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第2期
令和2年8月1日-令和3年7月31日
（2020年8月-2021年7月）

公益社団法人ジャパンチャレンジャープロジェクト
〒 248-0012 神奈川県鎌倉市大町１-１-15 

info@japanchallengerproject.com
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公益社団法人ジャパンチャレンジャープロジェクトとは

当法人は、令和２年6月3日から公益財団法人として活動をしており、当期は、ソー
シャルミッションの実現の為、下記のとおり公益事業活動を実施した。

理念

MISSION 地域起業家をつくる

地域起業家が人気業種となり、地方創生事業が各地域で成功している。

VISION 地方創生ベンチャーがITベンチャーと同様主流となる

地域が社会課題と言われたことが、昔の話と言われる。
日本が、起業後進国から起業先進国へ仲間入りする。

VALUE 地域起業家のプロデューサーとなる

地方創生事業にチャレンジする地域起業家の発掘、育成、発表、起業までを
トータルサポートする。

KPI（2030年）

・地方創生事業モデルを100地域で,JAPAN CHALLENGER AWARD
（SEMINAR)を開催する。
・地域起業家から10社新規上場企業に導く。
・大学、高校、中学校に「起業体験プログラム」を1000校に導入する。

上記KPI達成に向けて、 「地域で起業に挑戦する地方創生チャレンジャー」の発
掘、育成、発表、起業のサポートを提供し、活動を進めてきた。また、地域起業
家向けに「JAPAN CHALLENGER AWARD 」を運営し、ビジネスアイデアをビ
ジネスモデルまで構築する実践型の起業体験プログラム（JPX起業体験プログラ
ム）を東京証券取引所と連携し、展開している。
対象者は、地域起業家、そして地方創生事業に関わるステークホルダー並びに地
域の高校生などワカモノである。
また当法人の体制は、公益事業として、経営、金融、IT、観光など各専門のプロ
を理事として組成しており、実行部隊は、これからの主役である「ワカモノ」で
ある。
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理事紹介

ソニー・ミュージックエンタテインメントに入社。 1998年、学生時
代の友人と共に面白法人カヤックを設立。 鎌倉に本社を構え、鎌倉
からオリジナリティのあるコンテンツをWebサイト、スマートフォン
アプリ、ソーシャルゲーム市場に発信する。

勧角証券（現：みずほ証券）、ワタミグループ執行役員 社長室長、
広報、営業推進本部、マーケティング本部長を歴任。公益財団法人み
んなの夢をかなえる会を立ち上げ専務理事として、国内最大規模のみ
んなの夢アワードをプロデュース。多数の社会起業家を発掘。
2019年独立し、弥蔵舎株式会社を設立。地方創生プロデユーサー。

野村投資顧問（現：野村アセットマネジメント）、ジャーディンフレミ
ング（現：JPモルガン・アセット・マネジメント）、ゴールドマン・
サックス・アセット・マネジメントを経て2003年レオス・キャピタル
ワークス創業。CIO（最高投資責任者）に就任。2009年取締役就任
後、2015年10月より現職。中小型・成長株の運用経験が長く、ファン
ドマネージャーとして豊富なキャリアを持つ。東証アカデミーフェ
ロー。



I.普及啓発事業（公益事業１）地方創生の普及啓発を行う事業

事前セミナー&アワード説明会

「JAPAN CHALLENGER AWARD」のエントリーを検討している方を対
象に、起業セミナーと アワード説明会を実施。「地方起業の教科書」
の著者で”田舎で稼ぐ新しい働き方”を提唱する、ジャパンチャレン
ジャープロジェクト代表理事の中川が主任講師を担当。「地方における
起業の可能性とは？」「地方で稼ぐにはどうしたらいいのか？」など、
地方起業の秘訣を学びます。会場参加者は、アワード参加希望者だけで
なく、起業家教育に取り組む学校関係者からも参加が多数あり、その地
域における起業文化の盛り上がりの機運醸成を高めていきます。

書類審査を通過した7名のチャレンジャー向けたオンラインセミナーを実
施。まずはJCP代表理事の中川氏より「プレゼンテーションの極意～起
承転結～」を講義形式でレクチャーし、最終発表・審査会に向けて目指
すプレゼンテーションについて学びます。
またセミナー後は個別に事業計画のブラッシュアップを実施。
現状の課題を認識し、それぞれ約2か月で強化すべきポイントを学びます。

チャレンジャー向けセミナー

JCP代表理事の中川より、チャレンジャー全員に個別ブラッシュアップ
面談を実施。
また7名のチャレンジャーそれぞれの事業内容に応じてSetouchi-i-Base
コーディネーターが伴走担当となり、本番までの事業プランのブラッ
シュアップや資料作成などサポート。

個別ブラッシュアップ

JAPAN CHALLENGER AWARD（発表者・審査員・会場）

JAPAN CHALLENGER AWARD（名刺交換会）

全体の流れ（セミナーから発表まで）
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I.普及啓発事業（公益事業１）地方創生の普及啓発を行う事業

②チャレンジャー向けセミナー

瀬戸内チャレンジャーセミナー
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■日時：2020年8月22日（土）9：30～17：00
チャレンジャーに選ばれた7名に概要説明と顔合
わせを目的とした事前セミナーを行いました。
面白法人カヤックの柳澤さんとレオスキャピタル
ワークスの藤野さんによる講義で始まり、チャレ
ンジャーのプレプレゼンを行いそれぞれ意見交換
をすることで士気を高め合うことができました。

いざ鎌倉！JAPAN CHALLENGER AWARD セミナー

■2020年12月16日（水）19:00～20:30
【参加者】会場12名＋オンライン配信

「瀬戸内チャレンジャーアワード」のエントリーを
検討している方を対象に、起業セミナーとワード説
明会を実施。中川代表理事の講義「地方における起
業の可能性とは？」「地方で稼ぐにはどうしたらい
いのか？」など、地方起業の秘訣を学んだ。会場参
加者は、アワード参加希望者だけでなく、起業家教
育に取り組む学校関係者からも参加が多数あり、香
川県における起業文化の盛り上がりを感じることが
できた。

■日時：2020年12月12日（土）、13日（日）
■会場：いいづなEASTコネクトチャレンジラボ

「いいづな事業チャレンジ」にチャレンジャー
として選ばれた６名に対して、事前セミナーとし
て「いいづな事業計画ゼミ」を開催しました。

チャレンジャーはセミナーやワークを通して自
分がやりたいことを、ビジネスの形にすることを
目指し参加しました。ジャパンチャレンジャープ
ロジェクトの中川、町井、その他スタッフ交えて、
個別にそれぞれの内容についての質問やアドバイ
スなどを重ねて、ターゲットとなる顧客に、どの
ような価値を提供できるのかなど、討議を重ねま
した。
【講師】中川代表理事 町井理事

いいづな事業計画セミナー



I.普及啓発事業（公益事業１）地方創生の普及啓発を行う事業
いざ鎌倉！JAPAN CHALLENGER AWARD 2020

地域の魅力化や課題をビジネスで解決する「ビジネスアイデア」を持った起業家たちと、その事業を
応援したい地元企業とのマッチングを行うビジネスコンテスト型のイベントです。「ジャパンチャレ
ンジャー」と呼ばれる挑戦者たちが、自らのビジネスプランを審査員やイベント参加者の前で発表
し、グランプリを目指します。また、ジャパンチャレンジャーのプランを聞き、関心をもったサポー
ト企業からは、出資や事業提携などのオファーがくることもあります。地域起業家を応援することは
もちろん、さらには彼らジャパンチャレンジャーの熱い想いを聞いた参加者のみなさんが「地域を元
気にしたい」という意識を持ち、地方創生のムーブメントを起こすこと

開催概要

■日時：2020年10月6日（火）10：00～17：00
■会場：建長寺（神奈川県鎌倉市山ノ内８）
■参加費：〈一般〉セミナー・昼食：3000円、アワード：2000円（テキスト付）

〈学生〉セミナー・昼食：2000円、アワード：1000円（テキスト付）
■主催：公益社団法人ジャパンチャレンジャープロジェクト
■後援：内閣府/経済産業省関東経済産業局/農林水産省/総務省/観光庁/

神奈川県/鎌倉市/日本取引所グループ
■コンテンツスケジュール
①10:00-12:00 パネルディスカッション『得月楼』
②12:00-12:45 昼食 『得月楼』
③12:45-13:00 武田双雲氏の書道面白パフォーマンス『唐門』
③13:00-15:35 いざ鎌倉！地方創生の祭典！JAPAN CHALLENGER AWARD 2020『方丈』
④15:50-17:00 結果発表『法堂』※17：15までにはご退場願います。
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元親 「日本全国の城郭を利用し日本及び海外の人々から注目される新たな日本の祭典を創出する」
瀬戸山匠 「自社ブランド「やさいのキャンバス」を活用して幸せな朝食をデザインする」
⼲場健太朗 「古くて新しい「かじやの窓⼝」を全国展開したい！」
濱田祐太 「飲めば飲むほど、海がキレイになる」をコンセプトにしたクラフトビール醸造所」
コノミアキラ「 アートとコスプレにより地域の魅力の掘り起こしと新たな魅力の想像を行う」
小山翔 「地域の⼿仕事をめぐる産業観光プラットフォーム」
荒⽊崇 「伊賀を元気に、日本を元気に！もっと忍者で楽しもう！次世代忍者スポーツ「e-Ninjya」」

実行委員長 藤野英人 公益社団法人ジャパンチャレンジャープロジェクト会長（レオスキャピタルワークス株式会社 代表取締役）
審査委員長 柳澤大輔 公益社団法人ジャパンチャレンジャープロジェクト副会長（面白法人カヤック 代表取締役CEO）

審査員 渡邊智恵⼦ 公益社団法人ジャパンチャレンジャープロジェクト理事（株式会社アバンティ 代表取締役会長）
村⼝和孝 公益社団法人ジャパンチャレンジャープロジェクト顧問（株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ 代表）
井上加奈⼦（NEXTBLUE 代表パートナー）
鈴⽊ 雅剛（株式会社ボーダレス・ジャパン 代表取締役副会長）
和田誠一郎（マネックスベンチャーズ株式会社 代表取締役）
武田双雲 （書道家）

大津たまみ 株式会社アクションパワー取締役会長「地域課題である過疎地域の高齢者向けサポート事業」
くわばらゆうき KUMIKIPROJECT株式会社代表取締役「暮らしを⼿づくりする人の国産DIYブランドづくり」
田澤⿇⾥香 株式会社KURABITOSTAY代表取締役社長「本格的な蔵人体験”英語同時通訳”ができる体験型宿泊事業を運営」
山本亮 株式会社百笑の暮らし代表取締役「輪島で古⺠家レストランと農泊など⾥山まるごとホテル運営」

司  会 つるの剛士 平野裕加⾥
ゲ ス ト 武田双雲 井上美奈（TSUNAGU OÜ CEO） ふぁーみんず

JAPAN  CH ALLEN GER 

JAPAN  CH ALLEN GER 審査員

JAPAN  CH ALLEN GER レジェ ンド （ パネラー）

司会・ ゲスト

総合プロデューサー・演出・⾳楽：中川直洋

アソシエイトプロデューサー：仲⽊威雄、勝見成久、町井則雄

プロデューサー：松井大介

アシスタントプロデューサー/制作管理/ワークショップ運営：大浦佐和

ステージ運営担当ディレクター：奥川季花、東田一起

チャレンジャー担当ディレクター：樽本理⼦
（以上 公益社団法人ジャパンチャレンジャープロジェクト）

アシスタントディレクター
荒⽊爽花、岩切拓史、大城ももか、鎌田歩乃佳、河合志帆、中井彩⼦、中川雄⽃、早川沙希⼦、
福原英信、松原淑美、柳沢七帆

カメラマン：井上綾乃

ゲスト担当：市村順一・⽊村勇介（ROCKMADE）

映像/⾳響/配信：杉山亮太、河井吉正、島崎雅之、中村 敦、渡部智史、蛭田⿇美（小林テレビ）

照明：プログレッソ：前田貢伺 宮淳之助

運営スタッ フ⼀覧

チャレンジャー（ グランプリ ）

全国から集まったチャレンジャーの中から、コノミアキラさんがグランプリに選ばれました。

チャレンジャー５ 番 コノ ミ アキラさん
アートとコスプレにより地域の魅力の掘り起こしと新たな魅力の創造を行う

コノミさんはもともとスキーでオリンピックを目指していましたが、昔からアニメやコス
プレが大好きだったそうです。そしてコスプレイヤーに転換し、今ではなんと世界を代表
するコスプレイヤーになりました。そんなコノミさんは地域の伝承をキャラクター化し、
コスチュームにして地域を盛り上げる事業を発表しました。

地域の伝承 キャラクター化コスプレ化

地域のアイコンとして成⻑

コスプレで地方を聖地に!!
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チャレンジャー

各地方から選出されたチャレンジャー７名がAWARDにて事業プレゼンを行いました。その様⼦を一人ずつご紹介してまいります。

チャレンジャー３ 番 ⼲場健太朗さん
古くて新しい「かじやの窓⼝」を全国展開したい

⼲場さんは現在、鍛冶屋として新しい取り組みを進めています。⾞で移動しながら地域の
皆さんの刃物を研いだり、刃物を安全に配送できるボックスを開発して全国から集まった
刃物を研いだり。物を大事に長く使うことが大切だという想いをもち、全国のより多くの
方の刃物を研ぎたいと、包丁を研ぐ機械の開発を目指しています。

チャレンジャー４ 番 濱⽥祐太さん
「飲めば飲むほど、海がキレイになる」をコンセプトにしたクラフトビール醸造所

濱田さんは、学生版のAWAEDで優勝し、今回鎌倉AWARDにも参加されました。京都府
与謝野町はホップの有名な国内でも珍しい地域です。この地域の産物を活かしクラフト
ビールを作りました。また、与謝野町では牡蠣がたくさん生息し、海が汚れてしまってい
ます。その牡蠣をビールの製作に活かし飲めば飲むだけ海が綺麗になるをコンセプトに事
業をつくりました。

ネットで包丁修理の受付が可能に！
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・包丁研ぎ実績：日本でトップクラス（Ｂ to Ｃ）
・日本の包丁研ぎの市場規模は、5,400億円。
・包丁は消耗品ではなく、メンテナンスしながら、

20年程度使うもの。
・鍛冶屋は衰退産業ではない。商圏を拡大し、

残存者利益を確保する。

全自動包丁研ぎ機（プロトタイプ）
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処理：90秒/本
開発費：3,000万円
包丁：同一形状
手法：プログラミング

【現状】

300 /

1
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I.普及啓発事業（公益事業１）地方創生の普及啓発を行う事業
JAPAN CHALLENGER AWARD 
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JAPAN CHALLENGER AWARD in 飯綱

JAPAN CHALLENGER AWARD in 輪島

■日時：2021年2月7日（日）13：00～16：00（開場12:30）
■会場：飯綱町⺠会館（長野上水内郡飯綱町大字牟礼1989）■参加：100名
■主催：いいづなフューチャースクール（飯綱町）

/公益社団法人ジャパンチャレンジャープロジェクト
■総合プロデューサー・演出・⾳楽・指導 中川直洋

■日時：2021年3月1日（月）14：00～16：00（開場13:30）
■会場：輪島市文化会館３０１会議室（石川県輪島市河井町20-1-1 ）
■主催：JAPAN CHALLENGER AWARD in 輪島実行委員会（輪島市、輪島商工会議所、門前町商
工会、株式会社北國銀行輪島支店、株式会社北陸銀行輪島支店、のと協栄信用金庫輪島支店、興能
信用金庫地域支援部、公益財団法人石川県産業創出支援機構）
■運営：公益社団法人ジャパンチャレンジャープロジェクト

SETOUCHI CHALLENGER AWARD
■日時：2021年3月20日（土）14:00～16:30 ■参加者：会場10社20名+オンライン配信
■：情報通信交流館(e-とぴあ・かがわ) 5階 BBスクエア
■主催：香川県
■運営：Setouchi base/公益社団法人ジャパンチャレンジャープロジェクト

JAPAN CHALLENGER AWARD in 岩手町

■趣旨 志塾 ビジネスモデル講義 および参加者を中心にビジネスモデルづくりを行うと共に、岩
⼿町で起業することを想定した 事業プランとプレゼン⼿法を磨く。
■2021年3月13日（日）13：30～16：00 ■30人
■会場 岩⼿町
■株式会社シンカ、公益社団法人ジャパンチャレンジャープロジェクト
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Ⅱ.若者への支援事業（公益事業２）
学生向けセミナー

●輪島市（石川県）開催数2回
12月13日(金) 高校生セミナー 石川県立輪島高等学校セミナー15名 講師 代
表理事 中川直洋
2020年1月16日(木) 高校生セミナー 石川県立門前高等学校 25名 講師 事
務局 大浦佐和

●一宮商業高校企業体験プログラム（愛知県）
開催：４回予定
日程：２０２１年５月１２日（水）、６月１５日（火）、７月１３日（火）、残り1回
参加人数：12名
講師：大浦佐和

●沼宮内高校企業体験プログラム（岩手県）
開催：４回
日程：２０２１年７月１４日（水）、８月２５日（水）、９月１５日（水）、９月２９
日（水）、１０月２７日（水）
参加人数：４２名
講師：大浦佐和

●清新高校企業体験プログラム（京都府）
開催：４回予定
日程：２０２１年６月１５日（火）、６月２９日（火）、残り2回）
参加人数：6名
講師：大浦佐和

●網野高校セミナー（京都府）
開催：京丹後市の観光と宿泊プランの造成
日程：2021年5月17日（月）
参加人数：２３名
講師：東田一起

●峰山高校地域交流会（京都府）
開催：１回(社会人講師の経験シェア)
日程：2021年5月28日（金）
参加人数：15名
講師：松井大介・仁井ひな
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Ⅱ.若者への支援事業（公益事業２）
大学生向けアワード

■日時： 2021年3月5日（金曜日）13:00～16:15
■場所：大熊町市役所
■規模：約40名（学生28名・社会12名）
■参加：チャレンジャー （大会議室 ８名、多目的ホール６名）
■参加費：無料
■主催：株式会社Oriai(プロジェクト全体)

公益社団法人ジャパンチャレンジャープロジェクト
■協力：大熊町役場
■内容：おおくまハチドリプロジェクトは今年から新たに始まった全国の学生による大熊町の発展の
ための企画立案プロジェクトです。事前勉強会、現地見学会の2回の学びをもとにチームごとに自分
たちの強みを生かした立案を行い、最終的に企画発表会にて町役場・関係者の皆様の前で発表を行い
ます。東日本大震災から10年目の節目に、当時小学生だった学生たちが改めてその歴史を振り返り、
新たな角度から未来を見据え、知を集結してアイディアを提案することで、大熊町に対する若者の深
い理解と関係人⼝の創出、また発展のきっかけとなることを目指します。

■日時：2021年5月29日（土曜日）
13:00~16:00（15:00~16:00は交流会）

■場所： Impact Hub Kyoto
（住所) 京都府京都市上京区甲斐守町97 
■規模：40名(学生30名・社会人10名)
※Youtubeを活用したオンライン配信を実施。
■参加：40名(学生30名+協賛企業
■主催：公益社団法人ジャパンチャレンジャープロジェクト
■協賛：類設計室・(株)リンクアンドモチベーション
■内容：学生に4名による夢のプレゼンテーション・京丹後の高校生による発表 社会人を含む学生交流会

JAPAN CHALLENGER AWARD for youth in 大熊町

JAPAN CHALLENGER AWARD for youth 
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年間活動報告

令和2年

8月 22日
「HATSU」 事前セミナー 講師 面白法人カヤックの柳澤氏 レオスキャピタル
ワークスの藤野氏

9月 4日 いざ鎌倉！個別セッション 計9回 講師 代表理事 中川直洋 7名

10月 6日 いざ鎌倉！JAPAN CHALLENGER AWARD 2020開催

24日
輪島市 起業家セミナービジネスモデル・収益モデルの作り方 10名参加 講師 中川
代表理事

11月 7日
ブラッシュアップセミナービジネスモデル・収益モデルの作り方 10名参加 講師
中川代表理事

24日 輪島紹介・起業セミナービジネスモデル・収益モデルの作り方

12月 8日
輪島市 谷遼典・⼲場健太朗 中川直洋 個別事業セッション 7名 講師 中川代表理
事

10日 輪島市 冨成寿明/中川直洋 個別事業セッション

11日 輪島市 鳳至奈美/中川直洋 個別事業セッション

13日 石川県立輪島高等学校 講義 講師 中川代表理事 40名

16日 瀬戸内市 事前セミナー&アワード説明会

28日 輪島市 河原晃佑/中川直洋 個別事業セッション

令和3年
16日 高校生セミナー 石川県立門前高等学校 30名 講師 中川代表理事

1月

輪島市役所 ブラッシュアップセミナー個別セッション（ZOOM)

22日 大熊町（福島県） 事前勉強会 Aグループ

23日 Setouchi-i-Base チャレンジャー向けセミナー 30名参加 講師 中川代表理事

25日 大熊町（福島県） 事前勉強会 Bグループ ５名 講師 中川代表理事

27日 大熊町（福島県） 事前勉強会 Cグループ ５名 講師 中川代表理事

31日 岩⼿町起業セミナー 参加25名 講師 代表理事 中川直洋

2月 7日 いいづな事業チャレンジ

9日 大熊町（福島県) 現地見学会Cグループ ５名 講師 中川代表理事

11日 輪島市 個別ブラッシュアップ 講師 代表理事 中川直洋

12日 大熊町（福島県) 現地見学会Bグループ ５名 講師 中川代表理事

13日 大熊町（福島県) 現地見学会Aグループ ５名 講師 中川代表理事

岩⼿町事業計画ゼミ

18日 輪島市 個別ブラッシュアップセッション 計5回 講師 代表理事 中川直洋

20日 大熊町（福島県）質問会

21日 岩⼿町(岩⼿県) セミナー 100名 講師 柳澤副会長

23日 大熊町（福島県）ブラッシュアップセミナー 講師 代表理事 中川直洋

3月 1日 JAPAN CHALLENGER AWARD in 輪島 開催

5日 学生向け AWARD 大熊町 開催

13日 岩⼿町SDGs未来都市共創プロジェクト～起業支援プログラム「志塾」 発表会

20日 瀬戸内チャレンジャーアワード2020 開催

21日 IZU CHALLENGER AWARD 2020

5月 12日 一宮商業高校企業体験プログラム 30名 講師 中川代表理事

17日 網野高校セミナー（京都府）

28日 峰山高校地域講義（京都府） 30名 講師 中川代表理事

29日 学生向け AWARD 関西

6月 15日 一宮商業高校企業体験プログラム（愛知県） 50名 講師 中川代表理事

清新高校企業体験プログラム（京都府） 30名 講師 中川代表理事

29日 清新高校企業体験プログラム（京都府 30名 講師 中川代表理事

7月 13日 一宮商業高校企業体験プログラム（愛知県） 50名 講師 中川代表理事

14日 沼宮内高校企業体験プログラム（岩⼿県）40名 講師 中川代表理事
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収支報告書

✳︎事業費は、公益１、公益２、共通を合算しています。
✳︎事業費の広告宣伝費では、当初計画のなかった書籍制作を行いました。地方起業の教科書は、増刷にもなり、今後は印税も入って
きます。
セミナーのテキストとしても活用しますが、弊社の活動を知っていただくため、省庁は自治体、学校へ配布してます。
✳︎管理費の支払⼿数料は、公益⼿続きの報酬です。

単位：円

事業費 25,929,515
役員報酬 5,972,400
給料⼿当 914,700
臨時雇賃金 180,000
旅費交通費 1,341,309
支払⼿数料 129,760
通信運搬費 263,375
テキスト代 949,022
事務用消耗品費 273,226
広告宣伝費 1,720,539
消耗品費 226,292
印刷製本費 2,293,340
会議費 195,795
賃借料 1,268,973
調査研究費 3,380
諸謝金 2,005,600
租税公課 0
委託費 8,191,804

管理費 3,999,094
役員報酬 987,600
福利厚生費 633,948
旅費交通費 345,099
支払⼿数料 6,720
通信運搬費 117,590
事務用消耗品費 67,792
広告宣伝費 0
消耗品費 5,787
修繕費 8,245
印刷製本費 49,800
会議費 108,170
賃借料 190,080
調査研究費 5,277
租税公課 16,100
委託費 1,261,290
支払利息 5,727
雑費 189,869

(1) 経常収益

受取会費 1,310,000

正会員受取会費 60,000

会員受取会費 1,250,000

事業収益 9,864,313

チケット収入 238,443

書籍収入 16,500

受取受託料 9,609,370

受取寄付金 17,133,324

受取寄付金 7,600,000

協賛金収入 650,000

受取寄付金振替額 8,883,324

雑収益 12,293

受取利息 36

雑収益 12,257

経常収益計 28,319,930

経常費用 29,928,609

当期経常増減額 △1,608,679
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