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地域金融機関CLO シンセティック型 
（合同会社クローバー） 
第 1 回 A 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）並びに第 1
回 B 号及び C 号無担保社債（責任財産限定特約付及び分割禁止特約付） 
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 
CDO / 日本 

アナリストコメント 

» プールパフォーマンス 

クレジットイベントはこれまでのところ発生していない。2012 年 3 月現在において、

クレジット・イベント認定手続き中の参照債務はないが、延滞中の参照債務が 3
件/約 136 百万円存在している。 

» 案件の特徴 

本取引は、日本政策金融公庫（「日本公庫」）の「買取型」スキームのもとで、5 つ

の参加金融機関が当初から証券化することを目的として募集した中小企業向け

の貸付債権を参照するシンセティック CLO である。日本公庫は、コーディネータ

ー兼 B号・C号社債投資家であると共に、貸付債権を参照するクレジット・デフォ

ルト・スワップ契約を発行会社との間に締結し、CDS バイヤーとして発行会社に

プレミアムを支払う。 

本取引においては、期中を通して劣後部分（免責部分及び C 号社債）が減額/
償還されない、シークエンシャル償還に近い償還方法が採用されており、参照

債務の減額と共に A 号・B 号社債に対する劣後比率が上昇することで、格付の

安定性に寄与している。 

» ムーディーズの想定 

日本経済は、横ばい圏内から回復に向かう動きが明確になりつつある。中小企

業の事業環境についても回復の動きが見られ、再延長された中小企業金融円

滑化法、セーフティネット保証（5 号）、東日本大震災復興緊急保証及び同特別

貸付等、政府による手厚い資金繰り支援策も相まって、企業の倒産件数は引き

続き底ばいの動きを示している。 

海外景気の下振れがなお懸念されるものの、倒産を抑制している政府の資金繰

りサポートや金融機関の積極的な支援姿勢を考慮すると、中小企業の倒産件

数は当面の間、急激に増加する可能性は大きくないものと予想している。 

裏付け債権プールに見込まれる今後のデフォルト率は、現状の延滞債権残高

等を考慮して、件数ベースで年率 2.9％程度になると引続き予想している。 
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取引概要 

貸付債権元本総額 約 31.4 億円   

発行金額 約 26.5 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 西京信用金庫 富山信用金庫 北伊勢上野信用金庫 
（オリジネーター/個別 CDS バイヤー/サービサー） 大阪信用金庫 淡路信用金庫  
 （5 信用金庫。金融機関コード順）   

個別 CDS セラー/第 2CDS バイヤー 株式会社日本政策金融公庫(Aa3)   

第 2CDS セラー 合同会社クローバー   

独立認定人 有限会社東京共同会計事務所   

発行代わり金預入口座 株式会社みずほコーポレート銀行（「みずほコーポレート銀行」、A1/P-1） 

社債管理者 みずほコーポレート銀行   

計算代理人 みずほ信託銀行株式会社   

アレンジャー 三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社   

参照プール 中小企業向け貸付債権   

償還方法 3 ヶ月毎/パススルー方式（初回を 2011 年 6 月 20 日とし、毎年 3 月、6 月、9 月及び 12 月に順次

償還） 

 A 号及び B 号間は原則としてプロラタ償還   

利息の支払い 3 ヶ月毎   

ムーディーズの想定 期待クレジット・イベント発生率（年率）：2.9％   

 

 残高（億円）   償還期日 格付 

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

A 号 19.0 11.9  Tibor+0.50% 2011/03/11 2014/03/28 2014/05/28 Aaa (sf) Aaa (sf) 

B 号 5.8 3.6  非公表 2011/03/11 2014/03/28 2014/05/28 Baa2 (sf) Baa2 (sf) 

C 号 1.8 1.8  非公表 2011/03/11 2014/03/28 2014/05/28 Caa2 (sf) Caa2 (sf) 

* 現在の社債元本残高は、2012 年 3 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 

 

参照債務残高（注 2） 
（百万円） 

クレジット・イベント    
金額（注 1） 
（百万円） 元本残高率（注 2） 劣後比率（注 2） 

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 3,142  - 100.0% 21.1% - - 140  

2011/06 2,968  0  94.5% 22.3% 0.00% 0  140  

2011/09 2,713  0  86.4% 24.4% 0.00% 0  140  

2011/12 2,461  0  78.4% 26.9% 0.00% 0  139  

2012/03 2,206  0  70.2% 30.1% 0.00% 0  139  

 

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 

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 

（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 

（注 2）:2012 年 12 月末時点において、第 2CDS バイヤーによる参照債務残高に関する報告に誤りがあったことが判明したため、過去に遡って数字の修正を行った。 
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