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• プールパフォーマンス
直近の回収期間において 8 件のクレジッ ト ・ イベン トが認定され、 現在までの累積クレジッ
ト ・ イベン ト件数は 94 件となった。 現在、 クレジッ ト ・ イベン ト認定手続き中の参照債務が
1件、延滞中の参照債務が 10件存在している。直近の回収期間におけるクレジッ ト ・ イベン ト
率は、 件数ベースではムーディーズが想定するベース ・ シナ リオ * の範囲内であるが、 金額
ベースではやや上回っている。

• クレジッ ト ・ イベン ト発生状況
94件のクレジッ ト ・ イベン トのうち、 38件が法的倒産など、 49件が支払不履行、 7件がリ ス ト ラ
クチャ リ ングによるものである。 金融機関別にみる と、 21 金融機関でクレジッ ト ・ イベン トの認
定がなされた参照債務が 1つ以上あり、 う ち 11金融機関で損失金額が免責金額を超過している。

• ムーディーズの想定
4 月以降、 日本経済は生産や輸出の持ち直しを背景に緩やかな回復局面にあ り、 政府による資
金繰り支援策や貸し渋り対策等による中小企業の資金調達環境の下支えも相まって、企業の倒

産件数は減少傾向にある。 本取引においても、 直近の回収期間におけるクレジッ ト ・ イベン ト

発生件数は昨秋から 3月までのペースに比べ減少し、ムーディーズの想定のほぼ範囲内で推移
している。

一方、本取引の延滞発生件数に関しては減少の傾向が見られるものの、 2008年 10-12月期以降
高めの水準が続いており、 その一部が今後クレジッ ト ・ イベン ト と して認定される可能性があ

るこ とを考慮に入れる と、今後のクレジッ ト ・ イベン ト発生が減少傾向に転じたとまでは言い

切れないと考えられる。 従って、 本取引の裏付債権に見込まれる クレジッ ト ・ イベン ト率は、

従前の通りベース ・ シナリオと して 2008 年度を通じた平均的発生率と同程度 （件数ベースで

4％台） になる と予想している。
• 格付けの水準
参照プールのクレジッ ト ・ イベン ト率は高めの水準が続く と予想されるものの、各社債の劣後

比率が当初よ り一貫して上昇しているため、A号及び B号社債の格付けはいずれも当初の水準
を維持している。本取引の残存期間は半年を切っており、 アモチ償還に起因する劣後比率の上

昇が今後一段と見込まれる。

* 　詳し くは、 ムーディーズのスペシャル ・ レポート 「日本の中小企業 CDO の格付けモニタ リ ングの現状と格付けの
見通し （2009年 7月）」 を参照のこ と。

取引概要

貸付債権元本総額： 304.84億円
発行金額： 273.8億円
ストラクチャー・タイプ：シンセティ ッ ク型、 スタティ ッ ク型

参加金融機関： 株式会社青森銀行 株式会社みちのく銀行 株式会社荘内銀行

（CDS バイヤー） 株式会社岩手銀行 株式会社神奈川銀行 株式会社静岡中央銀行

株式会社宮崎太陽銀行 株式会社八千代銀行 仙南信用金庫

福島信用金庫 朝日信用金庫 亀有信用金庫

足立成和信用金庫 西京信用金庫 城北信用金庫

長野信用金庫 金沢信用金庫 北伊勢上野信用金庫

桑名信用金庫 京都信用金庫 摂津水都信用金庫

神戸信用金庫 兵庫信用金庫 福岡ひびき信用金庫

鹿児島相互信用金庫 長野県信用組合

（8銀行、 17信用金庫、 1信用組合。 金融機関コード順）

地域金融機関 CLO シンセティック型
（株式会社たんぽぽ 2007）
第 1 回 A 及び B 号無担保社債（責任財産限定特約付及び適格機関投資家限定）
複数の金融機関が募集した中小企業向け貸付債権を参照するシンセティック
CLO 取引
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*現在の社債元本残高は、2009年 9月の元本償還を反映させた後の数値である。

資産プールのパフォーマンス

（注 1）：参照債務のクレジット・イベントが確定した時点における参照金額

CDS セラー： 株式会社たんぽぽ 2007
独立認定人： 新日本有限責任監査法人

社債管理者： 住友信託銀行株式会社

アレンジャー： みずほ証券株式会社

発行代わり金預入口座： 参加金融機関の普通預金 （無利息） 口座

参照プール： 中小企業向け貸付債権

償還方法： 初回を 2007年 6月 20日と し、 毎年 3月、 6月、 9月及び 12月に順次償還 （2010年 3月を除く）
利息の支払い： 3ヵ月毎 （毎年 3月、 6月、 9月、 12月。 ただし 2007年 3月及び 2010年 3月を除く）

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 )

A 号 269.0 47.5 Libor+0.24% 2007/02/28 2010/04/30 2010/06/30 Aaa Aaa

B 号 4.8 1.4 Libor+0.50% 2007/02/28 2010/04/30 2010/06/30 A2 A2

参照債務残高
( 百万円 )

クレジット・
イベント金額 ( 注 1）

( 百万円 )
元本

残高率 劣後比率
累積クレジット・

イベント率
期中クレジット・
イベント認定件数 参照債務数

当初 30,484 - 100.0% 10.2% - - 1,190

2007/06 28,096 46 92.2% 10.9% 0.15% 2 1,188

2007/09 25,620 113 84.0% 11.5% 0.52% 4 1,183

2007/12 23,078 250 75.7% 11.7% 1.34% 9 1,173

2008/03 20,536 193 67.4% 12.2% 1.98% 8 1,162

2008/06 18,147 90 59.5% 13.3% 2.27% 5 1,155

2008/09 15,562 279 51.0% 13.7% 3.19% 16 1,135

2008/12 13,172 217 43.2% 14.6% 3.90% 12 1,122

2009/03 10,823 170 35.5% 16.2% 4.45% 15 1,099

2009/06 8,460 239 27.8% 18.0% 5.24% 15 1,069

2009/09 6,161 108 20.2% 22.7% 5.59% 8 1,053

元本残高率： 参照債務残高 ［期末］ /当初参照債務残高
劣後比率： （C号社債の期末残高 *＋使用可能免責金額の合計額） /参照債務残高 ［期末］ × 100

*C号社債毀損分考慮後
累積クレジット・イベント率： 累積クレジッ ト ・ イベン ト金額 /当初参照債務残高× 100
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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。

pm1670


