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[No.1]Ａ地区再開発準備組合では、組合施行による市街地再開発事業を目指して、基本設計及

び事業計画作成を進めている。このたび基本設計概要工事費が出たことから、年度別資金計画を

整理した。 

 

（設問１） 

 以下のＡ～Ｄの条件に基づき、年度別資金計画表を作成し、①～ ㉔に入る数値を解は、答用紙

に記入しなさい。なお、計算にあたっては、各項目・各年度ごとに百万円未満を切り捨て整数で記

入し、以後の計算には、その記入した数値を用いなさい。なお、消費税は考慮しないものとする。                 

【①～㉔各 1 点、計 24 点】 

 

Ａ．計画諸元等 

（a）施行地区の概要 

施行地区面積 7,000 ㎡ 

公共施行面積 従前 1,500 ㎡ ⇒ 従後 2,000 ㎡ 

宅地面積 従前 5,500 ㎡ ⇒ 従後 5,000 ㎡ 

（b）従前資産等 

 総額 転出率 
公共施設管理者 

負担金対象 

従前宅地 2,700 百万円 
従前土地価額の 10％ 

（法 91 条補償） 

270 百万円 

（うち転出者分 10％） 

従前建物 300 百万円 
従前建物価額の 10％ 

（法 91 条補償） 

30 百万円 

（うち転出者分 10％） 

法 97 条補償 400 百万円 ― 40 百万円 

※評価規準日から権利変換計画の認可公告日までの法 91 条補償費の修正率は 0 とし、補償 

 費は権利変換計画の認可公告日に支払うものとする。 

（c）施設建築物計画の概要 

容積対象延べ面積 30,000 ㎡ 容積率：600％ 

専有面積 21,000 ㎡ 専有面積／容積対象延べ面積：70％ 

共用面積 9,000 ㎡  

容積対象外面積 6,000 ㎡ 駐車場等 

延べ面積 36,000 ㎡  
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Ｂ．事業スケジュール 

年度 実施事業 

初年度 
事業計画作成、地盤調査 

（準備組合にて事業協力者の立替えにて実施、組合設立後に清算） 

2 年度 

実施設計、権利変換計画作成（従前・従後資産評価、確定測量、権利変

換計画書及び登記の一部） 

法 91 条補償、法 97 条補償支払 

3 年度 除却・整地、建築工事着手（出来高 30％）、建築工事監理 

最終年度 
建築工事完了（出来高 70％）、建築工事監理、道路工事 

権利変換計画作成（価額確定及び登記の一部） 

Ｃ．事業費算定条件（支出金） 

費目 金額・単価等 （年度別支払条件） 

１

調

査

設

計

計

画

費 

1－1）事業計画作成費 

・土地建物等現況測量及び権利

等現況調査 

・資金計画作成費 

・基本設計費 

 

25 百万円 

 

30 百万円 

50 百万円 

（全て初年度 100％） 

1－2）地盤調査費 5 百万円 （初年度 100％） 

1－3）建築設計費 

（工事監理費含む） 

200 百万円 （2 年度 70％、3 年度 15％、最終

年度 15％） 

1－4）権利変換計画作成費 

・従前・従後資産評価、確定測量

費 

・価額確定業務費 

・権利変換計画書作成費 

・登記費用 

 

25 百万円 

 

10 百万円 

50 百万円 

15 百万円 

 

（2 年度 100％） 

 

（最終年度 100％） 

（2 年度 100％） 

（2 年度 20％、最終年度 80％） 

２．土地整備費（建物除却・整地費） 85 百万円 （3 年度 100％） 

３．補償費 （前頁Ａ．（ｂ）従前資産等の表を参照） 

４

工

事

費 

4－1）施設建築物工事費 

・延べ面積当たりの工事費単価 

 

360 千円／㎡ 

（3 年度 30％、最終年度 70％） 

4－2）道路工事費 60 百万円 （最終年度 100％） 

５．事務費（算定条件） ― 

（初年度 12 百万円、2 年度以降

は、借入金利息を除く各年度支出

金の 2％） 

６．借入金利息（算定条件） ― 
（前年度末の累積借入金残額の

3％） 
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Ｄ．収入金算定条件 

（a）補助金 

・算定条件は次の通りとし、補助金額は補助対象事業の２／３とする。 

項目 算定条件 入金時期（年度） 

１．調査設計計画費 全額補助対象とする 事業実施年度 

２．土地整備費 

 （建物除却・整地費） 

全額補助対象とする 事業実施年度 

３．共同施設整備費 
施設建築物工事費の 10％を

補助対象とする。 

3 年度に 30％、最終年度に

70％ 

※上記以外の項目（法 91 条補償（従前建物費）、法 97 条補償、事務費など）は補助対象外 

とする。 

（b）公共施設管理者負担金 

項目 算定条件及び入金時期（年度） 

１．補償費 2 年度に転出者分の用地費・建物費及び法 97 条補償。 

最終年度に残り全額とする。 

２．道路工事費 道路工事費全額が最終年度の入金とする。 

（c）保留床処分金 

・2 年度に 600 百万円、3 年度に 1,000 百万円、最終年度に残金の入金があるものとする。 

（d）借入金 

・各年度ごとに事業支出金から収入金を控除した額を借り入れ、借入金は最終年度に全額償還

とする。 
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年度別資金計画表（単位：百万円） 

 初年度 ２年度 ３年度 最終年度 合計 

支

出 

１．調査設計計画費 

１）事業計画作成費  １０５        １０５ 

２）地盤調査費  ５        ５ 

３）建築設計費（工事監理費含む）   ① １４０  ３０  ３０  ２００ 

４）権利変換計画作成費    ７８   ② ２２  １００ 

２．土地整備費（建物除却・整地費）      ８５    ８５ 

３．補償費 

１）法 91 条補償費（用地費）   ③ ２７０      ２７０ 

２）法 91 条補償費（建物費）    ３０     ④ ３０ 

３）法 97 条補償費    ４００      ４００ 

４．工事費 
１）施設建築物工事費     ⑤ ３,８８８  ９,０７２ ⑥ １２,９６０ 

２）道路工事費        ６０  ６０ 

  １．～４．の小計 ⑦ １１０  ９１８  ４,００３ ⑧ ９,１８４  １４,２１５ 

５．事務費  １２ ⑨ １８ ⑩ ８０  １８３  ２９３ 

６．借入金利息    1   ５ ⑪ ８７  ９３ 

  事業支出金合計  １２２ ⑫ ９３７  ４,０８８  ９，４５４  １４,６０１ 

借入金償還金        ２，９２４  ２,９２４ 

  支出総計  １２２  ９３７  ４,０８８ ⑬ １２,３７８  １７,５２５ 

収

入 

補
助
金 

１．調査設計計画費 

１）事業計画作成費 ⑭ ７０        ７０ 

２）地盤調査費  ３        ３ 

３）建築設計費（工事監理費含む）   ⑮ ９３  ２０  ２０  １３３ 

４）権利変換計画作成費   ⑯ ５２    １４  ６６ 

２．土地整備費（建物除却・整地費）      ５６    ５６ 

３．共同施設整備費      ２５９ ⑰ ６０４  ８６３ 

  補助金計  ７３  １４５  ３３５  ６３８  １,１９１ 

公共施設管理者負担金 

１．補償費    ７０   ⑱ ２７０  ３４０ 

２．道路工事費        ６０  ６０ 

  公共施設管理者負担金計   ⑲ ７０    ３３０  ４００ 

保留床処分金    ６００  １,０００  １１,４１０ ⑳ １３,０１０ 

  合計  ７３ ㉑ ８１５  １,３３５  １２,３７８  １４,６０１ 

借入金  ４９  １２２ ㉒ ２,７５３    ２,９２４ 

  収入総計  １２２ ㉓ ９３７  ４,０８８  １２,３７８  １７,５２５ 

借入金残額  ４９  １７１ ㉔ ２,９２４     
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（年度別資金計画計算手順） 

●初年度 

(支出) 

作業は事業計画作成と地盤調査（「B スケジュール」より） 

・事業計画作成費＝土地建物等現況測量及び権利等現況調査＋資金計画作成費＋基本設計費 

 ＝25 百万円＋30 百万円＋50 百万円＝105 百万円 

・地盤調査費＝5 百万円 

⑦：支出１～４の小計→105 百万円＋5 百万円＝110 百万円 → ⑦ 110 

事務費：事業費支払条件より初年度は 12 百万円 

借入金利息：「0」 

事業支出金合計：110 百万円＋事務費 12 百万円＝122 百万円 

支出総計：借入金償還金は「0」なので、事業支出金合計と同じ 122 百万円 

(収入) 

補助金 

⑭1)事業計画作成費：全額補助対象なので→105 百万円(支出金)×2/3＝70 百万円 → ⑭ 70 

2)地盤調査費：全額補助対象なので→5 百万円(支出金)×2/3＝3.33 → 3 百万円 

補助金計：事業計画作成費補助金+地盤調査費補助金＝70＋3＝73 百万円 

公共施設管理者負担金、保留床処分金は初年度に無いので合計＝73 百万円 

借入金：支出総計 122 百万円－73 百万円＝49 百万円 

収入総計：収入総計は支出総計と同じとなる → 122 百万円 

借入金残額：前年度以前の借入金残額は無いので初年度の借入金と同じ 49 百万円 

●２年度 

(支出) 

スケジュールで、実施設計、権利変換計画作成(従前・従後資産評価、確定測量、権利変換計画書及び登記の

一部)、法 91 条補償、法 97 条補償なので 

１．調査設計計画費では 3)建築設計費と 4)権利変換計画作成費が対象となる。 

①3)建築設計費：200 百万円のうち 2 年度 70％なので 200 百万円×70％＝140 百万円→ ① 140 

4）権利変換計画作成費：C．事業費算定条件より 

 従前・従後資産評価、確定測量費+権利変換計画書作成費+登記費用の 20％ 

 ＝25 百万円＋50 百万円＋（15 百万円×20％)＝25+50+3＝78 百万円 

3．補償費は 1)法 91 条補償費(用地費)と 2)法 91 条補償費(建物費)と 3)法 97 条補償費であり、 

 法 91 条補償費は転出者分を支払うため 

③1) 法 91 条補償費(用地費)は従前宅地の総額×転出率＝2,700 百万円×10％＝270 百万円 → ③ 270 

 2) 法 91 条補償費(建物費)は従前建物の総額×転出率＝300 百万円×10％＝30 百万円 

 3） 法 97 条補償費は全額なので 400 百万円 

支出１～４の小計→140 百万円＋78 百万円＋270 百万円＋30 百万円＋400 百万円＝918 百万円 

⑨事務費：2 年度以降は、借入金利息を除く各年度支出金の 2％なので、918×2％ 

＝18.36 → 18 百万円 → ⑨ 18 
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借入金利息：前年度末の累積借入金残額の 3％なので、初年度借入金残額 49 百万円×3％ 

＝1.47 → １百万円 

⑫事業支出金合計：918＋18＋1＝937 百万円 → ② 937 

支出総計：借入金償還金は「0」なので、事業支出金合計と同じ 937 百万円 

(収入) 

補助金 

3)建築設計費と 4)権利変換計画作成費が対象となる。 

⑮3)建築設計費は全額補助対象なので → 140 百万円(支出金)×2/3＝93.33→93 百万円→ ⑮ 93 

⑯4) 権利変換計画作成費は全額補助対象なので → 78 百万円(支出金)×2/3＝52 百万円 → ⑯ 52 

補助金計：93 百万円＋52 百万円＝145 百万円 

公共施設管理者負担金 

１補償費：(b)公共施設管理者負担金より「2 年度に転出者分の用地費・建物費及び法 97 条補償。」 

なので、 

法 91 条補償費(用地費) の公共管理者負担金は 270 百万円×転出者分 10％＝27 百万円 

法 91 条補償費(建物費) の公共管理者負担金は 30 百万円×転出者分 10％＝3 百万円 

法 97 条補償費の公共管理者負担金は 40 百万円 

なので、27＋3＋40＝70 百万円 

⑲公共施設管理者負担金計＝70 百万円 → ⑲ 70 

保留床処分金：2 年度に 600 百万円(「(c)保留床処分金」より) 

㉑合計：145＋70＋600＝815 百万円 → ㉑ 815 

借入金：支出総計 937 百万円－815 百万円＝122 百万円 

収入総計：収入総計は支出総計と同じとなる → 937 百万円 

借入金残額：前年度残額 49 百万円＋本年度借入金 122 百万円＝171 百万円 

●３年度 

(支出) 

作業は除却・整地、建築工事着手(出来高 30％)、建築工事監理なので、 

１．調査設計計画費、建築設計費(工事管理費)：200 百万円×15％＝30 百万円 

２．土地整備費(建物除却・整地費)：85 百万円（C．事業費算定条件より） 

４．工事費 1)施設建築工事費 

施設建築工事費は延べ面積×工事費単価 360 千円/㎡より算出 

延べ面積 36,000 ㎡×360 千円/㎡＝12,960 百万円 

⑤3 年度は施設建築工事費の 30％なので 12,960 百万円×30％＝3,888 百万円→ ⑤ 3888 

１～４の小計：30＋85＋3,888＝4,003 百万円 

⑩事務費：4,003 百万円×2％＝80.06→80 百万円 → ⑩ 80 

借入金利息：2 年度借入金残額 171 百万円×3％＝5.13 → 5 百万円 

事業支出金合計：4,003＋80＋5＝4,088 百万円 

借入金償還金は「0」なので、事業支出金合計と同じ 4,088 百万円 
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(収入) 

補助金 

１．調査設計計画費 3)建築設計費(全額補助対象)：30 百万円(支出金)×2/3＝20 百万円 

２．土地整備費(全額補助対象)：85 百万円(支出金)×2/3＝56.66→56 百万円 

３．共同施設整備費は施設建築工事費の 10％を補助対象とするので、 

 3,888 百万円(支出金)×10％×2/3＝259 百万円 

補助金計：20＋56＋259＝335 百万円 

保留床処分金：1,000 百万円(「(c)保留床処分金」より) 

合計：335＋1,000＝1,335 百万円 

㉒借入金：支出総計 4,088 百万円－1,335 百万円＝2,753 百万円 → ㉒ 2753 

収入総計：収入総計は支出総計と同じとなる → 4,088 百万円 

借入金残額：前年度残額 171 百万円＋本年度借入金 2,753 百万円＝2,924 百万円 

●最終年度 

(支出) 

作業は建築工事完了(出来高 70％)、建築工事監理、道路工事、権利変換計画作成（価額確定及び登記の一部）

なので、 

１．調査設計計画費、3)建築設計費(工事管理費)：200 百万円×15％＝30 百万円 

 ②調査設計計画費、4)権利変換計画作成費：15 百万円×80％＝12 百万円と価額確定業務費 10 百万円 

＝22 百万円 → ② 22 

4．工事費 1)施設建築物工事費：施設建築物工事費総額 12,960 百万円×70％＝9,072 百万円 

 2)道路工事費：60 百万円 

⑧１～４の小計：30＋22＋9,072＋60＝9,184 百万円 → ⑧ 9184 

事務費：9,184 百万円×2％＝183.68 → 183 百万円 

⑪借入金利息：前年の借入金残額 2,925 百万円×3％＝87.72→87 百万円 → ⑪ 87 

事業支出金合計：9,184 百万円＋183 百万円＋87 百万円＝9,454 百万円 

借入金償還金：前年の借入金残額 2,924 百万円 

支出総計：9,454 百万円＋2,924 百万円＝12,378 百万円 

(収入) 

補助金 

１．調査設計計画費 3)建築設計費(全額補助対象)：30 百万円(支出金)×2/3＝20 百万円 

  4) 権利変換計画作成費(全額補助対象)：22 百万円×2/3＝14.66 → 14 百万円 

３．共同施設整備費：共同施設整備費は施設建築工事費の 10％を補助対象とするので、 

  ⑰施設建築物工事費(支出金) 9,072 百万円×10％×2/3＝604.66 → 604 百万円 → ⑰ 604 

補助金計：20＋14＋604＝638 百万円 

⑱公共施設管理者負担金１．補償費：残留者補償費なので、公共施設管理者負担金から転出者分を差し引く 

 270－(270×10％)＋30－（30×10％）＝270-27＋30－3＝270 百万円 → ⑱ 270 

 ２．道路工事費：支出分全てを補償するので、60 百万円 

公共施設管理者負担金計：270＋60＝330 百万円 



再開発スクール 実技 Ｈ27 No.1 年度別資金計画（解答） 

［No.1］-8 
 

保留床処分金：支出総計 12,378 百万円－補助金計 638 百万円－公共施設管理者負担金計 330 百万円＝

11,410 百万円 

収入総計：12,378 百万円 

●合計 

(支出) 

１．調査設計計画費 

1)事業計画作成費：105 百万円 

2)地盤調査費：5 百万円 

3)建築設計費：140＋30＋30＝200 百万円 

4)権利変換計画作成費：78＋22＝100 万円 

２．土地整備費：85 百万円 

３．補償費 

1)法 91 条補償費(用地費)：270 百万円 

2)法 91 条補償費(建物費)：④30 百万円 → ④ 30 

3)法 97 条補償費：400 百万円 

４．工事費 

1）施設建築物工事費：3,888＋9,072＝612,960 百万円 

2)道路工事費：60 百万円 

１．～４．の小計：110＋918+4,003＋9,184＝14,215 百万円 

５．事務費：12＋18＋80＋183＝293 百万円 

６．借入金利息：1+5＋87＝93 百万円 

借入金償還金：2,924 百万円 

支出総計：122＋937＋4,088＋12,378＝17,525 百万円 

(収入) 

補助金 

１．調査設計計画費 

1)事業計画作成費：70 百万円 

2)地盤調査費：3 百万円 

3)建築設計費：93＋20＋20＝133 百万円 

4)権利変換計画作成費：52＋14＝66 百万円 

２．土地整備費：56 百万円 

３．共同施設整備費：259＋604＝863 百万円 

補助金計：73＋145＋335＋638＝1,191 百万円 

公共施設管理者負担金 

１．補償費：70＋270＝340 百万円 

２．道路工事費：60 百万円 

公共施設管理者負担金計：70＋330＝400 百万円 

保留床処分金：600＋1,000＋11,410＝13,010 百万円 



再開発スクール 実技 Ｈ27 No.1 年度別資金計画（解答） 

［No.1］-9 
 

合計：73＋815＋1,335＋12,378＝14,601 百万円 

借入金：49＋122＋2,753=2,924 百万円 

収入総計：122＋937＋4,088＋12,378＝17,525 百万円 

（設問２） 

 先の年度別資金計画表の結果に基づいて、次の表を完成させて、㉕～ ㉗に入る数値を解答用紙に記入しな

さい。なお、計算にあたっては、各項目・各年度ごとに百万円未満を切り捨て整数で記入し、以後の計算にはそ

の記入した数値を用いなさい。 

【㉕～㉗各 1 点、計 3 点】 

 

項目 金額 

１．権利変換対象従前資産総額 ㉕ ２,７００百万円 

２．事業支出金合計  １４,６０１百万円 

３．補助金計  １,１９１百万円 

４．公共施設管理者負担金計  ４００百万円 

５．総床価額 ㉖ １５,７１０百万円 

６．床価格（専有面積当たりの単価） ㉗ ７４８千円／㎡ 

表A－(b)より土地権利額 2,700百万円、建物権利額 300百万円のそれぞれ 10％が権利変換を希望しないため、

権利変換を受ける者はそれぞれの 90％となるから、 

㉕2,700＝2,700×90％＋300×90％ 

床価額は権利変換対象従前資産額に要回収事業費(総事業費支出から補助金や公共管理者負担金等の収入

金を控除した額)を加えたものであるから 

㉖15,710＝2,700＋(14,601－1,191－400) 

専有面積は表 A－(c)より 21,000 ㎡であるから 

㉗748 千円/㎡＝㉖15,710 百万円÷21,000 ㎡＝748.095 → 748  
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（設問３） 

 不動産鑑定士に、Ａ地区周辺における現時点の床の市場価格を評価してもらったところ、概ね 600 千円／㎡ 

～700 千円／㎡ 程度で、再開発で求められる床価格が、この平均値の 650 千円／㎡ 以下に納まらないと事

業性は厳しいという意見であった。そこであなたは再開発プランナーとして、設問２で求めた床価格と不動産鑑

定士の評価とを比較した場合、下の二つの解答例Ａ、Ｂのどちらか適切かを選択し、㉘に記入しなさい。また、

下の「（注）解答例の中の数値の求め方」を参考にして、解答例のＢの数値「○○○千円/㎡」を求め、 ㉙に記

入しなさい。                                  【㉘ 1 点、㉙ 2 点、計 3 点】 

 

適切な解答例： 

 

＜解答例＞ 

Ａ．今回求めた床価格は、不動産鑑定士の評価（平均値 650 千円／㎡）を下回っているが、建築工事費単価が

今後○○○千円／㎡を超えると事業性は厳しくなる。 

Ｂ．今回求めた床価格は、不動産鑑定士の評価（平均値 650 千円／㎡ ）を上回って 事業性厳しくなっているの

でほすかいるため、建築工事費単価が今後○○○千円／㎡ を下回るようコストダウンを図る必要がある。 

 

（注）解答例の中の数値の求め方 

施設建築物工事費の単価が増減した場合、年度別資金計画表では、事務費や金利等の金額も連動する

が、この設問では他の金額は全て固定して、単純に工事費単価のみ増減した場合の床価格を求め、不動産

鑑定士の評価（平均値 650 千円／㎡ ）を下回り、かつ上限の工事費単価を 10 千円／㎡ 単位で記載しな

さい。 

 

解答例の中の建築工事費単価： ㉙        千円／㎡ 

 

鑑定評価額 650 千円/㎡×専有面積 21,000 ㎡＝目標総床価額 13,650 百万円 

今回総床価額㉖15,710 百万円－目標総床価額 13,650 百万円＝工事費減額 2,060 百万円 

今回工事費⑥12,960 百万円－工事費減額 2,060 百万円＝目標工事費 10,900 百万円 

目標工事費 10,900百万円÷延べ面積 36,000㎡＝302.77→300 

 ㉘  Ｂ 

３００ 



再開発スクール 実技 H27 No.2 権利変換計画_計算型（解答） 

［No.2］-1 

［No.2］ある地区で第一種市街地再開発事業の権利変換計画（都市再開発法第 111 条に定める地上権非設定型とする。）を定めます。以下の前提条件に基づき、設問 1～3 に答えなさい。 

   なお、当地区においては、借家権価額が存在するものとし、借家権価額は、土地価額に係わる部分と建物価額に係わる部分との合計額として計算するものとし、下表「１．従前の権利状況等」に示す権利割合(画地を単位とし、そ

れぞれの合計は 100％とする。)にて算定することとします。 

【前提条件】 

１．従前の権利状況等 

画地 

番号 

権利

者名 
権利者状況 権利変換の意思表明 

土地の利用状況 建物権利状況 

面積 

㎡

借地 

面積 

㎡

権利 

割合 

更地 

価格 

千円/㎡ 

宅地の 

価格等 

千円 

延べ 

面積 

㎡

借家 

面積 

㎡ 

再調達 

単価 

千円/㎡ 

現在 

価格率 

権利 

割合 

建築物 

の価額 

千円 

1 

A1 
土地・建物 

所有者 

権利変換 

(建物に関する権利額で住宅を取得し、

残額で店舗を取得する。) 

250 ― ― 

1,000 

250,000 500 

150 40％ 

30,000 

C1 借家権者 

借家継続 

(A１の取得する店舗床の一部を従前借

家面積にて借家継続する。) 

― ― ― ― ― 100 ― ― 

2 
A2 土地所有者 住宅に権利変換 150 ― 30％ 

800 
36,000 

B1 借地権者 店舗に権利変換 ― 150 70％ 84,000 200 ― 200 40％ ― 16,000 

3 

A3 土地所有者 金銭給付を希望 150 ― 30％ 

1,200 

54,000 ― ― ― ― ― ― 

B2 借地権者 住宅に権利変換 ― 150 50％ 90,000 300 ― 
200 30％ 

50％ 9,000 

C2 借家権者 借家権消滅を希望 ― ― 20％ 36,000 300 50％ 9,000 

他の権利者 省略 3,000 100％ 1,000 3,000,000 2,000 200 30％ 120,000 

２．再開発後の施設建築物の専有面積   ３．再開発後の土地及び建物の価額

用途 階数 専有面積 価額

住宅 考慮しない 10,000㎡ 4,030百万円

店舗 ２F 2,000㎡ 7,040百万円
店舗 １F 2,000㎡ ・全体共用部分 640百万円

合計 14,000㎡ ・専有部分(部分共用部分を含む) 6,400百万円

11,070百万円

項目

施設建築敷地の価額
施設建築物の価額

総床価格



再開発スクール 実技 H27 No.2 権利変換計画_計算型（解答） 

［No.2］-2 
 

１．従前の権利状況等の計算手順 

Ａ１：●土地の利用状況 

   宅地の価格等：面積 250ｍ２×更地価格 1,000 千円/㎡＝250,000 千円 

   ●建物権利状況 

   建築物の価額：延べ面積 500 ㎡×再調達単価 150 千円/㎡×現在価格率 40％ 

          ＝30,000 千円 

Ａ２：●土地の利用状況 

   宅地の価格等：面積 150 ㎡×権利割合 30％×更地価格 800 千円/㎡  

          ＝36,000 千円 

Ｂ１：●土地の利用状況 

   宅地の価格等：借地面積 150 ㎡×権利割合 70％×更地価格 800 千円/㎡  

          ＝84,000 千円 

   ●建物権利状況 

   建築物の価額：延べ面積 200 ㎡×再調達単価 200 千円/㎡×現在価格率 40％ 

          ＝16,000 千円 

Ａ３：●土地の利用状況 

   宅地の価格等：面積 150 ㎡×権利割合 30％×更地価格 1,200 千円/㎡  

          ＝54,000 千円 

Ｂ２：●土地の利用状況 

   宅地の価格等：借地面積 150 ㎡×権利割合 50％×更地価格 1,200 千円/㎡  

          ＝90,000 千円 

   ●建物権利状況 

   建築物の価額：延べ面積 300 ㎡×再調達単価 200 千円/㎡×現在価格率 30％× 

          権利割合 50％＝9,000 千円 

Ｃ２：●土地の利用状況 

   宅地の価格等：借地面積 150 ㎡×権利割合 20％×更地価格 1,200 千円/㎡  

          ＝36,000 千円 

   ●建物権利状況 

   建築物の価額：借家面積 300 ㎡×再調達単価 200 千円/㎡×現在価格率 30％× 

          権利割合 50％＝9,000 千円 

他の権利者：●土地の利用状況 

   宅地の価格等：面積 3,000 ㎡×権利割合 100％×更地価格 1,000 千円㎡  

          ＝3,000,000 千円 

      ●建物権利状況 

   建築物の価額：延べ面積 2,000 ㎡×再調達単価 200 千円/㎡×現在価格率 30％ 

          ＝120,000 千円   



再開発スクール 実技 H27 No.2 権利変換計画_計算型（解答） 

［No.2］-3 
 

(設問１)  

下記に示す権利変換計画書(モデル)の権利変換期日前の権利の状況に関して、表を完成させ、①～⑧に入る数値を算出し、解答用紙に記入しなさい。なお、答えに端数が生じる場合は、小数点以下第一位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。     【①～⑧各 1 点 計 8 点】 

 

権利変換計画書(一表のモデル) 

権利者 権利変換期日前の権利の状況 

建築施設の

部分を与えら

れることとなる

者 

施設建築物

の一部につ

いて借家権を

与えられるこ

ととなる者 

建築施設の部分を与えられることとなる者の宅地、借地権若しくは建築

物又は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、借地権または建築物の価額 

宅地 借地権 建築物 

地積 

（㎡） 

借地権の目的となって 

いる土地の面積 

（㎡） 

延べ面積 

（㎡） 

宅地の価額 

（百万円） 

借地権の価額 

（百万円） 

建築物の価額 

（百万円） 

計 

（百万円） 

A1 C1 250 ― 
 

 

500 

のうち借家面積 

① 100 

 

 

② 250 

 

   ―  30   ③ 280 

１ ― 150 ―  ―  36  ―  ―  36 

B1 ― ― 150  200  ―  ④  84  16  100 

B2 ― ― 150  300  ―  90  ⑤9  99 

 

権利変換計画書(二表のモデル) 

建築施設の部分

又は借家権を与

えられない者 

建築施設の部分又は借家権を与えられない者が失う宅地、建築物又は権利 失われる宅地、建築物又は権利の価額 

宅地 建築物 借地権 借家権 

宅地の価額 

（百万円） 

建築物の価額 

（百万円） 

権利の価額 

計 

（百万円） 
地積 

（㎡） 

延べ面積 

（ｍ２） 

借地権の目的となっ 

ている土地の面積 

(㎡) 

延べ面積 

（㎡） 

借地権の価額 

（百万円） 

借家権の価額 

（百万円） 

A3 150 ― ―  ― 54 ― ―  ―  ⑥ 54 

C2 ― ― ―  ⑦ 300 ― ― ―  ⑧ 45  45 
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（設問１）権利変換計画書一表のモデル及び二表のモデルの計算手順 

 

Ａ１：建築物延べ面積→「１．従前の権利状況等」より借家面積 100 ㎡ → ① 100 

宅地の価額→「１．従前の権利状況等」より算出した宅地価額より 

        土地面積 250 ㎡×更地価格 1,000 千円/㎡＝250 百万円 → ② 250 

   建築物の価額→延べ面積 500 ㎡×再調達単価 150 千円/㎡×現在価格率 40％ 

          ＝30 百万円 

   計→宅地の価額 250 百万円+建築物の価額 30 百万円＝280 百万円 → ③ 280 

 

Ａ２：宅地の価額 36 百万円 

 

Ｂ１：借地権の価額→土地面積 150 ㎡×権利割合 70％×更地価格 800 千円/㎡  

          ＝84 百万円 → ④ 84 

建築物の価額→建物延べ面積 200 ㎡×再調達単価 200 千円/ｍ２×現在価格率 40％ 

          ＝16 百万円 

計→借地権の価額 84 百万円+建築物の価額 16 百万円＝100 百万円 

 

Ｂ２：借地権の価額→借地面積 150 ㎡×権利割合 50％×更地価格 1,200 千円/㎡  

          ＝90 百万円 

建築物の価額→建物延べ面積 300 ㎡×再調達単価 200 千円/㎡×現在価格率 30％ 

          ×権利割合 50％＝9 百万円 → ⑤ 9 

計→借地権の価額 90 百万円+建築物の価額 9 百万円＝99 百万円 

 

Ａ３：宅地の価額→土地面積 150 ㎡×権利割合 30％×更地価格 1,200 千円/㎡  

         ＝54 百万円 （計と同じ） → ⑥ 54 

 

Ｃ２：借家権延べ面積→「１．従前の権利状況等」より借家面積は 300 ㎡ → ⑦ 300 

借家権の価額→土地：借地面積 150 ㎡×権利割合 20％×更地価格 1,200 千円/㎡  

             ＝36 百万円 

          建物：借家面積 300 ㎡×再調達単価 200 千円/㎡×現在価格率 30％ 

             ×権利割合 50％＝9 百万円 

          土地+建物：土地 36 百万円+建物 9 百万円＝45 百万円 → ⑧ 45 

          （計は⑧と同じ） 



再開発スクール 実技 H27 No.2 権利変換計画_計算型（解答） 

［No.2］-5 
 

(設問 2) 

 都市再開発法第 111 条に定める地上権非設定型のケースとして、下表のとおり、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等を算出し、⑨～⑰に入る数値を解答用紙に記入しなさい。 

 なお、答えに端数が生じる場合は、小数点以下第一位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。   【⑨～⑰各 1 点 計 9 点】 

  施設建築敷地 施設建築物の一部 合計 

用途・階

層の別 

専有面積 

（㎡） 

施設建築敷地の

共有持分に対す

る利用価値比率 

利用価値比

率と床面積の

積 

配分率 

施設建築敷地に

関する権利の 

価額 

（百万円） 

全体共用

部分に対す

る依存度比

率 

依存度

比率と

床面積

の積 

配分率 

全体共用部

分の価額 

（百万円） 

専有部分

の価額(一

部共用部

分を含む) 

（百万円） 

施設建築物の

一部に関する

権利の価額 

（百万円） 

建築施設の部

分の価額 

（百万円） 

専有面積あた

りの単価 

（千円/㎡） 

住宅 10,000 2 20,000 
 ⑨ 5,000  

2,015 2 20,000 
 6,250  

400 4,000 
 

⑩ 4,400 
 

⑪ 6,415 
 

642 
10,000 10,000 

店舗２F 2,000 4 8,000 
 2,000  

⑫ 806 3 6,000 
 1,875  

⑬ 120 1,200 
 

1,320 
 

2,126 
 

⑭ 1,063 
10,000 10,000 

店舗１F 2,000 6 12,000 
 ⑮ 3,000  

1,209 3 6,000 
 ⑯ 1,875  

120 1,200 
 

⑰ 1,320 
 

2,529 
 

1,265 
10,000 10,000 

合計 14,000  40,000 
 10,000  

4,030  32,000 
 10,000  

640 6,400 
 

7,040 
 

11,070 
 

791 
10,000 10,000 

  
 

 
 
 
 
 
 



再開発スクール 実技 H27 No.2 権利変換計画_計算型（解答） 

［No.2］-6 
 

（設問２）の計算手順 

住宅：●施設建築敷地 

   利用価値比率と床面積の積→専有面積 10,000 ㎡×利用価値比率 2＝20,000 

   配分率→住宅積 20,000÷積合計 40,000×10,000＝5,000 → ⑨ ５000 

   施設建築敷地に関する権利価額→合計 4,030×5,000÷10,000＝2,015 百万円 

   ●施設建築物の一部 

   依存度比率と床面積の積→専有面積 10,000 ㎡×依存度比率 2＝20,000 

   配分率→住宅依存度積 20,000÷依存度積合計 32,000×10,000＝6,250 

   全体共用部分の価額→合計共用部分の価額 640 百万円×配分率 6,250/10,000 

             ＝400 百万円 

   施設建築物の一部に関する権利の価額 

   →住宅の全体共用部分の価額 400 百万円+専有部分の価額 4,000 百万円 

    ＝4,400 百万円 → ⑩ ４400 

   ●合計 

   建築施設の部分の価額→施設建築敷地権利の価額 2,015 百万円+施設建築物の一部 

権利の価額 4,400 百万円＝6,415 百万円 → ⑪ ６415 

   専有面積あたりの単価→建築施設の部分の価額 6,415百万円÷専有面積 10,000 ㎡＝641.5

→642 千円/㎡  

   

店舗２Ｆ：●施設建築敷地 

   利用価値比率と床面積の積→専有面積 2,000 ㎡×利用価値比率 4＝8,000 

   配分率→店舗２Ｆ積 8,000÷積合計 40,000×10,000＝2,000 

   施設建築敷地に関する権利価額→合計 4,030×2,000÷10,000＝806 百万円 → ⑫ 806 

   ●施設建築物の一部  

   依存度比率と床面積の積→専有面積 2,000 ㎡×依存度比率 3＝6,000 

   配分率→店舗２Ｆ依存度積 6,000÷依存度積合計 32,000×10,000＝1,875 

   全体共用部分の価額→合計共用部分の価額 640 百万円×配分率 1,875/10,000 

             ＝120 万円 → ⑬ 120 

   施設建築物の一部に関する権利の価額→店舗２Ｆの全体共用部分の価額 120 百万円 

           +専有部分の価額 1,200 百万円＝1,320 百万円 

   ●合計 

   建築施設の部分の価額→施設建築敷地権利の価額 806 百万円+施設建築物の一部 

              権利の価額 1,320 百万円＝2,126 百万円 

   専有面積あたりの単価→建築施設の部分の価額 2,126 百万円÷専有面積 2,000 ㎡  

                       ＝1,063 千円/㎡ → ⑭ 1063 
 



再開発スクール 実技 H27 No.2 権利変換計画_計算型（解答） 

［No.2］-7 
 

店舗１Ｆ：●施設建築敷地 

   利用価値比率と床面積の積→専有面積 2,000 ㎡×利用価値比率 6＝12,000 

   配分率→店舗１Ｆ積 12,000÷積合計 40,000×10,000＝3,000 → ⑮ 3000 

   施設建築敷地に関する権利価額→合計 4,030×3,000÷10,000＝1,209 百万円 

   ●施設建築物の一部 

   依存度比率と床面積の積→専有面積 2,000ｍ２×依存度比率 3＝6,000 

   配分率→店舗１Ｆ依存度積 6,000÷計依存度積 32,000×10,000＝1,875 → ⑯ 1875 

   全体共用部分の価額→合計共用部分の価額 640 百万円×配分率 1,875/10,000 

             ＝120 百万円 

   施設建築物の一部に関する権利の価額→店舗１Ｆの全体共用部分の価額 120 百万円 

           +専有部分の価額 1,200 百万円＝1,320 百万円 → ⑰ 1320 

   ●合計 

   建築施設の部分の価額→施設建築敷地権利の価額 1,209 百万円＋施設建築物の一部 

              権利の価額 1,320 百万円＝2,529 百万円 

   専有面積あたりの単価→建築施設の部分の価額 2,529 百万円÷専有面積 2,000 ㎡  

                       ＝1,264.5→1,265 千円/ｍ２ 

 

計：●施設建築敷地 

   専有面積＝住宅 10,000 ㎡ ＋店舗２Ｆ2,000 ㎡ ＋店舗１Ｆ2,000 ㎡＝14,000 ㎡  

   利用価値比率と床面積の積＝住宅 20,000＋店舗２Ｆ8,000+店舗１Ｆ12,000＝40,000 

  ●施設建築物の一部 

   依存度比率と床面積の積 

→住宅積 20,000+店舗２Ｆ積 6,000＋店舗１Ｆ積 6,000＝32,000 

   施設建築物の一部に関する権利の価額合計 

→住宅 4,400 百万円+店舗２Ｆ1,320 百万円＋店舗１Ｆ1,320 百万＝7,040 百万円 

  ●合計 

   建築施設の部分の価額 

→住宅分 6,415 百万円＋店舗２Ｆ2,126 百万円＋店舗１Ｆ2,529 百万円＝11,070 百万円 

   専有面積あたりの単価 

→建築施設の部分の価額 11,070 百万円÷専有面積 14,000ｍ２＝790.7→791 千円/㎡  

 



再開発スクール 実技 H27 No.2 権利変換計画_計算型（解答） 

［No.2］-8 
 

(設問３) 

 下記に示す権利変換計画書(モデル)の権利変換期日後の権利の状況に関して、表を完成させ、⑱～㉚に入る数値を算出し、解答用紙に記入しなさい。 

 専有面積の算定にあたっては、(設問２)で求めた床単価を用いて求め、答えに端数が生じる場合は、小数点以下第一位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。 

 各持分等の計算においては、各専有面積に基づいて求めなさい。なお、答えに端数が生じる場合は、小数点以下第一位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。 

 【⑱～㉚各１点 計 13 点】 

 

権利変換計画書(一表のモデル) 

権利者 権利変換期日後の権利の状況 

建築施設の部分を

与えられることとな

る者 

施設建築物の一部に

ついて借家権を与え

られることとなる者 

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 

価額の概算額 

（百万円） 

専有部分 共用部分の共有持分 

用途 階 
専有面積 

（㎡） 
全体共用 

部分共用 

（住宅） 

部分共用 

（店舗） 

A1 

― 
店舗 

1 階 

 
⑱ 97 

 ⑲ 91  
― 

 243  ⑳ 146  
123 

10,000 10,000 10,000 

C1 
店舗 

1 階 

 
㉑ 100 

 94  
― 

 250  150  
127 

10,000 10,000 10,000 

― 住宅 
 

47 
 29  ㉒ 47  

― 
 ㉓ 24  

30 
10,000 10,000 10,000 

A2 ― 住宅 
 

56 
 ㉔ 35  56  

― 
 28  

㉕ 36 
10,000 10,000 10,000 

B1 ― 
店舗 

1 階 

 
㉖ 79 

 74  
― 

 ㉗ 198  119  
㉘ 100 

10,000 10,000 10,000 

B2 ― 住宅 
 

㉙ 154 
 96  154  

― 
 77  

㉚ 99 
10,000 10,000 10,000 

.



再開発スクール 実技 H27 No.2 権利変換計画_計算型（解答） 

［No.2］-9 
 

（設問３）の計算手順 

Ａ１：「建物に関する権利 30 百万円で住宅を希望し、残額で店舗を取得する。」 

Ａ１店舗１Ｆ（Ｃ１への借家部分） 

 Ａ１専有面積→Ｃ１への借家面積は 100 ㎡ → ㉑ 100 

 建築施設の部分 100 ㎡×店舗１Ｆ床単価 1,265 千円/ｍ２＝127 百万円 

 全体共用→Ａ１借家部分の面積 100 ㎡×店舗１Ｆ全体共用配分率 1,875÷１Ｆ店舗面積 2,000

㎡＝93.75→94  

 部分共用→Ａ１借家部分の面積 100ｍ２÷店舗面積計 4,000ｍ２×10,000＝250 

 施設建築敷地の共有持分→Ａ１借家部分面積 100ｍ２×店舗１Ｆ共有持分 3,000÷１Ｆ店舗面積

2,000 ㎡＝150 

 

Ａ１店舗１Ｆ（非借家部分） 

→店舗への権変資産額 250 百万円－Ａ１借家部分 127 百万円＝123 百万円 

123 百万円÷店舗１Ｆ床単価 1,265 千円/ｍ２＝97.23→97 ㎡ → ⑱ 97 

  全体共用 

→Ａ１非借家面積 97 ㎡×店舗１Ｆ全体共用配分率 1,875÷１Ｆ店舗面積 2,000 ㎡  

＝90.93→91→ ⑲ 91 

  部分共用→Ａ１非借家面積 97 ㎡÷店舗面積計 4,000 ㎡×10,000＝242.5→243 

  施設建築敷地の共有持分 

→Ａ１非借家面積 97 ㎡×店舗１Ｆ共有持分 3,000÷１Ｆ店舗面積 2,000 ㎡  

＝145.5→146 → ⑳ 146 

 

Ａ１の住宅 

 Ａ１の住宅の建築施設の部分の価額の概算額は、意向より建築物の価格 30 百万円となる。 

 よって面積は、30 百万円÷住宅床単価 642 千円/㎡＝46.73→47 ㎡  

 全体共用→Ａ１住宅面積 47 ㎡÷住宅床専有面積計 10,000 ㎡  

                     ×住宅の全体共用配分率 6,250＝29.375→29 

部分共用→Ａ１住宅面積 47 ㎡÷住宅面積 10,000 ㎡×10,000＝47 → ㉒ 47 

 施設建築敷地の共有持分→Ａ１住宅面積 47 ㎡÷住宅面積計 10,000 ㎡  

                                 ×住宅共有持分 5,000＝23.5→24 → ㉓ 24 

 

 

 

 

 

 



再開発スクール 実技 H27 No.2 権利変換計画_計算型（解答） 

［No.2］-10 
 

Ａ２の住宅 

  建築施設の部分の価額の概算額→36 百万円 → ㉕ 36 

※権利変換計画書一表より従前権利額 

  住宅面積→Ａ２の権利額 36 百万円÷住宅床価格 642 千円/㎡＝56.07→56 ㎡  

  全体共用→Ａ２住宅面積 56 ㎡÷住宅床専有面積 10,000 ㎡  

                         ×住宅全体共用配分率 6,250＝35 → ㉔ 35 
部分共用→Ａ２住宅専有面積 56 ㎡÷全住宅面積計 10,000 ㎡＝56 

  施設建築敷地の共有持分 

      →Ａ２住宅面積 56 ㎡÷住宅床面積 10,000 ㎡×住宅配分率 5,000＝28 

 

Ｂ１の店舗 

  建築施設の部分の価額の概算額→100 百万円 → ㉘ 100 

※権利変換計画書一表より従前権利額 

  店舗 1 階面積 

→Ｂ１権利額 100 百万円÷1 階店舗床単価 1,265 千円/㎡＝79.05→79 ㎡ → ㉖ 79 

  全体共用 

→Ｂ１店舗面積 79 ㎡÷１Ｆ店舗床専有面積 2,000 ㎡  

                  ×店舗１Ｆ全体共用配分率 1,875＝74.06→74 

  部分共用→Ｂ１店舗面積 79 ㎡÷店舗面積計 4,000 ㎡＝197.5→198 → ㉗ 198 

  施設建築敷地の共有持分 

→Ｂ１の店舗面積 79 ㎡÷１Ｆ店舗面積 2,000 ㎡  

                       ×店舗１Ｆ共有持分 3,000＝118.5→119 

 

Ｂ２の住宅 

  建築施設の部分の価額の概算額→99 百万円 → ㉚ 99 

    ※権利変換計画書一表より従前権利額 

  住宅面積→Ｂ２権利額 99 百万円÷住宅床単価 642 千円/㎡＝154.2→154 ㎡ → ㉙ 154 

  全体共用→Ｂ２面積 154 ㎡÷住宅面積計 10,000 ㎡  

                      ×住宅全体共用配分率 6,250＝96.25→96 

  部分共用→Ｂ２面積 154 ㎡÷住宅面積計 10,000 ㎡＝154 

  施設建築敷地の共有持分→Ｂ２の住宅面積 154 ㎡÷住宅面積計 10,000 ㎡ 

                                              ×住宅共有持分 5,000＝77 
 

 



再開発スクール 実技 H27 No.3 権利変換計画_プレゼン型 (解答) 
 

［No.3］-1 
 

【No.3】 

 再開発プランナーであるあなたは、市街地再開発事業を検討している S 市の担当者から、再開発事業における

従後の土地に関する権利の持ち方の差異を理解するため、「都市再開発法第 111 条に基づく土地共有による特

則型（地上権非設定型）の場合と「地上権設定型」の場合の両ケースの比較説明を依頼された。 

 以下、（設問１）から（設問３）の各設問の指示に従い、答えなさい。 

 

（設問１） 

 両ケースの比較のため、下記の検討モデル案の条件を設定し、「都市再開発法第 111 条に基づく土地共有に

よる特則型（地上権非設定型）」の場合の従後の数字と、「地上権設定型」の従後の数字を算出することとしました。

（表１）及び（表２）の①～⑨の項目に相当する数値を算出し答えなさい。 

 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。なお、消費税は考慮しないものとする。 

【① ～⑨各 1 点、計９点】 

＜検討モデル案＞ 

・区域面積の合計：5,500 ㎡ 

 従前は宅地面積 5,500 ㎡、従後は施設建築敷地面積 5,000 ㎡、道路面積 500 ㎡ 

・施設建築物の専有面積合計：20,000 ㎡ 

・従前資産額：土地 3,850 百万円 建物 650 百万円 

・権利者名（土地建物所有者）A～E、保留床取得者 X 

・市街地再開発事業の支出金総額：10,500 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：500 百万円（再開発事業で整備する公共施設は道路（500 ㎡）で、その用地 

 は公共施設管理者 S 市に帰属する）※以下、「公管金」とする。 

・再開発事業補助金：1,000 百万円 

・都市再開発法第 91 条の規定による金銭給付希望者：なし 

・従後の床総額のうち、土地費総額と建物費総額の割合：土地 40% 建物 60% 

・床単価は専有面積当たりの全床平均価格を用いることとし、権利床と保留床価格差はないものとす 

 る 

 

（表１）都市再開発法第 111 条に基づく土地共有による特則型（地上権非設定型）の場合 

土地総額      （単位：百万円） ①            5,400 

建物総額      （単位：百万円） ②               8,100 

権利床総額     （単位：百万円） ③               4,500 

権利床専有面積   （単位：㎡） ④               6,667 

保留床総額     （単位：百万円） ⑤               9,000 

保留床専有面積   （単位：㎡） ⑥              13,333 

 

 

 



再開発スクール 実技 H27 No.3 権利変換計画_プレゼン型 (解答) 
 

［No.3］-2 
 

（表１）の計算手順 

法第 111 条型の建築施設の部分の総額（再開発ビル原価）13,500 百万円 

   ＝支出総額 10,500 百万円－負担金 500 百万円－補助金 1,000 百万円＋③権利床総額 4,500 百万円 

① 土地総額 5,400 百万円＝再開発ビル原価 13,500 百万円×土地分 40% → ① 5400 

② 建物総額 8,100 百万円＝再開発ビル原価 13,500 百万円×建物分 60% → ② 8100 

③ 権利床総額 4,500 百万円＝土地権利額 3,850 百万円＋建物権利額 650 百万円 → ③ 4500 

転出（金銭給付希望者）がないので、そのままの額が権利床総額となる。 

建築施設の部分の床単価 675 千円／㎡＝再開発ビル原価 13,500 百万円÷専有面積 20,000 ㎡ 

④ 権利床専有面積 6,667 ㎡＝③権利床総額÷床単価＝4,500 百万円÷675 千円/㎡＝6,666.66→ 

6,667 ㎡ → ④ 6667 

⑤ 保留床総額 9,000 百万円＝ビル原価 13,500 百万円－③4,500 百万円 → ⑤9000 

⑥ 保留床面積 1,333 ㎡＝専有面積合計－④権利床面積＝20,000 ㎡－④6,667 ㎡→ ⑥ 13333 

 

（表２）地上権設定型の場合 

底地権総額    （単位：百万円）               1,080 

地上権総額    （単位：百万円）               4,320 

建物総額     （単位：百万円）                    8,100 

権利床総額    （単位：百万円） ⑦                 3,420 

権利床専有面積  （単位：㎡） ⑧                 5,507 

保留床総額    （単位：百万円）                    9,000 

保留床専有面積  （単位：㎡） ⑨                14,493 

 

（表２）の計算手順 

地上権設定型の施設建築物の一部等の総額 12,420 百万円＝地上権総額 4,320 百万円＋②8,100 百万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 権利床総額 3,420 百万円＝③4,500 百万円－底地権総額 1,080 百万円 → ⑦ 3420 

地上権設定型の床単価 621 千円／㎡＝再開発ビル原価 12,420 百万円÷専有面積 20,000 ㎡ 

 

 

 

 

 

建物総額 

地上権総額 

底地権総額 

8,100 百万円 

4,320 百万円 

12,420 百万円 

※底地権総額は総額に含まない 



再開発スクール 実技 H27 No.3 権利変換計画_プレゼン型 (解答) 
 

［No.3］-3 
 

 

      111 条型              原則型 

                     （地上権設定型） 

 

 

 

 

 

 

⑧ 権利床専有面積 5,507 ㎡＝③権利床総額÷床単価＝⑦3,420 百万円÷621 千円/㎡＝5,507.2 ㎡ 

→ ⑧ 5507 

⑨ 保留床専有面積 14,493 ㎡＝専有面積合計－④権利床面積＝20,000 ㎡－⑧5,507 ㎡ → ⑨ 14493 

  

建築施設の部分 

4,500 百万円 

施設建築物の一部等 

3,420 百万円 

底地権 1,080 百万円 

4,500 百万円 

※111 条型でも地上権設定型でも、権利者が取得する権利額は同じ 4,500 百万円となっている。 



再開発スクール 実技 H27 No.3 権利変換計画_プレゼン型 (解答) 
 

［No.3］-4 
 

（設問２） 

 右のイメージ図を参考に指示に従い、両ケースについての従後の比較図を作成し解答用紙に描きなさい。 

 なお、作図にあたって、建物については専有部分のみを表示し、権利者 A～E は共有床とすること。 

 作図における大きさの表示については、概ねの大きさで示して良いこととするが、権利形態を示す文字や数

字、区分線、引き出し線等を用いて、従後の権利の状況等が明確にわかるように適切に示すこと。 

【計 6 点】 

（解答：比較図） 

 都市再開発法第 111 条型に基づく土地共有による特則型（地上権非設定）型の場合 

 

 

 （建物） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （土地） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保留床取得者 X 

専有面積 

13,333 ㎡ 

権利者 

A～E の共

有床 

6,667 ㎡ 

施設建築敷地 5,000m2 

権利者 A～E と保留床取得者 X の共有 

道路 

(S 市) 

500 ㎡ 



再開発スクール 実技 H27 No.3 権利変換計画_プレゼン型 (解答) 
 

［No.3］-5 
 

（設問３） 

 「地上権設定型」の場合の土地費総額のうちの地上権割合（％）を算出し、図中の地上権割合の欄に数値を 

記入しなさい。                                                        【１点】 

 

 地上権設定型の場合 

 

 

 

 

 （建物） 

 

 

 

 

 

 

 

 （土地） 

 

 

 

地上権割合      80％ 

保留床取得者 X 
専有面積 
14,493 ㎡ 

権利者 
A～E の 
共有床 
専有面積 
5,507 ㎡ 

施設建築敷地の底地権：権利者 A～E の共有 
施設建築敷地 5,000 ㎡ 

施設建築敷地の地上権 
権利者 A～E と保留床取得者 X の共有 

道路 
(S 市) 
500 ㎡ 

（設問３）の計算手順 

地上権割合＝地上権価額÷土地総額で算出する。 

よって 

地上権割合 80%＝地上権価額 4,320 百万円÷①土地総額 5,400 百万円 



再開発スクール 実技 H27 No.4  マンション建替え_条文型 （解答） 

 ［No.4］-1 

【No4】 

 平成 26 年にマンションの建替え等の円滑化に関する法律（以下「円滑化法」という。）が改正され、新たに「マン

ション敷地売却制度」が導入されました。以下ではマンション敷地売却制度について設問を設けています。質

問の趣旨をよく考えて解答してください。 

 

(設問１） 

 次の流れ図は今回創設された円滑化法での敷地売却と従来からの建替えの手続きの主な流れを比較したもの

です。下記の用語欄から①～④に入る最も適当な用語を選んで解答欄に１～８の記号で記入しなさい。ただし、

①、②の順は問いません。                                     【①～④各１点 計４点】 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

マンション敷地売却 円滑化法の建替え 

の認定 ① ２（又は８） 買受計画 （除却の必要性） 

                の認定 
② ８（又は２） 

除却の必要性 （買受計画） 

マンション敷地売却決議 

敷地売却組合の設立認可 

反対区分所有者への売渡し請求 

               の決定・認可 ③ ５ 分配金取得計画 

組合がマンションと敷地の権利を取得 

買受人にマンションと敷地を売却 

買受人が再建マンション等を建設 

建替え決議（区分所有法） 

マンション建替組合の設立認可 

反対区分所有者への売渡し請求 

           の決定・認可 ④ １ 権利変換計画 

組合がマンションの権利を取得 

建替事業の実施 



再開発スクール 実技 H27 No.4  マンション建替え_条文型 （解答） 

 ［No.4］-2 

 
 
 
 
 
(設問２） 

今回創設された敷地売却制度と従来からの円滑化法による建替えの 2 つの制度を比較した場合、両者には大

きな違いがあります。どのような点が違うか、下記の文章の空欄⑤～⑦を記述式解答用紙に埋めなさい。 

【⑤～⑦各１点 計３点】 

 

① 敷地売却の対象となるマンションは                     に限られる。 

 

② 敷地売却ではマンションに設定されていた借家権は一定の期日に          する。 

 

これに対して、借家人には           が支払われる。 

解説：円滑化法第 102 条、法第 149 条、法第 153 条を参照 

 

（設問３） 

 マンション敷地売却制度が創設された背景には、いわゆる旧耐震基準で建てられたマンションが百万戸以上あ

り、老朽化マンションストックがこれから急激に増えていく中で、これまでの制度だけでは建替えあるいは再生が

進まないという大きな危機感があります。あなたは今回のマンション敷地売却制度を使うことによって老朽化マ

ンションの中でも特にどのようなマンションで建替えやそのマンションの敷地を使った再生が進むと考えます

か。理由と共に簡潔に記述式解答用紙に述べなさい。 

                                                                         【３点】 

  

  

⑤ 耐震性が不足したも

 
⑥ 消滅 

⑦ 補償金 

   用語欄 

      １．権利変換計画      ２．買受計画     ３．処分計画          ４．築年数 

      ５．分配金取得計画     ６．弁済計画     ７．建替えの必要性     ８．除却の必要性 

 

・建築後、長期間が経過し、相続が生じ、不在権利者（居住はしていない区分所有者或いは区分所有権 

の共有者）が増え、権利者の合意形成が得られにくい、耐震上問題のあるマンション 

 

理由：マンション敷地売却制度では、再建ではなく売却が目的のため設立認可時に３／４同意があるが、 

事業計画・建物計画や権利変換計画の合意や手続が不要であるため、権利者の負担が軽減され

るから 

理由：借家権者は全て転出（金銭補償）で対応するため、選択肢が絞られること。これらの実務対応 

     は初動期からの法的立場の明らかな認定買受人が対応できること 

・法改正により、現規模での再建築が困難である建物や、余剰容積が見込めない耐震上問題のある

マンション 

理由：要除却認定（円滑化法第 102 条）を受けた一定のマンションは容積率の特例（円滑化法第 105 条）を

受けることができるため 

 



再開発スクール 実技 H27 No.5 権利変換計画_計算型 （解答） 
 

［No.5］-1 
 

【No.5】 

 市街地再開発事業を検討しているある地区で、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に答えなさい。なお、消費税は考慮しないものとする。 

 

＜前提条件Ⅰ＞ 

・敷地面積：6,000 ㎡ 

・計画する施設建築物の容積対象延べ面積は 36,000m2で、その内 12,000m2を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たり 330 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たりの工事費単価は、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 1.25 倍とし、事業費に対する収入 

 金は、補助金と保留床処分金とする。 

・補助金は、工事費の 10%と工事費以外の事業費の 20%とする。 

＜前提条件Ⅱ＞ 

 各案それぞれの計画内容は、下表のとおりである。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 
最近の市場動向に基づく 

想定分譲価格等 

【A 案】 

権利床の上にビジネス

ホテルを計画した場合 

保留床の容積対象延

べ面積に対する専有面

積の割合：100% 

ビジネスホテル工事費

単価： 

330 千円／㎡ 

ビジネスホテルの場合の想定される分譲価格とし

ては、 

専有面積当たり：650 千円／㎡ 

【B 案】 

権利床の上に分譲住

宅を計画した場合 

保留床の容積対象延

べ面積に対する専有面

積の割合：85% 

分譲住宅工事費単

価： 

350 千円／㎡ 

分譲住宅の場合の想定される分譲価格として

は、 

専有面積当たり：900 千円／㎡ 

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。 

【C 案】 

権利床の上に賃貸事

務所を計画した場合 

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： 

400 千円／㎡ 

賃貸事務所として貸す場合の想定賃料として

は、 

専有面積当たり：6 千円／月・㎡ 

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。 

 
 
 



再開発スクール 実技 H27 No.5 権利変換計画_計算型 （解答） 
 

［No.5］-2 
 

（設問１） 

 A、B、C 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たりの保留床価

格①、②、保留床収入見込額③～⑤を求めなさい。小数点以下の端数がある場合は、小数点以下第一位を四

捨五入し整数で記入しなさい。                                   【①～⑤各１点 計５点】 

 

 保留床価格（千円／㎡） 保留床収入見込額（百万円） 

A 案 650 ③          15,600 

B 案 ①             720 ④          14,688 

C 案 ②                 960 ⑤          16,128 

計算手順 

① 720 千円／㎡＝専有面積当り分譲価格 900 千円／㎡×分譲価格の割合 80% → ① 720 

② 960 千円／㎡＝専有面積当りの賃料 6 千円／月・㎡×想定賃料から経費控除分 80%×12 月÷還元利回り 6%／  

年 → ② 960 

※経費控除分→100％－経費分 20％＝80％ 

③ 15,600 百万円＝専有面積当りの分譲価格 650 千円／㎡×(容積対象延べ面積 36,000 ㎡－権利床面積 12,000

㎡)×100％ → ③ 15600 

④ 14,688 百万円＝Ｂ案保留床価格 720 千円／㎡×(容積対象延べ面積 36,000 ㎡－権利床面積 12,000 ㎡×保留

床の容積対象延べ面積に対する専有面積の割合 85％ → ④ 14688 

⑤ 16,128 百万円＝Ｃ案保留床価格 960 千円／㎡×(容積対象延べ面積 36,000 ㎡－権利床面積 12,000 ㎡)×保留

床の容積対象延べ面積に対する専有面積の割合 70％ → ⑤ 16128 

 

（設問２） 

 A、B、C 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格⑥～⑧を求めなさい。小数

点以下の端数がある場合は、小数点以下第一位を四捨五入し整数で記入しなさい。 

【⑥～⑧各１点 計３点】 

 保留床処分価額（百万円） 

A 案 ⑥              13,068 

B 案 ⑦              13,596 

C 案 ⑧              14,916 

解説 

 a 権利床工事費 b 保留床工事費 ｃ工事費 c=a+b 

ｄ補助 c×10% 

e 用地費 e=c×25% 

f 補助 f=e×20% 

要回収額 

=c+d+e+f 

A 3,960 百万円 

＝12,000 ㎡× 

 330 千円/㎡ 

7,920 百万円 

=24,000 ㎡×330 千円/㎡ 

11,880 百万円 

▲1,188 百万円 

2,970 百万円 

▲564 百万円 

⑥ 

13,068 百万円 

B 8,400 百万円 

=24,000 ㎡×350 千円/㎡ 

12,360 百万円 

▲1,236 百万円 

3,090 百万円 

▲618 百万円 

⑦ 

13,596 百万円 

C 9,600 百万円 

=24,000 ㎡×400 千円/㎡ 

13,560 百万円 

▲1,356 百万円 

3,390 百万円 

▲678 百万円 

⑧ 

14,916 百万円 



再開発スクール 実技 H27 No.5 権利変換計画_計算型 （解答） 
 

［No.5］-3 
 

（設問３） 

 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）） 

 

 また今後の経済環境の変化により、想定する条件が変化し、A、B、C 各案の事業性の高さの順番が変わるが、

⑨～⑪に入る正しいものを下記の１～６の中から選びなさい。 

【⑨～⑪各２点 計６点】 

 

・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、（⑨  ２  ）で、ある。 

・住宅の分譲価格だけが 950 千円／㎡に上昇したら、事業性の高い順番に並べると、（⑩  １  ）となる。 

・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、（⑪ ５   ）となる。 

 

 １ A＞B＞C   ２ A＞C＞B   ３ B>A＞C 

 ４ B＞C＞A   ５ C＞A＞B   ６ C＞B＞A 

 

 

解説 

案 イ保留床収入見込額 ロ保留床処分価額 イ／ロ 

A ③ 15,600 百万円 ⑨ 13,068 百万円 1.19375 

B ④ 14,688 百万円 ⑩ 13,596 百万円 1.08031 

C ⑤ 16,128 百万円 ⑪ 14,916 百万円 1.08125 

したがって、イ／ロは、A＞C>B となる。 

住宅の分譲価格が 900 千円／㎡から 950 千円／㎡に上昇した場合に 

① は 720 千円／㎡から、760 千円／㎡＝950 千円／㎡×80%に上がり、 

④は 14,688 百万円から、15,504 百万円＝760 千円／㎡×24,000 ㎡×85%となるので 

案 イ保留床収入見込額 ロ保留床処分価額 イ／ロ 

B ④ 15,504 百万円 ⑥ 13,596 百万円 1.14033 

となり、イ／ロは、A>B＞C となる。 

キャップレートが 5%に下がると 

② は 960 千円／m2から、1,152 千円／m2＝6 千円／月・m2×80%×12 月÷5%／年 

⑤は 16,128 百万円から、19,354 百万円＝1,152 千円／m2×24,000m2×70% 

案 イ保留床収入見込額 ロ保留床処分価額 イ／ロ 

C ⑤ 19,354 百万円 ⑦ 14,916 百万円 1.29753 

となり、イ／ロは、C＞A＞B となる。 

で表し、その数値が大きい程事業性が高いこととする。 




