
投資・金融用語
日本語 中文 英語

CP市場、コマーシャルペーパー市場 商业本票市场 Commercial papers market
Exit（売却) 退出 Exit
FOF，ファンドオブファンズ FOF，基金中的基金 FoF（Fund of Fund)
ＧＰ、無限責任出資者（ゼネラルパート 普通合伙人 General Parter
ＩＰＯ、新規株式公開 首次公开募股 ＩＰＯ、Initial Public Offering
IRR（内部収益率） 内部收益率 Internal Rate of Return 
LP,有限責任出資者（リミテッドパートナー） LP，有限合伙人 Limited Partner
M & A 買収合併 购并 Merger & Acquisition
ＰＥ（プライベートエクイティ） 私募股权 Private Equity
ＰＩＰＥ、パイプ 上市后私募投资 private investment in public equity,PIPE
Ｐｒｅ－ＩＰＯ資本 Pre-IPO资本 Pre-IPO Investment capital
TMT 电信、媒体和科技 Telecommunication，Media，Technology
ＶＣ、ベンチャー・キャピタル 创业投资(创投)、风险投资 Venture capital
アジア金融危機 亚洲金融风暴 Asian Financial Crisis
アジア太平洋オペレーションセンター 亚太运营中心 ＲＯＣ Regional operation center
アントレプレナー 起业家
イノベーション 创新
インフレ 通货膨胀
ウィルソン 威尔逊
ウォールストリート 华尔街
オープン・マーケット 公开市场 Open market
オプション 选择权 Options
クリーンテクノロジー 清洁技术 clean technology
クロスボーダーＭ＆Ａ 跨国并购 cross-border M&A
コモディティー・スワップ 商品交换 Commodity swap
サブプライムローン 次级贷款,次贷 subprime loan
サブプライムローン 次级按揭 subprime lending
サブプライム住宅ローン 次级抵押贷款 subprime mortgage loan
システミックリスク 系统性风险
次世代エネルギー 新能源 next-generation energy
スタグフレーション 停滞性膨胀 Stagflation
スタグフレーション 滞胀（停滞性通货膨胀） Stagflation
ストックオプション 股票期权
スワップ・ポイント 换汇点 Swap　point
ソフト・ローン 软性贷款 Soft loan
ターンアラウンド・ファンド 重振资本基金 Turnaround Fund
ダウジョーンズ 道琼斯
ディーラー市場 经纪商市场 Dealer market
デフレ 通货紧缩 deflation
デフレスパイラル 通货紧缩的恶性循环
ナスダック 纳斯达克
年金基金 养老金基金 pension fund 
発展資本 发展资本 development capital
ファミリービジネス系投資会社 家族投资机构
フィナンシャル・グループ 金融集团 Financial group
フェデラルファンド・マーケット 联邦资金市场 Federal funds market
フォックスコン 富士康
不動産投資 不动产投资 real-estate investment
ブリッジファイナンス、つなぎ融資 过桥融资 bridge finance
不良債権 不良债权 distressed debt
ヘッジファンド 对冲基金 hedge fund
ホット・マネー 热钱 Hot money
マネー・ロンダリング、不正資金の浄化 洗钱 Money laundering
メザニンキャピタル 夹层资本 Mezzanine Capital
ラオックス 乐购思
レーガノミックス 供给面经济学、里根经济学
レナウン 声望株式会社
レバレッジド・バイアウト 杠杆收购 leveraged buyout，LBO
レバレッジ比率 杠杆率
異業種連合 异业结合，异业联盟 CROSS-INDUSTRY ALLIANCE
企業買収ファンド 并购基金 buyout/buyin fund
機会コスト 机会成本 Opportunity cost
起債市場、発行市場、生産者市場 初级市场，新发行市场 Primary market
金融監督機能 金融监督管理功能
金融建て直し基金 金融重建基金 financial reconstruction fund
金融市場、マネー・マーケット 货币市场 Money market
金融持ち株会社 金融控股公司 financial holding company
金融派生商品、デリバティブ 衍生性金融商品 Derivative,Derivative financial instrumentsDerivative products
銀行引受手形市場 银行承兑汇票市场 Banker's　acceptance market
限界効用 边际效用 Marginal utility
顧客市場、場外市場 议商市场 Negotiated market
公定歩合操作、割引率政策 重贴现率政策 Discount rate policy
国債市場 国库券市场 Treasury market
財政てこ入れ 财务扛杆操作 financial stimulation 
財政難 财务困境 financial difficulties
山東如意 山东如意



資産収益率 资产报酬率 ROA、Return on asset
資本市場、キャピタル・マーケット 资本市场 Capital market
自己資本収益率 净值报酬率 ROE、Return on equity
準備金 准备金 Reserves
純資産価値 净资产价值 Net asset value
消費者余剰 消费者剩余 Consumer surplus
上海富客斯実業（フォックスタウン） 富客斯实业
譲渡可能預金証書(NCD) 可转让定期存单（ＮＣＤ） Negotiable certificate deposit
信用の質 授信品质 Credit quality
信用割当 信用分配 Credit rationing
信用限度額 信用限度 Credit line
信用組合 信用合作社 Credit association union
生産者余剰 生产者剩余 Producer surplus
先物 期货 Futures
選択的信用統制 选择性信用管制 Selective credit control
蘇寧電器 苏宁电器
第二次市場、セコハン市場、流通市場 次级市场，流通市场 Secondary market
特別交換レート協定 特别汇兑协定 Special exchange rate agreement
表面利率 票面利率 Coupon rate
不良貸付、焦げ付き融資 逾期放款 Non-performing loans
不良貸付の解消 打销呆帐
変動為替相場 浮动汇率 Floating exchange rate
連邦預金保険会社、FDIC 美国联邦存款保险公司 Federal Deposit Insurance Corporation

リーマンショック 雷曼兄弟破产
投資ポートフォリオ 投资组合
グロースキャピタル 成长资本 growth capial
シード 种子期 seed
スタートアップ 起步期、导入期
アーリー 早期
グロース 成长期
レイター 成熟期
ベンチャーエンジェル 創業天使
キャッシュフロー 现金流转、现金流动量
IPO 上市
Pre-IPO 上市前
シンジケートローン 辛迪加贷款、银团贷款
ストラクチャードファイナンス 结构性融资 Structured Finance
バイアウト 并购投资 buy out
メザニン/ブリッジ 投资过渡期
ミドルバイアウトファンド 中间市场的基金


