
再開発スクール 実技 H16 No.1 その他_組合設立手続 （解答） 

 

［No.1］-1 

 

[No.1]（ア）表は、都市再開発法第 111 条（地上権非設定型）による権利変換計画を定め行

われた組合施行の市街地再開発事業について、都市計画決定から清算の終了までの手続

きの順序を、都市再開発法の規定に基づき示したものである。①～⑩の空欄に入る最も

適切な用語を（イ）表の 1.～20.からひとつ選び、マークシート解答用紙に記入しなさ

い。なお、同じ用語を重複して用いないこと。 

   また、当地区では事業基本方針による組合設立は行わなかったものとする。 

【①～⑩各１点 計 10 点】 

 

 

（ア）表 （イ）表

↓ 1．都市再開発法第90条の登記

① 7．施行区域の公告 2．都市再開発法第101条の登記

↓ 3．組合設立に対する同意

② 20．未登記借地権の申告 4．権利変換計画の認可

↓ 5．管財人の選任

③ 3．組合設立に対する同意 6．工事完了公告

↓ 7．施行区域の公告

8．地代概算額の支払

↓ 9．決算報告書の知事承認

10．事業計画の縦覧

↓ 11．意見書の提出

④ 14．事業の施行についての周知措置 12．事業計画の認可

↓ 13．土地の明け渡し

14．事業の施行についての周知措置

↓ 15．損益計算書の知事承認

16．審査会の議決

↓ 17．組合解散の知事認可

⑤ 4．権利変換計画の認可 18．意見書の処理

↓ 19．都市再開発法第91条補償金の支払

⑥ 19．都市再開発法第91条補償金の支払 20．未登記借地権の申告

↓

↓

↓

⑦ 6．工事完了公告

↓

⑧ 2．都市再開発法第101条の登記

↓

⑨ 17．組合解散の知事認可

↓

⑩ 9．決算報告書の知事承認

↓

工事着工

清算の終了

都市計画決定

組合設立認可申請

組合設立認可

権利変換計画の縦覧

権利変換計画の認可申請

権利変換期日



再開発スクール 実技 H16 No.2 権利変換計画 （解答） 

 

［No.2］-1 

 

［No.2］下の図は、組合施行の市街地再開発事業の権利変換計画について、事業費等と権利変換後の

床価額等の対応関係の１～９から選び、マークシート解答用紙に記入しなさい。 

   （当地区には公共施設管理者負担金はない。また清算金を考慮する必要はない。） 

                            【①～⑧各 1点 ⑨2点 計 10 点】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（⑮、⑯、⑰は解答の順序は問わない）

総
支
出
額

総
収
入
額

権利変換された

従前資産額

雑収入

⑲

⑬
⑪

⑫

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

5．転出した従前資産額

7．工事費等の

支出事業費

6．補助金

9．借家人が支払った

優先分譲価額

4．権利者が支払った

増床負担金

3．参加組合員負担金

8．権利床の総額

2．権利者の従前資産の総額 1．再開発ビルの総床価額

１．再開発ビルの総床価格 

２．権利者の従前資産の総額 

３．参加組合員負担金 

４．権利者が支払った増床負担金 

５．転出した従前資産額 

６．補助金 

７．工事費等の支出事業費（91 条補償金を除く） 

８．権利床の総額 

９．借家人が支払った優先分譲価額 



再開発スクール 実技 Ｈ16 No.3 年度別資金計画 (解答) 

 

［No.3］-1 
 

[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。 



再開発スクール 実技 Ｈ16 No.3 年度別資金計画 (解答) 

 

［No.3］-2 
 

 

 

（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  

 



再開発スクール 実技 Ｈ16 No.3 年度別資金計画 (解答) 

 

［No.3］-3 
 

 

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



再開発スクール 実技 Ｈ16 No.3 年度別資金計画 (解答) 

 

［No.3］-4 
 

（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 



再開発スクール 実技 Ｈ16 No.3 年度別資金計画 (解答) 

 

［No.3］-5 
 

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 



再開発スクール 実技 Ｈ16 No.3 年度別資金計画 (解答) 

 

［No.3］-6 
 

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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［No.3］-7 
 

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] 

［4－1］敷地を共有とし、地上権を設定しない市街地再開発事業の施設建築物について、用

途別の床価格を土地費と建物費に分けて算出したい。 

   補助金を控除した床総価額は、18,000 百万円であり、その内訳は土地費 7,000 百万

円、建築費 11,000 百万円である。以下の前提条件に基づき、表２の用途別床単価を完

成させ、①～⑥の数値をマークシート解答用紙に記入しなさい。なお、金額の単位未満

の端数は四捨五入し、以後の計算にはその数値を用いなさい。 

   計算の中で使用する専有面積割合、用途別工事費割合は、小数点以下４位を四捨五入

して 3 位までの数値を用いなさい。 

 ［前提条件］ 

 (1) 用途別専有面積、専有面積当りの用途別土地依存度比率(土地効用比)、補助金控除前

の用途別工事費は表１該当欄に記載の通りとする。 

 (2) 駐車場は全体共用部分とし、駐車場の工事費は各用途毎にそれぞれ専有面積割合に

応じて負担するものとする。 

 (3) 補助金控除後の建物費の用途別配分は、上記(2)により駐車場工事費を按分した後の

用途別工事費割合で行なう。 

 

表１ 用途別床諸元表 

用途 

用途別専有面積 

(ｍ２) 

［同割合］ 

用途別土地依存度比 

(専有面積当たり) 

［効用積］［用地費配分］ 

補助金控除前用途別工事費 

(百万円) 

［駐車場配分］［工事費］［工事費現価］ 

住宅 17,000 

［0.555］ 

1.0 

［17,000］［4,001.345］ 

5,000 

［1,110］ ［6,110］ ［5,600］ 

商業・業務 9,100 

［0.297］ 

1.1 

［10,010］［2,356.086］ 

3,400 

［594］  ［3,994］  ［3,661］ 

公益施設 4,550 

［0.148］ 

0.6 

［2,730］［642.589］ 

1,600 

［296］  ［1,896］  ［1,738］ 

駐車場 

(全体共用) 
  

2,000 

［0］      ［0］      ［0］ 

計 30,650 

［1.000］ 

 

［29,740］［7,000.000］ 

12,000 

［2,000］  ［12,000］  ［11,000］ 

用途別専有面積割合 

住宅：住宅専有面積÷全体専有面積＝17,000ｍ2÷30,650m2＝0.5546→0.555 

同様に「商業・業務」は 0.297、「公益施設」は 0.148 と算出する。 

効用積 

住宅：住宅専有面積×住宅の依存度比＝17,000ｍ2×1.0=17,000 
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同様に「商業・業務」は 10,010、「公益施設」は 2,730 と算出する。計 29,740 

用地費配分   

住宅：土地費総額×住宅効用積／全体効用積＝7,000 百万円×17,000／29,740=4,001.345 

同様に「商業・業務」は 2,356.086、「公益施設」は 642.569 と算出する。計 7,000.000 

駐車場配分 

住宅：駐車場面積×住宅専有面積割合＝2,000m2×0.555=1,110 

同様に「商業・業務」は、594「公益施設」は 296 と算出する。計 2,000 

工事費 

住宅：住宅工事費+駐車場工事費＝5,000 百万円+1,110 百万円＝6,110 百万円 

同様に「商業・業務」は 3,400 百万円+594 百万円＝3,994 百万円 

公益施設は 工事費総額－住宅工事費－商業・業務工事費 

      ＝12,000 百万円－6,110 百万円－3,994 百万円＝1,896 百万円 

工事費原価 

住宅：建設費×住宅工事費／全体工事費＝11,000×6,110/12,000＝5,600 

商業・業務：建設費×商業・業務工事費／全体工事費＝11,000×3,994/12,000=3,661 

公益施設：建設費－住宅工事費原価－商業・業務工事費原価＝11,000－5,600－3,661 

          =1,739 

 

表 2 用途別床単価表(専有面積当たり) 

用途 
床単価(土地分) 

(千円/ｍ２) 

床単価(建物分) 

(千円/ｍ２) 

床単価(合計) 

(千円/ｍ２) 

住宅 ① 235 ④  329 564 

商業・業務 ②  259 ⑤  402 661 

公益施設 ③  141 ⑥  382 523 

                              【各 2 点 計 12 点】 

① 住宅用地費÷住宅専有面積＝4,001,345/17,000=235 

② 商業・業務用地費÷商業・業務専有面積＝2,356,086/9,100=259 

③ 公益施設用地費÷公益施設専有面積＝642,569/4,550=141 

④ 住宅工事費原価÷住宅専有面積＝5,600,000/17,000=329.47→329 

⑤ 商業・業務工事費原価÷商業・業務専有面積＝3,661,000/9,100=402.31→402 

⑥ 公益施設工事費原価÷公益施設専有面積＝1,739,000/4,550=382.19→382 

床単価合計 

住宅：土地分床単価+建物分床単価＝235＋329＝564 

商業・業務：土地分床単価+建物分床単価＝259＋402＝661 

公益施設：土地分床単価+建物分床単価＝141＋382＝523 
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［4－2］［4－1］で算出した用途別床単価を用いて、権利者 A さんのモデル権利変換を組

み立てることにした。 

   下記(1)～(4)の A さんの従前の権利状況と権利変換の意向等を踏まえ、A さんが再

開発ビルで取得する権利床の面積を計算し、⑦、⑧の数値をマークシート解答用紙に

記入しなさい。 

   なお、解答に当たり単位未満の端数がある場合は、これを四捨五入し、整数で記入

すること。 

 

  ［A さんの従前の権利状況と権利変換の意向等］ 

 (1) 宅地とその上に建つ住宅を所有し、住宅は B さんに賃貸している。従前資産評価額

は、110,000 千円である。 

 (2) 借家権価額が発生しており、不動産鑑定士によるその評価額は、4,000 千円であ

る。 

 (3) 借家人は借家権の継続を希望せず、借家権価額は鑑定評価に従う。A さんは、一部

金銭給付により、20,000 千円の給付を受け、残りの従前資産額の 2 分の 1 ずつの額で

住宅と業務の床を取得する。 

 (4) 土地の共有持分は、土地価額の割合で配分するものとする。 

 

                               【各 2 点 計 4 点】 

取得する権利床の面積 
住宅 ⑦ 43,000 千円÷564 千円/ｍ２＝ 76 ｍ２ 

業務 ⑧ 43,000 千円÷661 千円/ｍ２＝ 65 ｍ２ 

(従前権利額) －(借家権価額) －(一部転出額) ＝(権利変換対象額) 

110,000 千円 －4,000 千円  －20,000 千円 ＝86,000 千円 

   下欄に、A さんが再開発ビルについて取得する住宅と業務の土地の共有持分を算出

する式を、字句を使用して記述式解答用紙に記入しなさい。               

【4 点】 

 

A さんの住宅の床面積×床単価(土地分)／用地費総額＝A さんの住宅床の土地共有持分 

 

（76m2×235 千円／ｍ２）／7,000,000 千円＝2,551／1,000,000 

 

A さんの業務の床面積×床単価(土地分)／用地費総額＝A さんの業務床の土地共有持分 

 

（65ｍ２×259 千円／ｍ２）／7,000,000 千円＝2,405／1,000,000 



再開発スクール 実技 H16  No.5  権利変換計画_複合型 （解答） 

 

［No.5］-1 

 

［No.5］下図の地区において、都市計画道路の拡幅事業が具体化し、今般道路拡幅部分の用

地買収が実施されることになった。この道路拡幅をきっかけに(1)権利者の状況に示す A

～E の土地所有者 5 名が共同ビル建設を発意し、(2)合意事項に示す合意に基づき計画

を立案することになった。 

   これらの条件を基に以下の［5－1］［5－2］［5－3］の設問に答えなさい。 

 

 

 

(1) 権利者の状況 

権利者 画地面積 
画地面積の内の都市 

計画道路拡幅面積 

画地面積当た 

りの評価指数 

A 360ｍ２ 40ｍ２  残地 320ｍ２ 80   25,600 

B 240ｍ２ 60ｍ２  残地 180ｍ２ 100     18,000 

C 240ｍ２ 40ｍ２  残地 200ｍ２ 90      18,000 

D 190ｍ２ 70ｍ２  残地 120ｍ２ 110     13,200 

E 180ｍ２ 0ｍ２   残地 180ｍ２ 60      10,800 

計      1,210ｍ２  210ｍ２  残地 1,000ｍ２               85,600 

                                                                残地と指数の積 

 

 

A

B

C

D

E

都市計画道路拡幅部分

都市計画道路拡幅部分

N

現状は近隣商業地域、防火地域、容積率400％
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     残地と評価指数の積で配分   残地の面積比で配分   合計 

A        120%                        32%              152% 

B                 84%                        18%              102% 

C                 84%                        20%              104% 

D                 62%                        12%               74% 

E                 50%                        18%               68% 

合計              400%      +                100%      =      500% 

 

(2) 合意事項 

 (ア)新しく建設する共同ビルは、総合設計制度の適用により100％の容積率が加算される。

なお、総合設計制度の適用のための条件として、地区北側と東側の道路沿いに、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として整備する。 

 (イ)共同ビルの床面積は容積率の限度いっぱいで計画し、次の表のような床面積とする。 

 共同ビルの床面積構成 

階 ①容積対象床面積 
②容積対象外床面

積 

1 階～3 階 

各階同面積、3 階分合計で容積率 180％分。床面 

積の 80％が専有部分、20％は全体共用部分。 

左記①×10％。全

面 

積が全体共用部

分。 

4 階～11 階 

各階同面積で建築可能面積の残り全部。床面積の

90％が専有部分、10％が全体共用部分。 

左記①×20％。全

面積が全体共用部

分。 

地下 1、2 階 

なし。 駐車場 1,000ｍ２。

全面積が全体共用

部分。 

 

 (ウ)敷地は、都市計画道路拡幅部分が分筆された後も一筆とせず各自が分有し、それぞれ

の土地の上に借地権を設定し、共同ビルを建設する。 

 

 (エ)共同ビルは、1 階～3 階までは、権利者 A～E の 5 人が自己利用分として各自区分所

有し、4～11 階は権利者 5 人が共有する賃貸の共同住宅とする。 

 

 (オ)区分所有床面積及び賃貸住宅部分の共有持分は、以下の方法により A～E に配分した

共同ビルの容積対象床面積の割合による按分する。 

  １.現状の容積率に基づく床面積は前ページの「(1)権利者の状況」の表により、道路拡
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［No.5］-3 

 

幅後の各自の画地面積に「画地面積当りの評価指数」を乗じた割合(少数点以下 3 位を

四捨五入して 2 位までの値とする。)で配分する。 

  2.総合設計制度の適用により加算された容積率に基づく床面積は、道路拡幅後の各自の

画地面積割合で配分する。 

 

［5－1］共同ビルの各階の床面積について、①～⑤に入る数値をマークシート解答用に記

入しなさい。  

   また、(オ)の条件により A～E に配分される容積率対象床面積について⑥～⑩に入る

数値をマークシート解答用紙に記入しなさい。 

   与えられた条件に基づき、建設できると想定される共同ビルの計画案の概念図を、記

述式解答欄の 5-1 に、指示に従って線画で描きなさい。 

   図には、建物については、階数、用途、共用部分、所有関係、所有者等を表示し、土

地の状況については、拡幅道路部分と建築敷地を区分して面積を表示し、権利関係を分

かりやすく表現しなさい。 

   その他の数値は図に記入する必要はありません。 

 

【①～⑩各 1 点 計 10 点】 

合計 
床面積 6,820 ｍ２ 

専有面積 4,320 ｍ２ 

注）床面積＝容積対象床面積＋容積対象外床面積 

 

4～11 階について 

各フロア 

の面積 

床面積 ① 480 ｍ２ 

専有面積 ② 360 ｍ２ 

1 フロアの面積を記入すること。合計面積ではない。 

 

1～3 階について 

各フロア 

の面積 

床面積 ③ 660 ｍ２ 

専有面積 ④ 480 ｍ２ 

1 フロアの面積を記入すること。合計面積ではない。 

 

地下 1～2 階についての 

駐車場の面積 ⑤ 1,000 ｍ２ 

1 階～3 階の容積対象面積 残地 1,000ｍ２×容積率 180％＝1,800ｍ２ 

1 階～3 階の容積対象外面積 1 階～3 階の容積対象面積 1,800ｍ２×10％＝180ｍ２ 

4 階～11 階の容積対象面積 残地 1,000ｍ２×(500%－180%)＝3,200ｍ２ 
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4 階～11 階の容積対象外面積 4 階～11 階の容積対象面積 3,200ｍ２×20％＝640ｍ２ 

駐車場容積対象外面積 1,000ｍ２ 合意事項(イ)表より―⑤ 

床面積合計 1 階～3 階の容積対象面積+1 階～3 階の容積対象外面積+4 階～11 階の容積対

象面積+4 階～11 階の容積対象外面積+駐車場容積対象外面積＝ 

 1,800m2+180m2+3,200m2+640m2+1,000m2=6,820m2 

1 階～3 階の専有面積 1 階～3 階の容積対象面積 1,800ｍ２×80％＝1,440m2 

住宅専有面積 4 階～11 階の容積対象面積 3,200m2×90％＝2,880ｍ２ 

専有面積合計 1 階～3 階の専有面積 1,440ｍ２+住宅専有面積 2,880m2=4,320m2 

①4 階～11 階各階床面積 (4 階～11 階の容積対象面積 3,200m2+4 階～11 階の容積対象外

面積 640m2)÷8 階(4 階～11 階の階層数)＝480ｍ２ 

②4 階～11 階各階専有面積 住宅専有面積 2,880m2÷8 階＝360ｍ２ 

③1 階～3 階各階床面積 (1 階～3 階の容積対象面積 1,800m2+1 階～3 階の容積対象外面

積 180ｍ２)÷3 階(1 階～3 階の階層数)＝660ｍ２ 

④1 階～3 階各階専用面積 1 階～3 階の専有面積 1,440m2÷3 階＝480ｍ２ 

⑥ 1,000m2×152％＝1,520ｍ２ 

  1,520m2÷5,000ｍ２＝0.304 

⑦ 1,000m2×102%＝1,020m2 

    1,020m2÷5,000ｍ２＝0.204 

⑧ 1,000m2×104%＝1,040m2 

    1,040m2÷5,000ｍ２＝0.208 

⑨ 1,000m2×74%＝740m2 

  740m2÷5,000ｍ２＝0.148 

⑩ 1,000m2×68%＝680m2 

  680m2÷5,000ｍ２＝0.136 

容積率対象床面積の権利者別配分表 

権利者 配分面積 
割合 

（小数点以下 3 位まで） 

A ⑥ 1,520 ｍ２ 0.304 

B ⑦ 1,020 ｍ２ 0.204 

C ⑧ 1,040 ｍ２ 0.208 

D ⑨ 740 ｍ２ 0.148 

E ⑩ 680 ｍ２ 0.136 

計  5,000  1.000 

  



再開発スクール 実技 H16  No.5  権利変換計画_複合型 （解答） 

 

［No.5］-5 

 

共同ビル計画案の概念図                         【12 点】 
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注：借地権を共有とせずに各敷地ごとに設定する方法も考えられます。

階表記

建物地上階

建物地下階

土地の状況

従前の敷地

拡幅する

道路部分

(210ｍ２)

A～Eの共有の借地権(1,000ｍ２)

Aの所有地

(320ｍ２)

Bの所有地

(180ｍ２)
Cの所有地

(200ｍ２)
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所有地

(120ｍ２)

(全体共用・A～Eの共用)

地下駐車場部分

自己利用の専有部分

(A～Eの区分所有)

賃
貸
住
宅
専
有
部
分 ・i
A

・

`
E

の
共
有 ・j

全
体
共
用
部
分 ・i
A ・

`
E

の
共
有 ・j

歩
道
状
空
地

従後の敷地(1,000m2)



再開発スクール 実技 H16  No.5  権利変換計画_複合型 （解答） 

 

［No.5］-6 

 

［5－2］下記の権利者の合意事項と事業費の算出表に基づいて、この共同事業の項目別の

事業費と A～E の各権利者の事業に対する負担金額を百万円単位で計算し、支出金と収

入金の表としてそれぞれの内容が分かるように解答欄 5-2 に作表しなさい。 

   計算に当たっては、各項目ごとに百万円未満を四捨五入し、以後の計算にはその数値

を用いなさい。 

  

権利者の合意事項 

 (ア)道路拡幅に伴う補償費は該当者が各々受領する。 

 (イ)事業費は、必要事業費を各自が［5－1］で算出した容積率対象床面積の権利者別配分

表の割合により負担する。 

 (ウ)現在の建物の除却と工事期間中の補償費は事業費に見込む。 

 

事業費の算出表 

項目 算出根拠 

①建築工事費 建物合計面積×220 千円／ｍ２(外構工事を含む) 

②調査設計計画費 ①建築工事費×10％ 

③除却整地費及び補償費 総額で 25 百万円 

④諸経費 
(①建築工事費+②調査設計計画費+③除却整地費及び補

償費)×5％ 

合計 ①+②+③+④ 

 

                                     【5 点】 

支出金(百万円) 収入金(百万円) 

建築工事費 

6,820m2×220 千円/ｍ２ 

調査設計計画費 

1,500 百万円×10％ 

除却整地費及び補償費 

諸経費 

(1,500+150+25) 

 

→1,500 

 

→  150 

→   25 

 

→  84 

A さんの負担金 
1,759 百万円×0.304 
B さんの負担金 
1,759 百万円×0.204 
C さんの負担金 
1,759 百万円×0.208 
D さんの負担金 
1,759 百万円×0.148 
E さんの負担金 
1,759 百万円×0.136 

 
→  535 
 
→  359 
 
→  366 
 
→  260 
 
→ 239 

合計   1,759 合計   1,759 

 

［5－3］この共同ビル事業を市街地再開発事業と比べた場合、あなたが利点と思う点を一

つ上げ簡潔に記述式解答用紙 5-3 にのべなさい。                        

【3 点】 

 道路買収相当額の帰属、床の取得割合、負担金の配分等が権利者にとって分かりやすく、
合意形成が得られれば、都市計画・都市再開発法の煩雑な手続きが必要でなく、早期事
業化が図れる。 



再開発スクール 実技 Ｈ16 No.6 その他_記述 （解答） 

 

［No.6］-1 

 

[No.6]以下は不動産や再開発事業を取り巻く最近の状況について、再開発事業を目指して勉

強している地元若手権利者と再開発プランナーが懇談した場面での発言要旨である。 

   この文章の空欄 ①～⑩ にもっとも適切な語句を語群表から選び、その記号でマ

ークシート解答用紙に答えなさい。なお、同じ語句を重複して用いないこと。 

  【①～⑩各１点 計 10 点】 

 

権 利 者：再開発事業では、従前土地の評価が事業と権利者の権利変換に大きな影響を与

えると思いますが、土地の評価方法も変わってきていると耳にしましたが。 

プランナー：バブル崩壊後右肩上がりの経済は終わり、地価の値上がり益が望めなくなりま

した。 

     このような状況下では、不動産価格の算出においても不動産そのものが有して

いる              により評価する           に

重点が置かれるようになってきました。 

権 利 者：再開発事業では、保留床処分が重要です。保留床処分は不動産事業の資金調達

の一手法ともいえます。不動産事業における資金調達の方法も大きく変わって

きているようですがその点を説明してください。 

プランナー：従来の不動産事業の資金調達では、事業を行う会社が会社全体の信用力や収益

力を担保に金融機関から長期資金の融資を受けて不動産の取得費に充てる 

                     が主流でしたが、最近の金融構造の変化に

より、このような資金調達が困難になり、資本市場から自ら資金を調達する 

                     に移行せざるを得なくなってきています。

また企業会計の国際化により、時価（減損）会計が導入されると、企業は財務体

質改善のために所有する不動産を                 せざる

を得ないという状況もあります。 

権 利 者：そうですか。このような背景から不動産の証券化ということが注目されている

のですね。ところで不動産の証券化のポイントとは何でしょうか。 

①8．利用価値 ②2．収益還元法 

③5．間接金融 

④6．直接金融 

⑤13．オフバランス化 



再開発スクール 実技 Ｈ16 No.6 その他_記述 （解答） 

 

［No.6］-2 

 

プランナー：不動産の証券化とは、不動産（原資産）の生み出す             

     の配分を裏付けにして投資者を募ることにより資金調達する仕組みです。従っ

て、証券化できる条件としては、                があり、そ

れがかなりの期間続き、更に安定している必要があります。 

権 利 者：最近のニュースで知りましたが、不動産の金融商品が証券取引所に上場されて

売買されており順調に推移しているそうですが。 

プランナー：よくご存じですね。 

     日本における不動産の金融商品化で話題になっているのは、現時点で１０以上

の銘柄が上場されている通称                 と呼ばれて

いるもので、この仕組みは                  です。これら

の証券化の対象となっている不動産は既存のビルが中心となっています。不動

産の証券化には、不動産の顕在価値の分配を目的とするものと、不動産の潜在価

値を顕在化させ、その分配を目的とするものとがあります。 

権 利 者：再開発事業における証券化はどうなのでしょうか。 

プランナー：再開発における証券化でも、今述べたように二つの方向の証券化が考えられま

す。その中で、再開発事業自体の証券化については、後者の不動産の潜在価値を

顕在化させ、その分配を目的とするものに該当しますが、このようなプロジェク

トの証券化の問題点は、将来の予測値を前提とせざるを得ないために、事業中の

現実の変化によって大きな影響を受けることです。再開発事業は権利者が主体

となる共同事業であるために、投資家側からみると              

     までの時間や、費用の変動などの              が大きい事業

といわざるを得ません。しかし再開発事業で証券化を活用した事例も出てきて

いますので、様々な工夫をこらして新しいシステムを構築していくことが大切

だと思います。 

⑥12．キャッシュフロー 

⑥12．キャッシュフロー 

⑦20．J-REIT 

⑧4．会社型不動産投資信託 

⑨10．収益発生 

⑩15．リスク 



再開発スクール 実技 Ｈ16 No.6 その他_記述 （解答） 

 

［No.6］-3 

 

語群 

記号 語句 記号 語句 

1 取引事例比較法 11 倒産隔離 

2 収益還元法 12 キャッシュフロー 

3 不動産特定共同化事業 13 オフバランス化 

4 会社型不動産投資信託 14 プロパティマネジメント 

5 間接金融 15 リスク 

6 直接金融 16 キャピタルゲイン 

7 所有価値 17 ＰＦＩ 

8 利用価値 18 ＳＰＣ 

9 特定目的信託 19 ＴＩＦ 

10 収益発生 20 Ｊ－ＲＥＩＴ 

 




