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［No.3］ある地区の市街地再開発準備組合において、事業計画及び権利変換計画の概要

を策定した上で権利者に説明し、保留床処分先の参加組合員の募集活動を行ていた。 

しかし、権利者の同意がまとまらず、参加組合員も定められないまま数年が経過

し、その間、経済状況、不動産市況の変化があり、事業計画案の見直しを行うこと

になった。 

１表は、当初計画していた事業計画素案（当初計画）と、今回見直しをした事業

計画素案（変更計画）について、策定の諸元の一部と見直しにあたっての変更点を

整理したものである。（その他、計画に必要な数値は、2 表及び 3 表に記載してあ

る。） 

これを基に、以下、順次 2 表～6 表を完成させ、①～⑮の太線枠に入る数値を解

答用紙に記入しなさい。 

なお、計算した数値について、所定の単位未満の端数がある場合はこれを四捨五

入して枠内に記入し、以後の計算はその数値を使用するものとする。 

 

１表：計画諸元表（資金計画、床価額、権利床面積等の根拠となるデータ） 

項目 当初計画 変更計画 

(１)従前資産総額 

(地区内の土地・建物総額) 
7,000 百万円 10％下落 

(２)土地・建物総額に対する転出率 20％ 30％へと増加 

(３)計画建築物施工床面積 20,000ｍ２ 同左 

(４)計画建築物専用面積 15,000ｍ２ 同左 

(５)施工床面積当り工事費単価 

(空地等整備費を含む) 
250 千円/ｍ２ 4％減額 

(６)借入金利息（1 年当り） 4％ 2％へ減少 
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下表２表～６表の、①～⑮の太線枠の数値を解答用紙に記入しなさい。 

 

２表：事業支出金 

 

 

３表：収入金 

項目 
金額（単位：百万円） 

当初計画 変更計画 

(１)一般会計補助金 2,000 2,000 

(２)保留床処分金 6,985 ⑩ 7,155 

(３)その他の収入 0  0 

合計 8,985  9,155 

 

 

800 800

① 2,400 2,970

ア．建物除却費等 30 30

150 150

2,300 ② 2,790

◆土地・建物補償費(注)

（第91条補償費）
③ 1,400 1,890

◆通常損失補償費
（第97条補償費）

900 900

5,000 4,800

8,280 ④ 8,570

3,280 3,770

5,000 ⑤ 4,800

⑥ 248 257

262 ⑦ 151

195 177

⑧ 8,985 ⑨ 9,155

1,400 1,890

(５)事務費　[(４)小計×3％]

(６)借入金利子
[(1)＋(２)の金額に対して単利2年分]

(７)その他の費用

合計

（内、第91条補償費分）

（注）：補償費は権利変換計画の認可公告日に支払うものとし、物価変動による修正はないものと
する。

イ．仮設店舗設置費

ウ．補償費

(３)工事費
（建築工事費及び空地等整備費）

(４)小計

(１）+（２）［工事費以外］

(３)　　　　[工事費]

項目
金額（単位：百万円）

当初計画 変更計画

(１)調査設計計画費

(２)土地整備費
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４表：従前資産額及び権利変換対象額 

項目 
金額（単位：百万円） 

当初計画 変更計画 

従前資産総額 7,000  6,300 

金銭給付額（第 91 条補償額） 1,400  1,890 

権利変換対象額 5,600 ⑪ 4,410 

 

５表：従後、土地・建物総価額及び専用面積当り床価格 

 ・土地共有方式によるものとして計算しなさい。 

項目 
金額及び床価格 

当初計画 変更計画 

従後、土地・建物総価額(百万円) ⑫ 12,585  11,565 

専用面積当り平均床価格(千円/ｍ２)  839 ⑬ 771 

 

６表：全権利床及び保留床の専用面積 

 ・権利床、保留床、位置及び用途による価格差は無いものとして計算しなさい。 

項目 
専用面積（単位：ｍ２） 

当初計画 変更計画 

全権利床 ⑭ 6,675  5,720 

保留床  8,325 ⑮ 9,280 

合計  15,000  15,000 
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計算手順 

２表 

従前資産総額： 当初計画 7,000 百万円  変更計画 10％下げる 6,300 百万円 

転出率          20％           30％ 

計画建築物施工床面積   20,000ｍ２        20,000ｍ２ 

計画建築物専用面積    15,000ｍ２        15,000ｍ２ 

施工床面積当り工事費単価 250 千円/ｍ２       4％減 240 千円/ｍ２ 

借入金利率        ４％           2％ 

 

土地・建物補償費（第 91 条補償費） 

  ※転出者分のこと 

   当初計画： 従前資産総額 7,000 百万円×転出率 20％＝1,400 百万円 ③ 

   変更計画： 従前資産総額 6,300 百万円×転出率 30％＝1,890 百万円 

・補償費 

 当初計画：第 91 条補償費 1,400 百万円+第 97 条補償費 900 百万円＝2,300 百万円 

 変更計画：第 91 条補償費 1,890 百万円+第 97 条補償費 900 百万円＝2,790 百万円 

      ② 

・土地整備費 

 当初計画：建物除却費等 30 百万円+仮設店舗設置費 150 百万円+補償費 2,300 百万円 

      ＝2,480 百万円 ① 

 変更計画：建物除却費等 30 百万円+仮設店舗設置費 150 百万円+補償費 2,790 百万円 

      ＝2,970 百万円 

・工事費 

 当初計画：計画建築物施工床面積 20,000ｍ２×工事費単価 250 千円/ｍ２ 

＝5,000 百万円 

変更計画：計画建築物施工床面積 20,000ｍ２×工事費単価 240 千円/ｍ２ 

＝4,800 百万円 

・調査設計計画費+土地整備費 

 当初計画：調査設計計画費 800 百万円+土地整備費 2,480 百万円＝3,280 百万円 

 変更計画：調査設計計画費 800 百万円+土地整備費 2,970 百万円＝3,770 百万円 

・小計 

 当初計画：調査設計計画費+土地整備費 3,280 百万円+工事費 5,000 百万円 

      ＝8,280 百万円 

 変更計画：調査設計計画費+土地整備費 3,770 百万円+工事費 4,800 百万円 

      ＝8,570 百万円 ④ 

・事務費 
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 当初計画：小計 8,280 百万円×3％＝248.4→248 百万円 ⑥ 

 変更計画：小計 8,570 百万円×3％＝257.1→257 百万円 

・借入金利子 

 当初計画：調査設計計画費+土地整備費 3,280 百万円×利率 4％×2 年＝262.4 

      →262 百万円 

 変更計画：調査設計計画費+土地整備費 3,770 百万円×利率 2％×2 年＝150.8 

      →151 百万円 ⑦ 

・合計 

 当初計画：小計 8,280 百万円+事務費 248 百万円+借入金利子 262 百万円 

+その他の費用 195 百万円＝8,985 百万円 ⑧ 

 変更計画：小計 8,570 百万円+事務費 257 百万円+借入金利子 151 百万円 

+その他の費用 177 百万円＝9,155 百万円 ⑨ 

 

3 表 

・保留床処分金 

 当初計画：事業費 8,985 百万円－一般会計補助金 2,000 百万円＝6,985 百万円 

 変更計画：事業費 9,155 百万円－一般会計補助金 2,000 百万円＝7,155 百万円 ⑩ 

・合計 

 当初計画：一般会計補助金 2,000 百万円+保留床処分金 6,985 百万円+その他 0 

      ＝8,985 百万円 

 変更計画：一般会計補助金 2,000 百万円+保留床処分金 7,155 百万円+その他 0 

      ＝9,155 百万円 

 

４表 

従前資産 

 当初計画：7,000 百万円 

 変更計画：6,300 百万円 

第 91 条補償額 

 当初計画：1,400 百万円 

 変更計画：1,890 百万円 

権利変換対象額 

 当初計画：従前資産額 7,000 百万円－金銭給付額 1,400 百万円＝5,600 百万円 

 変更計画：従前資産額 6,300 百万円－金銭給付額 1,890 百万円＝4,410 百万円 ⑪ 
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５表 

従後、土地・建物総価額 

 当初計画：事業費 8,985 百万円－一般会計補助 2,000 百万円+権利変換対象額 

      5,600 百万円＝12,585 百万円 ⑫ 

 変更計画：事業費 9,155 百万円－一般会計補助 2,000 百万円+権利変換対象額 

      4,410 百万円＝11,565 百万円 

専用面積当り平均床価格 

 当初計画：従後、土地・建物総価額 12,585 百万円÷専用面積 15,000ｍ２＝ 

      ＝839 千円/ｍ２ 

 変更計画：従後、土地・建物総価額 11,565 百万円÷専用面積 15,000ｍ２＝ 

      ＝771 千円/ｍ２ ⑬ 

 

６表 

全権利床 

 当初計画：全専用面積 15,000ｍ２×権利変換対象額 5,600 百万円÷従後、土地・建物 

総価額 12,585 百万円＝6,674.6→6,675ｍ２ ⑭ 

 変更計画：全専用面積 15,000ｍ２×権利変換対象額 4,410 百万円÷従後、土地・建物 

総価額 11,565 百万円＝5,719.8→5,720ｍ２ 

保留床 

 当初計画：全専用面積 15,000ｍ２－全権利床 6,675ｍ２＝8,325ｍ２ 

 変更計画：全専用面積 15,000ｍ２－全権利床 5,720ｍ２＝9,280ｍ２ ⑮ 


