
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 ¥391,226 /kw

①システム導入費用 ¥346,154 /kw ¥1,080,112 /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） ¥18,000,000 借入 借入金利2.0 ％ ※発電量減1％/年

（2.0%,15年借入の場合） ¥130,000 /月 ¥1,560,000 /年 ¥20,880,000 /15年

返済後残額（1年目・100%） ¥30,601 /月 ¥367,210 /年 ¥367,210 /1年
返済後残額（1年目・120%） ¥67,554 /月 ¥810,652 /年 ¥810,652 /1年

返済後残額（2年目・100%） ¥30,995 /月 ¥371,938 /年 ¥739,147 /2年
返済後残額（2年目・120%） ¥67,579 /月 ¥810,945 /年 ¥1,621,597 /2年

返済後残額（3年目・100%） ¥31,389 /月 ¥376,666 /年 ¥1,115,813 /3年
返済後残額（3年目・120%） ¥67,603 /月 ¥811,239 /年 ¥2,432,836 /3年

返済後残額（4年目・100%） ¥31,783 /月 ¥381,393 /年 ¥1,497,206 /4年
返済後残額（4年目・120%） ¥67,628 /月 ¥811,532 /年 ¥3,244,368 /4年

返済後残額（5年目・100%） ¥32,177 /月 ¥386,121 /年 ¥1,883,328 /5年
返済後残額（5年目・120%） ¥67,652 /月 ¥811,826 /年 ¥4,056,193 /5年

返済後残額（6年目・100%） ¥32,571 /月 ¥390,849 /年 ¥2,274,177 /6年
返済後残額（6年目・120%） ¥67,677 /月 ¥812,119 /年 ¥4,868,313 /6年

返済後残額（7年目・100%） ¥32,965 /月 ¥395,577 /年 ¥2,669,754 /7年
返済後残額（7年目・120%） ¥67,701 /月 ¥812,413 /年 ¥5,680,725 /7年

返済後残額（8年目・100%） ¥33,359 /月 ¥400,305 /年 ¥3,070,059 /8年
返済後残額（8年目・120%） ¥67,726 /月 ¥812,706 /年 ¥6,493,431 /8年

返済後残額（9年目・100%） ¥33,753 /月 ¥405,033 /年 ¥3,475,092 /9年
返済後残額（9年目・120%） ¥67,750 /月 ¥813,000 /年 ¥7,306,431 /9年

返済後残額（10年目・100%） ¥34,147 /月 ¥409,761 /年 ¥2,029,853 /10年
返済後残額（10年目・120%） ¥67,774 /月 ¥813,293 /年 ¥6,264,724 /10年

返済後残額（11年目・100%） ¥34,541 /月 ¥414,489 /年 ¥2,444,342 /11年
返済後残額（11年目・120%） ¥67,799 /月 ¥813,587 /年 ¥7,078,310 /11年

返済後残額（12年目・100%） ¥34,935 /月 ¥419,217 /年 ¥2,863,559 /12年
返済後残額（12年目・120%） ¥67,823 /月 ¥813,880 /年 ¥7,892,190 /12年

返済後残額（13年目・100%） ¥35,329 /月 ¥423,945 /年 ¥3,287,503 /13年
返済後残額（13年目・120%） ¥67,848 /月 ¥814,174 /年 ¥8,706,364 /13年

返済後残額（14年目・100%） ¥35,723 /月 ¥428,672 /年 ¥3,716,176 /14年
返済後残額（14年目・120%） ¥67,872 /月 ¥814,467 /年 ¥9,520,831 /14年

返済後残額（15年目・100%） ¥36,117 /月 ¥433,400 /年 ¥4,149,576 /15年
返済後残額（15年目・120%） ¥67,897 /月 ¥814,760 /年 ¥10,335,591 /15年

返済後残額（16年目・100%） ¥136,511 /月 ¥1,638,128 /年 ¥5,787,704 /20年
返済後残額（16年目・120%） ¥167,921 /月 ¥2,015,054 /年 ¥12,350,645 /20年

返済後残額（17年目・100%） ¥134,905 /月 ¥1,618,856 /年 ¥7,406,561 /20年
返済後残額（17年目・120%） ¥165,946 /月 ¥1,991,347 /年 ¥14,341,993 /20年

返済後残額（18年目・100%） ¥133,299 /月 ¥1,599,584 /年 ¥9,006,145 /20年
返済後残額（18年目・120%） ¥163,970 /月 ¥1,967,641 /年 ¥16,309,634 /20年

返済後残額（19年目・100%） ¥131,693 /月 ¥1,580,312 /年 ¥10,586,457 /20年
返済後残額（19年目・120%） ¥161,995 /月 ¥1,943,934 /年 ¥18,253,568 /20年

返済後残額（20年目・100%） ¥130,087 /月 ¥1,561,040 /年 ¥12,147,497 /20年
返済後残額（20年目・120%） ¥160,019 /月 ¥1,920,228 /年 ¥20,173,796 /20年
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7 ¥18,101,497 ※所得 ー 導入費用
¥26,127,796

３号機

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

2

¥19,530,000 システム減価償却費（17年）

¥17,280,000
¥2,000,000


