
種　　　類 有　無
名目額（単位：円）
額面・時価・簿価等

 実際額（単位：円）
 ＝換価回収見込み額

①現　金 ■有 □無 ２１６,１７５円 ２１６,１７５円

②預貯金・積立金 ■有 □無 ２５３,７９１円 ⇒⇒ 相殺予定額を控除 ⇒⇒⇒ ２５３,７９１円

③保険解約返戻金 ■有 □無 ３８,０４６円 ３８,０４６円

④自動車・ｵｰﾄﾊﾞｲ □有 ■無 ０円 ⇒⇒⇒ (時価－残債) ⇒⇒⇒⇒ ０円

⑤電話加入権 □有 ■無 ⇒ 時価から被担保債権額　 ⇒

★１本2000円と評価 　 or滞納料金額を控除。

⑥予定退職金 □有 ■無 ０円 ⇒⇒⇒⇒ (1/8)  ⇒⇒⇒⇒⇒ ０円

　①～⑥の合計額 計５０８,０１２円 計５０８,０１２円

⑦所有不動産 □有 ■無 ０円 ０円

★別紙不動産目録のAの
　額を記載。

⑧賃借不動産(敷金) □有 ■無 ０円 ⇒ 原則として「０評価」 ⇒⇒ ０円

⑨家財道具等 ■有 □無 ０円 ⇒ 必要不可欠でない動産額 ⇒ ０円

⑩その他の動産 □有 ■無 ０円 ０円

⑪ｺﾞﾙﾌ・ﾚｼﾞｬｰ会員権 □有 ■無 ０円 ０円

⑫有価証券 □有 ■無 ０円 ０円

⑬貸金・求償金・立替金 □有 ■無 ０円 ０円

⑭その他財産権 □有 ■無 ０円 ０円

　⑦～⑭の合計額 計０円 計０円

　①～⑭の合計額 計５０８,０１２円 計５０８,０１２円

財　 産　 目 　録（本人申立用） 【令和２年●月●日現在】

財 産 目 録 概 観

０円

   別紙「不動産目録」の
⇒　Aの価額から被担保債  ⇒
　  権額(現在額)を控除し
　　た額

０円



財 産 目 録・細目

種　　類 有　無 具　体　的　内　容　等 → 提出すべき資料，付記事項

→ ■給与or事業収入

■公的収入　□財産処分

　総額２５３,７９１円 □その他(　　　　　　)

　総額０円 → □積立額証明書

  (□互助会 □社内積立)

  解約返戻金総額  ３８,０４６円

①保険会社名 （
） 証 券 番 号 （
）

→ ■保険証書(写し)
保険の種類 （

）
□解約返戻金額証明書

契 約 日 （
）

　　(契約者貸付の有無・時

　　解約返戻金総額  ３８,０４６円 　　期・額が判るもの)

     【契約者貸付】□有■無

          時  期（平成　　年　　月　　日）

          金  額（　　　　　　  　　　　）円

　②保険会社名　（　　　　　　　　　　　）

  　証 券 番 号 （　　　　　　　　　　　） → □保険証書(写し)

　　保険の種類　（　　　　　　　　　　　） □解約返戻金額証明書

    契　約　日　（平成　　年　　月　　日） 　　(契約者貸付の有無・時

　　解約返戻金総額  ０円 　　期・額が判るもの)

     【契約者貸付】□有□無

          時　期（平成　　年　　月　　日）

       　 金　額（　　　　　　　　　　　）円

　□別紙「加入保険目録」記載のとおり 車登録事項証明書(写し)

　年　  　式（平成　　）年式 →  ●外国車の場合及び国産車で

  車　種　名（　　　　） 　 初年度登録が申立時から５

　購入年月日（平成　　年　　月　　日）    年以内の普通自動車・４年

　購入価格  ０円    以内の軽自動車・貨物自動

  ローンの残債(所有権留保)の有無    車の場合

　　□有□無 □査定書

　　金額０円

  □別紙のとおり（複数台ある場合）

　排　気　量（　　　　）cc

  車　種　名（   　　　　         　　） →  ●400cc以上の場合

　購入年月日（　　　　　　　　　　　　）    □車検証（写し）

　購入価格  ０円  ●購入後３年以内の場合

  ローンの残債(所有権留保)の有無　□有□無    □査定書

　　金額０円 査定額　０円

　総額０円

  ＝2,000円×本数(１本) □退職金規程

  担保設定　□有　■無

　金額０円 □資料は提出できません

　　→　1/8　→　金額０円 (理由)：

★実際に退職するかどうかは別として，仮に現時 点で退職
した場合に支払われる金額

→

□退職金見込額の証明書

★購入後３年以内の場合

電話加入権 □有 ■無

予定退職金

オートバイ

自　動　車 □有 ■無

□有 ■無

□有 ■無

  □別紙のとおり（複数台ある場合）

査定額　０円

現　    金 ■有 □無

預  貯  金 ■有 □無

■有 □無

　金額２１６,１７５円

積　立  金

加入中の保険

　●その原資は右記のとおり(複数チェック可)

　→別紙「預貯金・積立金目録」記載のとおり

  →別紙「預貯金・積立金目録」記載のとおり

□有 ■無

□援助

■車検証(写し)or□自動



種　　類 有　無 具　体　的　内　容　等

□不動産登記簿謄本

□固定資産税評価証明書

マンション □有 ■無  所在地： →
　　□単独所有  名　称： □競売は行われていません

　　□共有(　/　)  →別紙「不動産目録」記載のとおり 　□不動産業者による査

一戸建て住宅 □有 ■無  所在地： → 　□不動産鑑定士による

　　□単独所有 　　鑑定書

　　□共有(　/　)  →別紙「不動産目録」記載のとおり □競売手続中です

　建　  物 □有 ■無  所在地： → 　□最低売却価額を証明

　　□単独所有  敷地権：□賃借権　□使用借権　□その他 　　するもの

　　□共有(　/　)  →別紙「不動産目録」記載のとおり

　土　  地 □有 ■無  所在地： → 　場合，査定書は借地権価

　　□単独所有  地　目：          現　況： 　格込みのものを用意

　　□共有(　/　)  →別紙「不動産目録」記載のとおり

 借地・借家 □有 ■無  敷金・保証金　０円 → ■賃貸借契約書(写し)

 家財道具等 ■有 □無  →別紙「家財道具等目録」記載のとおり

□有 ■無  品　目：

 評価額：

 □別紙のとおり

□会員券or会員証(写し)

 ｺﾞﾙﾌ・ﾚｼﾞｬｰｸ □有 ■無  種類・名称（          　 　               ） → □会員規約＋契約書(写し)

 ﾗﾌﾞ会員権  時価金額（　　　　　　　　　　）円 □時価を証する書面

 □別紙のとおり

株券・出資証券 □有 ■無  種類・名称（　　          　　　　　　　　） → □株券その他の証券(写し)

その他の有価証券  時価金額（　　　　　　　　　　）円 □時価を証する書面

 □別紙のとおり

□有 ■無  金　　  額（　　　　　　　　　　）円 → □債権の存在を示す資料

 相手氏名　（ 　　               ） □回収可能性に関する資

 貸付時期　（平成  　年  　月  　日）   料・報告書

 回収可能性　□有(　　　　　　　 円) 　□無

 □別紙のとおり

□有 ■無  種　　  類（　　　　　　　　　　） → □債権の存在を示す資料

 金　　  額（　　　　　　　　　　）円 □回収可能性に関する資

 相手氏名　（ 　　               ） 　料・報告書

 貸付時期　（平成  　年　  月　  日）

 回収可能性　□有(　　　　　　　 円) 　□無

 □別紙のとおり

 その他の債権 □有 ■無  内　容： → □評価額を証する資料

 ・財産権  評価額：

 □別紙のとおり

【不　動　産】

　　定書(２通)

　□競売開始決定

★借地上に建物を所有する

求償金・立替金

 貸　　金

【債 権・その他の財産権】

【その他の動産等】

 その他の動産



過去の財産状況

項　　　　目 有　無 具　体　的　内　容　等

 離婚・離縁による □有 ■無 ①分与した金品： → ●財産分与が不動産の場

 財産分与 　時　　　　期：昭・平　  年　　月　　日 　合

②受取った場合 □不動産登記簿謄本

　詳細は「陳述書」第５の１(2)・12頁

 相続した財産等 □有 ■無 詳細は「陳述書」第５の３(3)・15頁 → 　合

□不動産登記簿謄本

 受領した保険金 □有 ■無 ①受領金額　(　 　　　　　　　　　)円

 又は解約返戻金 　種      類　□約定保険金 □解約返戻金 → □保険証書(写し)

 (過去１年以内) 　保険会社名  (                     ) □保険金支払通知書

　証券番号 （   　                ） □解約返戻金支払通知書

　受領時期 （平成　　年 　　月  　日) □入金記載のある通帳

  使　　　途  □生活費 □返済 □その他 □その他：

②受領金額　(　 　　　　　　　　　)円

　種      類　□約定保険金 □解約返戻金 → □保険証書(写し)

　保険会社名  (                     ) □保険金支払通知書

　証券番号 （   　                ） □解約返戻金支払通知書

　受領時期 （平成　　年 　　月  　日) □入金記載のある通帳

  使　　　途  □生活費 □返済 □その他 □その他：

③受領金額　(　 　　　　　　　　　)円

　種      類　□約定保険金 □解約返戻金 → □保険証書(写し)

　保険会社名  (                     ) □保険金支払通知書

　証券番号 （   　                ） □解約返戻金支払通知書

　受領時期 （平成　　年 　　月  　日) □入金記載のある通帳

  使　　　途  □生活費 □返済 □その他 □その他：

□別紙のとおり

 受領済の退職金 ■有 □無 受領金額（約８０万）円 → □支給額証明書

受領時期（平成１６年頃） □入金記載のある通帳

使　　　途  ■生活費 □返済 □その他 □使途明細書

詳細は「陳述書」第５の３(4)・15頁

 過去１年間に処分 □有 ■無 詳細は「陳述書」の第５の３(2)・14頁 → □質札(写し)

 した動産等 □売買契約書(写し)

□領収証or受領書(写し)

□使途明細書

 過去に処分した □有 ■無 詳細は「陳述書」の第５の３(1)・13頁

 不動産 → □登記簿謄本

□使途明細書

●相続財産が不動産の場

□売買契約書(写し)



※ □預貯金については，残高がゼロでも申立日前１年の通帳があれば提出してください。

□申立前１か月以内に最終記帳，残高確認を行い，その日付を「最終確認」欄に記載してください。

□一括記帳がある場合は，その期間の取引履歴を提出してください。

番 金融機関等 残 高

相殺等予定額

号 （積立先） 回 収 見 込 額

253,791円

253,791円

0円

0円

0円

0円

0円

0円

0円

0円

0円

回収見込額合計 253,791円

預 貯 金・積 立 金 目 録

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1 H30.6.5

種　　類

口座番号

最終確認 備　　考

（積立番号）



（受領者氏名　井倉　廣󠄅司）

番

号

過去の退職金・保険金・慰謝料等目録

支払者 種類
証券番号等

受領金額 使途
備考

（添付書類）
受領時期

1 約800,000円
平成16年頃

2 105,000円
平成28年1月13日

3 89,600円
平成28年10月21日

4 163,710円
平成28年12月13日

5 745,440円
平成29年3月14日

6 834,105円
平成29年3月14日

7 63,000円
平成29年8月30日

8 27,790円
平成29年9月15日

9 63,000円
平成29年9月21日

10


