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，交货前付款 借照表 たいしゃたいしょうひょう 资产负债表

代表取役 だいひょうとりしまりやく 董事长 抱合わせ だき

あわせ 搭配 立直り市 たちなおりしきょう 市场好转 立替い 

たてかえはらい 垫付 建 たてね 计价，作价 タゲット.プライ
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押权 手入用 ていれひよう 修理改装费用 手い市 てがたいし

きょう 坚挺市场 手形内入金 てがたうちいれきん 预付票据
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缩 デリバリ.オダ delivery order 出货单，交货单 テレタイプ
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いさき 顾客，客户 唱え となえね 要价，名义价格 取消不能
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兑信用证 取役会 とりしまりやくかい 董事会 取立委 とりた

ていたくしょ 托收委托书 取次店 とりつぎてん 代理店 取次 
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