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第1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　破産手続開始に至った事情

1　破産者の事業の概要

　破産者は、遠山和久氏（以下「遠山氏」という）が通信事業を行うために平成2

　7年3．月に設立した会社である。破産者は、設立後よりプロバイダ（接続ID提供）

事業を開始した他、その後は、光通信回線とプロバイダをセットで提供する「光コ

ラボ」事業を展開するとともに、携帯通信用SIMとWfiルーターをセットでレン

タルするモバイル通信事業も行うようになった。破産手続開始直前には、「AKUBI

NET」（プロバイダ事業）、「AKUBIヒカリ」（光コラボ事業）、「AKUBIモバイル」

　（モバイル通信事業）の名称で、日本全国を営業地域として通信事業を展開してい

　た。

　他方で、平成30年以降は、電力の小売供給事業も開始し、「AKUBIでんき」の

名称で、北陸電力管内と沖縄電力管内を除く日本全国を営業対象地域として事業を

展開していた。

　　このほか、遠山氏が設立した株式会社SHIBUYA　SANKAK（現商号、株式会社

サンカクキャリア）が手がけるスポーツクラブ店舗を同社に代わって賃借し、同社

に転貸するなどもしており、遠山氏が手がけるスポーツクラブ事業や人材紹介事業

を含む各種事業の中核会社としての機能も果たしていた。

　　また、遠山氏は、平成29年には、通信回線の販売を定款所定の主な事業日的と

　して、札幌市に本店を置く株式会社カステラ（以下「カステラ」という）も設立し

たが、後述する平成31年4．月の消費者庁による破産者への業務停止命令以降は、

破産者に代わって、同社に破産者の電力小売事業の消費者との間の契約の取次をさ

せ、破産者を電力小売事業者として「green　energy」の名称による電力の販売事業

　も展開するようになった。

　破産者の発行済株式は、当初、遠山氏と遠山氏一族の資産管理会社（KTインベ

ストメント株式会社）が保有していたが、その後、破産者は、株式移転により平成

　31年3月に設立されたブロックプレイヤーズ株式会社の完全子会社となった。ま

1



た、破産者の代表者は、設立から平成31年3月までは実質的なオーナーであった

遠山氏が務めていたが、同月より元従業員であった田名部弘介氏が務め、令和2年

1Eからは現代表者の佐竹雅哉氏が務めている。

　破産者の決算書によれば、その売上高は平成30年2A期には約28億円、翌年

の同31年2月期には約46億円と急激に増加したが、最終損益は両期とも約7千

万円程度の黒字に留まっていた。その後、決算期を変更した令和元年7月末には約

19億円（通期換算で約45億円）と増加は頭打ちとなり、同期は約1億5千万円

の赤字となった。

2　不適切な勧誘行為等を理由とした数々の行政指導や行政処分

　上述のとおり、破産者は業容を拡大していったが、その間、通信事業や電力事業

の顧客への勧誘行為や顧客からの代金の収受を巡って数々の不適切な行為があった

として、総務省、消費者庁、経済産業省から以下のとおり数度に渡って行政指導や

行政処分を受けている。

（1）平成29年6月9日付の総務省による行政指導

　　総務省は、「AKUBIヒカリ」の電話勧誘において、自らをあたかもNTT東日

　本／西日本又はそれらの代理店であるかのように名乗り、これにより消費者がこ

　れらの者からの勧誘であると誤認した状態で勧誘が行われていた等を理由として、

　破産者及びその販売代理店に対し業務改善するよう指導した。

（2）平成31年4月26日付の消費者庁による業務停止命令

　　消費者庁は、「AKUBIでんき」の勧誘に関して、特定商取引法違反の事実があ

　ったとして、破産者に対し、「AKUBIでんき」の電話勧誘販売に関する業務の一

　部（勧誘、申込受付及び契約の締結）について、6ヶ月間、業務を停止するよう

　命令した。

（3）令和元年12．月25日付の経済産業省による業務改善勧告

　　経済産業省は、「AKUBIでんき」に関して、令和元年8月以降、少なくとも9，

　159件の需要家について電気料金の支払方法の変更を決定し、9月以降、同決

　定に基づき電気料金の請求をしたが、当該変更にっいて、電気事業法の規定によ

　る説明及び書面交付をしなかったこと、また、令和元年10月下旬、同月までの

　電気料金を請求済みであったにもかかわらず、一部の需要家について口座引落し

　のための決済処理を行い、7，862，件の需要家から合計6，598万2，25

　2円を過大に徴収したことを理由として、破産者に対し業務改善するよう勧告し

　た。

（4）令和2年2月28日付の総務省による業務改善命令

　　総務省は、通信事業に関して、令和元年12Aから数か月分の料金の前払を条
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件とする料金割引サービス「まとめ割」を利用者に提供することを計画していた

が、利用者に何らの説明や通知等必要な情報提洪を行っていなかったにもかかわ

らず、1，336件の利用者に対してまとめ割を適用し、これらの利用者から本

来徴収すべきであった金額に比して合計77，520，000円を過大に徴収し

たことを理由として、破産者に対し業務改善するよう命令した。

3　いびつな収益構造とそれを支えた架空契約

　破産手続開始申立書によれば、破産者が破綻した原因は、電力小売事業の需給管

理会社との契約終了、販売代理店への多額な代理店報酬支払い、行政処分によるレ

ピュテーション低下に伴う電力供給契約の解約の増加及び一部取引先からの入金の

停止等を理由として資金繰りが悪化し、破産申立に至ったと記載されている。

　しかし、これらは、いわば資金繰り破綻の過程における幾つかのエピソードに過

ぎない。現在、当職らにおいて破綻の原因を精査中であり未だ結論するには時期尚

早ではあるが、破産者が破綻するに至った理由は、急激な売上増加を支えた販売奨

励金によるいびつな収益構造と架空契約によるところが極めて大きいものと考えら

れる。

（1）販売奨励金に依存した事業構造

　　破産者が行う通信事業は、自らが通信インフラを構築して顧客に対してインター

　ネットへの接続サービスを提供するものではなく、通信インフラを構築した事業者

　からインターネットに接続するための通信IDを仕入れた卸事業者から通信IDを仕

　入れ、それを顧客に提供するという、いわば小売業の形態で事業を営んでいる。破

　産者は顧客から通信IDの利用料を月額で収受する一方で、卸事業者に対して当該

　IDの月額利用代金を支払い、その差額を粗利として得るというのが基本的な収益構

　造である。

　　しかし、顧客を獲得するには顧客勧誘活動が必要であり、直接か代理店を介した

　勧誘活動かを問わず、顧客獲得には相当程度の経費が必要となることから、そのた

　めの資金負担が足枷となる。そこで、卸事業者においては、破産者のような小売事

　業者に対し顧客獲得に応じて販売奨励金を提供することにより、小売事業者の初期

　費用負担の軽減を図るという営業施策を広く行っている。破産者は、プロバイダ事

　業（rAKUBIヒカリ」の事業も光回線とセットとなったプロバイダ事業である）に

　おいて11Dあたり毎月1，500円程度の接続料収入を顧客から得ているが、顧客

　との間でプロバイダ契約を締結する度に、卸事業者から11Dあたり1万数千円の販

　売奨励金が支払われることとなっている。

　　このような販売奨励金は通信事業のみならず、電力小売事業においても支払われ

　ている。破産者においては顧客と電力小売契約を結ぶのと並行して、当該顧客との
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間でオプションサービスと称して、顧客が破産者に対し毎月定額を支払うことによ

り、パソコン利用の補助サービスや家電の修理サービスを受けられるサービスを提

供している。しかし、このサービスも破産者自身が行っているのではなく、これら

のサービスを手広く提供する事業者からサービスを仕入れ、それを顧客に販売する

という手法で行っており、破産者においてはこのようなサービスの提供を「コンテ

ンツ」の販売と呼んでいた。「コンテンツ」の販売（すなわちサービスの提洪契約）

については、通信IDの場合と同様に、顧客との間で利用契約が締結される毎に「コ

ンテンツ」の卸事業者から破産者に販売奨励金が支払われる仕組みとなっている。

　電力小売事業そのものは、毎月の電力仕入れと販売との差益を粗利とする堅実な

ものであるが、それと「コンテンツ」の利用契約との抱合せ販売を行うことによっ

て、通信事業の場合と同様に、「契約が成立すれば販売奨励金を得られる」という収

益構造としていたのである。

　これらの販売奨励金は、当該顧客が通信IDや「コンテンツ」を概ね2年間に渡

って利用を継続することを前提として支払われており、もし、破産者と当該顧客と

の契約が2年を経ずに終了し、破産者がそれに応じて卸事業者との間の当該IDや

「コンテンツ」に関する仕入契約を解消した場合には、未経過期間に応じた金額を

卸事業者に返還（戻入）しなければならないという契約となっている。かかる観点

からすれば、販売奨励金は、本来、前受収益として計上すべきであり、期間の経過

に応じて、一部ずつ売上として計上するのが正しい会計処理であると考えられる。

　ところが、破産者においては、販売奨励金が卸事業者から支払われた段階で全額

を売上金として計上するという会計処理を行っていた。前述のとおり破産者の売上

は平成30年2月期には約28億円であったものが、翌31年2月末には46億円

と急激に増加しているが、これは、新規に電力小売事業を始めたことに加えて、通

信と電力の顧客契約数の増加に応じた販売奨励金収入の増加によるところが大きい

ものと考えられる。

　このために、破産者においては、販売奨励金収入に依存した経営が行われるよう

になった。本来は、顧客から収受する通信ID、電力、「コンテンツ」の月額利用料

と、その仕入れのために卸事業者（或いは電力会社）に支払う月額仕入代金との差

益を粗利とした収益構造を前提として事業を構築しなければならないにもかかわら

ず、販売奨励金に依存した収益構造を前提として事業を進めたため、コストの管理

が極めて杜撰となり、顧客との契約件数を伸ばし続けない限り資金繰りが成り立た

なくなるという収支構造となっていたものと考えられる。

（2）架空契約による販売奨励金の取得

　　しかし、自社での顧客の勧誘活動には限界があり、代理店を使って獲得するとし

　ても代理店への獲得報酬を支払わなければならないことから、代理店を増やすこと

　によって獲得顧客数を伸ばすことにも限界がある。かかる限界を超えるために破産
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者が選んだ手法が、架空契約による販売奨励金の取得である。

　破産者は、通信IDや「コンテンツ」の卸事業者との間で定例的に会議を持って、

四半期毎の顧客獲得目標数について協議し、破産者が目標とする獲得数について卸

事業者と合意していた。破産者は、その目標数が達成できない場合には、卸事業者

に対して獲得できたと虚偽の報告をすることによって、目標獲得数と現実の獲得数

との差分について販売奨励金を収受するという架空契約の手法を用いるようになっ

たのである。破産者の担当者の説明によれば、通信事業においては平成28年中頃

ころから、電気事業の「コンテンツ」販売においても平成31年初めころから、架

空契約による販売奨励金の収受が常態化するようになったとのことであった。

　この結果、当職が着任した令和2年2．月末時点では、卸事業者が顧客利用中と認

識していた通信ID数は、現実の通信顧客数の20倍もの数に上っていた。このよ

うな乖離は電力小売に伴う「コンテンツ」の販売についても同様であり、その時点

で卸事業者が顧客利用中と認識していた「コンテンツ」数と実際の契約数の間にも

数倍の乖離があった。

4　資金繰りの悪化

　架空契約をした場合には、顧客から月額利用料が支払われない一方で、卸事業者

に支払うべき月額仕入代金の負担を生じることとなり、架空契約が多くなればなる

ほど収支は悪化する。顧客獲得数（現実には、顧客獲得目標数）が増加しつづける

間は、販売奨励金による収入が，月額仕入代金支払の負担を上回るが、獲得顧客数（顧

客獲得目標数）増加の伸びが止まったら、架空契約に伴う月額仕入代金支払の負担

が重くなり、資金繰りは急激に悪化する。上述した令和元年7．月末の決算による売

上額の頭打ち傾向から推測するに、卸事業者との協議により合意する顧客獲得目標

数が平成31年春ころから一定数に抑えられた結果、資金繰りが急激に悪1ヒするこ

ととなったものと考えられる。破産者は、上述した令和元年12，月25日付の経済

産業省による業務改善勧告において勧告の理由として上げられたように、令和元年

8月以降、「AKUBIでんき」の顧客からの代金の前払収受や、過大請求を行ってい

るが、これらは上記の資金繰りの悪化を受けた資金繰り改善策の一環として行われ

たものと推測される。

5　資金繰りの破綻と通信顧客に対する架空売上の計上

破産者の資金繰りは悪化の一途をたどっていき、上述の経済産業省による業務改

善勧告の前提となった調査が本格化した令和元年秋以降には、取引債務の支払も滞

りがちになっていた。業務改善勧告を受けた令和元年12．月下旬には、既に資金繰

りが破綻した状況となっていたものと思われる。
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　このような事態に至った場合には、経営者としては早期に破綻処理手続を取るこ

とが望まれるところであるが、破産者はそうはせず、通信顧客に「まとめ割」「いち

ねん割り」と称した架空請求を行うことによって、窮地を乗り切ることを企図した。

具体的には、令和元年末から令和2年1月初めにかけて、口座振替で通信利用料を

支払っていた顧客の口座から1人あたり最大で6万円の取引の裏付けのない引落を

行った。また、同年1月中旬から下旬に掛けて、クレジットカード登録により通信

利用料を支払っていた顧客に対して1人あたり最大で18万円の取引実態のない売

上を計上した。

　上述の総務省による令和2年2．月28日付の業務改善命令は、上述の架空請求に

よる通信顧客口座からの引落を契機とした調査の結果に基づくものであるが、当職

らが調査した結果、通信顧客に対する「まとめ割」、「いちねん割り」と称する架空

請求の金額は、同省による業務改善命令で理由として記載された金額より遙かに大

きいことが判明している（なお、通信顧客に対する上記架空請求のうちクレジット

カード売上の計上分ほぼ全てについては、破産手続開始申立前に破産者から返金が

なされているか、当職着任後にクレジットカード会社による売上取消処理がなされ

たため、顧客の損失は回復されていることを付言しておく）。

6　破産の申立と破産管財人・破産管財人代理の着任

　上述の経過を経たのち、破産者は令和2年2月中旬になって漸く破産手続開始を

申立てることを決意して同年28日に申立てを行い、東京地方裁判所民事第20部

は、同日、破産手続の開始を決定すると同時に、当職を破産管財人として選任した。

当職は、同裁判所の許可を得て、弁護士原田崇史、同小島亜希子、同松田世理奈及

び同坂庭美香を破産管財人代理として選任した。

　加えて、当職は、公認会計士兼税理士松丸洋行から会計・税務面での補助も受け

ながら、同会計士兼税理士を含めた合計6名の体制で管財業務を開始した。

第2　破産管財人が破産手続開始決定後に行った業務

1　電力・通信顧客へのサービス提供契約の承継と本社の撤退

破産者は、その主要な事業である通信事業及び電力小売事業を継続したまま破産

手続開始に至ったため、手続開始時点で、通信事業については、「AKUBI　NET」、

「AKUBIヒカリ」及び「AKUBIモバイル」あわせて9千件程度の顧客がおり、

また、電力小売の顧客事業については「AKUBIでんき」「green　energy」あわせて

1万7千件程度の顧客がいた。

　生活インフラである電力の供給や通信サービスの提供が突然止まってしまった
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場合、大きな社会問題にもなることが予想されたことから、当職は、これらの顧客

へのサービスの提洪を継続しつつ、別の供給主体に契約を変更する方法についての

検討と、このために必要な関係者との協議を、着任後直ちに開始した。

　まず、電力小売については、破産者が顧客への託送業務（送配電網を使った電力

供給業務）を委託している一般送配電事業者各社と協議の結果、破産手続開始直後

の令和2年3月上旬に一般送配電事業者が託送供給契約を解除することとし、解除

以降は破産者と顧客との電力の小売契約は終了したものとして扱い、当職及び一般

送配電事業者が個別に顧客に対して通知を発して新たな電力小売事業者との供給

契約に移行するように促すこととなった。この結果、一般送配電事業者からの報告

によれば、連絡が取れない等の理由により供給停止した一部の顧客を除き、ほぼ全

ての顧客について、新たな電力小売事業者との契約への移行が完了したとのことで

ある（なお、顧客数が極めて多い東京電力パワーグリッド管内の顧客については、

移行未了の顧客が若干残っていることを付言しておく）。

　この間、経済産業省のご担当者及び電気事業連合会ご担当者からは、供給主体の

移行の手法や遵守すべき手続等について多大なご示唆とご指導をいただき、また、

一
般送配電事業者各社のご担当者からも多大なご協力をいただいた。これらご示

唆・ご指導・ご協力なしには、円滑な移行は到底実現不可能であり、管財人として

これらご関係者に対し謝意を表するものである。

　他方、通信事業については、破産者に通信Dを供給している卸事業者の一社で

ある株式会社フォーバルテレコム（以下「フォーバルテレコム」という）との協議

の結果、破産者の通信事業を既発生の債権債務を除き一括して同社に譲渡すること

で協議が纏まり、東京地方裁判所民事第20部の許可を得て、事業譲渡契約書を締

結した後、令和2年4月1日を譲渡実行日として通信事業を一括して同社に譲渡し

た。当初は令和2年3．月16日現在の顧客数（約8千件強）を譲渡の対象としたが、

通信事業の譲渡にあたっては契約の承継について顧客の個別の同意が必要である

ため、その同意・不同意の別を個別に照会した結果、約半数の顧客が承継先である

フォーバルテレコムからの通信サービスの継続に不同意の意向を示したとのこと

であり、結果として同社が承継できた顧客は4千件を下回った（なお、譲渡対価は、

破産管財人において継続し得ない事業を顧客救済の観点からフォーバルテレコム

が引き受けたことに鑑みて0円とした）。これにより、通信顧客に通信サービスの

提供途絶による障害を生じさせることなく、破産者の通信事業を終了させることが

できた。

　通信事業を一括して承継していただいたフォーバルテレコムのご関係者、通信ID

の仕入れ先であった卸事業者のご担当者、「AKUBIヒカリ」の契約の切替にご協

力いただいたNTT東日本／西日本のご担当者、さらには通信事業の承継にっいて

多大なご示唆・ご指導をいただいた総務省ご担当者に対しても、管財人として諺憶

を表するものである。
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　上述の契約移行・切り替え・承継手続と並行して、当職は、破産者の従業員及び

代表者の協力を得て、渋谷区道玄坂所在の破産者の本社において、「管財人間合せ

センター」の名称で従来の破産者のコールセンターの機能を維持し続け、通信・電

力関係の各顧客からの各種照会やサポート要請に対応する一方で、多数の顧客に対

する通知文書を発送するなどの顧客対応を行ってきた。しかしながら、通信事業の

一
括譲渡も完了し、通信・電気関係のサービス提供に関する顧客対応の大半が終了

したことから、令和2年4E　16目をもって、ほぼ全ての従業員を解雇して本社を

閉鎖するとともに、破産者の本社が所在したスプラインビル6階の賃借フロアを賃

貸人に対して返還した。

2　破産者と顧客との間の債権債務の調査

破産者は、通信サービスの提供及び電力小売供給の対価としての利用料金を顧客

から収受する立場にある。しかしながら、破産手続開始直前である2月分以降の利

用料金については、集計作業が未了であったことから、顧客に対する請求作業は、

それ以降、停止している。他方で、顧客によっては、正式な「まとめ割」や「いち

ねん割り」の預り残高がある者のほかに、過大請求や架空請求により、破産者に対

して返還請求権を有している者もいるため、これらの精査なしには、管財人として

未収分の利用料金の請求もできない状況にあった。

　そこで、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」や過大請求・架空請求の金

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。

　しかしながら、破産者においては、顧客請求処理がシステム化されておらず、各

月毎にエクセル等のスプレッドシートを利用して顧客請求を処理していたとのこ

とで、しかも、その方法が月毎に区々で、一貫した顧客請求の体制が構築されてお

らず、加えて、データが散逸していることもあって、作業は難航を極めており、調

査開始後2ヶ月を経過した現時点においても、顧客毎の債権債務関係の精査は完了

していない。当職としては、早急に精査を完了させ、顧客毎にその結果を通知する

予定である。また、精査の結果、料金等の未払いが残っている顧客が存在すること

が判明した場合には、個別に請求を行い、財団の増殖を図りたいと考えている。

3　財団の回収・増殖に向けた活動

　当職が着任後、財団の回収・増殖のために行った活動のうち主なものは・以下の

とおりである。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3925万2177円を含んで、合計金1億4278万0666
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円に上る。

（1）売掛金の回収

　　破産者の帳簿上、複数の取引先に対する未回収の売掛金債権が確認されている。

　これらのうち、破産者が一部の事業者向けに行っていた電話回線捌共事業の売掛

　金約12百万円については、長らく回収が放置されており、しかも、帳簿上の債

　権額の裏付けが必ずしも明確ではなかったため、回収の困難が予想された。しか

　し、電話回線供給元からの資料の提供を受けつつ、当該事薪と交渉した結果、

　東京地方裁判所民事第20部の許可を得て、当職と当該事業者との間で、当該事

　業者において、破産者に対して約1千万円強の電話料金の未払いがあることの確

　認書を取り交わすことができ、過日、同額を回収した。このほかの売掛金につい

　ては、実態の存在を含めて現在調査中であり、実態があると判明し次第、順次回

　収を図る予定である。

　　その他、通信・電気関係の顧客に対しても、2．月分以降の利用代金が未請求と

　なっていることは上述したとおりであり、これに加えて、破産手続開始時におい

　ては、1H分までの利用代金についても回収途上であり、一部が未収となってい

　た。これらのうち、破産手続開始後に、口座振替委託業者やクレジットカード会

　社から破産者の口座に入金されたものについては、管財人口座に資金を移動済み

　である。他方で、上述のとおり、2月分以降の利用代金については現在精査中で

　あり、解明し次第、順次回収に着手する予定である。

（2）供託金の払い戻し

　　破産者は、令和元年12月に、取引債権者から代金未払を理由として預金口座

　　の仮差押を受けたが、仮差押解放金を供託することによって仮差押を免れていた。

　破産手続開始により仮差押は効力を失うことから、破産手続開始後、当該仮差押

　債権者代理人と協議を開始し、仮差押債権者の同意を得て、仮差押解放金として

　　供託した金約1千万円の払い戻しを受けた。

（3）スポーツクラブ「SHIBUYA　SANKAK」とカステラの本社事務所の敷金返還

　　　上述のとおり、破産者は株式会社SHIBUYA　SANKAKが営業していたスポ

　　ーツクラブ「SHIBUYA　SANKAK」が所在するビルのフロア（VORT渋谷br皿eエ

　　4F）を同社に代わって賃借し、同社に対して転貸していた。同社は、スポーツ

　　クラブの事業を第三者に譲渡し、当該第三者が新たに当該フロアのオーナーと賃

　　貸借契約を締結したことから、敷金の残金である金約12百万円弱の返還を受け

　　た。

　　　また、破産者は、札幌に所在するカステラの本社事務所を同社に代わって賃借

　　し、同社に対して転貸していた。カステラが令和2年3月14日をもって上記事
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務所を明け渡した後、敷金から未払賃料等を控除した残額金約10百万円強の返

還を受けた。

（4）その他の換価・回収活動

　　上記のほか、破産者は、破産者名義の口座の資金を管財人名義の口座に移動し

　　た。また、従業員の社宅として借り上げていた住宅の敷金を建物オーナーから回

　収したほか、従業員からは敷引きとなった原状回復費用を順次回収している。

　　その他の換価・回収活動の詳細については説明を割愛する。

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。

2　破産財団の現在残高は、金1億0471万9699円

第4　今後の管財業務の方針

顧客との間の債権債務の精査を進めるとともに、破産者における資金の流れを解

明し、不正な支出がないか否かを調査する予定である。また、帳簿上計上されてい

る売掛金については、その実態を調査し、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。

　加えて、破産者における通信Dや「コンテンツ」に関する販売奨励金取得の過

程や、顧客に対する過大請求・架空請求の過程で、刑事上問題とされる行為がある

か否かについても調査を進める予定である。

第5　配当の有無及び予想配当率

　現時点で形成されている破産財団帰属財産に比して財団債権が多額に上るため、

現状の破産財団帰属財産を前提とする限り、一般破産債権者への配当は困難である

ものと予想される。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
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令和2年（フ）第1351号
破産者　あくびコミュニケーションズ株式会社

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 2，3｜6，797 2，316，898 0 350，598円を管財人口座に入金。管財業務費用控除後。

2 預金 3，298，550 3，155，792 104，764，285 48，956，257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）
104，719，699管財人口座現在残高

みずほ銀行渋谷中央支店（普通預金） 33，704 2，024 44，586 81・395臨鑑霧音儘957。）含む）

三井住友銀行渋谷駅前支店（普通預金①） 801942 0 0

　　　　　円を管財人口座に入金
44，988，974　（回収した売掛金（44，989，854円）含む。振込

　　　　　　手数料（8BO円）控除後）。

三井住友銀行渋谷駅前支店（普通預金②） 0 0 o 預入の実績なし。

三井住友銀行渋谷駅前支店（外貨預金） 0 G 0 預入の実績なし。

三井住友銀行札幌支店（普通預金） 30，136 0 0 借入金と相殺。

ゆうちょ銀行（普通預金） 261，276 261，276 0 261，276円を管財人ロ座に入金。

さわやか信用金庫渋谷支店（普通預金） 2，892，492 2，892，492 0 ・891，612鷲毅賠論控除儀

3 売掛金 325，074，486 56，508，616＋額不明 不明 56，50B，616円回収し、管財人口座等に入金。

AKUBI　NET 57，548，736 ＋額不明 不明 ・・・・…糠与當認鷲会嵩
45，846，8U

あくび電気 178，334，181 ＋額不明 不明

シンエナジー取次分 7，935，183 不明 不明 回収可能残額について調査中。

アンドエイチ（株） 37，696，098 不明 不明 調査中。

（株）カステラ 31，910，288 不明 不明 調査中。

三和警備保障（株） 11，650，000 10，661，BO5 o 10，661，805円回｛反し、管財人q座に入金。

4 商品 6，081，000 141，0GO 141，000

クラウドWifi 5，940，000 0 0 貰産性なし。

商品券 132，000 正32，000 132，000 換価処分予定。

クオカード 9，OGO 9，000 9，000 換価処分予定。

5 貯蔵品 8GO 800 800

切手 600 600 600 換価処分予定。

収入印紙 200 200 200 換価処分予定。

6 立替金 461，194 0 0

社宅賃料等 454，984 0 0 資産性なし。

その他 6，210 0 0 資産性なし。

7 前払費用 19，033，336 不明 不明

東京プロバスケットボールクラブ（株） 19，033，336 不明 不明 調査中。

8 短期貸付金 599，170，207 不明 不明

（株）カステラ 182，956，624 不明 不明 調査中。

（株）SHIBUYA　S胸K ユ70，792，496 不明 不明 調査中。

プロツクプレイヤーズ（株） 99，1i8，982 不明 不明 調査中。

（株）サンカクキャリア 89，624，217 不明 不明 詞査中。

東京プロバスケットボールクラブ（株） 52，664，438 不明 不明 濁査中。

（株）あくび 4，013，450 不明 不明 調査中。

9 未収入金 5，510，121 不明 不明

遠山和久 1，684，262 不明 不明 謬査中。

（株）サンカクキャリア 1，287，909 不明 不明 調査中。

（株）カステラ 853，798 不明 不明 調査中。

（株）SHIBUYA　S州阻K 714，530 不明 不明 調査中。

ブロックプレイヤーズ（株） 577，292 不明 不明 調査中。

東京プロバスケットボールクラプ（株） 245，767 不明 不明 謂査中。

（株）あくび 97，063 不明 不明 調査中。

高山明考 49，500 不明 不明 調査中。

10 仮払金 22，9GO，000 10，800，054 0 10，800，054　円回収し、菅財人口座に入金。

TH弁護：1：法ノ＼　（破産申立費用） 12，100，00G 0 0申立費用に充当。

供託金（東京法務局〉 10，800，000 10，800，054 0　　10，800，054　F］回収し、管財人口座に入金。

11 預け金 6｛，936，718 43，441，296＋額不明 不明 43，441，296　円回収し、管財人口座に入金。

引継予納金（TH弁護士法人） 39，252，145 39，252，177 0　　　39，252、177円を管財人口座に入金。

アンドエイチ（株） 16，681，073 不明 不明 調査中。

（株）日本卸電力取引所 4，600，000 3，576，115 0　　　3，576，115円回収し、管財人ロ座に入金。

COLTテクノロジーズサービス 900，000 6工3，004 0　　　　613，004円回収し、管財人口座に入金。

（株）アドジック 500，000 不明 不明 調査中。

（株）プレミアムウォーター 3，500 0 o 相殺により回収可能性なし。

12 建物工喜・附属設備 22，7｛7，336 0 0

建物内装工事 16，438，212 0 0 資産性なし。

建物附属設備 6，279，124 o o 責産性なし。

13 車両運搬具 10，733，334 0 0

TESLA　MOTORS　JAPAN 11，333，334 0 0 り一ス車両であり資産性なし。車両返却済。

補助金・助成金圧縮記帳 一600，000 o o 資産性なし。

14 その他動産 16，897，590 51，000 0 51，000円回収し、管財人口座に入金。．

工具器具備品 16，079，286 51，000 0 51，00G円回収し、菅財人口座に入金。

一括債却資産 818，304 o 0 資産性なし。

15 ソフトウェァ 17，8G7，486 0 0 資産性なし。

16 敷金 34，670，350 23，740，224 0 23，740，224円回収し、管財人口座に入金。

17 長期前払費用 4，326，442 0 0 資産性なし。

18 預託金 22，510 0 o 相殺により回収可能性なし。

19 その他 2，813，132＋額不明 2，813，132＋額不明 不明 2，813，132円回収し、管財人口座に入金。

保険解約返戻金 46，170 46，170 0 46，170円回収し、管財人口座に入金。

労働保険料還付金 17，382 17，382 0 17，382円回収し、管財人口座に入金。

誤振込返金等 1，328，839 1，328，839
o 1，328，839F≡回収し、管財人口座に入金。

組戻代り金 1，151，599 1，15L　599 0 1，151，599　円回収し、管財人口座に入金。

社宅現状回復費用回収 2691142 269，142 0 269，142　円回収し、管財人口座に入金。

カステラ求償金 不明 不明 不明

託送料金等の財団債権（67，659，436円）の一部は実質的にカステ
ラ負担分の立替えであるため求償予定。

具体的金額を調査中。

消費税還付金 不明 不明 不明 詞査中。

1，155，77］，389十額不明　　　　142，968、8｜2　十額不明　　　　　104，906．085　十額不明

管財人の回収額　　142，780，666円（収支計算書「収入の部」　「収入合計」記載残高）
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負債の部

番号 科　　目 届出額 評価額 現在額 備　　考

1 財団債権 165，160，872 165，160，872 127，099，905

管財業務費用 5，150，654 5，150，654 0 5，150，654円を支払済。

従業員給与等 22，960，728 22，960，728 0 22，960，728　円を支払済。

社労士報酬 558，250 55B，250 0 55B，250円を支払済。

データ解析委託報酬 3，520，000 3，520，000 3，520，000 3，520，000　円を支払予定。

賃料等 71895，172 7，895，172 o 7，895，172円を支払済。

通信料 1，496，163 1，496，163 0 1，496，163円を支払済。

過誤返金対応費用 7，540，000 7，540，000 7，54q　OOO 7，540，000　円を支払予定。

公租公課 3，84L385 3，841，3B5 3，841，385 支払留保。

その他財団債権 112，198，520 112，198，520 112，198，520 財団債権該当性にっいて調査中（評価額等は暫定）。支払留保。

2 破産債権 未定 未定 未定 届出留保。

負債合計　　165，160，872　十額未定 165，160，872　＋額未定　　　　　127，099，905　＋額未定　　　　　3E，060，967　円を支払

上記実質回収額

　　　　支払額

　　　　差引額

142．780，666

38，060，967

104，719，699 収支計算書記載の差引残高
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東京地方裁判所令和2年（フ）第1351号
破産者　あくびコミュニケーションズ株式会社

破産管財人佐長功

　収支計算書
（令和2年2月28日～同年7月20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 39252，177 1 管財業務費用 5，］50，654

2 現金回収 2β16β98 2
財団債権（不動産の賃
料・共益費）支払

7，638，774

3 預金回収 48．956257 3
財団債権（フリーダイヤ

ル）支払
］，496戊63

4 売掛金回収 ］0β61β05 4 給与支払 11，649，571

5 供託金払戻し 10．800ρ54 5 解雇予告手当 7」64β82

6 敷金回収 22ρ20，687 6 従業員報酬 毛750，000

7 還付金 17，382 7 人材サービス提供費 2β42，655

8 保険等解約金 46，170 8 従業員交通費 54」20

9 組戻代り金 1戊5上599 9 社宅賃料 256，398

10 預託金回収 4，189，119 10 社労士報酬 558，250

1重 社宅敷金回収 1，719，537

12 社宅誤振込返金 900，313

13 社宅現状回復費用副又 269」42

14
札幌オフィスの賃料、公

共料金等回収
289，772

15 過誤払返金等 138，754

16 動産売却 5も000

収入合計 142，780，666 支出合計 38，060，967

差引残高 104，719，699



令和2年（フ）第1351号 破産者あくびコミュニケーションズ株式会社
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）

【破産】貸　借　対　照　表

資産の部 負債の部　　　　　　　　　　　（単位：円）

番
号

科　目
　評価額＝財団組入（見込）額 番

号
科　目

評価額（認否は留保）

1 現預金 5，472，690 1 財団債権 165，160，872

2 売掛金 56，508，616＋額不明 2 破産債権 未定
3 商品 141，000

4 貯蔵品 800
5 立替金 O

6 前払費用 不明
7 短期貸付金 不明
8 未収入金 不明
9 仮払金 10，800，054

10 預け金 43，441，296＋額不明
12 建物工事・附属設備 0

13 車両運搬具 O

14 その他動産 51，000

15 ソフトウェア 0

16 敷金 23，740，224

17 長期前払費用 0

18 預託金 0

19 その他 2813132　＋額不明
資産合計　　　　　　142，968，812÷額不明　負債合計　　　　　　165，160，872＋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2年7．月20日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和2年（フ）第1351号　　　　　　　　　　　　　　　　　破産者　あくびコミュニケーションズ株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　破産管財人弁≧�_翰第1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　破産手続開始に至った事情1　破産者の事業の概要　破産者は、遠山和久氏（以下「遠山氏」という）が通信事業を行うために平成2　7年3．月に設立した会社である。破産者は、設立後よりプロバイダ（接続ID提供）事業を開始した他、その後は、光通信回線とプロバイダをセットで提供する「光コラボ」事業を展開するとともに、携帯通信用SIMとWfiルーターをセットでレンタルするモバイル通信事業も行うようになった。破産手続開始直前には、「AKUBINET」（プロバイダ事業）、「AKUBIヒカリ」（光コラボ事業）、「AKUBIモバイル」　（モバイル通信事業）の名称で、日本全国を営業地域として通信事業を展開してい　た。　他方で、平成30年以降は、電力の小売供給事業も開始し、「AKUBIでんき」の名称で、北陸電力管内と沖縄電力管内を除く日本全国を営業対象地域として事業を展開していた。　　このほか、遠山氏が設立した株式会社SHIBUYA　SANKAK（現商号、株式会社サンカクキャリア）が手がけるスポーツクラブ店舗を同社に代わって賃借し、同社に転貸するなどもしており、遠山氏が手がけるスポーツクラブ事業や人材紹介事業を含む各種事業の中核会社としての機能も果たしていた。　　また、遠山氏は、平成29年には、通信回線の販売を定款所定の主な事業日的と　して、札幌市に本店を置く株式会社カステラ（以下「カステラ」という）も設立したが、後述する平成31年4．月の消費者庁による破産者への業務停止命令以降は、破産者に代わって、同社に破産者の電力小売事業の消費者との間の契約の取次をさせ、破産者を電力小売事業者として「green　energy」の名称による電力の販売事業　も展開するようになった。　破産者の発行済株式は、当初、遠山氏と遠山氏一族の資産管理会社（KTインベストメント株式会社）が保有していたが、その後、破産者は、株式移転により平成　31年3月に設立されたブロックプレイヤーズ株式会社の完全子会社となった。ま1た、破産者の代表者は、設立から平成31年3月までは実質的なオーナーであった遠山氏が務めていたが、同月より元従業員であった田名部弘介氏が務め、令和2年1Eからは現代表者の佐竹雅哉氏が務めている。　破産者の決算書によれば、その売上高は平成30年2A期には約28億円、翌年の同31年2月期には約46億円と急激に増加したが、最終損益は両期とも約7千万円程度の黒字に留まっていた。その後、決算期を変更した令和元年7月末には約19億円（通期換算で約45億円）と増加は頭打ちとなり、同期は約1億5千万円の赤字となった。2　不適切な勧誘行為等を理由とした数々の行政指導や行政処分　上述のとおり、破産者は業容を拡大していったが、その間、通信事業や電力事業の顧客への勧誘行為や顧客からの代金の収受を巡って数々の不適切な行為があったとして、総務省、消費者庁、経済産業省から以下のとおり数度に渡って行政指導や行政処分を受けている。（1）平成29年6月9日付の総務省による行政指導　　総務省は、「AKUBIヒカリ」の電話勧誘において、自らをあたかもNTT東日　本／西日本又はそれらの代理店であるかのように名乗り、これにより消費者がこ　れらの者からの勧誘であると誤認した状態で勧誘が行われていた等を理由として、　破産者及びその販売代理店に対し業務改善するよう指導した。（2）平成31年4月26日付の消費者庁による業務停止命令　　消費者庁は、「AKUBIでんき」の勧誘に関して、特定商取引法違反の事実があ　ったとして、破産者に対し、「AKUBIでんき」の電話勧誘販売に関する業務の一　部（勧誘、申込受付及び契約の締結）について、6ヶ月間、業務を停止するよう　命令した。（3）令和元年12．月25日付の経済産業省による業務改善勧告　　経済産業省は、「AKUBIでんき」に関して、令和元年8月以降、少なくとも9，　159件の需要家について電気料金の支払方法の変更を決定し、9月以降、同決　定に基づき電気料金の請求をしたが、当該変更にっいて、電気事業法の規定によ　る説明及び書面交付をしなかったこと、また、令和元年10月下旬、同月までの　電気料金を請求済みであったにもかかわらず、一部の需要家について口座引落し　のための決済処理を行い、7，862，件の需要家から合計6，598万2，25　2円を過大に徴収したことを理由として、破産者に対し業務改善するよう勧告し　た。（4）令和2年2月28日付の総務省による業務改善命令　　総務省は、通信事業に関して、令和元年12Aから数か月分の料金の前払を条2件とする料金割引サービス「まとめ割」を利用者に提供することを計画していたが、利用者に何らの説明や通知等必要な情報提洪を行っていなかったにもかかわらず、1，336件の利用者に対してまとめ割を適用し、これらの利用者から本来徴収すべきであった金額に比して合計77，520，000円を過大に徴収したことを理由として、破産者に対し業務改善するよう命令した。3　いびつな収益構造とそれを支えた架空契約　破産手続開始申立書によれば、破産者が破綻した原因は、電力小売事業の需給管理会社との契約終了、販売代理店への多額な代理店報酬支払い、行政処分によるレピュテーション低下に伴う電力供給契約の解約の増加及び一部取引先からの入金の停止等を理由として資金繰りが悪化し、破産申立に至ったと記載されている。　しかし、これらは、いわば資金繰り破綻の過程における幾つかのエピソードに過ぎない。現在、当職らにおいて破綻の原因を精査中であり未だ結論するには時期尚早ではあるが、破産者が破綻するに至った理由は、急激な売上増加を支えた販売奨励金によるいびつな収益構造と架空契約によるところが極めて大きいものと考えられる。（1）販売奨励金に依存した事業構造　　破産者が行う通信事業は、自らが通信インフラを構築して顧客に対してインター　ネットへの接続サービスを提供するものではなく、通信インフラを構築した事業者　からインターネットに接続するための通信IDを仕入れた卸事業者から通信IDを仕　入れ、それを顧客に提供するという、いわば小売業の形態で事業を営んでいる。破　産者は顧客から通信IDの利用料を月額で収受する一方で、卸事業者に対して当該　IDの月額利用代金を支払い、その差額を粗利として得るというのが基本的な収益構　造である。　　しかし、顧客を獲得するには顧客勧誘活動が必要であり、直接か代理店を介した　勧誘活動かを問わず、顧客獲得には相当程度の経費が必要となることから、そのた　めの資金負担が足枷となる。そこで、卸事業者においては、破産者のような小売事　業者に対し顧客獲得に応じて販売奨励金を提供することにより、小売事業者の初期　費用負担の軽減を図るという営業施策を広く行っている。破産者は、プロバイダ事　業（rAKUBIヒカリ」の事業も光回線とセットとなったプロバイダ事業である）に　おいて11Dあたり毎月1，500円程度の接続料収入を顧客から得ているが、顧客　との間でプロバイダ契約を締結する度に、卸事業者から11Dあたり1万数千円の販　売奨励金が支払われることとなっている。　　このような販売奨励金は通信事業のみならず、電力小売事業においても支払われ　ている。破産者においては顧客と電力小売契約を結ぶのと並行して、当該顧客との3間でオプションサービスと称して、顧客が破産者に対し毎月定額を支払うことにより、パソコン利用の補助サービスや家電の修理サービスを受けられるサービスを提供している。しかし、このサービスも破産者自身が行っているのではなく、これらのサービスを手広く提供する事業者からサービスを仕入れ、それを顧客に販売するという手法で行っており、破産者においてはこのようなサービスの提供を「コンテンツ」の販売と呼んでいた。「コンテンツ」の販売（すなわちサービスの提洪契約）については、通信IDの場合と同様に、顧客との間で利用契約が締結される毎に「コンテンツ」の卸事業者から破産者に販売奨励金が支払われる仕組みとなっている。　電力小売事業そのものは、毎月の電力仕入れと販売との差益を粗利とする堅実なものであるが、それと「コンテンツ」の利用契約との抱合せ販売を行うことによって、通信事業の場合と同様に、「契約が成立すれば販売奨励金を得られる」という収益構造としていたのである。　これらの販売奨励金は、当該顧客が通信IDや「コンテンツ」を概ね2年間に渡って利用を継続することを前提として支払われており、もし、破産者と当該顧客との契約が2年を経ずに終了し、破産者がそれに応じて卸事業者との間の当該IDや「コンテンツ」に関する仕入契約を解消した場合には、未経過期間に応じた金額を卸事業者に返還（戻入）しなければならないという契約となっている。かかる観点からすれば、販売奨励金は、本来、前受収益として計上すべきであり、期間の経過に応じて、一部ずつ売上として計上するのが正しい会計処理であると考えられる。　ところが、破産者においては、販売奨励金が卸事業者から支払われた段階で全額を売上金として計上するという会計処理を行っていた。前述のとおり破産者の売上は平成30年2月期には約28億円であったものが、翌31年2月末には46億円と急激に増加しているが、これは、新規に電力小売事業を始めたことに加えて、通信と電力の顧客契約数の増加に応じた販売奨励金収入の増加によるところが大きいものと考えられる。　このために、破産者においては、販売奨励金収入に依存した経営が行われるようになった。本来は、顧客から収受する通信ID、電力、「コンテンツ」の月額利用料と、その仕入れのために卸事業者（或いは電力会社）に支払う月額仕入代金との差益を粗利とした収益構造を前提として事業を構築しなければならないにもかかわらず、販売奨励金に依存した収益構造を前提として事業を進めたため、コストの管理が極めて杜撰となり、顧客との契約件数を伸ばし続けない限り資金繰りが成り立たなくなるという収支構造となっていたものと考えられる。（2）架空契約による販売奨励金の取得　　しかし、自社での顧客の勧誘活動には限界があり、代理店を使って獲得するとし　ても代理店への獲得報酬を支払わなければならないことから、代理店を増やすこと　によって獲得顧客数を伸ばすことにも限界がある。かかる限界を超えるために破産4者が選んだ手法が、架空契約による販売奨励金の取得である。　破産者は、通信IDや「コンテンツ」の卸事業者との間で定例的に会議を持って、四半期毎の顧客獲得目標数について協議し、破産者が目標とする獲得数について卸事業者と合意していた。破産者は、その目標数が達成できない場合には、卸事業者に対して獲得できたと虚偽の報告をすることによって、目標獲得数と現実の獲得数との差分について販売奨励金を収受するという架空契約の手法を用いるようになったのである。破産者の担当者の説明によれば、通信事業においては平成28年中頃ころから、電気事業の「コンテンツ」販売においても平成31年初めころから、架空契約による販売奨励金の収受が常態化するようになったとのことであった。　この結果、当職が着任した令和2年2．月末時点では、卸事業者が顧客利用中と認識していた通信ID数は、現実の通信顧客数の20倍もの数に上っていた。このような乖離は電力小売に伴う「コンテンツ」の販売についても同様であり、その時点で卸事業者が顧客利用中と認識していた「コンテンツ」数と実際の契約数の間にも数倍の乖離があった。4　資金繰りの悪化　架空契約をした場合には、顧客から月額利用料が支払われない一方で、卸事業者に支払うべき月額仕入代金の負担を生じることとなり、架空契約が多くなればなるほど収支は悪化する。顧客獲得数（現実には、顧客獲得目標数）が増加しつづける間は、販売奨励金による収入が，月額仕入代金支払の負担を上回るが、獲得顧客数（顧客獲得目標数）増加の伸びが止まったら、架空契約に伴う月額仕入代金支払の負担が重くなり、資金繰りは急激に悪化する。上述した令和元年7．月末の決算による売上額の頭打ち傾向から推測するに、卸事業者との協議により合意する顧客獲得目標数が平成31年春ころから一定数に抑えられた結果、資金繰りが急激に悪1ヒすることとなったものと考えられる。破産者は、上述した令和元年12，月25日付の経済産業省による業務改善勧告において勧告の理由として上げられたように、令和元年8月以降、「AKUBIでんき」の顧客からの代金の前払収受や、過大請求を行っているが、これらは上記の資金繰りの悪化を受けた資金繰り改善策の一環として行われたものと推測される。5　資金繰りの破綻と通信顧客に対する架空売上の計上破産者の資金繰りは悪化の一途をたどっていき、上述の経済産業省による業務改善勧告の前提となった調査が本格化した令和元年秋以降には、取引債務の支払も滞りがちになっていた。業務改善勧告を受けた令和元年12．月下旬には、既に資金繰りが破綻した状況となっていたものと思われる。5　このような事態に至った場合には、経営者としては早期に破綻処理手続を取ることが望まれるところであるが、破産者はそうはせず、通信顧客に「まとめ割」「いちねん割り」と称した架空請求を行うことによって、窮地を乗り切ることを企図した。具体的には、令和元年末から令和2年1月初めにかけて、口座振替で通信利用料を支払っていた顧客の口座から1人あたり最大で6万円の取引の裏付けのない引落を行った。また、同年1月中旬から下旬に掛けて、クレジットカード登録により通信利用料を支払っていた顧客に対して1人あたり最大で18万円の取引実態のない売上を計上した。　上述の総務省による令和2年2．月28日付の業務改善命令は、上述の架空請求による通信顧客口座からの引落を契機とした調査の結果に基づくものであるが、当職らが調査した結果、通信顧客に対する「まとめ割」、「いちねん割り」と称する架空請求の金額は、同省による業務改善命令で理由として記載された金額より遙かに大きいことが判明している（なお、通信顧客に対する上記架空請求のうちクレジットカード売上の計上分ほぼ全てについては、破産手続開始申立前に破産者から返金がなされているか、当職着任後にクレジットカード会社による売上取消処理がなされたため、顧客の損失は回復されていることを付言しておく）。6　破産の申立と破産管財人・破産管財人代理の着任　上述の経過を経たのち、破産者は令和2年2月中旬になって漸く破産手続開始を申立てることを決意して同年28日に申立てを行い、東京地方裁判所民事第20部は、同日、破産手続の開始を決定すると同時に、当職を破産管財人として選任した。当職は、同裁判所の許可を得て、弁護士原田崇史、同小島亜希子、同松田世理奈及び同坂庭美香を破産管財人代理として選任した。　加えて、当職は、公認会計士兼税理士松丸洋行から会計・税務面での補助も受けながら、同会計士兼税理士を含めた合計6名の体制で管財業務を開始した。第2　破産管財人が破産手続開始決定後に行った業務1　電力・通信顧客へのサービス提供契約の承継と本社の撤退破産者は、その主要な事業である通信事業及び電力小売事業を継続したまま破産手続開始に至ったため、手続開始時点で、通信事業については、「AKUBI　NET」、「AKUBIヒカリ」及び「AKUBIモバイル」あわせて9千件程度の顧客がおり、また、電力小売の顧客事業については「AKUBIでんき」「green　energy」あわせて1万7千件程度の顧客がいた。　生活インフラである電力の供給や通信サービスの提供が突然止まってしまった6場合、大きな社会問題にもなることが予想されたことから、当職は、これらの顧客へのサービスの提洪を継続しつつ、別の供給主体に契約を変更する方法についての検討と、このために必要な関係者との協議を、着任後直ちに開始した。　まず、電力小売については、破産者が顧客への託送業務（送配電網を使った電力供給業務）を委託している一般送配電事業者各社と協議の結果、破産手続開始直後の令和2年3月上旬に一般送配電事業者が託送供給契約を解除することとし、解除以降は破産者と顧客との電力の小売契約は終了したものとして扱い、当職及び一般送配電事業者が個別に顧客に対して通知を発して新たな電力小売事業者との供給契約に移行するように促すこととなった。この結果、一般送配電事業者からの報告によれば、連絡が取れない等の理由により供給停止した一部の顧客を除き、ほぼ全ての顧客について、新たな電力小売事業者との契約への移行が完了したとのことである（なお、顧客数が極めて多い東京電力パワーグリッド管内の顧客については、移行未了の顧客が若干残っていることを付言しておく）。　この間、経済産業省のご担当者及び電気事業連合会ご担当者からは、供給主体の移行の手法や遵守すべき手続等について多大なご示唆とご指導をいただき、また、一般送配電事業者各社のご担当者からも多大なご協力をいただいた。これらご示唆・ご指導・ご協力なしには、円滑な移行は到底実現不可能であり、管財人としてこれらご関係者に対し謝意を表するものである。　他方、通信事業については、破産者に通信Dを供給している卸事業者の一社である株式会社フォーバルテレコム（以下「フォーバルテレコム」という）との協議の結果、破産者の通信事業を既発生の債権債務を除き一括して同社に譲渡することで協議が纏まり、東京地方裁判所民事第20部の許可を得て、事業譲渡契約書を締結した後、令和2年4月1日を譲渡実行日として通信事業を一括して同社に譲渡した。当初は令和2年3．月16日現在の顧客数（約8千件強）を譲渡の対象としたが、通信事業の譲渡にあたっては契約の承継について顧客の個別の同意が必要であるため、その同意・不同意の別を個別に照会した結果、約半数の顧客が承継先であるフォーバルテレコムからの通信サービスの継続に不同意の意向を示したとのことであり、結果として同社が承継できた顧客は4千件を下回った（なお、譲渡対価は、破産管財人において継続し得ない事業を顧客救済の観点からフォーバルテレコムが引き受けたことに鑑みて0円とした）。これにより、通信顧客に通信サービスの提供途絶による障害を生じさせることなく、破産者の通信事業を終了させることができた。　通信事業を一括して承継していただいたフォーバルテレコムのご関係者、通信IDの仕入れ先であった卸事業者のご担当者、「AKUBIヒカリ」の契約の切替にご協力いただいたNTT東日本／西日本のご担当者、さらには通信事業の承継にっいて多大なご示唆・ご指導をいただいた総務省ご担当者に対しても、管財人として諺憶を表するものである。7　上述の契約移行・切り替え・承継手続と並行して、当職は、破産者の従業員及び代表者の協力を得て、渋谷区道玄坂所在の破産者の本社において、「管財人間合せセンター」の名称で従来の破産者のコールセンターの機能を維持し続け、通信・電力関係の各顧客からの各種照会やサポート要請に対応する一方で、多数の顧客に対する通知文書を発送するなどの顧客対応を行ってきた。しかしながら、通信事業の一括譲渡も完了し、通信・電気関係のサービス提供に関する顧客対応の大半が終了したことから、令和2年4E　16目をもって、ほぼ全ての従業員を解雇して本社を閉鎖するとともに、破産者の本社が所在したスプラインビル6階の賃借フロアを賃貸人に対して返還した。2　破産者と顧客との間の債権債務の調査破産者は、通信サービスの提供及び電力小売供給の対価としての利用料金を顧客から収受する立場にある。しかしながら、破産手続開始直前である2月分以降の利用料金については、集計作業が未了であったことから、顧客に対する請求作業は、それ以降、停止している。他方で、顧客によっては、正式な「まとめ割」や「いちねん割り」の預り残高がある者のほかに、過大請求や架空請求により、破産者に対して返還請求権を有している者もいるため、これらの精査なしには、管財人として未収分の利用料金の請求もできない状況にあった。　そこで、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」や過大請求・架空請求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。　しかしながら、破産者においては、顧客請求処理がシステム化されておらず、各月毎にエクセル等のスプレッドシートを利用して顧客請求を処理していたとのことで、しかも、その方法が月毎に区々で、一貫した顧客請求の体制が構築されておらず、加えて、データが散逸していることもあって、作業は難航を極めており、調査開始後2ヶ月を経過した現時点においても、顧客毎の債権債務関係の精査は完了していない。当職としては、早急に精査を完了させ、顧客毎にその結果を通知する予定である。また、精査の結果、料金等の未払いが残っている顧客が存在することが判明した場合には、個別に請求を行い、財団の増殖を図りたいと考えている。3　財団の回収・増殖に向けた活動　当職が着任後、財団の回収・増殖のために行った活動のうち主なものは・以下のとおりである。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3925万2177円を含んで、合計金1億4278万06668円に上る。（1）売掛金の回収　　破産者の帳簿上、複数の取引先に対する未回収の売掛金債権が確認されている。　これらのうち、破産者が一部の事業者向けに行っていた電話回線捌共事業の売掛　金約12百万円については、長らく回収が放置されており、しかも、帳簿上の債　権額の裏付けが必ずしも明確ではなかったため、回収の困難が予想された。しか　し、電話回線供給元からの資料の提供を受けつつ、当該事薪と交渉した結果、　東京地方裁判所民事第20部の許可を得て、当職と当該事業者との間で、当該事　業者において、破産者に対して約1千万円強の電話料金の未払いがあることの確　認書を取り交わすことができ、過日、同額を回収した。このほかの売掛金につい　ては、実態の存在を含めて現在調査中であり、実態があると判明し次第、順次回　収を図る予定である。　　その他、通信・電気関係の顧客に対しても、2．月分以降の利用代金が未請求と　なっていることは上述したとおりであり、これに加えて、破産手続開始時におい　ては、1H分までの利用代金についても回収途上であり、一部が未収となってい　た。これらのうち、破産手続開始後に、口座振替委託業者やクレジットカード会　社から破産者の口座に入金されたものについては、管財人口座に資金を移動済み　である。他方で、上述のとおり、2月分以降の利用代金については現在精査中で　あり、解明し次第、順次回収に着手する予定である。（2）供託金の払い戻し　　破産者は、令和元年12月に、取引債権者から代金未払を理由として預金口座　　の仮差押を受けたが、仮差押解放金を供託することによって仮差押を免れていた。　破産手続開始により仮差押は効力を失うことから、破産手続開始後、当該仮差押　債権者代理人と協議を開始し、仮差押債権者の同意を得て、仮差押解放金として　　供託した金約1千万円の払い戻しを受けた。（3）スポーツクラブ「SHIBUYA　SANKAK」とカステラの本社事務所の敷金返還　　　上述のとおり、破産者は株式会社SHIBUYA　SANKAKが営業していたスポ　　ーツクラブ「SHIBUYA　SANKAK」が所在するビルのフロア（VORT渋谷br皿eエ　　4F）を同社に代わって賃借し、同社に対して転貸していた。同社は、スポーツ　　クラブの事業を第三者に譲渡し、当該第三者が新たに当該フロアのオーナーと賃　　貸借契約を締結したことから、敷金の残金である金約12百万円弱の返還を受け　　た。　　　また、破産者は、札幌に所在するカステラの本社事務所を同社に代わって賃借　　し、同社に対して転貸していた。カステラが令和2年3月14日をもって上記事9務所を明け渡した後、敷金から未払賃料等を控除した残額金約10百万円強の返還を受けた。（4）その他の換価・回収活動　　上記のほか、破産者は、破産者名義の口座の資金を管財人名義の口座に移動し　　た。また、従業員の社宅として借り上げていた住宅の敷金を建物オーナーから回　収したほか、従業員からは敷引きとなった原状回復費用を順次回収している。　　その他の換価・回収活動の詳細については説明を割愛する。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。2　破産財団の現在残高は、金1億0471万9699円第4　今後の管財業務の方針顧客との間の債権債務の精査を進めるとともに、破産者における資金の流れを解明し、不正な支出がないか否かを調査する予定である。また、帳簿上計上されている売掛金については、その実態を調査し、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。　加えて、破産者における通信Dや「コンテンツ」に関する販売奨励金取得の過程や、顧客に対する過大請求・架空請求の過程で、刑事上問題とされる行為があるか否かについても調査を進める予定である。第5　配当の有無及び予想配当率　現時点で形成されている破産財団帰属財産に比して財団債権が多額に上るため、現状の破産財団帰属財産を前提とする限り、一般破産債権者への配当は困難であるものと予想される。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上10令和2年（フ）第1351号破産者　あくびコミュニケーションズ株式会社破産管財人弁護士　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2，3｜6，7972，316，8980350，598円を管財人口座に入金。管財業務費用控除後。2預金3，298，5503，155，792104，764，28548，956，257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）104，719，699管財人口座現在残高みずほ銀行渋谷中央支店（普通預金）33，7042，02444，58681・395臨鑑霧音儘957。）含む）三井住友銀行渋谷駅前支店（普通預金�@）80194200　　　　　円を管財人口座に入金44，988，974　（回収した売掛金（44，989，854円）含む。振込　　　　　　手数料（8BO円）控除後）。三井住友銀行渋谷駅前支店（普通預金�A）00o預入の実績なし。三井住友銀行渋谷駅前支店（外貨預金）0G0預入の実績なし。三井住友銀行札幌支店（普通預金）30，13600借入金と相殺。ゆうちょ銀行（普通預金）261，276261，2760261，276円を管財人ロ座に入金。さわやか信用金庫渋谷支店（普通預金）2，892，4922，892，4920・891，612鷲毅賠論控除儀3売掛金325，074，48656，508，616＋額不明不明56，50B，616円回収し、管財人口座等に入金。AKUBI　NET57，548，736＋額不明不明・・・・…糠与當認鷲会嵩45，846，8Uあくび電気178，334，181＋額不明不明シンエナジー取次分7，935，183不明不明回収可能残額について調査中。アンドエイチ（株）37，696，098不明不明調査中。（株）カステラ31，910，288不明不明調査中。三和警備保障（株）11，650，00010，661，BO5o10，661，805円回｛反し、管財人q座に入金。4商品6，081，000141，0GO141，000クラウドWifi5，940，00000貰産性なし。商品券132，000正32，000132，000換価処分予定。クオカード9，OGO9，0009，000換価処分予定。5貯蔵品8GO800800切手600600600換価処分予定。収入印紙200200200換価処分予定。6立替金461，19400社宅賃料等454，98400資産性なし。その他6，21000資産性なし。7前払費用19，033，336不明不明東京プロバスケットボールクラブ（株）19，033，336不明不明調査中。8短期貸付金599，170，207不明不明（株）カステラ182，956，624不明不明調査中。（株）SHIBUYA　S胸Kユ70，792，496不明不明調査中。プロツクプレイヤーズ（株）99，1i8，982不明不明調査中。（株）サンカクキャリア89，624，217不明不明詞査中。東京プロバスケットボールクラブ（株）52，664，438不明不明濁査中。（株）あくび4，013，450不明不明調査中。9未収入金5，510，121不明不明遠山和久1，684，262不明不明謬査中。（株）サンカクキャリア1，287，909不明不明調査中。（株）カステラ853，798不明不明調査中。（株）SHIBUYA　S州阻K714，530不明不明調査中。ブロックプレイヤーズ（株）577，292不明不明調査中。東京プロバスケットボールクラプ（株）245，767不明不明謂査中。（株）あくび97，063不明不明調査中。高山明考49，500不明不明調査中。10仮払金22，9GO，00010，800，054010，800，054　円回収し、菅財人口座に入金。TH弁護：1：法ノ＼　（破産申立費用）12，100，00G00申立費用に充当。供託金（東京法務局〉10，800，00010，800，0540　　10，800，054　F］回収し、管財人口座に入金。11預け金6｛，936，71843，441，296＋額不明不明43，441，296　円回収し、管財人口座に入金。引継予納金（TH弁護士法人）39，252，14539，252，1770　　　39，252、177円を管財人口座に入金。アンドエイチ（株）16，681，073不明不明調査中。（株）日本卸電力取引所4，600，0003，576，1150　　　3，576，115円回収し、管財人ロ座に入金。COLTテクノロジーズサービス900，0006工3，0040　　　　613，004円回収し、管財人口座に入金。（株）アドジック500，000不明不明調査中。（株）プレミアムウォーター3，5000o相殺により回収可能性なし。12建物工喜・附属設備22，7｛7，33600建物内装工事16，438，21200資産性なし。建物附属設備6，279，124oo責産性なし。13車両運搬具10，733，33400TESLA　MOTORS　JAPAN11，333，33400り一ス車両であり資産性なし。車両返却済。補助金・助成金圧縮記帳一600，000oo資産性なし。14その他動産16，897，59051，000051，000円回収し、管財人口座に入金。．工具器具備品16，079，28651，000051，00G円回収し、菅財人口座に入金。一括債却資産818，304o0資産性なし。15ソフトウェァ17，8G7，48600資産性なし。16敷金34，670，35023，740，224023，740，224円回収し、管財人口座に入金。17長期前払費用4，326，44200資産性なし。18預託金22，5100o相殺により回収可能性なし。19その他2，813，132＋額不明2，813，132＋額不明不明2，813，132円回収し、管財人口座に入金。保険解約返戻金46，17046，170046，170円回収し、管財人口座に入金。労働保険料還付金17，38217，382017，382円回収し、管財人口座に入金。誤振込返金等1，328，8391，328，839o1，328，839F≡回収し、管財人口座に入金。組戻代り金1，151，5991，15L　59901，151，599　円回収し、管財人口座に入金。社宅現状回復費用回収2691142269，1420269，142　円回収し、管財人口座に入金。カステラ求償金不明不明不明託送料金等の財団債権（67，659，436円）の一部は実質的にカステラ負担分の立替えであるため求償予定。具体的金額を調査中。消費税還付金不明不明不明詞査中。1，155，77］，389十額不明　　　　142，968、8｜2　十額不明　　　　　104，906．085　十額不明管財人の回収額　　142，780，666円（収支計算書「収入の部」　「収入合計」記載残高）1／2ページ負債の部番号科　　目届出額評価額現在額備　　考1財団債権165，160，872165，160，872127，099，905管財業務費用5，150，6545，150，65405，150，654円を支払済。従業員給与等22，960，72822，960，728022，960，728　円を支払済。社労士報酬558，25055B，250055B，250円を支払済。データ解析委託報酬3，520，0003，520，0003，520，0003，520，000　円を支払予定。賃料等71895，1727，895，172o7，895，172円を支払済。通信料1，496，1631，496，16301，496，163円を支払済。過誤返金対応費用7，540，0007，540，0007，54q　OOO7，540，000　円を支払予定。公租公課3，84L3853，841，3B53，841，385支払留保。その他財団債権112，198，520112，198，520112，198，520財団債権該当性にっいて調査中（評価額等は暫定）。支払留保。2破産債権未定未定未定届出留保。負債合計　　165，160，872　十額未定165，160，872　＋額未定　　　　　127，099，905　＋額未定　　　　　3E，060，967　円を支払上記実質回収額　　　　支払額　　　　差引額142．780，66638，060，967104，719，699収支計算書記載の差引残高2／2ページ東京地方裁判所令和2年（フ）第1351号破産者　あくびコミュニケーションズ株式会社破産管財人佐長功　収支計算書（令和2年2月28日〜同年7月20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39252，1771管財業務費用5，］50，6542現金回収2β16β982財団債権（不動産の賃料・共益費）支払7，638，7743預金回収48．9562573財団債権（フリーダイヤル）支払］，496戊634売掛金回収］0β61β054給与支払11，649，5715供託金払戻し10．800ρ545解雇予告手当7」64β826敷金回収22ρ20，6876従業員報酬毛750，0007還付金17，3827人材サービス提供費2β42，6558保険等解約金46，1708従業員交通費54」209組戻代り金1戊5上5999社宅賃料256，39810預託金回収4，189，11910社労士報酬558，2501重社宅敷金回収1，719，53712社宅誤振込返金900，31313社宅現状回復費用副又269」4214札幌オフィスの賃料、公共料金等回収289，77215過誤払返金等138，75416動産売却5も000収入合計142，780，666支出合計38，060，967差引残高104，719，699令和2年（フ）第1351号破産者あくびコミュニケーションズ株式会社破産管財人弁護士　佐長（さいき）　功（作成日＝令和2年2月28日現在）【破産】貸　借　対　照　表資産の部負債の部　　　　　　　　　　　（単位：円）番号科　目　評価額＝財団組入（見込）額番号科　目評価額（認否は留保）1現預金5，472，6901財団債権165，160，8722売掛金56，508，616＋額不明2破産債権未定3商品141，0004貯蔵品8005立替金O6前払費用不明7短期貸付金不明8未収入金不明9仮払金10，800，05410預け金43，441，296＋額不明12建物工事・附属設備013車両運搬具O14その他動産51，00015ソフトウェア016敷金23，740，22417長期前払費用018預託金019その他2813132　＋額不明資産合計　　　　　　142，968，812÷額不明　負債合計　　　　　　165，160，872＋額未定

