディア知名度を持っているこ
とが確認されました。
以下、否定的な記事と肯定的な
記事のいくつかを記載します。

Yamada Taro
An intensive online media and database
check was conducted using the subject's
name, known trade names and derivations
of them. Checks were conducted in English
and Japanese and identified that the
subject has a (●low, medium, high）media
profile.
Below is a list of some of negative and
positive articles.

Positive article

肯定的記事
タイトル

株式会社xxxのウエブサイト

title

Web site of the Corporation xxx

ソース

https://www.xxxxxxxxx.com

Source

https://www.xxxxxxxxx.com

日付

20xx 5/1

date

20xx 5/1

参照

彼がCEOとして掲載されてい
る。

reference

He has been posted as CEO.

タイトル

航空宇宙工業会

title

Aerospace Industries Association

ソース

https://www.xxxxxxxxx.com

Source

https://www.xxxxxxxxx.com

日付

20xx 5/1

date

20xx 5/1

参照

20xx 3/2、航空宇宙工業会で、彼 reference
が講演者の一人として選ばれ
た。

タイトル

戦略防衛研究会

title

Strategic Defense Study Group

ソース

https://www.xxxxxxxxx.com

Source

https://www.xxxxxxxxx.com

日付

20xx 5/1

date

20xx 5/1

参照

20xx 10/1、彼は戦略防衛研究会
の理事長に就任した。

reference

20xx 10/1, he was appointed Chairman of
the Strategic Defense Study Group.

20xx 3/2, in the aerospace Industry
Association, he was chosen as one of the
speakers.

Negative article

否定的記事
タイトル

談合容疑で関係者5名逮捕
産経ニュース

title

Parties five people arrested on suspicion of
bid-rigging
Sankei News

ソース

https://www.xxxxxxxxx.com

Source

https://www.xxxxxxxxx.com

日付

20xx 5/1

date

20xx 5/1

参照

対象者を含む関係者5名が談合容 reference
疑で逮捕された。彼は罪状を否
認した。

タイトル

航空防衛業界を取り巻く不透明
な政治癒着
日経ニュース

title

Opaque political adhesions surrounding
the air defense industry
Nikkei News

ソース

https://www.xxxxxxxxx.com

Source

https://www.xxxxxxxxx.com

日付

20xx 5/1

date

20xx 5/1

Parties five members, including the subject
has been arrested on suspicion of rigging.
He denied the charges.

参照

この記事は対象者が逮捕された reference
事件を言及している。また、こ
の記事は、対象者がxxxへ天下り
した問題も記載している。

This article mentions the incident in which
subjects were arrested. In addition, this
article describes the issues that the subject
has parachute to xxx.

タイトル

元防衛省の官僚、セクハラ訴訟
スキャンダルオンライン

title

Bureaucracy of the former Ministry of
Defense, sexual harassment lawsuit
Scandal online

ソース

https://www.xxxxxxxxx.com

Source

https://www.xxxxxxxxx.com

日付

20xx 5/1

date

20xx 5/1

参照

ジャーナリストの女性が、対象
者からセクハラを受けと主張し
ている。また、彼が女性と食事
をした際、彼が公金を横領した
可能性がある。

reference

Women journalists have claimed to receive
a sexual harassment from a subject. Also,
when he had dinner with a woman, there is
a possibility that he embezzled public
money.

Source Interviews
日付

20xx 5月15

date

20xx 5 May 15

ソース

KOO Japan, Inc.
電話 035-xxx-xxxx
人事部 課長 小林（男性）

Source

KOO Japan, Inc.
Telephone 035-xxx-xxxx
Human Resources Department chief
Kobayashi (Male)

コメント ターゲットは、20xx年4月から20xx年3月ま comment The target, he worked from 20xx April to
で勤務していました。
20xx years March.
彼は、WEBデザインのエンジニアとして当
He was a member of the Company as an
社に所属していました。
engineer of the WEB design.
彼は、エンジニアとしては高い能力を持っ
He had a high ability as an engineer.
ていました。しかし、彼はわがままです。
However, he is selfish. He said often the
彼は、営業担当者への不満を皆の前でよく
dissatisfaction with the salesperson in front
言いました。彼のせいで、開発チームが混
of everyone. Because of him, the
乱しました。そのようなとき、開発チーム
development team was confused. At such
が、クライアントから依頼された業務を円
time, the development team was not able
滑に遂行することができませんでした。彼
to smoothly carry out the work that has
はチームワークの能力に問題があると思い
been requested by the client. He is I think
ます。
that there is a problem with the ability of
ただし、彼は、ひらめきを持っています。
teamwork.
彼は、たまに、斬新なアイディアを思いつ
However, he has the inspiration. He,
きます。平均すると、私は彼に高い評価を
sometimes, you come up with fresh ideas.
与えることができません。しかし、あなた
On average, I can not give him a high
が彼がたまに発揮する特殊な能力を使いこ
evaluation. However, if you can master the
なすことができれば、彼は良い戦力となり
special ability that he occasionally
ます。
exhibited, he will be a good strength.
日付

20xx 5月14

date

ソース

OXM Japan
電話 03-xxxx-xxxx
Mr. Ali, CEO

Source

OXM Japan
Phone 03-xxxx-xxxx
Mr. Ali, CEO

コメント 我々は彼を解雇しなければなりませんでし comment We had to fire him. He just worked for us
た。彼はわずか4ヶ月間私たちのために働
for four months. He claimed he had IT
きました。彼は、彼はシンガポール、オー
experience for 10 years, used to work in
ストラリアで仕事に慣れ、10年間のIT経験
Singapore, Australia, Thailand, Hong Kong.
を持っていた主張タイ、香港。しかし、彼
But his performance was terrible. I could
のパフォーマンスはひどいものでした。私
not believe he had enough skills and
は彼がフィールドに十分なスキルと知識を
knowledge in the field. I also did reference
持っていた信じられませんでした。また、
checks on his previous employments. It
私は彼の前の雇用上の基準のチェックをし
was hard to find contact information due to
ました。国の違いによる連絡先情報を見つ
country differences. But I could talk to
けることが困難でした。しかし、私は彼の
someone in his old employment and asked
古い雇用の誰かに話し、あなたが再び彼を
them if you’d like to hire him again. They
雇うしたい場合は、それらを尋ねたことが
said ‘No way.’ So his skill is questionable.
できました。彼らは「まさか。」言わな
And he lived in a cheap guest house. That
かった彼のスキルは疑問であるようにしま
was also odd. After he left us, I don’t have
す。そして、彼は安いゲストハウスに住ん
any contact with him. But he said he was
でいました。それはまた奇妙でした。彼は
going to open up his own agency with his
私達を去った後、私は彼との接触を持って
friend.
いません。しかし、彼は彼が彼の友人と彼
自身の代理店を開くつもりだったと述べま
した。
日付

20xx 5月16

date

20xx 5 May 16

ソース

PCC World Co., Ltd.
電話 03-xxxx-xxxx
佐藤（男性）, 人事部

Source

PCC World Co., Ltd.
Phone 03-xxxx-xxxx
Sato (man), Human Resources
Department

コメント 私達は、20xx年の3月頃に彼と取引をしま comment We did a deal with him around March of
した。私達は、システム開発を彼に注文し
20xx year. We, I ordered the system
ました。
development to him.
私たちにとって彼との取引はそれが初めて
I deal with him for us it was the first time.
でした。彼は非常に高いスキルと長い経験
He was proud to have a very high skill and
を持っていると自慢していました。私たち
long experience. We believe him. And, we
は彼を信じました。そして、私達は、彼と
had a contract with him.
契約しました。
Business of the delivery time came.
業務の納期が来ました。しかし、彼は私達
However, he did not carry us to the
にプロダクトを運びませんでした。
product.
私たちは彼を契約違反で訴えました。しか
We sued him in breach of contract.
し、彼は逃走しました。私達は、彼と連絡
However, he fled. We are no longer in
できなくなりました。
touch with him.
私達は、少額訴訟で彼に勝訴しました。し
We were won to him in small claims.
かし、私達は、今も彼と連絡を取ることが
However, we are unable to get in touch
不可能です。
with him even now.
そのため、私たちは、損害賠償金を彼から
For this reason, we could not recover
回収できませんでした。
damages from him.

Business Interest
Record

Directorship search (business interest)

記録

役員検索（関係事業）

記録

対象者の名前は、対象が日本 Record
でどのような企業の取締役と
してリストされているかどう
かを判断するために、独自の
データベースやオープンメ
ディアソースで確認しまし
た。これらの検索は、非網羅
的であることに注意してくだ
さい。

The subject’s name was checked on the
proprietary databases and open media
sources to determine whether the subject
is listed as a director of any company in
Japan. Please note that these searches
are non-exhaustive.

ソース

Online Search
Source
Tokyo Shoko Research
http://www.tsr-net.co.jp/
Teikoku Data Bank
http://www.tdb.co.jp/index.ht
ml
Creditsafe
https://www.creditsafe.com/jp
/ja.html

Online Search
Tokyo Shoko Research
http://www.tsr-net.co.jp/
Teikoku Data Bank
http://www.tdb.co.jp/index.html
Creditsafe
https://www.creditsafe.com/jp/ja.html

役員就任

□はい
□いいえ

Officer
appointed

□ Yes
□ No

代表取締役

NNCジャパン株式会社

CEO

NNC Japan Co., Ltd.

取締役

HGLジャパン株式会社
KKL電子株式会社
日本半導体協会

Board of
Directors

HGL Japan Co., Ltd.
KKL Electronics Co., Ltd.
Japan Semiconductor Association

その他

/

Otherwise

/

Litigation Records (Instantaneous)
Record

Civil case record

記録

民事訴訟記録

ソース

最高裁判所判例検索
Source
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_j
p/search1
特許判例データベース
http://tokkyo.hanrei.jp/
官報
https://search.npb.go.jp/kanpou/
新聞記事横断検索
https://business.nifty.com/gsh/RXC
N/

Supreme Court case law search
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1
Patent case law database
http://tokkyo.hanrei.jp/
Official Gazette
https://search.npb.go.jp/kanpou/
Newspaper articles cross-search
https://business.nifty.com/gsh/RXCN/

詳細

簡易的な訴訟検索のソースは、以下 More detail
です；最高裁判所、知的財産訴訟記
録、官報、新聞記事横断検索、およ
び、オンライン公開情報。記録は
70年以上に遡ります。しかし、最
高裁判所と知的財産訴訟記録を除
き、日本の裁判所では、バックグラ
ウンド調査目的の検索が許可されま
せん。我々は原告と被告の両方の名
前を裁判所に提供しないと、裁判所
は訴訟記録を開示しません。従っ
て、日本での訴訟記録検索は包括的
（網羅的）ではありません。

The source of the simple litigation search, is
following; Supreme Court, intellectual property
litigation record, the Official Gazette,
newspaper articles cross-search, and online
public information. Record dates back to more
than 70 years. However, except for the
Supreme Court and intellectual property
litigation record, in the Japanese courts, the
search of background research purposes is not
allowed. If we do not provide the name of both
the plaintiff and the defendant to the court, the
court does not disclose the case record.
Therefore, the case record search in Japan is
not a comprehensive (exhaustive).

結果

□はい
□いいえ

result

□ Yes
□ No

訴訟記録

判決日付
事件名
原告
被告
判決内容

Case record Judgment date
Event name
plaintiff
defendant
Judgment content

Criminal Record
証明書

犯罪経歴証明書

Certificate

取得日

20xx 10/1

Date of acquisition 20xx 10/1

氏名

xxx xxxx

Full name

xxx xxxx

性別

Male

sex

Male

生年月日

19xx 5/1

Birthday

19xx 5/1

国籍

Japanese

Country of
Citizenship

Japanese

旅券番号

MKxxxxxxx

Passport number

MKxxxxxxx

提出先

アメリカ合衆国の法人

Submission
destination

Corporation of the United States

証明内容

上記のものは現在警察庁
において保管中の指紋資
料の調査によれば記載す
べき犯罪経歴は認められ
ない

Certified contents This is to certify that according to the
fingerprint files currently maintained
by the National Police Agency of
Japan, the person mentioned above
does not have any applicable
criminal record as of the time of
issuance of this certificate.

証明書画像

Certificate image

Police certificate

Anti-Social Records (Individual)
記録

反社会勢力記録

Record

Anti-social forces record

ソース

Japan National Crime Prevention
Center
http://www.bohan.or.jp/

Source

Japan National Crime Prevention Center
http://www.bohan.or.jp/

詳細

検索はソース以下です；反社会的勢 More detail
力のデータベース（暴力団追放セン
ターの登録）、オンライン公開情
報、新聞記事横断検索。

Search is the source following; database of
anti-social forces (registration of gangsters
expulsion center), online public information,
newspaper articles cross-search.

結果

□はい
□いいえ

result

□ Yes
□ No

事件記録
等

例）
20xx 4/28 福岡市で詐欺罪で逮捕

Incident
recorded,
etc.

Example)
20xx 4/28 arrested on fraud charges in
Fukuoka City

Driving Records
証明書

運転経歴証明書

Certificate

Driving career certificate

ソース

自動車安全運転センター

Source

Motor Vehicle Safety
Driving Center

整理番号

012345678 P001-1

Reference number

012345678 P001-1

取得年月日

令和xx年xx月xx日

Acquisition date

xxx xx, 20xx

期間

過去3年間

Period

Past three years

氏名

山田 太郎

Full name

Taro Yamada

生年月日

19xx年xx月xx日

Birthday

xxx xx, 19xx

住所

東京都, 千代田区, 千代田,
xxxxxxxx

Street address

Tokyo, Chiyoda-ku,
Chiyoda, xxxxxxxx

免許証番号

3012xxxxxxxxxx

License number

3012xxxxxxxxxx

行政処分

0回

Administrative penalties 0 times

累積点数

4点

Cumulative points

4 points

違反詳細

/

Violation details

/

2019 February 10

Parking violation 2 points

2019 August 2 days

Signal ignored 2 points

平成31年2月10日 駐車違反 2点
平成31年8月2日

信号無視 2点

Income Certificate
証明書

20xx 所得証明書

Certificate

20xx income certificate

ソース

市役所

Source

city Hall

取得日

2019年7月10日

Date of acquisition

July 10, 2019

氏名

Joseph Jovila

Full name

Joseph Jovila

生年月日

1980年10月20日

Birthday

1980 October 20,

住所

東京都, 千代田区, 千代
田, xxx

Street address

Tokyo, Chiyoda-ku, Chiyoda,
xxx

所得

/

income

/

2018年中の合計所得金 3168800円
額

2018 total income amount 3168800 yen
of money of the year

給与所得

3168800円

Employment income

3168800 yen

営業収入

0円

Operating income

0 Yen

不動産所得

0円

Real estate income

0 Yen

公的年金等収入額

0円

Public pension income
amount

0 Yen

所得控除

/

Income deduction

/

所得控除の合額

1500000円

If the amount of income
deduction

1500000 yen

控除の内訳

/

Breakdown of deduction

/

雑損控除

0円

Zatsuson deduction

0 Yen

医療費控除

0円

Medical expenses
deduction

0 Yen

小規模共済等掛金控除

0円

Small mutual aid, such as 0 Yen
premium deduction

社会保険料控除

0円

Social insurance premium 0 Yen
deduction

生命保険料控除

0円

Life insurance premium
deduction

0 Yen

地震保険料控除

0円

Earthquake insurance
premium deduction

0 Yen

寄付金控除

0円

Donations deduction

0 Yen

配偶者特別控除

0円

Spouse special deduction 0 Yen

寡婦控除

0円

Widow deduction

勤労学生控除

0円

Working student deduction 0 Yen

配偶者控除 一般

1人 233万円

Marital deduction general

1 person 2.33 million yen

配偶者控除 老人

0人

Marital deduction elderly

0 people

扶養控除 一般

0人 0円

Exemption for dependents 0 people 0 yen
general

扶養控除 特定

2名 90000円

Exemption for dependents 2 people 90000 yen
specific

扶養控除 老人

0人

Exemption for dependents 0 people
aged

障害者控除 本人

0人

Disability deduction

0 Yen

0 people

person
障害者控除 扶養

0人

Disability deduction
dependents

0 people

基礎控除

33万円

Basic exemption

330,000 yen

年税額

xxxxx

Year tax

xxxxx

市民税所得割額

xxxxx

Municipal tax income
percent amount

xxxxx

市民税均等割額

xxxxx

Municipal tax levy amount xxxxx

県民税所得割額

xxxxx

Prefectural tax income
percent amount

xxxxx

県民税均等割額

xxxxx

Prefectural tax levy
amount

xxxxx

Personal Credit Records
記録

個人信用データ

Record

Personal credit data

ソース

JICC

Source

JICC

情報取得日

2019 7/1

Information acquisition date

2019 7/1

氏名

xxxx xxxx

Full name

xxxx xxxx

生年月日

1980 1/1

Birthday

1980 1/1

住所

東京都, 千代田区,
千代田, xxx

Street address

Tokyo, Chiyoda-ku, Chiyoda,
xxx

電話

03-0000-0000

phone

03-0000-0000

勤務先

株式会社勤務先
Place of employment
東京都, 千代田区,
神田, xxx
電話 03-0000-0000

Co., Ltd. Work
Tokyo, Chiyoda-ku, Kanda,
xxx
Telephone 03-0000-0000

消費者金融借入

0件

Consumer finance loans

0

総量規制対象貸金
債権

0件

The total amount regulated
loan receivables

0

クレジットカード
利用

2件

Credit card use

2

対象 カード利用

ショッピング合算

Target card use

Shopping combined

割賦残高合計

JPY34,000

Installment balance total

JPY34,000

支払サイクル

1ヶ月

Payment cycle

1 month

契約日

2019 2/9

Contract date

2019 2/9

契約額

JPY76,000

Contract Amount

JPY76,000

最新入金日

2019 5/26

The latest payment day

2019 5/26

確認日

2019 6/4

Date confirmed

2019 6/4

残高

JPY34,000

Balance

JPY34,000

入金予定日

2018 6/26

planned deposit date

2018 6/26

カード利用

ショッピング合算

Card use

Shopping combined

割賦残高

JPY82,000

Installment balance

JPY82,000

支払サイクル

1ヶ月

Payment cycle

1 month

契約日

2018 9/14

Contract date

2018 9/14

契約額

JPY201,000

Contract Amount

JPY201,000

最新入金日

2019 5/21

The latest payment day

2019 5/21

確認日

2019 5/31

Date confirmed

2019 5/31

残高合計

JPY82,000

The total outstanding

JPY82,000

入金予定日

2018 6/20

planned deposit date

2018 6/20

Bankruptcy Records
Record

Bankruptcy record

記録

破産記録

ソース

官報検索
Source
https://search.npb.go.jp/kanpou/
新聞記事横断検索
https://business.nifty.com/gsh/RX
CN/

Official Gazette Search
https://search.npb.go.jp/kanpou/
Newspaper articles cross-search
https://business.nifty.com/gsh/RXCN/

詳細

破産記録の情報ソースは、官報お More detail
よび公開情報検索です。 官報
は、破産者の名前と当時の住所の
みをリストしています。従って、
官報での破産検索は網羅的ではあ
りません。

Information source of the bankruptcy
record is the Official Gazette and
public information retrieval. Official
Journal lists only the bankrupt's name
and the time address. Therefore, the
bankruptcy search in the Official
Gazette is not exhaustive.

結果

□はい
□いいえ

□ Yes
□ No

破産記録

免責決定日
破産者氏名
破産者住所

Disclaimer Determination Date
Bankrupt's name
Bankrupt Address

Company Registry Record
登記取得日

Registration date of
acquisition

２０xx／１１／２５ １８：０ 20xx / 11/25 18:09
９

会社法人等番号

Company subsidiaries
number

０１００−０１−xxxxxx

0100-01-xxxxxx

商 号

Company Name

エービーシー株式会社

ABC Co., Ltd.

本 社

Headoffice

東京都,中央区, 東日本橋, xxxx

Tokyo, Chuo-ku,
Higashinihonbashi, xxx

平成10年5月12日

1998 May 12,

１．衣料品及び服飾雑貨の
２．インターネットを利用した
通信販売
３．前各号に附帯する一切の業
務
平成１７年 ９月２０日変更

1. Of clothing and fashion
accessories
2. Mail-order sales using the
Internet
3. All business incidental
preceding items
Heisei change 17
September 20

会社成立の年月日 Date of company
establishment
目 的

Purpose

発行済株式の総数 The total number as well as 発行済株式の総数
並びに種類及び数 the type and number of
200株
shares outstanding
資本金の額

The amount of capital

1000万円

The total number of
outstanding shares
200 shares
10 million yen

役員に関する事項 Matters concerning officers 取締役 ジョビラ ジョセフ

Director Joseph Jovila

役員に関する事項 Matters concerning officers 取締役 浅野 花子

Director Hanako Asano

役員に関する事項 Matters concerning officers 取締役 浅野 隆

Director Takashi Asano

役員に関する事項 Matters concerning officers 取締役 浅野 次郎

"Director Tomosuke Asai

役員に関する事項 Matters concerning officers 東京都, 千代田区, 千代田, xxxx Tokyo, Chiyoda-ku,
Chiyoda, xxxx
代表取締役 ジョビラ ジョ Representative Director
セフ
Joseph Jovila
役員に関する事項 Matters concerning officers 千葉県, 市川市, 市川xxxxxx
代表取締役 浅野 次郎

"Chiba, Matsudo,
Takazukashinden 622-16
Representative Director
Tomosuke Asai

役員に関する事項 Matters concerning officers 監査役 中野 清

Auditors Kiyoshi Nakano

Company Credit Report (Snapshot)
記録

企業信用データ（スナップショット）

Record

Business credit data (snapshot)

ソース

東京商工リサーチ

Source

Tokyo Shoko Research

取得日

20xx 8/1

Date of
acquisition

20xx 8/1

企業番号

29252xxxx

Business
Number

29252xxxx

商号

株式会社, エービーシーホールディング Trade name
ス

Co., Ltd., ABC Holdings

所在地

105-0003 東京都, 千代田区, 千代田,
xxxx

location

105-0003, Tokyo, Chiyoda-ku, Chiyoda,
xxxx

評点

61点

Scores

61 points

電話番号

03-3432-xxxx

phone
number

03-3432-xxxx

設立

昭和６2年 ９月

Establishmen 1987 September
t

資本金

4,000,000 （千円）

Capital stock 4,000,000 (Thousands of yen)

従業員

660 人

employee

代表者

山田 基夫 (男)

Representati Motoo Yamada (M)
ve
Birthday

生年月日

660 people

#VALUE!

役員

（取締役）
野本 義弘
池田 聡
角田 友幸
（監査役）
木村 真吾
本田 周太郎
川谷 裕
（監査法人）
有限責任あずさ監査法人

Officer

Directors
Yoshihiro Nomoto
Satoshi Ikeda
Tomoyuki Sumita
Auditors
Shingo Kimura
Shutaro Honda
Hiroshi Kawatani
Auditing Company
KPMG AZSA LLC

営業種目

ネットワーク事業
データセンター事業
クラウド事業

Line of
business

Network Business
Data center business
Cloud business

大株主

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーショ
ンズ（１００％）

Major
shareholder

NTT Communications (100%)

#VALUE!

#VALUE!

支店・営
業所・工
場

〔支社店〕
大阪府大阪市北区中之島５－３－８ー
４Ｆ
愛知県名古屋市東区東桜１－１－１
０ー１９Ｆ

Branches
and sales
offices,
factories

[Branch shop]
Osaka-shi, Osaka, Kita-ku Nakanoshima
5-3-8 over 4F
Nagoya, Aichi Prefecture, Higashi-ku,
Higashisakura 1-1-10 over 19F

取引銀行

みずほ（本店）
三井住友（東京営業部）
三菱ＵＦＪ（東京営業部）

Bank

Mizuho (head office)
Sumitomo Mitsui (Tokyo Sales
Department)
Mitsubishi UFJ (Tokyo Sales Department)

仕入先

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーショ
ンズ
東日本NTT
西日本NTT
シスコシステムズ

Vendor

NTT Communications
East NTT
West NTT
Cisco Systems

販売先

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーショ
ンズ
エヌ・ティ・ティ・データ
ＮＴＴドコモ
エヌ・ティ・ティ・ネオメイト

Sales
destination

NTT Communications
NTT DATA
NTT DoCoMo
NTT Neomeit

#VALUE!

#VALUE!

事業概況

ビーエスシー株式会社の１００％出資
企業。
企業努力により増益展開を辿り、財務
内容の健全度も高い。

Review of
Operations

100% owned company of BS Sea
Corporation.
Follow the profit expanded by corporate
efforts, higher health of the financial
content.

更新年月
日

2018年 12月 6日

Updated
Date

2018 December 6,

代表者

/

Representati /
ve

氏名/性別 山田 基夫 （男）

Name / sex

Motoo Yamada (M)

就任

平成26年6月10日

就
2014 June 10,
responsibility

生年月日

/

Birthday

/

出身地

愛知県

Birthplace

Aichi Prefecture

出身校

名古屋大学

Alma mater

Nagoya University

現住所

279-0014 千葉県, 浦安市, 浦安,
xxxxxxxx

Present
address

279-0014 Chiba Prefecture, Urayasu,
Urayasu, xxxxxxxx

電話番号

/

phone
number

/

趣味

ゴルフ

Hobbies

golf

Financial Statement
FY

Sales（rhous
yen）

Profit（thous
yen）

Divident（yen
）

Sales Profit increase ratio

March 2014

46,271,000

1,731,000

March 2015

45,834,000

1,805,000

March 2016

50,352,000

1,567,000

March 2017

48,252,000

1,955,000

96%

125%

March 2018

47,721,000

2,530,000

99%

129%

Real Estate Registry Record
証明書

不動産登記簿

Certificate

Real estate registry

ソース

地方法務局

Source

District Legal Affairs Bureau

取得日

20xx 12/1

Date of
acquisition

20xx 12/1

住所

東京都, 千代田区, 千代田, xxxxx

Street address

Tokyo, Chiyoda-ku, Chiyoda,
xxxxx

地番

東京都, 千代田区, 千代田, xxxx

Lot number

Tokyo, Chiyoda-ku, Chiyoda,
xxxx

土地面積

198．12 平米

Land area

198.12 square meters

所有者

東京都, 千代田区, 千代田, xxxxx
Joseph Jovila

owner

Tokyo, Chiyoda-ku, Chiyoda,
xxxxx
Joseph Jovila

Site Visit Company
A discreet site visit was
undertaken at the company’s
address, as below. It was
conducted to determine
whether the company had a
physical presence at the
address:

現地確認

控えめなサイトの訪問は、以下
のように、会社の住所で行われ
ました。これは、同社がアドレ
スの物理的な存在感を持ってい
たかどうかを判断するために実
施しました。

Site Visit

実行日

20xx 6/1

Execution date 20xx 6/1

住所

人材紹介株式会社
東京都, 千代田区, 千代田, xxxx
電話 03-xxxx-xxxx

Street address Recruitment Co., Ltd.

地域の特徴

□工業地域
□商業地域
□住宅地域

Characteristics □ industrial area
of the region
□ commercial area
□ residential area

建物の種類

□工業ビル
□商業ビル
□住宅ビル

Type of
building

簡易説明

大崎は東京都心部の西に位置す SHORT
る商業エリアです。大崎ウエス DESCRIPTION
トビルは、大崎駅から北へ約300
メートルの位置にあります。私
たちは5階を確認しました。5階
のフロアに、この会社の表示看
板がありました。会社と従業員
の雰囲気は静かで勤勉に見えま
す。

Osaki is a commercial area
located in the west of central
Tokyo. Osaki West building,
located in the position of 300
meters to the north from the
Osaki Station. We have
confirmed the fifth floor. On the
fifth floor of the floor, there was a
display signboard of this
company. Atmosphere of the
company and its employees
looks quiet and hard-working.

営業状況

□稼働している
□稼働していない

Business
situation

□ running
□ not running

ビルの状況

□専用のビル
□雑居ビル

Situation of the □ dedicated building
building
□ multi-tenant building

会社の看板

□はい
□いいえ

Company signs □ Yes
□ No

追加確認

看板がない場合の関係者への確
認
例）ビルの警備会社がその会社
は存在しないと証言した。

Additional
checks

他の関連会社

□はい
□いいえ

Other affiliated □ Yes
companies
□ No

関連会社

VFOジャパン
PV電機

Affiliate

VFO Japan
PV Electric

住宅住所？

□はい
□いいえ

Residential
address?

□ Yes
□ No

Tokyo, Chiyoda-ku, Chiyoda,
xxxx
Phone 03-xxxx-xxxx

□ industrial building
□ commercial buildings
□ residential building

Confirmation of the parties if
there is no sign
Example) building security
company has testified that the
company does not exist.

私書箱住所？

□はい
□いいえ

ペーパー会社？ □はい
□いいえ

PO Box
address?

□ Yes
□ No

Paper
company?

□ Yes
□ No

従業員は？

□はい
□いいえ
□不明

Employees?

□ Yes
□ No
□ Unknown

車両？

□はい
□いいえ
□不明

vehicle?

□ Yes
□ No
□ Unknown

制服？

□はい
□いいえ
□不明

uniform?

□ Yes
□ No
□ Unknown

その他

/

Otherwise

/

Site Visit Residence
A discreet site visit was
undertaken at the company’s
address, as below. It was
conducted to determine
whether the company had a
physical presence at the
address:

現地確認

控えめなサイトの訪問は、以下
のように、会社の住所で行われ
ました。これは、同社がアドレ
スの物理的な存在感を持ってい
たかどうかを判断するために実
施しました。

Site Visit

実行日

20xx 6/1

Execution date 20xx 6/1

住所

山田 太郎
東京都, 千代田区, 千代田, xxxx
電話 03-xxxx-xxxx

Street address Yamada Taro

地域の特徴

□工業地域
□商業地域
□住宅地域

Characteristics □ industrial area
of the region
□ commercial area
□ residential area

建物の種類

□工業ビル
□商業ビル
□住宅ビル

Type of
building

簡易説明

大崎は東京都心部の西に位置す SHORT
る商業エリアです。大崎ウエス DESCRIPTION
トビルは、大崎駅から北へ約300
メートルの位置にあります。私
たちは5階を確認しました。5階
のフロアに、この会社の表示看
板がありました。会社と従業員
の雰囲気は静かで勤勉に見えま
す。

Osaki is a commercial area
located in the west of central
Tokyo. Osaki West building,
located in the position of 300
meters to the north from the
Osaki Station. We have
confirmed the fifth floor. On the
fifth floor of the floor, there was a
display signboard of this
company. Atmosphere of the
company and its employees
looks quiet and hard-working.

存在

□所在している
□所在していない

Existence

□ is located
□ not located

建物の状況

□家屋
□共同住宅
□マンション等
□空き家
□空き地

Situation of the □ house
building
□ co-housing
□ condominiums
□ vacant
□ vacant lot

表札

□はい
□いいえ

nameplate

□ Yes
□ No

追加確認

例）山田・佐藤が表札に記載さ
れていた。
例）表札が確認されなかった。
しかし、関係者への取材から、
対象者が居住していることが判
明した。

Additional
checks

Example) Yamada, Sato has
been described in the nameplate.
Example) nameplate was not
confirmed. However, from
interviews with officials, the
subject has been found to be
resident.

会社の住所？

□はい
□いいえ

Company
address?

□ Yes
□ No

Tokyo, Chiyoda-ku, Chiyoda,
xxxx
Phone 03-xxxx-xxxx

□ industrial building
□ commercial buildings
□ residential building

私書箱住所？

□はい
□いいえ

PO Box
address?

□ Yes
□ No

登録のみ？

□はい
□いいえ

Registration
only?

□ Yes
□ No

居住者？

□はい
□いいえ
□不明

Resident?

□ Yes
□ No
□ Unknown

車両？

□はい
□いいえ
□不明

vehicle?

□ Yes
□ No
□ Unknown

洗濯物？

□はい
□いいえ
□不明

Laundry?

□ Yes
□ No
□ Unknown

ライフライン

□稼働している
□稼働していない
□不明

life line

□ running
□ not running
□ Unknown

郵便物

□はい
□いいえ
□不明

Postal items

□ Yes
□ No
□ Unknown

その他

/

Otherwise

/

End of Report

