
再開発スクール 実技 Ｈ18 No.1 マンション建替え （解答） 

［No.1］-1 
 

[No.1]「建物の区分所有等に関する法律」の建替え決議を経て、「マンションの建替えの円滑化等に関

する法律」（以下「建替え法」という。）の規定に基づき、マンション建替組合（以下「組合」という。）による

マンション建替事業を施行することとなりました。 

 （ア）表は、建替え決議から清算人の就職までの手続き等の順序を示したものです。①～⑩の空欄に入

る最も適切な用語を（イ）表の 1～15 からひとつ選び、マークシート解答用紙に記入しなさい。ただし、同

じ用語を重複して用いないこと。 

【①～⑩各 1 点 計 10 点】 

（ア）表 

 

組合設立段階 権利変換段階 工事・解散段階

建替え決議
権利変換手続
開始の登記

工事着手

定款・事業計画の策定
権利変換を希望
しない旨の申出

建替え法第９４条に
よる管理規約の設定

④ 15　権利変換計画
の組合総会議会

① 4　組合設立に対す
る合意

⑧ 9　工事完了公告

権利変換計画の認可

② 10　組合設立認可
申請

⑨ 8　施行再建マン
ションの登記

⑤ 1　建替え法第75条
による補償金支払い

③ 5　事業計画の縦覧 ⑩ 11　組合解散

⑥ 7　権利変換日

組合の設立認可
⑦ 13　権利変換の登

記
清算人の就職
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（イ）表 

  

    1 建替え法第 75 条による補償金支払い     9  工事完了公告 

    2 権利変換計画縦覧の意見書処理       10 組合設立認可申請 

    3 規準又は規約の策定               11 組合解散 

    4 組合設立に対する合意             12 定款・事業計画の縦覧 

    5 事業計画の縦覧                  13 権利変換の登記 

 6 規準又は規約の縦覧               14 権利変換計画の縦覧 

    7 権利変換期日                   15 権利変換計画の組合総会議決 

    8 施行再建マンションの登記 
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［No.2］-1 
 

［No.2］ある地区では市街地再開発組合の設立に向けて、事業計画書の資金計画を策定中です。資

金計画策定のための諸条件は、表―Ａのデータ及び「表―１資金計画（年度別資金計画）」「表

―２補助金算定表」に示している(注)及び算出根拠に従って、①～⑳欄に相当する金額を算出

し、その値をマークシート解答用紙に記入しなさい。 

【①～㉜各 1点 計 32 点】 

 

［算出にあたっての前提条件］ 

計 算 方 法：各表に記載の(注)及び算出根拠の提示によること。 

          また、算出した数値を他の算出計算に用いる場合は、端数処理（百 

          万円未満四捨五入）をした数値を使用しなさい。 

借 入 金 利 息：前年度末借入金残高を当該年度当初に年利率 3％で 1年間借入れする 

          ものとする。 

保留床処分金の総額：支出欄の「合計」の総額から収入欄の「補助金計」の総額を差引いた 

          額とする。 

次 年 度 繰 越 金：当該年度の資金収支の残額を次年度に繰越すものとする。 

補 助 金：当該事業を実施した年度に入金があるものとする。 

 

表―Ａ 

現 況 諸 元 

施行地区面積 ：6,400ｍ２ 

宅地面積の合計：5,000ｍ２ 

木造建築物の延べ面積の合計 ：4,000ｍ２ 

非木造建築物の延べ面積の合計：1,000ｍ２ 

計 画 諸 元 

施設建築敷地面積：5,000ｍ２ 

施設建築延べ面積：18,000ｍ２ 

施設建築物専有面積：施設建築物延べ面積の 75% 

従前資産状況等 

土地評価：現況宅地面積当り平均単価 800 千円/ｍ２で算出。 

建物評価：現況建築物の床面積当り平均単価 

     木造建築物100千円/ｍ２ 非木造建築物200千円/ｍ２で算出。 

都市再開発法 

91 条補償費 

転出に伴う金銭給付希望者に対する補償費は、従前資産総額の 30%とす

る。評価基準日から権利変換認可公告日までの物価の変動に応ずる修正

率は 0、補償費支払日までの利息相当額は発生しないものとする。 

都市再開発法 

97 条補償費 
現況建築物の床面積当り平均単価 80 千円/ｍ２で算出。 

事    業 

スケジュール 

初年度：事業計画作成を実施する。年度末に市街地再開発組合を設立。 

２年度：地盤調査、実施設計、権利変換計画作成、建物除却・整地工事、 

    91 条及び 97 条補償費支払いを実施。権利変換計画認可(権利変 

換期日は年度内) 

３年度：建築工事の全工事期間は 20 ヵ月で、その内の 12 ヶ月分を実施。 

    建築工事費の支払い額は 20分の 12 とする(工事期間中工事監理 

を実施)。 

４年度：残りの建築工事を実施し、建築工事費の残額を支払う(工事期間 

中工事監理を実施)。空地等工事を実施して空地等工事費の全額 

を支払う。権利変換計画作成(価額の確定)の実施、清算等を行い 

事業を完了する。 

なお、その他計画作成費は毎年度実施する。 
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表―１ 資金計画（年度別資金計画） 

(注) 端数処理は各欄毎に百万円未満を四捨五入しなさい。                                                               【①～⑳各 1点 計 20 点】 

 

  

397 ① 91 ② 217 ③ 46 ④ 43

基本設計費 建築工事費総額×設計料率1.2% 52 52

資金計画作成費 施行地区面積×5千円/ｍ２ 32 32

調査本数5本×１百万円/本 5 5

総額は、建築工事費総額×設計料率5.0%。うち、70%は実施設計で
2年度に実施。残りは工事監理費で年度分けは建築工事費支払い
割合と同一とする。

216 151 39 26

総額は、施行地区面積×10千円/ｍ２。2年度85%、4年度15%を実施 64 54 10

毎年度7百万円を計上 28 7 7 7 7

90 ⑤ 90

構造別現況延べ面積の合計×構造別除却単価(木造10千円/ｍ２、

非木造40千円/ｍ２)
80 80

現況宅地面積の合計×整地費単価 2千円/ｍ２ 10 10

1,780 ⑥ 1,780

表―Ａ　都市再開発法91条補償費に記載のとおり 1,380 1,380

表―Ａ　都市再開発法97条補償費に記載のとおり 400 400

4,415 2,592 1,823

総額は、施設建築物延べ面積×工事費単価 240千円/ｍ２ 4,320 ⑦ 2,592 ⑧ 1,728

施設建築敷地面積×30%×工事費単価 50千円/ｍ２ 75 ⑨ 75

２千万円を4年度に計上 20 20

6,682 91 2,087 ⑩ 2,638 ⑪ 1,866

各年度小計×3%　(総額は各年度別金額の計) 201 ⑫ 3 ⑬ 63 79 56

前年度末借入金残高×3% (総額は各年度別金額の計) 121 0 1 53 67

7,004 94 2,151 2,770 1,989

2,242 0 0 0 2,242

⑭ 9,246 94 2,151 2,770 4,231

表―２で算出した数値を転記しなさい。 1,298 57 519 402 320

３年度に18億円入金、残額は最終年度 5,706 0 0 1,800 ⑮ 3,906

7,004 57 519 2,202 4,226

支出欄の「小計」から収入欄の「合計」を差引いた額の110%とする。 2,242 37 ⑯ 1,725 ⑰ 480 0

0 93 5

9,246 94 2,244 2,775 4,231

0 93 ⑱ 5 0

最終年度に一括返済 37 ⑲ 1,762 ⑳ 2,242 0

収　入　総　計

次年度繰越金

年度末借入金残高

　借入金利息

合　　　計

　借入金償還金

支　出　総　計

収
　
　
入

　補助金計

　保留床処分金

合　　　計

　借入金

　前年度繰越金

ⓓ工事費

　建築工事費

　空地等工事費

　供給施設負担金

小計　(ⓐ+ⓑ+ⓒ+ⓓ)

　事務費

ⓑ土地整備費

　建物除却費

　整地費

ⓒ補償費

　都市再開発法91条補償費

　都市再開発法97条補償費

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

支
　
　
　
　
　
出

ⓐ調査設計計画費

事業計画
作 成 費

  地盤調査費

  建築設計費
  (工事監理費を含む)

　権利変換計画作成費

　その他計画作成費

支　出　項　目 支出金等算出根拠
総額

年度別
初年度 ２年度 ３年度 ４年度

金額（百万円） 金額（百万円）
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表―２ 補助金算定表 

(注)補助金算定にあたっては、各支出項目毎に、補助金算出根拠に応じて各年度別の補助対象額及びこれに補助率２/３を乗じて得られる補助金を算出すること。 

  事務費に係る補助金は、各年度の事務費以外の補助金の小計に２/１００を乗じて算出すること。端数処理は各欄毎に百万円未満を四捨五入すること。 

                                                                               【㉑～㉜各１点 計 12 点】   (単位：百万円) 

 

補助対象額 補助対象額 補助対象額 補助対象額 補助対象額

304 203 84 56 210 140 10 7

事業計画作成費 全額が補助対象 84 ㉑ 56 84 56

地盤調査費 全額が補助対象 5 ㉒ 3 5 3

建築設計費 実施設計費の全額が補助対象 151 ㉓ 101 151 101 0 0

権利変換計画作成費 全額が補助対象 64 ㉔ 43 54 36 10 7

その他計画作成費 補助対象外 0

90 ㉕ 60 90 60

建物除却費 全額が補助対象 80 53 80 53

整地費 全額が補助対象 10 7 10 7

800 533 464 309 202 135 ㉖　        134 89

従前建物補助対象費
建物評価総額の80％が補助対象。２年度に30％入金、残
額70％は３，４年度に建築工事費支払い割合により入金

480 320 ㉗          144 96 202 135 134 89

都市再開発法97条補償費 80％が補助対象 320 213 320 ㉘ 213

716 477 389 259 327 218

建築工事費 年度別金額の15％が補助対象 648 432 389 259 259 173

空地等工事費 90％が補助対象 68 45 68 45

供給施設負担金 補助対象外 0

1,910 1,273 84 56 764 509 591 394 471 314

各年度の事務費以外の補助金の小計×2％ ㉙ 25 1 10 8 6

1,298 ㉚ 57 519 ㉛ 402 ㉜ 320補助金計

ⓐ調査設計計画費

ⓑ土地整備費

ⓒ補償費

ⓓ工事費

小計　(ⓐ+ⓑ+ⓒ+ⓓ)

事務費

４年度

補助金 補助金 補助金 補助金 補助金
支　出　項　目 補助金算出根拠

総額 初年度 ２年度 ３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：84 百万円+7 百万円＝91 百万円…① 

○事業計画作成費：52 百万円+32 百万円＝84 百万円 

 ・基本設計費：建築工事費総額×設計料率 1.2％＝4,320 百万円×1.2%＝51.84→52 百万円 

        建築工事費総額＝施設建築延べ面積 18,000m2×工事費単価 240 千円/m2＝ 

        ＝4,320 百万円 

 ・資金計画作成費：施行地区面積×5 千円/m2＝6,400m2×5 千円/m2＝32 百万円 

○地盤調査費：初年度無し 

○建築設計費：初年度無し 

○権利変換計画作成費：初年度無し 

○その他計画作成費：毎年度 7 百万円を計上＝7 百万円 

ⓑ土地整備費：初年度無し 

○建物除却費：初年度無し 

○整地費：初年度無し 

ⓒ補償費：初年度無し 

○都市再開発法 91 条補償費：初年度無し 

○都市再開発法 97 条補償費：初年度無し 

ⓓ工事費：初年度無し 

○建築工事費：初年度無し 

○空地等工事費：初年度無し 

○供給施設負担金：初年度無し 

小計（ⓐ+ⓑ＋ⓒ+ⓓ）：91 百万円 

事務費：各年度小計×3％＝2.72→3 百万円…⑫ 

借入金利息：前年度末借入金残高×3％＝0 百万円 

合計：91 百万円+3 百万円＝94 百万円 

借入金償還金：初年度無し 

支出総計：94 百万円 

＜収入＞ 

○補助金計：57 百万円 

ⓐ調査設計計画費：56 百万円 

 事業計画作成費：全額が補助対象＝84 百万円×2/3＝56 百万円 

 地盤調査費：全額が補助対象＝初年度無し 

 建築設計費：実施設計費の全額が補助対象＝初年度無し 

 権利変換計画作成費：全額が補助対象＝初年度無し 

 その他計画作成費：補助対象外＝0 百万円 

ⓑ土地整備費：初年度無し 



再開発スクール 実技 Ｈ18 No.2 年度別資金計画 (解答) 

 

［No.2］-5 
 

 建物除却費：全額が補助対象＝初年度無し 

 整地費：全額が補助対象＝初年度無し 

ⓒ補償費：初年度無し 

 従前建物補助対象費：建物評価総額の 80％が補助対象＝初年度無し 

 都市再開発法 97 条補償費：80％が補助対象＝初年度無し 

ⓓ工事費：初年度無し 

 建築工事費：年度別金額の 15％が補助対象＝初年度無し 

 空地等工事費：90％が補助対象＝初年度無し 

 供給施設負担金：補助対象外＝0 百万円 

小計（ⓐ+ⓑ+ⓒ+ⓓ）：56 百万円 

事務費：各年度の事務費以外の補助金の小計×2％＝56 百万円×2％＝1.12→1 百万円 

補助金計：56 百万円+1 百万円＝57 百万円…㉚ 

○保留床処分金：初年度無し 

合計：57 百万円 

○借入金：支出の小計－収入合計×110％＝(91 百万円－57 百万円)×110％＝37.1→37 百万円 

○前年度繰越金：初年度無し 

収入総計：57 百万円+37 百万円＝94 百万円 

年度末借入金残高：前年度借入金残高+本年度借入金＝37 百万円 

（2 年度） 

＜支出＞ 

ⓐ調査設計計画費：5 百万円+151 百万円+54 百万円+7 百万円＝217 百万円…② 

○事業計画作成費：2 年度無し  

 ・基本設計費：2 年度無し  

 ・資金計画作成費：2 年度無し  

○地盤調査費：調査本数 5 本×1 百万円/本＝5 百万円 

○建築設計費：151 百万円 

建築工事費総額×設計料率 5.0％＝4,320 百万円×5.0％＝216 百万円 

70％が実施設計で 2 年度実施→216 百万円×70％＝151.2→151 百万円 

○権利変換計画作成費：54 百万円 

  施行地区面積×10 千円/m2＝6,400m2×10 千円/m2＝64 百万円 

    2 年度は 85％→64 百万円×85％＝54.4→54 百万円 

○その他計画作成費：毎年度 7 百万円を計上＝7 百万円 

ⓑ土地整備費：建物除却費 80 百万円+整地費 10 百万円＝90 百万円…⑤ 

○建物除却費：構造別現況延べ面積×構造別除却単価（木造 10 千円/m2、非木造 40 千円/m2） 

       木造現況延べ面積 4,000m2×木造除却単価 10 千円/m2＝40 百万円 

       非木造現況延べ面積 1,000m2×非木造除却単価 40 千円/m2＝40 百万円 

       40 百万円+40 百万円＝80 百万円 

○整地費：現況宅地面積の合計×整地費単価 2 千円/m2=5,000m2×2 千円/m2=10 百万円 
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ⓒ補償費：都市再開発法 91 条補償費 1,380 百万円+都市再開発法 97 条補償費 400 百万円 

    ＝1,780 百万円…⑥ 

○都市再開発法 91 条補償費：1,380 百万円 

   従前資産総額の 30％＝(土地評価 4,000 百万円×30％)+( 建物評価 600 百万円×30％) 

             ＝1,200 百万円+180 百万円＝1,380 百万円 

   土地評価＝現況宅地面積 5,000m2×平均単価 800 千円/m2＝4,000 百万円 

   建物評価＝現況建築物の床面積×平均単価（木造 100 千円/m2、非木造 200 千円/m2） 

       ＝400 百万円+200 百万円＝600 百万円 

   ・木造：4,000m2×100 千円/m2＝400 百万円 

   ・非木造：1,000m2×200 千円/m2＝200 百万円 

○都市再開発法 97 条補償費：400 百万円 

   現況建築物の床面積×平均単価 80 千円/m2＝5,000m2×80 千円/m2＝400 百万円 

ⓓ工事費：2 年度無し 

○建築工事費：2 年度無し 

○空地等工事費：2 年度無し 

○供給施設負担金：2 年度無し 

小計（ⓐ+ⓑ＋ⓒ+ⓓ）：217 百万円+90 百万円+1,780 百万円＝2,087 百万円 

事務費：各年度小計×3％＝2,087 百万円×3％＝62.61→63 百万円…⑬ 

借入金利息：前年度末借入金残高×3％＝37 百万円×3％＝1.11→1 百万円 

合計：2,087 百万円+63 百万円+1 百万円＝2,151 百万円 

借入金償還金：2 年度無し 

支出総計：2,151 百万円 

＜収入＞ 

○補助金計：519 百万円 

ⓐ調査設計計画費：3 百万円+101 百万円+36 百万円＝140 百万円 

 事業計画作成費：全額が補助対象＝2 年度無し 

 地盤調査費：全額が補助対象＝5 百万円×2/3＝3.333→3 百万円 

 建築設計費：実施設計費の全額が補助対象＝151 百万円×2/3＝100.66→101 百万円 

 権利変換計画作成費：全額が補助対象＝54 百万円×2/3＝36 百万円 

 その他計画作成費：補助対象外＝0 百万円 

ⓑ土地整備費：53 百万円+7 百万円＝60 百万円 

 建物除却費：全額が補助対象＝80 百万円×2/3＝53.33→53 百万円 

 整地費：全額が補助対象＝10 百万円×2/3＝6.666→7 百万円 

ⓒ補償費：96 百万円+213 百万円＝309 百万円 

 従前建物補助対象費：建物評価総額の 80％が補助対象＝600 百万円×80%×2 年度 30％×2/3 

           ＝96 百万円 

 都市再開発法 97 条補償費：80％が補助対象＝400 百万円×80％×2/3＝ 

＝213.33→213 百万円…㉘ 
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［No.2］-7 
 

ⓓ工事費：2 年度無し 

 建築工事費：年度別金額の 15％が補助対象＝2 年度無し 

 空地等工事費：90％が補助対象＝2 年度無し 

 供給施設負担金：補助対象外＝0 百万円 

小計（ⓐ+ⓑ+ⓒ+ⓓ）：140 百万円+60 百万円+309 百万円＝509 百万円 

事務費：各年度の事務費以外の補助金の小計×2％＝509 百万円×2％＝10.18→10 百万円 

補助金計：509 百万円+10 百万円＝519 百万円 

○保留床処分金：2 年度無し 

合計：519 百万円 

○借入金：支出の小計－収入合計×110％＝(2,087 百万円－519 百万円)×110％＝1,724.8→ 

     1,725 百万円 

○前年度繰越金：2 年度無し 

収入総計：519 百万円+1,725 百万円＝2,244 百万円 

次年度繰越金：収入総計 2,244 百万円－支出総計 2,151 百万円＝93 百万円 

年度末借入金残高：前年度借入金残高+本年度借入金＝37 百万円+1,725 百万円＝1,762 百万円 

（3 年度） 

＜支出＞ 

ⓐ調査設計計画費：39 百万円+7 百万円＝46 百万円…③ 

○事業計画作成費：3 年度無し  

 ・基本設計費：3 年度無し  

 ・資金計画作成費：3 年度無し  

○地盤調査費：3 年度無し  

○建築設計費：39 百万円 

建築工事費総額×設計料率 5.0％＝4,320 百万円×5.0％＝216 百万円 

30％のうち 12 ヶ月/20 ヵ月→216 百万円×30％×12/20＝38.88→39 百万円 

○権利変換計画作成費：3 年度無し 

○その他計画作成費：毎年度 7 百万円を計上＝7 百万円 

ⓑ土地整備費：3 年度無し  

○建物除却費：3 年度無し  

○整地費：3 年度無し  

ⓒ補償費：3 年度無し  

○都市再開発法 91 条補償費：3 年度無し  

○都市再開発法 97 条補償費：3 年度無し  

ⓓ工事費：2,592 百万円 

○建築工事費：2,592 百万円 

建築工事費総額＝施設建築延べ面積 18,000m2×工事費単価 240 千円/m2＝ 

        ＝4,320 百万円 

        3 年度作業は 12 ヶ月/20 ヵ月分＝4,320 百万円×12/20＝2,592 百万円…⑦ 
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［No.2］-8 
 

○空地等工事費：3 年度無し 

○供給施設負担金：3 年度無し 

小計（ⓐ+ⓑ＋ⓒ+ⓓ）：46 百万円+2,592 百万円＝2,638 百万円…⑩ 

事務費：各年度小計×3％＝2,638 百万円×3％＝79.14→79 百万円 

借入金利息：前年度末借入金残高×3％＝1,762 百万円×3％＝52.86→53 百万円 

合計：2,638 百万円+79 百万円+53 百万円＝2,770 百万円 

借入金償還金：3 年度無し 

支出総計：2,770 百万円 

＜収入＞ 

○補助金計：402 百万円 

ⓐ調査設計計画費：3 年度無し 

 事業計画作成費：全額が補助対象＝3 年度無し 

 地盤調査費：全額が補助対象＝3 年度無し 

 建築設計費：実施設計費の全額が補助対象＝3 年度無し 

 権利変換計画作成費：全額が補助対象＝3 年度無し 

 その他計画作成費：補助対象外＝0 百万円 

ⓑ土地整備費：3 年度無し  

 建物除却費：全額が補助対象＝3 年度無し 

 整地費：全額が補助対象＝3 年度無し 

ⓒ補償費：135 百万円 

 従前建物補助対象費：建物評価総額の 80％が補助対象＝600 百万円×80%×70％×12/20×2/3 

           ＝134.4→135 百万円 

 都市再開発法 97 条補償費：80％が補助対象＝3 年度無し 

ⓓ工事費：259 百万円 

 建築工事費：年度別金額の 15％が補助対象＝2,592 百万円×15％×2/3＝259.2→259 百万円 

 空地等工事費：90％が補助対象＝3 年度無し 

 供給施設負担金：補助対象外＝0 百万円 

小計（ⓐ+ⓑ+ⓒ+ⓓ）：135 百万円+259 百万円＝394 百万円 

事務費：各年度の事務費以外の補助金の小計×2％＝394 百万円×2％＝7.88→8 百万円 

補助金計：394 百万円+8 百万円＝402 百万円 

○保留床処分金：1,800 百万円 

合計：402 百万円+1,800 百万円=2,202 百万円 

○借入金：支出の小計－収入合計×110％＝(2,638 百万円－2,202 百万円)×110％＝479.6→ 

     480 百万円…⑰ 

○前年度繰越金：93 百万円 

収入総計：2,202 百万円+480 百万円+93 百万円＝2,775 百万円 

次年度繰越金：収入総計 2,775 百万円－支出総計 2,770 百万円＝5 百万円 

年度末借入金残高：前年度借入金残高+本年度借入金＝1,762 百万円+480 百万円＝2,242 百万円 
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（4 年度） 

＜支出＞ 

ⓐ調査設計計画費：26 百万円+10 百万円+7 百万円＝43 百万円…④ 

○事業計画作成費：4 年度無し  

 ・基本設計費：4 年度無し  

 ・資金計画作成費：4 年度無し  

○地盤調査費：4 年度無し  

○建築設計費：26 百万円 

建築工事費総額×設計料率 5.0％＝4,320 百万円×5.0％＝216 百万円 

30％のうち 8 ヶ月/20 ヵ月→216 百万円×30％×8/20＝25.92→26 百万円 

○権利変換計画作成費：10 百万円 

            施行地区面積×10 千円/m2＝6,400m2×10 千円/m2＝64 百万円 

            4 年度は 15％→64 百万円×15％＝9.6→10 百万円 

○その他計画作成費：毎年度 7 百万円を計上＝7 百万円 

ⓑ土地整備費：4 年度無し  

○建物除却費：4 年度無し  

○整地費：4 年度無し  

ⓒ補償費：4 年度無し  

○都市再開発法 91 条補償費：4 年度無し  

○都市再開発法 97 条補償費：4 年度無し  

ⓓ工事費：1,728 百万円+75 百万円+20 百万円＝1,823 百万円 

○建築工事費：1,728 百万円 

建築工事費総額＝施設建築延べ面積 18,000m2×工事費単価 240 千円/m2＝ 

        ＝4,320 百万円 

        4 年度作業は 8 ヶ月/20 ヵ月分＝4,320 百万円×8/20＝1,728 百万円…⑧ 

○空地等工事費：施設建築敷地面積 5,000m2×30％×工事費単価 50 千円/m2＝75 百万円…⑨ 

○供給施設負担金：20 百万円 

小計（ⓐ+ⓑ＋ⓒ+ⓓ）：43 百万円+1,823 百万円＝1,866 百万円…⑪ 

事務費：各年度小計×3％＝1,866 百万円×3％＝55.98→56 百万円 

借入金利息：前年度末借入金残高×3％＝2,242 百万円×3％＝67.26→67 百万円 

合計：1,866 百万円+56 百万円+67 百万円＝1,989 百万円 

借入金償還金：2,242 百万円 

支出総計：1,989 百万円+2,242 百万円=4,231 百万円 

＜収入＞ 

○補助金計：320 百万円 

ⓐ調査設計計画費：7 百万円 

 事業計画作成費：全額が補助対象＝4 年度無し 

 地盤調査費：全額が補助対象＝4 年度無し 
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 建築設計費：実施設計費の全額が補助対象＝10 百万円×2/3＝6.666→7 百万円 

 権利変換計画作成費：全額が補助対象＝4 年度無し 

 その他計画作成費：補助対象外＝0 百万円 

ⓑ土地整備費：4 年度無し  

 建物除却費：全額が補助対象＝4 年度無し 

 整地費：全額が補助対象＝4 年度無し 

ⓒ補償費：89 百万円 

 従前建物補助対象費：建物評価総額の 80％が補助対象＝600 百万円×80%×70％×8/20×2/3 

           ＝89.33→89 百万円 

 都市再開発法 97 条補償費：80％が補助対象＝4 年度無し 

ⓓ工事費：173 百万円+45 百万円＝218 百万円 

 建築工事費：年度別金額の 15％が補助対象＝1,728 百万円×15％×2/3＝172.8→173 百万円 

 空地等工事費：90％が補助対象＝75 百万円×90%×2/3＝45 百万円 

 供給施設負担金：補助対象外＝0 百万円 

小計（ⓐ+ⓑ+ⓒ+ⓓ）：7 百万円+89 百万円+218 百万円＝314 百万円 

事務費：各年度の事務費以外の補助金の小計×2％＝314 百万円×2％＝6.28→6 百万円 

補助金計：314 百万円+6 百万円＝320 百万円 

○保留床処分金：支出総計－補助金計－前年度繰越金＝4,231 百万円－320 百万円－5 百万円＝ 

        ＝3,906 百万円…⑮ 

合計：420 百万円+3,906 百万円=4,226 百万円 

○借入金：0 百万円 

○前年度繰越金：5 百万円 

収入総計：4,226 百万円+5 百万円＝4,231 百万円 

次年度繰越金：0 百万円 

年度末借入金残高：0 百万円 
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［No.3］組合施行の再開発事業を進めているある地区で、全員同意型での権利変換計画を

検討しています。この地区の権利者であるＡさんの意向・要望は、以下のとおりです。 

・従前資産評価額が 4,300 万円あり、権利額の範囲内で権利床を取得したい。 

・5 階の 70ｍ２以上の住戸を希望 

・とりあえず 5 階 1 号室についての床価額と敷地に対する共有持分割合の試算を要望。 

・5 階の住戸で、5 階 1 号室より広い住戸取得の可能性についての検討も要望。 

これらの要望等に応え、試算することになりました。 

 以下の床価額算定の方法と前提条件に従い、設問ⅠからⅢ(①～④欄)の設問に答え

なさい。解答はマークシート解答用紙に記入しなさい。              

【計 22 点】 

 

■床価額算定の方法 

 (1) 従後の敷地の権利形態は、「一筆共有、土地共有持分型(地上権非設定型)」とする。 

 (2) 従後の各室の床価額(土地分+建物分)は階層別効用比率及び位置別効用比率を用

いて算出し、この床価額から建物分の価額を控除して土地分の価額を算出する。こ

の土地分の価額を用いて敷地に対する共有持分割合を算定する。 

 (3) 床価額の建物分は用途別工事費按分で算出する。 

 (4) 建物分の価額(施設建築物の整備に要する費用)の総額は 1,800 百万円である。 

 

■前提条件 

表－１再開発ビルの用途別総床価額等         表－２建物の用途別工事費 

用途(階数) 用途別総専有面積 用途別総床価額  用途 工事費 

住宅(3～7F)  4,000ｍ２ 2,186 百万円  住宅 1,000 百万円 

業務(2F) 700ｍ２ 421 百万円  業務 250 百万円 

店舗(1F) 600ｍ２ 393 百万円  店舗 250 百万円 

合計 5,300ｍ２ 3,000 百万円  合計 1,500 百万円 

 

設問Ⅰ 

 権利者Ａさんが希望している 5 階 1 号室の床価額を算出しなさい。なお、算出にあ

たっては、問１から問２を順番に解答しなさい。 

 

(問１) 以下は、住宅用途についての表です。前提条件に従い、下表の①欄の階層別床価額 

を算出し、その値をマークシート解答用紙に記入しなさい。なお、階層別床価額の算

出結果は百万円未満を四捨五入しなさい。                     

【4 点】 
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階 
階層別 

専有面積(ｍ２) 

階層別 

効用比率 
効用比積 

階層別床価額 

(百万円) 

7 階 800ｍ２ 103 82,400 449 

6 階 800ｍ２ 101 80,800 441 

5 階 800ｍ２ 100 80,000 ①        436 

4 階 800ｍ２ 99 79,200 432 

3 階 800ｍ２ 98 78,400 428 

合計 4,000ｍ２  400,800 2,186 

① 効用比積 専有面積 800ｍ２×効用比率 100＝80,000 

    床価額  用途別総床価額 2,186 百万円×(効用積 80,000/総効用積 400,800)＝436.32 

              →436 百万円 

（問２）前問での算出値及び下記の図－１「5 階の住戸別の専有面積と位置別効用比率」 

を用いて 5 階 1 号室の床価額(②欄)を算出し、その値をマークシート解答用紙に記入

しなさい。 

   なお、床価額の算出結果は百万円未満を四捨五入しなさい。 

 

               5 階 1 号室床価額＝          百万円 

 

436 百万円×7,000÷85,250=35.8→36 

図－1  5 階の住戸別の専有面積と位置別効用比率 

 

 

   

② 1 号室 専有面積 70ｍ２×効用比率 100＝7,000 

    2 号室 専有面積 60ｍ２×効用比率 95＝5,700 

５号室 ９号室

90ｍ２ 90ｍ２
７号室

60ｍ２
８号室

80ｍ２

１０号室

50ｍ２

１１号室

60ｍ２

１２号室

90ｍ２
1号室

70ｍ２

2号室

60ｍ２

３号室

40ｍ２

４号室

30ｍ２

６号室

80ｍ２

位置別

効用比率
95

位置別

効用比率
95

位置別

効用比率
100

位置別

効用比率 120

位置別

効用比率 115

位置別

効用比率 120

計 800ｍ２

②       36 



再開発スクール 実技 H18 No.3 権利変換計画_計算型 (解答) 

 

［No.3］-3 

 

  3 号室 専有面積 40ｍ２×効用比率 95＝3,800  

   4 号室 専有面積 30ｍ２×効用比率 95＝2,850 

   5 号室 専有面積 90ｍ２×効用比率 120＝10,800 

   6 号室 専有面積 80ｍ２×効用比率 115＝9,200 

 7 号室 専有面積 60ｍ２×効用比率 115＝6,900 

   8 号室 専有面積 80ｍ２×効用比率 115＝9,200 

 9 号室 専有面積 90ｍ２×効用比率 120＝10,800 

 10 号室 専有面積 50ｍ２×効用比率 95＝4,750 

 11 号室 専有面積 60ｍ２×効用比率 95＝5,700 

 12 号室 専有面積 90ｍ２×効用比率 95＝8,550 

 総効用比積＝85,250 

 

設問Ⅱ 

 5 階 1 号室の床価額の土地分から敷地に対する共有持分割合を算出し、③欄の値をマ

ークシート解答用紙に記入しなさい。 

 なお、算出にあたっては、冒頭の床価額算定の方法及び前提条件に基づいて用途別の

工事費の比率により用途別の建物分を算出した後、5 階 1 号室の床価額の建物分、次い

で土地分を算出します。 

 また、住宅の建物分は、位置による差はなく、専有面積あたりの単価は一定とします。 

【6 点】 

 

15 百万円÷(3,000 百万円－1,800 百万円)×10,000→125 

 

 5 階 1 号室の敷地に対する共有持分割合＝             ／10,000 

 

 

 設問Ⅲ 

 従前資産額 4,300 万円の範囲内で、5 階 1 号室(70ｍ２)より広い住戸を 5 階で取得可

能か検討しなさい。可能な場合は部屋番号を、不可能な場合は「99」を解答用紙(④欄)

に記入しなさい。                          【6 点】 

 

 

 可能な場合：部屋番号(記入例「8 号室の場合：08」、「12 号室の場合：12」) 

 不可能な場合：99 

 

 

 

 

③       125 

④                      99 



再開発スクール 実技 H18 No.3 権利変換計画_計算型 (解答) 

 

［No.3］-4 

 

 

室 面積 効用比 比積 床価額 建物分 用地分 敷地持分 

１ 70 100 7,000 36 21 15 125 

２ 60 95 5,700 29 18 11 92 

３ 40 95 3,800 19 12 7 58 

４ 30 95 2,850 15 9 6 50 

５ 90 120 10,800 55 27 28 233 

６ 80 115 9,200 47 24 23 192 

７ 60 115 6,900 35 18 17 142 

８ 80 115 9,200 47 24 23 192 

９ 90 120 10,800 55 27 28 233 

10 50 95 4,750 24 15 9 75 

11 60 95 5,700 29 18 11 92 

12 90 95 8,550 44 27 17 142 

計 800  85,250     

 

住宅の建物分の価額 1,200 百万円＝1,800 百万円×1,000 百万円÷1,500 百万円 

 

1 号室の用地費 15 百万円＝36 百万円－70ｍ２×(1,200 百万円/4,000ｍ２) 



再開発スクール 実技 H18No.4 権利変換計画_複合型  (解答) 

 

［No.4］-1 

 

[No.4]近隣商業地域、準防火地域が指定されている都心近郊のある地区では、個人施行の市

街地再開発事業が発意され、現時点までに、以下の計画方針が権利者間で合意されてい

ます。再開発プランナーとして権利者説明資料を作成する立場から、設問１から設問４

に答えなさい。 

   設問１及び設問３の解答にあたっては、指定された単位未満を四捨五入し、金額は百

万円、単価は千円／ｍ２、面積はｍ２とすること。           【計 36 点】 

 

［計画方針］ 

1)保留床を処分せず、権利者全員で再開発ビルを区分所有する共同ビル方式とする。 

2)再開発ビルの区分所有の方式は、各権利者が縦割りで所有する方式とする。 

3)再開発ビルの敷地は、全員で共有する一筆にまとめ、その共有持分は専有面積割合とす

る。 

4)各権利者の従前資産の評価は表－１のとおりとする。 

5)事業計画作成の骨子は次のとおりとする。 

 ①２つの公道に沿って、道路境界から２ｍ後退した壁面の位置の限度を設け歩道状空地

を確保する。 

 ②高度利用地区指定により容積率の最高限度が、現在の指定容積率 300％に 100％上乗

せされたものとなることを想定し、以下のような建物計画とする。 

イ．地下 1 階、地上 6 階建。地上部の各階床面積は 1,000ｍ２で床面積の合計は 

 6,000ｍ２とする。 

ロ．地上部の床面積は全て容積率対象面積で、各階に 100ｍ２の全体共用部分を 

 計画し、残りは全て専有部分とする。 

ハ．地下に 1,000ｍ２の駐車場を整備する。(ただし、容積率対象外とし、全て全 

 体共用部分とする) 

③この再開発事業の必要資金は各権利者が負担する増床負担金で調達する。増床の基準

は以下のとおりとする。 

イ．高度利用地区指定による 100％の上乗せ容積率分の床面積(専有面積はその 

 内 90％)は、各権利者の従前宅地面積割合で配分する。 

ロ．残りの床面積は従前資産額割合で配分する。 

ハ．権利床の単価と増床の単価は同一とする。 

④本事業にようする支出金総額は 2,118 百万円、補助金は 168 百万円を見込む。 

  



再開発スクール 実技 H18No.4 権利変換計画_複合型  (解答) 

 

［No.4］-2 

 

(現況図) 

 

・A～E は所有者名(全て自地自用) 

・土地は所有土地面積を示す 

・建物は所有建物延べ面積を示す 

・現状は近隣商業地域、準防火地域、容積率 300％が指定されている 

・公道の拡幅計画はない 

 

表－１ 従前資産評価 

権利者 土地評価単価 
建物 

再調達価格 現価率 

A 760 千円／ｍ２ 155 千円／ｍ２ 0.670 

B 810 千円／ｍ２ 170 千円／ｍ２ 0.580 

C 900 千円／ｍ２ 160 千円／ｍ２ 0.620 

D 950 千円／ｍ２ 200 千円／ｍ２ 0.600 

E 700 千円／ｍ２ 150 千円／ｍ２ 0.420 

 

  

Ａ

土地 300ｍ２

建物 330ｍ２

Ｂ

土地 450ｍ２

建物 300ｍ２
Ｃ

土地 200ｍ２

建物 250ｍ２

Ｄ

土地 300ｍ２

建物 310ｍ２

Ｅ

土地 250ｍ２

建物 190ｍ２

公道 12ｍ

公道

6ｍ

50ｍ

30ｍ

N 



再開発スクール 実技 H18No.4 権利変換計画_複合型  (解答) 

 

［No.4］-3 

 

 設問１ 表―1 の従前資産評価に基づいて、従前資産の状況を示す下表の①～⑤に相当す

る数値を算出し、その値をマークシート解答用紙に記入しなさい。  

【①～⑤ 各 1 点 計 5 点】 

 

権
利
者
名 

土地 建物 従前資産額 

合計 

(百万円) 

面積 

(ｍ２) 

評価単価 

(千円/ｍ２) 

価額 

(百万円) 

延べ面積 

(ｍ２) 

評価単価 

(千円/ｍ２) 

価額 

(百万円) 

A 300 760 228 330 ③   104 34 262 

B 450 810 ①   365 300 99 30 395 

C 200 900 180 250 99 25 205 

D 300 950 285 310 120 37 322 

E 250 700 175 190 63 12 ⑤      187 

合
計 

1,500  ② 1,233 1,380  ④   138 1,371 

①B の土地評価単位 810 千円/ｍ２ 土地面積 450ｍ２  

 810 千円/ｍ２×450ｍ２＝364 百万円 

 同様に A、C、Ｄ、Ｅを算出すると、Ａ：228 百万円、Ｃ：180 百万円、Ｄ：285 百万円 

 Ｅ：175 百万円 Ａ～Ｅの合計：1,233 百万円－② 

③再調達価格 155 千円/ｍ２ 現価率 0.670 

  155 千円/ｍ２×0.670=103.85→104 千円/ｍ２ 

 330ｍ２×104 千円/ｍ２＝34320→34 百万円 

 同様にＢ～Ｅを算出 

 Ｂ：170 千円/ｍ２×0.580=98.6→99 千円/ｍ２ 300ｍ２×99 千円/ｍ２＝29700→30 百万円 

 Ｃ：160 千円/ｍ２×0.620=99.2→99 千円/ｍ２ 250ｍ２×99 千円/ｍ２＝24750→25 百万円 

 Ｄ：200 千円/ｍ２×0.600=120 千円/ｍ２ 310ｍ２×120 千円/ｍ２＝37200→37 百万円 

 Ｅ：150 千円/ｍ２×0.420=63 千円/ｍ２ 190ｍ２×63 千円/ｍ２＝11970→12 百万円 

 Ａ～Ｅの合計＝34＋30＋25＋37＋12＝138 百万円－④ 

⑤Ｅの従前資産額合計＝従前土地価額 175 百万円+従前建物価額 12 百万円＝187 百万円 

 同様にＡ～Ｄの従前資産額を算出 

 Ａ：従前土地価額 228 百万円＋従前建物価額 34 百万円＝262 百万円 

 Ｂ：従前土地価額 365 百万円+従前建物価額 30 百万円＝395 百万円 

 Ｃ：従前土地価額 180 百万円+従前建物価額 25 百万円＝205 百万円 

 Ｄ：従前土地価額 285 百万円+従前建物価額 37 百万円＝322 百万円 

 Ａ～Ｅの合計＝1,371 百万円 

  



再開発スクール 実技 H18No.4 権利変換計画_複合型  (解答) 

 

［No.4］-4 

 

 設問 2  権利者に計画イメージを説明するための建物配置等を示す配置図を記述式解答用

紙に描きなさい。 

    作成にあたっては、道路と敷地の形状及び寸法、歩道状空地、建物配置、駐車場出

入口、方位等を表現しなさい。                    【6 点】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 設問３ 次に A～E の各権利者に再開発ビルの所 

   有構成と所有面積の大小等を説明するため 

   のイメージ断面図を作図例を参考にして線 

   画で記述式解答用紙に描きなさい。(なお、 

   各権利者別の権利床面積(ｍ２)、従前資産額 

   で配分する増床面積(ｍ２)、合計増床面積(ｍ２)、 

   負担金額(百万円)の計算が必要となります。) 

                 【21 点】 

 

   図の作成にあたっては、以下の指示に従う 

   こと。 

  ①各権利者が縦割りで所有することを示す区分所有線を示すこと 

  ②各権利者の権利床面積、増床面積、増床負担金額を示すこと 

  ③全体共用部分があることを示すこと 

 

全体共用(100ｍ２/階)
敷
地
境
界
線

敷地境界線

施設建築物
地下1階/地上6階

N
50ｍ

40ｍ

25ｍ

8ｍ

3ｍ

2ｍ

2ｍ

公道 12ｍ

公道

6ｍ

壁面の位置の限界

歩道状空地

敷地境界線

壁面の位置の限界

歩道状空地

敷地境界線

駐車場

 

A B

建

物

土

地 A、Bの共有

A、Bの共同ビルのイメージ断面図

(作図例)



再開発スクール 実技 H18No.4 権利変換計画_複合型  (解答) 

 

［No.4］-5 

 

  ④建物と敷地・歩道状空地の関係を示すこと 

  ⑤敷地の所有形態を示すこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 設問４ この縦割り型共同ビルについて、あなたが長所と思うもの 2 項目を掲げ、簡潔に 

    箇条書きにし、記述式解答用紙に記入しなさい。                       

【4 点】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他 

 

権利者名 A B C D E 計
権利床面積 426m2 642m2 333m2 524m2 304m2 2,229m2

宅地面積比増床 270m2 405m2 180m2 270m2 225m2 1,350m2

従前資産比増床 348m2 525m2 272m2 428m2 248m2 1,821m2

専有面積合計 1,044m2 1,572m2 785m2 1,222m2 777m2 5,400m2

負担額 380百万円 572百万円 278百万円 429百万円 291百万円 1,950百万円

6階

5階

4階

3階

2階

1階

施設建築物

地下1階/地上6階

ABCDEの縦割り区分所有

全体共用(駐車場等1,000ｍ２)

敷地1,500m2 (ABCDEの専有面積に応じた共

各
階
全
体
共
用

敷
地
境
界

敷
地
境
界

歩
道
状
空
地

公道

2

600ｍ２

壁面の位
置の限度

長所１ 

・保留床を処分するリスクを負わないので、専ら自用若しくはテナントの見通しがあれ

ば事業が成立する。 

長所２ 

・従後の権利形態や増床のルールが簡明で、権利者の合意形成が得やすい。 



再開発スクール 実技 H18No.4 権利変換計画_複合型  (解答) 

 

［No.4］-6 

 

・個人施行により事業化を図るため、縦覧等の手続きが不要であり、事業が円滑に進むこと

が期待できる。 


