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アナリスト・コメント

• 直近の回収期間において 1件のデフォルトが発生し、 現在までの累積デフォルト件数は 9件と
なった。 また、 2007年 12月末時点で 6件の延滞債権が存在している。

• 貸付債権プール全体について、 件数ベースの実績デフォルト率はムーディーズが当初に想定し
たデフォルト率とほぼ同じ水準であるが、 金額ベースはムーディーズの当初想定よ り もやや高

めである。 6件の延滞債権について、 今後パフォーマンス動向を注視していく必要がある。
• 本取引では、 各受益権に対して優先劣後構造による信用補完が提供されているが、 各参加金融
機関保有のジュニア劣後受益権は他の参加金融機関が譲渡した貸付債権の損失をカバーする

こ とができない仕組みとなっている。 ただし、 シニア劣後受益権は、 すべての参加金融機関が

譲渡した貸付債権の損失を共通でカバーするこ とができるため、 シニア劣後受益権よ り も上位

の受益権にとって、 各ジュニア劣後受益権が損失を共有化できない仕組みの影響は限定的と

なっている。

• 残存期間が短縮したこ とによ り必要信用補完の水準が低下したこ とを背景と して、2007年 3月
及び 9月に格上げの実施に至った。

取引概要

* 現在の受益権元本残高は、2008 年 1 月の元本償還を反映させた後の数値である。

貸付債権元本総額： 103.5億円
発行金額： 89.7億円
ストラクチャー・タイプ： キャ ッシュ型、 スタティ ッ ク型

参加金融機関 ：
（オリジネーター / サービサー）

株式会社山陰合同銀行 (A2/Prime-1/C-) 株式会社栃木銀行
株式会社中京銀行 株式会社福岡中央銀行

株式会社熊本ファ ミ リー銀行 株式会社八千代銀行

西武信用金庫 岡崎信用金庫

碧海信用金庫 京都信用金庫

大阪東信用金庫 姫路信用金庫

尼崎信用金庫 淡路信用金庫

（6銀行、 8信用金庫。 金融機関コード順）
セラー： 中小企業金融公庫 (Aaa)
受託者： 三菱 UFJ信託銀行株式会社
アレンジャー： みずほ証券株式会社

裏付け資産： 中小企業向け貸付債権

償還方法： 2005年 7月から 3ヵ月毎コン ト ロールド ・ アモチ償還
（毎年 1月、 4月、 7月、 10月）

配当の支払い： 3ヵ月毎

残高 ( 億円 ) 償還期日 格付け

回号 ( 当初 ) ( 現在 ) 利率 発行日 ( 予定 ) ( 法定最終 ) ( 当初 ) ( 現在 )

優先受益権 84.0 7.0 0.41% 2005/03/22 2008/04/15 2009/04/15 Aaa Aaa

メザニン受益権 2.5 0.2 0.62% 2005/03/22 2008/04/15 2009/04/15 A1 Aaa

ジュニアメザニン受益権 3.2 0.3 1.07% 2005/03/22 2008/04/15 2009/04/15 Baa2 Aa2

地域金融機関 CLO
中小企業金融公庫の証券化支援業務のもとで実施された買取型 CLO

コンタクト：

齋藤 奈都子

シニア アソシエイト
03-5408-4283

増田 厚
アナリスト
03-5408-4189

関 雄介

シニア・バイス・プレジデント
03-5408-4152

お問い合わせ：

クライアント・ デスク
03-5408-4100

2007 年 12 月末現在

2008 年 2 月
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資産プールのパフォーマンス

債権元本残高 [ 期末 ]
( 百万円 )

デフォルト金額
( 百万円 ) 残高率 劣後比率

累積
デフォルト率 延滞率

デフォルト
件数 債務者数

当初 10,353 - 100.0% 13.4% - - - 507

2005/06 9,495 0 91.7% 13.4% 0.00% 0.53% 0 507

2005/09 8,636 0 83.4% 13.5% 0.00% 0.58% 0 507

2005/12 7,771 0 75.1% 13.5% 0.00% 0.75% 0 506

2006/03 6,879 41 66.4% 13.3% 0.40% 1.05% 2 504

2006/06 5,939 73 57.4% 12.7% 1.10% 0.00% 2 500

2006/09 5,090 0 49.2% 12.9% 1.10% 0.57% 0 499

2006/12 4,230 25 40.9% 13.0% 1.34% 1.16% 1 498

2007/03 3,370 21 32.5% 13.2% 1.54% 1.24% 1 496

2007/06 2,532 0 24.5% 14.1% 1.54% 1.88% 0 494

2007/09 1,687 16 16.3% 15.0% 1.70% 3.11% 2 490

2007/12 863 8 8.3% 18.0% 1.77% 6.57% 1 486

元本残高率： 債権元本残高 ［期末］ /当初債権元本残高
劣後比率： （ジュニア劣後受益権の期末残高合計額＋シニア劣後受益権の期末残高） /債権元本残高 ［期末］ × 100
累積デフォルト率： 累積デフォルト金額 /当初債権元本残高× 100
延滞率： 延滞債権元本残高 （長期延滞債権を含む） の合計金額 /債権元本残高 ［期末］ × 100
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よび特定の目的への適合性についてはいかなる表示または保証 （明示的、黙示的を問わず） も行いません。ムーディーズはいかなる状況におい
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　ムーディーズは、 ムーディーズが格付けを行っている債券 （社債、 地方債、 債券、 手形、 CP を含む） および優先株式の発行者の大部分は、
ムーディーズが行う評価 ・格付けサービスに対して、 ムーディーズが格付けを付与するのに先立ち、 1500 ドル～約 240万ドルの手数料をムー
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と格付け対象会社との間の何らかの利害関係の存在、 および MIS から格付けを付与され、 かつ MCO の株式の 5% 以上を保有していることを
SEC に公式に報告している企業に関する情報は、 ムーデ ィーズのウェ ブサイ ト www.moodys.com の "Shareholder Relations-Corporate
Governance-Director and Shareholder Affiliation Policy"の項に毎年、 掲載されます。
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