
東京地方裁判所民事第20部特定管財4係　御中

　　　　　　令和4年5月16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5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4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売掛金の回収

　　　第4回財産状況報告集以降も管財人口座への電気料金の入金は散発的に続いて

　　おり、本年5月6日現在の電気料金回収額は合計で1415万5283円となって

　　いる。

　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1億1450万1387円である。

第2　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。

　　第4回財産状況報告集会以降の財団債権の支払は、主として公租公課の支払であ

　　りであり、合計で約7万円である。

　2破産財団の現在残高は、金8347万6641円である。

第3　債権届出期間及び債権調査期日の決定及び通知並びに届出の現状

　　本日の債権調査期日において債権調査を行い、一部の認否留保分を除き、債権の

　認否を行った。

　　認否の対象としたのは、電気関係の「まとめ割」「いちねん割り」の残高のある顧

　客債権者389名及び一般の取引債権者10社であり、一般の取引債権者2社につ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1



いては、引き続き調査を継続しているところであるので認否留保とした。認否留保

分もあるので、債権調査未了を理由として、債権調査期日を続行していただくこと

としたい。

第4　今後の管財業務の方針

　電力関係の顧客のうち売掛残のある顧客に対して請求書を発送し、電気料金の回

収を行ったことは既に述べたとおりである。これまで金額べ一スで約47．34％

の未収電気料金の回収が実現したが、分割払を希望している顧客もあるため、引き

続き僅少ではあるものの回収が進むものと思われる。

　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。

　しかしながら、一部の大口の取引債権についての債権の調査が未了であることか

ら、現時点で、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　　考香号 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 112141511 83，476，64｜ lH，500．911円を管財人口座に入金

みずほ銀行銀座中央支店（管財人ロ座） 83，476，641 管財人口庄現在残高（受取利息823円を含む．、）

三井住友銀行†L幌支店（普通預金①） 3，008，679 ｜，160，739 0
　　　　　円を管財人口座に入金
6，244，832（回収した売掛金（5，08LO87円）及び利．息（6円）含

　　　　　む．振込手故料（880円）控除後）

三井住友坦行札幌支店（普通預金②） 53，772 53，772 0 96’… 『高灘黙謡．、、、円）含。）．

3 売掛金 101235，744 311930．504＋額不明 不明 3L930，504円回収し、管財人Fi座：ニフ、金。

green　energy 10，189，604 31，930，504　＋不明 不明
　　　　　円回収し、管財人口座に入金，31，930，504　　　　　　（回収可能残λ貞にっいて調査中）

（株）CL 46，ト10 不明 不明 調査中，

4 短期貸付金 83，834，000 不明 不明

（株）SHIB［NA　S㎜K 56，9｜4，000 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プ（株） 4，900，000 不明 不明 調査中．

（株）サンカクキャリア 3，600，000 0 0 R3．1L30付で異時廃止により破産手続終結。

佐竹雅哉 ｜，920，000 不明 不明 調査中、

ブロックブレイヤース’（株） 600，000 不明 不明 調査中，

5 未収入金 8231346 1891900　＋額不明 不明

（株）SHIB［WA　SANKAK 528，799 不明 不明 調査中、

アルパイト人件費過払い 113，880 ｜89，900 o 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，

東京プロパ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 0 0 R3．H．30付で異時廃止により破産手続終桔。

佐竹雅哉 6・1，000 不明 不明 調査中，

ブロックブレイヤーズ（株） 2，800 下明 不明 調査中，

6 仮払金 31300，000 0 0 資産目≡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、管財人口座：こ入金．

8 税金還付金 2 761759，361 0 761759，361　円回収し、菅財人口座に入金。

消費税還付金 　 76，759，359 0 iL幌中税務署からの迎付金．

源泉税還付金 2 2 0 札幌中税1芳署からの還付金、

105，663，052　　　　　　　　114，501，785　＋額不明　　　　　　　　83、476，641十額不明

管財人の回収額　　　　114，501，387　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 評価頗 現在頷 備　　考

1 財団債権 31，024，746 31，024，746 未定

菅財業務費用 1，639，702＋額未定 1，639，7田÷額未定 未定 1，639，702　円を支払済，

社労士報酬 105，600 105，600 0 ｜05，6DO　円を支払済．

従業員給与等 1，047，826 LO・17，826 0 1，0471826　円を支払済．

公租公課 31004，291 3，00」，29｜ 0 3，004，291　円を支払済。

その他財団債権 25，227，327 25，227，327 D 25，227，327　円を支払済。

2 破産債権 1，344，376，362 1，343，095，962 1，343，095，962

負債合計 1，375，401，108＋額未定　　　1，374，120，708＋額未定　　　　　　1，343，095，962＋額未定　　　　　　31，024，746　円を支払

上記実質回収額

　　　　支払額

　　　　差引額

H4，501，387

3互，024，746

83，476，641 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4年4月18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 1，639，702

2 現金回収 509，723 2 給与 425，553

3 預金回収 6，340C40 3 日当 20，000

4 還付金 76，759，361 4 解雇予告手当 602，273

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 3，004，291

7 受取利息 823 7 その他財団債権 25，227，327

8 電気料金回収 14コ55，283

収入合計 114，50L387 支出合計 31β24，746

差引残高 83，476，641



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

資産の立 負債の立　　　　　　　　　　　　（単位：円）
香

科　目
　　評価額＝財団組入（見込）額 誉

科　目
評価額（認否は留保）

1 現預金 1，724，234 1 財団債権 29，976，920＋額未疋
2 売掛金 31，930，504 2 破産債 1，343，095，962
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・金 76759361

資産合計 114501785＋額不明　　負債合計　　　　　　1373072882＋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4年5月16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5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4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売掛金の回収　　　第4回財産状況報告集以降も管財人口座への電気料金の入金は散発的に続いて　　おり、本年5月6日現在の電気料金回収額は合計で1415万5283円となって　　いる。　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1億1450万1387円である。第2　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。　　第4回財産状況報告集会以降の財団債権の支払は、主として公租公課の支払であ　　りであり、合計で約7万円である。　2破産財団の現在残高は、金8347万6641円である。第3　債権届出期間及び債権調査期日の決定及び通知並びに届出の現状　　本日の債権調査期日において債権調査を行い、一部の認否留保分を除き、債権の　認否を行った。　　認否の対象としたのは、電気関係の「まとめ割」「いちねん割り」の残高のある顧　客債権者389名及び一般の取引債権者10社であり、一般の取引債権者2社につ　　　　　　　　　　　　　　　　　　1いては、引き続き調査を継続しているところであるので認否留保とした。認否留保分もあるので、債権調査未了を理由として、債権調査期日を続行していただくこととしたい。第4　今後の管財業務の方針　電力関係の顧客のうち売掛残のある顧客に対して請求書を発送し、電気料金の回収を行ったことは既に述べたとおりである。これまで金額べ一スで約47．34％の未収電気料金の回収が実現したが、分割払を希望している顧客もあるため、引き続き僅少ではあるものの回収が進むものと思われる。　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。　しかしながら、一部の大口の取引債権についての債権の調査が未了であることから、現時点で、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　　考香号科　　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3，062，45111214151183，476，64｜lH，500．911円を管財人口座に入金みずほ銀行銀座中央支店（管財人ロ座）83，476，641管財人口庄現在残高（受取利息823円を含む．、）三井住友銀行†L幌支店（普通預金�@）3，008，679｜，160，7390　　　　　円を管財人口座に入金6，244，832（回収した売掛金（5，08LO87円）及び利．息（6円）含　　　　　む．振込手故料（880円）控除後）三井住友坦行札幌支店（普通預金�A）53，77253，772096’…『高灘黙謡．、、、円）含。）．3売掛金101235，744311930．504＋額不明不明3L930，504円回収し、管財人Fi座：ニフ、金。green　energy10，189，60431，930，504　＋不明不明　　　　　円回収し、管財人口座に入金，31，930，504　　　　　　（回収可能残λ貞にっいて調査中）（株）CL46，ト10不明不明調査中，4短期貸付金83，834，000不明不明（株）SHIB［NA　S�oK56，9｜4，000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プ（株）4，900，000不明不明調査中．（株）サンカクキャリア3，600，00000R3．1L30付で異時廃止により破産手続終結。佐竹雅哉｜，920，000不明不明調査中、ブロックブレイヤース’（株）600，000不明不明調査中，5未収入金82313461891900　＋額不明不明（株）SHIB［WA　SANKAK528，799不明不明調査中、アルパイト人件費過払い113，880｜89，900o189．900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，東京プロパ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16，80000R3．H．30付で異時廃止により破産手続終桔。佐竹雅哉6・1，000不明不明調査中，ブロックブレイヤーズ（株）2，800下明不明調査中，6仮払金31300，00000資産目≡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、管財人口座：こ入金．8税金還付金2761759，3610761759，361　円回収し、菅財人口座に入金。消費税還付金　76，759，3590iL幌中税務署からの迎付金．源泉税還付金220札幌中税1芳署からの還付金、105，663，052　　　　　　　　114，501，785　＋額不明　　　　　　　　83、476，641十額不明管財人の回収額　　　　114，501，387　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　　目届出額評価頗現在頷備　　考1財団債権31，024，74631，024，746未定菅財業務費用1，639，702＋額未定1，639，7田÷額未定未定1，639，702　円を支払済，社労士報酬105，600105，6000｜05，6DO　円を支払済．従業員給与等1，047，826LO・17，82601，0471826　円を支払済．公租公課31004，2913，00」，29｜03，004，291　円を支払済。その他財団債権25，227，32725，227，327D25，227，327　円を支払済。2破産債権1，344，376，3621，343，095，9621，343，095，962負債合計1，375，401，108＋額未定　　　1，374，120，708＋額未定　　　　　　1，343，095，962＋額未定　　　　　　31，024，746　円を支払上記実質回収額　　　　支払額　　　　差引額H4，501，3873互，024，74683，476，641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4年4月18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1，639，7022現金回収509，7232給与425，5533預金回収6，340C403日当20，0004還付金76，759，3614解雇予告手当602，2735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3，004，2917受取利息8237その他財団債権25，227，3278電気料金回収14コ55，283収入合計114，50L387支出合計31β24，746差引残高83，476，641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　表資産の立負債の立　　　　　　　　　　　　（単位：円）香科　目　　評価額＝財団組入（見込）額誉科　目評価額（認否は留保）1現預金1，724，2341財団債権29，976，920＋額未疋2売掛金31，930，5042破産債1，343，095，9623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・金76759361資産合計114501785＋額不明　　負債合計　　　　　　1373072882＋額未定

