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• 本取引は、 複数の参加金融機関が実行し、 証券化支援業務のも とで中小企業金融公庫が買い
取った無担保貸付債権を裏付けと している。

• 裏付け債権の元本返済 （1年据置後、 3ヵ月毎均等返済） は 2007年 3月よ り開始される予定で
あ り、 これまでに延滞 ・デフォルト した債権はない。

• 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の譲渡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、琉球銀行および沖縄銀行が保有するジュニア劣後受

益権は共有劣後である）。 一方、 シニア劣後受益権は、 すべての参加金融機関の譲渡貸付債権

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 も上位の受益権において

は、 各ジュニア劣後受益権が共有化できない仕組みの影響は限定的となっている。

• 各受益権の元本償還は 2007 年 4 月から行われる予定となっており、 現在の各受益権に対する
信用補完水準は当初の水準と同じである。

• 以上を勘案して、 現在の格付けは当初の格付けを維持している と言える。

取引概要

信託元本総額 70.75億円
発行金額 61.70億円
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）：

株式会社荘内銀行 株式会社富山銀行 株式会社琉球銀行

株式会社沖縄銀行 株式会社栃木銀行 ぐんま信用金庫

高崎信用金庫 足利小山信用金庫 さわやか信用金庫

岐阜信用金庫 豊田信用金庫 大阪信用金庫

第一勧業信用組合 （5銀行、 7信用金庫、 1信用組合。 金融機関コード順）
セラー 中小企業金融公庫 (A2)
受託者 みずほ信託銀行株式会社

アレンジャー 三菱 UFJ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 2007年 4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 60.0 60.0 0.82% 2006/03/23 2009/04/15 2010/04/15 Aaa Aaa

メザニン受益権 1.7 1.7 0.93% 2006/03/23 2009/04/15 2010/04/15 A1 A1
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資産プールのパフォーマンス

信託元本残高 [ 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 7,075 - 100.0% 12.8% - - - 320

2006/06 7,075 0 100.0% 12.8% 0.00% 0.00% 0 320

元本残高率： 信託元本残高 ［期末］ /当初信託元本残高
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） /信託元本残高 ［期末］ × 100
累積デフォルト率： 累積デフォルト金額 /当初信託元本残高× 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 /信託元本残高 ［期末］ × 100
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問わず）引き起こされ、発生し、もしくはそれらに関係する損失または損害（このような損失や損害がムーディーズ、あるいはその取締役、役
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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～ 240 万ドルの手数料をムー
ディーズに支払うことに同意していることを、ここに開示します。また、Moody's Corporation (MCO) および同社が全額出資する信用格付け会
社 Moody's Investors Service(MIS) は、MIS の格付けと格付け過程の独立性を確保するための方針と手続きを維持しています。MCO の取締役と
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-
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　Moody's Investors Service Pty Limited はオーストラリアの会社法（Corporations Act）に基づくオーストラリアでの金融サービス業の許可を取
得していません。本書に記載した格付けに関する意見は各利用者の利用目的、財務の状況もしくは要望を考慮したものではありません。本書に
記載した格付けに関する意見に基づき何らかの行動をとる場合は、その前にそれらが各利用者の利用目的、財務の状況もしくは要望に当てはま
るか否かを考慮に入れるべきです。
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