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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
さ　　いき

佐長　功‘

¶

り

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）が通信回線の販売業務等を定款

所定の目的として平成29年8Eに設立した会社である。当初、破産者の全株式を

遠山氏が保有していたが、平成31年3月に、遠山氏がその保有する全株式をブロ

ックプレイヤーズ株式会社（以下「ブロックプレイヤーズ」という）に譲渡したこ

　とにより、同社の完全子会社となった。

　破産者は、通信回線の販売を行うこと等を定款所定の目的として設立されたが、

当初よりリテール向けの通信回線の販売等は行なっておらず、主として、兄弟会社

であり消費者向けのインターネットプロバイダ事業を展開しているあくびコミュニ

ケーションズ株式会社（以下「あくび」という）が卸事業者から通信IDを仕入れ

る際の受け皿となり、それをあくびに転売するという事業を行っていた。

　その後、あくびが開始した電力小売事業に関して、同社が平成31年4．月に消費

者庁より業務停止命令を受けたのを契機として、破産者は、あくびによる電力小売

事業の取次代理店という形式で電力の販売事業を開始し、「green　energy」の名称で

消費者向けの電力の販売事業を展開するようになった。

　破産者の代表者は、設立時から令和元年11月までは現在のあくびの代表者であ

る佐竹雅哉氏が務めていたが、同月から破産者の元従業員であった渡辺大也氏が務

　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7月期には約4億7千万円、

翌年の令和元年7月期には約15億2千万円となっている。

2　あくびの破産手続開始申立による支払不能等

上述のとおり、破産者はあくびの通信事業及び電力小売事業に依存した形で事業

を行っていたが、あくびが資金繰りに窮し、破産手続開始の申立てを行わざるを得
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ない状況になったことに伴い、破産者についても事業の継続が困難となるとともに

支払不能にも陥ることが明らかになったことから、あくびと同じく令和2年2月2

8日に破産手続開始の申立てを行った。

破産者には、破産手続開始の申立て時点で、主としてコールセンター（サポート

センター）業務に従事する従業員を中心として38名の従業員がいたが、破産手続

開始申立直後に1名を除いて全員が解雇された。

3　破産管財人・破産管財人代理の着任

　東京地方裁判所民事第20部は、破産者による申立を受けて、令和2年2月28

日に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　本社の撤退と電力供給契約の他業者への変更の促し

　破産者は、札幌市中央区に所在するあくびが賃借するフロアに同居する形式で同

所に本社を置いていたが、定期借家の賃貸借期間の終期をまもなく迎える状態であ

ったことから、当職は管財人代理小島亜希子を現地に派遣し、同フロアの撤収作業

等を行わせた。これに伴い「green　energy」の顧客サポート機能は、あくび本社のあ

る東京都渋谷区のスプラインビル6階に集約させ、「破産管財人間合せセンター」と

の名称で問合せ・照会業務を行うとともに、破産者の顧客に対する文書発送業務等

を行うこととした（なお、当職は、破産者の残余の従業員1名をこれらの業務に従

事させていたが、令和2年4月のあくびによる本社撤収に伴い解雇した）。

　また、破産者は、電力の販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6千件程度の顧客がいた。これらの顧客に対する電力の小売供給は、

あくびが行っていたが、同社の破産手続開始により、これら顧客に対する電力の小

売供給が突然止まってしまった場合、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、これらの顧客への電力の供給を継続しつつ、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。

　電力については、あくび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
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3．月上旬に一般送配電事業者があくびとの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販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

らご関係者に対し訪憶を表するものである。

2　破産者と顧客との間の債権債務の調査

　破産者は、電力販売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、

正式な「まとめ割」や「いちねん割り」の預り残高がある者の残高の調査のほかに、

「AKUBIでんき」の場合と同様に過大請求や架空請求が行われていないかにっい

ても精査する必要があり、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」の残高等も加味した、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。

　管財人としては、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。
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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、顧客に対

する1．月分までの売掛金の回収である。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389万7786円を含んで、合計金1

093万7443円に上る。
　なお、破産者は、あくびが賃借しているフロアに同居する形式で入居していたた

め預け入れ敷金はなく、短期貸付金・未収入金の相手先はほぼ全てがあくびグルー

プの各社及び関係者であって回収可能性は極めて低い。このため、2月分以降の電

気料金の売掛金回収を除き、財団が増殖する見込みは殆どない。

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972万3565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。

　加えて、破産者における通信正）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

現時点で財団債権の額の総額が不明であるため、配当の見込みを予想することは

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 9，723，565 6，340，034円を管財人ロ座に入金。

みずほ銀行銀座中央支店（管財人口座） 9，723，565 管財人口座現在残高

三井庄友銀行札幌支店（普通預金①） 3，008，679 Ll60，739 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

　　　　　手数科（8BO円）控除後）

三井庄友銀行札幌支店（普通預金②） 53，772 53，772 0 …88罐『会黙⊆愉316円、含む）。

3 売掛金 10，235，744 5，126，403＋額不明 不明 5，126，403円回収し、管財人口座に入金，

9reen　ene「gy 10，lS9，604 5，126，403 ＋不明 不明 ・12・…鴨繊灘票躍年、

（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　SANKAK 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 0 0 破産により回収可能性なし．

東京プロバスケットボールクラブ（株） 4，900，000 0 0 債務超過により回収可能性なし。

（株）サンカクキャリア 3，600，000 不明 不明 調査中コ

佐竹雅哉 1，920，000 不明 不明 調査中コ

プロツクプレイヤーズ（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 0 0 破産により回収可能性なし。

東京プロバスケットボールクラブ（株） 22，867 0 0 債務超過により回収可能性なし。

（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。

TH弁護士法人（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1反し、管財人口座に入金。

105，663，050　　　　　　　　　10，938，323　＋額不明　　　　　　9，723．565　ヰ額不明

管財人の回収額　　10，937，443　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 5，592，267＋額未定 5，592，267＋額未定 4，378，389＋額未定

管財業務費用 166，052 166，052 0 166．052　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 557，582 5571582 557，582 支払留保。

あくびコミュニケーションズへの求償債務 未定 未定 未定

あくびコミュニケーションズが支払義務を負う託送料金等の財
団債権（67，659，436円）の一部は実質的にカステラ負担分の立
替えであるため返金予定。

その他財団債権 3，820，807 3，820，807 3，820，807 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 5，592，267＋額未定 5，592，267＋額未定 4，378，389＋額未定 1、213，878　円を支払

上記実質回収額

　　　　支払額

　　　　差引額

10，937，443

1，213，878

9，723，565 収支計算書記蔵の差引残高



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28El～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 3，897，786 1 管財業務費用 166，052

2 現金回収 509，723 2 給与支払 425，553

3 預金回収 6，340C34 3 日当支払 20，000

4
給与過払金回
収

189，900 4 解雇予告手当 602，273

収入合計 10，937，443 支出合計 1，213，878

差引残高 9，723．565



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）

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 1，724，234 1 財団債権 5，592，267＋額未定

2 売掛金 5，126，403 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　　1継予納金） 3，897，786

資産合計 10，938，323＋額不明 負債合計 5，592，267＋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1352号　破産者株式会社カステラ破産管財人　弁護士さ　　いき佐長　功‘¶り第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）が通信回線の販売業務等を定款所定の目的として平成29年8Eに設立した会社である。当初、破産者の全株式を遠山氏が保有していたが、平成31年3月に、遠山氏がその保有する全株式をブロックプレイヤーズ株式会社（以下「ブロックプレイヤーズ」という）に譲渡したこ　とにより、同社の完全子会社となった。　破産者は、通信回線の販売を行うこと等を定款所定の目的として設立されたが、当初よりリテール向けの通信回線の販売等は行なっておらず、主として、兄弟会社であり消費者向けのインターネットプロバイダ事業を展開しているあくびコミュニケーションズ株式会社（以下「あくび」という）が卸事業者から通信IDを仕入れる際の受け皿となり、それをあくびに転売するという事業を行っていた。　その後、あくびが開始した電力小売事業に関して、同社が平成31年4．月に消費者庁より業務停止命令を受けたのを契機として、破産者は、あくびによる電力小売事業の取次代理店という形式で電力の販売事業を開始し、「green　energy」の名称で消費者向けの電力の販売事業を展開するようになった。　破産者の代表者は、設立時から令和元年11月までは現在のあくびの代表者である佐竹雅哉氏が務めていたが、同月から破産者の元従業員であった渡辺大也氏が務　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7月期には約4億7千万円、翌年の令和元年7月期には約15億2千万円となっている。2　あくびの破産手続開始申立による支払不能等上述のとおり、破産者はあくびの通信事業及び電力小売事業に依存した形で事業を行っていたが、あくびが資金繰りに窮し、破産手続開始の申立てを行わざるを得1ない状況になったことに伴い、破産者についても事業の継続が困難となるとともに支払不能にも陥ることが明らかになったことから、あくびと同じく令和2年2月28日に破産手続開始の申立てを行った。破産者には、破産手続開始の申立て時点で、主としてコールセンター（サポートセンター）業務に従事する従業員を中心として38名の従業員がいたが、破産手続開始申立直後に1名を除いて全員が解雇された。3　破産管財人・破産管財人代理の着任　東京地方裁判所民事第20部は、破産者による申立を受けて、令和2年2月28日に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　本社の撤退と電力供給契約の他業者への変更の促し　破産者は、札幌市中央区に所在するあくびが賃借するフロアに同居する形式で同所に本社を置いていたが、定期借家の賃貸借期間の終期をまもなく迎える状態であったことから、当職は管財人代理小島亜希子を現地に派遣し、同フロアの撤収作業等を行わせた。これに伴い「green　energy」の顧客サポート機能は、あくび本社のある東京都渋谷区のスプラインビル6階に集約させ、「破産管財人間合せセンター」との名称で問合せ・照会業務を行うとともに、破産者の顧客に対する文書発送業務等を行うこととした（なお、当職は、破産者の残余の従業員1名をこれらの業務に従事させていたが、令和2年4月のあくびによる本社撤収に伴い解雇した）。　また、破産者は、電力の販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6千件程度の顧客がいた。これらの顧客に対する電力の小売供給は、あくびが行っていたが、同社の破産手続開始により、これら顧客に対する電力の小売供給が突然止まってしまった場合、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、これらの顧客への電力の供給を継続しつつ、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。　電力については、あくび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23．月上旬に一般送配電事業者があくびとの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販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訪憶を表するものである。2　破産者と顧客との間の債権債務の調査　破産者は、電力販売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、正式な「まとめ割」や「いちねん割り」の預り残高がある者の残高の調査のほかに、「AKUBIでんき」の場合と同様に過大請求や架空請求が行われていないかにっいても精査する必要があり、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」の残高等も加味した、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。　管財人としては、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。33　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、顧客に対する1．月分までの売掛金の回収である。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389万7786円を含んで、合計金1093万7443円に上る。　なお、破産者は、あくびが賃借しているフロアに同居する形式で入居していたため預け入れ敷金はなく、短期貸付金・未収入金の相手先はほぼ全てがあくびグループの各社及び関係者であって回収可能性は極めて低い。このため、2月分以降の電気料金の売掛金回収を除き、財団が増殖する見込みは殆どない。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972万3565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。　加えて、破産者における通信正）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財団債権の額の総額が不明であるため、配当の見込みを予想することは困難である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上4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3，062，4511，214，5119，723，5656，340，034円を管財人ロ座に入金。みずほ銀行銀座中央支店（管財人口座）9，723，565管財人口座現在残高三井庄友銀行札幌支店（普通預金�@）3，008，679Ll60，7390　　　　　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　　　　　手数科（8BO円）控除後）三井庄友銀行札幌支店（普通預金�A）53，77253，7720…88罐『会黙⊆愉316円、含む）。3売掛金10，235，7445，126，403＋額不明不明5，126，403円回収し、管財人口座に入金，9reen　ene「gy10，lS9，6045，126，403＋不明不明・12・…鴨繊灘票躍年、（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　SANKAK56，914，000不明不明調査中．。あくびコミュニケーションズ（株）15，900，00000破産により回収可能性なし．東京プロバスケットボールクラブ（株）4，900，00000債務超過により回収可能性なし。（株）サンカクキャリア3，600，000不明不明調査中コ佐竹雅哉1，920，000不明不明調査中コプロツクプレイヤーズ（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）74，20000破産により回収可能性なし。東京プロバスケットボールクラブ（株）22，86700債務超過により回収可能性なし。（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。TH弁護士法人（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1反し、管財人口座に入金。105，663，050　　　　　　　　　10，938，323　＋額不明　　　　　　9，723．565　ヰ額不明管財人の回収額　　10，937，443　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5，592，267＋額未定5，592，267＋額未定4，378，389＋額未定管財業務費用166，052166，0520166．052　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557，5825571582557，582支払留保。あくびコミュニケーションズへの求償債務未定未定未定あくびコミュニケーションズが支払義務を負う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返金予定。その他財団債権3，820，8073，820，8073，820，807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5，592，267＋額未定5，592，267＋額未定4，378，389＋額未定1、213，878　円を支払上記実質回収額　　　　支払額　　　　差引額10，937，4431，213，8789，723，565収支計算書記蔵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28El〜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3，897，7861管財業務費用166，0522現金回収509，7232給与支払425，5533預金回収6，340C343日当支払20，0004給与過払金回収189，9004解雇予告手当602，273収入合計10，937，443支出合計1，213，878差引残高9，723．565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）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1，724，2341財団債権5，592，267＋額未定2売掛金5，126，4032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　　1継予納金）3，897，786資産合計10，938，323＋額不明負債合計5，592，267＋額未定

