
再開発スクール 実技 H20 No.1 その他_手続き（解答） 

 

［No.1］-1 

 

〔Ｎｏ.1〕組合施行の市街地再開発事業では、都市再開発法で事業の進捗状況に応じて認可・

公告・審査等の手続が、また権利者には申告や同意の手続が定められています。Ａ表に

掲げるこれらの手続等（①～⑫）がＢ図の市街地再開発事業の流れ中の１．～１２．の

どの段階で行われるのが適切かマークシート解答用紙の 1 から 12 に該当する数値で

答えなさい。 

   なお、この市街地再開発事業は事業計画に先立って組合を設立し、都市再開発法第

111 条の規定より権利変換計画を定めるものとする。     【各１点 計 12 点】 

 

Ａ表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 市街地再開発組合の解散認可 

② 施行地区となるべき区域の公告 

③ 土地の明渡し 

④ 権利変換計画の審査委員の同意 

⑤ 権利変換計画の縦覧 

⑥ 市街地再記合発組合の設立認可 

⑦ 建築工事の完了の公告 

⑧ 権利変換計画に関する意見書の審査 

⑨ 権利変換を希望しない旨の申出 

⑩ 公共施設の管理者の同意 

⑪ 未登記借地権の申告 

⑫ 都市再開発法第 97 条の補償金の支払い 



再開発スクール 実技 H20 No.1 その他_手続き（解答） 

 

［No.1］-2 

 

Ｂ図 

 

1 ②　施行地区となるべき区域の公告

2 ⑪　未登記借地権の申告

3 ⑥　市街地再記合発組合の設立認可

4 ⑩　公共施設の管理者の同意

5 ⑨　権利変換を希望しない旨の申出

6 ⑤　権利変換計画の縦覧

7 ⑧　権利変換計画に関する意見書の審査

8 ④　権利変換計画の審査委員の同意

9 ⑫　都市再開発法第97条の補償金の支払い

10 ③　土地の明渡し

11 ⑦　建築工事の完了の公告

12 ①　市街地再開発組合の解散認可

第一種市街地再開発事業の都市計画決定

事業計画の認可

権利変換期日



再開発スクール 実技 Ｈ20 No.2 マンション建替え_条文型 （解答） 
 

 ［No.2］-1 

[No.2]マンション建替えを進めるための事業方式としては、かつてはデベロッパーを主体とした等 

価交換事業方式が一般的であったが、平成 14 年に「マンションの建替えの円滑化等の円滑化 

等に関する法律」（以下「円滑化法」という。）が制定されてからは、同法を利用した建替え事例 

が増えている。この 2 つの事業方式の比較を前提として以下の設問に答え、解答は別紙記述式 

解答用紙の指定された枠内におさまるように簡潔に記述式解答用紙に記入しなさい。 

   なお、本設問での「等価交換事業方式」とは、デベロッパーが各区分所有者との譲渡契約に 

基づいて、いったん土地の所有権を取得し新マンションを建設した後に土地所有権付の区分 

所有権を再譲渡する事業方式を指すものとする。              【計 13 点】 

 

（設問 1）区分所有法には「建替え事業の主体」について定めがないため、建替え事業は建替えに 

参加する者が民法上の組合に類似する団体を構成して事業主体となるか、デベロッパーを事業 

主体として実施するのが一般的であった。これに対して、円滑化法では「事業主体」に関してど 

のように定められているか、事業主体の種類と事業主体の法的な効果について箇条書きにまと 

めて簡潔に記述式解答用紙に述べなさい。                            【4 点】 
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【円滑化法での事業主体の定め、事業主体の種類】 

・マンション建替事業の施行者は、建替組合と個人施行者に限定される（5 条） 

【事業主体の法律的な効果】 

・組合の場合、運営ルールが法律により明確にされ、法人格が与えられたことにより各種の契

約行為ができる。 

・施行者は、登記行為（55 条、74 条、82 条、92 条）、権利処分（68 条）、明渡し請求（80 条）、借

家条件の裁定（83 条）、清算金の徴収（87 条）の地位・権能を有し、建替組合は、この他に名

称の使用（8 条）、区分所有権の買取請求（15、64 条）、経費等の賦課徴収（35 条、36 条）、公

益法人等としての課税の特例（44 条）の地位・権能を有する。 



再開発スクール 実技 Ｈ20 No.2 マンション建替え_条文型 （解答） 
 

 ［No.2］-2 

（設問 2）等価交換事業方式では、個々の区分所有者とデベロッパーが締結する譲渡契約に基づ 

き、区分所有者の建替え事業前の権利をいったんデベロッパーに移転した上で事 業を行うた 

め、事業期間中の権利の保全が十分でなかった。また、従前権利に設定されている抵当権も一 

時抹消が必要であった。 

   これに対して、円滑化法ではこれらの点はどのように改善されたのか、権利の移転、登記、抵 

当権の扱いの 3 点について箇条書きにまとめて簡潔に記述式解答用紙に述べなさい。                                                

【6 点】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（設問 3）建替え決議には賛成するが建替えには参加しない者は、円滑化法ではいつどのよ 

うな選択が出来るのか、箇条書きにまとめて簡潔に記述式解答用紙に述べなさい。  

【3 点】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

・従前の区分所有権が権利変換により、権利変換期日に施行再建マンションの区分所有権に

権利変換される（70 条）ので、従前権利譲渡と区分所有権再取得契約が不要である。 

・事業に必要な登記手続きは、施行者が行う（55 条、74 条、82 条等）。 

・抵当権等は、従前の権利に対して与えられる施行再建マンションの権利の上に移行される

（61 条）ので、従前の担保権等の抹消をする必要はない。 

 

 

【権利変換を希望しない旨の申出による補償金の給付】 

・組合設立認可公告又は個人施行者認可公告の後、30 日以内に、権利変換せず金銭の給 

付を希望でき、権利変換期日までに所定の補償金の交付を受けることができる（56 条）。 

【権利変換決議不賛成者としての買取要求】 

・建替組合の権利変換の総会議決に賛成しないことによって、議決から 2ヶ月以内に、施行者

に対して区分所有権を時価で買い取る旨の請求ができる（64 条 3 項）。 

【売渡請求の受諾】 

・建替組合からの売渡請求の受諾（15 条、64 条） 



再開発スクール 実技 H20 No.3 権利変換計画_プレゼン型 (解答) 

［No.3］- 

[No.3]市街地再開発事業を検討しているある地区で、再開発事業における土地に関する権

利の持ち方の差異を理解してもらうために、再開発プランナーが都市再開発法第 111 条

による土地共有持分型(地上権非設定型)と地上権設定型の両案について下記の「検討モ

デル案」による比較案を提示することになりました。 

 下のイメージ図を参考にして、両案について「道路を含む土地の権利の状況」、「建物

の権利床と保留床の状況」を示す図を解答用紙に描き、更に「検討モデル案」に示す条

件に基づき、①～⑬の項目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。また、項目名とその算出値を下のイメージ図内の記入例を参考にして解答用紙の

図中に記入し、権利者説明用資料を完成させなさい。 

 なお、数値の算出にあたっては、指示された単位未満を四捨五入し、以後の計算には

その四捨五入した算出値を用いなさい。 

【①～⑬各 1 点 図 6 点 計 19 点】 

(イメージ図)

〇検討モデル案 

・従前資産額 ： 土地 3,000 百万円 建物 1,000 百万円

・市街地再開発事業の支出金総額 ： 10,000 百万円

(ただし、公共施設管理者負担金対象も含む)

・公共施設管理者負担金 ： 800 百万円

(再開発事業で整備する公共施設は道路で、その用地を含めて公共施設管理者に帰属する)

・再開発事業補助金 ： 1,200 百万円

・施設建築物の専有面積合計 ： 20,000ｍ２

・都市再開発法第 91 条の規定による金銭給付希望者 ： 無し

・従後の床総額の内、土地費総額と建物費総額の割合 ： 土地 30％ 建物 70％

・従後の土地費のうち、地上権の割合 ： 90％

・床単価は専有面積当りの全床平均価格とし、権利床と保留床に価額差はないものとする。 

土地の権利形態の表現

建物の権利形態の表現 権利床専有面積 〇〇ｍ２

権利床総額 〇〇百万円

解答用紙の図中に下記の例のように

項目名、算出値を記入すること



再開発スクール 実技 H20 No.3 権利変換計画_プレゼン型 (解答) 

［No.3］- 

●値を算出して解答用紙の図に記入する項目

都市再開発法第 111 条による         

土地共有持分(地上権非設定型) 
地上権設定型 

①土地総額 単位：百万円 ⑦底地権総額 単位：百万円 

②建物総額 単位：百万円 ⑧地上権総額 単位：百万円 

③権利床総額 単位：百万円 ⑨建物総額 単位：百万円 

④権利床専有面積 単位：ｍ２ ⑩権利床総額 単位：百万円 

⑤保留床総額 単位：百万円 ⑪権利床専有面積 単位：ｍ２ 

⑥保留床専有面積 単位：ｍ２ ⑫保留床総額 単位：百万円 

⑬保留床専有面積 単位：ｍ２ 



再開発スクール 実技 H20 No.3 権利変換計画_プレゼン型 (解答) 

 

［No.3］- 

 

権利者説明用資料① 

 

 都市再開発法第 111 条による土地共有型(地上権非設定型) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 権利床総額 ＝従前資産額(土地)＋従前資産額(建物) 

 4,000 百万円＝ 3,000 百万円 ＋ 1,000 百万円 

 保留床総額 ＝ ビル原価  － 権利床総額 

 8,000 百万円＝  12,000 百万円 －4,000 百万円 

 権利床総額 ÷ 床価格  ＝ 権利床面積  

 4,000 百万円÷600 千円／ｍ２＝6,666.6ｍ２ →6,667ｍ２  

 合計専有面積 －権利床面積 ＝保留床面積  

 20,000ｍ２ － 6,667ｍ２ ＝13,333ｍ２ 

  

③権利床総額 

 4,000 百万円 

④権利床 

 専有面積 

  6,667ｍ２ 

⑤保留床総額 

8,000 百万円 

⑥保留床専有面積 

 13,333ｍ２ 

①土地総額 3,600 百万円 

 (区分所有者の共有) 道
路 

公共施設管理者へ移管 

ビル原価 ＝事業支出金総額－管理者負担金－補助金 

12,000 百万円＝10,000 百万円－800 百万円－1,200 百万円 

       ＋従前資産額(土地)＋従前資産額(建物) 

       ＋ 3,000 約万円 ＋ 1,000 百万円  

 建物総額 ＝ ビル原価 × 建物総額割合 

8,400 百万円＝12,000 百万円× 70％ 

 土地総額 ＝ ビル原価 － 建物総額 

3,600 百万円＝12,000 百万円－8,400 百万円 

 床価格  ＝ ビル原価 ÷ 合計専有面積 

600 千円／ｍ２＝12,000 百万円÷20,000ｍ２ 

⑭建物総額 8,400 百万円 



再開発スクール 実技 H20 No.3 権利変換計画_プレゼン型 (解答) 

 

［No.3］- 

 

権利者説明用資料② 

 

 地上権設定型 

 ※ビル原価は前ページに同じ(12,000 百万円) 

 ※建物総額は前ページに同じ(8,400 百万円) 

 ※土地総額は前ページに同じ(3,600 百万円) 

 地上権総額 ＝ 土地総額 × 地上権割合 

 3,240 百万円＝3,600 百万円 × 0.9 

 底地権総額 ＝ 土地総額 × 底地権割合 

  360 百万円 ＝  3,600 百万円× 0.1 

  床価格   ＝( 建物総額 ＋ 地上権総額) ÷ 合計専有面積 

 582 千円／ｍ２＝(8,400 百万円＋3,240 百万円) ÷ 20,000ｍ２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 権利床総額 ＝ 従前資産額(土地) ＋ 従前資産額(建物) － 底地権総額 

 3,640 百万円＝ 3,000 百万円   ＋ 1,000 百万円   － 360 百万円 

 保留床総額 ＝ ビル総額  － 底地権総額  － 権利床総額 

 8,000 百万円＝ 12,000 百万円－ 360 百万円 － 3,640 百万円 

 権利床総額 ÷ 床価格  ＝ 権利床面積 

 3,640 百万円÷ 582 千円／ｍ２＝6,254.2ｍ２→6,254ｍ２ 

 合計専有面積 － 権利床面積 ＝ 保留床面積 

 20,000ｍ２ － 6,254ｍ２ ＝13,746ｍ２ 

公共施設管理者へ移管 

道
路 

⑩権利床総額 

 3,640 百万円 

⑪権利床 

 6,254ｍ２ 

⑫保留床総額 

 8,000 百万円 

⑬保留床専有面積 

 13,746ｍ２ 

⑧地上権総額 3,240 百万円 

 (区分所有者の共有) 

⑦底地権総額 360 百万円(従前土地所有者の共有) 

㉑建物総額 8,400 百万円 



再開発スクール 実技 H20 No.4  権利変換計画_計算型 （解答) 

 

No.4］-1 

 

[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 



再開発スクール 実技 H20 No.4  権利変換計画_計算型 （解答) 

 

No.4］-2 

 

■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 10,000

ｍ２＝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＝0.12113① 

       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③ 



再開発スクール 実技 H20 No.4  権利変換計画_計算型 （解答) 

 

No.4］-3 

 

            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 ⑪ 

3～10階 住宅 

 

      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



再開発スクール 実技 H20 No.4  権利変換計画_計算型 （解答) 

 

No.4］-4 

 

 

 



再開発スクール 実技 H20 No.5 権利変換計画_計算型 解答 

 

［No.5］-1 

 

[No.5]再開発プランナーのＰ氏は、地権者 10 人による再開発協議会（準備組合設立前）が

発足したある地区で、再開発構想の企画立案業務を受託した。 

   そこでＰ氏は、主たる開発用途の方向性を絞り込むために、デベロッパーや不動産マ

ーケットに詳しい専門コンサルタントに最近の市場動向を確認し、３つの案を提示する

予定で、それぞれの案についてその事業性を比較する資料作成の準備を進めている。 

   前提条件Ⅰ、Ⅱに基づいて、設問１～３の①～⑨の欄に相当する数値を算出しその算

出値を、⑩～⑫には選択した数字をマークシート解答用紙に記入しなさい。 

【①～⑨各１点 ⑩～⑫各 2 点 計 15 点】 

前提条件Ⅰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前提条件Ⅱ 

 各案それぞれの計画内容は、以下のとおりである。この内容に基づいて、想定される

保留床価格等の算出及び事業費回収の可能性（事業性）を比較検討する。 

各案の計画内容等 
最近の市場動向に基づく 

想定分譲価格等 

 保留床の容

積対象延べ

面積に対す

る専有面積

の 割 合 ：

85％ 

分譲住宅工事 

単価： 

220 千円/ｍ２ 

分譲住宅の場合の想定される分

譲価格としては、専有面積当り

700 千円/ｍ２ 

 

保留床処分金としては、販売経

費等を考慮して分譲価格の

80％の価格とする。 

 

 

 

・敷地面積：6,000m2 

・計画された施設建築物の容積対象延べ面積は、30,000m2で、その内 12,000m2は権利

床として確保する。 

・権利床分の工事費単価は、容積対象延べ面積当り 270 千円／m2とする。 

・保留床分の工事費単価は、各案の用途によって異なり、容積対象延べ面積当りの工事

費単価は、前提条件Ⅱの表中に記載する数値とする。 

・事業費（事業支出金総額）は権利床分と保留床分の工事費の合計の 1.3 倍とし、事業

費に対する収入金は、補助金をＡ案の場合事業費の 15％、Ｂ案、Ｃ案の場合事業費の

10％と想定して、残りを保留床処分金で賄うものとする。 

 

【Ａ案】
権利床の上に分譲住宅マ
ンションを計画した場合

分譲

住宅
マンション

権利床



再開発スクール 実技 H20 No.5 権利変換計画_計算型 解答 

 

［No.5］-2 

 

 保留床の容

積対象延べ

面積に対す

る専有面積

の割合： 

100％ 

大型商業施設

工事費単価： 

170 千円/m2 

大型商業施設として一括借りす

る場合の想定賃料としては、専

有面積当り３千円／月・ｍ２ 

 

保留床処分金としては、想定賃

料収入から賃貸に伴う経費分

20％を控除した後のキャップレ

ート（還元利回り）として６％を

確保する。（空室率のリスクは見

込まない） 

 保留床の容

積対象延べ

面積に対す

る専有面積

の割合： 

70％ 

賃貸事務所工

事費単価： 

270 千円/ｍ２ 

賃貸事務所として貸す場合の想

定賃料としては、専有面積当り 

５千円／月・ｍ２ 

 

保留床処分金としては、想定賃

料収入から賃貸に伴う経費分

20％を控除した後のキャップレ

ート（還元利回り）として６％を

確保する。（但し空室率のリスク

を 10％見込む） 

 

（設問１） 

 ＡＢＣの各案について、最近の市場動向に基づく想定分譲価格等からそれぞれ専有面積

当りの保留床価格、保留床収入見込み額を求めなさい。 

 保留床価格（千円/ｍ２） 保留床収入見込額（百万円） 

Ａ案 ①560 

 700 千円/ｍ2×80％＝560 

④8,568 

  (18,000m2×85%)×560 千円/ｍ２ 

＝8,568 

Ｂ案 ②480 

 3 千円/ｍ２×（100％－20％）×12 月

÷6％＝480 

⑤8,640 

 (18,000m2×100%)×480 千円/ｍ２ 

＝8,640 

Ｃ案 ③720 

 ５千円/ｍ2×（100％－20％）×12 月

×（100％－10％）÷6％＝720 

⑥9,072 

  (18,000m2×70%)×720 千円/ｍ２ 

＝9,072 

参考 キャップレート(6％)＝年収益単位÷床取得単価(＝年収総額÷床取得総額) 

   年収益単価＝賃料単価×12 月×経費控除(100％－20％)×空家率(100％－10％) 

 

【Ｂ案】

権利床に隣り合わせて大

型商業施設を計画した場

合

権利床
大型

商業施設

【Ｃ案】
権利床の上を賃貸事務所
で計画した場合

賃貸

事務所

権利床



再開発スクール 実技 H20 No.5 権利変換計画_計算型 解答 

 

［No.5］-3 

 

   これから逆算して床価格を求めると⑭⑮の値が得られる。 

   床取得単価＝年収益単価／6％ 

（設問２） 

 ＡＢＣの各案について、事業費及び想定される補助金収入から保留床処分価額を求めな

さい。 

 保留床処分価額（百万円） 

Ａ案 ⑦ 7,956 

Ｂ案 ⑧  7,371 

Ｃ案 ⑨  9,477 

          保留床面積 工事費単価 権利床面積 工事費単価 事業費倍率 補助金率 

Ａ案→ (18,000m2×220 千円/m2+12,000m2×270 千円/m2)×130%×(100%－15%) 

B 案→ (18,000m2×170 千円/m2+12,000m2×270 千円/m2)×130%×(100%－10%) 

Ｃ案→ (18,000m2×270 千円/m2+12,000m2×270 千円/m2)×130%×(100%－10%) 

（設問３） 

 Ｐ氏は、設問１，２の算出結果を基に、事業性の高さの判断指標を【保留床収入見込額（設

問１）／保留床処分価額（設問２）】で表し、数値が大きい程事業性が高いことを、３つの

案について説明することにした。 

 また、Ｐ氏は今後の経済環境の変化により、想定する条件も変わってくるので、ＡＢＣ各

案の事業性の高さの順番が変わる可能性もあることを、（１）（２）の変化要因を例に挙げ説

明することにした。⑩～⑫に入る正しいものを下記の枠内の中から選びなさい。 

 

設問１、２の算出結果における事業性は、高い順番に並べると、（⑩ ③Ｂ＞Ａ＞Ｃ  ）

であるが、 

（１）住宅の分譲価格だけが 800 千円/ｍ２に上昇したら、事業性の高い順番に並べると、 

  （⑪ ①Ａ＞Ｂ＞Ｃ   ）となり、 

（２）キャップレートだけが５％に下がったら、事業性の高い順番に並べると、 

  （⑫ ④Ｂ＞Ｃ＞Ａ   ）となる。 

 

 

 

 

⑩設問１の見込額と設問２の処分価額の割合は、Ａ案 1,077(=8,568/7,956)、Ｂ案

1,172(=8,640/7,371)、Ｃ案 0.957(=9,072/9,477)となるのでＢ＞Ａ＞Ｃ。 

⑪住宅価格が 700→800 千円になると⑯は 9,792 になり、Ａ案 1,231(=9,792/7,956)となり、 

Ａ＞Ｂ＞Ｃとなる。 

⑫キャップレートが 6％→5％になると保留床収入見込額は 1.2 倍(＝6％÷5％)になる。 

① Ａ＞Ｂ＞Ｃ     ② Ａ＞Ｃ＞Ｂ    ③ Ｂ＞Ａ＞Ｃ 

④ Ｂ＞Ｃ＞Ａ     ⑤ Ｃ＞Ａ＞Ｂ    ⑥ Ｃ＞Ｂ＞Ａ 



再開発スクール 実技 H20 No.5 権利変換計画_計算型 解答 

 

［No.5］-4 

 

この結果、Ｂ案 8,640→10,368 百万円、Ｃ案 9,072→10,889 百万円となり、Ｂ案

1,407(=10,368/7,371)、Ｃ案 1,149(=10,886/9,477)であるから、Ｂ＞Ｃ＞Ａとなる。 



再開発スクール 実技 Ｈ⒛ No.6 年度別資金計画 (解答) 

 

［No.6］-1 
 

［No.6］Ａ市では、主要駅であるＢ駅東側に隣接する地区において組合施行による第一種市街地再

開発事業を検討しており、再開発プランナーであるあなたは年度別資金計画の立案を依頼さ

れました。 

 施行地区の概要と計画の概要は下記のとおりとする。計画の概要の空欄部分       

を算出した上で、設問１と設問２に答えなさい。             【計 29 点】 

 

（１） 施行地区の概要 

 

 

(２) 計画の概要 

1)容積率         600％（すべて活用） 

 ・施設建築敷地面積         ｍ２ 

 

＝5,500ｍ２－500ｍ２ 

 ・容積対象延べ面積         ｍ２ 

 

＝5,000ｍ２×600％ 

2)容積対象延べ面積の用途別内訳 

  住宅：商業＝５：１  

      →住宅 25,000ｍ２、店舗 5,000ｍ２ 

3)施設建築物延べ面積に算入する容積対象外面積 

 ・住宅容積対象外延べ面積    5,000ｍ２ 

 ・駐車場面積          7,000ｍ２ 

4)施設建築物延べ面積         ｍ２ 

 

 （用途別の延べ面積） 

＝30,000ｍ２+5,000ｍ２+7,000ｍ２ 

地区面積 6,500 ｍ２

（外周道路の道路中心線）

従前宅地面積 5,500 ｍ２

従前建物延べ面積 9,000 ｍ２

都市計画道路拡幅部分面積

500 ｍ２

（従前宅地面積のうち、都市計画道路
拡幅部分）

※当該地区内の都市計画道路拡幅部分は
　当市街地再開発事業の中で整備する

【道路】

【道路】

【都市計画道路】

5,000 

30,000 

42,000  

施設建築敷地

住宅

商業

駐車場

(注)図中の各部分の大きさや
　　形状は、当該計算とは関
　　係なく、与えられた数値
　　をもとに計算を行うこと



再開発スクール 実技 Ｈ⒛ No.6 年度別資金計画 (解答) 

 

［No.6］-2 
 

 *駐車場面積は住宅と商業の延べ面積（容積対象及

び容積対象外の合計）比率にて配分するものとする。 

 

 ・住宅         ｍ２ 

 

＝30,000 +7,000×30,000/35,000 

 ・商業         ｍ２ 

 

＝5,000+7,000×5,000/35,000 

36,000 

6,000 



再開発スクール 実技 Ｈ⒛ No.6 年度別資金計画 (解答) 

 

［No.6］-3 
 

（設問１）Ａ市の担当者との事前協議の結果、担当者より（表イ）が提示され、以下のような説明 

がありました。 

「従前資産評価額と都市再開発法第 97 条補償費（以下、97 条補償費という。）、金銭給付希

望の状況、公共施設管理者負担金の対象部分の状況は(表イ)のとおりで、従前建物と 97 条

補償費のうち補助対象となるのは、公共施設負担金の対象となったものを除いた全部とし、

補助対象額の２/３とする。」 

 上記説明に基づき、(表イ)の①～⑥の欄に相当する金額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、百万円未満を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。 

 ただし、評価基準日から権利変換計画の認可公告日までの都市再開発法第 91条補償費（以

下、91 条補償費という。）の修正率は 0％とし、補償費の支払い日は権利変換計画の認可公

告日とする。                      【①～⑥各１点 計 6点】 

 

 

(設問２)下記の年度別資金計画の算出条件と設問１の解答結果に基づき、(表ロ)の年度別資金計画

表を完成させ、同表中の⑦～㉕の欄に相当する金額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(表ロ)に記載された費目や金額によるものとし、各費目・各年

度ごとに百万円未満を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。 

  （注）消費税については考慮しなくてもよいものとする。 

                      【⑱⑲㉓㉕各２点 その他各１点 計 23 点】

（表イ）
金銭給付額 公共施設管理者

（91条補償費） 負担金対象額
権利変換対象分

320
金銭給付対象分

180
権利変換対象分

50 ① 750 ④ 500
金銭給付対象分

20 ② 180 ⑤ 120

97条補償費 1,100 ― 200 ③ 900 ⑥ 600
※補助対象額は事業費から公共施設管理者負担金を控除した額である。従前建物の20％が金銭
給付だから、権利変換分は80％なので、①は1,000百万円×80％-50百万円、②は1,000百万円×
20％-20百万円となる。③は1,100百万円-200百万円である。補助金④〜⑥は、①〜③のそれぞれ
２/３である。

従前建物 1,000 総額 ×20％

権利変換対象分 権利変換対象分

金銭給付対象分 金銭給付対象分

（単位：百万円）

従前資産等 総 額 補助対象額 補助金

従前宅地 5,000 総額×30％ ― ―



再開発スクール 実技 Ｈ⒛ No.6 年度別資金計画 (解答) 

 

［No.6］-4 
 

［年度別資金計画の算出条件］ 

 

(１)支出 

（事業支出金） 

１．調査設計計画費 

・事業計画作成費 

・地盤調査費 
(表ロ)の金額の通り 

・建築設計費 合計欄の金額は、 

施設建築物工事費×料率 3.5％。うち、3年度と 4年度は工

事監理費とし、年度分けは施設建築物工事費の年度割合と

同一とする。 

10,200 百万円×3.5％＝357 百万円 

・権利変換計画作成費 合計欄の金額は、地区面積×10 千円/ｍ２、2年度と 5年度

に実施 

6,500ｍ２×10 千円/ｍ２＝65 百万円 

 

２．土地整備費（除却・整地費） 

・合計欄の金額は、従前建物延べ面積×７千円/ｍ２ 

 9,000ｍ２×7千円/ｍ２＝63 百万円 

 

３．補償費（91 条補償費、97 条補償費） 

・(表ロ)の金額の通り 

 

４．工事費 

・施設建築物工事費 合計欄の金額は、 

用途別の延べ面積×用途別単価（千円/ｍ２）の合計用途別

単価（駐車場を含む単価） 

・住宅 250 千円/ｍ２、商業 200 千円/ｍ２ 

 住宅：36,000ｍ２×250 千円/ｍ２＝9,000 百万円 

 商業：6,000ｍ２×200 千円/ｍ２＝1,200 百万円 

           合計   10,200 百万円 

・空地等整備費 合計欄の金額は、 

施設建築敷地面積×30％×40 千円/ｍ２ 

 5,000ｍ２×30％×40 千円/ｍ２＝60 百万円 

・道路工事費 (表ロ)の金額の通り 

 

５．営繕費（仮設店舗設置費） 

(表ロ)の金額の通り 
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６．事務費 

合計欄の金額は、各年度毎の事業費（１．～５．の小計）×3％の合計 

 

７．借入金利息 

合計欄の金額は、前年度までの累積借入金残額×3％の合計 

（借入金償還金） 借入金は 4年度末に全額償還とする。 

 

 

(２)収入 

（補助金） 

 補助金額は、補助対象額の２/３とし、各費目毎に以下の通りとする。 

 なお、補助金の入金時期については、特に記載のある場合を除き、補助対象事業が実施され

た年度末に入金があるものとする。 

１．調査設計計画費     事業費の全額を補助対象額とする。 

２．土地整備費       事業費の全額を補助対象額とする。 

３．補償費         設問１のとおり。 

               なお、金銭給付者の従前建物補償費と 97 条補償費は 2年  

              度に全額、権利変換対象分は 4年度に全額入金。 

４．共同施設整備費 

  ・施設建築物工事費    各年度施設建築物工事費の 10％を補助対象額とし、各年度 

              の合計額とする。 

  ・空地等整備費      事業費の全額を補助対象額とする。 

５．仮設店舗設置費     (表ロ)の金額の通り 

６．事務費         (表ロ)の金額の通り 

（公共施設管理者負担金）    (表ロ)の金額の通り 

 当該地区内の都市計画道路部分については、当市街地再開発事業の中で整備し、その整備に

係る費用は全額、公共施設管理者負担金による収入があるものとする。 

（保留床処分金） 

 合計欄における支出欄の事業支出金合計Ⓐと収入欄の合計Ⓑは同額となるものとして算出

する。 

（借入金） 

 各年度ごとに事業支出金から補助金と公共施設管理者負担金及び保留床処分金を控除した

額を借入れるものとする。 



再開発スクール 実技 Ｈ⒛ No.6 年度別資金計画 (解答) 

 

［No.6］-6 
 

(表ロ) 年度別資金計画表                                                              【⑱⑲㉓㉕各 2点 その他各 1点 計 23 点】（単位：百万円） 

 

1）事業計画作成費 135 135 ― ― ― ―

2）地盤調査費 6 6 ― ― ― ―

3）建築設計費 ⑦ 357 ― 250 ⑧ 32 75 ―

4）権利変換計画作成費 65 ― ⑨ 50 ― ― 15

63 ― ― ⑩ 63 ― ―

1）91条補償費 1,700 ― 1,700 ― ― ―

2）97条補償費 1,100 ― 1,100 ― ― ―

1）施設建築物工事費 10,200 ― ― 3,060 ⑪ 7,140 ―

2）空地等整備費 ⑫ 60 ― ― ― 60 ―

3）道路工事費 20 ― ― ― 20 ―

60 ― 60 ― ― ―

13,766 141 3,160 3,155 7,295 15

⑬ 413 4 95 ⑭ 95 219 0

122 ― ⑮ 2 ⑯ 30 ⑰ 90 0

⑱ 14,301Ⓐ 145 3,257 3,280 7,604 15

― ― ― ― ⑲ 3,009 ―

― 145 3,257 3,280 10,613 15

1）事業計画作成費 90 ⑳ 90 ― ― ― ―

2）地盤調査費 4 4 ― ― ― ―

3）建築設計費 238 ― 167 21 50 ―

4）権利変換計画作成費 43 ― 33 ― ― 10

㉑ 42 ― ― 42 ― ―

1,220 ― 720 ― 500 ―

1）施設建築物工事費 680 ― ― ㉒ 204 476 ―

2）空地等整備費 40 ― ― ― 40 ―

8 ― 8 ― ― ―

2,365 94 928 267 1,066 10

26 1 10 3 12 0

2,391 95 938 270 1,078 10

770 ― 770 ― ― ―

20 ― ― ― 20 ―

790 0 770 0 20 0

㉓ 11,120 ― 600 1,000 9,520 ―

14,301Ⓑ 95 2,308 1,270 10,618 10

― 50 949 2,010 ― ―

― ― ― ― ― ㉔ 5

― 145 ㉕ 3,257 3,280 10,618 15

― ― ― ― 5 ―

― 50 999 3,009 0 ―年度末での累積借入金残額

保留床処分金

合　　計

借入金

前年度繰越金

収入金合計

次年度繰越金（各年度の収入金合計―支出金合計）

１．～５．小計

６．事務費

補助金合計

公共施設
管理者
負担金

１．用地費・補償費

２．道路整備費

公共施設管理者負担金合計

事業支出金合計

借入金償還金

支出金合計

収入

補助金 １．調査設計計画費

２．土地整備費（除却・整地費）

３．補償費（設問１(表イ)により算出

４．共同施設整備費

５．仮設店舗設置費

5年度

支出

１．調査設計計画費

２．土地整備費（除却・整地費）

３．補償費

４．工事費

５．営繕費　　　　　　　　　仮設店舗設置費

1．～５．小計

６．事務費

７．借入金利息

費　　目 合　計 初年度 2年度 3年度 4年度
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（年度別資金計画計算手順） 

（２）計画の概要 

 １）容積率 

   ・施設建築敷地面積：従前宅地面積 5,500ｍ２－都市計画道路拡幅部分面積 500ｍ２ 

             ＝5,000ｍ２ 

   ・容積対象延べ面積：施設建築敷地面積 5,000ｍ２×容積率 600％＝30,000ｍ２ 

 ２）容積対象延べ面積の用途別内訳 

   住宅：容積対象延べ面積 30,000ｍ２×５/６＝25,000ｍ２ 

   商業：容積対象延べ面積 30,000ｍ２×１/６＝5,000ｍ２ 

    住宅と商業は５：１の割合のため 

 ３）施設建築物延べ面積に算入する容積対象外面積 

   ・住宅容積対象外延べ面積 5,000ｍ２ 

   ・駐車場面積       7,000ｍ２ 

   （既知情報） 

 ４）施設建築物延べ面積＝容積対象延べ面積 30,000ｍ２+住宅容積対象外延べ面積 5,000ｍ２+ 

             駐車場面積 7,000ｍ２＝42,000ｍ２ 

   （用途別の延べ面積） 

   ・住宅：容積対象延べ面積 30,000ｍ２+駐車場面積 7,000ｍ２×30,000ｍ２/35,000ｍ２＝ 

    36,000ｍ２ 

   ・商業：商業容積対象延べ面積 5,000ｍ２+駐車場面積 7,000ｍ２×5,000ｍ２/35,000ｍ２＝ 

    6,000ｍ２ 

 

表イ 補助金の予備計算 

 

第 91 条補償  

建物従前資産総額 1,000 百万円 

      金銭給付額 総額 1,000 百万円×20％＝200 百万円 

      公共施設管理者負担金対象額 権利変換対象分 50 百万円 

      公共施設管理者負担金対象額 金銭給付対象分 20 百万円 

      権利変換対象分補助対象額  1,000 百万円×(100％－20％)－50 百万円＝ 

                    750 百万円…① 

        金銭給付対象分補助対象額  1,000 百万円×20％－20 百万円＝180 百万円…② 

       権利変換対象分補助金  750 百万円×補助率 2/3＝500 百万円…④ 

       金銭給付対象分補助金  180 百万円×補助率 2/3＝120 百万円…⑤ 

第 97 条補償  

総額 1,100 百万円 

      公共施設管理者負担金額 200 百万円 

      補助対象額 総額 1,100 百万円－公共施設管理者負担金額 200 百万円＝900 百万円 
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     補助金 補助対象額 900 百万円×補助率 2/3＝600 百万円…⑥ 

 

（年度別資金計画算定手順） 

初年度 

＜支出＞ 

１．調査設計計画費 

 1）事業計画作成費：135 百万円 

 2）地盤調査費：6 百万円 

 3）建築設計費：初年度無し 

 4）権利変換計画作成費：初年度無し 

 調査設計計画費計：事業計画作成費 135 百万円+地盤調査費 6 百万円＝141 百万円 

２．土地整備費（除却・整地費）：初年度無し 

３．補償費：初年度無し 

 1）91 条補償費：初年度無し 

 2）97 条補償費：初年度無し 

４．工事費：初年度無し 

 1）施設建築物工事費：初年度無し 

 2）空地等整備費：初年度無し 

 3）道路工事費：初年度無し 

５．営繕費 仮設店舗設置費：初年度無し 

１．～５．小計：調査設計計画費 141 百万円+土地整備費 0 百万円+補償費 0 百万円+工事費 0 百

万円+営繕費 0 百万円＝141 百万円 

６．事務費：１．～５．小計 141 百万円×3％＝4.23→4 百万円 

７．借入金利息：初年度無し 

事業支出金合計：１．～５．小計 141 百万円+事務費 4 百万円+借入金利息 0 百万円＝145 百万円 

借入金償還金：初年度無し 

支出金合計：事業支出金合計 145 百万円+借入金償還金 0 百万円＝145 百万円 

＜収入＞ 

補助金 

１．調査設計計画費 

 1）事業計画作成費：支出事業計画作成費 135 百万円×補助率 2/3＝90 百万円 

 2）地盤調査費：支出地盤調査費 6 百万円××補助率 2/3＝4 百万円 

 3）建築設計費：初年度無し 

 4）権利変換計画作成費：初年度無し 

 調査設計計画費計：事業計画作成費 90 百万円+地盤調査費 4 百万円＝94 百万円 

２．土地整備費：初年度無し 

３．補償費：初年度無し 

４．共同施設整備費：初年度無し 
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 1）施設建築物工事費：初年度無し 

 2）空地等整備費：初年度無し 

５．仮設店舗設置費：初年度無し 

１．～５．小計：調査設計計画費 94 百万円+土地整備費 0 百万円+補償費 0 百万円+共同施設整

備費 0 百万円+仮設店舗設置費 0 百万円＝94 百万円 

６．事務費：1 百万円 

補助金合計：１．～５．小計 94 百万円+事務費 1 百万円＝95 百万円 

公共施設管理者負担金 

１．用地費・補償費：初年度無し 

２．道路整備費：初年度無し 

公共施設管理者負担金合計：初年度無し＝0 百万円 

保留床処分金：初年度無し 

合計：補助金 95 百万円+公共施設管理者負担金 0 百万円+保留床処分金 0 百万円＝95 百万円 

借入金：支出金合計 145 百万円－収入合計 95 百万円＝50 百万円 

前年度繰越金：初年度無し 

収入金合計：収入合計 95 百万円+借入金 50 百万円＝145 百万円 

次年度繰越金：初年度無し 

年度末までの累積借入金残額：50 百万円 

２年度 

＜支出＞ 

１．調査設計計画費 

 1）事業計画作成費：２年度無し  

 2）地盤調査費：２年度無し 

 3）建築設計費：250 百万円  

        施設建築物工事費×料率 3.5％＝10,200 百万円×3.5％＝357 百万円 

        施設建築工事費：住宅工事費 9,000 百万円+商業工事費 1,200 百万円＝ 

                10,200 百万円 

        住宅：住宅延べ床面積 36,000ｍ２×住宅建築工事費単価 250 千円/ｍ２＝ 

9,000 百万円 

        商業：商業延べ床面積 6,000ｍ２×住宅建築工事費単価 200 千円/ｍ２＝ 

           1,200 百万円 

 4）権利変換計画作成費：地区面積×10 千円/ｍ２＝6,500ｍ２×10 千円/ｍ２＝65 百万円 

            2 年度と 5 年度で、5 年度は 15 百万円 

            よって 65 百万円－15 百万円＝50 百万円 

 調査設計計画費計：事業計画作成費 0 百万円+地盤調査費 0 百万円+建築設計費 250 百万円+権

利変換計画作成費 50 百万円＝300 百万円 

２．土地整備費（除却・整地費）：２年度無し 

３．補償費： 
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 1）91 条補償費：宅地 従前宅地総額 5,000 百万円×転出率 30％＝1,500 百万円 

         建物 従前建物総額 1,000 百万円×転出率 20％＝200 百万円 

         1,500 百万円+200 百万円＝1,700 百万円（転出者補償費） 

 2）97 条補償費：1,100 百万円 

 補償費計：91 条補償費 1,700 百万円+97 条補償費 1,100 百万円＝2,800 百万円 

４．工事費：２年度無し 

 1）施設建築物工事費：２年度無し 

 2）空地等整備費：２年度無し 

 3）道路工事費：２年度無し 

５．営繕費 仮設店舗設置費：60 百万円  

１．～５．小計：調査設計計画費 300 百万円+土地整備費 0 百万円+補償費 2,800 百万円+工事費

0 百万円+営繕費 60 百万円＝3,160 百万円 

６．事務費：１．～５．小計 3,160 百万円×3％＝94.8→95 百万円 

７．借入金利息：前年度までの累積借入金残額×3％＝50 百万円×3％＝1.5→2 百万円 

事業支出金合計：１．～５．小計 3,160 百万円+事務費 95 百万円+借入金利息 2 百万円＝ 

3,257 百万円 

借入金償還金：２年度無し 

支出金合計：事業支出金合計 3,257 百万円+借入金償還金 0 百万円＝3,257 百万円 

＜収入＞ 

補助金 

１．調査設計計画費 

 1）事業計画作成費：２年度無し 

 2）地盤調査費：２年度無し  

 3）建築設計費：支出建築設計費 250 百万円×補助率 2/3＝166.66→167 百万円 

 4）権利変換計画作成費：支出権利変換計画作成費 50 百万円×補助率 2/3＝33.33→33 百万円 

 調査設計計画費計：建築設計費 167 百万円+権利変換計画作成費 33 百万円＝200 百万円 

２．土地整備費：２年度無し 

３．補償費： 

 1）91 条補償費：（建物従前総額 1,000 百万円×転出率 20％）－公共施設管理者負担金 20 百万

円×補償率 2/3＝120 百万円 

 2）97 条補償費：総額 1,100 百万円－公共施設管理者負担金 200 百万円×補償率 2/3＝600 百

万円 

 補償費計：120 百万円+600 百万円＝720 百万円 

４．共同施設整備費：２年度無し 

 1）施設建築物工事費：２年度無し 

 2）空地等整備費：２年度無し 

５．仮設店舗設置費：8 百万円  

１．～５．小計：調査設計計画費 200 百万円+土地整備費 0 百万円+補償費 720 百万円+共同施設
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整備費 0 百万円+仮設店舗設置費 8 百万円＝928 百万円 

６．事務費：10 百万円 

補助金合計：１．～５．小計 928 百万円+事務費 10 百万円＝938 百万円 

公共施設管理者負担金 

１．用地費・補償費：従前宅地権利変換対象 320 百万円+従前宅地金銭給付対象 180 百万円+ 

          従前建物権利変換対象 50 百万円+従前建物金銭給付対象 20 百万円+97 条

対象 200 百万円＝770 百万円 

２．道路整備費：２年度無し 

公共施設管理者負担金合計：770 百万円 

保留床処分金：600 百万円 

合計：補助金 938 百万円+公共施設管理者負担金 770 百万円+保留床処分金 600 百万円＝ 

2,308 百万円 

借入金：支出金合計 3,257 百万円－収入合計 2,308 百万円＝949 百万円 

前年度繰越金：２年度無し 

収入金合計：収入合計 2,308 百万円+借入金 949 百万円＝3,257 百万円 

次年度繰越金：２年度無し 

年度末までの累積借入金残額：初年度累積借入金残額 50 百万円+借入金 949 百万円＝999 百万円 

３年度 

＜支出＞ 

１．調査設計計画費 

 1）事業計画作成費：３年度無し  

 2）地盤調査費：３年度無し 

 3）建築設計費： 

        施設建築物工事費×料率 3.5％＝10,200 百万円×3.5％＝357 百万円 

        施設建築工事費：住宅工事費 9,000 百万円+商業工事費 1,200 百万円＝ 

                10,200 百万円 

        住宅：住宅延べ床面積 36,000ｍ２×住宅建築工事費単価 250 千円/ｍ２＝ 

9,000 百万円 

        商業：商業延べ床面積 6,000ｍ２×住宅建築工事費単価 200 千円/ｍ２＝ 

           1,200 百万円 

        建築設計費総額 357 百万円－２年度分 250 百万円＝107 百万円 

        建築設計費の 3 年度と 4 年度は施設建築工事費の年度割合と同じとするので、 

        施設建築工事費 10,200 百万円のうち 3 年度は 3,060 百万円 

        3,060 百万円÷10,200 百万円×100＝30％ 

        107 百万円×30％＝32.1→32 百万円 

 4）権利変換計画作成費：３年度無し  

 調査設計計画費：32 百万円 

２．土地整備費（除却・整地費）：従前建物延べ面積×除却整地費単価 7 千円/ｍ２＝ 
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            従前建物延べ面積 9,000ｍ２×除却整地費単価 7 千円/ｍ２＝63 百万円 

３．補償費：３年度無し 

４．工事費 

 1）施設建築物工事費：施設建築工事費：住宅工事費 9,000 百万円+商業工事費 1,200 百万円＝ 

           10,200 百万円 

           うち、３年度は 3,060 百万円 

 2）空地等整備費：３年度無し 

 3）道路工事費：３年度無し 

 工事費計：施設建築物工事費 3,060 百万円+空地等整備費 0 百万円+道路工事費 0 百万円＝ 

      3,060 百万円 

５．営繕費：３年度無し 

１．～５．小計：調査設計計画費 32 百万円+土地整備費 63 百万円+補償費 0 百万円+工事費 3,060

百万円+営繕費 0 百万円＝3,155 百万円 

６．事務費：１．～５．小計 3,155 万円×3％＝94.65→95 百万円 

７．借入金利息：前年度までの累積借入金残額×3％＝999 百万円×3％＝29.97→30 百万円 

事業支出金合計：１．～５．小計 3,155 百万円+事務費 95 百万円+借入金利息 30 百万円＝ 

3,280 百万円 

借入金償還金：３年度無し 

支出金合計：事業支出金合計 3,280 百万円+借入金償還金 0 百万円＝3,280 百万円 

＜収入＞ 

補助金 

１．調査設計計画費 

 1）事業計画作成費：３年度無し 

 2）地盤調査費：３年度無し  

 3）建築設計費：支出建築設計費 32 百万円×補助率 2/3＝21.33→21 百万円 

 4）権利変換計画作成費：３年度無し  

 調査設計計画費計：21 百万円 

２．土地整備費：支出土地整備費 63 百万円×補助率 2/3＝42 百万円 

３．補償費：３年度無し 

４．共同施設整備費 

 1）施設建築物工事費：（3,060 百万円×10％）×補助率 2/3＝204 百万円 

 2）空地等整備費：３年度無し 

 共同施設整備費計：204 百万円 

５．仮設店舗設置費：３年度無し 

１．～５．小計：調査設計計画費 21 百万円+土地整備費 42 百万円+補償費 0 百万円+共同施設整

備費 204 百万円+仮設店舗設置費 0 百万円＝267 百万円 

６．事務費：3 百万円 

補助金合計：１．～５．小計 267 百万円+事務費 3 百万円＝270 百万円 
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公共施設管理者負担金 

１．用地費・補償費：３年度無し 

２．道路整備費：３年度無し 

公共施設管理者負担金合計：0 百万円 

保留床処分金：1,000 百万円 

合計：補助金 270 百万円+公共施設管理者負担金 0 百万円+保留床処分金 1,000 百万円＝ 

1,270 百万円 

借入金：支出金合計 3,280 百万円－収入合計 1,270 百万円＝2,010 百万円 

前年度繰越金：２年度無し 

収入金合計：収入合計 1,270 百万円+借入金 2,010 百万円＝3,280 百万円 

次年度繰越金：３年度無し 

年度末までの累積借入金残額：初年度累積借入金残額 999 百万円+借入金 2,010 百万円＝3,009

百万円 

４年度 

＜支出＞ 

１．調査設計計画費 

 1）事業計画作成費：４年度無し  

 2）地盤調査費：４年度無し 

 3）建築設計費： 

        施設建築物工事費×料率 3.5％＝10,200 百万円×3.5％＝357 百万円 

        施設建築工事費：住宅工事費 9,000 百万円+商業工事費 1,200 百万円＝ 

                10,200 百万円 

        住宅：住宅延べ床面積 36,000ｍ２×住宅建築工事費単価 250 千円/ｍ２＝ 

9,000 百万円 

        商業：商業延べ床面積 6,000ｍ２×住宅建築工事費単価 200 千円/ｍ２＝ 

           1,200 百万円 

        建築設計費総額 357 百万円－２年度分 250 百万円＝107 百万円 

        建築設計費の 3 年度と 4 年度は施設建築工事費の年度割合と同じとするので、 

        施設建築工事費 10,200 百万円のうち４年度は 10,200 百万円－３年度 3,060 百

万円＝7,140 百万円 

        7,140 百万円÷10,200 百万円×100＝70％ 

        107 百万円×70％＝74.9→75 百万円 

 4）権利変換計画作成費：４年度無し  

 調査設計計画費：75 百万円 

２．土地整備費（除却・整地費）：4 年度無し＝0 百万円 

３．補償費：４年度無し 

４．工事費 

 1）施設建築物工事費：施設建築工事費：住宅工事費 9,000 百万円+商業工事費 1,200 百万円＝ 
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           10,200 百万円 

           うち、４年度は施設建築工事費 10,200 百万円－3 年度 3,060 百万円 

           ＝7,140 百万円 

 2）空地等整備費：施設建築敷地面積×30％×40 千円/ｍ２＝5,000ｍ２×30％×40 千円/ｍ２＝ 

          60 百万円 

 3）道路工事費：20 百万円  

 工事費計：施設建築物工事費 7,140 百万円+空地等整備費 60 百万円+道路工事費 20 百万円＝ 

      7,220 百万円 

５．営繕費：４年度無し 

１．～５．小計：調査設計計画費 75 百万円+土地整備費 0 百万円+補償費 0 百万円+工事費 7,220

百万円+営繕費 0 百万円＝7,295 百万円 

６．事務費：１．～５．小計 7,295 百万円×3％＝218.85→219 百万円 

７．借入金利息：前年度までの累積借入金残額×3％＝3,009 百万円×3％＝90.27→90 百万円 

事業支出金合計：１．～５．小計 7,295 百万円+事務費 219 百万円+借入金利息 90 百万円＝ 

7 ,604 百万円 

借入金償還金：３年度末までの累積借入残金 3,009 百万円 

支出金合計：事業支出金合計 7 ,604 百万円+借入金償還金 3,009 百万円＝10,613 百万円 

＜収入＞ 

補助金 

１．調査設計計画費 

 1）事業計画作成費：４年度無し 

 2）地盤調査費：４年度無し  

 3）建築設計費：支出建築設計費 75 百万円×補助率 2/3＝50 百万円 

 4）権利変換計画作成費：４年度無し  

 調査設計計画費計：50 百万円 

２．土地整備費：４年度無し 

３．補償費：従前建物総額 1,000 百万円×残留率（100％－20％）－公共施設管理者負担金 50 百

万円＝750 百万円 

       750 百万円×補助率 2/3＝500 百万円 

４．共同施設整備費 

 1）施設建築物工事費：（7,140 百万円×10％）×補助率 2/3＝476 百万円 

 2）空地等整備費：支出空地等整備費 60 百万円×補助率 2/3＝40 百万円 

 共同施設整備費計：施設建築物工事費 476 百万円+空地等整備費 40 百万円＝516 百万円 

５．仮設店舗設置費：４年度無し 

１．～５．小計：調査設計計画費 50 百万円+土地整備費 0 百万円+補償費 500 百万円+共同施設

整備費 516 百万円+仮設店舗設置費 0 百万円＝1,066 百万円 

６．事務費：12 百万円 

補助金合計：１．～５．小計 1,066 百万円+事務費 12 百万円＝1,078 百万円 
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公共施設管理者負担金 

１．用地費・補償費：４年度無し 

２．道路整備費：20 百万円 

公共施設管理者負担金合計：20 百万円 

保留床処分金：9,520 百万円 

      支出金合計 10,613 百万円－（補助金合計 1,078 百万円+公共施設管理者負担金 

      20 百万円）＝9,515 百万円 

      但し、5 年度の支出金合計が 15 百万円に対し、収入合計は 10 百万円なので、－５

百万円となる。そこで、保留床処分金を+5 百万円とし、9,520 百万円とする。 

合計：補助金 1,078 百万円+公共施設管理者負担金 20 百万円+保留床処分金 9,520 百万円＝ 

10,618 百万円 

借入金：４年度無し 

前年度繰越金：４年度無し 

収入金合計：収入合計 10,618 百万円 

次年度繰越金：収入合計 10,618 百万円－支出金合計 10,615 百万円＝5 百万円 

年度末までの累積借入金残額： 0 百万円 

5 年度 

＜支出＞ 

１．調査設計計画費 

 1）事業計画作成費：５年度無し  

 2）地盤調査費：５年度無し 

 3）建築設計費：５年度無し 

 4）権利変換計画作成費：15 百万円 

 調査設計計画費：15 百万円 

２．土地整備費（除却・整地費）：５年度無し＝0 百万円 

３．補償費：５年度無し 

４．工事費 

 1）施設建築物工事費：５年度無し 

 2）空地等整備費：５年度無し 

 3）道路工事費：５年度無し 

 工事費計：５年度無し 

５．営繕費：５年度無し 

１．～５．小計：調査設計計画費 15 百万円＝15 百万円 

６．事務費：１．～５．小計 15 百万円×3％＝0.45→0 百万円 

７．借入金利息：前年度までの累積借入金残額×3％＝0 百万円×3％＝0 百万円 

事業支出金合計：１．～５．小計 15 百万円 

借入金償還金：４年度末までの累積借入残金 0 百万円 

支出金合計：事業支出金合計 15 百万円 
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＜収入＞ 

補助金 

１．調査設計計画費 

 1）事業計画作成費：５年度無し 

 2）地盤調査費：５年度無し 

 3）建築設計費：５年度無し 

 4）権利変換計画作成費：10 百万円  

 調査設計計画費計：10 百万円 

２．土地整備費：５年度無し 

３．補償費：５年度無し 

４．共同施設整備費 

 1）施設建築物工事費：（0 百万円×10％）×補助率 2/3＝0 百万円 

 2）空地等整備費：５年度無し 

 共同施設整備費計：５年度無し 

５．仮設店舗設置費：５年度無し 

１．～５．小計：調査設計計画費 10 百万円 

６．事務費：0 百万円 

補助金合計：１．～５．：10 百万円 

公共施設管理者負担金 

１．用地費・補償費：５年度無し 

２．道路整備費：５年度無し  

公共施設管理者負担金合計：0 百万円 

保留床処分金：５年度無し 

合計：10 百万円 

借入金：５年度無し 

前年度繰越金：5 百万円 

収入金合計：収入合計 10 百万円+前年度繰越金 5 百万円＝15 百万円 

次年度繰越金：0 百万円 

年度末までの累積借入金残額： 0 百万円 

 

※５年度の支出金合計 15 百万円と５年度収入金合計 15 百万円が等しくなるので、事業的に完了 


