
【簡易リース収支表】　

　単位：円（税別）

1年目小計 2年目小計 3年目小計 合計

受取リース料 1,800,000             1,800,000             1,800,000             5,400,000             

車両売却代金 -                          -                          5,500,000             5,500,000             

収入合計 1,800,000           1,800,000           7,300,000           10,900,000         

車両取得価格 -10,000,000          -                          -                          -10,000,000          

支出合計 -10,000,000        -                          -                          -10,000,000        

収支合計 -8,200,000      1,800,000       7,300,000       900,000          

　単位：円（税別）

リース料 1,800,000             1,800,000             1,800,000             5,400,000             

車両売却益 -                          -                          5,499,999             5,499,999             

収益合計 1,800,000           1,800,000           7,299,999           10,899,999         

減価償却費（定率法） -9,999,999           -                          -                          -9,999,999           

費用合計 -9,999,999          -                          -                          -9,999,999          

損益合計 -8,199,999      1,800,000       7,299,999       900,000          

想定収入

CF

想定支出

PL

想定収益

想定費用

名称 「投資deスグのり」5号

車両価格 ¥10,000,000

車両台数 2台

対象車両※1 セミトレーラー　2台

想定運用期間 36か月

月額リース料 ¥150,000

年間リース料 ¥1,800,000

購入選択権行使価格※2 ¥5,500,000

投資倍率※3 109.0%

リース契約先※4 株式会社タカネットサービス

総投資額 ¥10,000,000

期間内諸費用 車両代金に含まれています。

累計配当金額 ¥900,000

初年度損金率※5 -82.00%

※1　類似した車両で入替の可能性もあります。

※2　リース期間満了時、タカネットサービスが買取権を行使する場合の価格です。

※3　運用期間を考慮せず、どれくらいの収益が見込まれるかの目安となる数字です。

※5　12か月減価償却を計上した場合の最大値です。

※4　タカネットサービスからユーザーに再転貸する可能性があります。

　　　最終の使用者は車検証上に記載されます。

表記金額は全て税別

試算の金額はイメージです。実際の運用値とは異なる場合があります。



【簡易リース収支表】　

　単位：円（税別）

1年目小計 2年目小計 3年目小計 合計

受取リース料 1,800,000             1,800,000             1,800,000             5,400,000             

車両売却代金 -                          -                          5,500,000             5,500,000             

収入合計 1,800,000           1,800,000           7,300,000           10,900,000         

車両取得価格 -10,000,000          -                          -                          -10,000,000          

支出合計 -10,000,000        -                          -                          -10,000,000        

収支合計 -8,200,000      1,800,000       7,300,000       900,000          

　単位：円（税別）

リース料 1,800,000             1,800,000             1,800,000             5,400,000             

車両売却益 -                          -                          5,499,999             5,499,999             

収益合計 1,800,000           1,800,000           7,299,999           10,899,999         

減価償却費（定率法） -9,999,999           -                          -                          -9,999,999           

費用合計 -9,999,999          -                          -                          -9,999,999          

損益合計 -8,199,999      1,800,000       7,299,999       900,000          

想定収入

CF

想定支出

PL

想定収益

想定費用

名称 「投資deスグのり」6号

車両価格 ¥10,000,000

車両台数 2台

対象車両※1 セミトレーラー　2台

想定運用期間 36か月

月額リース料 ¥150,000

年間リース料 ¥1,800,000

購入選択権行使価格※2 ¥5,500,000

投資倍率※3 109.0%

リース契約先※4 株式会社タカネットサービス

総投資額 ¥10,000,000

期間内諸費用 車両代金に含まれています。

累計配当金額 ¥900,000

初年度損金率※5 -82.00%

※1　類似した車両で入替の可能性もあります。

※2　リース期間満了時、タカネットサービスが買取権を行使する場合の価格です。

※3　運用期間を考慮せず、どれくらいの収益が見込まれるかの目安となる数字です。

※5　12か月減価償却を計上した場合の最大値です。

※4　タカネットサービスからユーザーに再転貸する可能性があります。

　　　最終の使用者は車検証上に記載されます。

表記金額は全て税抜

試算の金額はイメージです。実際の運用値とは異なる場合があります。



【簡易リース収支表】　

　単位：円（税別）

1年目小計 2年目小計 3年目小計 合計

受取リース料 1,800,000             1,800,000             1,800,000             5,400,000             

車両売却代金 -                          -                          5,500,000             5,500,000             

収入合計 1,800,000           1,800,000           7,300,000           10,900,000         

車両取得価格 -10,000,000          -                          -                          -10,000,000          

支出合計 -10,000,000        -                          -                          -10,000,000        

収支合計 -8,200,000      1,800,000       7,300,000       900,000          

　単位：円（税別）

リース料 1,800,000             1,800,000             1,800,000             5,400,000             

車両売却益 -                          -                          5,499,999             5,499,999             

収益合計 1,800,000           1,800,000           7,299,999           10,899,999         

減価償却費（定率法） -9,999,999           -                          -                          -9,999,999           

費用合計 -9,999,999          -                          -                          -9,999,999          

損益合計 -8,199,999      1,800,000       7,299,999       900,000          

想定収入

CF

想定支出

PL

想定収益

想定費用

名称 「投資deスグのり」7号

車両価格 ¥10,000,000

車両台数 2台

対象車両※1 セミトレーラー　2台

想定運用期間 36か月

月額リース料 ¥150,000

年間リース料 ¥1,800,000

購入選択権行使価格※2 ¥5,500,000

投資倍率※3 109.0%

リース契約先※4 株式会社タカネットサービス

総投資額 ¥10,000,000

期間内諸費用 車両代金に含まれています。

累計配当金額 ¥900,000

初年度損金率※5 -82.00%

※1　類似した車両で入替の可能性もあります。

※2　リース期間満了時、タカネットサービスが買取権を行使する場合の価格です。

※3　運用期間を考慮せず、どれくらいの収益が見込まれるかの目安となる数字です。

※5　12か月減価償却を計上した場合の最大値です。

※4　タカネットサービスからユーザーに再転貸する可能性があります。

　　　最終の使用者は車検証上に記載されます。

表記金額は全て税抜

試算の金額はイメージです。実際の運用値とは異なる場合があります。



【簡易リース収支表】　

　単位：円（税別）

1年目小計 2年目小計 3年目小計 合計

受取リース料 1,800,000             1,800,000             1,800,000             5,400,000             

車両売却代金 -                          -                          5,500,000             5,500,000             

収入合計 1,800,000           1,800,000           7,300,000           10,900,000         

車両取得価格 -10,000,000          -                          -                          -10,000,000          

支出合計 -10,000,000        -                          -                          -10,000,000        

収支合計 -8,200,000      1,800,000       7,300,000       900,000          

　単位：円（税別）

リース料 1,800,000             1,800,000             1,800,000             5,400,000             

車両売却益 -                          -                          5,499,999             5,499,999             

収益合計 1,800,000           1,800,000           7,299,999           10,899,999         

減価償却費（定率法） -9,999,999           -                          -                          -9,999,999           

費用合計 -9,999,999          -                          -                          -9,999,999          

損益合計 -8,199,999      1,800,000       7,299,999       900,000          

想定収入

CF

想定支出

PL

想定収益

想定費用

名称 「投資deスグのり」8号

車両価格 ¥10,000,000

車両台数 2台

対象車両※1 セミトレーラー　2台

想定運用期間 36か月

月額リース料 ¥150,000

年間リース料 ¥1,800,000

購入選択権行使価格※2 ¥5,500,000

投資倍率※3 109.0%

リース契約先※4 株式会社タカネットサービス

総投資額 ¥10,000,000

期間内諸費用 車両代金に含まれています。

累計配当金額 ¥900,000

初年度損金率※5 -82.00%

※1　類似した車両で入替の可能性もあります。

※2　リース期間満了時、タカネットサービスが買取権を行使する場合の価格です。

※3　運用期間を考慮せず、どれくらいの収益が見込まれるかの目安となる数字です。

※5　12か月減価償却を計上した場合の最大値です。

※4　タカネットサービスからユーザーに再転貸する可能性があります。

　　　最終の使用者は車検証上に記載されます。

表記金額は全て税抜

試算の金額はイメージです。実際の運用値とは異なる場合があります。



名称 「投資deスグのり」9号

車両価格 ¥10,000,000

車両台数 2台

対象車両※1 セミトレーラー　2台

想定運用期間 24か月

月額リース料 ¥150,000

年間リース料 ¥1,800,000

購入選択権行使価格※2 ¥6,800,000

投資倍率※3 104.0%

リース契約先※4 株式会社タカネットサービス

総投資額 ¥10,000,000

期間内諸費用 車両代金に含まれています。

累計配当金額 ¥400,000

初年度損金率※5 -82.00%

※1　類似した車両で入替の可能性もあります。

※2　リース期間満了時、タカネットサービスが買取権を行使する場合の価格です。

※3　運用期間を考慮せず、どれくらいの収益が見込まれるかの目安となる数字です。

※5　12か月減価償却を計上した場合の最大値です。

※4　タカネットサービスからユーザーに再転貸する可能性があります。

　　　最終の使用者は車検証上に記載されます。

表記金額は全て税抜

試算の金額はイメージです。実際の運用値とは異なる場合があります。

【簡易リース収支表】　

　単位：円（税別）

1年目小計 2年目小計 3年目小計 合計

受取リース料 1,800,000             1,800,000             -                          3,600,000             

車両売却代金 -                          6,800,000             -                          6,800,000             

収入合計 1,800,000           8,600,000           -                          10,400,000         

車両取得価格 -10,000,000          -                          -                          -10,000,000          

支出合計 -10,000,000        -                          -                          -10,000,000        

収支合計 -8,200,000      8,600,000       -                     400,000          

　単位：円（税別）

リース料 1,800,000             1,800,000             -                          3,600,000             

車両売却益 -                          6,799,999             -                          6,799,999             

収益合計 1,800,000           8,599,999           -                          10,399,999         

減価償却費（定率法） -9,999,999           -                          -                          -9,999,999           

費用合計 -9,999,999          -                          -                          -9,999,999          

損益合計 -8,199,999      8,599,999       -                     400,000          

想定収入

CF

想定支出

PL

想定収益

想定費用



【簡易リース収支表】　

　単位：円（税別）

1年目小計 2年目小計 3年目小計 合計

受取リース料 1,800,000             1,800,000             -                          3,600,000             

車両売却代金 -                          6,800,000             -                          6,800,000             

収入合計 1,800,000           8,600,000           -                          10,400,000         

車両取得価格 -10,000,000          -                          -                          -10,000,000          

支出合計 -10,000,000        -                          -                          -10,000,000        

収支合計 -8,200,000      8,600,000       -                     400,000          

　単位：円（税別）

リース料 1,800,000             1,800,000             -                          3,600,000             

車両売却益 -                          6,799,999             -                          6,799,999             

収益合計 1,800,000           8,599,999           -                          10,399,999         

減価償却費（定率法） -9,999,999           -                          -                          -9,999,999           

費用合計 -9,999,999          -                          -                          -9,999,999          

損益合計 -8,199,999      8,599,999       -                     400,000          

想定収入

CF

想定支出

PL

想定収益

想定費用

名称 「投資deスグのり」10号

車両価格 ¥10,000,000

車両台数 2台

対象車両※1 セミトレーラー　2台

想定運用期間 24か月

月額リース料 ¥150,000

年間リース料 ¥1,800,000

購入選択権行使価格※2 ¥6,800,000

投資倍率※3 104.0%

リース契約先※4 株式会社タカネットサービス

総投資額 ¥10,000,000

期間内諸費用 車両代金に含まれています。

累計配当金額 ¥400,000

初年度損金率※5 -82.00%

※1　類似した車両で入替の可能性もあります。

※2　リース期間満了時、タカネットサービスが買取権を行使する場合の価格です。

※3　運用期間を考慮せず、どれくらいの収益が見込まれるかの目安となる数字です。

※5　12か月減価償却を計上した場合の最大値です。

※4　タカネットサービスからユーザーに再転貸する可能性があります。

　　　最終の使用者は車検証上に記載されます。

表記金額は全て税抜

試算の金額はイメージです。実際の運用値とは異なる場合があります。



【簡易リース収支表】　

　単位：円（税別）

1年目小計 2年目小計 3年目小計 合計

受取リース料 3,600,000             3,600,000             3,600,000             10,800,000           

車両売却代金 -                          -                          11,000,000           11,000,000           

収入合計 3,600,000           3,600,000           14,600,000         21,800,000         

車両取得価格 -20,000,000          -                          -                          -20,000,000          

支出合計 -20,000,000        -                          -                          -20,000,000        

収支合計 -16,400,000    3,600,000       14,600,000      1,800,000       

　単位：円（税別）

リース料 3,600,000             3,600,000             3,600,000             10,800,000           

車両売却益 -                          -                          10,999,999           10,999,999           

収益合計 3,600,000           3,600,000           14,599,999         21,799,999         

減価償却費（定率法） -19,999,999          -                          -                          -19,999,999          

費用合計 -19,999,999        -                          -                          -19,999,999        

損益合計 -16,399,999    3,600,000       14,599,999      1,800,000       

想定収入

CF

想定支出

PL

想定収益

想定費用

名称 「投資deスグのり」12号

車両価格 ¥20,000,000

車両台数 3台

対象車両※1 セミトレーラー　3台

想定運用期間 36か月

月額リース料 ¥300,000

年間リース料 ¥3,600,000

購入選択権行使価格※2 ¥11,000,000

投資倍率※3 109.0%

リース契約先※4 株式会社タカネットサービス

総投資額 ¥20,000,000

期間内諸費用 車両代金に含まれています。

累計配当金額 ¥1,800,000

初年度損金率※5 -82.00%

※1　類似した車両で入替の可能性もあります。

※2　リース期間満了時、タカネットサービスが買取権を行使する場合の価格です。

※3　運用期間を考慮せず、どれくらいの収益が見込まれるかの目安となる数字です。

※5　12か月減価償却を計上した場合の最大値です。

※4　タカネットサービスからユーザーに再転貸する可能性があります。

　　　最終の使用者は車検証上に記載されます。

表記金額は全て税抜

試算の金額はイメージです。実際の運用値とは異なる場合があります。



名称 「投資deスグのり」13号

車両価格 ¥30,000,000

車両台数 9台

対象車両※1 アルミバン6台　アルミウィング1台　冷蔵冷凍車2台

想定運用期間 36か月

月額リース料 ¥450,000

年間リース料 ¥5,400,000

購入選択権行使価格※2 ¥16,500,000

投資倍率※3 109.0%

リース契約先※4 株式会社タカネットサービス

総投資額 ¥30,000,000

期間内諸費用 車両代金に含まれています。

累計配当金額 ¥2,700,000

初年度損金率※5 -82.00%

※1　類似した車両で入替の可能性もあります。

※2　リース期間満了時、タカネットサービスが買取権を行使する場合の価格です。

※3　運用期間を考慮せず、どれくらいの収益が見込まれるかの目安となる数字です。

※5　12か月減価償却を計上した場合の最大値です。

※4　タカネットサービスからユーザーに再転貸する可能性があります。

　　　最終の使用者は車検証上に記載されます。

【簡易リース収支表】　

　単位：円（税別）

1年目小計 2年目小計 3年目小計 合計

受取リース料 5,400,000             5,400,000             5,400,000             16,200,000           

車両売却代金 -                          -                          16,500,000           16,500,000           

収入合計 5,400,000           5,400,000           21,900,000         32,700,000         

車両取得価格 -30,000,000          -                          -                          -30,000,000          

支出合計 -30,000,000        -                          -                          -30,000,000        

収支合計 -24,600,000    5,400,000       21,900,000      2,700,000       

　単位：円（税別）

リース料 5,400,000             5,400,000             5,400,000             16,200,000           

車両売却益 -                          -                          16,499,999           16,499,999           

収益合計 5,400,000           5,400,000           21,899,999         32,699,999         

減価償却費（定率法） -29,999,999          -                          -                          -29,999,999          

費用合計 -29,999,999        -                          -                          -29,999,999        

損益合計 -24,599,999    5,400,000       21,899,999      2,700,000       

想定収入

CF

想定支出

PL

想定収益

想定費用

表記金額は全て税抜

試算の金額はイメージです。実際の運用値とは異なる場合があります。



名称 「投資deスグのり」15号

車両価格 ¥30,000,000

車両台数 9台

対象車両※1
アルミバン3台　アルミウィング1台

ダンプ3台　平ボディ1台　冷凍ウィング1台

想定運用期間 36か月

月額リース料 ¥450,000

年間リース料 ¥5,400,000

購入選択権行使価格※2 ¥16,500,000

投資倍率※3 109.0%

リース契約先※4 株式会社タカネットサービス

総投資額 ¥30,000,000

期間内諸費用 車両代金に含まれています。

累計配当金額 ¥2,700,000

初年度損金率※5 -82.00%

※1　類似した車両で入替の可能性もあります。

※2　リース期間満了時、タカネットサービスが買取権を行使する場合の価格です。

※3　運用期間を考慮せず、どれくらいの収益が見込まれるかの目安となる数字です。

※5　12か月減価償却を計上した場合の最大値です。

※4　タカネットサービスからユーザーに再転貸する可能性があります。

　　　最終の使用者は車検証上に記載されます。

【簡易リース収支表】　

　単位：円（税別）

1年目小計 2年目小計 3年目小計 合計

受取リース料 5,400,000             5,400,000             5,400,000             16,200,000           

車両売却代金 -                          -                          16,500,000           16,500,000           

収入合計 5,400,000           5,400,000           21,900,000         32,700,000         

車両取得価格 -30,000,000          -                          -                          -30,000,000          

支出合計 -30,000,000        -                          -                          -30,000,000        

収支合計 -24,600,000    5,400,000       21,900,000      2,700,000       

　単位：円（税別）

リース料 5,400,000             5,400,000             5,400,000             16,200,000           

車両売却益 -                          -                          16,499,999           16,499,999           

収益合計 5,400,000           5,400,000           21,899,999         32,699,999         

減価償却費（定率法） -29,999,999          -                          -                          -29,999,999          

費用合計 -29,999,999        -                          -                          -29,999,999        

損益合計 -24,599,999    5,400,000       21,899,999      2,700,000       

想定収入

CF

想定支出

PL

想定収益

想定費用

表記金額は全て税抜

試算の金額はイメージです。実際の運用値とは異なる場合があります。



【簡易リース収支表】　

　単位：円（税別）

1年目小計 2年目小計 3年目小計 合計

受取リース料 7,200,000             7,200,000             7,200,000             21,600,000           

車両売却代金 -                          -                          22,000,000           22,000,000           

収入合計 7,200,000           7,200,000           29,200,000         43,600,000         

車両取得価格 -40,000,000          -                          -                          -40,000,000          

支出合計 -40,000,000        -                          -                          -40,000,000        

収支合計 -32,800,000    7,200,000       29,200,000      3,600,000       

　単位：円（税別）

リース料 7,200,000             7,200,000             7,200,000             21,600,000           

車両売却益 -                          -                          21,999,999           21,999,999           

収益合計 7,200,000           7,200,000           29,199,999         43,599,999         

減価償却費（定率法） -39,999,999          -                          -                          -39,999,999          

費用合計 -39,999,999        -                          -                          -39,999,999        

損益合計 -32,799,999    7,200,000       29,199,999      3,600,000       

想定収入

CF

想定支出

PL

想定収益

想定費用

名称 「投資deスグのり」16号

車両価格 ¥40,000,000

車両台数 8台

対象車両※1
アルミウィング1台　平ボディ2台　クレーン付2台

ミキサー車1台　車載車1台　脱着式コンテナ車1台

想定運用期間 36か月

月額リース料 ¥600,000

年間リース料 ¥7,200,000

購入選択権行使価格※2 ¥22,000,000

投資倍率※3 109.0%

リース契約先※4 株式会社タカネットサービス

総投資額 ¥40,000,000

期間内諸費用 車両代金に含まれています。

累計配当金額 ¥3,600,000

初年度損金率※5 -82.00%

※1　類似した車両で入替の可能性もあります。

※2　リース期間満了時、タカネットサービスが買取権を行使する場合の価格です。

※3　運用期間を考慮せず、どれくらいの収益が見込まれるかの目安となる数字です。

※5　12か月減価償却を計上した場合の最大値です。

※4　タカネットサービスからユーザーに再転貸する可能性があります。

　　　最終の使用者は車検証上に記載されます。

表記金額は全て税抜

試算の金額はイメージです。実際の運用値とは異なる場合があります。



名称 「投資deスグのり」18号

車両価格 ¥80,000,000

車両台数 10台

対象車両※1 アルミウィング8台　セミトレーラー2台

想定運用期間 36か月

月額リース料 ¥1,200,000

年間リース料 ¥14,400,000

購入選択権行使価格※2 ¥46,400,000

投資倍率※3 112.0%

リース契約先※4 株式会社タカネットサービス

総投資額 ¥80,000,000

期間内諸費用 車両代金に含まれています。

累計配当金額 ¥9,600,000

初年度損金率※5 -82.00%

※1　類似した車両で入替の可能性もあります。

※2　リース期間満了時、タカネットサービスが買取権を行使する場合の価格です。

※3　運用期間を考慮せず、どれくらいの収益が見込まれるかの目安となる数字です。

※5　12か月減価償却を計上した場合の最大値です。

※4　タカネットサービスからユーザーに再転貸する可能性があります。

　　　最終の使用者は車検証上に記載されます。

【簡易リース収支表】　

　単位：円（税別）

1年目小計 2年目小計 3年目小計 合計

受取リース料 14,400,000           14,400,000           14,400,000           43,200,000           

車両売却代金 -                          -                          46,400,000           46,400,000           

収入合計 14,400,000         14,400,000         60,800,000         89,600,000         

車両取得価格 -80,000,000          -                          -                          -80,000,000          

支出合計 -80,000,000        -                          -                          -80,000,000        

収支合計 -65,600,000    14,400,000      60,800,000      9,600,000       

　単位：円（税別）

リース料 14,400,000           14,400,000           14,400,000           43,200,000           

車両売却益 -                          -                          46,399,999           46,399,999           

収益合計 14,400,000         14,400,000         60,799,999         89,599,999         

減価償却費（定率法） -79,999,999          -                          -                          -79,999,999          

費用合計 -79,999,999        -                          -                          -79,999,999        

損益合計 -65,599,999    14,400,000      60,799,999      9,600,000       

想定収入

CF

想定支出

PL

想定収益

想定費用

表記金額は全て税抜

試算の金額はイメージです。実際の運用値とは異なる場合があります。
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