
再開発スクール 実技 H23 No.5 権利変換計画 （解答） 

 

［No.5］-1 

 

平成 23 年 実技（解答と解説） 
 

（設問１）従前権利の種類や従前評価額及び権利者意向等から、関係権利者毎

の「従前権利額」を算出し、下表①～⑨の   に適当な数値を記入し表を

完成させなさい。 

なお、従前権利額に小数点が生ずる場合には、小数点第一位を四捨五入

し整数で記すこと。解答はマークシートに記入しなさい。 

【①～⑨各１点、計９点】 

従前権利額 

関係権利者氏名 
従前権利額  

関係権利者氏名 
従前権利額 

（百万円）  （百万円） 

A           74  I           40 

B ①       16  J            0 

C ②        36  K          100 

D ③        66  L  

E ④        33  M  

F ⑤        35  N  

G ⑥        27  O           27 

H ⑦        18  P         8 

  
 

（設問２）画地４の I の所有する建物に設定されている J の建物使用貸借の権

利について、建物使用貸借者 J は、権利変換計画において I の取得する施設

建築物の一部に建物使用貸借の権利を与えられるでしょうか。解答は次のう

ち正しい答えの番号を選びマークシートの⑩に記入しなさい。【１点】 

 
 

⑧  

⑨ 

② 与えられる ① 与えられない 
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（設問３）次に右表のような権利変換計画書（モデル）を利用し、関係権利者 A 

  及び関係権利者 Kに係る権利変換計画の内容を整理します。適当な数値、記 

  号又は用語を記入し、表を完成させなさい。⑪～㉕に該当する数値をマーク 

シート解答用紙に記入しなさい。 

   なお、面積について小数点が生じる場合には、小数点第一位を四捨五入し 

  整数で記すこと。解答はマークシート解答用紙に記入しなさい。また、 

記載にあたっては右記の注意事項に従うこと。 

【関係権利者 A、K各 4点 計 8点】 

 

 

権利変換計画書（モデル）         

          

関係権利者 権利変換期日前の権利の状況 権利変換後の権利の状況 

建築施設の部 

分を与えられ 

ることとなる者 

施設建築物の一部に 

ついて借家権を与え 

られることとなる者 

宅地、借地 

権又は建築 

物の価額 

宅地、借地権又は建築 

物についての担保権等 

の登記に係る権利 

施設建築物の一部 建築施設の

部 

分の価額の概 

算額 

 （百万円） 

建築施設の部分に関する権利 

の上に有することとなる担保権 

等の登記に係る権利 
専用部分 

氏名又は名称 氏名又は名称 
計 

（百万円） 
権利の種類 

権利を有 

する者 
床面積（ｍ２） 用途 権利の種類 権利を有する者 

A 

  ⑪ 20     ⑯ 40 店舗 ㉑ 20     

  ⑫ 34     ⑰ 85 住宅 ㉒ 34     

N ⑬ 20     ⑱ 50 住宅 ㉓ 20     

K 
  ⑭ 80 抵当権 L ⑲ 200 住宅 ㉔ 80 抵当権 L 

  ⑮ 20 抵当権 M ⑳ 50 住宅 ㉕ 20 抵当権 M 

 

（設問４）以下の㉖の     に最も適当な用語を記入し、下記の文章を完成さ 

せなさい。解答は記述式解答用紙に記入しなさい。【２点】 

 

 

 

 

 

※㉜の「市街地再開発組合」を「施行者」でも正解。 

 画地７について、表２の従前の状況では借家権者 P が借家権の取得を希望 

しない旨を申し出ているが、仮にその申出がない場合には、権利変換期日後の 

P の借家権は             が取得する保留床に設定される。 ㉖ 市街地再開発組合 

《記載にあたっての注意事項》 

 記入欄は１権利者で複数の権利床を取得できるようになっており、都市再開発 

法に基づき１権利者で複数の権利床（建築施設の部分）に分けて取得する必要が 

ある場合には、複数の権利床（建築施設の部分）に分けて表示すること。なお、そ 

の場合には その他の記載すべき事項（「宅地、借地権又は建築物の価額」等）に 

ついても、取得する複数の権利床（建築施設の部分）毎の該当する行に記載する 

こと。 
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計算手順 

（設問１） 

Ａ：表２より 

  画地１ 従前資産＝（土地 50 百万円+建物 20 百万円）－Ｂ（借地権者） 

      借地権者の割合は土地の評価額の 60％ 

      借地権価額は土地価額に係る部分の合計額で計算され、土地価額に係る部分の価額は 

      借地権価額に対し 20％の割合、建物価額に係る部分の価額は建物の評価額に対し 50％ 

      の割合。 

      よってＢ＝借家権価額：土地 50 百万円×土地評価額の割合 60％ 

           土地の借地権価額：借家権価額×20％ 

      →借家権価額：土地 50 百万円×土地評価額の割合 60％×20％＝6 百万円 

         Ｂ＝建物価額の評価額：建物価額 20 百万円×50％＝10 百万円 

      ∴従前資産＝（土地 50 百万円+建物 20 百万円）－Ｂ（借地権者＝16 百万円）＝54 百万円 

  画地６ 従前資産＝土地 15 百万円+建物 5 百万円＝20 百万円 

  Ａの従前資産＝画地１（54 百万円）+画地 6（20 百万円）＝74 百万円 

 

Ｂ：Ｂ＝借家権価額：土地 50 百万円×土地評価額の割合 60％ 

    土地の借地権価額：借家権価額×20％ 

    →借家権価額：土地 50 百万円×土地評価額の割合 60％×20％＝6 百万円 

    Ｂ＝建物価額の評価額：建物価額 20 百万円×50％＝10 百万円 

   →6 百万円+10 百万円＝16 百万円 ① 

 

Ｃ：画地２ 従前資産＝土地 90 百万円×所有割合（100％－割合借地権 60％）＝36 百万円 ② 

Ｄ：画地２ 従前資産＝（（土地 90 百万円×借地権割合 60％）+（建物 45 百万円））×持分 2/3 

          ＝66 百万円 ③ 

Ｅ：画地２ 従前資産＝（（土地 90 百万円×借地権割合 60％）+（建物 45 百万円））×持分 1/3 

          ＝33 百万円 ④ 

Ｆ：画地３ 従前資産＝土地 50 百万円×1/2+（土地 50 百万円×1/2×40％）＝35 百万円 ⑤ 

Ｇ：画地３ 従前資産＝土地 50 百万円×1/2×借地権割合 60％×（100％－借家権割合 20％） 

+建物 30 百万円×50％＝27 百万円 ⑥ 

Ｈ：画地３ 従前資産＝土地 50 百万円×1/2×借地権割合 60％×借家権割合 20％+建物 30 百万円×50％ 

          ＝18 百万円 ⑦ 

Ｉ：画地４ 従前資産＝土地 30 百万円+建物 10 百万円＝40 百万円 

Ｊ：画地４ Ｊは建物使用貸借者＝従前資産はない 0 百万円 

Ｋ：画地５ 従前資産＝土地 80 百万円+建物 20 百万円＝100 百万円 

Ｏ：画地７ 従前資産＝土地 25 百万円+建物 10 百万円－Ｐ資産 8 百万円＝27 百万円 ⑧ 

Ｐ：画地７ 従前資産＝土地 25 百万円×60％×20％+建物 10 百万円×50％＝8 百万円 ⑨ 
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（設問２） 

② 与えられない。 

理由：使用貸借（民法第 593 条）とは「当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約し

て相手方からある物を受け取ること」であり、「当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせるこ

とを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約する」賃貸借（民法第 601 条）とは異なる権利

で、借家権ではない。借家権でない以上、都再法第 73 条第 1 項第七号、第八号（施設建築物の一部へ移行

する借家権関係規定）の適用はない。 

 

（設問３） 

Ａ：宅地、借地権又は建築物の価額 

  事前意向より店舗 40ｍ２×店舗単価 500 千円/ｍ２＝20 百万円 ⑪ 

  施設建築物の一部 床面積→40ｍ２ ⑯ 用途 店舗 

  建築施設の部分の価額の概算 20 百万円 ㉑ 

  店舗以外は住宅 従前資産 74 百万円－店舗分 20 百万円＝54 百万円 

  54 百万円－Ｎの貸し出す分（従前と同じとする）20 百万円＝34 百万円 ⑫ 

  施設建築物の一部 床面積→34 百万円÷住宅単価 400 千円/ｍ２＝85ｍ２ ⑰ 用途 住宅 

  建築施設の部分の価額の概算 34 百万円 ㉒  

  Ｎ分 

  Ｎの貸し出す分（従前と同じとする） 20 百万円 ⑬ 用途 住宅 

  施設建築物の一部 床面積→20 百万円÷住宅単価 400 千円/ｍ２＝50ｍ２ ⑱ 

  建築施設の部分の価額の概算 20 百万円 ㉒ 

Ｋ：従前資産 100 百万円 

  土地について 抵当権者Ｌ 80 百万円 ⑭ 抵当権 

  建物について 抵当権者Ｍ 20 百万円 ⑮ 抵当権 

  Ａの希望 住宅 

  土地について抵当権 80 百万円÷住宅単価 400 千円/ｍ２＝200ｍ２ ⑲ 用途 住宅 

  建築施設の部分の価額の概算 80 百万円 ㉔ 抵当権 権利者はＬ 

  建物について 抵当権 20 百万円÷住宅単価 400 千円/ｍ２＝50ｍ２ 用途 住宅 

  建築施設の部分の価額の概算 20 百万円 ㉕ 抵当権 権利者はＭ 
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