
破産会社等について（破産開始決定日：令和2年4月1日）

投資家

3,784名

匿名組合

営業者

㈱Crowd Lease
(財団 23,522千円)

匿名組合出資

5,513,106千円

出資金返還請求権

・

利益分配金請求権

maneoマーケット㈱

業務提携

貸付

(破産債権届出。配当が

あれば回収予定)

事業者等

26社

募集・情報提供

破産債権2,216,681千円

H31.1以降期限の利益喪失

株式100%

貸付

(調査･回収･交渉中)

リース・割賦

取扱い・第二種金融取引業

(投資家に関連する調査等について業務委託)

㈱Crowd Capital

（財団 81,132千円）

破産債権3,344,937千円

H31.1以降期限の利益喪失

2,831,503千円

(破産債権の存否、内

容等について調査中)

（R2.2.6弁済金23,289千円

について否認該当行為(破産

法162条1項、148条4項等)）

㈱Crowd Fund

(財団 57,058千円）

事業者等

17社

3,577,080千円

（問合わせ対応等）
貸付

株式100%

(調査･回収･交渉中)

破産管財人 福田 大助

破産管財人代理 藤井 和典

破産管財人代理 川見 友康

破産管財人代理 三上 侑祐

金額等については調査中

（ ）は管財業務

財務等は公認会計士が調査中

・破産前に延滞等多数

・規制強化や娯楽の多様化による

パチンコ業界等の苦境

・コロナウィルス情勢の影響大

・担保の実効性等に問題

(破産債権届出。配当が

あれば回収予定)

R2.1.7保全管理命令



令和2年（フ）第1800号
破産者　株式会社Ｃｒｏｗｄ　Ｌｅａｓｅ
破産管財人弁護士　　福田　大助

破産手続開始決定日 令和2年4月1日現在
資産の部 単位＝円

番号 簿価 評価額 備考 残務
(○=未了)

1 現金 22,392,091 22,392,091 R2.4.3保全管理人口座から引継

2 預金 4 4

・三井住友銀行 新橋支店 4 4 6口座。保全管理命令期間に172,810円回収済

・みずほ銀行 丸の内支店 0 0

・大阪厚生信用金庫 本店営業部 0 0 保全管理命令期間に38,320円回収

3 貸付金等 5,561,618,052 未定

・㈱Crowd Capital 2,216,680,821 未定
破産。貸付金2,204,240,365円 未収入金
12,440,456円

○

・㈱Crowd Fund 3,344,937,231 未定
破産。貸付金3,321,951,316円 未収入金
22,985,915円

○

4 株式 54,010,000 0

・㈱Crowd Capital 54,000,000 0 破産

・㈱Crowd Fund 10,000 0 破産

5 法人税等還付金 2,651,331 2,651,331

6 その他 調査中 ○

資産総合計 5,640,671,478 25,043,426及び未定 破産財団の現在残高　23,522,022円

負債の部

番号
届出
債権額

評価額(異議
のない債権額)

備考

1 財団債権 23,434,000

2 優先的破産債権 債権届出留保。調査中

3 一般破産債権 債権届出留保。調査中

4 別除権予定不足額

負債総合計 23,434,000

3　損害賠償請求権の査定の裁判、その保全処分を必要とする事情の有無(破産者が法人の場合に限る。)　　■調査中

H30.10.1～R1.9.30期欠損のため、法人税の
繰戻し（欠損金の繰戻しによる還付）

破産法１５７条の報告事項（調査中）
1　破産手続開始の決定に至った事情　　 ■破産手続開始申立書記載のとおり
2　破産者及び破産財団に関する過去及び現在の状況 ■破産手続開始申立書及び財産目録記載のとおり。

　財産目録の内容、簿価等は調査中

公租公課145,000円及び破産者の保全管理命令期間中
における㈱Crowd Capitalからの弁済金23,289,000円
の否認に関する返還金（R2.7.1許可）

　　

財　　産　　目　　録

科目

科目



令和2年(フ)第1800号
破産者　株式会社Ｃｒｏｗｄ　Ｌｅａｓｅ
破産管財人弁護士　福田　大助

収入の部 　（単位：円）

番号 科　　目 金　額 備　　考

1 引継金 22,392,091 保全管理人口座から引継ぎ

2 預金 4 三井住友銀行新橋支店

3 国税還付金 2,651,331 法人税等

4 預金利息 73

　　　収入総合計 25,043,499

支出の部

番号 科　　目 金　額 備　　考

1 業務委託費 1,103,520 maneoマーケット㈱。投資家対応の一部を委託(R2.4.9許可)

2 履行補助者報酬 385,550 税理士

3 通信費 24,971 郵券、Wifi料金等

4 調査費 5,676 登記情報取得等

5 支払手数料 1,760 振込手数料

支出総合計 1,521,477

差引残高 23,522,022

収入の部
番号 科　　目 金　額 備　　考
1 現金 6,000,000 債権者申立前払費用（予納金）

2 預金 211,130 三井住友銀行新橋支店、大阪厚生信用金庫本店等

3 貸付金 23,289,000 ㈱Crowd Capitalからの弁済金（破産法162条、148条）

4 預金利息 9
　　　収入総合計 29,500,139
支出の部
番号 科　　目 金　額 備　　考

1 履行補助者報酬 1,100,880
公認会計士。残金110万円は破産開始決定後に財団債権と
して支払予定（R2.1.21付及び同年6.11付許可）

2 事務費 7,168 登記情報手数料、郵券

3 保全管理人報酬 3,000,000
4 予納金返還 3,000,000 債権者に返還

5 引継金 22,392,091 破産管財人口座へ引継

支出総合計 29,500,139
差引残高 0

収　　支　　計　　算　　書
（期間：R2.4.1～R2.9.1）

保全管理期間の収支計算書
(保全管理命令発令日R2.1.7～R2.4.3)


