
東京地方裁判所民事第20部特定管財4係　御中

　　　　令和3年5．月31日

令和2年（フ）第1352号
　破産者　株式会社カステラ

　　　　　　　　　　さ　　いき
破産管財人　弁護士　佐　長　　功

第3回財産状況報告集会における破産管財人の報告書（破産法157条）

第1　破産管財人が第2回財産状況報告集会後に行った業務

1　電力顧客へのサービス提供に関する債権債務の調査

　第2回財産状況報告集会でも報告したとおり、当職は、令和2年4月下旬以降、

データ解析の専門家の協力も得ながら、過去の通信サービスの提供や電力供給の実

態に照らした正しい利用料金額を顧客毎に計算するとともに、「まとめ割」、「いち

ねん割り」の金額をも加味した、各顧客と破産者との間の債権債務関係の精査に着

手した。これら債権債務の調査は困難を極めたが、漸くデータの精査が完了したた

め、本年5A下旬以降、顧客に対して、順次、債権債務の調査結果を発送している。

2　財団の回収・増殖に向けた活動

（1）消費税の還付請求

　第2回財産状況報告集会でも報告したとり、破産者については消費税の還付請求

を行っていた。この還付請求は、通信IDや電力契約に伴う「コンテンツ」の顧客

獲得に伴い過去に卸事業者より支払われた販売奨励金が破産に伴い卸事業者より

戻入請求（返還請求）されたことにより、過年度に支払った消費税の還付を求めら

れるものと考えられたことから行ったものである。

　これを受けて所轄税務署が調査を行った結果、還付が認められることとなり、令

和3年3．月4日に約76百万円の還付を受けることができた。

（2）これまでの財団回収額

　これまで、当職が換価・回収した財団の金額は、申立代理人から引継を受けた予

納金389万7786円を含んで、合計金1億34万5412円に上る。
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第3　破産財団の状況

1　別紙財産目録・収支計算書・破産貸借対照表記載のとおりである。

　消費税の還付等により破産財団が増殖し、現時点で認識している財団債権への弁

済を行うことが可能と考えられたため、必要に応じて裁判所の許可を得て財団債権

の弁済を行った。なお、この弁済には、関連事件の破産者あくびコミュニケーショ

ンズ株式会社の破産者に対する財団債権として扱うべき電力仕入債務（約24百万

円）の弁済も含んでいる。

2　破産財団の現在残高は、金7063万6098円

第4　今後の管財業務の方針

　電力関係の顧客に対して債権債務の調査結果の発送を開始したことは既に述べた

ところである。このうち約4000人については破産者に対して電力使用量の未払

があることから、今後は、回収コストも加味しつつ回収を図っていく予定である。

　電力関係の顧客の中には、「まとめ割」、「いちねん割り」名目で前払のある顧客も

あり、未払電力量を加味しても破産者に対する債権が残っている者もあることから、

財団債権の精査が終わり配当可能と判断された場合には、破産裁判所と協議の上、

債権届出期間及び債権調査期日の決定を求め、債権の届出を促す予定である。

　さらに、帳簿上計上されている売掛金や未収金等については、その実態をさらに

調査し、実態あるものと判明した場合には回収を図る予定である。

第5　配当の有無及び予想配当率

　消費税の還付等の結果、現時点で形成されている破産財団帰属財産の額は、現在

認識している財団債権の額を上回る状況にある。

　したがって、現時点では、配当の可能性はあると判断されるものの、財団債権の

額等について更なる精査が必要であること、債権届出手続が未了であることから、

配当率を予想することは困難である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
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令和2年（フ）第1352号
破産者　株式会社カステラ

破産管財人弁護士　佐長　功

財 産 目 録
（開始決定日＝令和2年2月28日現在）

資産の部
（単位：円）

簿　価 評価額 現在額
備　　考

番号 科　　目
小計 項目別 小計 項目別 小計 項目別

1 現金 509，723 509，723 0 509，723円を管財人口座に入金。

2 預金 3，062，451 1，214，511 99，023，004 100，345，412円を管財人口座に入金．

みずほ銀行銀座中央支店（管財人口座）
99，022，998　管財人口座現在残高（受取利息137円を含払）

三井住友銀行札幌支店（普通預金①） 3，008，679 1，16D，739 0

　　　　円を管財人口座に入金。
6、243，946（回収した売掛金（5，084，087円）含む，振込手数

　　　　料（880円）控除後）

三井住友銀行札幌支店（普通預金②） 53，772 53，772 6 ・…8『‘灘£講惰316円）含む）．

3 売掛金 10，235，744 17，774，874＋額不明 不明 17，774，874円回収し、管財人口座に入金。

green　ene「gy 10，189，604 17，774，874　＋不明 不明 m7・87・糠≒能瓢雅㊨馨る、

（株）CL 46，140 不明 不明 調査中。

4 短期貸付金 83，834，000 不明 不明

（株）SHIBUYA　SAMむ、K 56，914，000 不明 不明 調査中。

あくびコミュニケーションズ（株） 15，900，000 不明 不明 調査中。

東京プロバスケットボールクラブ（株） 4，900，000 不明 不明 調査中。

（株）サンカクキャリア 3，600，000 不明 不明 調査中。

佐竹雅哉 1，920，000 不明 不明 調査中。

ブロックプレイヤーズ（株） 600，000 不明 不明 調査中。

5 未収入金 823，346 189，900　＋額不明 不明

（株）SHIBUYA　SANKAK 528，799 不明 不明 調査中。

アルバイト人件費過払い 113，880 189，900 0 189，900円回収し、管財人口座に入金．

あくびコミュニケーションズ（株） 74，200 不明 不明 調査中。

東京プロバスケットボールクラブ（株） 22，867 不明 不明 調査中。

（株）サンカクキャリア 16，800 不明 不明 調査中。

佐竹雅哉 64，000 不明 不明 調査中。

ブロックプレイヤーズ（株） 2，800 不明 不明 調査中。

6 仮払金 3，300，000 0 0 資産性なし。

破産申立費用 3，300，000 0 0 申立費用に充当。

7 預け金（引継予納金） 3，897，786 3，897，786 0 3，897，786　円回収し、管財人ロ座に入金。

8 税金還付金 2 76，759，361 0 76，759，361円回収し、管財人口座に入金。

消費税還1寸金 一 76，759，359 0 札幌中税務署からの還付金，

源泉税還付金 2 2 0 札幌中税務署からの還付金。

105，663，052　十額不明　　　　100，346，155　＋額不明　　　　　99，023，004　十額不明

管財人の回収額　　100，345．412　円（収支計算書「収入の部」　「収入合計」記載残高）

負債の部

番号 科　　目 届出額 評価額 現在額 備　　考

1 財団債権 29，835，014＋額未定 29，835，014＋額未定 125，700＋額未定

管財業務費用 519，970＋額未定 519，970⊥額未定 未定 519，970円を支払済。

社労士報酬 105，600 105，600 0 105，600円を支払済。

従業員給与等 1，047，826 1，047，826 0 1，047，826　円を支払済。

公租公課
2，934，291 2，934，291 125，700 2，808，591円を支払済。

その他財団債権 25，227，327＋額未定 25，227，327＋額未定 未定 25，227，327　円を支払済。

2 破産債権 未定 未定 未定 届出留保。

負債合計　　　29，835，014　＋額未定　　　　29，835，014 ＋額未定　　　　　　125，700　＋額未定　　　　　29．709，314　円を支払

上記実質回収額　　100，345．412

　　　　支払額　　　29，709，314

　　　　差引額　　70，636，　098 収支計算書記載の差引残高



東京地方裁判所令和2年（フ）第1352号
破産者　株式会社カステラ
破産管財人佐長功

　　収支計算書
（令和2年2月28日～令和3年5月31日）

（単位：円）

収入の部 支出の部

コード 科目 金額 備考 コード 科目 金額 備考

1 予納金組入 3，897，786 1 管財業務費用 519，970

2 現金回収 509，723 2 給与 425，553

3 預金回収 6，340，034 3 日当 20COO

4 還付金 76，759，361 4 解雇予告手当 602273

5 売掛金回収 12，648，471 5 社労士報酬 105，600

6 過払金回収 189，900 6 公租公課 2，808，591

7 受取利息 137 7 その他財団債権 25，227，327

収入合計 100，345，412 支出合計 29，709，314

差引残高 70，636，098



令和2年（フ）第1352号

【破産】貸

破産者株式会社カステラ
破産管財人弁護士　佐長（さいき）　功

　　　　　　（作成日＝令和2年2．月28日現在）

借　対　照　表

資産の部 負債の部 （単位：円）

香
科　目

　評価額＝財団組入（見込）額 看
科　目

評価額（認否は留保）

1 現預金 1，724，234 1 貝団債 29，835，014＋額未疋

2 売掛金 17，774，874 2 破産債権 未定

3 短期貸付金 不明

4 未収入金 189，900

5 仮払金 0

6 預け金（引継予納金） 3，897，786

7 ’金還寸金 76759361
資産合計 100，346，155＋額不明 負債合計 29，835，014＋額未定



東京地方裁判所民事第20部特定管財4係　御中　　　　令和3年5．月31日令和2年（フ）第1352号　破産者　株式会社カステラ　　　　　　　　　　さ　　いき破産管財人　弁護士　佐　長　　功第3回財産状況報告集会における破産管財人の報告書（破産法157条）第1　破産管財人が第2回財産状況報告集会後に行った業務1　電力顧客へのサービス提供に関する債権債務の調査　第2回財産状況報告集会でも報告したとおり、当職は、令和2年4月下旬以降、データ解析の専門家の協力も得ながら、過去の通信サービスの提供や電力供給の実態に照らした正しい利用料金額を顧客毎に計算するとともに、「まとめ割」、「いちねん割り」の金額をも加味した、各顧客と破産者との間の債権債務関係の精査に着手した。これら債権債務の調査は困難を極めたが、漸くデータの精査が完了したため、本年5A下旬以降、顧客に対して、順次、債権債務の調査結果を発送している。2　財団の回収・増殖に向けた活動（1）消費税の還付請求　第2回財産状況報告集会でも報告したとり、破産者については消費税の還付請求を行っていた。この還付請求は、通信IDや電力契約に伴う「コンテンツ」の顧客獲得に伴い過去に卸事業者より支払われた販売奨励金が破産に伴い卸事業者より戻入請求（返還請求）されたことにより、過年度に支払った消費税の還付を求められるものと考えられたことから行ったものである。　これを受けて所轄税務署が調査を行った結果、還付が認められることとなり、令和3年3．月4日に約76百万円の還付を受けることができた。（2）これまでの財団回収額　これまで、当職が換価・回収した財団の金額は、申立代理人から引継を受けた予納金389万7786円を含んで、合計金1億34万5412円に上る。1第3　破産財団の状況1　別紙財産目録・収支計算書・破産貸借対照表記載のとおりである。　消費税の還付等により破産財団が増殖し、現時点で認識している財団債権への弁済を行うことが可能と考えられたため、必要に応じて裁判所の許可を得て財団債権の弁済を行った。なお、この弁済には、関連事件の破産者あくびコミュニケーションズ株式会社の破産者に対する財団債権として扱うべき電力仕入債務（約24百万円）の弁済も含んでいる。2　破産財団の現在残高は、金7063万6098円第4　今後の管財業務の方針　電力関係の顧客に対して債権債務の調査結果の発送を開始したことは既に述べたところである。このうち約4000人については破産者に対して電力使用量の未払があることから、今後は、回収コストも加味しつつ回収を図っていく予定である。　電力関係の顧客の中には、「まとめ割」、「いちねん割り」名目で前払のある顧客もあり、未払電力量を加味しても破産者に対する債権が残っている者もあることから、財団債権の精査が終わり配当可能と判断された場合には、破産裁判所と協議の上、債権届出期間及び債権調査期日の決定を求め、債権の届出を促す予定である。　さらに、帳簿上計上されている売掛金や未収金等については、その実態をさらに調査し、実態あるものと判明した場合には回収を図る予定である。第5　配当の有無及び予想配当率　消費税の還付等の結果、現時点で形成されている破産財団帰属財産の額は、現在認識している財団債権の額を上回る状況にある。　したがって、現時点では、配当の可能性はあると判断されるものの、財団債権の額等について更なる精査が必要であること、債権届出手続が未了であることから、配当率を予想することは困難である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上2令和2年（フ）第1352号破産者　株式会社カステラ破産管財人弁護士　佐長　功財産目録（開始決定日＝令和2年2月28日現在）資産の部（単位：円）簿　価評価額現在額備　　考番号科　　目小計項目別小計項目別小計項目別1現金509，723509，7230509，723円を管財人口座に入金。2預金3，062，4511，214，51199，023，004100，345，412円を管財人口座に入金．みずほ銀行銀座中央支店（管財人口座）99，022，998　管財人口座現在残高（受取利息137円を含払）三井住友銀行札幌支店（普通預金�@）3，008，6791，16D，7390　　　　円を管財人口座に入金。6、243，946（回収した売掛金（5，084，087円）含む，振込手数　　　　料（880円）控除後）三井住友銀行札幌支店（普通預金�A）53，77253，7726・…8『‘灘£講惰316円）含む）．3売掛金10，235，74417，774，874＋額不明不明17，774，874円回収し、管財人口座に入金。green　ene「gy10，189，60417，774，874　＋不明不明m7・87・糠≒能瓢雅�炎]る、（株）CL46，140不明不明調査中。4短期貸付金83，834，000不明不明（株）SHIBUYA　SAMむ、K56，914，000不明不明調査中。あくびコミュニケーションズ（株）15，900，000不明不明調査中。東京プロバスケットボールクラブ（株）4，900，000不明不明調査中。（株）サンカクキャリア3，600，000不明不明調査中。佐竹雅哉1，920，000不明不明調査中。ブロックプレイヤーズ（株）600，000不明不明調査中。5未収入金823，346189，900　＋額不明不明（株）SHIBUYA　SANKAK528，799不明不明調査中。アルバイト人件費過払い113，880189，9000189，900円回収し、管財人口座に入金．あくびコミュニケーションズ（株）74，200不明不明調査中。東京プロバスケットボールクラブ（株）22，867不明不明調査中。（株）サンカクキャリア16，800不明不明調査中。佐竹雅哉64，000不明不明調査中。ブロックプレイヤーズ（株）2，800不明不明調査中。6仮払金3，300，00000資産性なし。破産申立費用3，300，00000申立費用に充当。7預け金（引継予納金）3，897，7863，897，78603，897，786　円回収し、管財人ロ座に入金。8税金還付金276，759，361076，759，361円回収し、管財人口座に入金。消費税還1寸金一76，759，3590札幌中税務署からの還付金，源泉税還付金220札幌中税務署からの還付金。105，663，052　十額不明　　　　100，346，155　＋額不明　　　　　99，023，004　十額不明管財人の回収額　　100，345．412　円（収支計算書「収入の部」　「収入合計」記載残高）負債の部番号科　　目届出額評価額現在額備　　考1財団債権29，835，014＋額未定29，835，014＋額未定125，700＋額未定管財業務費用519，970＋額未定519，970⊥額未定未定519，970円を支払済。社労士報酬105，600105，6000105，600円を支払済。従業員給与等1，047，8261，047，82601，047，826　円を支払済。公租公課2，934，2912，934，291125，7002，808，591円を支払済。その他財団債権25，227，327＋額未定25，227，327＋額未定未定25，227，327　円を支払済。2破産債権未定未定未定届出留保。負債合計　　　29，835，014　＋額未定　　　　29，835，014＋額未定　　　　　　125，700　＋額未定　　　　　29．709，314　円を支払上記実質回収額　　100，345．412　　　　支払額　　　29，709，314　　　　差引額　　70，636，　098収支計算書記載の差引残高東京地方裁判所令和2年（フ）第1352号破産者　株式会社カステラ破産管財人佐長功　　収支計算書（令和2年2月28日〜令和3年5月31日）（単位：円）収入の部支出の部コード科目金額備考コード科目金額備考1予納金組入3，897，7861管財業務費用519，9702現金回収509，7232給与425，5533預金回収6，340，0343日当20COO4還付金76，759，3614解雇予告手当6022735売掛金回収12，648，4715社労士報酬105，6006過払金回収189，9006公租公課2，808，5917受取利息1377その他財団債権25，227，327収入合計100，345，412支出合計29，709，314差引残高70，636，098令和2年（フ）第1352号【破産】貸破産者株式会社カステラ破産管財人弁護士　佐長（さいき）　功　　　　　　（作成日＝令和2年2．月28日現在）借　対　照　表資産の部負債の部（単位：円）香科　目　評価額＝財団組入（見込）額看科　目評価額（認否は留保）1現預金1，724，2341貝団債29，835，014＋額未疋2売掛金17，774，8742破産債権未定3短期貸付金不明4未収入金189，9005仮払金06預け金（引継予納金）3，897，7867’金還寸金76759361資産合計100，346，155＋額不明負債合計29，835，014＋額未定

