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平成３０年（フ）第７４１号 

破産者 ジャパンライフ株式会社 

令和４年２月１日 

 

債権者集会報告書（７） 

破産管財人弁護士 高松 薫 

 

【次回債権者集会期日】令和４年７月２０日（水）午後２時００分 

（東京地方裁判所民事第２０部債権者等集会場１） 

 

第１ 第６回債権者集会後の業務 

① 賃借店舗の敷金回収 

未返還であった賃借店舗１件の敷金残額１３５万円を回収した。 

 

② 顧問 

破産者の顧問に就任していた者に対して返還交渉を継続し、今般新たに１

名と和解契約を締結し、顧問料の返還として金２５０万円を回収した。 

 

③ 労務関係 

労働者健康安全機構に対し、立替払い済みのうち、約２億６００９万円を

財団債権として弁済した。 

香港における未払賃金立替機関に対しても、立替払いされた労働債権のう

ち、約４３４万円を財団債権として弁済した。 

営業社員が受領した過去の既払奨励金の返還請求を継続し、３名との間で、

未払賃金等との相殺を内容とする合意を締結し、相殺処理を行った。その

余につき、破産者元従業員に対し、財団債権合計約１億６５５万円を弁済

（供託を含む）した。 

 

④ コールセンター等対応 

前回集会までに合計１万件近く債権届出書等の発送を行い、書類受付・債

権者からの問い合わせ等に対応した。大規模な業務を終えたことから、令

和３年９月にコールセンターは閉鎖した。 

 

⑤ 債権調査 

合計約７０００件の債権届出書等書類の返送があり、債権調査を行った。 

・一般調査期間：令和３年９月１４日から同月２８日 

・特別調査期間：令和３年１２月１日から同月２日 
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提出書類の確認、問合せ対応、異議通知書及び異議撤回書の送付等を経た

債権調査の結果概要（一般及び特別調査期間の合計）は以下のとおりであ

る。 

 

 ・優先的破産債権 

債権者区分 
債権

者数 
届出債権額 

認めない 

債 権 額 

認 め る 

債 権 額 

優先的破産債権 国内 232 ¥243,857,031  ¥54,734,780  ¥189,122,251  

優先的破産債権 国外 16 ¥51,109,686  ¥41,871,056  ¥9,238,630  

 合計   ¥294,966,717  ¥96,605,836  ¥198,360,881  

 

  ・一般破産債権 

債権者区分 
債権

者数 
届出債権額 

認めない 

債 権 額 

認 め る 

債 権 額 

オーナー債権者 国内 6,294 ¥152,420,294,384 ¥4,123,506,889 ¥148,296,787,495 

オーナー債権者 国外 253 ¥7,499,397,018 ¥4,100,880,243 ¥3,398,516,775 

一般債権者 国内 311 ¥1,055,616,003 ¥8,410,930 ¥1,047,205,073 

一般債権者 国外 5 ¥180,351,325 ¥396,402 ¥179,954,923 

 合計   ¥161,155,658,730 ¥8,233,194,464 ¥152,922,464,266 

 

⑥ 破産債権査定申立てに対する対応 

・オーナー債権者 

合計８件（１２名）の債権査定申立てがなされた内、７件（８名）につ

いては取下げにより終了し、残り１件（４名）について審理中である。 

・労働債権者 

管財人が一部について認めない旨の認否を行った労働者健康安全機構

から債権査定申立てがなされ、審理中である。 

他の債権者からの異議申出に対する債権査定申立てが１件（１名）審理

中である。 

 

⑦ 役員に対する破産手続開始申立て 

・代表取締役：山口隆祥 

現在も破産手続が継続中の状況である。 

 

第２ 破産者及び破産財団に関する過去及び現在の状況 

別添財産目録及び収支計算書を参照されたい。 

以 上 



自

至

平成30年（フ）第741号
破　産　者　　ジャパンライフ株式会社
破産管財人　　高松　薫

（単位：円）

番号 摘　要 金　額 備　考 番号 摘　要 金　額 備　考

1 保全引継金 ¥10,072,965 1 事務経費 ¥7,108,216
2 引継予納金 ¥971,600 2 事務費（補助者費等） ¥21,541,736

3 預金回収 ¥7,181,693 3 水道光熱費 ¥29,646,374
4 小口現金回収 ¥329,040 4 賃料及び賃借物件明渡等費用 ¥15,222,988
5 受取賃料 ¥7,375,549 5 サーバー等移設費用 ¥3,279,117
6 預け金回収 ¥123,149,232 6 システム保守費用 ¥27,416,420
7 売掛金回収 ¥13,776,779 7 保全供託金 ¥7,400,000
8 貸付金回収 ¥8,939,607 8 業務委託（セキュリティ/倉庫等）費用 ¥62,490,766
9 違法配当返還金等 ¥77,616,986 9 支払手数料 ¥501,980
10 不動産売却組入金等 ¥621,799,359 10 通信費（開始決定通知・債権届出書発送費用） ¥3,833,230
11 動産売却代金 ¥5,786,674 11 通信費 ¥1,193,588
12 雑収入 ¥10,683,068 12 火災保険料 ¥3,053,342
13 電気料金立替戻し金 ¥2,775,311 13 印紙代等（訴訟関係費用） ¥1,392,127
14 消費税還付金等 ¥2,216,941,041 14 破産予納金（会長・社長等個人分） ¥39,000,000

15 公租公課（固定資産税等） ¥174,614,328
16 労働債権（財団債権分） ¥369,907,756
17 予納金等返還 ¥10,026,000
18 保全管理人・破産管財人報酬 ¥65,000,000

収入合計 ¥3,107,398,904 支出合計 ¥842,627,968

差引残高 ¥2,264,770,936

通帳残高 ¥2,264,770,936

収 　支　 計　 算　 書（破産）

平成30年3月1日

令和4年1月20日

収　入　の　部 支　出　の　部



平成30年（フ）第741号
破産者   ジャパンライフ株式会社
破産管財人　高松　薫

資産の部 平成30年3月1日
番号 科目 簿価（円） 評価額（円） 備考

1 現預金 7,497,094 8,316,497 回収額で評価

2 売掛金 955,607,473 13,776,779 回収額で評価

3 商品・製品等 2,744,776,661 0 回収額で評価

4 仕掛品・部材等 894,785,828 141,500 回収額で評価

5 貸付金・未収入金等 1,449,725,322 5,263,587 回収額で評価

6 土地・建物等 5,131,084,244 372,368,231 回収額で評価

7 機械・工具等 194,692,547 3,097,364 回収額で評価

8 車両運搬具 15,697,836 1,880,000 回収額で評価

9 ソフトウェア・電話加入権等 91,610,573 0 回収額で評価

10 敷金・保証金等 276,914,484 83,394,990 回収額で評価

11 有価証券・会員権等 293,805,000 0 回収額で評価

資産合計 12,056,197,062 488,238,948

負債の部

科目 届出額（円） 評価額（円） 備考

1 財団債権（公租公課） ‐ 174,614,328 現在までの支払総額で評価

2 財団債権（労働債権その他） ‐ 377,376,073 現在までの支払総額で評価

3 優先的破産債権 294,966,717 198,360,881 確定済の金額で記載

4 普通破産債権 161,155,658,730 152,922,464,266 確定済の金額で記載

負債合計 161,450,625,447 153,672,815,548

財産目録


