
太陽光発電システム事業計画書（全量買取制度） 現場名

49.92 kw

導入費用総額 ¥393,630 /kw

①システム導入費用 ¥348,558 /kw ¥1,086,835 /年
②整地,フェンス,東電引込費

③損害保険料（15年分）

維持管理費 ¥24,167 /月 ¥290,000 /年 ¥5,800,000 /20年

①メンテナンス費用 ¥833 /月 ¥10,000 /年 ¥200,000 /20年

②借地代 ¥23,333 /月 ¥280,000 /年 ¥5,600,000 /20年

発電量予測（100%） 4752.3kw /月 57027.0kw /年 1032188.7kw /20年
発電量予測（120%） 5702.7kw /月 68432.4kw /年 1238626.4kw /20年

発電収入予測（100%） ¥184,767 /月 ¥2,217,210 /年 ¥40,131,497 /20年
発電収入予測（120%） ¥221,721 /月 ¥2,660,652 /年 ¥48,157,796 /20年

所得（収入-経費）100% ¥160,601 /月 ¥1,927,210 /年 ¥37,631,497 /20年
所得（収入-経費）120％ ¥197,554 /月 ¥2,370,652 /年 ¥45,657,796 /20年

初期投資回収年数（100%）

単純利回り（100%）

初期投資回収年数（120%）
単純利回り（120%）

20年間収支（100%）
20年間収支（120%）

借入返済（初年度） ¥17,000,000 借入 借入金利2.0 ％ ※発電量減1％/年

（2.0%,15年借入の場合） ¥122,778 /月 ¥1,473,333 /年 ¥19,720,000 /15年

返済後残額（1年目・100%） ¥37,823 /月 ¥453,876 /年 ¥453,876 /1年
返済後残額（1年目・120%） ¥74,777 /月 ¥897,318 /年 ¥897,318 /1年

返済後残額（2年目・100%） ¥38,106 /月 ¥457,271 /年 ¥911,147 /2年
返済後残額（2年目・120%） ¥74,690 /月 ¥896,279 /年 ¥1,793,597 /2年

返済後残額（3年目・100%） ¥38,389 /月 ¥460,666 /年 ¥1,371,813 /3年
返済後残額（3年目・120%） ¥74,603 /月 ¥895,239 /年 ¥2,688,836 /3年

返済後残額（4年目・100%） ¥38,672 /月 ¥464,060 /年 ¥1,835,873 /4年
返済後残額（4年目・120%） ¥74,517 /月 ¥894,199 /年 ¥3,583,034 /4年

返済後残額（5年目・100%） ¥38,955 /月 ¥467,455 /年 ¥2,303,328 /5年
返済後残額（5年目・120%） ¥74,430 /月 ¥893,159 /年 ¥4,476,193 /5年

返済後残額（6年目・100%） ¥39,237 /月 ¥470,849 /年 ¥2,774,177 /6年
返済後残額（6年目・120%） ¥74,343 /月 ¥892,119 /年 ¥5,368,313 /6年

返済後残額（7年目・100%） ¥39,520 /月 ¥474,244 /年 ¥3,248,421 /7年
返済後残額（7年目・120%） ¥74,257 /月 ¥891,079 /年 ¥6,259,392 /7年

返済後残額（8年目・100%） ¥39,803 /月 ¥477,638 /年 ¥3,726,059 /8年
返済後残額（8年目・120%） ¥74,170 /月 ¥890,039 /年 ¥7,149,431 /8年

返済後残額（9年目・100%） ¥40,086 /月 ¥481,033 /年 ¥4,207,092 /9年
返済後残額（9年目・120%） ¥74,083 /月 ¥889,000 /年 ¥8,038,431 /9年

返済後残額（10年目・100%） ¥40,369 /月 ¥484,428 /年 ¥2,836,520 /10年
返済後残額（10年目・120%） ¥73,997 /月 ¥887,960 /年 ¥7,071,391 /10年

返済後残額（11年目・100%） ¥40,652 /月 ¥487,822 /年 ¥3,324,342 /11年
返済後残額（11年目・120%） ¥73,910 /月 ¥886,920 /年 ¥7,958,310 /11年

返済後残額（12年目・100%） ¥40,935 /月 ¥491,217 /年 ¥3,815,559 /12年
返済後残額（12年目・120%） ¥73,823 /月 ¥885,880 /年 ¥8,844,190 /12年

返済後残額（13年目・100%） ¥41,218 /月 ¥494,611 /年 ¥4,310,170 /13年
返済後残額（13年目・120%） ¥73,737 /月 ¥884,840 /年 ¥9,729,031 /13年

返済後残額（14年目・100%） ¥41,500 /月 ¥498,006 /年 ¥4,808,176 /14年
返済後残額（14年目・120%） ¥73,650 /月 ¥883,800 /年 ¥10,612,831 /14年

返済後残額（15年目・100%） ¥41,783 /月 ¥501,400 /年 ¥5,309,576 /15年
返済後残額（15年目・120%） ¥73,563 /月 ¥882,760 /年 ¥11,495,591 /15年

返済後残額（16年目・100%） ¥136,511 /月 ¥1,638,128 /年 ¥6,947,704 /20年
返済後残額（16年目・120%） ¥167,921 /月 ¥2,015,054 /年 ¥13,510,645 /20年

返済後残額（17年目・100%） ¥134,905 /月 ¥1,618,856 /年 ¥8,566,561 /20年
返済後残額（17年目・120%） ¥165,946 /月 ¥1,991,347 /年 ¥15,501,993 /20年

返済後残額（18年目・100%） ¥133,299 /月 ¥1,599,584 /年 ¥10,166,145 /20年
返済後残額（18年目・120%） ¥163,970 /月 ¥1,967,641 /年 ¥17,469,634 /20年

返済後残額（19年目・100%） ¥131,693 /月 ¥1,580,312 /年 ¥11,746,457 /20年
返済後残額（19年目・120%） ¥161,995 /月 ¥1,943,934 /年 ¥19,413,568 /20年

返済後残額（20年目・100%） ¥130,087 /月 ¥1,561,040 /年 ¥13,307,497 /20年
返済後残額（20年目・120%） ¥160,019 /月 ¥1,920,228 /年 ¥21,333,796 /20年
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那須烏山

1 設置容量
ソーラーフロンティア製 CISソーラー　160.0ｗ ×　312枚
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¥19,650,000 システム減価償却費（17年）

¥17,400,000
¥2,000,000

¥250,000
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