
再開発スクール 実技 Ｈ19 No.2 年度別資金計画 (解答) 

 

［No.2］-1 

 

[No.2]組合施行の市街地再開発事業における年度別資金計画を作成します。以下の（イ）～（ホ）

の条件に基づき、表―１、表―2、表―３を使用して予備計算をし、最終的に表―４ 

  年度別資金計画表を完成させることとします。各表に太枠で示している ①～ ㉕に相 

当する金額を算出し、解答用紙（マークシート）に記入しなさい。 

   なお、計算に当たっては、予備計算を含めて、各年度・各項目・各収支科目毎に百万 

円未満を切り捨てて記入し、以後の計算には記入した数値を使用しなさい。 

【 ⑫⑬㉓㉕  各 2点、その他各 1点 計 29点】 

 

（イ） 計算諸元等 

 １．地区面積 ················································································· 10,000m2 

  ２．現況道路面積 ············································································ 1,000m2 

 ３．現況宅地面積 ············································································ 9,000m2 

 ４．施設建築敷地面積 ······································································ 7,800m2 

 ５．都市計画道路工事対象面積 ·························································· 2,200m2 

 ６．容積率の上限 ············································································ 600% 

 ７．施設建築物は容積率の限度いっぱいで計画する。容積率対象外は駐車場だけとし、駐 

車場を含む施設建築物延べ面積の合計の 5分の 1となるよう計画する。 

 

（ロ） 従前資産等 

 総額 転出率 総額のうち公共施設管理者負

担金の対象となる部分 

従前宅地 4,500百万円 

従前宅地価額の 20％（都市

再開発法第 91 条補償対

象） 

400百万円百万円 

（うち転出者分 100百万円） 

従前建物 1,200百万円 

従前宅地価額の 25％（都市

再開発法第 91 条補償対

象） 

150百万円 

（うち転出者分 50百万円） 

都市再開発

法第 97 条補

償対象 

 

600百万円 

 

― 

 

60百万円 
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（ハ） 事業スケジュール 

年度 実施内容 

 

初年度 

本組合設立 

実施設計 

権利変換計画作成 

2年度 

権利変換計画認可 

補償費支払い 

建物除却・整地 

施設建築物工事着工（建設工事費の出来高 10％） 

3年度 施設建築物工事（建築工事費の出来高 50％） 

4年度 
都市計画道路整備（単年度で整備完了） 

施設建築物工事竣工（建築工事費の出来高 40％） 

最終年度 組合解散認可 

 

（二）事業費算定条件（支出金関連） 

 1．調査設計計画費 ···························································· 690百万円 

   年度別の調査設計計画費は、表―４に掲げるとおり（与条件） 

 2．土地整備費（2年度に支払いを実施） ······························· 540百万円 

 3．都市再開発法第 91条補償費 

（2年度に支払いを実施、都市再開発法第 91条に規定する利息相当額を含む） 

都市再開発法第 91 条補償費は、権利変換認可の公告の日から 30 日後に支払うものと

する。評価基準日から権利変換計画の認可公告日までの全国消費者物価指数及び投資財

指数に基づく修正率は、プラス 1％とする。 

計算にあたっては、表―１を用いて算出しなさい。 

 4．都市再開発法第 97条補償費（2年度に支払いを実施） ········ 600百万円 

 5．施設建築物工事費（2年度～4年度に工事出来高に応じて支払いを実施） 

  工事費単価（駐車場及び空地等整備費も含む） ····················· 220千円／ｍ2 

  建築工事費は、表―2を用いて算出しなさい。 

 6．都市計画道路工事費（4年度に支払いを実施） 

  工事費単価 ····································································· 100千円／ｍ2 

 7．事務費 

  調査設計計画費、土地整備費、補償費、工事費の合計額（小計 A）の 2％とする。 

 8．借入金利子 

  借入金利子は、当該年度借入金の 50％と前年度末の借入金残額の全額に対し年利 3％を

付した金額とする。計算に当たっては、表―３を用い、当該年度借入分と前年度末借入

金残額分に対する利子計算を別々に行いなさい。 

  百万円未満を切り捨てた後に合算して算出しなさい。 
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 9．借入金償還 

  2 年度と 3 年度は前年度末の翌年度繰越金のうち千万円未満を切り捨てた金額を償還す

る。4年度は前年度末借入金全額を償還する。 

 

（ホ）収入金等算定条件 

1． 補助金 

補助金の算定は次のとおりとし、補助金額は補助対象事業の 3分の 2とする。入金時期

は特に記載のあるものを除き補助事業が実施された当該年度に入金するものとする。 

① 調査設計計画費は、全額を補助対象事業費とする。 

② 土地整備費は、全額を補助対象事業費とする。 

③ 補償費のうち、都市再開発法第 91条補償費・残留者建設費については、（ロ）従

前資産等における従前建物の総額のうち、公共施設管理者負担金対象分を除いた

全額を補助対象事業費とする。なお、入金の時期は、2年度に 30％、3年度に 70％

とする。 

④ 補償費のうち都市再開発法第 97条補償費については、（ロ）従前資産等における

都市再開発法第 97 条補償対象の総額のうち、公共施設管理者負担金対象分を除

いた全額を補助対象事業費とする。 

⑤ 共同施設整備費のうち、空地等整備費については、その全額を補助対象費とする。

なお、当該事業は 4年度に実施する。 

⑥ 共同施設整備費のうち、供給処理施設整備費とその他の施設整備費に関する補助

対象事業費は、3年度に 840百万円、4年度に 210百万円とする。 

⑦ 事務費に対する補助金は、表―４に掲げるとおり。（与条件） 

2． 公共施設管理者負担金 

公共施設管理者負担金は、以下の条件に基づき算定された全額を収入金として整理する。 

① 公共施設管理者負担金対象の補償費は（ロ）従前資産等の表に示すとおり。入金

時期については、2年度に転出者分の土地費と転出者分の建物費及び都市再開発

法第 97条補償費の全額、3年度に残り全額とする。 

② 都市計画道路工事費は全額 4 年度の入金とする。（事業費の全てを対象とする。） 

3． 保留床処分金 

保留床処分金は、2 年度に 1,000 百万円、3 年度に 3,000 百万円、4 年度に残金の入

金があるものとする。4年度の保留床処分金は計算によって求めなさい。 

4． 借入金 

借入金は、初年度 200百万円、2年度 1,800百万円、3年度 2,400百万円を借り入れ

るものとする。 

5． その他 

最終年度の支出金は、補助金及び前年度繰越金を充当する。 
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表―１ 従前資産評価額及び都市再開発法第 91条補償費の予備計算 【1点】 

 従前資産額 

（百万円） 

転出率 

（％） 

転出額 

（百万円） 

修正後価額 

（百万円） 

支払日迄の

日数（日） 

利息相当額 

（百万円） 

宅 

地 
4,500 20 900 

 

909 
30 4  

建 

物 
1,200 25 300 303 30 1  

 

 

表―２ 建物計画及び建築工事費予備計算       【1点】 

敷地面積 

（ｍ2） 

容積対象 

（㎡） 

容積対象外 

（ｍ2） 

施設建築物

延べ面積

（ｍ2） 

工事費 

単価 

（千円/ｍ2） 

建築 

工事費 

（百万円） 

うち空地等 

整備費（注） 

（百万円） 

7,800 46,800 11,700 58,500 220 
②

  
643 

（注：空地等整備費は建築工事費総額に対して 5％相当額とする。） 

 

表―３ 借入金利子予備計算 年利 3％ （単位：百万円）   【1点】 

 初年度 2年度 3年度 4年度 最終年度 

当該年度借入額 200         1,800 2,400   

当該年度借入額 

分の利子 
3 27 36   

前年度末借入金

残額 
 200 1,960 4,210  

前年度末借入金

残額分の利子 
 6 58 

③        
 

借入金利子の合

計 
3 33 94 126  

① 

 

12,870 

126 
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表―４ 年度別資金計画表 

総額 初年度 2年度 3年度 4年度 最終年度 

支

出

金 

ⓐ調査設計計画費 690 450 120 ④ 42 24 

ⓑ土地整備費 540 540 

ⓒ補償費

91条補償費（土地費） 913 ⑤

91条補償費（建物費） ⑥ 304 

97条補償費 600 600 

ⓓ工事費
施設建築物工事費 12,870 1,287 6,435 ⑦

都市計画道路工事費 ⑧ 220 

小計Ａ （ⓐ～ⓓの計） 16,137 450 3,764 6,489 5,410
 

24 

ⓔ事務費 321 9 ⑨ 129 108 

小計Ｂ （Ａ～ⓔの計） 16,458 459 3,839 6,618 ⑩ 24 

ⓕ借入金利子 256 3 33 ⑪ 126 

支出事業費計 Ｃ （Ｂ～ⓕの計） ⑫ 462 3,872 6,712 5,644 24 

ⓖ借入金償還金 ― ⑬ 150 4,210 

支出金合計 Ｄ （Ｃ～ⓖの計 462 3,912 6,862 ⑭ 24 

収

入

金 

ⓗ補助金

調査設計計画費 460 300 80 36 28 ⑮

土地整備費 ⑯ 360 

補償費 
91条補償費・残留者建物費 700 210 ⑰

97条補償費 ⑱ 360 

共同施設整備費 
空地等整備費 428 ⑲

その他の施設整備費 700 560 140 

事務費 29 3 10 11 5 0 

補助金収入計 3,037 303 ⑳ 1,097 601 16 

ⓘ公共施設管理者負担金

補償費 610 210 ㉑

都市計画道路工事費 220 220 

公共施設管理者負担金計 ㉒ 210 400 220 

ⓙ保留床処分金 12,847 1,000 3,000 ㉓

収入事業費計Ｅ （ⓗ～ⓙの計） 16,714 303 2,230 4,497 9,668 16 

ⓚ借入金 200 1,800 2,400 

ⓛ前年度繰越金 41 ㉔ 194 8 

収入金合計Ｆ （Ｅ＋ⓚ＋ⓛ） 503 4,071 7,056 9,862 24 

翌年度繰越金（Ｆ－Ｄ） 41 159 194 8 

年度末借入残金（累積借入金） 200 ㉕ 4,210 

304 

220 

16,714 

360 

360 

830 

913 

75 

40 

94 

5,148 

5,518 

54 

9,854 

16 

490 

428 

400 

1,020 

8,847 

159 

1,960 



再開発スクール 実技 Ｈ19 No.2 年度別資金計画 (解答) 

 

［No.2］-6 

 

（年度別資金計画計算手順） 

（初年度） 

＜支出＞ 

ⓐ調査設計計画費：450百万円 

ⓑ土地整備費：初年度無し 

ⓒ補償費：初年度無し 

 ・91条補償費（土地費）：初年度無し 

 ・91条補償費（建物費）：初年度無し 

 ・97条補償費：初年度無し 

ⓓ工事費：初年度無し 

 ・施設建築物工事費：初年度無し 

 ・都市計画道路工事費：初年度無し 

小計Ａ（ⓐ～ⓓの計）：450百万円 

ⓔ事務費：小計Ａ×2％＝450百万円×2％＝9百万円 

小計Ｂ（Ａ～ⓔの計）：450百万円+9百万円＝459百万円 

ⓕ借入金利子：当該年度借入金の 50％と前年度末の借入金残額の全額の 3％ 

       当該年度借入金 200百万円×50％×3％＝3百万円 

支出事業費計Ｃ（Ｂ～ⓕの計）：459百万円+3百万円＝462百万円 

ⓖ借入金償還金：初年度無し 

支出金合計Ｄ（Ｃ～ⓖの計）：462百万円 

＜収入＞ 

ⓗ補助金：300百万円+3百万円＝303百万円 

 ・調査設計計画費：全額補助対象＝450百万円×2/3＝300百万円 

 ・土地整備費：全額補助対象＝初年度無し 

 ・補償費：初年度無し 

   91条補償費・残留者建物費：公共施設管理者負担金対象分を除いた全額を補助対象 

                ＝初年度無し 

   97条補償費：公共施設管理者負担金対象分を除いた全額を補助対象＝初年度無し 

 ・共同施設整備費：初年度無し 

   空地等整備費：全額補助対象＝初年度無し 

   その他の施設整備費：初年度無し  

 ・事務費：3百万円 

ⓘ公共施設管理者負担金：初年度無し 

 ・補償費：初年度無し 

 ・都市計画道路工事費：初年度無し 

ⓙ保留床処分金：初年度無し 

収入事業費計Ｅ （ⓗ～ⓙの計）：303百万円 

ⓚ借入金：＝200百万円 
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ⓛ前年度繰越金：初年度無し 

収入金合計Ｆ （Ｅ+ⓚ+ⓛ）：303百万円+200百万円＝503百万円 

翌年度繰越金（Ｆ－Ｄ）：503百万円－462百万円＝41百万円 

年度末借入残金：200百万円 

（2年度） 

＜支出＞ 

ⓐ調査設計計画費：120百万円 

ⓑ土地整備費：540百万円 

ⓒ補償費：913百万円+304百万円+600百万円＝1,817百万円 

 ・91条補償費（土地費）：従前宅地総額 4,500百万円×転出率 20％＝900百万円 

    権利変換計画の認可の公告日までの全国消費者物価指数及び投資財指数の修正は 1％ 

    権利変換認可の公告の日から 30日後支払 

    900百万円×101％＝909百万円 

    900百万円×6％×30日/365日＝4.438→4百万円 

    909百万円+4百万円＝913百万円…⑤ 

 ・91条補償費（建物費）：従前建物総額 1,200百万円×転出率 25％＝300百万円 

    権利変換計画の認可の公告日までの全国消費者物価指数及び投資財指数の修正は 1％ 

    権利変換認可の公告の日から 30日後支払 

    300百万円×101％＝303百万円 

    300百万円×6％×30日/365日＝1.479→1百万円 

    303百万円+1百万円＝304百万円 

 ・97条補償費：600百万円 

ⓓ工事費：1,287百万円 

 ・施設建築物工事費：施設建築敷地面積 7,800m2×容積率 600％×容積対象外を含む 125％ 

          ×工事費単価 220千円/m2＝12,870百万円 

          2年度は工事割合 10％→12,870百万円×10％＝1,287百万円 

 ・都市計画道路工事費：2年度無し 

小計Ａ（ⓐ～ⓓの計）：120百万円+540百万円+1,817百万円+1,287百万円＝3,764百万円 

ⓔ事務費：小計Ａ×2％＝3,764百万円×2％＝75.28→75百万円 

小計Ｂ（Ａ～ⓔの計）：3,764百万円+75百万円＝3,839百万円 

ⓕ借入金利子：当該年度借入金の 50％と前年度末の借入金残額の全額の 3％＝33百万円 

       当該年度借入金 1,800百万円×50％×3％＝27百万円 

              前年度末の借入金残額 200百万円×3％＝6百万円 

       27百万円+6百万円＝33百万円 

支出事業費計Ｃ（Ｂ～ⓕの計）：3,839百万円+33百万円＝3,872百万円 

ⓖ借入金償還金：前年度繰越金のうち千万円を切り捨て→41百万円→40百万円 

支出金合計Ｄ（Ｃ～ⓖの計）：3,872百万円+40百万円＝3,912百万円 

＜収入＞ 
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ⓗ補助金：80百万円+360百万円 570百万円+10百万円＝1,020百万円…⑳ 

 ・調査設計計画費：全額補助対象＝120百万円×2/3＝80百万円 

 ・土地整備費：全額補助対象＝540百万円×2/3＝360百万円 

 ・補償費：210百万円+360百万円＝570百万円 

   91条補償費・残留者建物費：公共施設管理者負担金対象分を除いた全額を補助対象 

       ＝従前建物総額 1,200百万円－公共施設管理者負担金 150百万円＝1,050百万円 

       2年度は 30％→1,050百万円×30％×2/3＝210百万円 

   97条補償費：公共施設管理者負担金対象分を除いた全額を補助対象＝ 

       ＝97条補償 600百万円－60百万円×2/3＝360百万円 

 ・共同施設整備費：2年度無し 

   空地等整備費：全額補助対象＝2年度無し 

   その他の施設整備費：2年度無し  

 ・事務費：10百万円 

ⓘ公共施設管理者負担金：210百万円 

 ・補償費：従前宅地転出者分公管金 100百万円+従前建物転出者分公管金 50百万円+97条分 

     60百万円＝210百万円 

 ・都市計画道路工事費：2年度無し 

ⓙ保留床処分金：1,000百万円 

収入事業費計Ｅ （ⓗ～ⓙの計）：1,020百万円+210百万円+1,000百万円＝2,230百万円 

ⓚ借入金：＝1,800百万円 

ⓛ前年度繰越金：41百万円 

収入金合計Ｆ （Ｅ+ⓚ+ⓛ）：2,230百万円+1,800百万円+41百万円＝4,071百万円 

翌年度繰越金（Ｆ－Ｄ）：4,071百万円－3,912百万円＝159百万円 

年度末借入残金：200百万円+1,800百万円－40百万円＝1,960百万円…㉕ 

（3年度） 

＜支出＞ 

ⓐ調査設計計画費：調査設計計画費総額 690百万円－初年度 450百万円－2年度 120百万円－ 

         4年度 42百万円－最終年度 24百万円＝54百万円…④ 

ⓑ土地整備費：3年度無し 

ⓒ補償費：3年度無し 

 ・91条補償費（土地費）：3年度無し  

 ・91条補償費（建物費）：3年度無し 

 ・97条補償費：3年度無し  

ⓓ工事費：6,435百万円 

 ・施設建築物工事費：施設建築敷地面積 7,800m2×容積率 600％×容積対象外を含む 125％ 

          ×工事費単価 220千円/m2＝12,870百万円 

          3年度は工事割合 50％→12,870百万円×50％＝6,435百万円 

 ・都市計画道路工事費：3年度無し 
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小計Ａ（ⓐ～ⓓの計）：54百万円+6,435百万円＝6,489百万円 

ⓔ事務費：小計Ａ×2％＝6,489百万円×2％＝129.78→129百万円 

小計Ｂ（Ａ～ⓔの計）：6,489百万円+129百万円＝6,618百万円 

ⓕ借入金利子：当該年度借入金の 50％と前年度末の借入金残額の全額の 3％＝94百万円 

       当該年度借入金 2,400百万円×50％×3％＝36百万円 

              前年度末の借入金残額 1,960百万円×3％＝58.8→58百万円 

       36百万円+58百万円＝94百万円 

支出事業費計Ｃ（Ｂ～ⓕの計）：6,618百万円+94百万円＝6,712百万円 

ⓖ借入金償還金：前年度繰越金のうち千万円を切り捨て→159百万円→150百万円 

支出金合計Ｄ（Ｃ～ⓖの計）：6,712百万円+150百万円＝6,862百万円 

＜収入＞ 

ⓗ補助金：36百万円+490百万円+560百万円+11百万円＝1,097百万円 

 ・調査設計計画費：全額補助対象＝54百万円×2/3＝36百万円 

 ・土地整備費：全額補助対象＝3年度無し 

 ・補償費：490百万円 

   91条補償費・残留者建物費：公共施設管理者負担金対象分を除いた全額を補助対象 

       ＝従前建物総額 1,200百万円－公共施設管理者負担金 150百万円＝1,050百万円 

       3年度は 70％→1,050百万円×70％×2/3＝490百万円…⑰ 

   97条補償費：公共施設管理者負担金対象分を除いた全額を補助対象＝3年度無し 

 ・共同施設整備費：560百万円 

   空地等整備費：全額補助対象＝3年度無し 

   その他の施設整備費：840百万円×2/3＝560百万円 

 ・事務費：11百万円 

ⓘ公共施設管理者負担金：400百万円 

 ・補償費：従前宅地残り(400百万円－100百万円)+従前建物残り(150百万円－50百万円) 

      ＝400百万円…㉑ 

 ・都市計画道路工事費：3年度無し 

ⓙ保留床処分金：3,000百万円 

収入事業費計Ｅ （ⓗ～ⓙの計）：1,097百万円+400百万円+3,000百万円＝4,497百万円 

ⓚ借入金：＝2,400百万円 

ⓛ前年度繰越金：159百万円 

収入金合計Ｆ （Ｅ+ⓚ+ⓛ）：4,497百万円+2,400百万円+159百万円＝7,056百万円 

翌年度繰越金（Ｆ－Ｄ）：7,056百万円－6,862百万円＝194百万円 

年度末借入残金：1,960百万円+2,400百万円－150百万円＝4,210百万円 

（4年度） 

＜支出＞ 

ⓐ調査設計計画費：42百万円 

ⓑ土地整備費：4年度無し 
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ⓒ補償費：4年度無し 

 ・91条補償費（土地費）：4年度無し  

 ・91条補償費（建物費）：4年度無し 

 ・97条補償費：4年度無し  

ⓓ工事費：5,368百万円 

 ・施設建築物工事費：施設建築敷地面積 7,800m2×容積率 600％×容積対象外を含む 125％ 

          ×工事費単価 220千円/m2＝12,870百万円 

          4年度は工事割合 40％→12,870百万円×40％＝5,148百万円…⑦ 

 ・都市計画道路工事費：都市計画道路工事対象面積 2,200m2×工事費単価 100千円/m2＝ 

           ＝220百万円 

小計Ａ（ⓐ～ⓓの計）：42百万円+5,368百万円＝5,410百万円 

ⓔ事務費：小計Ａ×2％＝5,410百万円×2％＝108.2→108百万円 

小計Ｂ（Ａ～ⓔの計）：5,410百万円+108百万円＝5,518百万円 

ⓕ借入金利子：当該年度借入金の 50％と前年度末の借入金残額の全額の 3％＝126百万円 

       当該年度借入金＝4年度無し 

              前年度末の借入金残額 4,210百万円×3％＝126.3→126百万円 

支出事業費計Ｃ（Ｂ～ⓕの計）：5,518百万円+126百万円＝5,644百万円 

ⓖ借入金償還金：4,210百万円 

支出金合計Ｄ（Ｃ～ⓖの計）：5,644百万円+4,210百万円＝9,854百万円 

＜収入＞ 

ⓗ補助金：28百万円+568百万円+5百万円＝601百万円 

 ・調査設計計画費：全額補助対象＝42百万円×2/3＝28百万円 

 ・土地整備費：全額補助対象＝4年度無し 

 ・補償費：4年度無し  

   91条補償費・残留者建物費：公共施設管理者負担金対象分を除いた全額を補助対象 

       ＝4年度無し 

   97条補償費：公共施設管理者負担金対象分を除いた全額を補助対象＝4年度無し 

 ・共同施設整備費：428百万円+140百万円=568百万円 

   空地等整備費：全額補助対象＝建築工事費 12,870百万円×5％＝643.5→643百万円 

         643百万円×2/3＝428.66→428百万円…⑲ 

   その他の施設整備費：210百万円×2/3＝140百万円 

 ・事務費：5百万円 

ⓘ公共施設管理者負担金：220百万円 

 ・補償費：4年度無し  

 ・都市計画道路工事費：220百万円 

ⓙ保留床処分金：支出金合計Ｄ9,854百万円－補助金 601百万円－公管金 220百万円 

－前年度繰越金 194百万円+8百万円＝8,847百万円…㉓ 

収入事業費計Ｅ （ⓗ～ⓙの計）：601百万円+220百万円+8,847百万円＝9,668百万円 
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ⓚ借入金：＝4年度無し 

ⓛ前年度繰越金：194百万円 

収入金合計Ｆ （Ｅ+ⓚ+ⓛ）：9,668百万円+194百万円＝9,862百万円 

翌年度繰越金（Ｆ－Ｄ）：9,862百万円－9,854百万円＝8百万円 

年度末借入残金：0百万円 

（最終年度） 

＜支出＞ 

ⓐ調査設計計画費：24百万円 

ⓑ土地整備費：最終年度無し 

ⓒ補償費：最終年度無し 

 ・91条補償費（土地費）：最終年度無し  

 ・91条補償費（建物費）：最終年度無し 

 ・97条補償費：最終年度無し  

ⓓ工事費：最終年度無し  

 ・施設建築物工事費：最終年度無し  

 ・都市計画道路工事費：最終年度無し  

小計Ａ（ⓐ～ⓓの計）：24百万円 

ⓔ事務費：小計Ａ×2％＝24百万円×2％＝0.48→0百万円 

小計Ｂ（Ａ～ⓔの計）：24百万円 

ⓕ借入金利子：当該年度借入金の 50％と前年度末の借入金残額の全額の 3％＝0百万円 

       当該年度借入金＝最終年度無し 

              前年度末の借入金残額＝最終年度無し 

支出事業費計Ｃ（Ｂ～ⓕの計）：24百万円 

ⓖ借入金償還金：最終年度無し  

支出金合計Ｄ（Ｃ～ⓖの計）：24百万円 

＜収入＞ 

ⓗ補助金：16百万円 

 ・調査設計計画費：全額補助対象＝24百万円×2/3＝16百万円…⑮ 

 ・土地整備費：全額補助対象＝最終年度無し 

 ・補償費：最終年度無し  

   91条補償費・残留者建物費：公共施設管理者負担金対象分を除いた全額を補助対象 

       ＝最終年度無し 

   97条補償費：公共施設管理者負担金対象分を除いた全額を補助対象＝最終年度無し 

 ・共同施設整備費：428百万円+140百万円=568百万円 

   空地等整備費：最終年度無し  

   その他の施設整備費：最終年度無し  

 ・事務費：0百万円 

ⓘ公共施設管理者負担金：最終年度無し  
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 ・補償費：最終年度無し  

 ・都市計画道路工事費：最終年度無し 

ⓙ保留床処分金：最終年度無し  

収入事業費計Ｅ （ⓗ～ⓙの計）：16百万円 

ⓚ借入金：＝最終年度無し 

ⓛ前年度繰越金：8百万円 

収入金合計Ｆ （Ｅ+ⓚ+ⓛ）：16百万円+8百万円＝24百万円 

翌年度繰越金（Ｆ－Ｄ）：24百万円－24百万円＝0百万円 

年度末借入残金：0百万円 
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[No.3]組合施行の市街地再開発事業の初年度～5 年度（最終年度）の年度別資金計画について、

次の（イ）～（ハ）の条件に基づいて、右の表４【年度別資金計画表】を作成し、床原価総額

を求め、①～⑨の太線枠に入る数値をマークシート解答用紙に記入しなさい。 

  なお、計算にあたっては、予備計算を含めて、各年度・各項目ごとに百万円未満を切り捨て

て記入し、以後の計算には記入した数値を使用しなさい。 

 

（イ） 計画諸元等 

１．宅地面積 ························································ 5,000ｍ２ 

２．従前宅地価額 ············································ 総額 2,450 百万円 

３．従前建物価額 ············································ 総額  650 百万円 

４．施設建築敷地面積（従前宅地面積と同じ） ·························· 5,000ｍ２ 

５．容積率の上限 ······················································· 500％ 

６．施設建築物は、容積率の限度いっぱいで計画する。容積率対象外は駐車場だけとし、床 

  面積の合計（駐車場を含む）の５分の１となるように計画する。 

７．転出率は、従前宅地価額の 30％及び従前建物価額の 40％とする。 

 

（ロ） 事業費算定条件(支出金関連) 

１．調査設計計画費 ················································· 390 百万円 

  年度別の調査設計計画費は、表４に掲げるとおり(与条件) 

２．土地整備費(2 年度に支払いを実施) ································ 300 百万円 

３．都市再開発法第 91 条補償費(利息相当額を含む、2年度に支払を実施) 

都市再開発法第 91 条補償費は、権利変換計画の認可公告の日から 25 日後に支払うもの 

とする。評価基準日から権利変換計画の認可公告日までの全国消費者物価指数及び投資 

財指数に基づく修正率は、プラス 1.0％とする。計算にあたっては表１を用いて算出しな 

さい。 

４．都市再開発法第 97 条補償費(2 年度に支払いを実施) ················· 400 百万円 

５．建築工事費(支払いは 3年度に 40％、4年度に 60％実施) 

工事費単価(駐車場含む) ······································ 180 千円/ｍ２ 

建築工事費は、表２を用いて算出しなさい。 

６．その他工事費 ··················································· 170 百万円 

年度別のその他工事費は、表４に掲げるとおり(与条件) 

７．事務費 ························································· 105 百万円 

年度別の事務費は、表４に掲げるとおり(与条件) 

８．借入金利息は、当該年度借入金の 50％と前年度末の借入金残額に対し年利 3％ 計算にあ 

たっては表３用い、当該年度借入分と前年度末借入金残額分に対する利息計算を別々に

行い、百万円未満を切り捨てた後、合算して算出しなさい。 

９．借入金の償還は、2年度と 3年度に、前年度繰越金のうち 10 百万円未満を切り捨てた金 

額を、4年度には前年度末借入金残金全額を償還するものとする。 
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（ハ） 借入金等算定条件(借入金関連) 

１．補助金 ························································· 2,228 百万円 

   年度別補助金は、表４に掲げるとおり(与条件) 

２．保留床処分金は、４年度にすべて入金があるものとする。 

３．借入金は、初年度 150 百万円、2年度 1,990 百万円、3年度 2,510 百万円を借り入れるも 

のとする。 

４．5年度(最終年度)に、補助金で不足する分は、前年度繰越金で賄うものとする。 

 

表１ 【従前資産評価額及び 91 条補償費の予備計算】 

 
従前評価額 

(百万円) 

転出率 

(％) 

転出額 

(百万円) 

物価変動 

修正率 

修正後価額 

(百万円) 

認可日から 

支払日の日数 

(日) 

利率 
利息相当額 

(百万円) 

宅

地 
2,450 30 735 

     

建

物 
650 40 260 

計 3,100  995 +1% 1,004.95 25 6% 4 

                                 995×1.01               1,004×0.06×25/365 

 

表２ 【建物計画及び建築工事費予備計画】 

敷地面積 

(ｍ２) 

容積対象 

(ｍ２) 

容積対象外 

(ｍ２) 

施設建築物延べ面積 

(ｍ２) 

工事費単価 

(千円/ｍ２) 

建築工事費 

(百万円) 

5,000 25,000 6,250 31,250 180 5,625 

                     25,000×1/4              21,250×180/1,000 

 

表３ 【借入金利息予備計算 年利 3.0％】                (単位：百万円) 

 初年度 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 

当該年度借入分 
150/2×3％ 

→2.25 

1990/2×3％ 

→29.85 

2510/2×3％ 

→37.65 

  

前年度末借入金残額 
 150×3％ 

→4.50 

2080×3％ 

→62.40 

3860×3％ 

→115.80 

 

計 2 33 99 115  
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表４【年度別資金計画表】

390 130 210 20 20 10

300 300

　 91補償 ① 1,008 1,008

97補償 400 400

建築工事費 ② 5,625 2,250 3,375

その他工事費 170 70 100

150 17 26 30 30 2

7,998 147 1,944 2,370 3,525 12

③ 249 2 33 99 115 0

8,247 149 1,977 2,469 3,640 12

― ④ 60 730 3,860

149 2,037 3,199 7,500 12

2,228 62 720 240 1,200 6

⑤ 6,019 6,019

8,247 62 720 240 7,219 6

150 1,990 2,510

63 736 ⑥ 287 6

212 2,773 3,486 7,506 12

63 ⑦ 736 287 6

150 2,080 ⑧ 3,860

⑨ 8,124

内訳 6,019 保留床処分金

1,715 従前宅地権利変換資産額

390 従前建物権利変換資産額

床原価総額 百万円

総計

次年度繰越金

年度末借入金残金

総計

収
入

補助金

保留床処分金

小計

借入金

前年度繰越金

支
出

調査設計計画費

土地整備費

補償費

工事費

事務費

小計

借入金利息

計

借入金償還金

【①～⑧各2点　⑨4点　計20点】

（単位：百万円）

項目 合計 初年度 2年度 3年度 4年度 5年度
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（年度別資金計画計算手順） 

（初年度） 

＜支出＞ 

調査設計計画費：130 百万円 

土地整備費：初年度無し 

補償費：初年度無し 

91 補償：初年度無し 

97 補償：初年度無し 

工事費：初年度無し 

 建築工事費：初年度無し 

 その他工事費：初年度無し 

事務費：17 百万円 

小計：130 百万円+17 百万円＝147 百万円 

借入金利息：147 百万円×50％×3％＝2.205→2 百万円 

計：147 百万円+2 百万円＝149 百万円 

借入金償還金：初年度無し 

総計：149 百万円 

＜収入＞ 

補助金：62 百万円 

保留床処分金：初年度無し 

小計：62 百万円 

借入金：150 百万円 

前年度繰越金：初年度無し 

総計：62 百万円+150 百万円＝212 百万円 

次年度繰越金：初年度収入総計 212 百万円－初年度支出総計 149 百万円＝63 百万円 

年度末借入金残金：150 百万円 

（２年度） 

＜支出＞ 

調査設計計画費：210 百万円 

土地整備費：300 百万円 

補償費：1,008 百万円+400 百万円＝1,408 百万円 

91 補償：従前宅地価額 2,450 百万円×転出率 30％＝735 百万円 

     従前建物価額 650 百万円×転出率 40％＝260 百万円 

     転出額＝735 百万円+260 百万円＝995 百万円 

     物価上昇率 1％補正＝930 百万円×101％＝1,004.95→1,004 百万円 

     利息相当額＝1,004 百万円×6％×25 日/365 日＝4.126→4 百万円 

     1,004 百万円+4 百万円＝1,008 百万円 

97 補償：400 百万円 
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工事費：2 年度無し 

 建築工事費：2 年度無し 

 その他工事費：2 年度無し 

事務費：26 百万円 

小計：210 百万円+300 百万円+1,408 百万円+26 百万円＝1,944 百万円 

借入金利息：(1,944 百万円×50％×3％)+(前年末借入金残額 150 百万円×3％)＝ 

＝(29.16→29 百万円)+(4.5→4 百万円)＝33 百万円 

計：1,944 百万円+33 百万円＝1,977 百万円 

借入金償還金：前年度繰越金 63 百万円→60 百万円（10 百万円未満切捨て） 

総計：1,977 百万円+60 百万円＝2,037 百万円 

＜収入＞ 

補助金：720 百万円 

保留床処分金：2 年度無し 

小計：720 百万円 

借入金：1,990 百万円 

前年度繰越金：63 百万円 

総計：720 百万円+1,990 百万円+63 百万円＝2,773 百万円 

次年度繰越金：2 年度収入総計 2,773 百万円－2 年度支出総計 2,037 百万円＝736 百万円 

年度末借入金残金：前年度借入金残金 150 百万円+本年度借入金 1,990 百万円－借入金償還金 60

百万円＝2,080 百万円 

（３年度） 

＜支出＞ 

調査設計計画費：20 百万円 

土地整備費：3 年度無し 

補償費：3 年度無し  

91 補償：3 年度無し 

97 補償：3 年度無し 

工事費：2,250 百万円+70 百万円＝2,320 百万円 

 建築工事費：2,250 百万円 

施設建築物延べ床面積＝施設建築敷地面積 5,000ｍ２×容積率 500％＝25,000ｍ２ 

駐車場を含む床面積＝25,000ｍ２×125％＝31,250ｍ２ 

施設建築物延べ床面積 31,250ｍ２×工事費単価 180 千円/ｍ２＝5,625 百万円 

3 年度建築工事費＝建築工事費 5,625 百万円×支払い率 40％＝2,250 百万円 

 その他工事費：70 百万円  

事務費：30 百万円 

小計：20 百万円+2,320 百万円+30 百万円＝2,370 百万円 

借入金利息：(2,510 百万円×50％×3％)+(前年末借入金残額 2,080 百万円×3％)＝ 

＝(37.65→37 百万円)+(62.4→62 百万円)＝99 百万円 
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計：2,370 百万円+99 百万円＝2,469 百万円 

借入金償還金：前年度繰越金 736 百万円→730 百万円（10 百万円未満切捨て） 

総計：2,469 百万円+730 百万円＝3,199 百万円 

＜収入＞ 

補助金：240 百万円 

保留床処分金：3 年度無し 

小計：240 百万円 

借入金：2,510 百万円 

前年度繰越金：736 百万円 

総計：240 百万円+2,510 百万円+736 百万円＝3,486 百万円 

次年度繰越金：3 年度収入総計 3,486 百万円－3 年度支出総計 3,199 百万円＝287 百万円 

年度末借入金残金：前年度借入金残金 2,080 百万円+本年度借入金 2,510 百万円－借入金償還金

730 百万円＝3,860 百万円 

（４年度） 

＜支出＞ 

調査設計計画費：20 百万円 

土地整備費：4 年度無し 

補償費：4 年度無し  

91 補償：4 年度無し 

97 補償：4 年度無し 

工事費：3,375 百万円+100 百万円＝3,475 百万円 

 建築工事費：3,375 百万円 

施設建築物延べ床面積＝施設建築敷地面積 5,000ｍ２×容積率 500％＝25,000ｍ２ 

駐車場を含む床面積＝25,000ｍ２×125％＝31,250ｍ２ 

施設建築物延べ床面積 31,250ｍ２×工事費単価 180 千円/ｍ２＝5,625 百万円 

4 年度建築工事費＝建築工事費 5,625 百万円×支払い率 60％＝3,375 百万円 

 その他工事費：100 百万円  

事務費：30 百万円 

小計：20 百万円+3,475 百万円+30 百万円＝3,525 百万円 

借入金利息：(前年末借入金残額 3,860 百万円×3％)＝115.8→115 百万円 

計：3,525 百万円+115 百万円＝3,640 百万円 

借入金償還金：前年度繰越金 3,860 百万円→3,860 百万円 

総計：3,640 百万円+3,860 百万円＝7,500 百万円 

＜収入＞ 

補助金：1,200 百万円 

保留床処分金：7,500 百万円－1,200 百万円－287 百万円+6 百万円=6,019 百万円 

小計：1,200 百万円+6,019 百万円＝7,219 百万円 

前年度繰越金：287 百万円 
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総計：7,219 百万円+287 百万円＝7,506 百万円 

次年度繰越金：4 年度収入総計 7,506 百万円－4 年度支出総計 7,500 百万円＝6 百万円 

年度末借入金残金：0 

（5 年度） 

＜支出＞ 

調査設計計画費：10 百万円 

土地整備費：5 年度無し 

補償費：5 年度無し  

91 補償：5 年度無し 

97 補償：5 年度無し 

工事費：5 年度無し  

 建築工事費：5 年度無し  

 その他工事費：5 年度無し  

事務費：2 百万円 

小計：10 百万円+2 百万円＝12 百万円 

借入金利息：(前年末借入金残額 0 百万円×3％)＝0 百万円 

計：12 百万円 

借入金償還金：5 年度無し  

総計：12 百万円 

＜収入＞ 

補助金：6 百万円 

保留床処分金：5 年度無し  

小計：6 百万円 

前年度繰越金：6 百万円 

総計：6 百万円+6 百万円＝12 百万円 

次年度繰越金：5 年度収入総計 12 百万円－5 年度支出総計 12 百万円＝0 百万円 
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[No.4]第一種市街地再開発事業を実施しているある地区では、権利変換計画を都市再開発法第 110 条に

よる全員同意型で定める前提で、以下の A 表の方針で従後の床価額を算出することになり、担当して

いる再開発プランアーが階別・用途別の床価額の算出表を作成しています。この A 表の算出方針と与

えられた B 表の前提条件に基づいて床価額算出表の施設建築敷地（土地）の共有持分とその価額、施

設建築物の一部（建物）の価額、床価額（土地+建物）とその単価を算出し、解答表の①～⑫の欄に

相当する数値をマークシート解答用紙 Ⅱ に記入しなさい。（①②の解答は、下記の記入方法を参

照し小数点以下の数字を記入しなさい。） 

  なお、床価額の計算にあたっては指定する単位未満は四捨五入し、共有持分の計算にあたっては小

数点以下第５位未満を四捨五入し小数点以下第５位までを算出し、以後の計算には、この算出値を 

用しなさい。                         【①～⑫各 1 点、 計 12 点】 

 

○A 表 従後の床価額の算出方針 

１）従後の敷地の権利形態は、施設建築敷地を一筆共有とし、その共有持分を所有する。 

２）施設建築敷地の共有持分及びその価額は、階別の依存度比率を用いて算出する。（B 表） 

３）施設建築物の一部の価額（建物の価額）は各用途別の積算による。（B 表） 

   また、全体共用部分、店舗共用部分、住宅共用部分の 共用持分及びその価額は、各々の専有

面積の面積割合で各専有部分に配分する。 

４）床価額は、敷地の価額と建物の価額の合算額とする。 

  

○B 表 従後の床価額算出のための前提状況  

（１）階別の専有面積と施設建築敷地の価額の依存度比 

階 用途 専有面積 施設建築敷地の依存度比率 

1 階 店舗１ 900ｍ２ 100 

2 階 
店舗２ 500ｍ２ 90 

店舗３ 600ｍ２ 80 

3～10 階 住 宅 8,000ｍ２ 70 

 

（２）施設建築敷地の総額 

総額 2,229 百万円 

 

（３）施設建築物の一部の価額（建物の価額）の用途別積算価額 （単位：百万円） 

階 用途 
施設建築物の一部の価額（建物の価額） 

専有部分 全体共用部分 店舗共用部分 住宅共用部分 

1～2 階 

店舗１ 

店舗２ 

店舗３ 

300 
400 

40 ― 

3～10 階 住 宅 1,440 ― 240 
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■床価額算出表（解答表） 

階 用途 

施設建築敷地 施設建築物 床価額（土地+建物） 

共有持分 

（小数点以下第 5 位） 

共有持分の価額 

（百万円） 

施設建築物の一部の価格 

（百万円） 

床価額 

（百万円） 

床単価 

（千円/ｍ２） 

1 階 店舗１ ①  0.12113  270 ⑤ 189 459 ⑨ 510 

2 階 
店舗２  0.06057 ③ 135 ⑥ 105 240 ⑩ 480 

店舗３ ② 0.06460  144 ⑦ 126 270 ⑪ 450 

3～10 階 住 宅  0.75370 ④ 1,680 ⑧ 2,000 3,680 ⑫ 460 

 

 計算手順 

B 表 専有面積合計→1 階(店舗 1)900ｍ２+2 階(店舗 2) 500ｍ2+2 階(店舗 3)600ｍ２+3 階～10 階 8,000ｍ２＝10,000ｍ２ 

   積/1,000 1 階(店舗 1) 900ｍ２×依存度比率 100＝90,000 

2 階(店舗 2) 500ｍ2×依存度比率 90＝45,000 

2 階(店舗 3)600ｍ２×依存度比率 80＝48,000 

3 階～10 階 8,000ｍ２×依存度比率 70＝560,000 

合計→743,000   

店舗全体専有面積＝1 階(店舗 1) 900ｍ２+2 階(店舗 2) 500ｍ2+2 階(店舗 3)600ｍ２＝2,000ｍ２ 

    店舗全体共用 全体共用部分価額 400 百万円×店舗面積(900ｍ２+500ｍ２+600ｍ２)÷専有面積合計 10,000ｍ２＝80 百万円 

    住宅全体共用 全体共用部分価額 400 百万円×住宅専有面積 8,000ｍ２÷専有面積合計 10,000ｍ２＝320 百万円 

       店舗工事費総額 店舗専有部分価額 300 百万円+80 百万円+40 百万円＝420 百万円 

    住宅工事費総額 住宅専有部分価額 1,440 百万円+320 百万円+240 百万円＝2,000 百万円 

 

1 階店舗１ 共用持分 （店舗 1 階積/1000）90÷(全体積/1000)743＝0.12113 

       共用持分の価額 施設建築敷地の総額 2,229 百万円×共用持分割合 0.12113＝269.998→270 百万円 

      施設建築物の一部の価額 店舗工事費総額 420 百万円×専有面積 900ｍ２÷店舗全体専有面積 2,000ｍ２＝189 百万円 ⑤ 

      床価額 土地分共用持分の価額 270 百万円+建物価額 189 百万円＝459 百万円 

      床単価 床価額 459 百万円÷900ｍ２＝510 千円/ｍ２ ⑨ 

2 階店舗２ 共用持分 （店舗 2 階積/1000）45÷(全体積/1000)743＝0.06057  

            共用持分の価額 施設建築敷地の総額 2,229 百万円×共用持分割合 0.06057＝135.011→135 百万円 

            施設建築物の一部の価額 店舗工事費総額 420 百万円×専有面積 500ｍ２÷店舗全体専有面積 2,000ｍ２＝105 百万円 ⑥ 

      床価額 土地分共用持分の価額 135 百万円+建物価額 105 百万円＝240 百万円 

      床単価 床価額 240 百万円÷500ｍ２＝480 千円/ｍ２ ⑩ 

2 階店舗３ 共用持分 （店舗 3 階積/1000）48÷(全体積/1000)743＝0.06460 ② 

      共用持分の価額 施設建築敷地の総額 2,229 百万円×共用持分割合 0.06460＝143.99→144 百万円 

      施設建築物の一部の価額 店舗工事費総額 420 百万円×専有面積 600ｍ２÷店舗全体専有面積 2,000ｍ２＝126 百万円 ⑦ 

      床価額 土地分共用持分の価額 144 百万円+建物価額 126 百万円＝270 百万円 

      床単価 床価額 270 百万円÷600ｍ２＝450 千円/ｍ２ 

3～10 階 住宅 
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      共用持分 （住宅 積/1000）560÷(全体積/1000)743＝0.75370 

      共用持分の価額 施設建築敷地の総額 2,229 百万円×共用持分割合 0.75370＝1,679.99→1,680 百万円 ④ 

施設建築物の一部の価額 2,000 百万円 ⑧ 

床価額 土地分共用持分の価額 1,680 百万円+建物価額 2,000 百万円＝3,680 百万円 

床単価 床価額 3,680 百万円÷8,000ｍ２＝460 千円/ｍ２ ⑫ 



【No.3】下表 1～3は、ある市街地再開発事業の計画段階における用途別の床面積並びに概略の権利変

換の算出の前提条件の一部を示し、また、右の表（イ）、（ロ）には用途別床価格算出のための土

地費、建物費、補助金等が記入されている。 

 

 ［問 3-1］ 

これを基に計算し、右上段の表―（イ）の    及び    の部分に数値を入れて表を完

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、施設建築敷地は一筆共有の土地とし、権利床、保留床の価格差はなく、共用通行部分の

補助金は、住宅にのみ充当するものとし、賦課金等の収入金はないものとする。 

また、計算に当たっては、表中の備考欄の指示に従って数値を四捨五入して枠内に記入し、以

後の計算にはその記入した数値を使用しなさい。 

 

表１ 用途別床面積 

用 途 グロス面積（ｍ２） ネット面積（ｍ２） 

住 宅 （４Ｆ～２５Ｆ） 24,000 15,800 

公益施設（３Ｆ） 4,000 4,000 

店 舗 （２Ｆ） 4,000 2,801 

店 舗 （１Ｆ） 3,500 2,400 

計 35,500 25,001 

機械室・駐車場（Ｂ１、Ｂ２Ｆ） 11,000  

合計（施工床面積） 46,500  

 

表２ 土地効用比（ネット面積に対して）       

用 途（階数） 土地効用比 

住 宅 （４～２５Ｆ） 0.6 

公益施設（３Ｆ） 0.7 

店 舗 （２Ｆ） 0.7 

店 舗 （１Ｆ） 1.0 

 

表３ 建物工事費分配比率 

用 途 工事費配分比率 

住  宅 0.578 

公益施設 0.150 

店 舗（２Ｆ） 0.142 

店 舗（１Ｆ） 0.130 

合 計 1.000 

 

［問 3-2］ 

右下段の表―（ロ）の左側は、従前権利者の一部について、その状況及び権利変換に対する意

向を整理したものである。問 3-1 で算出した床価格を用い、各権利者の積及び金額を計算し、⑯

 

※　施設建築物の概要

住宅

４Ｆ～２５Ｆ

公益施設 ３Ｆ

店舗 ２Ｆ

店舗 １Ｆ

機械室・駐車場
Ｂ１Ｆ

Ｂ２Ｆ

施設建築敷地【一筆共有】



～⑳の太線枠に入る数値を解答用紙に記入しなさい。 

なお、計算に当たっては、表に与えられた単位未満の端数は四捨五入して整数で記入し、以後

の計算にはその記入した数値を使用しなさい。 

 



 

 

 

表ー（イ）　床価格の算出及び権利変換の概要
合計 店舗 店舗 公益施設 住宅

（平均） １Ｆ ２Ｆ ３Ｆ ４～２５Ｆ

25,001 2,400 2,801 4,000 15,800

1.0 0.7 0.7 0.6

16,641 2,400 1,961 2,800 9,480

1.00 0.14 0.12 0.17 ①           0.57

10,930

1,600

1.000 0.130 0.142 0.150 0.578

全体按分　　　　 （百万円） 1,340 174 190 ④            201 775 工事費配分率で按分する。

共用通行部分　 （百万円） 978 ― ― ― 978

　　　　　　　計　　（百万円） 2,318 174 190 201 1,753

9,282 1,334 1,457 1,539 ⑤          4,952

18,612 2,640 ⑥          2,577 3,125 10,270

平均（744　） ⑦          1,100 ⑧           920 781 ⑨            650 千円未満四捨五入

⑩          5,834 2,244 ⑪         1,380 ― 2,210

⑫          6,940 2,040 1,500 ― ⑬          3,400

12,778 ⑭            396 ⑮          1,197 3,125 8,060

・店舗面積（ネット）は１Ｆの８５％、２Ｆの1500ｍ２を権利床として取得

し、残りは住宅（ネット）に権利変換する。

・公益施設は保留床とする。

・価額は百万円未満、面積は小数点以下第１位を四捨五入する。

権利床面積　ネット　　　　　　（ｍ２）

保留床処分金　　　　　　　（百万円）

建物費原価　　　　　　（百万円）　

合
計

総原価（補助金控除後）　（百万円）

床価格　ネット　　　　　　（千円/ｍ２）
概

略

の

権

利

変

換

権利変換対象額　　　　　　（百万円）

1,740 6,705 工事費配分率で按分する。

百万円未満四捨五入

（補助金控除前）　　　（百万円）
補

助

金

百万円未満四捨五入
（補助金控除後）　（百万円）

建
物
分

工事費配分比率

建
物
費

用途別建物費
11,600 ③          1,508 1,647

土地費原価
9,330 ②         1,306 1,120 1,586 5,318

小数点以下第1位四捨五入

土地持分割合 小数点以下第1位四捨五入
土

地

費

補助金控除前土地費（百万円）

補助金　　　　　　（百万円）　

用途・階数等
備考

費目等（単位）

施設専用面積［Ａ］ネット　（ｍ２） 駐車場は全体共用とする。

土
地
分

持

分

割

合

計

算

土地効用比［Ｘ］

積数［Ａ］×［Ｘ］

表ー（ロ）　従前権利の状況、権利変換に対する意向 従前資産額及び権利床等の内容（権利変換計画概要）
建物

更地 借地権 評価額 権利変換 従前資産額

権利関係 評価額 （借家権) (借家権分) に対する意向 借家権価額 金銭給付額

割合 面積 金額 面積 金額 面積 金額

(百万円) (％) (百万円) (面積は専用面積) (百万円) （ｍ
２
） (百万円) （ｍ

２
） (百万円) （ｍ

２
） (百万円) (百万円)

⑯ ⑰

A 土地建物所有者 200 ― 30 230 2 250 230 250 230 ―

⑱

Ｂ 底地所有者 350 ― ― 140 80 52 1 80 88 160 140 ―

⑲

Ｃ 借地権者 ― 50% 20 178 100 65 2 100 92 200 157 21

(建物所有者)

⑳

Ｄ 借家権者 ― (20%) (10百万円) 52 1 50 55 50 55

※1 ※2

【注意事項】※1：(20％)は借家権割合の借地権に占める割合を示す。

　　　　　　※2：(10百万円)は建物評価額のうち借家権者に帰属する建物評価額を示す。

全額店舗。ただし

階数を問わず、

できるだけ面積を

大きく。

住宅80ｍ２１戸

残額全て1F店舗

住宅100ｍ２１戸

2F店舗100ｍ２

借家権消滅希望

1F店舗50ｍ２優先

取得

土地所有者 土地 権利床等の内容（権利変換計画概要）

借地権者
住宅施設 店舗施設 合計

借家権者
階数



再開発スクール 実技 H17No.3 権利変換計画_計算型 (解答) 

 

［No.3］-1 

 

[No.3]ある地域で第一種市街地再開発事業の権利変換計画を定めるにあたって、省令に定め

る権利変換計画書第一表の内容について、地上権非設定型(土地共有持分型)と地上権設

定型(原則型)の二つのケースについて試算をすることとなりました。この地区の権利状

況等に関する次の前提条件に基づき、以下の設問１～４に答えなさい。 

 

［前提条件］ 

■再開発後の施設建築物の専有面積 

住宅 12,000m2 

店舗 
2 階 3,000m2 

1 階 2,600m2 

合計 17,600m2 

 

■再開発後の土地及び建物の総価額 

施設建築敷地の価額 3,600 百万円 

施設建築物の価額 5,000 百万円 

 

■従前の権利状況等 

権利 

者名 

権利タイプの

別 

権利変換に 

対する意向 

土地権利状況 建物権利状況 

宅地 

価額 

(百万円) 

面積 

(ｍ２) 

借地 

面積 

(ｍ２) 

権利 

割合 

(％) 

延べ 

面積 

(ｍ２) 

再調達 

価額 

(百万円) 

現価率 

(％) 

A１ 
土地・建物 

所有者 

店舗 1 階に 150ｍ２を

確保し、残りの資産は

住宅に変換する 

130 150   120 25 40 

A２ 土地所有者 転出 
120 

250  35    

B１ 借地権者 すべて店舗２F   65 120 25 60 

A３ 土地所有者 すべて店舗２F 
80 

120  40    

B２ 借地権者 すべて住宅  120 60 150 30 50 

他の権利者 省略 2,870       

合計 3,200       



再開発スクール 実技 H17No.3 権利変換計画_計算型 (解答) 

 

［No.3］-2 
 

(設問１) 

 下記に示す権利者の権利変換期日前の権利の状況に関して、次の表－１の①～④欄に相当する数値(百万円未満を四捨五入)を算出し、マークシート解答用紙に記入しなさい。 

 

表－１ 権利変換期日前の権利の状況 

                                                                                 【各 1 点×４】 

権利者 権利変換期日前の権利の状況 

施設建築敷

地又は施設

建築物に関

する権利を

与えられる

こととなる

者 

当該借家権に

対して施設建

築物の一部に

ついて借家権

を与えられる

こととなる者 

施設建築敷地又は施設建築物に関する権利を与えられることになる者の宅地、借地権若しくは建築物又は当該借家権に対応して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の借家権の目的となっている建築物 

宅地 借地権 建築物 

価額合計 

(百万円) 
地積 

(ｍ２) 

価額 

(百万円) 

借地権の目的 

となっている 

土地の面積 

(ｍ２) 

価額 

(百万円) 
用途 

延面積 

(ｍ２) 

価額 

(百万円) 

A１  150 130   省略 120 ③     10 140 

B１    250 ②     78 省略 120 15 93 

A３  120 ①    32   省略   32 

B２    120 120 省略 150 15 ④     63 

 

(設問２) 

 都市再開発法第 111 条に定める地上権非設定型(土地共有型)のケースとして、表－３により用途・階層に応じた施設建築敷地の価額及び施設建築物の一部の価額を算定し、⑤～⑧欄に相当する数値をマークシート

解答用紙に記入しなさい。 

 価格は、表－２の(イ)に用途・階層に応じた依存度比率及び配分比率を用いて計算しなさい。(百万円未満を四捨五入) 

 また、配分比率は分母を 10,000 として分子を整数(小数点以下第一位を四捨五入)で答え、床単価はこの割合を用いて計算しなさい。(千円未満を四捨五入) 

 

表－２ 依存度比率等 

 (イ)専有面積当たりの依存度比率等 (ロ)共有部分の配分比率等 

用途・階層別 
施設建築敷地の共有持

分に対する依存度比率 

施設建築物の一部の価

格の配分比率 

全体共用部分に対する

依存度比率 

部分共用に対する共有

持分の割合 

住宅 7 6 6 
用途毎の専有面積で配

分 店舗 
2 階 8 9 9 

1 階 10 10 10 

 

 

 

 



再開発スクール 実技 H17No.3 権利変換計画_計算型 (解答) 

 

［No.3］-3 
 

表－３ 施設建築敷地及び施設建築物の一部の価格の算定 

【各 1 点×４】 

 

専有面積 

(ｍ２) 

施設建築敷地 施設建築物の一部 合計 

専有面積 

当り床単価 

(千円/ｍ２) 

依存度 

比 率 

依存度  

比率積 
配分率 

敷地の持分価額 

(百万円) 

専有面積当 

り床単価 

(千円/ｍ２) 

配分 

比率 

配 分 

比率積 
配分率 

建物の価額 

(百万円) 

専有面積 

当り床単価 

(千円/ｍ２) 

住宅 12,000 7 84,000 

6,269 

2,257 ⑥      188 6  72,000 

5,760 

2,880 240 428 

10,000 10,000 

店舗 

2 階 3,000 
8  

 
24,000 

1,791 
⑤           645 215 9 27,000 

2,160 

1,080 360 ⑧        575 

10,000 10,000 

1 階 2,600 10  26,000 

1,940 

698 268 10 26,000 

2,080 

1,040 ⑦       400 668 

10,000 10,000 

計 17,600 

 

134,000 
10,000 

3,600 205  125,000 
10,000 

5,000 284 489 
10,000 10,000 

 

  



再開発スクール 実技 H17No.3 権利変換計画_計算型 (解答) 

 

［No.3］-4 
 

 

(設問３) 

 前設問表－１、３の算定結果に基づき、権利変換期日後の権利の状況に関して、次の表－４の⑨～⑱欄に該当する数値を算出し、マークシート解答用紙に記入しなさい。 

 専用部分の床面積の算出に当たっては、建築施設の部分の価額の概算額を確定し、その価額を床価額で除して求めなさい。(ｍ２未満を四捨五入) 

 また、施設建築敷地及び共用部分の共有持分割合は、表－２の(イ)(ロ)を用いて分母を 10,000 として分子を整数(小数点以下第一位を四捨五入)で答えなさい。 

 

表－４ 111 条型の「権利変換期日後の権利の状況」 

【⑨、⑩、⑫～⑱各 2 点×9、⑪1 点 計 19 点】 

  権利変換期日の権利の状況 

施設建築敷地又は施

設建築物に関する権

利を与えられること

となる者 

当該借家権に対して

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 

施設建築物の一部 施設建築敷地の共有持分 
建築施設の 

部分の概算額 

(千円) 

専用部分 共用部分の共有持分割合 
施設建築 

敷地の区域 
共有持分割合 

用途 階 床面積(ｍ２) 店舗共用 住宅共用 全体共用 

A１ 

 
店舗 １F 150 

⑪    268  ⑬    120 
省略 

⑯    112 
100,200 

10,000 10,000 10,000 

住宅 省略 ⑨     93 
 ⑫     78 ⑭     45 

省略 
⑰    49 

39,800 
10,000 10,000 10,000 

B１ 
 

店舗 ２F ⑩    162 
289  ⑮    117 

省略 
⑱    97 

93,000 
10,000 10,000 10,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



再開発スクール 実技 H17No.3 権利変換計画_計算型 (解答) 

 

［No.3］-5 
 

(設問４) 

 都市再開発法に定める地上権設定型(原則型)のケースとして、専有面積当りの依存度及び共有持分を(設問２)の表－２(ただし、「施設建築敷地に関する依存度」を「施設建築敷地の地上権に関する依存度」に読み替

える)を用いて、権利者 A３の権利変換期日後の権利の状況に関して次の表－５の⑲～㉓欄に相当する数値を算出し、マークシート解答用紙に記入しなさい。 

 なお、地上権割合は 90％とします。 

 算定で生じた数値の端数処理は、設問２，３と同様とします。 

 

表－５ 原則型の「権利変換期日後の権利の状況」 

【⑲～㉒各 1 点×4 ㉓2 点 計 6 点】 

権利者 権利変換期日後の権利の状況 

施設建築敷地又

は施設建築物に

関する権利を与

えられることと

なる者 

当該借家権に対

して施設建築物

の一部について

借家権を与えら

れることとなる

者 

施設建築物の一部等 
施設建築敷地又 

はその共有持分 
与えられることとなる資産の価額の概算額 

施設建築物の一部 施設建築物の所有

を目的とする地上

権の共有持分割合 

施設建 

築敷地 

の区域 

施設建築敷地の

共有持分割合 

施設建築物の一

部等の価額の概

算額 

(百万円) 

施設建築敷地又

はその共有持分

の概算額 

(百万円) 

計 

(百万円) 

専用部分 共用部分の共有持分 

用途 階 
床面積 

(ｍ２) 
店舗共用 全体共用 

A３ 
 

店舗 ２F ⑲       42 省略 省略 
⑳     25 

省略 
㉑     250 

㉒           23 ㉓            9 32 
10,000 10,000 

 



再開発スクール 実技 H17No.3 権利変換計画_計算型 (解答) 

 

［No.3］-6 
 

計算手順 

（設問１） 

Ａ１：宅地 地積 150ｍ２ 

      価額 130 百万円 

   建物 延面積 120ｍ２ 

      価額 再調達価額 25 百万円×現価率 40％＝10 百万円 ③ 

   合計 宅地 130 百万円+建物 10 百万円＝140 百万円 

Ｂ１：借地 面積 250ｍ２ 

      価額 宅地価額 120 百万円×権利割合 65％＝78 百万円 ② 

   建物 延面積 120ｍ２ 

      価額 再調達価額 25 百万円×現価率 60％＝15 百万円  

   合計 借地 78 百万円+建物 15 百万円＝93 百万円 

Ａ３：宅地 地積 120ｍ２ 

      価額 宅地価額 80 百万円×権利割合 40％＝32 百万円 ① 

   合計 32 百万円 

Ｂ２：借地 面積 120ｍ２ 

      価額 宅地価額 80 百万円×権利割合 60％＝48 百万円 

   建物 延面積 150ｍ２ 

      価額 再調達価額 30 百万円×現価率 50％＝15 百万円 

   合計 借地 48 百万円+建物 15 百万円＝63 百万円 ④ 

（設問２） 

表―3 

住宅 依存度比率積 専有面積 12,000ｍ２×依存度比率 7＝84,000 

   依存度積計 84,000+24,000+26,000＝134,000 

   配分率 84,000÷依存度積計 134,000＝0.62686→6269/10,000 

   敷地持分 配分率 6269/10,000×施設建築敷地の価額 3,600 百万円＝2256.84→2,257 百万円 

   専有面積当り床単価 

    敷地持分 2,257 百万円÷専有面積 12,000ｍ２＝188.08→188 千円/ｍ２ 

   施設建築物の一部 

   配分比率積 専有面積 12,000ｍ２×依存度比率 6＝72,000 

   依存度積計 72,000+27,000+26,000＝125,000 

   配分率 72,000÷依存度積計 125,000＝0.576→5760/10,000 

   建物の価額 施設建築物の価額 5,000 百万円×配分率 5760/10,000＝2,880 百万円 

   専有面積当り床単価 

   建物の価額 2,880 百万円÷専有面積 12,000ｍ２＝0.24→240 千円/ｍ２ 

   合計 土地 188 千円/ｍ２+建物 240 千円/ｍ２＝428 千円/ｍ２ 

店舗 2 階 依存度比率積 専有面積 3,000ｍ２×依存度比率 8＝24,000 

     依存度積計 84,000+24,000+26,000＝134,000 
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     配分率 24,000÷134,000＝0.17910→1791/10,000 

     敷地持分 配分率 1791/10,000×施設建築敷地の価額 3,600 百万円＝644.76→645 百万円⑤ 

     専有面積当り床単価 

      敷地持分 645 百万円÷専有面積 3,000ｍ２＝215 千円/ｍ２ 

     施設建築物の一部 

     配分比率積 専有面積 3,000ｍ２×依存度比率 9＝27,000 

     依存度積計 72,000+27,000+26,000＝125,000 

     配分率 27,000÷依存度積計 125,000＝0.216→2160/10,000 

     建物の価額 施設建築物の価額 5,000 百万円×配分率 2160/10,000＝1,080 百万円 

     専有面積当り床単価 

     建物の価額 1,080 百万円÷専有面積 3,000ｍ２＝0.36→360 千円/ｍ２ 

     合計 土地 215 千円/ｍ２+建物 360 千円/ｍ２＝575 千円/ｍ２ ⑧ 

店舗 1 階 依存度比率積 専有面積 2,600ｍ２×依存度比率 10＝26,000 

     依存度積計 84,000+24,000+26,000＝134,000 

     配分率 26,000÷134,000＝0.194029→1940/10,000 

     敷地持分 配分率 1940/10,000×施設建築敷地の価額 3,600 百万円＝698.4→698 百万円 

    専有面積当り床単価 

      敷地持分 698 百万円÷専有面積 2,600ｍ２＝268.46→268 千円/ｍ２ 

     施設建築物の一部 

     配分比率積 専有面積 2,600ｍ２×依存度比率 10＝26,000 

     依存度積計 72,000+27,000+26,000＝125,000 

     配分率 26,000÷依存度積計 125,000＝0.208→2080/10,000 

     建物の価額 施設建築物の価額 5,000 百万円×配分率 2080/10,000＝1,040 百万円 

     専有面積当り床単価 

     建物の価額 1,040 百万円÷専有面積 2,600ｍ２＝0.40→400 千円/ｍ２ ⑦ 

     合計 土地 268 千円/ｍ２+建物 400 千円/ｍ２＝668 千円/ｍ２ 

 

（設問３） 

Ａ１：施設建築物の一部 

   店舗 床面積 150ｍ２ 意向より 

   住宅 床面積 従前資産額 140 百万円－（店舗面積 150ｍ２×店舗 1 階単価 668 千円/ｍ２）÷ 

          住宅単価 428 千円/ｍ２＝92.99→93ｍ２ ⑨ 

   店舗共用 床面積 150ｍ２÷（店舗 2 階 3,000ｍ２+店舗 1 階 2,600ｍ２）＝267.8→268/10,000 ⑪ 

   住宅共用 床面積 93ｍ２÷住宅 12,000ｍ２＝0.00775→78/10,000 ⑫ 

   全体共用 建物店舗 1 階配分比率 2,080×（床面積 150ｍ２÷1 階店舗床面積 2,600ｍ２）＝119.99 

        →120/10,000 ⑬ 

        建物住宅床配分比率 5,760×（住宅床面積 93ｍ２÷住宅床面積 12,000ｍ２）＝ 

        ＝44.64→45/10,000 ⑭ 
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   施設建築敷地の共有持分 

        敷地店舗 1 階配分率 1,940×（床面積 150ｍ２÷1 階店舗床面積 2,600ｍ２）＝111.92 

        →112/10,000 ⑯ 

        敷地住宅配分率 6,269×（床面積 93ｍ２÷住宅床面積 12,000ｍ２）＝48.58 

        →49/10,000 ⑰ 

  建築敷地の部分の概算額 店舗 1 階床面積 150ｍ２×店舗 1 階専有面積当りの床単価 668 千円/ｍ２ 

        ＝100,200 千円  

          住宅床面積 93ｍ２×住宅専有面積当りの床単価 428 千円/ｍ２＝39,804 千円 

Ｂ１：施設建築物の一部 

店舗 床面積 従前資産額 93 百万円÷店舗２Ｆ単価 575 千円/ｍ２＝161.739→162ｍ２ ⑩ 

店舗共用 床面積 162ｍ２÷（店舗 2 階 3,000ｍ２+店舗 1 階 2,600ｍ２）＝289.28 

     →289/10,000  

全体共用 建物店舗 2 階配分率 2,160×（床面積 162ｍ２÷2 階店舗床面積 3,000ｍ２）＝ 

     ＝116.64→117/10,000 ⑮ 

施設建築敷地の共有持分 

     敷地店舗 2 階配分率 1,791×（床面積 162ｍ２÷2 階店舗床面積 3,000ｍ２）＝ 

     ＝96.714→97/10,000 ⑱ 

建築敷地の部分の概算額 店舗 2 階床面積 162ｍ２×店舗 2 階専有面積当りの床単価 575 千円/ｍ２ 

      ＝93,000 千円 

 

（設問４） 

底地権の価額  施設建築敷地の価額 3,600 百万円×底地割合 0.1=  

＝360 百万円  (与条件より地上権割合が 90％なので底地権割合は 10％) 

地上権の価額  施設建築敷地の価額 3,600 百万円×地上権割合 0.9=  

＝3,240 百万円  (与条件より地上権割合は 90％) 

A3 が取得する敷地価額：従前の土地価額(借地分含む)／従前の土地総額×底地権の価額 

            ＝80 百万円／3,200 百万円×360 百万円＝9 百万円―㉓解答 

A3 が取得する施設建築物の一部等の価額＝従前資産 32 百万円－A3 が取得する施設建築敷地又はその

共有持分の概算額 9 百万円＝23 百万円―㉒解答 

2 階の地上権の価額 地上権総額 3,240 百万円×店舗 2 階施設建築敷地配分率 1,791／10,000 

=580 百万円 

2 階の施設建築物の価額＝1,080 百万円 

2 階施設建築物の一部等の床価額＝2 階の地上権の価額 580 百万円+1,080 百万円／3,000m2 

=553 千円/m2 

A3 が取得できる施設建築物の一部の面積＝23 百万円／553 千円/m2=41.59m2→42m2―⑲解答 

施設建築敷地の共有持分は 80 百万円／3,200 百万円＝250／10,000―⑳解答 

地上権の共有持分の割合は 施設建築敷地配分率 1,791／10,000×A3 が取得できる施設建築物の一部の

面積 42 m2／店舗２F 専有床面積 3,000 m2=25.07／10,000 
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