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アナリスト・コメント

• 直近の回収期間において 4 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 12 件
となった。 デフォルト発生は件数ベース、 金額ベースのいずれにおいても、 ムーディーズの当

初想定よ り も高い水準である。 また、 2008 年 12 月末時点で 2 件の延滞債権が存在しており、
今後の動向には引続き注意が必要である。

• 現在、一部の参加金融機関の貸付債権プールにおけるデフォルト発生によ り、 シニア劣後受益
権及び該当するジュニア劣後受益権の償還が停止している。 これによ り上位ト ランシェの保全

が図られている。

• しかしながら、昨今の景気低迷や中小企業の資金調達環境の悪化を背景と して、裏付債権プー
ルのパフォーマンスが悪化し、現状の信用補完比率が従来の格付けレベルにおいて相応と され

る水準を下回ったため、 2009年 1月に優先受益権、 メザニン受益権の格下げの実施に至った。
一方、中小企業の資金調達環境を下支えするこ とを目的と した政府による緊急保証制度をはじ

めとする一連の支援策も実施されており、 景気低迷と これらの支援策が裏付債権プールのパ

フォーマンスに及ぼす当面の影響を見極めるため、 更に格下げ方向での見直しを行う。

取引概要

* 現在の受益権元本残高は、2009 年 1 月の元本償還を反映させた後の数値である。

信託元本総額： 134.88億円
発行金額： 120.80億円
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： 株式会社愛媛銀行

（オリジネーター / サービサー） 株式会社日本政策金融公庫 （旧 中小企業金融公庫）
セラー： 株式会社日本政策金融公庫 (Aaa)
受託者： みずほ信託銀行株式会社

アレンジャー： 大和証券 SMBC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 10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 119.0 83.3 1.79% 2007/06/28 2012/07/17 2013/07/16 Aaa Aa2 ↓

メザニン受益権 1.8 1.3 2.15% 2007/06/28 2012/07/17 2013/07/16 A3 Baa3 ↓

地域金融機関平成 19 年 6 月 CLO
中小企業金融公庫が実施した買取型及び自己型合同 CLO

モニタリング：

増田 厚
アナリスト
03-5408-4189

武田 真一

AVP アナリスト
03-5408-4154

コンタクト：

齋藤 奈都子

シニア アソシエイト
03-5408-4283

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

2008 年 12 月末現在

2009 年 2 月
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資産プールのパフォーマンス

債権残高
( 百万円 )

デフォルト金額
( 百万円 ) 元本残高率 劣後比率（注）

累積
デフォルト率 延滞残高率

デフォルト
件数 債務者数

当初 13,488 - 100.0% 10.4% - - - 355

2007/09 12,814 0 95.0% 10.6% 0.00% 0.12% 0 355

2007/12 12,126 15 89.9% 10.6% 0.11% 0.00% 1 354

2008/03 11,371 90 84.3% 10.1% 0.78% 0.63% 1 353

2008/06 10,485 310 77.7% 8.1% 3.08% 0.24% 4 349

2008/09 9,795 66 72.6% 7.9% 3.56% 0.57% 2 347

2008/12 9,155 136 67.9% 7.1% 4.57% 1.07% 4 346

債権残高： 正常債権、 延滞債権、 及び、 デフォルト債権で現状有姿交付されていない債権の合計

元本残高率： 債権残高 /当初債権残高
劣後比率： （ジュニア劣後受益権残高 *+ シニア劣後受益権残高 *） / （債権残高 **+元本勘定残高） × 100

*受益権の残高は、 翌月の元本償還を反映させた値であ り、 デフォルト債権で現状有姿交付されていない債権による損失を控除
した値

**デフォルト債権で現状有姿交付されていない債権を控除した値
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こ とに注
意が必要である。

（注意）前回 （2008年 9月末現在） のレポート までは、 デフォルト債権で現状有姿交付されていないものを含んだ値であった。
今回のレポートから、 実態に近い情報を提供するため、 劣後比率の算出方法を過去に遡り修正し、 デフォル ト債権で現状有姿交
付されていない債権を除いた （当該債権部分の損失を受益権残高から控除した） 値を公表するこ と と した。

累積デフォルト率： 累積デフォルト金額 /当初債権残高× 100
延滞残高率： 延滞債権残高 （長期延滞債権を含む） の合計額 /債権残高× 100
債務者数： 延滞中の債務者、 及び、 デフォル ト債権で現状有姿交付されていない債務者を含む。
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の情報をいかなる種類の保証もつけることなく「現状有姿」で提供しており、とりわけ、これらの情報の正確性、速報性、完全性、商品性、お
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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。

pm1472


