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Ⅰ．2010年度の業務運営状況
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NEXIの事業環境

 2010年度の輸出額は前年度比＋
14.9%増

 2008年度、09年度と2年連続2桁減

 ただし、5年前の2005年度の水準を
漸く回復

 邦銀の海外向け中長期貸付残高は
リーマンショック以降力強い伸び

 08/12末66.1兆円から10/12末82.4
兆円に増加

 なお、国内貸しは、08/12末436.8兆
円から11/2末418.6兆円に減少と対
照的な動き

3

68.3 
77.5 

85.1 
71.1 

59.0 
67.8 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

FY05 FY06 FY07 FY08 FY09 FY10

（
兆
円
）

年間輸出額の推移

77.0 77.9 79.9 66.1 78.5 82.4 

28.9 26.0 
46.4 

45.5 25.0 27.2 

0 
20 
40 
60 
80 

100 
120 
140 

05/12 06/12 07/12 08/12 09/12 10/12

（
兆
円
）

海外向け銀行貸付残高推移

中長期 短期



保険引受実績

 貿易一般保険は、我が国の輸出増と並行して、前年度比＋17%の伸び

 海事保険は、国際金融危機後の海外日系企業向けの運転資金貸付に対する
付保ニーズが大きく減少したことを受けて同▲54%の減少
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保険料収入

 貿易一般保険からの保険料収入は前年度比＋28%増

 先進国よりも（保険料率の高い）新興国向け輸出が伸長。

 海外事業資金貸付保険は、同▲33%減

 一昨年度に、金融危機対応として海外日系企業向け運転資金
貸付への付保に加え、ロシアのサハリンⅡフェーズⅡやパプ
アニューギニアのLNGプロジェクト等大型資源引取案件の引

受等により、過去最大の保険料収入額を計上した反動でマイ
ナスに。

 昨年度は、鉄鉱石や銅精鉱の引取プロジェクト、フィリピンの
水インフラプロジェクト、スペインの太陽熱発電プロジェクト向
け等の大型案件を引き受け。
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保険料収入-過去5年間の推移
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保険金支払

 非常事故は、キューバ向け及び過去のアルゼンチン向け返済期日毎の支払い

 信用事故は、国際金融危機後の経営環境悪化により、カナダ（貿易一般保険）
やウクライナ（貿易代金貸付保険）等で保険金支払い
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支払保険金回収

 引き続き、リスケ債権の回収は順調で、残高は減少中
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貿易保険事業の収支状況
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Ⅱ．国民に対して提供するサービスその

他の業務の質の向上への取組
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東日本大震災への対応

 震災直後の2011年3月14日に、書類提出期限や保険料納付期限等の手続に
係る相談受付を公表。

 さらに、2011年4月に、以下の対策を公表。

 罹災した中小企業を対象とした保険契約諸手続の猶予、被保険者義務の猶予・減
免、被保険者の経済的負担の減免

 風評被害への対応として、放射能汚染を理由とした貨物の輸入制限・禁止等による
損失が貿易保険の填補対象となり得ることを周知

 貿易取引等に関する相談について、広く受け付ける相談窓口を設置

 対策公表後は、これまで貿易保険の利用経験のない中小企業者を含む多くの
お客様からの問い合わせに対応し、申込手続の説明やサポート等を実施。

 さらに、商工会議所や金融機関の主催する説明会に講師として参加し、多くの
お客様に対策の説明を実施（2011年4~5月にかけ計10回開催）。

 保険申込77件（うち新規利用企業から46件）、付保額計504百万円。
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商品性の改善①-より簡素・利用者本位に

 簡易通知型包括保険の開発

 船積通知のみにより保険関係を成立させる簡易通知型包括保険を開発し、
2010年7月より販売開始、同年10月より引受開始。

 Web申込可能とすべくシステム対応実施。

 取引実態を踏まえた利用者のニーズへの対応

 設備財包括組合利用者の利便性向上のため、慎重なリスク分析を行った
上で、2010年10月より、設備財包括保険において、一定の要件に該当する
輸出取引に係る保険料率の引き下げを実施。

 慎重なカントリーリスク分析に基づき、2011年3月に L/C条件国の適用基準
見直しを行い、L/C条件適用国を大幅（46か国対象）削減。

 ストックセールスについては、2010年度に2件を引き受け。
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商品性の改善②-より高い流動性付与へ

 2010年7月より、貿易保険付保債権を信託する制度を開始

 メガバンクとの間で3件の信託を承認

【信託方式の一例】

受益権

受益権

受益権
信託銀行
（受託者）

金融機関
（委託者）

海外

借入人

貸付金 貸付金

回収元利金

回収金の配当
信託契約 資金貸付

信託譲渡

付保承認

信託銀行が法律上の債権者

投資家のニーズに
合わせた商品設計
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サービスの向上①-利便性の向上

再保険協定の締結

 2010年9月：台湾TEBC（台湾
輸出入銀行）

 2011年2月：韓国KSURE（韓
国貿易保険公社）

 韓国企業主導で受注した場合に
も、KSUREが一括して貿易保

険を引き受け、本邦企業輸出分
についてNEXIが再保険引受。

 香港のHKEC等との間で、協
定締結に向け検討中

アジアECAsとの再保険ネットワーク

14

NEXI

ECICS
（2004）
シンガ
ポール KSURE

（2011）
韓国

TEBC
（2010）
台湾

Thai Exim
（2009）
タイ

ASEI
（2009）
インドネシ

ア

MEXIM
（2006）

マレーシア



サービスの向上②-金融機関との連携

商工中金との連携

 2010年4月より、貿易保険が付保さ

れた輸出代金債権を担保とする場合
に金利を優遇する融資制度を開始

メガバンクとの連携

 2011年3月より、本邦3メガバンクと

の間で、貿易保険が付保された輸
出代金債権の買取スキームを開始
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中小企業 海外バイヤー輸出代金債権

金利
優遇
融資

譲渡担保差入 貿易保険付保

業務協力 業務協力

中小企業 海外バイヤー輸出代金債権

邦銀

買取
代金

輸出代金債権買取 貿易保険付保

http://www.shokochukin.co.jp/index.html�


サービスの向上③-損害保険会社との連携

海外保険会社を通じたフロンティングの実施
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本邦企業 海外子会社 輸入者

現地保険会社が窓口に

貿易保険法13条：日本貿易保険は、・・・ 貿易保険によりてん補される損失と同種

の損失についての保険・・・の事業を行う国際機関、外国政府又は外国法人を相
手方として、これらの者が負う保険責任につき再保険を引き受けることができる。

第三国

輸出代金債権

従来からNEXIに寄せられ

てきた、日系海外生産現
法から第三国向け輸出へ
の貿易保険付保ニーズ

近年高まった、現地日系
損害保険会社が取り扱う
貿易保険をNEXIに再保
険したいとの要望

出資

付保



サービスの向上④-業務処理の迅速化

 平均査定日数は35日とほ
ぼ前年度（34日）並みで目
標（50日以内）を達成。

 信用事故における査定件数
は86件であり、前年度の88
件とほぼ同数。

 他方、調査期間を含めた査
定期間については、長い調
査期間を要した案件もあり、
目標（全件60日以内）を達
成することはできなかった。
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利用者ニーズ把握とリスク分析①-広報活動

 東日本大震災に対する対応、金融機関との業務協力等の新たな取組みや各種引受プ
ロジェクト情報を主に国内プレスに対して積極的に情報発信し、一般紙、専門紙への貿
易保険に関する多くの記事が掲載され、潜在的ユーザーへの貿易保険認知度も向上

 Web/メールマガジンの「e-NEXI」上にタイムリーな記事を掲載し、貿易保険ユーザー等
に対して毎月約1,000通のメールを発信し、幅広い情報を提供

 お客様からの意見・要望を踏まえ、ユーザビリティ・アクセシビリティに配慮しながら、より
分かりやすい、情報を見つけやすいホームページへと大幅に刷新（2011年4月）。

 貿易保険を利用されたことのないお客様に対して、個別面談や、NEXIが主催する貿易
保険セミナー（2010年度：計４回開催）、NEXIが経済産業局と商工中金と共同主催する
地方での貿易保険セミナー（2010年度：計４回開催）、その他金融機関等が開催するセ
ミナーにおいて保険商品の説明・紹介を積極的に行い、お客様の裾野拡大に努力

 従来から貿易保険をご利用いただいているお客様に対しても、各種会合や個別面談等
の場において要望等を聴取し、お客様のニーズの把握に努力
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利用者ニーズ把握とリスク分析②-HP刷新

レガシーバージョン 新バージョン
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全面
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利用者ニーズ把握とリスク分析③-業務委託拡大

 2010年度は、09年度に引き続き、民間損害保険会社5社及び銀行3行に対して
業務委託を実施したのに加え、商工中金と新たに業務委託を開始

 企業系損害保険会社としては初めてとなる日立キャピタル損害保険、地方銀行
として初めてとなる北海道銀行のほか、AIU保険会社、みずほコーポレート銀行
及び共栄火災海上保険との間で業務委託を締結
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損害保険会社（8社）

• あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

• 株式会社損保ジャパン

• 共栄火災海上保険株式会社*
• 東京海上日動火災保険株式会社

• 日本興亜損害保険株式会社

• 日立キャピタル損害保険株式会社*
• 三井住友海上火災保険株式会社

• AIU保険会社*

銀行（6行）

• 株式会社商工組合中央金庫

• 株式会社北海道銀行*
• 株式会社みずほ銀行

• 株式会社みずほコーポレート銀行*
• 株式会社三井住友銀行

• 株式会社三菱東京UFJ銀行

*2010年度より協議を進め、2011年度に業務委託契約締結



利用者ニーズ把握とリスク分析④-リスク分析

 バイヤー審査格付モデルの刷新

 バイヤー審査格付モデルの見直しに取り組み、システムの変
更及びその検証を着実に進め、新モデルを2011年5月より導
入予定。

 カントリーリスク分析の深化

 NEXI独自の判断として、ソブリンリスクが顕現化したギリシャ、

アイルランドの国カテゴリー引下げ、延滞累増による引受停止
（キューバ）、治安悪化を受けた引受停止（コートジボアール、リ
ビア、イエメン）、イラン制裁へ対応。
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内部統制①-法人の長のリーダーシップ

 法人の長による、組織にとって重要な情報等の適時的
確な把握と、法人のミッション等の役職員への周知徹底

 2008年のリーマン・ショック発生以降、毎営業日、役員及び部

長が「幹部連絡会」に参集し、業務報告を行い理事長から指示
を受け、各部職員にフィードバックする仕組みを導入し、現在も
有効に機能。

 NEXIの年度計画をさらにブレークダウンして「NEXI経営目標」

を策定し、役職員全員に示達。これに基づき各部・グループ・
職員が目標を立て、中間、期末時点で達成状況をレビューする
仕組みを確立。
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内部統制②-リスクの洗い出しとその対応

 2008年に外部コンサルタントを導入して、保険業における主要リス
クカテゴリーに基づき評価を実施し、「内部統制チーム」にて、NEXI
が優先的に対応すべき4つのリスクを抽出し、フォローアップ中。
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リスクカテゴリー 取組状況

保険引受リスク
カントリーリスクや案件ごとの慎重なリスク審査はもちろん、引受ポート
フォリオベースでの集中リスク排除ルールを設定し試行中。

システムリスク
老朽化したシステム機器等の全面的な更新を行い、メイン及びバックアッ
プ用のデータセンターを構築し、事業継続性を強化。

事務リスク 毎年度、各グループにおいて「業務マニュアル」の見直しを継続的に実施。

流動性リスク
財務基盤が強化され十分な流動性を確保しているが、急な大口の保険
金の支払いに備え、民間金融機関との間でレポ取引契約を締結済。



内部統制③-コンプライアンス・内部監査

 コンプライアンス委員会
 インサイダー取引規制及び機密情報管理を中心に、全職員を対象とするコンプライアンス研修

を実施。

 より適切な機密情報管理を実施するため、機密情報管理マニュアルを見直し。

 内部監査の実施
 コンプライアンス全般に対する取り組み状況につき、全グループを対象に内部監査を実施。
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大分類 各項目

社会（お客様）に対する
行動規範

・機密情報管理の徹底 ・個人情報管理の徹底
・法令、経営理念、行動指針、お客様憲章、内部規則、マニュアル等の遵守
・インサイダー取引の未然防止 ・重要事項の説明 ・反社会的勢力への対応

より良い企業風土を作る
ための行動規範

・風通しの良い組織風土 ・セクシャルハラスメントの禁止
・パワーハラスメントの禁止 ・適正な労働時間の管理

組織の一員としての行動
規範

・役職員の服務 ・職員の倫理 ・出向元関連案件を扱う場合の義務
・贈収賄の禁止 ・飲酒運転等の禁止 ・マスコミ対応における留意



重点的戦略分野①-パッケージ型インフラ

 「新成長戦略」（2010年6月18日閣議決定）で国の政策として打ち
出された「パッケージ型インフラ海外展開」の実現支援のため、
 海外投資保険における政策変更リスクの引受相談開始

 海外の販売拠点を通じた取引に伴うリスクに対する填補

 輸出保証保険の填補範囲の拡大 を表明

 「新成長戦略」の実現のために設置された「パッケージ型インフラ
海外展開関係大臣会合」（2010年12月）において、関係政府機関
のファイナンス面での機能強化決定を受け、
 現地通貨為替リスクへの対応を強化し、2011年4月より付保対象通貨をア

ジア等新興国の通貨を含む合計20通貨に拡大

 JBICとの協調融資に対する付保率の引上げ を公表
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重点的戦略分野②-金融危機対応

 海外日系企業の運転資金支援について、2010年度には3件（約
400億円）を引受。制度創設（2009年1月）以来、約8,800億円の
引受実績。また、制度の期限の1年間延長を決定。

 途上国地場銀行向けに、JBICと協調して信用供与枠を設定する

など、途上国の金融機関に対するバンクローンの引受を積極的に
行い、2010年度は12件（350億円）を引受。

 2009年度に制度の活用を開始した大企業による輸出債権の流動
化に継続的に取り組むとともに、2010年度より中小企業による輸

出債権の流動化にも新たに取り組み、我が国企業の資金繰り支
援に幅広く貢献。
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重点的政策分野③-資源エネルギー安定供給確保

 資源エネルギー総合保険等を積極的に活用

 鉱物資源分野では、カナダのシミルコ銅鉱山再開発プロジェクトやブラジル
のサマルコ社製鉄設備整備案件の保険引受

 原油生産分野ではベネズエラ・カラボボ鉱区プロジェクトの保険引受

27

代表的プロジェクト 保険種 付保率 責任期間等 取組意義

カナダ・シミルコ銅
鉱山再開発プロ
ジェクト

海外事業資金貸付保険
（資源エネルギー特約付）

非常危険
100%

信用危険
97.5％

USD162mln
期間13年

銅鉱山操業再開後に生産される
銅精鉱を全量日本に輸出する、
銅精錬原料安定確保プロジェクト

ブラジル・サマルコ
社鉄鉱石ペレット製
造設備投資案件

海外事業資金貸付保険
（資源エネルギー特約付）

非常危険
100%

信用危険
97.5%

USD231mln
期間10年

製鉄原料である鉄鋼石ペレットの
我が国鉄鋼メーカーへの安定的
供給を確保するプロジェクト

ベネズエラ・カラボ
ボ鉱区プロジェクト

海外投資保険
（資源エネルギー特約付）

非常危険
100%

信用危険
97.5%

期間15年
我が国企業連合が出資する油井
掘削後、原油生産販売を行う計
画の石油権益確保プロジェクト



【参考】カナダ・シミルコ銅鉱山再開発プロジェクト
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重点的政策分野④-環境社会構築支援

地球環境保険については、スペインの太陽熱発
電プロジェクトほか計5件の保険引受

29

代表的プロジェクト 保険種 付保率 責任期間等 取組意義

本邦企業とスペイン大手
エンジニアリング企業と
の共同プロジェクト

海外事業資金貸付保険
（地球環境保険特約付）

非常危険
100%

信用危険
90%

EUR353mln
期間20年 世界的な温室効果ガスの排

出低減及び本邦企業による
再生可能エネルギー分野に
おけるインフラ海外展開に資
するプロジェクト

本邦企業が出融資する
スペインエネルギー企業
との共同プロジェクト

海外事業資金貸付保険
（地球環境保険特約付）

非常危険
100%

信用危険
90%

EUR255mln
期間5年

ブラジルBraskemペトロ
ケミカル拡張プロジェクト

海外事業資金貸付保険
（地球環境保険特約付）

非常危険
100%

信用危険
90%

USD200mln
期間10年

植物由来ポリエチレンプラン
トの建設、及びバイオ-ETBE
等の生産設備の拡張・改修



【参考】スペイン太陽熱発電プロジェクト
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重点的政策分野⑤-中小企業

 中小企業者を対象として2008年10月から開始したバイ
ヤー信用調査費用の無料化を、2010年度も引き続き実
施。制度開始以降の利用実績は574件（312社）。

 中小企業輸出代金保険の2010年度引受実績は292件。

 商工中金及びメガバンク3行（みずほ、東京三菱UFJ、三
井住友）との連携により、貿易保険が付保された輸出代
金債権を担保とした融資制度や債権買取制度を開始。
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重点的政策分野⑥-インフラ海外展開支援

 電力分野

 ベトナム NhonTrachⅡ火力発電所建設プロジェクト

 ベトナム Song Bac他２水力発電所建設プロジェクト

 通信分野

 インドネシアテレコム向け光海底ケーブルシステムプロジェクト

水ビジネス分野
 モルジブ・上下水道運営事業プロジェクト

 フィリピン・マニラウォーターカンパニー上水道設備改修・拡張
プロジェクト
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重点的政策分野⑦-航空機その他の分野

 我が国メーカーが米国航空機メーカーと共同で開発した
航空機の輸出支援のため、2010年度は、エアライン及
びリース会社計9社に対して、ボーイング製航空機25機
の輸出案件につき、米輸銀から再保険を引き受け。

 2004年の米輸銀との再保険協定締結以来の累計引受数は、
エアライン及びリース会社で計22社、支援件数は107機。

 国産航空機輸出支援については、輸出者に対する販売
金融スキームへの助言提供並びに事前案件審査等を
行い、MRJの50機受注獲得に貢献。
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民間保険会社による参入の円滑化

 2010年度は、09年度に引き続き、民間損害保険会社
5社に対して業務委託を実施したのに加え、新たに日立
キャピタル損害保険、共栄火災海上保険及びAIU保険会
社と協議を進め、11年に業務委託を開始。

 また、2010年12月に本邦損害保険会社のシンガポール
現法との間でフロンティング（NEXIが現地保険会社の元

受保険契約につき全額再保険を引き受ける形態の取引）
契約を締結し、貿易保険商品に関する情報・ノウハウを
積極的に提供。
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Ⅲ．業務運営の効率化
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業務運営効率化①-業務費・一般管理費削減

業務費・一般管理費ともに削減目標を達成

36

（単位：百万円）

定義
第3期中期目標
期間の削減目標

2008年度
（基準値）

2009年度
（基準値比）

2010年度
（基準値比）

業務費

損益計算書上の「事
業費及び一般管理
費」から①第4期シス
テム開発関連経費及
び②その他特殊要因
経費を控除した額

第2期中期目標
期間において達
成した額（2008年
度）以下に

4,215 4,166
（▲1.2%減）

4,083
（▲3.1%減）

一般管理費

損益計算書上の「事
業費及び一般管理
費」のうち、役員及び
総務部（システム部門
を除く）に係る諸経費
の額

第2期中期目標
期間最終年度
（2008年度）の一
般管理費相当額
を基準として、毎
年度1%以上削減

578 563
（▲2.6%減）

561
（▲2.9%減）



業務運営効率化②-職員数・人件費

 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進
に関する法律（平成18年法律第47号）等を踏まえ、2010
年度において2005年度と比較して、5%以上の人員削減
を達成。また、国家公務員に準じた人件費削減を継続。

 給与水準について、国家公務員給与に準じた俸給及び
賞与の引き下げを実施するとともに、給与制度の見直し
に着手。
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業務運営効率化③-契約

 「随意契約等見直し計画」（2010年4月）に基づき、契約適正化の

取組を着実に実施。その結果、競争性のない随意契約比率は、
2008年度の92％（金額ベース）から2010年度には7％（同）にまで
低減。

 一者応札・一者応募となった契約についても、仕様書の変更や公
告期間の見直しなどの契約条件の見直しを行った結果、2008年
度の7件から、2010年度には3件まで低減。

 契約監視委員会を2011年4月に開催し、2009年度及び10年度の
契約内容についての検査を受検。
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システムの効率的な開発及び円滑な運用

 簡易通知型包括保険に対応したシステム開発や、限度
額設定型保険の分割払いに対応したシステム改造等、
2010年度制度改正に対応したシステム対応を実施。

 老朽化した機器等の全面的な更新を実施。また、メイン
及びバックアップ用のデータセンターを構築し、事業継続
性を強化させるとともに、開発と運用の相互牽制を向上
させる等内部統制を強化。

 システム保守費用は2010年度実績12.7億円と、第3期
システムの保守費用（16.1億円）を大きく下回る水準に。
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Ⅳ．財務内容の改善に関する事項
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債権管理・回収の強化

 信用リスクに係る保険事故債権については、お客様の協力、サービサーの活
用等により積極的に回収に取り組み、高い回収実績率（69.9%）を実現。

 NEXI内の関係部署間にて保険事故及びその他懸念情報を日常的に相互に発
信し情報共有。

 モニタリング推進委員会にて、各部・支店が行うモニタリング実施状況について
定期的にフォローし、加えて、発生した保険事故の傾向についてその内容を月
次に分析レポートとして各部・支店間で情報共有。また、既保険契約の案件管
理に有益と考えられる各種情報をモニタリング推進員会から関係部署へ配信し
情報共有。

 ベネズエラ、イラン、UAE向けの付保案件について、経済産業省と協力しつつ、
現地在外公館、NEXI海外事務所の活用により、保険事故発生の未然防止、損
害の最小化に努力。
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Ⅴ．2010年度NEXI決算（未監査）
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2010年度NEXI決算①-概要

 主に運用資産の増加とリスケ債権の評価見直しにより自己資本が216億円積
み増され、財務基盤がより強固に。

 昨年度の正味保険料収入は111億円（前年度比＋3%）と増収。

 正味保険金支払いは7億円（同▲23%減）に減少。

 その他経常損益には、責任期間の長い保険引受の増加により責任準備金繰入
▲24億円、既損害発生案件に係る支払備金繰入▲18億円等が含まれる。

 資産運用収益は、有価証券残高は大きく増えていないものの、より長期の国債
への買い替えにより、59億円（同＋33%）を計上。

 事業費・一般管理費は71億円（同▲1%）となり、経常損益は58億円と昨年度並
みの水準を確保。

 特別損益は、新興国経済の好調等を反映してリスケ債権の評価見直し等を実
施した結果158億円を計上し、当期損益は216億円。
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2010年度NEXI決算②-貸借対照表

07/3末 08/3末 09/3末 10/3末 11/3末 前期末比

現預金 33,781 38,822 44,192 9,373 12,403 3,030

有価証券 192,789 212,973 222,609 261,301 264,553 3,252

保険代位債権及び未収収益 438,569 239,882 240,690 239,732 238,997 ▲735

貸倒引当金 ▲300,462 ▲201,816 ▲210,049 ▲203,872 ▲190,283 13,589

その他資産 13,318 12,303 8,261 9,149 13,603 4,454

資産計 377,995 302,164 305,703 315,683 339,273 23,590

責任準備金 12,559 13,184 14,096 17,108 19,517 2,409

その他負債 14,914 22,166 26,249 16,483 16,057 ▲426

負債計 27,473 35,350 40,345 33,591 35,574 1,983

純資産計 350,522 266,814 265,359 282,092 303,699 21,607

負債及び純資産計 377,995 302,164 305,703 315,683 339,273 23,590
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2010年度NEXI決算③-損益計算書

2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 前年度比

正味収入保険料 9,187 9,615 10,051 10,784 11,075 291

資産運用収益 2,701 2,978 3,153 4,409 5,869 1,460

正味支払保険金 ▲62 ▲103 ▲1,582 ▲976 ▲749 227

事業費・一般管理費 ▲6,405 ▲7,985 ▲7,543 ▲7,116 ▲7,075 41

その他経常損益 18 ▲3,232 ▲2,180 ▲1,377 ▲3,343 ▲1,966

経常損益 5,439 1,273 1,899 5,724 5,777 53

貸倒引当金純繰入額 9,564 ▲84,133 ▲7,420 6,806 13,156 6,350

その他特別損益 9,389 ▲848 4,060 4,203 2,674 ▲1,529

特別損益 18,953 ▲84,981 ▲3,360 11,009 15,830 4,821

当期損益 24,392 ▲83,709 ▲1,461 16,733 21,607 4,874
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