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CMSA Investor Reporting Package Version 5.0 

CMSA SUPPLEMENTAL REPORT OVERVIEW 
 
The eight supplemental reports in the IRP are enumerated below: 

1. Servicer Watchlist/Portfolio Review Guidelines 
2. Delinquent Loan Status Report 
3. REO Status Report 
4. Comparative Financial Status Report 
5. Historical Loan Modification and Corrected Mortgage Loan Report 
6. Loan Level Reserve/LOC Report 
7. Total Loan Report 
8. Advance Recovery Report 

 
Depending on the transaction, these reports are completed by the Master Servicer, Special Servicer, 
Trustee 
or a combination of the parties, as appropriate. Oftentimes in a transaction, the reports are shown as 
exhibits to the prospectus. Although information needs may vary widely from one investor to another, the 
supplemental reports will provide them with a variety of ways to analyze and evaluate the current status 
of 
a particular loan, property and/or the overall portfolio. Investors can request these reports from the 
Trustee, 
although pursuant to some servicing agreements, servicers may be required to publish this information on 
their websites. The eight aforementioned reports fall into one of the following three categories: 

1. Status Reports 
2. Financial Reports (Debt Service Coverage Information) 
3. Historical Information Reports 

Note: 
All CMSA supplemental reports should be as of determination date and should be submitted in Excel 
format. 
 
Status Reports 
 
Servicer Watchlist/Portfolio Review Guidelines 
The Servicer Watchlist is a monthly report prepared by the Master Servicer pursuant to specific 
guidelines. 
The Portfolio Review Guidelines (PRG) represent a list of criteria that can be applied systematically to 
determine whether a loan will be reported on the Servicer Watchlist and establish a release threshold that 
defines when a loan should be removed from the Servicer Watchlist. The PRG consist of the following 
six 
categories: 

1. Financial Conditions 
2. Borrower Issues 
3. Property Condition Issues 
4. Lease Rollover, Tenant Issues and Vacancy 
5. Maturity 
6. Other (Servicer Discretion) 

 
If a loan has triggered one or more items within the PRG, then the loan will be reported on the Servicer 
Watchlist. Effective with the 4.0 release, new criteria was developed for floating rate loans, and the 
Servicer Watchlist was modified slightly to add a column for the Servicer Watchlist Codes. Multiple 
Servicer Watchlist Codes should be separated by a vertical bar. Additionally, the comments should 
describe the status of each code triggered. 
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CMSA SUPPLEMENTAL REPORT OVERVIEW 
 
報告をより詳細に行うための８つのサプリメンタルレポートを下記に示す。 
1. Servicer Watchlist/Portfolio Review Guidelines 
2. Delinquent Loan Status Report 
3. Real Estate Owned (REO) Status Report 
4. Comparative Financial Status Report 
5. Historical Loan Modification and Corrected Mortgage Loan Report 
6. Loan Level Reserve/LOC Report 
7. Total Loan Report 
8. Advance Recovery Report 
 
マスターサービサー、スペシャルサービサー、トラスティは、トランザクションごとに必要

に応じてこれらのレポートを作成する。これらのレポートは、トランザクションの商品内容

説明書の補足として添付されることが多い。必要な情報は投資家によって様々であるが、こ

れらのレポートは、特定のローンや物件、ポートフォリオ全体の最新の状況を評価・分析す

るための様々な方法を提供する。投資家は、トラスティへこうしたレポートをサービシング

契約に準じて要求することができ、サービサーは自社のウエブサイトでこの情報を公開する

ことが求められることがある。前述の８つのレポートは、下記３つのカテゴリーに分類され

る。 
1. Status Reports 
2. Financial Reports (Debt Service Coverage Information) 
3. Historical Information Reports 
 
注：全ての CMSA サプリメンタルレポートは、定められた報告日に報告され、Excel フォ

ーマットで提出されるものとする。 
 
Status Reports 
 
Servicer Watchlist(P59)/Portfolio Review Guidelines(P60-61) 
 
Servicer Watchlist は特定のガイドラインの規定に従いマスターサービサーが毎月作成す

る。 
Portfolio Review Guidelines(PRG)は、あるローンを Servicer Watchlist に載せるかどうか

決定する際適用する基準と、Servicer Watchlist 上のローンがいつリストから外れるかを定

めた解除基準を示すものである。PRG には下記６つのカテゴリーがある。 
1. Financial Conditions 
2. Borrower Issues 
3. Property Condition Issues 
4. Lease Rollover, Tenant Issues and Vacancy 
5. Maturity 
6. Other (Servicer Direction) 

上記 PRG トリガーにローンが１つでもヒットすると、そのローンは Servicer Watchlist に
記載される。Ver4.0 で変動金利ローンの新しい基準が定義され、Servicer Watchlist に

Servicer Watchlist Codes 列が追加された。複数の Servicer Watchlist Codes は縦棒で分け

られる。また、トリガーがヒットした各コードの状況がコメントとして記載される。 
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Delinquent Loan Status Report 
This report is prepared monthly by the Master Servicer. The report includes matured performing loans 
where the maturity date has passed without paying off and a monthly payment (assumed scheduled 
payment) is still being received from the borrower, matured non-performing loans where the maturity 
date 
has passed without paying off and a monthly payment (assumed scheduled payment) is not being received 
from the borrower, as well as those loans that are both current and specially serviced. The report excludes 
REO Mortgage Loans. 
 
Information falls into one of the six following categories as of the determination date: 

1. Delinquent 90 days or more (not matured) 
2. Delinquent 60-89 days (not matured) 
3. Delinquent 30-59 days (not matured) 
4. Current and specially serviced 
5. Matured performing loans 
6. Matured non-performing loans 

 
Loans should only appear in one category. 
 
REO Status Report 
This is a monthly report prepared by the Master Servicer that contains the following information with 
respect to REO properties included in the Trust Fund as of the close of business on the determination 
date: 

1. Acquisition date of the REO property 
2. Value of the REO property based on the most recent appraisal or other valuation available to 
the Master Servicer as of the determination date. 

 
Loss using 90% of value should not be a negative number. If it is a negative number, it is a gain and 
should 
be reported as zero. 
 
Loan Level Reserve/LOC Report 
This is a monthly report prepared by the Master Servicer that displays common reserve account types, 
such 
as reserves for repair and replacement, tenant improvements, leasing commissions and debt service, as 
well 
as letter of credit (LOC) balances and expiration dates. Reserve balances “at contribution” are shown and 
the report provides the most recent monthly activity including reserve monies deposited and disbursed. 
 
A loan should only appear on the report if it has any ending reserves, LOC balances or activity. 
 
Total Loan Report 
The concept of dividing loans and placing them in multiple transactions has led to a need for a report to 
be 
prepared by the primary servicer of the aggregate of the pari passu loans (the “Total Loan”). The report 
will be disseminated to all the Master Servicers involved with each pari passu piece of the Total Loan and 
would be included in the CMSA IRP for all transactions that have a pari passu piece of the Total Loan. 
The Master Servicer should provide this report to the Trustee of the underlying securitization of each pari 
passu piece. 
 
The report is not necessary if a single primary servicer does not exist for the Total Loan. 
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Delinquent Loan Status Report（P62） 
このレポートは、マスターサービサーが毎月作成する。このレポートには、完済されずに満

期日が過ぎたり、ボロワーからまだ月々の支払いが行われている(予定された支払い)満期に

なった正常債権、完済されずに満期日が過ぎたり、ボロワーから月々の支払いが行われてい

ない(予定された支払い)満期になった不良債権、及びカレント・スペシャルサービスローン

を含む。REO Mortgage Loansはこのレポートの対象外である。 
 
報告される情報は、determination date をもとに、下記６カテゴリーに分類される。 
1. 90 日以上滞納(満期未到来) 
2. 60 日以上 90 日未満滞納(満期未到来) 
3. 30 日以上 60 日未満滞納(満期未到来) 
4. Current and Specially serviced 
5. Matured performing loans 
6. Matured non-performing loans 
 
ローンはいずれか１カテゴリーのみにあてはまる。 
 
REO Status Report（P63） 
これは、マスターサービサーが毎月作成する報告書で、報告日の業務終了時点での Trust 
Fund に含まれる REO 物件に関する下記情報を記載する。 
1. REO 物件の取得日 
2. 最新の評価額若しくはマスターサービサーが決定日時点で利用できる他の評価額に基

づく REO 物件の価格 
評価額の 90％を使った損失は負の数ではない。もし負の数になったら、それは利益であり、

ゼロとして報告するものとする。 
 
Loan Level Reserve/LOC Report（P66） 
これは、マスターサービサーが毎月作成するレポートで、修繕積立金、原状回復費、リーシ

ングコミッション、ローン返済額、LOC(Letter of Credit)残高と有効期限等の共通の積立

金勘定を示す。「at contribution」での積立金残高が示され、レポートは、積立分と支払い

分を含めたその月の状況を報告する。 
終了する積立金がある場合や、LOC に残高または動きがあった場合のみ、ローンはレポー

トに記載されるものとする。 
 
Total Loan Report（P67-68） 
ローンを分割しそれらを複数トランザクションに割り当てる場合、プライマリーサービサー

がローンの合計(Total Loan)に関するレポートを作成することが必要となる。Total Loan 
Report は、分割された各ローンに関わる全てのマスターサービサーに配布され、分割され

たローンが含まれる全トランザクションの CMSA IRP に組み込まれる。マスターサービサ

ーは、分割された個々のローンを含む証券化案件のトラスティに Total Loan Report を送付

する。 
このレポートは、Total Loan を１つのプライマリーサービサーが管理している場合でなけ

れば、作成する必要はない。 
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Advance Recovery Report 
The Master Servicer will prepare this report and provide it to the Trustee. The purpose of the report is to 
monitor the reimbursement of workout delayed reimbursements (WODRAs) and other non-recoverable 
advances reimbursed to the Master Servicer through the use of “pool level” senior bondholder trust level 
principal. The report will present advance recoveries from pool principal and interest on a current and 
cumulative basis, and the cumulative payments by the borrower on the related advance obligation. 
Instances of the recovery of WODRAs and non-recoverables will appear on separate rows. 
 
Depending on the structure of the servicing agreement governing the loan and the underlying 
securitization(s), this report may not be feasible. 
 
The servicers will disseminate the Advance Recovery Report with their regular monthly reporting. If no 
instances of advance recovery from pool principal occur in a given month, it will still be provided and 
marked “not applicable.” The loans remain on the report until all principal is recovered or the loan is 
liquidated. 
 
Financial Reports (Debt Service Coverage Information) 
 
Financial reports provide information at the property level, comparing financial information such as the 
revenues, expenses or debt service coverage ratio (DSCR) as shown in the prospectus to more current 
financial information that has been received. The data should be normalized and may be annualized to 
allow an easy comparison from year to year. 
 
Comparative Financial Status Report (CFSR) 
This is a monthly report prepared by the Master Servicer that compares (if the information is provided by 
the borrower) among other things, the occupancy, revenue, NCF or NOI and debt service coverage ratio 
for 
a particular loan for each of three periods: 

1. Most recent available year-to-date or trailing 12-months normalized data 
2. Prior two full fiscal years (separate consecutive and not combined years) 
3. At contribution 

 
The sections containing annual information ultimately roll off, leaving room for the new annual 
information by deleting the oldest year. The year-to-date or trailing 12-months section will also begin to 
show the new year-to-date or trailing information. Both the trailing 12-months information and 
year-todate 
information will be updated as new information becomes available. 
 
Rolling of Property Financial Data on the Comparative Financial Status Report (CFSR) 
The rolling of property financial data on the Comparative Financial Status Report is important in the 
evaluation of property operating information and gives the viewer the ability to track trends at the 
property 
level from year to year. Since the Fiscal Year Operating Information report headings are not defined, 
there 
are two acceptable methods of handling the reporting of operating information on this report. The servicer 
must have at least six months of data to roll the particular property information forward, otherwise the 
field 
should be left blank. This information should be normalized and may be annualized to allow for easy 
comparison from year to year. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5 



 

 

本書は情報提供のみを目的として作成されたものであり、取引の勧誘を目的としたものではありません。ここに記載さ

れているデータなどは弊社が信頼に足り、且つ正確であると判断した情報に基づき作成されたものではありますが、弊

社はその正確性、確実性を保証するものではありません。本書に記載されたデータなどはあくまで限定的なものであり、

取引に関するリスクを全て特定・示唆するものではありません。また、本書及び本書記載事項について、弊社の事前の

承諾なく、その目的を問わず、貴社以外の第三者へ開示、複写、ファックス、引用、転載することを禁じます。  

Copyright © 2008 ORIX Asset Management & Loan Services Corporation All rights reserved. 

6 

Advance Recovery Report（P69） 
このレポートは、マスターサービサーが作成しトラスティに送付する。このレポートの目的

は、「pool level」シニアボンドホルダートラストレベルの元本を使ってマスターサービサー

へ返済される、返済が遅れているアドバンスの正常化(WODRAs)や、返済が行われないア

ドバンスのモニタリングを行うことである。このレポートは pool principal や利息からのア

ドバンスの返済の最新情報及び累計情報を記載し、関連するアドバンス義務に関するボロワ

ーの累計返済額も記載する。WODRA の返済と返済が行われないアドバンスは、それぞれ

別の行に記載される。 
 
ローンや証券化を規定しているサービシング契約書の構造によっては、このレポートが作成

されない場合もある。 
 
サービサーは、自身のレポートに Advance Recovery Report を添付して毎月配布する。Pool 
principal からのアドバンスの返済がない月であっても、Advance Recovery Report は「該

当なし」として配布される。ローンは、全ての元本が返済されるか、売却されるまで、この

レポートに記載される。 
 
Financial Reports (Debt Service Coverage Information) 
 
Financial Report は、商品内容説明書に記載された収益、支出等の物件のパフォーマンス

情報や DSCR を最新の情報と比較し、物件レベルの情報を提供する。データは標準化され

るものとし、年ごとの比較を容易にするために年率換算される場合もある。 
 
Comparative Financial Status Report (CFSR) 
 
このレポートはマスターサービサーが毎月作成し、（ボロワーから情報が提供される場合は）

下記３つの期間に対して、特定ローンの稼働率、収入、NCF または NOI、DSCR、その他

の情報を比較する。 
1. 年度始めから現在までの最新情報、または過去 12 ヶ月分の標準化されたデータ 
2. 過去２年度分(その２年間は連続しているが、合計されない) 
3. At contribution 
 
年度別情報のセクションは、最も古い年度分を削除して最新年度の情報を表示するための場

所を作る。年度始めから現在までの情報、または過去 12 ヶ月分のデータのセクションも、

新しい情報が入り次第更新される。 
 
Rolling of Property Financial Data on the Comparative Financial Status Report (CFSR) 
Comparative Financial Status Report上のデータ更新は、物件の収支情報を評価する際重

要であり、このレポートにより、物件パフォーマンスの傾向を年ごとに把握することができ

る。Fiscal Year Operating Informationレポートの項目は定義されていないので、以下に示

す2つの報告方法が認められている。サービサーは、最低6か月分の物件情報データを持た

なければならなず、データがそれに満たない場合は、フィールドをブランクにしておくもの

とする。この情報は標準化され、年ごとの比較が容易にできるように年率換算されるものと

する。 
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1. Roll all financial data from the column entitled Most Recent Financial Information to the 
column 
entitled Preceding Fiscal Year, the data from the column entitled Preceding Fiscal Year to the 
column entitled Second Preceding Fiscal Year, and rolling off the third year on a specific date 
each year. Under this method, the Fiscal Year Operating Information columns would contain 
information for a particular fiscal year. By utilizing this method, the user can categorize the data 
for similar periods and track the servicers financial statement collection rates. The Most Recent 
column would begin to show the new year-to-date or trailing 12-months information as it 
becomes 
available. 
 
2. Roll the financial data as mentioned above, however instead of rolling "all" the financial 
information on a specific date, the servicer could roll the operating data as information is received 
from the borrower and analyzed on each property. Under this method, the Fiscal Year Operating 
Information columns would represent the two most recent consecutive years for each property, 
rather than the same fiscal year operating information for all properties. 
 

Given these two options, you may have situations where the sub-servicer prepares this report one way, 
while the Master Servicer uses the other option. The two choices listed above provide the flexibility in 
this 
situation for the sub-servicer and Master Servicer to continue to prepare the report in the manner they 
prefer. 
 
The detail income and expense amounts which support the summary level amounts on the CFSR can be 
found on the Operating Statement Analysis Report. 
 
Operating Statement Analysis Report (OSAR) 
This is a property-level comparison of the borrower’s current financial information (year-to-date or 
trailing 
12-month periods) to the three preceding annual periods and “at contribution.” The OSAR reflects 
standard revenue, expense, TI/LC’s, capital expenditure and debt service line items. (See CMSA/MBA 
Standard Methodology for Analyzing and Reporting Property Income Statements.) 
 
The OSAR is prepared by the Master Servicer or Special Servicer for each property showing a 
comparison 
of the borrower’s operating statements. Operating information is “normalized” for all periods. Periods 
shown are: 

1. At contribution 
2. Prior three annual years “normalized” 
3. Year-to-date or trailing 12-month information “normalized” 
 

Each section (excluding “at contribution”) should contain the information for a particular year. The 
sections containing annual information ultimately roll off, leaving room for the new annual information 
by 
deleting the oldest year. The year-to-date or trailing 12-months section will also begin to show the new 
year-to-date or trailing information. Both the trailing 12-months information and year-to-date information 
will be updated, as new information becomes available. The Preceding Year column comes from the most 
recent annual NOI Adjustment Worksheet. 
 
NOI Adjustment Worksheet 
This report/worksheet is prepared by the Master Servicer to “normalize” a borrower’s actual operating 
statement. The NOI Adjustment Worksheet reports and explains any adjustments made for normalization. 
This worksheet shows the difference between the borrower’s actual operating statement and the 
normalized 
operating statement. 
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1. 毎年決められた日に Second Preceding Fiscal Year 列のデータを削除し、Preceding 
Fiscal Year 列のデータを Second Preceding Fiscal Year 列へ、Most Recent Financial 
Information 列のデータを Preceding Fiscal Year 列へそれぞれずらす。Fiscal Year 
Operating Information 列には、ある特定の年度の情報が入力される。この方法を利用

して、ユーザは同じ条件で一定期間のデータを分類し、サービサーの回収状況及び収支

状況をトラックすることができる。Most Recent 行は年度初めから現在まで、若しくは

過去 12 ヶ月分の情報を示す。 
2. 上記と同じ方法でデータをスライドさせて更新するが、「全て」の情報を毎年決められ

た日にスライドするのではなく、サービサーがボロワーから情報を受け取り、各物件の

分析を行う時点で、データをスライドさせる。この方法では、Fiscal Year Operating 
Information の各列は、全物件のデータが同じ年度の情報ではなく、各物件の利用可能

な直近２年間の連続したデータである。 
上記のどちらの方法を選択してもよいため、サブサービサーが一方の方法でレポートを作成

し、マスターサービサーが他の方法採用する場合もありうる。こうした場合、各サービサー

がそれぞれの好きな方法を採用してもよいとされ、レポート作成に柔軟性を持たせている。 
CFSR 上で合計金額の根拠となる収入と支出額の詳細は Operating Statement Analysis 
Report 上に記載される。 
 
Operating Statement Analysis Report (OSAR) 
これは、ボロワーの最新の財務情報(年度始めから現在まで、若しくは過去 12 ヶ月間の)と
過去 3 年間の情報、及び「at contribution」情報を物件レベルでの比較するものである。

OSAR は収入、支出、テナントインプルーブメント(優良テナント獲得のための積極的工事

費用 )やリーシングコミッション、資本的支出、元利金返済額行の項目を反映する。

（CMSA/MBA Standard Methodology for Analyzing and Reporting Property Income 
Statement 参照。） 
 
OSAR はボロワーの収支状況を比較するもので、マスターサービサー若しくはスペシャル

サービサーが物件ごとに作成する。収支情報は、下記の全ての期間に対して標準化される。 
1. At Contribution 
2. 「標準化された」過去 3 年間 
3. 年度始めから現在まで、若しくは「標準化された」12 ヶ月間 
 
全てのセクション(「at contribution」を除く)に特定の 1年間の情報が含まれるものとする。

最も古い 1 年分のデータを削除し、新しい 1 年分のデータの入力先を作る。年度始めから

現在まで若しくは最近の 12 ヶ月間のセクションも、新しい年度分から始める。年度始めか

ら現在まで及び最近の 12 ヶ月間の情報は、新しい情報を入手した時点で更新する。

Preceding Year 列は直近１年間の NOI Adjusted Worksheet から入力する。 
 
NOI Adjustment Worksheet 
このレポート/ワークシートは、マスターサービサーが PM レポートの実際の数値による収

支状況を「標準化」するために作成する。NOI Adjustment Worksheet は標準化のために

行った修正について報告、説明するものである。このワークシートは、PM レポートの実際

の数値による収支状況と標準化された収支状況との差を示すものである。 
 
 
 
 



CMSA Investor Reporting Package Version 5.0 

This report/worksheet is prepared in accordance with the servicing agreement or within 30 days of receipt 
of the operating statement by the Master Servicer (or 10 days of receipt by the Special Servicer with 
respect 
to any specially serviced loan). It shows the adjustments made to normalize a borrower's actual operating 
property-level numbers. The “normalized” numbers are then placed in the Preceding Year column of the 
OSAR and may be annualized as long as six months of data is available. 
 
Historical Information Report 
 
Historical Loan Modification and Corrected Mortgage Loan Report 
This monthly report includes information as of the determination date regarding all loans that have been 
modified or for which the maturity date has been extended, both for the current period as well as for prior 
periods. The report does not include loan assumptions or loans that are extended subject to pre-existing 
extension provisions in the loan documents. The following items are addressed in the report: 

1. Realized losses (on a loan-by loan basis) incurred by the Trust as well as an estimate of 
potential losses because of an interest rate change. 
2. Original and revised terms of all loans modified since “contribution.” 
3. Corrected mortgage loans 

 
If a loan has been modified in any way, it will appear only under the modified section and not BOTH 
modified and corrected (e.g. there does not need to be duplicate reporting on this report). The priority for 
presentation on the report is modified then corrected. 
 
CMSA DISCLOSURE TEMPLATES 
 
The CMSA Disclosure Templates section of the IRP was added to include templates that reflect common 
servicing agreement calculations and events. Each template should be prepared and delivered to the 
related 
trustee or investor, as applicable to the related securitization. The templates are in suggested formats and 
may be modified to fit transactions with different requirements/calculations. 
 
CMSA Disclosure Templates are ONLY recommended or suggested formats and are not considered 
mandatory as these templates may not be applicable to all securitization structures and/or may be adapted 
for differences in structures. In addition to the CMSA Disclosure Templates, information on the current 
MBA inspection form accepted by CMSA is also provided below. 
 
The eight CMSA Disclosure Templates are as follows: 
 

1. Appraisal Reduction (Servicer or Special Servicer) 
2. Servicer Realized Loss (Servicer or Special Servicer) 
3. Reconciliation of Funds (Trustee) 
4. Historical Bond/Collateral Realized Loss Reconciliation (Trustee) 
5. Historical Liquidation Loss (Trustee) 
6. Interest Shortfall Reconciliation (Trustee) 
7. Servicer Remittance to Trustee * (Servicer) 
8. Significant Insurance Event Report* (Servicer) 
 

*New for Version 5.0 
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本書は情報提供のみを目的として作成されたものであり、取引の勧誘を目的としたものではありません。ここに記載さ

れているデータなどは弊社が信頼に足り、且つ正確であると判断した情報に基づき作成されたものではありますが、弊

社はその正確性、確実性を保証するものではありません。本書に記載されたデータなどはあくまで限定的なものであり、

取引に関するリスクを全て特定・示唆するものではありません。また、本書及び本書記載事項について、弊社の事前の

承諾なく、その目的を問わず、貴社以外の第三者へ開示、複写、ファックス、引用、転載することを禁じます。  

Copyright © 2008 ORIX Asset Management & Loan Services Corporation All rights reserved. 
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このレポート/ワークシートは、サービシング契約書の規定に従うか、若しくはマスターサ

ービサーが収支状況の受領して 30 日以内に (不良債権についてはスペシャルサービサーの

受領後 10 日以内)作成される。PM レポートの実際の物件レベルの数値を標準化するための

調整を示すものである。「標準化された」数値は、その後 OSAR の Preceding Year 列に移

され、6 ヶ月分以上のデータがあれば、年率換算される。 
 
Historical Information Report 
Historical Loan Modification and Corrected Mortgage Loan Report 
毎月作成するこのレポートには、determination date 時点での、全ての修正されたローン、

若しくは満期日が延長されたローンの情報が、現行期間及び過去の期間分記載される。しか

し、ローンの前提条件や、ローンドキュメントであらかじめ規定された延長条項により延長

されたローンは、このレポートに記載しなくてもよい。下記に示す項目は、このレポートに

記載するものとする。 
1. Trust により発生した実現損失(ローンごとの)及び金利変更により発生する可能性のあ

る損失の見積り 
2. ローンの契約条項で「Contribution」以降変更されたもの、及びその変更前の条項 
3. ローンの訂正点 
 
ローンが変更された場合、変更と訂正の両方ではなく、変更されたセクションだけが記載さ

れる(例：このレポートに二重に報告する必要はない)。このレポートでは、まず変更の記載

を優先して報告し、その後訂正するものとする。 
 
CMSA DISCLOSURE TEMPLATES 
IRP の CMSA Disclosure Templates セクションは、一般のサービシング契約における計算

及び事象を反映するテンプレートとして追加された。テンプレートのフォーマットは下記の

通りであるが、トランザクションによって異なる要求事項や計算に合わせて変更してもよい。 
 
CMSA Disclosure Templates は唯一の推薦、推奨されたフォーマットではあるが、全ての

証券化構造に適しているとは限らず、場合によっては対応できない構造もありえるため、必

ずそのまま使用しなければならないものではない。下記の CMSA Disclosure Templates に

は、CMSA が承認した現行の MBA 検査形式に関する情報も含まれている。 
 
８つの CMSA Disclosure Templates は、下記の通りである。 
1. Appraisal Reduction (Servicer or Special Servicer) 
2. Servicer Realized Loss (Servicer or Special Servicer) 
3. Reconciliation of Funds (Trustee) 
4. Historical Bond/Collateral Realized Loss Reconciliation (Trustee) 
5. Historical Liquidation Loss (Trustee) 
6. Investment Shortfall Reconciliation (Trustee) 
7. Servicer Remittance to Trustee* (Servicer) 
8. Significant Insurance Event Report* (Servicer) 

*V5.0 から導入 
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