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US CMSA IRP　データ項目一覧

フィールド項目; Datafile レポート分類; Report レポート分類; Report 要否の分類

L - ローン期中更新　Loan Periodic Update A - Advance Recovery 　　R - REO Status A - Advance Recovery 　　R - REO Status 1:  必要（重要度1）=絶対に必要と考える項目
P - 物件　Property C - Comparative Financial Status 　　T - Total Loan C - Comparative Financial Status 　　T - Total Loan 2:  必要（重要度2）=あるほうが望ましいと考える項目
S - ローンセットアップLoan Setup D - Delinquent Loan Status 　　V - Loan Level Reserve/LOC D - Delinquent Loan Status 　　V - Loan Level Reserve/LOC 3:  不要：日本のCMBSに該当事項があるが不要と考える項目
F -　財務データ Financial M - Historical Loan Modification/Corre　　W - Servicer Watchlist M - Historical Loan Modification/Co　　W - Servicer Watchlist 4:  該当せず：日本のCMBSに該当事項がない場合
D -　スペシャル・サービス・ローン Special Servicer Loan N - NOI Adjustment Worksheet N - NOI Adjustment Worksheet
B - 債券レベル　Bond Level O - OSAR O - OSAR
C - 担保概要　Collateral Summary

各部会、幹事会における要否の検討履歴

L P S F D B C その
他

レポート種
類;

Report
項目＃ フィールド名 0.1 定義 Field Name 5.0 Definition

Servicer検討結果に対する

Trustee部会からのコメント

（5/15配布資料）

4/25の幹事会取りまとめ結果

に対するServicer部会での要

否検討結果

4/25の幹事会での要否検討結

果

Lender/Arranger部会での要

否検討結果

Trustee部会での要否検討結

果
コメント　1 コメント　2

データファ
イル/

フィールド
番号

テンプレー
ト

IRP 更新

バージョン
数

● ● D, R 1 ARA (評価減額)

評価減額　－　通常サービシング契約書の中で規定。一般的な計算方法についてはCMSA
ARA計算テンプレート参照。ただし、サービシング契約書に基づき必要な場合のみ。評価額の確
定までには、約定元本残高のパーセンテージに基づき、またはサービシング契約書に規定され
たその他の計算式によりARAを計算する必要が生じる場合がある。

ARA (Appraisal Reduction Amount)

Appraisal Reduction Amount – Generally defined in the servicing agreement.  See CMSA ARA calculation
template for components of the typical calculation, however, should be calculated as required under the
servicing agreement.  Until valuation is obtained, may contain requirement to calculate ARA based on a % of
the scheduled principal balance or some other formula as defined in the servicing agreement.

2 2 2 1 Need to look at

情報としては是非記載
頂きたいが、日本の
サービシング契約の中
でも一般的に記載があ
るものでしょうか（「一般
的な計算方法」の定め
はあるのでしょうか）

L99, D27 AR 0.1

● ● 2 ARA 日 ARA計算日を含む月の計算日。サービシング契約書に基づくARAの計算頻度（年次、月次、ま

たは新規評価の受領ごと）はARAの変更時期に連動する。
ARA Date

The determination date corresponding to the month when the ARA is calculated.  The frequency of the ARA
calculation as per the servicing agreement (annually, monthly, or upon receipt of a new appraisal) should
correlate to the timing of any change in the ARA Date.

1 1 2 1 Need to look at L100, D28 AR 0.1

● 3 ARM インデックス
変動金利をベースとしているインデックスを示すコード。各コード適用。ARMインデックス凡例参

照。変動金利ローン（ARM)でない場合、フィールドはブランク。
ARM Index A code describing the index on which an adjustable interest rate is based.  Specific codes apply. See ARM

Index Legend.  If loan is not an adjustable rate mortgage (ARM), then leave field empty. 1 1 1 1 1

レポート上にコードの内
訳を出すようにしてほし
い。
コード表を都度見に行く
のは大変。

S22 0.1

● 4 ARM マージン
拠出時（証券化時）の債券レートを決定するARMローン・インデックスに追加されるスプレッド（％

表示）。　変動金利ローン（ARM)でない場合、フィールドはブランク。
ARM Margin The spread (in percentage terms) added to the index of an ARM loan to determine the Note Rate at

Contribution (securitization).  If loan is not an adjustable rate mortgage (ARM), then leave field empty. 1 1 1 1 1 S25 0.1

● V 5 LOC終了日 関連LOCの期限が切れる日。　yｙyy年ｍｍ月ｄｄ日の形で表示。 LOC Expiration Date The expiration date of the related LOC.  Should be reported in yyyymmdd format. 2 2 2 2 1 0.1

● ● 6 NOI/NCF インディケータ
ネット営業収益またはネット・キャッシュフローの計算方法を示すコード。「NOI/NCFインディケー
タ凡例」参照。複数の物件があり、全て同じ場合、額を入力。　不足分があったり、額が同一でな
い場合、ブランク。

NOI/NCF Indicator
Code indicating the method used to calculate net operating income or net cash flow.  See NOI/NCF Indicator
Legend rule.  If multiple properties and all the same, print the value. If missing any or the values are not the
same, leave empty.

2 4 4 4 1 Need to look at

エンドの情報として是非
必要。還元媒体（レポー
ト）の確認。
We should be able to
provide the method
used.

L90, P84 0.1

● 7 Pct. Sqm. 1-12ヶ月以内に満了分

賃貸更新日に利用されるレントロールに反映されたリースのパーセンテージのうち、今後1ヶ月か

ら12ヶ月の間に満了を迎えるものをいう。1ヶ月から12ヶ月の中には月極めのリースも含む。本
フィールドはレントロールに反映される貸出可能な面積（平方メートル）の純合計（拠出時におけ
る貸出可能な純面積ではない）を分母として算出される。 空室割合はこのフィールドには含まれ

ない。この分析はRT, IN, WH, OF, MU, OTの物件種類に適用される。

Pct. Sqm. Expiring 1-12 months

The percentage of leases, as reflected on the rent roll utilized for the Date Lease Rollover Review, that are
expiring in months 1 to 12.  Months 1 to 12 should include month to month leases.  This field should be
derived using the total net rentable square meters reflected on the rent roll as the denominator (not the Net
Rentable Square Fee at Contribution).  The vacancy percentage should not be included in this field. This
analysis applies to Property Types - RT, IN, WH, OF, MU, OT.

3 3 3 3 1 Need to look at P32 0.1

● 8 Pct. Sqm. 13-24ヶ月以内に満了分

賃貸更新日に利用されるレントロールに反映されたリースのパーセンテージのうち、今後13ヶ月

から24ヶ月の間に満了を迎えるものをいう。1ヶ月から12ヶ月の中には月極めのリースも含む。
本フィールドはレントロールに反映される貸出可能な面積（平方メートル）の純合計（拠出時にお
ける貸出可能な純面積ではない）を分母として算出される。 空室割合はこのフィールドには含ま

れない。この分析はRT, IN, WH, OF, MU, OTの物件種類に適用される。

Pct. Sqm. Expiring 13-24 months

The percentage of leases, as reflected on the rent roll utilized for the Date Lease Rollover Review, that are
expiring in 13 to 24 months.  This field should be derived using the total net rentable square meters reflected
on the rent roll as the denominator (not the Net Rentable Square Fee at Contribution).  The vacancy
percentage should not be included in this field.  This analysis applies to Property Types - RT, IN, WH, OF,
MU, OT.

3 3 3 3 1 Need to look at P33 0.1

● 9 Pct. Sqm. 25-36ヶ月以内に満了分

賃貸更新日に利用されるレントロールに反映されたリースのパーセンテージのうち、今後25ヶ月

から36ヶ月の間に満了を迎えるものをいう。1ヶ月から12ヶ月の中には月極めのリースも含む。
本フィールドはレントロールに反映される貸出可能な面積（平方メートル）の純合計（拠出時にお
ける貸出可能な純面積ではない）を分母として算出される。 空室割合はこのフィールドには含ま

れない。この分析はRT, IN, WH, OF, MU, OTの物件種類に適用される。

Pct. Sqm. Expiring 25-36 months

The percentage of leases, as reflected on the rent roll utilized for the Date Lease Rollover Review, that are
expiring in 25 to 36 months.  This field should be derived using the total net rentable square meters reflected
on the rent roll as the denominator (not the Net Rentable Square Fee at Contribution).  The vacancy
percentage should not be included in this field.  This analysis applies to Property Types - RT, IN, WH, OF,
MU, OT.

3 3 3 3 1 Need to look at P34 0.1

● 10 Pct. Sqm. 37-48ヶ月以内に満了分

賃貸更新日に利用されるレントロールに反映されたリースのパーセンテージのうち、今後37ヶ月

から48ヶ月の間に満了を迎えるものをいう。1ヶ月から12ヶ月の中には月極めのリースも含む。
本フィールドはレントロールに反映される貸出可能な面積（平方メートル）の純合計（拠出時にお
ける貸出可能な純面積ではない）を分母として算出される。 空室割合はこのフィールドには含ま

れない。この分析はRT, IN, WH, OF, MU, OTの物件種類に適用される。

Pct. Sqm. Expiring 37-48 months

The percentage of leases, as reflected on the rent roll utilized for the Date Lease Rollover Review, that are
expiring in 37 to 48 months.  This field should be derived using the total net rentable square meters reflected
on the rent roll as the denominator (not the Net Rentable Square Fee at Contribution).  The vacancy
percentage should not be included in this field.  This analysis applies to Property Types - RT, IN, WH, OF,
MU, OT.

3 3 3 3 1 Need to look at P35 0.1

● 11 Pct. Sqm. 満了まで49ヶ月以上

賃貸更新日に利用されるレントロールに反映されたリースのパーセンテージのうち、満了まで
49ヶ月以上かかるものをいう。1ヶ月から12ヶ月の中には月極めのリースも含む。本フィールドは
レントロールに反映される貸出可能な面積（平方メートル）の純合計（拠出時における貸出可能
な純面積ではない）を分母として算出される。 空室割合はこのフィールドには含まれない。この

分析はRT, IN, WH, OF, MU, OTの物件種類に適用される。

Pct. Sqm. Expiring 49+ months

The percentage of leases, as reflected on the rent roll utilized for the Date Lease Rollover Review, that are
expiring in 49+ months.  This field should be derived using the total net rentable square meters reflected on
the rent roll as the denominator (not the Net Rentable Square Fee at Contribution).  The vacancy percentage
should not be included in this field.  This analysis applies to Property Types - RT, IN, WH, OF, MU, OT.

3 3 3 3 1 Need to look at P36 0.1

● ● ● R 12 REO 日付
担保物件の所有権（もしくは物件の実際の支配権、処分権限を与えられる他の形）が取得された
日付。ローン・レベル・レポートにおいては、複数物件で同じ日付の場合はその日付を記入。それ
以外にの場合は一番早い日付を記入。

REO Date
The date on which title to (or an alternative form of effective control and ability to dispose of) the collateral
property was obtained.  For loan level reporting, if multiple properties have the same date then print that date,
otherwise print the earliest date.

1 1 2 1 Need to look at

R(REO Status)を見れ
ば物件について例えば
担保処分日（担保処分
を行った場合）までわか
るものを希望。

L43, P28,
D15 0.1

● 13 SS に対する立替税金、保険残高合計
計算日におけるスペシャル・サービサーへ支払われるべき税金、保険に対する立替金の残高。
この値は「納税・保険にかかる立替金残高合計」 (L38)に反映されるマスター・サービサーが信
託に対してレポートした額の中に含まれる。

SS Total T&I Advance Outstanding
Outstanding taxes & insurance advances due the Special Servicer as of the determination date.  This value
should be included within the value reported by the Master Servicer to the trust as reflected in Total T&I
Advances (L38).

1 1 1 1
今のストラクチャーに
あっているものか？契
約確認。

D10 0.1

● 14 SS に対する立替元利金の残高合計
計算日におけるスペシャル・サービサーへ支払われるべき立替債務の残高。この値は「元利金
立替い残高合計」 (L37)に反映されるマスター・サービサーが信託に対してレポートした額の中
に含まれる。

SS Total P&I Advance Outstanding
Outstanding debt service advances due the Special Servicer as of the determination date.  This value should
be included within the value reported by the Master Servicer to the trust as reflected in Total P&I Advance
Outstanding (L37).

1 1 1 1 D9 0.1

● 15 SSに対する他の立替費用残高
計算日におけるスペシャル・サービサーへ支払われるべき他の立替費用の残高。この値は「そ
の他費用の立替金残高」 (L39)に反映されるマスター・サービサーが信託に対してレポートした
額の中に含まれる。

SS Other Expense Advance
Outstanding

Outstanding other expense advances due the Special Servicer as of the determination date.  This value
should be included within the value reported by the Master Servicer to the trust as reflected in Other
Expense Advance Outstanding (L39).

1 1 1 1 D11 0.1

● 16 SSに対する立替利息の未払累計額
当レポーティング期末においてスペシャル・サービサーに支払うべき立替利息残高。この値は
「累積未収立替い利息」 (L103)に反映されるようにマスター・サービサーが信託に対してレポー
トした金額の中に含まれる。

SS Cumulative Accrued Unpaid
Advance Interest

Outstanding unpaid advance interest at the end of the current reporting period due to the Special Servicer.
This value should be included within the value reported by the Master Servicer to the trust as reflected in
Cumulative Accrued Unpaid Advance Interest (L103).

1 1 1 1 D33 0.1

● A 17 WODRA/回収不能見なし日
以前の立替金額が回収不可能と見なされた日付。Y/N インディケーターである「定期更新ファイ

ル」のL110と関連付いている。

WODRA/Deemed Non-Recoverable
Date

The date the previously advanced amount was deemed non-recoverable.  Should relate to L110 of the Loan
Periodic Update File, which is a Y/N indicator 2 2 2 2 1 0.1

● ● ● D, R 18 アセットの完済予定日または競売予定日
スペシャル・サービサーの想定する完済予定日。　複数物件の場合は当該物件中の 終完済予
定日。競売の場合は競売予定日、REOの場合、売却予定日。

Date Asset Expected to be Resolved
or Foreclosed

Estimated date the Special Servicer expects resolution.  If multiple properties, print latest date from the
affiliated properties.  If in foreclosure = expected date of foreclosure and if REO = expected sale date. 1 1 1 1 Need to look at L79, P26,

D31 0.1

● T 19 アドバンシング・サービサー ローン全額の一部の約定/債券返済について立替（アドバンシング）義務をもつサービサー Advancing Servicer The name of the servicer that is required to advance for the split loan/note piece of the total loan. 1 1 1 1 1 定義中に「（サービ
サー）の名前」を加える

0.1

● ● 20 安定テナントリース (Y/N)

安定したテナントを持つ物件により担保されたアセットの場合、フィールド＝Y。　評価基準はロー
ンの担保となる不動産自体の本質的価値より、むしろ予想賃料キャッシュフローに基づく。　注
記：　1本のローンに複数の物件担保が付いているが全物件がCTLとはならない場合、Yをフィー

ルドに入れることにより、CTLがローン担保の一部として存在することを表す。

Credit Tenant Lease (Y/N)

Indicator should = Y for assets that are secured by properties with credit tenants, basis for value is the
anticipated stream of lease payments rather than the intrinsic value of the real estate securing the loan.
Note: In the instance where multiple properties secure one loan not all properties are CTL's - code as Y to
flag that CTL's exist as part of the loan collateral.

1 1 1 1 1 「安定」の定義付けが必
要ではないでしょうか。

S87, P91 0.1

● 21 インデックス見直し日
適切なインデックス金利を決定する際に使用する、見直し実行日前の日数。　当該ローンが金利
見直し可能（ARM)でなかった場合、フィールドはブランク。

Index Look Back In Days Number of days prior to an interest rate adjustment effective date used to determine the appropriate index
rate.  If loan is not an adjustable rate mortgage (ARM), then leave field empty. 1 1 1 1 1 S37 0.1

● O, N 22 運営経費レシオ

宿泊施設の運営報告分析レポート及びNOI調整ワークシートに反映されている通り、部門経費と

一般経費の合計を部門収益で割ったものをいう。 集合住宅、、商業施設や医療施設の運営報告

分析レポート及びNOI調整ワークシートに関しては運営経費の合計を不動産賃貸収益

（Eeffective　Gross Income)で割ったものをいう。

Operating Expense Ratio

As reflected on the lodging Operating Statement Analysis Report and the lodging NOI Adjustment
Worksheet, the sum of department expenses and general expenses divided by departmental revenue. For
multifamily, commercial and healthcare Operating Statement Analysis Report and NOI Adjustment
Worksheet, the sum of total operating expenses divided by EGI.

2 2 2 2 2 0.1

● 23 エスクロー回収　 (Y/N) 税金及び保険の支払に充当するため、担保付ローン契約の条項に従ってプライマリーまたはマ
スター・サービサーが債務者口座から受け取る支払金。

Collection of Escrow (Y/N) Any payment received by the primary or Master Servicer for the account of any borrower pursuant to the
terms of the mortgage loan for application toward the payment of taxes and insurance. 4 4 4 4 1 フィールド名の変更が必

要ではないでしょうか
S76 0.1

● 24 延滞利息　（Y/N) 定期返済の利息部分が前期、当期のどちらに充当されるかを示すフラグ。Y=前期分として回収

された利息、N=前期分として回収されなかった利息。
Interest In Arrears (Y/N)

Flag indicating whether interest portion of the periodic payment is due for the preceding or subsequent
period.  Y= interest collected for the preceding accounting period, N = interest is not collected for the
preceding accounting period.

3 3 3 3 1 S16 0.1

● ● 25 延長が認められた当初契約書のクロージ
ング日

契約書上の期間終了日の延長が有効となった日。
Closing Date of Original Document
Permitted Extension The effective date of the extension of the Maturity Date allowed under the loan documents. 2 2 2 1 Definition needs to be reviewed

This data indicates the
loan has been
extended.

L111, D34 0.1

● T 26 オリジネーション時点における融資総額 全ての分割ローン/債権部分のオリジネーション日における融資金額の合計。 Total Loan Amount at Origination The Total Loan Amount at Origination of all split loan/note pieces. 1 2 2 4 1 If syndication, needed L112 0.1
● 27 会計年度末月 債務者の物件運営報告書に示された会計年度末月。 Fiscal Year End Month Month in which the borrower's fiscal year ends as reflected on the property operating statements. 1 1 1 1 1 P43 0.1

● A 28 回収可能か不可能か？（R/N) 以前は債務者から回収可能と思われた立替金が回収不可能になった場合、このフィールドを変
更する。この状態になった場合、R　を　N　に変える。

Is It Still Recoverable or Non-
Recoverable? (R/N)

This field would change if an advance previously thought to be recoverable from a borrower became a non-
recoverable.  If this were to occur, the "R" would be changed to "N". 2 2 2 2 1 Need for servicer

reporting 0.1

● 29 回収済延払利息 当期レポーティング期間中に回収された延払利息金額。 Deferred Interest Collected Amount of deferred interest that is collected for the current reporting period. 1 1 1 1 L126 RF 0.1

● 30 回収不可能（約定利子） マスター/スペシャル・サービサーが回収不可能と判断したローンから生じる当期利子不足分。
Non-Recoverable (Scheduled
Interest)

Current period interest shortfall resulting from a loan deemed non-recoverable by the Master Servicer/Special
Servicer. 1 2 2 2 1 Need for servicer

reporting IS 0.1

● 31 回収不可能の決定
マスター/スペシャル・サービサーが関連担保付ローンの立替（元利、サービシングの両方または

いずれか）を停止しているかどうかを（Y/N）で示す。
Non Recoverability Determined Indicator (Y/N) as to whether the Master Servicer/Special Servicer has ceased advancing (P&I and/or

Servicing) for the related mortgage loan. 2 2 2 2 1 L110 0.1

● A 32 回収不能の立替金が元本から払い戻され
た場合の、実現損失金額

回収不可能な未収立替金が元本プールを通してサービサーに償還され、関連して実現損失が
発生した場合に使用。以前は債務者から回収可能とされていた立替金（WODRA金額）が、後日
回収不可能と見なされ実現損失となった場合にもこの欄を使用。

If Non-Recoverable Advances
Reimbursed From Principal, Realized
Loss Amount

This column will be used if a non-recoverable advance was reimbursed to the servicer through pool principal
and a corresponding realized loss occurred.  It would also be used if an advance previously thought to be
recoverable from a borrower (WODRA amount) was subsequently deemed non-recoverable and a realized
loss resulted.

1 2 2 2 1 Need for servicer
reporting 0.1

● 33 株主に対する現在までの実現損失 社債に影響を与える信託に対する現在までの実現損失
Realized Loss Applied to Certificates
to Date Total Realized Loss to Trust that hit the bonds to date. 4 4 4 4 BC 0.1

● 34 株主利息に対する実現(回復額)/損失 信託への以前の金利不足に対する返済のために、金利として支払われた実現損失の回復額。
(Recoveries)/Realized Loss Applied to
Certificate Interest Recoveries of realized loss paid as interest for reimbursement of trust prior interest shortfalls. 4 4 4 4 Need to look at Needed for reporting

purposes BC 0.1

● 35 期間金利の減少限度
いずれの期間からも次の期間までの間に減少し得る金利の 大額。変動金利ローン（ARM）で
ない場合は空欄。

Periodic Rate Decrease Limit The maximum amount the interest rate can decrease from any period to the next.  If loan is not an adjustable
rate mortgage (ARM), then leave field empty. 4 2 2 1 2 No material impact on

reporting S29 0.1

● 36 期間金利の増加限度
いずれの期間からも次の期間までの間に増加し得る金利の 大額。変動金利ローン（ARM）で
ない場合は空欄。

Periodic Rate Increase Limit The maximum amount the interest rate can increase from any period to the next.  If loan is not an adjustable
rate mortgage (ARM), then leave field empty. 4 2 2 1 2 No material impact on

reporting S28 0.1

● 37 期間支払い調整 大額-JPY いずれの変更日においても、増加または減少し得る元金・利息の常数の 大額（円表示）。変動
金利ローン（ARM)ではない場合は空欄。

Periodic Pay Adjustment Max-JPY The maximum dollar amount the principal & interest constant can increase or decrease on any adjustment
date.  If loan is not an adjustable rate mortgage (ARM), then leave field empty. 4 4 4 4 2 S31 0.1

● 38 期間支払い変更 大額-% いずれの期間であっても次の期間までの間に支払いが増加、または減少し得る割合（％）の 大
値。変動金利ローン（ARM)ではない場合は空欄。

Periodic Pay Adjustment Max-% The maximum percentage amount the payment can increase or decrease from any period to the next.  If loan
is not an adjustable rate mortgage (ARM), then leave field empty. 4 4 4 4 2 S30 0.1

● ●
W, D, R,

M 39 期間終了日

ローン契約書により約定された 終返済日。 ハイパーアモチゼーション型ローンの予定返済日
とは異なる。　ディフィーザンスが起こり、それに関する繰上返済について、ローン契約書により
規定もしくはサービサーが同意している場合は、信託が全額弁済を受ける予定日となる。　債務
者はローン契約書によりディフィーザンスが適用されたローンの繰上返済を、約定 終返済日よ
りも前に行うことができる。

Maturity Date

Date final scheduled payment is due per the loan documents. Not the same as anticipated repayment date
related to hyper-amortization loans.  If the loan has been defeased and the loan agreement provided for, or
the servicer has consented to, prepayment prior to maturity in connection with a defeasance, this represents
the date the Trust can expect full repayment.  The borrower may have the right to pre-pay the defeased loan
prior to the final scheduled payment date in accordance with the loan documents.

1 1 1 1 1 L11, D6 0.1

● V 40 期首準備金残高
適用される各準備金勘定については、当月の準備金預金/支出前の準備金残高とし、前月の計
算日現在の期末準備金残高と一致していなければならない。

Beginning Reserve Balance
For the applicable Reserve Account Types, the reserve balance before Reserve Deposits and Reserve
Disbursements for the current month, and should equal the Ending Reserve Balance as of the prior
Determination Date.

1 1 1 1 1 0.1

● R, C 41 期末時点の約定ローン残高割合
ローン（L7)の期末時点での約定元本残高に各物件（P20)のローン割合を乗じて算出される金
額。

Current Allocated Ending Scheduled
Loan Amount

Derived by applying the current allocated percentage of the property (P20) to the current outstanding ending
scheduled principal balance of the mortgage loan (L7). 2 4 4 4 1 Need to look at Needed for reporting

purposes P21 0.1
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● V 42 期末準備金残高
適用される各準備金勘定について、当月準備金預金/支出後の準備金残高とし、前月の開始時
準備金残高に準備預金高を加え、そこから準備金支出を引いた金額と一致していなければなら
ない。また、同残高は関連ローンの準備金残高合計（L104)と一致していなければならない。

Ending Reserve Balance

For the applicable Reserve Account Types, the reserve balance after Reserve Deposits and Reserve
Disbursements for the current month, and should equal the Beginning Reserve Balance plus Reserve
Deposits minus Reserve Disbursements.  Value should also equal the Total Reserve Balance (L104) for the
related loan.

1 1 1 1 1 0.1

●
W, D, V,

T 43 期末約定現在残高

レポート期間期末時点のローンの約定元本残高（サービシング契約書による）。期間期末日は通
常、当期の計算日。　この残高は当該配当日に関連する回収期間に受領した約定及び任意の
元本返済額によって決まる。また、このレポート期間中の残高は実現損失によっても変わる。分
割社債/ローンについては、関連する信託の残高を含む。全部または一部ディフィーザンスに関し
ては、ローン契約条項に基づき消滅しないローンと消滅するローン間でのディフィーザンス適用
前の適切なローン残高にかかる割当て額を反映すること。

Current Ending Scheduled  Balance

The scheduled or stated principal balance for a loan (defined in the servicing agreement) as of the end of the
reporting period, which is usually the current determination date.  This balance is usually determined by
considering scheduled and unscheduled principal payments received during the collection period relating to
the Distribution Date. A realized loss will also have an impact on this balance during the period it is reported.
For split note/loans, this should include the balance in the related trust.  For full and partial defeasances, the
balance should reflect the appropriate allocation of the balance prior to the defeasance between the non-
defeased and defeased loans based on the provisions of the loan documents.

1 1 1 1 1 L7 IS 0.1

● M 44 旧元利返済額 見直し済返済額適用前の有効元利返済額。 Old P&I P&I effective immediately prior to the Modified Payment Amount. 2 2 2 2

「見直し」というのはスペ
シャルサービシング債権
移行のことでしょうか。も
う少し明確な定義が必
要と思われます。

D39 0.1

● M 45 旧期間終了日 見直し前の期間終了日。 Old Maturity Date Maturity Date prior to modification 2 2 2 2

「見直し」というのはスペ
シャルサービシング債権
移行のことでしょうか。も
う少し明確な定義が必
要と思われます。

D40 0.1

● M 46 旧社債金利 見直し済債券金利適用前の有効債券金利。 Old Note Rate Note rate effective immediately prior to the Modified Note Rate. 2 2 2 2

「見直し」というのはスペ
シャルサービシング債権
移行のことでしょうか。も
う少し明確な定義が必
要と思われます。

D37 0.1

● ● 47 共同担保ローンのグループ化

各ローンの担保として設定される物件が同じ債務者のローン全ての担保となる機能。担保与信
度を増すために使われる方法。例えば、"X02-1"をこのフィールドに記入すると、全ての第１グ

ループ関連ローンが反映され、"X02-2"と入力すれば全ての第2グループ関連ローンが反映され
る。

Cross Collateralized Loan Grouping

A mechanism whereby the properties that collateralize the individual loans are pledged against all loans to the
same borrowing entity.  It is a method used to enhance credit quality of the collateral.  For example : "X02-1"
would be populated in this field for all related loans, "X02-2" would be populated for the 2nd group of related
loans.

2 2 2 2 2 S75, P6 0.1

● 48 拠出時社債金利 取引実行時におけるローン利息計算に使用されるグロス年金利。 Note Rate at Contribution The annual gross rate used to calculate interest for the loan at the closing date of the transaction. 2 3 3 3 1 Need to look at

以下項目#62まで1また

は2と思われますが、
「拠出」、「ハイパー」等
日本のマーケットにあっ
た用語が適切かと思わ
れます。

S45 0.1

● 49 拠出時における残期間
取引のクロージング日時点での約定ローン満了日、もしくは現在のハイパー・アモチゼーション日
のうちいずれか早い方までの月数

Remaining Term At Contribution Number of months, as of closing date of the transaction, until the earlier of the scheduled loan maturity or the
Current Hyperamortizing Date. 1 1 1 1 1 同上 S41 0.1

● ● C, O 50 拠出時における収益
終目論見書ごと、もしくは発行人または預金者が取引のクロージング日に提供した物件の全

情報から算定された収益の合計。複数物件の場合はその合計。足りないデータがあるか、全て
受領/統合されている場合は「DSCR インディケーター凡例規則」を準用すること。

Revenue at Contribution
The total underwritten revenue from all sources for a property per the final prospectus or as provided by the
issuer or depositor at the closing date of the transaction.  If multiple properties, sum the values.  If missing
data or if all received/consolidated, use the DSCR Indicator Legend rule.

1 1 1 1 1 同上 S70, P45 0.1

● 51 拠出時における返済残月
取引のクロージング日時点で、約定元利金の返済に基づき、完全にローン約定元本が清算する
までに必要とされる残月数。

Remaining Amort Term At
Contribution

Remaining number of months, at closing date of the transaction, required to fully liquidate the scheduled loan
principal balance, based on scheduled principal and interest payments. 1 1 1 1 1 同上 S42 0.1

● T 52 拠出時における約定元本残高
終目論見書にて開示された、取引のクロージング日における不動産担保ローンの約定元本残

高。　分割ローン／債権の場合、この金額は取引のクロージング日における期首の約定元本残
高を記入。

Scheduled Principal Balance At
Contribution

The scheduled principal balance of the mortgage loan at the closing date for the transaction, as disclosed in
the final prospectus.  For split loans/notes, this amount is the scheduled beginning balance for the split
loan/note piece at the closing date for the transaction.

1 1 1 1 1 同上 S44 IS 0.1

● ● O 53 拠出時の運営経費

終目論見書に示された、または発行人もしくは顧客から取引のクロージング日現在で提供され
た物件の運営経費見積の合計。主に不動産税、保険、管理費、共益費、修理・維持費等が含ま
れるが、設備投資、テナント整備、リース手数料は除外。複数物件の場合、費用合計を出す。
データが欠落していたり、全てが受領/統合されている場合は「DSCR インディケーター凡例規
則」に従う。

Operating Expenses at Contribution

The total underwritten operating expenses for a property per the final prospectus or as provided by the issuer
or depositor as of the closing date of the transaction. Typically included are real estate taxes, insurance,
management fees, utilities, and repairs and maintenance, but capital expenditures, tenant improvements, and
leasing commissions are excluded.  If multiple properties, sum the values.  If missing data or if all
received/consolidated, use DSCR Indicator Legend rule.

1 3 3 3 2 Need to look at 同上 S71, P46 0.1

● ● C 54 拠出時の会計報告書日付
物件に関する評価済運営報告書の日付。可能であれば直近の会計期間末日あるいは会計処理
締切り日。複数物件につき全て同じの場合は同日を記載。不明な場合はブランク。

Contribution Financials As Of Date
The date of the underwritten operating statements for the property. If available, use most recent ending
financial date provided, else should equal transaction closing date. If multiple properties and all the same,
print the date.  If missing any, leave empty.

1 1 1 1 1 同上 S72, P44 0.1

● 55 拠出時の 終返済日
取引実行日時点でローン契約書により定められた約定 終返済日。ハイパーアモチ償還ローン
の予定返済日とは別、混同しないこと。

Maturity Date At Contribution Date final scheduled payment is due per the loan documents as of the closing date of the transaction. Do not
confuse with the anticipated repayment date as defined under Current Hyper Amortizing Date. 1 1 1 1 1 同上 S43 0.1

● 56 拠出時の定期P&I返済
取引のクロージング時点で実施されているローンに対する元金と利息の合計額。この額は 初
の計算日において約定元金合計 (L24) と約定利息合計 (L23)を足した合計額と同じにならなけ
ればならない。

Periodic P&I Payment At Contribution
The total amount of principal and interest due on the loan in effect as of the closing date of the transaction.
Amount should equal the sum of the Scheduled Principal Amount (L24) and Scheduled Interest Amount
(L23) as of the initial determination date.

3 3 3 3 1 Need to look at 同上 S53 0.1

● 57 拠出時のネット賃貸可能面積
不動産担保として物件が提供される際に決定された物件のネット賃貸可能面積。オフィス、店
舗、工業、倉庫、その他混合物件に適用。複数の物件の場合、全ての物件種別が同じ場合は合
計面積。いずれかのデータが不足している場合はブランク。

Net Rentable Square Feet at
Contribution

The net rentable square feet area of a property as determined at the time the property is contributed to the
mortgage pool as collateral.  This field should be utilized for Office, Retail, Industrial, Warehouse, and Mixed
Use properties. For multiple properties, if all the same Property Type, sum the values. If missing any, leave
empty.

1 1 1 1 1 同上 S62 0.1

● ● 58 拠出時の評価日
拠出時評価額が決定した日付。ローン・セットアップ・ファイルに関しては、複数物件について不
足データがある場合または日付が異なる場合などは空欄にしておく。

Valuation Date at Contribution The date the Valuation Amount at Contribution was determined.  For the Loan Setup File, if multiple
properties and missing any or not the same date, leave empty. 1 1 1 1 1 同上 S68, P50 0.1

● 59 拠出時の物件数 取引実行日におけるローンの担保物件の数。 Number of Properties at Contribution The number of  properties which serve as mortgage collateral as of the closing date of the transaction. 1 1 1 1 1 同上 S54 0.1

● ● C, O 60 拠出時の物的占有率
取引のクロージング日時点における賃貸可能スペースのテナント占有率。レントロールまたは他
の占有率を示す書類より算出。複数物件の場合、平方メートルまたはユニットを基準とした加重
平均を入力することとする。一つでも足りない情報がある場合はローン・レベルでは空欄。

Physical Occupancy at Contribution
The percentage of rentable space occupied by tenants as of the closing date of the transaction. Should be
derived from a rent roll or other document indicating occupancy. If multiple properties, populate with the
weighted average based on square feet or units.  If missing any, leave empty at the loan level.

1 1 1 1 1 同上 S69, P51 0.1

● 61 拠出時のユニット/ベッド/部屋数。

不動産担保として拠出された時点での物件のユニット/ベッド/部屋数。　このフィールドには集合

住宅、共同住宅、移動住宅、倉庫(ユニット）、介護施設（ベッド数）、宿泊施設（部屋数）を記入す

る。　ローンレベルデータファイル/レポートについては、複数物件且つ全てが同種別の場合は合
計。もし違う種別の場合、あるいはデータが不足している場合、フィールドはブランク。

Number of Units/Beds/Rooms at
Contribution

The number of units/beds/rooms of a property as determined at the time the property is contributed to the
mortgage pool as collateral.  This field should be utilized for Multifamily, Cooperative Housing, Mobile Home
Parks and Self Storage (units), Healthcare (beds), and Lodging (rooms).  For loan level data files/reports, if
there are multiple properties, and all the same Property Type, sum the values.  If not all the same Property
Type or if any are missing, then leave field empty.

1 1 1 1 1 同上 S63 0.1

● ● 62 拠出時の評価額
拠出における評価日時点での物件評価額。「ローン・セットアップ・ファイル」に関しては、複数物
件の場合はその合計を出すこと。足りないデータがある場合は空欄のままにしておく。

Valuation Amount at Contribution The valuation amount of the property as of the Valuation Date at Contribution.  For the Loan Setup File, if
multiple properties, sum the values.  If missing any, leave empty. 1 1 1 1 1 同上 S67, P49 0.1

● V 63 拠出日における準備金残高 適用される準備金口座種類において、取引のクロージング日時点における準備金残高 Reserve Balance at Contribution For the applicable Reserve Account Types, the reserve balance as of the closing date of the transaction. 1 1 1 1 1 0.1

● 64 金利種別 ローンの証券化部分について債務者が支払う金利種別を示すコード。 Interest Rate Type Code indicating the type of interest payable by a borrower on the securitized portion of a loan.  See Interest
Rate Type Legend. 1 1 1 1 1

レポート上にコードの内
訳を出すようにしてほし
い。
コード表を都度見に行く
のは大変。

S14 0.1

● M 65 金利変更の適用月数
直近のローン金利変更日から次回の金利変更日まで、当該見直し後金利を適用する月数。　当
該期間中は固定される。

Number of Months for Rate Change Number of months after the latest modification date that a loan will have a modified interest rate.  This should
be the full term of the rate change and will remain static. 2 2 2 2 D38 0.1

● 66 金利リセット頻度
ARMインデックスの変動により、定期的にローン金利がリセットされる頻度を表すコード。Rate
Reset Frequency凡例を参照。ローンが変動金利（ARM)を適用していない場合、空欄としてお
く。

Rate Reset Frequency
Code representing the frequency which the periodic mortgage rate is reset due to an adjustment to the ARM
index.  See Rate Reset Frequency Legend.  If loan is not an adjustable rate mortgage (ARM), then leave field
empty.

1 1 1 1 1 S33 0.1

● 67 繰上返済関連語彙解説
Annex Aに定められた繰上完済に関する語彙　例）ロックアウト期間、, ディフィーザンス期間, 利
回り維持期間, 繰り上げ償還手数料期間及びペナルティ適用、終了期間の解説。定めのないも
のについては、サービサーは説明する義務をもたない。

Prepayment Terms Description
A description of each loan's prepayment terms such as Lock Out period, Defeasance period, Yield
Maintenance period, Prepayment Premium period and Open/No Penalty period as provided in the Annex A,
however if not provided, the servicer is not required to prepare this string.

1 1 1 1 1 S21 0.1

● 68 繰上返済受領開始日 それ以降レンダーがローンの繰上返済を許可する日付 Prepayment Lock-out End Date The effective date after which the lender allows prepayment of a loan. 1 1 1 1 1 S18 0.1

● 69 繰上返済超過（不足）金利

当該レポート期間において、証券保持者に支払われる金利のうち、繰上返済で回収された利息
と約定返済における利息の差額、もしくはサービシング契約に従い、サービサーが相殺したもの
の控除後。回収された金利額が証券保持者に支払予定の未払金利から当該レポーティング期
間においてサービサーが相殺する額を控除したものを下回る場合、不足額（マイナス値としてレ
ポート計上）となる。この総額は信託への影響があることを示すものであり、 「利息不足額の調

整」テンプレート上でもレポートされるものである。. 回収された金利額が証券保持者に支払予定
の未払金利から当該レポーティング期間においてサービサーが相殺する額を控除したものを上
回る場合、余剰額（プラス値としてレポート計上）となる。

Prepayment Interest Excess
(Shortfall)

For the related reporting period, the difference between the interest collected on a prepayment and the
scheduled interest due to certificateholders, net of amounts otherwise offset by the servicer as per the
servicing agreement.  There is a shortfall (reported as a negative number) if the interest collected is less than
the scheduled interest accrued to certificateholders net of servicer offset amounts for the related reporting
period.  The aggregate amount should represent the impact to the trust and reported on the Interest Shortfall
Reconciliation.  There is an excess (reported as a positive number) if the interest collected is greater than the
scheduled interest accrued to certificateholders net of servicer offset amounts for the related reporting
period.

2 2 2 1 Need to look at L31 IS, RF 0.1

● 70 繰上返済手数料/
利回り維持費用

ローン書類に従い、債務者が満期日または予定される返済日以前にローンを完済することを許
可する代わりに回収期間中に債務者より受領する金額。

Prepayment Premium/
Yield Maintenance (YM) Received

Pursuant to the loan documents, an amount received from a borrower during the collection period in
exchange for allowing  a borrower to pay off a loan prior to the maturity or anticipated repayment date. 1 1 1 1 L30 RF 0.1

● 71 繰上返済手数料請求終了日 それ以降繰上返済手数料が無効となる日付 Prepayment Premium End Date The effective date after which prepayment premiums are no longer effective. 1 1 1 1 1 S20 0.1

● 72 繰延保守フラグ（Y/N)

直近の立入検査で物件に重大な据置保守部分があったかどうかを示す。　サービサーは据置保
守部分の大小の判断に努めるものとする。　物件に重大な据置保守部分があり、それが未だ改
修されていない場合はY 、そうでない場合は N を入力。　その後改修された場合、Y を N　に戻
す。

Deferred Maintenance Flag (Y/N)

Indicates whether the most recent inspection indicates that major deferred maintenance exists on the
property.  Servicer shall use best efforts to determine if deferred maintenance is major.  If major deferred
maintenance exists and has not yet been cured, then populate with Y, else N.  If major deferred maintenance
existed and has since been cured the Y should be changed back to N.

1 3 3 3 2 Need to look at P85 0.1

● ● ● ●
W, D, M,

V, A 73 グループID 証券化案件各ローングループに割り当てられたアルファベットと数字から成るコード。グループID
はトランザクションごとには適用できない。

Group ID The alpha-numeric code assigned to each loan group within a securitization.   A Group ID may not be
applicable for every transaction. 4 4 4 4 1 Need to look at

1) Maybe not now as
the market does not
have multi-originator/
mixed deals - but could
also be used for loan
program codes;
2) 以降、「取引

ID(239)」、「ローン

ID(301」と出てくるが
各々の意図（活用方法）
は何か？複数のIDが出
てくると管理が大変。

L2, S2,
D2, C2 0.1

● ● ● 74 競売手続開始日
債務者に対し、または債務者の同意を得て競売、または競売に代わる債権譲渡等の手続開始
日。　複数物件の場合、 初の物件の競売手続開始日。競売等が行われていない場合、または
手続が取下げ、棄却や打ち切られた場合、フィールドはブランク。

Foreclosure Start Date

The date on which foreclosure proceedings were initiated, or alternative processes such as deed in lieu of
foreclosure,  were initiated against or agreed by the borrower.  If multiple properties, then use the first date
the first property started foreclosure proceedings.  The field will be reported as blank if such actions were
never initiated, or if initiated actions are withdrawn, dismissed or otherwise terminated.

1 1 2 1 Need to look at L42, P27,
D14 0.1

● 75 現金で支払われた実現損失の回復額 信託への以前の実現損失の返済として、現金で支払われた実現損失の回復額
Recoveries of Realized Losses Paid
as Cash Recoveries of realized loss paid as Cash for reimbursement of trust prior Realized Losses. 1 1 1 1 1 BC 0.1

● 76 現在インデックス金利
現在グロス金利を決定する指標金利。　変動金利ローン（ARM)でない場合、フィールドはブラン
ク。

Current Index Rate Index rate used in the determination of the current period gross interest rate.  If loan is not an adjustable rate
mortgage (ARM), then leave field empty. 1 1 1 1 1 L9 0.1

● D, R, O, N 77 現在ネット賃貸面積
計算日現在の物件のネット賃貸面積。このフィールドはオフィス、店舗、工場、倉庫、その他混合
使用される物件に適用される。　複数物件の場合、物件種別が全て同じであれば合計値、違う種
類がある場合、あるいはデータが欠けている場合、フィールドはブランク。

Current Net Rentable Square Feet

The current net rentable square feet area of a property as of the determination date.  This field should be
utilized for Office, Retail, Industrial, Warehouse, and Mixed Use properties.  If there are multiple properties,
and all the same Property Type, sum the values.  If not all the same Property Type or if any are missing, then
leave field empty.

1 1 1 1 1 P16 0.1

● 78 現在の期首約定残高

レポート期間期首におけるローンの約定元本残高（サービシング契約書による）。期間期首は通
常、前回計算日となる。　この残高は前回レポート期間の期末現在約定残高に等しい。全部また
は一部のディフィーザンスが適用されたローンに関しては、残高はローン契約書条項に基づいて
消滅した債権額と消滅しない債権額の残高の適切な按分を反映すること。

Current Beginning Scheduled Balance

The scheduled or stated principal balance for a loan (defined in the servicing agreement) as of the beginning
of the reporting period, which is usually the preceding determination date. This balance should be equal to
the Current Ending Scheduled Balance in the previous reporting period.  For full and partial defeasances, the
balance should reflect the appropriate allocation of the balance of the non-defeased and defeased loans
based on the provisions of the loan documents.

1 1 1 1 1 L6 BC, HL 0.1
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● T 79 現在のコントロール・ホルダーまたはオペ
レーティング・アドバイザー

サービサーが当初ホルダーから通知を受け取っている場合、レポート期間の取引にかかる現コ
ントローリング・ホルダーまたはオペレーティング・アドバイザー

Current Controlling Holder or
Operating Advisor

The Current Controlling Holder or Operating Advisor for the transaction for the reporting period so long as the
servicer receives notification from the initial holder. 3 3 3 2 1 Need to look at 0.1

● D, T 80 現在の社債金利
当期約定利息の計算に使われるグロス年金利。分割ローン/債券については、関連する信託に

含まれる分割ローン/債券の約定利息計算に使われたグロス金利。
Current Note Rate

Annualized gross rate used to calculate the current period Scheduled Interest Amount. For split loans/notes,
this is the gross rate used to calculate the Scheduled Interest Amount for the split loan/note included in the
related trust.

1 1 1 1 1 Definition needs to be reviewed L10 0.1

● T 81 現在ロックボックス状況
「現在ロックボックス状況」凡例参照。「「「「ローン定期更新ファイル」」」」のプール内の全ての
ローンに関して入力。

Current Lockbox Status See Current Lockbox Status Legend.  Populate for all loans in the pool on the Loan Periodic Update File. 4 4 2 1 4 Need to look at 管理口座有無 L113 0.1

● 82 現在割当率

当該物件を担保として、ローンのどの程度が保証されているかを示す手法。各ローンに対して担
保として割当てられた物件のローン割合合計は100％となる。サービサーは各担保物件の評価

NOIまたはNCFを累積評価NOIまたはNCFで割るか、またはその他の方法により、ローンに対す
る全担保物件に関し、このパーセンテージを決めることができる。これは担保物件のリリース、全
部解除または一部解除がなされていない場合は実行時と同じである。全部解除や一部解除の
場合、ディフィーザンス割合のパーセンテージは100％となる。

Current Allocated Percentage

A means of deriving what portion of the mortgage loan is supported by this property as collateral. The sum of
all properties assigned as collateral to an individual loan should be 100%.  The servicer can determine by
dividing the current individual property NOI or NCF by the cumulative NOI or NCF for all properties assigned
as collateral to the loan or use any other means.  This should be the same as at contribution unless the
collateral is released, fully defeased or partially defeased.  For full and partial defeasances, the percentage for
the defeased portion(s) should equal 100% .

1 1 1 1 2 P20 0.1

● 83 コメント　－　IS 追加の信託ファンドにかかる経費とその他不足分/リファンド フィールドの説明。 Comments - IS Explanation of Additional Trust Fund Expense and Other Shortfalls/Refunds fields. 2 2 2 2 Needed for calculation
purposes (Waterfall) IS 0.1

● W 84 コメント - サービサー・ウォッチリスト
「サービサー・ウォッチリスト」（1024文字以内で記載）でのサービサーのコメント。付随する関連
情報記載。

Comments - Servicer Watchlist Servicer comments as reported on the Servicer Watchlist report with a 1024 character maximum.
Comments should provide additional pertinent information and/or color for the related subject matter. 1 1 1 1 1 0.1

● V 85 コメント　－　ローン・レベル　準備金/LOC 「準備金/LOCレポート」（1024文字以内で記載）でのサービサーのコメント。付随する関連情報
記載。

Comments - Loan Level Reserve/LOCServicer comments as reported on the Reserve/LOC report with a 1024 character maximum.  Comments
should provide additional pertinent information for the related subject matter. 1 1 1 1 1 0.1

● A 86 コメント　－　立替金収益

「立替金収益レポート」（1024文字以内で記載）でのサービサーのコメント。付随する関連情報を
記載。例えば、債務者の立替金義務がどのように記載され、もし立替金が新規ローンに充当され
る場合は、関連する立替金に対応する当初ローン契約書番号等。当該ローン残高は本レポート
の実質ローン残高のフィールドに記入する。

Comments - Advance Recovery

Servicer comments as reported on the Advance Recovery report with a 1024 character maximum.
Comments should provide additional pertinent information for the related subject matter.  For example,
comments should describe how the borrower’s advance obligation was documented and should identify the
prospectus # of the original loan to which the advance related if the advance obligation was capitalized to a
new loan.  The balance of this loan is detailed in the Actual Loan Balance field of this report.

1 1 1 1 1 0.1

● D, R 87 コメント１　-　DLSR またはREO
現在のローン状況に関するサービサーまたはスペシャル・サービサーのコメント（延滞ローン状
況レポート、REO状況レポートは一行のフィールドには255文字以内で記載かつ 初の6行のコ
メントフィールドは結合される）。

Comments 1 - DLSR or REO
Servicer or Special Servicer comment describing current status of loan (comment field with a 255 character
maximum to be used for the Delinquent Loan Status Report or REO Status Report and the first 6 comment
fields wrap into each other).

2 2 2 1 D47 0.1

● 88 コメント２ 255文字以内で記載 Comments 2 Comment field with a 255 character maximum. 1 1 1 1 D48 0.1
● 89 コメント３ 255文字以内で記載 Comments 3 Comment field with a 255 character maximum. 1 1 1 1 D49 0.1
● 90 コメント４ 255文字以内で記載 Comments 4 Comment field with a 255 character maximum. 1 1 1 1 D50 0.1
● 91 コメント５ 255文字以内で記載 Comments 5 Comment field with a 255 character maximum. 1 1 1 1 D51 0.1
● 92 コメント６ 255文字以内で記載 Comments 6 Comment field with a 255 character maximum. 1 1 1 1 D52 0.1

● M 93 コメント７　－ HLMR/CML ローンに関する訂正や見直しに関するサービサーまたはスペシャル・サービサーのコメント・
フィールド（ローン見直し履歴、見直し済ローン・レポートのみ。250文字以内で記載）。

Comments 7 - HLMR/CML
Servicer or Special Servicer comment describing actions taken to correct / modify the loan (comment field
with a 250 character maximum to be used for the Historical Loan Modification/Corrected Mortgage Loan
Report only).

1 1 1 1 D53 0.1

● T 94 コントローリング・クラス・ライツ
Controlling Class Rights 「コントローリング・クラス・ライツ」凡例参照。 Controlling Class Rights See Controlling Class Rights Legend. 4 4 4 4 1 Need to look at

レポート上にコードの内
訳を出すようにしてほし
い。
コード表を都度見に行く
のは大変。

0.1

● ● 95 サービサー、受託者のフィー・レート

サービサー、受託者に支払うことが可能とされる年換算のフィー･レート。（二重計上を避けるた
めにLoan Periodic Update FileのL13からL17にかけての項目、及び Loan Setup FileのS47から

S51にかけての項目に示される手数料は一切含まない)
Servicer and Trustee Fee Rate

Sum of annual fee rates payable to the servicer(s)) and trustee (should not include any fees represented in
fields L13 through L17 of the Loan Periodic Update File or fields S47 through S51 of the Loan Setup File in
order to avoid double counting.)

1 1 1 1 1 L12, S46 0.1

● W 96 サービサー・ウォッチリストに追加された日
付

ローンが「サービサー・ウオッチリスト」に載せられた直近の計算日。  当該ローンが「サービ
サー・ウォッチリスト」に載っていない場合、あるいはウォッチリストからはずされた場合はフィー
ルドはブランクにする。ローンが 終的に「サービサー・ウォッチリスト」上に戻った場合、新規計
算日を入力する。

Date Added to Servicer Watchlist
The most recent determination date that a loan was placed on the Servicer Watchlist. If a loan is not on the
Servicer Watchlist or comes off the Servicer Watchlist, the field should be empty.  If a loan subsequently
comes back on the Servicer Watchlist, input the new determination date.

1 1 1 1 1 L105 0.1

● W 97 サービサー・ウォッチリストのコード

ローンがサービサー・ウォッチ・リストに載っている理由を説明するコード。このフィールドにはトリ
ガーとなる全てのPortfolio Review Guidelineコードが縦のライン (i.e. 1a|2a)で区切られて記載さ

れる。ポートフォリオ・レビュー・ガイドライン (PRG)参照。
Servicer Watchlist Code

Code used to explain why a loan is on the Servicer Watchlist.    Field should include all Portfolio Review
Guideline codes that were triggered separated by a vertical bar (i.e. 1a|2a).  See Portfolio Review Guidelines
(PRG).

1 1 1 1 1

Portfolio Review
Guideline (Servicer
watch Code)はServicer
Watch List (W)に添付
する形にする

0.1

● ● 98 サービサー及び受託者への支払金額 サービサー実現損失テンプレートの 1)a　から 1)l の合計 Amounts Due Servicers and Trustee Should be the sum of items 1)a thru 1)l on the Servicer Realized Loss Template. 1 1 1 1 Need for realized loss
calc. template L115, D74 RL 0.1

● 99 サービサーへの立替金返済 - 未払い分
取戻不可能な立替金やローン見直しのためにサービサーへ支払われるべきであるが未だ支払
われていない金額

Reimbursement of Advances to
Servicer - Left to Reimburse Servicer Amount still due to the servicer for reimbursements of non-recoverable advances and modifications. 1 1 1 1 L123 IS 0.1

● 100 サービサーへの立替金返済－当月分
取戻不可能な立替金やローン見直しのためにサービサーへ当月支払われる資金に関連して信
託側が不足となる金額。

Reimbursement of Advances to
Servicer - Current Month

Amount of shortfall to the trust related to the current month reimbursement of funds to the servicer for non-
recoverable advances or loan modifications. 1 1 1 1 L122 IS 0.1

● 101 終ローン拠出日
当該ローンが証券化された日付。もしアセットが当初取引の担保の一部だった場合、取引のク
ロージング日。

Last Loan Contribution Date Date the loan was contributed to this securitization. If asset was part of the original transaction collateral,
then transaction closing date. 1 1 1 1 1 Definition needs to be reviewed カットオフ日 L84 0.1

● O, N 102 新改築年 後にその物件における大きな改築/新設工事が完了した年。 Year Last Renovated Year that last major renovation/new construction was completed on the property. 1 1 1 1 1 P15 0.1

● 103 大償却可能額（当初残高比％）
返済金不足の結果として、当初ローン残高に付加することができる当初ローン残高の 大パー
センテージ。

Max Neg Allowed (% Of Orig Bal) Maximum percentage of the original loan balance that can be added to the original loan balance as the result
of negative amortization. 4 4 4 4 S39 0.1

● 104 大テナント

物件ごとに、 新の年間賃貸更新状況に基づき 大面積を賃借しているテナント名を記入。　テ
ナントが賃料だけ支払って実際にスペースを占有していない場合、テナント名の後に「営業なし」
と記入。テナントが転貸している場合、「転貸/転貸先名」を当該テナント名の後に記入。オフィス、
倉庫、店舗、工業、その他混合等、物件用途の種類から当てはまるものを記入。

Largest Tenant

At a property level the name of the tenant that leases the largest square feet of the property based on the
most recent annual lease rollover review.  If tenant is not occupying the space but is still paying rent, the
servicer may print "Dark" after tenant name.  If tenant has sub-leased space, may print "Sub-leased/name"
after tenant name.  For Office, Warehouse, Retail, Industrial, Other or Mixed Use property types as
applicable.

1 2 2 2 1 P37 0.1

● 105 大テナントの賃貸期間終了日 賃貸期間終了日。　P37とP38の連動フィールド。
Date of Lease Expiration of Largest
Tenant Lease term expiration.  Companion field for P37 & P38 1 2 2 2 1 P86 0.1

● 106 大テナント面積
フィールドP37において 大のテナントによって貸し出された総面積（平方メートル）。直近の年間
賃貸更新状況に基づく。

Square Feet of Largest Tenant Total square feet leased by the largest tenant in field P37.  Based on the most recent annual lease roll over
review. 1 2 2 2 1 P38 0.1

● D, R 107 債務残高合計
現在の期末約定残高と立替元利金合計、その他の立替費用残高と立替税金、保険残高合計、
立替利息の未払額合計および累積ASER額を足し合わせた合計額

Total Exposure
Should equal Current Ending Scheduled Balance plus Total P&I Advances Outstanding plus Other Expense
Advance Outstanding plus Total T&I Advances Outstanding plus Cumulative Accrued Unpaid Advance
Interest plus Cumulative ASER Amount.

2 2 2 2 1 0.1

● A 108 債務者情報 - 現時点での債務者による返
済元本額

レポーティング期間中に債務者が立替義務により弁済した元本金額詳細。
Borrower Information - Current
Principal Amounts Paid by Borrower

This details the amount of principal repaid by the borrower on the advance obligation for the current reporting
period. 1 1 1 1 1 0.1

● A 109 債務者情報　－　清算未済の立替金　－
期首残高

ローン見直しが行われ、債務者が立替金義務を負うことになった場合に使用。 初の月に新規
ローンまたは当該立替金の関連する当初ローンに充当される金額。翌月以降については、前月
末残を反映。

Borrower Information - Unliquidated
Advances - Beginning Balance

This will be used in situations where a modification has occurred and the advance recovery has become a
borrower obligation.  For the first month, it will reflect the amount either capitalized to loan or to the original
loan to which the advance related.  For subsequent months, it will reflect the ending balance from the prior
month.

2 2 2 2 1 0.1

● A 110 債務者情報　－　清算未済の立替金　－
期末残高

ローン見直しが行われ、債務者が立替金義務を負うことになり、且つ現在もその義務を負ってい
る場合に使用。立替金が新規ローンに充当された場合は、期末ローン残高。立替金が当初ロー
ンに充当された場合は、レポーティング期間現在の未払い立替い義務金額の一部とする。

Borrower Information - Unliquidated
Advances - Ending Balance

This will be used in situations where a modification has occurred and the advance recovery has become a
borrower obligation and will present the remaining borrower advance obligation.  If the advance obligation was
capitalized to a new loan, it is the ending loan balance.  If the advance obligation was capitalized to the
original loan to which the advance related, it is the portion of that loan amount that relates to the remaining
advance obligation as of the current reporting period.

2 2 2 2 1 0.1

● 111 財務情報提出の罰則
債務者がローン契約書毎に定められた必要な財務情報（営業報告、家賃等）を提出しない場合
の罰則を示すコード。「財務情報提出罰則」の凡例参照。

Financial Information Submission
Penalties

Code used to indicate for penalties for borrower's failure to submit required financial information (oper. stmt.,
rent roll, etc) as per loan documents.  See Financial Information Submission Penalties Legend. 2 4 4 4 1 S88 0.1

● ● D 112 債務整理戦略
ローン終結のための 適なステップを示しているコード。特定のコードがつけられる。「債務整理
戦略」の凡例を参照

Workout Strategy The code assigned that best describes the steps being taken to resolve the loan.  Specific codes apply.  See
Workout Strategy Legend. 2 2 2 1 Need to look at

レポート上にコードの内
訳を出すようにしてほし
い。
コード表を都度見に行く
のは大変。

L76, D29 0.1

● ● 113 債務整理費用

各サービシング契約に従って債務整理手数料が徴収できるローンに対して計算された債務整理
費用（殆どの場合、修正済不動産担保ローン）。元本回復費用、または修正ローン費用とされる
こともある。この費用はスペシャル・サービサーからマスター・サービサーに戻されたローンにの
み適用される。

Workout Fee Amount
Workout fee calculated for loans eligible for a workout fee (most often corrected mortgage loans) as per the
servicing agreement.  Sometimes referred to as principal recovery fee or corrected loan fee.  This fee applies
only to loans returned from the Special Servicer to the Master Servicer.

1 1 1 1 D65, L108 IS, RF 0.1

● 114 債務整理費用レート
フィー・レートは、債務整理手数料が徴収できるローンにつき、回収割合(パーセント）で表示をす
る

Workout Fee Rate Fee rate expressed as a percent of collections on loans eligible for a workout fee. 2 2 2 1 D64 0.1

● ● 115 債務引受日
新規債務者による直近の債務引受日（債務引受がない場合、ブランク）。このデータは次回変更
まで、データ・ファイルに残る。

Date of Assumption Date the most recent assumption was executed by the new borrower (empty if never assumed).  This date
should remain on the data files until there is a future change/occurrence. 4 2 2 1 Need to look at Are assumptions

permitted? L91, D32 0.1

● A 116 残額 レポート作成日現在でのサービサーへ支払う立替金を反映させること Amounts Outstanding This will reflect, for a given report date, advances still due the servicer. 2 2 2 2 1 0.1

● 117 次回インデックス金利
変動金利ローンに対し、次回約定利払日に有効となるグロス金利を決定するために使われる指
標金利。変動金利ローン（ARM)でない場合、または現在レポーティング期間において指標金利
が有効でない場合、フィールドはブランク。

Next Index Rate
For adjustable rate loans, index rate that will be used to determine the gross interest rate in effect for the next
scheduled interest payment.  If loan is not an adjustable rate mortgage (ARM), or if rate is not yet available
as of the current reporting period, then leave field empty.

1 1 1 1 1 Definition needs to be reviewed
CMBS level = 1; Multi-
borrower type loan level
rate = 4

L19 0.1

● 118 次回金利見直し日
変動金利ローンに対する債券金利の次回見直し日。　変動金利ローン（ARM)でない場合、ブラ
ンク。

Next Rate Adjustment Date For adjustable rate loans, the next date that the note rate is scheduled to change.   If loan is not an
adjustable rate mortgage (ARM), then leave field empty. 1 1 1 1 1 Definition needs to be reviewed

CMBS level = 1; Multi-
borrower type loan level
rate = 4

L21 0.1

● 119 次回社債金利
次回約定利払いを決定するのに使用される年換算のグロス金利。 変動金利ローン(ARM)でな
い場合、または現在レポーティング期間において指標金利が有効でない場合、フィールドはブラ
ンク。

Next Note Rate
Annualized gross interest rate that will be used to determine the next scheduled interest payment.  If loan is
not an adjustable rate mortgage (ARM), or if rate is not yet available as of the current reporting period, then
leave field empty.

1 1 1 1 1 Definition needs to be reviewed
CMBS level = 1; Multi-
borrower type loan level
rate = 4

L20 0.1

● 120 次回返済見直し日
変動金利ローンに対する約定元利返済額の次回見直し日。変動金利ローン（ARM)でない場合、
フィールドはブランク。

Next Payment Adjustment Date For adjustable rate loans, the date that the amount of scheduled principal and/or interest is next scheduled to
change.   If loan is not an adjustable rate mortgage (ARM), then leave field empty. 4 4 4 4 1 Need to look at Should include though

as it will affect cashflow L22 0.1

● 121 四捨五入コード
定期的に住宅ローン金利を決定する際、インデックスとマージンの合計を算出する上で適用され
る四捨五入の法則。Rounding Code凡例参照。変動金利ローン（ARM)でない場合は空欄。

Rounding Code
Code which determines rounding methodology to be applied to the sum of the index plus margin in
determining the periodic mortgage interest rate.  See Rounding Code Legend.  If loan is not an adjustable
rate mortgage (ARM), then leave field empty.

4 4 4 4 1 S35 0.1

● 122 四捨五入による増加分
定期住宅ローン金利を決定する際、インデックス金利を四捨五入した際に増加する％。変動金
利ローン（ARM)でない場合は空欄。

Rounding Increment The incremental percentage by which an index rate should be rounded in determining the periodic mortgage
rate.  If loan is not an adjustable rate mortgage (ARM), then leave field empty. 4 4 4 4 2 S36 0.1

● 123 実現損失に適用される利息（不足分）/超
過分

マスター・サービサーが、トラスト計上する実現損失のあるローンの一般回収額から、利息調整
分に分類した金額。　清算費用等。

Interest (Shortages)/Excesses
Applied to Realized Losses

Amounts classified by the Master Servicer as interest adjustments from general collections on a loan with a
Realized Loss to Trust. Example: liquidation fees. 1 1 1 1 1 BC 0.1

● ● C, O 124 実行時DSCR（NCF)
発行人や委託者より提供された、もしくは査定によるクロージング時点の物件毎のデット・サービ
スに対するネットキャッシュフロー（NCF)の返済比率。物件が複数の場合、「DSCRインディケー
ター」凡例を使って入力。

DSCR (NCF) at Contribution
A ratio of underwritten net cash flow (NCF) to debt service per the prospectus or as provided by the issuer or
depositor as of the closing date of the transaction.  If multiple properties, populate using DSCR Indicator
Legend.

1 1 1 1 1 S84, P77 0.1

● 125 実行時DSCRインディケータ
複数物件の場合、DSCRの計算法を説明するためのコード。各特定コード適用。「DSCRインディ
ケータ凡例」参照。

DSCR Indicator at Contribution Code used to explain how DSCR was calculated when there are multiple properties.  Specific codes apply.
See DSCR Indicator Legend. 2 4 4 4 1 Need to look at

レポート上にコードの内
訳を出すようにしてほし
い。
コード表を都度見に行く
のは大変。

S85 0.1

● ● C, O 126 実行時NCF

ネット・キャッシュフロー（NCF)は 終目論見書、または取引実行時点として発行人や預託者か
ら与えられた評価収益合計から評価営業経費と資本経費を引いた額。複数の物件の場合はそ
の合計額。　データが不足している場合、または合計額の場合は、「DSCRインディケータ凡例」
参照。

NCF at Contribution

Net Cash Flow (NCF) is the total underwritten revenue less total underwritten operating expenses and capital
costs per the final prospectus or as provided by the issuer or depositor as of the closing date of the
transaction.  If multiple properties, sum the values.  If missing data or if all received/consolidated, populate
using DSCR Indicator Legend.

1 3 2 3 1 S83, P76 0.1
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● ● C, O 127 実行時NOI

ネット営業収益（NOI)は、 終目論見書、または発行人か預託者から取引実行時点のものとし
てに受け渡された全物件に関する評価収益合計から評価営業経費を引いた差額（ローン返済と
資本項目充当前）。　複数物件の場合は合計額。いずれかのデータ不足の場合または合計額の
みの場合、「DSCRインディケータ凡例」を使用。

NOI at Contribution

Net Operating Income (NOI) is the total underwritten revenues less total underwritten operating expenses
prior to application of mortgage payments and capital items for all properties per the final prospectus or as
provided by the issuer or depositor at the closing date of the transaction.  If multiple properties, sum the
values.  If missing data or if all received/consolidated, use the DSCR Indicator Legend rule.

1 3 2 3 1 S65, P47 0.1

● 128 実行時実質レート 実行時の社債レート（S45)からフィールドS46からS51の年間の累積フィー・レートを引いた差 Net Rate at Contribution Note Rate at Contribution (S45) less the cumulative annual fee rates in fields S46 through S51. 1 1 1 1 1 S52 0.1

● 129 実行時の抵当権順位

抵当権とは債務弁済を保証するため物件に設定された弁済請求権。資金拠出時の抵当権順位
は取引実行日時点の順位とする。　アセット回収時の弁済額は抵当権順位により決定される。抵
当権者は第一順位保持者から、第二、第三と順位に従って弁済を受ける。「実行時の抵当権順
位」の凡例参照。

Lien Position at Contribution
A lien is a claim placed on property to make sure debt is repaid.  Lien Position at Contribution is the position
as of the closing date of the transaction.  The lien position determines the repayment of debt upon asset
resolution.  First lien paid first, second lien paid second, etc.  See Lien Position at Contribution Legend.

1 1 1 1 1 S78 0.1

● 130 実行時のローン金額割合

当該物件を担保として、担保付ローンのどの程度が保証されているかを示す手法。各ローンに
対して担保として割当てられた物件のローン割合合計は100％となる。アンダーライター/発行人
が複数の担保物件おけるこのパーセンテージをサービサーに指示しなかった場合、サービサー
は各担保物件の評価NOIまたはNCFを累積評価NOIまたはNCFで割るか、またはその他の方
法により、ローンに対する全担保物件に関し、このパーセンテージを決めることができる。

Allocated Percentage of Loan at
Contribution

A means of deriving what portion of the mortgage loan is supported by this property as collateral. The sum of
all properties assigned as collateral to an individual loan should be 100%.  If the underwriter/issuer did not
supply this percentage to the servicer for multiple properties, the servicer can determine by dividing the
individual property underwritten NOI or NCF by the cumulative underwritten NOI or NCF for all properties
assigned as collateral to the loan or use any other means.

1 1 1 1 1 P19 0.1

● ● C, O 131 実行時DSCR（NOI)
発行人や委託者より提供された、もしくは査定によるクロージング時点の物件毎のデット・サービ
スに対するネット営業利益（NOI)の返済比率。物件が複数の場合、「DSCRインディケーター凡
例」を使って入力。

DSCR (NOI) at Contribution
A ratio of underwritten net operating income (NOI) to debt service as shown in the final prospectus or as
provided by the issuer or depositor at the closing date of the transaction.  If multiple properties, populate
using the DSCR Indicator Legend rule.

2 3 2 3 1 S66, P48 0.1

● A 132 実質残高
計算日現在の実質ローン残高。債務者の担保付債券関連の届出元本残高。部分的ディフィーザ
ンスに関しては、ローン契約条項に基づき消滅しないローンと消滅するローン間でのディフィーザ
ンス適用前の適切なローン残高にかかる割当て額を反映すること。

Actual Balance

Outstanding actual balance of the loan as of the determination date. This figure represents the legal
remaining outstanding principal balance related to the borrower’s mortgage note.  For partial defeasances,
the balance should reflect the appropriate allocation of the balance prior to the defeasance between the non-
defeased and defeased  loans based on the provisions of the loan documents.

1 1 1 1 1 Definition needs to be reviewed L36 0.1

● 133 実質レート 債券の現在レート（L10)からフィールドL12からL17のフィー・レート合計を引いた差額。 Net Rate The Current Note Rate (L10) less the sum of the fee rates in fields L12 through L17. 1 1 1 1 1 Definition needs to be reviewed L18 0.1

● 134 支払いタイプ ローンの支払タイプもしくは方法を表示するコード。Payment Type判例参照 Payment Type Code indicating the type or method of payment for a loan.  See Payment Type Legend. 1 1 1 1 1

レポート上にコードの内
訳を出すようにしてほし
い。
コード表を都度見に行く
のは大変。

S17 0.1

● 135 支払猶予日数
ローン契約書の規定により、債権者が延滞手数料を課さない返済期日超過後の返済猶予日数。
延滞利息関連の罰則金は含まない。

Grace Days Allowed The number of days after a mortgage payment is due in which the lender will not require a late payment
charge in accordance with the loan documents.  Does not include penalties associated with default interest. 2 3 3 3 1 S11 0.1

● T 136 支払優先順位 分割ローン/債権に関して、元金配当の優先順位を示すコード。「支払優先順位」凡例を参照。 Sequential Pay Order Code used to indicate the order of priority for the distribution of principal to the split loan/note pieces.  See
Sequential Pay Order Legend. 2 2 1 1 1 Need to look at

レポート上にコードの内
訳を出すようにしてほし
い。
コード表を都度見に行く
のは大変。

0.1

● 137 借地権　（Y/N/S)

物件が、債務者が通常建物を所有している、もしくは特定の建物を建設する予定の土地の借地
権のみかどうか。このような借地権は通常長期のリースであり、債務者の権利義務はリース期間
が終了するまで、もしくはデフォルトによる打ち切りまでである。借地権が存在し、かつその地位
が担保より劣後にある場合、Sを入力。

Ground Lease (Y/N/S)

A lease of land only, on which the borrower usually owns a building or is required to build as specified in the
lease.  Such leases are usually long-term net leases; the borrower's rights and obligations continue until the
lease expires or is terminated through default.  If ground lease exists and is subordinate to the mortgage,
then populated with S.

1 3 3 3 1 P22 0.1

● O, N 138 社債（Class-A）の債務元利未払金

証券化の有無に関わらず、サービサーが信託を超えてA-Noteに関する情報を持つ範囲内での、

社債（Class-A）累積残高の年次/中間債務元利未払金。 A-Note Debt Service The interim/annual debt service due on the cumulative A Note balance(s), whether in the securitization or
not, and to the extent that the servicer has the information for the A Note(s) outside the related trust. 2 2 2 1 Definition needs to be reviewed 具体的にどのようなこと

でしょうか。
0.1

● M 139 修正までに必要とされる月数 ローンの修正条項が実際に反映されるまでにかかると予測される月数。
Total Months for Change of
Modification Number of months loan modification provisions are expected to be in affect. 3 3 3 3 D41 0.1

● T 140 受託者 関連する取引における受託者名。 Trustee The named Trustee of the related transaction. 1 1 1 1 1 0.1
● T 141 証券化へのローン提供者 拠出されたローンに関し、絶対的な表明保証を行う責任者(エンティティ）名。 Loan Contributor to Securitization Name of entity ultimately responsible for the representations and warranties of the loan contributed. 1 1 1 1 1 S86 0.1

● 142 証券に対する従前の実現損失 ローン証券にかかる信託への従前の実現損失
Prior Realized Loss Applied to
Certificates Prior Realized Loss to Trust applied to Certificates by Loan. 1 1 1 1 1 BC 0.1

● ● 143 将来の支払のための留保金額 サービサー実現損失テンプレート の 2)a から 2)b の合計
Amounts Held Back for Future
Payment Should be the sum of items 2)a thru 2)b on the Servicer Realized Loss Template. 1 1 1 1

1) 増減の理由も付して

ほしい

2) Need for realized
loss calc. template

L116, D75 RL 0.1

● 144 初回金利見直し日 （拠出後/証券化後の）初回金利見直し日。該当する場合は、一定期間後の初回全額支払日。 First Rate Adjustment Date Date on which the first interest rate adjustment becomes effective (subsequent to loan
contribution/securitization).  If applicable - the first full payment  after a stub period payment. 1 1 1 1 1 S23 0.1

● A 145 初回償還日（費用の償還） サービサーが元本や利息の回収プールから立替金の回収を開始した日。 Initial Reimbursement Date Date servicer began to recover advances through pool principal collections or pool interest collections. 2 2 2 2 1 0.1

● 146 初回返済見直し日 （拠出後/証券化後の）現行約定返済額に対する初回見直しが行われた日。 First Payment Adjustment Date Date on which the first adjustment to the regular payment amount becomes effective (after
contribution/securitization). 1 3 3 3 1 S24 0.1

● M 147 信託計上の予想金利差損JPY（利下げ）
スペシャル・サービサーごとに、利下げにより信託へ計上される予想差損。あくまでローン見直し
時の予想計上。

Estimated Future Interest Loss to
Trust JPY (Rate Reduction)

Expected future loss to trust per the Special Servicer due to a rate reduction.  This is just an estimate
calculated at the time of the modification. 1 1 1 1

具体的にどのようなもの
でしょうか？
ドル表示が必須でしょう
か。

D42 0.1

● ● 148 信託に移転する微調整額　－　累積 信託の当初実現損失計上後の累積追加益及び累積追加経費。正数の場合収益として計上。
Minor Adjustment Passed to Trust -
Cumulative

Cumulative additional proceeds and cumulative additional expenses after the original Realized Loss to Trust
calculation. Positive number equals proceeds available. 1 1 1 1 Need to look at

1) A part of cashflow
reporting
2) 具体的にどのような
ものでしょうか？

D45, L121 RL, HL 0.1

● ● M 149 信託に対する実現損失
サービサー・実現損失テンプレートにおける純利益 (清算費用差し引き後）と現在の期首約定残

高（L6)の差異をローン・レベルで計算したもの。
Realized Loss to Trust A loan level calculation that is the difference between Net Proceeds (after Liquidation Expenses) and Current

Beginning Scheduled Balance (L6) on the Servicer Realized Loss Template. 1 1 1 1 Need to look at

1) Need for realized
loss calc. template
2) 未回収元本のこと
か？

L47, D19 HL, RL 0.1

● 150 信託に対する累積調整を伴うローン損失 信託の実現損失　-　信託の微調整分の累積。　L121の調整後としてL47に等しい。
Loss to Loan with Cumulative
Adjustment to Trust

Realized Loss to Trust less Minor Adjustment Passed to Trust - Cumulative.  Should equal L47 as adjusted
for L121. 2 2 2 2 1 HL 0.1

● ● 151 信託への当期調整日 当初実現損失の信託への計上後、追加利益または経費を受け取った配当日。
Date of Current Period Adjustment to
Trust

Distribution Date in which additional proceeds or expenses have been received after the original Realized
Loss to Trust. 1 1 1 1 Need to look at Need for Realized loss

calc. template L120, D79 HL, RL 0.1

● T 152 推定格付け M/S/F/D Moody's, Standard & Poor's, FitchRatings, Dominion Bond Rating Service の格付機関による

審査に対する準備として事前に行う社内審査/評価
Original Shadow Rating M/S/F/D Shadow rating or credit assessment noted in presale by Moody's, Standard & Poor's, FitchRatings, or

Dominion Bond Rating Service. 2 3 3 2 1 Need to look at 0.1

● T 153 スペシャル・サービサー 関連する取引におけるスペシャル・サービサーの名前 Special Servicer The named Special Servicer of the related transaction. 1 1 1 1 1 0.1

● M 154 スペシャル・サービサー移行時の残高
担保付ローンがスペシャル・サービサーに移行された直前のレポート時点での現在約定期末残
高。

Balance When Sent to Special
Servicer

Current Ending Scheduled Balance for the reporting period when the mortgage loan was most recently
transferred to the Special Servicer. 1 1 1 1 D35 0.1

● T 155 スペシャル・サービサーの債務整理におけ
るコントロール・タイプ

「スペシャル・サービサーによる債務整理におけるコントロール・タイプ」凡例を参照
Special Servicer Workout Control
Type See Special Servicer Workout Control Type Legend. 2 2 2 2 1 Need to work on table

レポート上にコードの内
訳を出すようにしてほし
い。
コード表を都度見に行く
のは大変。

0.1

● 156 スペシャル・サービシング・フィー・レート
サービシング契約において％で示されたフィーのレート。10進数にて記入（例）25％の場合

は.0025と記入。
Special Servicing Fee Rate Fee rate expressed as a percent per the servicing agreement.  Populate in decimal format (i.e., .25% would

be reported as .0025). 1 1 1 1 D55 0.1

● ● 157 スペシャル・サービシング・フィー及び調整
金

当レポーティング期間中に支払われた全てのスペシャル・サービサー・フィー（ベーシス・ポイント
及びその他の回収）

Special Servicing Fee Amount Plus
Adjustments All Special Servicer fees paid (basis points & other collections) during the current reporting period. 1 1 1 1 A part of cashflow

reporting L106, D58 IS, RF 0.1

● 158 スペシャル・サービシング・フィー月間日数
当レポーティング期間中のスペシャル・サービシング・フィーを算出する上で、ひと月の日数を何
日と定めているか

Special Servicing Fee No Days in
Month Number of days in the month for calculation of the Special Servicing Fee for the current reporting period. 1 1 1 1 D57 0.1

● 159 スペシャル・サービシング・フィー年間日数
当レポーティング期間中のスペシャル・サービシング・フィーを算出する上で年間日数をいくつと
定めているか

Special Servicing Fee No Days in
Year Number of days in the year for calculation of the Special Servicing Fee for the current reporting period. 1 1 1 1 D56 0.1

● ● 160 清算/弁済コード
回収期間中の約定以外の元本返済または清算収益を表すコード。　「清算/弁済コード」凡例参
照。

Liquidation/Prepayment Code Code assigned to any unscheduled principal payments or liquidation proceeds received during the collection
period.  See Liquidation/Prepayment Code Legend. 2 2 2 1 Need to look at

レポート上にコードの内
訳を出すようにしてほし
い。
コード表を都度見に行く
のは大変。

L32, D8 0.1

● ● 161 清算/弁済日付 約定以外の元本返済または清算収益を実際に受け取った日。 Liquidation/Prepayment Date The effective date on which an unscheduled principal payment or liquidation proceeds are received. 1 1 1 1 Need to look at L29, D7 0.1

● ● 162 清算経費
サービシング契約ごとに信託への実現損失を決定するため、信託から控除後の清算関連費用。
サービサー実現損失テンプレートの第１項から第４項の小計に等しくなる。

Liquidation Expense
Expenses associated with the liquidation to be netted from the trust to determine the Realized Loss to Trust
per the servicing agreement.  Should be sum of Servicer Realized Loss Template sub-totals for sections 1
through 4.

1 1 1 1 L46, D18 HL 0.1

● 163 清算時におけるローンの期首約定現在残
高

ローンの清算が行われた月の期首約定残高
Current Beginning Scheduled Balance
of the Loan at Liquidation The beginning scheduled balance of the loan for the month in which it liquidates. 2 2 2 2 1 BC 0.1

● ● 164 清算手数料金額 清算手数料はサービシング契約書につき特別に清算が行われたローンごとに計算する。 Liquidation Fee Amount Liquidation Fee calculated per the servicing agreement for each specially serviced loan that is liquidated. 1 1 1 1 D72, L109 IS, RF 0.1
● 165 清算手数料収益 清算手数料金額を算出するに当たり使用する収益額。 Liquidation Fee Proceeds Liquidation proceeds used to calculate the Liquidation Fee Amount. 1 1 1 1 D70 0.1

● ● 166 清算により受領する純益
サービシング契約の規定により、信託にける実現損失を決定するための清算益から清算経費を
引いて得られる純収益。

Net Proceeds Received on LiquidationNet Proceeds Received  on Liquidation used to determine the Realized Loss to Trust per the servicing
agreements. 1 1 1 1 Definition needs to be reviewed 「お」けるの「お」を挿入

すべきかと存じます。
L45, D17 RL, HL 0.1

● ● 167 清算売却価格
仲介手数料及び売却経費控除前の物件売却益、保険収益、その他収益及び準備金/保留金残
高。該当があればサービサー実現損失テンプレートに反映させる。

Liquidation Sales Price
Proceeds upon liquidation such as sales proceeds, insurance proceeds, other proceeds, and
reserve/suspense balances but before broker fees and selling costs. Should be reflected on the Servicer
Realized Loss Template as applicable.

1 1 1 1 Need to look at Need for Realized loss
calc. template D43, L114 HL, RL 0.1

● 168 清算フィー･レート
清算手数料金額を算出するため、清算手数料収益に対するパーセンテージで表したフィー・レー
ト。

Liquidation Fee Rate Fee rate expressed as a percent of Liquidation Fee Proceeds used to calculate Liquidation Fee Amount. 1 1 1 1 D71 0.1

● C 169 前回検査日
直近の立ち入り検査日。このデータは次に変更まで、データ・ファイルに残る。ディフィーザンスの
場合、フィールドはブランク。

Date of Last Inspection Date of most recent physical site inspection.  This date should remain on the data files until there is a future
change/occurrence.  If defeased, leave empty. 3 3 3 3 2 P52 0.1

● ● M, A 170 前回ローン見直し日
直近のローン見直し日。見直しがない場合、フィールドはブランク。見直しには新規債務引受を
除く、既存のローン契約書に対する全ての重要な変更が含まれる。

Date of Last Modification
Date of most recent modification.  If no modification has occurred, then field should be left empty.  For further
clarification, a modification would include any material change to the existing loan documents, excluding
assumptions.

2 2 2 1 L48, D20 0.1

● 171 全期間適用上限金利
アセットの返済期間全期に渡り適用できる見直し可能な上限金利。変動金利ローン（ARM)でな
い場合、フィールドはブランク。

Lifetime Rate Cap The maximum interest rate accruable on an adjustable rate loan throughout the life of the asset.  If loan is not
an adjustable rate mortgage (ARM), then leave field empty. 1 1 1 1 1 S26 0.1

● ● C, W, O 172 前事業年度 DSCR (NCF)

サービサーによって報告された直近事業年度末報告書上で債務元利未払金に対するネット・
キャッシュ・フロー(NCF)率。複数の物件が存在し、関連するデータが類似する場合、 裏付け資

産のDSCRを算出する。複数の物件が存在するが全ての物件に見合うデータがないか、もしくは

受領/統合済の場合は 「DSCR インディケーター凡例規則」を使用してデータを記入すること。

Preceding Fiscal Year DSCR (NCF)

A ratio of net cash flow (NCF) to debt service for the most recent fiscal year end  statement available as
reported by the servicer.   If multiple properties exist and the related data is comparable, calculate the DSCR
of the underlying properties.  If multiple properties exist and comparable data is not available for all properties
or if received/consolidated, populate using the DSCR Indicator Legend rule.

1 1 1 1 1 L93, P79 0.1

● ● C, W, O 173 前事業年度 DSCR (NOI)

サービサーによって報告された直近事業年度末報告書上で債務元利未払金に対する純営業利
益（NOI)比率。複数の物件が存在し、関連するデータが類似する場合、 裏付け資産のDSCRを
算出する。複数の物件が存在するが全ての物件に見合うデータがないか、もしくは受領/統合済

の場合は 「DSCR インディケーター凡例規則」を使用してデータを記入すること。

Preceding Fiscal Year DSCR (NOI)

A ratio of net operating income (NOI) to debt service for the most recent fiscal year end statement available
as reported by the servicer . If multiple properties exist and the related data is comparable, calculate the
DSCR of the underlying properties.  If multiple properties exist and comparable data is not available for all
properties or if received/consolidated, populate using the DSCR Indicator Legend rule.

1 3 3 3 1 Need to look at Needed for various
reports L56, P58 0.1

● 174 前事業年度 DSCR インディケーター
サービサーによって報告された直近事業年度末報告書上でDSCRがどのように計算されたかを

示すコード。「DSCR インディケーター凡例規則」を参照。

Preceding Fiscal Year DSCR
Indicator

Code describing how DSCR is calculated for the most recent fiscal year statement available as reported by
the servicer.  See DSCR Indicator Legend rule. 2 4 4 4 1 Need to look at We should be able to

provide methodolgy L87 0.1

● ● C, O 175 前事業年度NCF

直近事業年度末報告書上の総収益より総費用と資産項目を規定どおりに標準化、年換算したも
のを差し引いたもので、債務元利未払金の控除前の金額。複数物件が存在し、データが類似す
る場合は裏付け資産のNCFを合計すること。　物件が複数存在するが全ての物件に類似する

データがない場合、または受領/統合された場合は「DSCR インディケーター凡例規則」を使用し
て記入すること。

Preceding Fiscal Year NCF

Total revenues less total operating expenses and capital items normalized, and annualized as applicable, but
before debt service, for the most recent fiscal year end statement available.  If multiple properties exist and
the related data is comparable, total the NCF of the underlying properties.  If multiple properties exist and
comparable data is not available for all properties or if received/consolidated, populate using the DSCR
Indicator Legend rule.

1 1 1 1 1 L92, P78 0.1
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● ● C, O 176 前事業年度NOI

新事業年度末報告書上の総収益より総費用を規定どおりに標準化、年換算したものを控除し
たもので、資産項目、及び債務元利未払金の控除前の金額。複数物件が存在し、データが類似
する場合は裏付け資産のNOIを合計すること。物件が複数存在するが全ての物件に類似する

データがない場合、または受領/統合された場合は「DSCR インディケーター凡例規則」を使用し
て記入すること。

Preceding Fiscal Year NOI

Total revenues less total operating expenses normalized, and annualized as applicable, before capital items
and debt service for the most recent fiscal year end statement available.  If multiple properties exist and the
related data is comparable, total the NOI of the underlying properties.  If multiple properties exist and
comparable data is not available for all properties or if received/consolidated, populate using the DSCR
Indicator Legend rule.

1 1 1 1 1 L54, P56 0.1

● ● O 177 前事業年度運営費用

直近事業年度末報告書で運営費用の合計を規定どおりに標準化、年換算したもの。不動産税、
保険、管理費、共益費、修理維持費を含むが、設備投資、テナント改修及びリース仲介料は含ま
ない。複数物件が存在し、データが類似する場合は裏付け資産の運営費用を合計すること。物
件が複数存在するが全ての物件に類似するデータがない場合、または受領/統合された場合は

「DSCR インディケーター凡例規則」を使用して記入すること。

Preceding Fiscal Year Operating
Expenses

Total operating expenses normalized, and annualized as applicable,  for the most recent  fiscal year end
statement available.  Included are real estate taxes, insurance, management fees, utilities, and repairs and
maintenance. Excluded are capital expenditures, tenant improvements, and leasing commissions.  If multiple
properties exist and the related data is comparable, total the operating expenses of the underlying properties.
If multiple properties exist and comparable data is not available for all properties or if received/consolidated,
populate using the DSCR Indicator Legend rule.

1 3 3 3 1 Need to look at L53, P55 0.1

● ● C, W, O 178 前事業年度決算日
利用可能な直近事業年度末報告書のハードコピー上に記載された終了日。（注）－債務者から
の運営報告書上の終了日で、年間算するために使用されたものはレポートすること。複数物件
で全て同じ場合はその終了日を記載する。足りないデータがある場合は空欄としておく。

Preceding Fiscal Year Financial As of
Date

The end date for the most recent, hard copy fiscal year end statement available.  (Note - the end date of the
operating statement from the borrower used to annualize should be reported.)  If multiple properties and all
the same, then print the date. If missing any, leave empty.

2 2 2 2 1 L58, P53 0.1

● ● O 179 前事業年度債務元利未払金

サービサーによって報告された直近の事業年度末報告書上での支払予定/実際の返済額の総

額。この支払額はローン契約書により定められた支払予定／実際の元金、及び/もしくはその利

息をいう。それぞれの物件の配分金額を計算するには現配分率 (P20)を使用すること。複数物

件の場合は値の合計を出す。一つでも足りない情報があるか、もしくは全て受領/統合済の場合

は「DSCR インディケーター凡例規則」を使用してデータを記入すること。

Preceding Fiscal Year Debt Service
Amount

Total scheduled or actual payments for the most recent fiscal year end statement available as reported by the
servicer .  Payments include scheduled or actual principal and or interest as required by the loan documents.
Calculate using the current allocated percentage (P20) to get the allocated amount for each property.  If
multiple properties sum the value. If missing any or if all received/consolidated, then populate using the
DSCR Indicator Legend rule.

2 2 4 4 1 Need to look at

We should already
have this from the
preceeding yr.
therefore it should be
provided.

L55, P57 0.1

● ● C, O 180 前事業年度収益

直近の事業年度末報告書において規定どおりに標準化、年換算された総収入額。複数の物件
が存在し、関連するデータが類似する場合、 裏付け資産の収入の合計。複数の物件が存在す

るが全ての物件に見合うデータがないか、もしくは受領/統合済の場合は「DSCR インディケー
ター凡例規則」を使用したデータを記入すること。

Preceding Fiscal Year Revenue

Total revenues normalized, and annualized as applicable,  for the most recent fiscal year end statement
available.  If multiple properties exist and the related data is comparable, total the revenue of the underlying
properties.  If multiple properties exist and comparable data is not available for all properties or if
received/consolidated, populate using the DSCR Indicator Legend rule.

1 1 1 1 1 Need to look at 前事業年度？ L52, P54 0.1

● ● C, O 181 前事業年度物的占有率

直近の事業年度末報告書時点で賃貸可能スペースの占有率。レントロールまたは他の占有率
を示す書類から導きだされることとし、殆どの場合、直近事業年度末報告書より45日以内のもの
とする。複数物件の場合は平方メートルもしくはユニットを基準とした加重平均を記入する。何か
不足がある場合、ローンレベルでは空欄。

Preceding Fiscal Year Physical
Occupancy

The percentage of rentable space occupied as of the most recent fiscal year end operating statement
available. Should be derived from a rent roll or other document indicating occupancy, and in most cases
should be within 45 days of the most recent fiscal year end financial statement. If multiple properties,
populate with the weighted average based on square feet or units.    If missing any, leave empty at the loan
level.

1 4 4 4 1 Need to look at This information should
be available L57, P59 0.1

● ● O 182 前々期会計年度営業経費

前会計年度末報告書より１年前の年度末における、運営費用の合計を規定どおりに標準化、年
換算したもの。不動産税、保険、管理費、共益費、修理維持費を含むが、設備投資、テナント改
修及びリース仲介料は含まない。複数物件が存在し、データが類似する場合は裏付け資産の運
営費用を合計すること。物件が複数存在するが全ての物件に類似するデータがない場合、また
は受領/統合された場合は「DSCR インディケーター凡例規則」を使用して記入すること。

Second Preceding Fiscal Year
Operating Expenses

Total operating expenses normalized, and annualized as applicable, for the first consecutive year end prior to
the preceding fiscal year end statement.  Included are real estate taxes, insurance, management fees,
utilities, and repairs and maintenance.  Excluded are capital expenditures, tenant improvements, and leasing
commissions.  If multiple properties exist and the related data is comparable , total the operating expenses of
the underlying properties.  If multiple properties exist and comparable data is not available for all properties or
if received/consolidated, populate using the DSCR Indicator Legend rule.

1 3 3 3 1 Need to look at
This information should
be available now and or
in the future.

L60, P62 0.1

● ● C, O 183 前々期会計年度収益

前会計年度末報告書より１年前の年度末において、規定どおりに標準化、年換算された総収入
額。複数の物件が存在し、関連するデータが類似する場合、 裏付け資産の収入の合計。複数の

物件が存在するが全ての物件に見合うデータがないか、もしくは受領/統合済の場合は 「DSCR
インディケーター凡例規則」を使用したデータを記入すること。

Second Preceding Fiscal Year
Revenue

Total revenues normalized, and annualized as applicable, for the first consecutive year end prior to the
preceding fiscal year end statement. If multiple properties exist and the related data is comparable, total the
revenue of the underlying properties.  If multiple properties exist and comparable data is not available for all
properties or if received/consolidated, populate using the DSCR Indicator Legend rule.

1 1 1 1 1 Need to look at L59, P61 0.1

● ● C, O 184 前々期会計年度物的占有率

前会計年度末報告書より１年前の年度末における賃貸可能スペースの占有率。レントロールま
たは他の占有率を示す書類から導きだされる。複数物件の場合、スクエア・フィートかユニットを
基準にした加重平均を記入すること。不足するデータがある場合、ローンレベルで空欄としておく
こと。

Second Preceding Fiscal Year
Physical Occupancy

The percentage of rentable space occupied as of the first consecutive year end prior to the preceding fiscal
year end. Should be derived from a rent roll or other document indicating occupancy.  If multiple properties,
populate with the weighted average based on square feet or units.  If missing any, leave empty at the loan
level.

1 4 4 4 1 Need to look at This information should
be available L64, P66 0.1

● ● C, O 185 前々期事業年度 DSCR (NOI)

サービサーによって報告された前会計年度末報告書より１年前の年度末における、債務元利未
払金に対する純営業利益（NOI)比率。複数の物件が存在し、関連するデータが類似する場合、

裏付け資産のDSCRを算出する。複数の物件が存在するが全ての物件に見合うデータがない

か、もしくは受領/統合済の場合は「DSCR インディケーター凡例規則」を使用してデータを記入
すること。。

Second Preceding Fiscal Year DSCR
(NOI)

A ratio of net operating income (NOI) to debt service for the first consecutive year end prior to the preceding
fiscal year end statement as reported by the servicer.  If multiple properties exist and the related data is
comparable, calculate the DSCR of the underlying properties.  If multiple properties exist and comparable
data is not available for all properties or if received/consolidated, populate using the DSCR Indicator Legend
rule.

1 3 3 3 1 Need to look at
This information should
be available now and or
in the future.

L63, P65 0.1

● 186 前々期事業年度 DSCR インディケーター
サービサーによって報告された会計年度末報告書より１年前の年度末においてDSCRがどのよ

うに計算されたかを示すコード。「DSCR インディケーター凡例規則」を参照。

Second Preceding Fiscal Year DSCR
Indicator

Code describing how DSCR is calculated for the first consecutive year end prior to the preceding fiscal year
end as reported by the servicer. See DSCR Indicator Legend rule. 1 4 4 4 1 Need to look at

If we are preparing the
calculations, then we
should be able to
indicate how the
calculation was done.

L88 0.1

● ● C, O 187 前々期事業年度 NCF

前会計年度末報告書より１年前の年度末における、総収益より総費用と資産項目を規定どおり
に標準化、年換算したものを差し引いたもので、債務元利未払金の控除前の金額。複数物件が
存在し、データが類似する場合は裏付け資産のNCFを合計すること。　物件が複数存在するが

全ての物件に類似するデータがない場合、または受領/統合された場合は「DSCR インディケー
ター凡例規則」を使用して記入すること。

Second Preceding Fiscal Year NCF

Total revenues less total operating expenses and capital items normalized, and annualized as applicable, but
before debt service for the first consecutive year end prior to the preceding fiscal year end statement.  If
multiple properties exist and the related data is comparable, total the NCF of the underlying properties.  If
multiple properties exist and comparable data is not available for all properties or if received/consolidated,
populate using the DSCR Indicator Legend rule.

1 1 1 1 1 L94, P80 0.1

● ● C, O 188 前々期事業年度 NOI

前会計年度末報告書より１年前の年度末における、総収益より総費用を規定どおりに標準化、
年換算したものを控除したもので、資産項目、及び債務元利未払金の控除前の金額。複数物件
が存在し、データが類似する場合は裏付け資産のNOIを合計すること。物件が複数存在するが

全ての物件に類似するデータがない場合、または受領/統合された場合は「DSCR インディケー
ター凡例規則」を使用して記入すること。

Second Preceding Fiscal Year NOI

Total revenues less total operating expenses normalized, and annualized as applicable, before capital items
and debt service for the first consecutive year end prior to the preceding fiscal year end statement.  If
multiple properties exist and the related data is comparable , total the NOI of the underlying properties.  If
multiple properties exist and comparable data is not available for all properties or if received/consolidated,
populate using the DSCR Indicator Legend rule.

1 1 1 1 1 L61, P63 0.1

● ● C, O 189 前々期事業年度DSCR (NCF)

サービサーによって報告された前会計年度末報告書より１年前の年度末において、ローン・サー
ビシングによる純営業収益率（NCF)。複数の物件が存在し、関連するデータが類似する場合、

裏付け資産のDSCRを算出する。複数の物件が存在するが全ての物件に見合うデータがない

か、もしくは受領/統合済の場合は「DSCR インディケーター凡例規則」を使用してデータを記入
すること。

Second Preceding Fiscal Year DSCR
(NCF)

A ratio of net operating income (NCF) to debt service for the first consecutive year end prior to the preceding
fiscal year end statement as reported by the servicer.   If multiple properties exist and the related data is
comparable, calculate the DSCR of the underlying properties.  If multiple properties exist and comparable
data is not available for all properties or if received/consolidated, populate using the DSCR Indicator Legend
rule.

1 1 1 1 1 L95, P81 0.1

● ● O 190 前々期事業年度債務額

サービサーによって報告された前会計年度末報告書より１年前の年度末における、支払予定/実
際の返済額の総額。この支払額はローン契約書により定められた支払予定／実際の元金、及び
/もしくはその利息を含む。それぞれの物件の配分金額を計算するには現配分率 (P20)を使用す

ること。複数物件の場合は値の合計を出す。一つでも足りない情報があるか、もしくは全て受領/
統合済の場合は「DSCR インディケーター凡例規則」を使用してデータを記入すること。

Second Preceding Fiscal Year Debt
Service Amount

Total scheduled or actual payments for  the first consecutive year end prior to the preceding fiscal year end
statement as reported by the servicer.  Payments include scheduled or actual principal and or interest as
required by the loan agreement.  Calculate using the current allocated percentage (P20) to get the allocated
amount for each property.  If multiple properties sum the value. If missing any or if all received/consolidated,
then populate using the DSCR Indicator Legend rule.

1 4 4 4 1 Need to look at

If we are preparing the
calculations, then we
need to able to indicate
how the calculation
was done.

L62, P64 0.1

● ● C, O 191 前々期事業年度財務終了日

前会計年度末報告書より１年前の年度末にかかわる運営報告書のハードコピー上に記載された
終了日。（注）－債務者からの運営報告書上の終了日で、年間算するために使用されたものはレ
ポートすること。複数物件で全て同じ場合はその終了日を記載する。足りないデータがある場合
は空欄としておく。

Second Preceding Fiscal Year
Financial As of Date

The end date of the hard copy operating statement that relates to the the first consecutive year end prior to
the preceding fiscal year end statement. (Note - the end date of the operating statement from the borrower
used to annualize should be reported.) If multiple properties and all the same, print the date.  If missing any,
leave empty.

1 1 1 1 1 L65, P60 0.1

● C 192 前年と基準年でのネット変化　－　稼動率
(%) 前年と基準年の稼働率（％）の変化。正数は基準年からの増加を表す。

Net Change Between Preceding &
Base Year - % Occup

Percentage change between the preceding occupancy percentage and the base year occupancy percentage
over the base year occupancy percentage. A positive number indicates an increase from the base year to the
preceding year.

1 3 3 2 1 Need to look at 0.1

● 193 その他準備金からの回収　 (Y/N)

担保物件に関する評価、テナント改善、仲介手数料及び物件に付随するその他類似目的等に充
当する、あるいは当該ローンに追加担保を付加する目的で、不動産担保ローン契約の条項に従
いプライマリーまたはマスター・サービサーが債務者口座から受け取る支払金（税金及び保険料
以外）。

Collection of Other Reserves (Y/N)

Any payment (other than taxes or insurance) received by the primary or Master Servicer for the account of
any borrower pursuant to the terms of the mortgage loan for application toward assessments, tenant
improvements, leasing commissions and similar items in respect of the related mortgage property or for
purpose of providing additional collateral for such mortgage loan.

1 4 4 4 1 S77 0.1

● ● 194 その他の（不足）払い戻し
不足額 (負の数として報告されているもの）または払い戻し（正の数として報告されているもの）

のうち、"「「「ローン定期更新ファイル」」」"のどこにも記載されていないもの
Other (Shortfalls)/Refunds Anything else that hits as a shortfall (reported as a negative number) or refund (reported as a positive

number) that is not reported elsewhere in the Loan Periodic Update File. 1 1 1 Need to look at
1) Not necessary for
the first round
2) 具体的に何か？

L124, D80 IS, RL 0.1

● 195 その他の元金変更

ローン元本残高に対して当期間内に増額、減額されたもののうち、約定返済、任意返済のどちら
とも見なされないもの。　例）社債残高の裏付けをする証券化担保物件に対するサービサーの記
録と一致させるうえで必要な現金または現金以外の調整。マイナス値は残高の増加として、プラ
ス値は残高の減少としてレポートされる。

Other Principal Adjustments

Any other amounts that would cause the principal balance of the loan to be decreased or increased in the
current period which are not considered Unscheduled Principal Collections and are not Scheduled Principal
Amounts. Examples include cash and non-cash adjustments necessary to synchronize the servicer's
records with the securitized collateral supporting the outstanding bonds.  A negative amount should be
reported for an increase in the balance, and a positive amount should be reported for a decrease in the
balance.

1 4 4 4 1 Need to look at
I would think usually
blank but eventually
necessary

L28 RF 0.1

● 196 その他の金利調整
(L28項) その他の元本調整に付随する項目であり、関連回収期間における臨時の金利調整を示
す

Other Interest Adjustment Companion field for Other Principal Adjustments (L28) to show unscheduled interest adjustments  for the
related collection period. 1 4 2 4 1 Need to look at

This information will
need to be captured for
waterfall calculations

L102 RF 0.1

● D, R 197 その他の立替費用残高
計算日時点におけるサービサーによる雑立替金残高。これにはP&I及びT&Iの立替金は含まれ

ない。また、（D11項)「SSによるその他の立替費用残高」に記載されたスペシャル・サービサーに
よる立替金は含む。

Other Expense Advance Outstanding
Total outstanding other or miscellaneous advances made by the servicer(s) as of the determination date.
This amount does not include P&I or T&I advances.  Amount should also include advances reported by the
special servicer in SS Other Expense Advance Outstanding (D11).

2 2 2 2 1 Need to look at

This information will
need to be captured for
waterfall calculations; if
there are servicer
advances

L39 0.1

● 198 第三規模テナント

物件ごとに、 新の年間賃貸更新状況に基づき、3番目に大きな面積を貸し出すテナントの名前
を記入。テナントが賃料だけ支払って実際にスペースを占有していない場合、テナント名の後に
「営業なし」と記入。テナントが転貸している場合、「転貸/転貸先名」を当該テナント名の後に記
入。オフィス、倉庫、店舗、工業、その他混合等、物件用途の種類から当てはまるものを記入

Third Largest Tenant

At a property level the name of the tenant that leases the third largest square feet of the property based on
the most recent annual lease rollover review.  If tenant is not occupying the space but is still paying rent, the
servicer may print "Dark" after tenant name.  If tenant has sub-leased space, may print "Sub-leased/name"
after tenant name.  For Office, Warehouse, Retail, Industrial, Other or Mixed Use property types as
applicable.

2 2 2 2 2 P41 0.1

● 199 第三規模テナントの賃貸期間終了日 賃貸期間終了日。　P40とP41の連動フィールド。
Date of Lease Expiration of Third
(3rd) Largest Tenant Lease term expiration.  Companion field for P41 & P42 2 2 2 2 2 P88 0.1

● 200 第三規模テナント面積
フィールドP41において3番目に大きなテナントによって貸し出された総面積（平方メートル）。
直近の年間賃貸更新状況に基づく。

Square Feet of Third (3rd) Largest
Tenant

Total square feet leased by the 3rd largest tenant in P41.  Based on the most recent annual lease roll over
review. 2 2 2 2 2 P42 0.1

● 201 第二規模テナント

物件ごとに、 新の年間賃貸更新状況に基づき、2番目に大きな面積を賃借しているテナント名
を記入。テナントが賃料だけ支払って実際にスペースを占有していない場合、テナント名の後に
「営業なし」と記入。テナントが転貸している場合、「転貸/転貸先名」を当該テナント名の後に記
入。オフィス、倉庫、店舗、工業、その他混合等、物件用途の種類から当てはまるものを記入

Second Largest Tenant

At a property level the name of the tenant that leases the second largest square feet of the property based on
the most recent annual lease rollover review.  If tenant is not occupying the space but is still paying rent, the
servicer may print "Dark" after tenant name.  If tenant has sub-leased space, may print "Sub-leased/name"
after tenant name.  For Office, Warehouse, Retail, Industrial, Other or Mixed Use property types as
applicable.

2 2 2 2 2 P39 0.1

● 202 第二規模テナントの賃貸期間終了日 賃貸期間終了日。　P39とP40の連動フィールド。
Date of Lease Expiration of Second
(2nd) Largest Tenant Lease term expiration.  Companion field for P39 & P40 2 2 2 2 2 P87 0.1

● 203 第二規模テナント面積
フィールドP39において2番目に大きなテナントによって貸し出された総面積（平方メートル）。直
近の年間賃貸更新状況に基づく。

Square Feet of Second (2nd) Largest
Tenant

Total square feet leased by the 2nd largest tenant in P39.  Based on the most recent annual lease roll over
review. 2 2 2 2 2 P40 0.1

● 204 超過担保及びその他信用保証によりカ
バーされる金額

準備金や保険契約等により、超過担保や信用保証がある場合、ローンレベルの損失を減額

Amounts Covered by Over-
Collateralization and Other Credit
Support

Reduction of loan level loss to the bonds because of over-collateralization or credit support, such as reserve
fund or insurance policies. 2 2 2 1 BC 0.1

● ●
W, D, R,

C, O 205 直近のDSCR（NCF)

サービサーにより提出された前年度末報告後の直近の会計報告（年度累計、過去12ヶ月分等、

標準報告期間による）による債務元利未払金に対するネットキャッシュフロー（NCF)の割合。複
数の物件（同じ会計インディケータ及び会計期間が適用される）があり全物件データの比較がで
きる場合、裏付け物件のDSCRを計算。複数の物件があっても全ての物件のデータを比較でき

ない場合、または複数物件の合計額の場合、「DSCRインディケータ凡例」を使って入力。

Most Recent DSCR (NCF)

A ratio of net cash flow (NCF) to debt service for the most recent financial operating statement reported by
the servicer (e.g. year to date, year to date annualized, or trailing 12 months, but all normalized) after the
preceding fiscal year end statement.  If multiple properties exist and the related data is comparable (same
financial indicators and same financial start and end dates), calculate the DSCR of the underlying properties.
If multiple properties exist and comparable data is not available for all properties or if received/consolidated,
populate using the DSCR Indicator Legend rule.

1 1 1 1 1 Definition needs to be reviewed Definition of NCF to be
reviewed L97, P83 0.1

● ●
W, D, R,

C, O 206 直近のDSCR（NOI)

サービサーにより提出された前年度末報告後の直近の会計報告（年度累計、過去12ヶ月分等、

通常の報告期間による）による債務元利未払金に対する営業純益（NOI)の割合。複数の物件
（同じ会計指標及び会計期間が適用される）があり全物件データの比較ができる場合、裏付け物
件のDSCRを計算する。複数の物件があっても全ての物件のデータを比較できない場合、また

は複数物件の合計額の場合、「DSCRインディケータ凡例」を使って入力。

Most Recent DSCR (NOI)

A ratio of net operating income (NOI) to debt service for the most recent operating statement reported by the
servicer (e.g. year to date, year to date annualized, or trailing 12 months, but all normalized) after the
preceding fiscal year end statement. If multiple properties exist and the related data is comparable (same
financial indicators and same financial start and end dates), calculate the DSCR of the underlying properties.
If multiple properties exist and comparable data is not available for all properties or if received/consolidated,
populate using the DSCR Indicator Legend rule.

1 4 4 4 1 L70, P72 0.1



CMSA Investor Reporting Package
DATA DICTIONARY

S - ローンセットアップLoan Setup D - Delinquent Loan Status 　　V - Loan Level Reserve/LOC D - Delinquent Loan Status 　　V - Loan Level Reserve/LOC 3:  不要：日本のCMBSに該当事項があるが不要と考える項目
F -　財務データ Financial M - Historical Loan Modification/Corre　　W - Servicer Watchlist M - Historical Loan Modification/Co　　W - Servicer Watchlist 4:  該当せず：日本のCMBSに該当事項がない場合
D -　スペシャル・サービス・ローン Special Servicer Loan N - NOI Adjustment Worksheet N - NOI Adjustment Worksheet
B - 債券レベル　Bond Level O - OSAR O - OSAR
C - 担保概要　Collateral Summary

各部会、幹事会における要否の検討履歴

L P S F D B C その
他

レポート種
類;

Report
項目＃ フィールド名 0.1 定義 Field Name 5.0 Definition

Servicer検討結果に対する

Trustee部会からのコメント

（5/15配布資料）

4/25の幹事会取りまとめ結果

に対するServicer部会での要

否検討結果

4/25の幹事会での要否検討結

果

Lender/Arranger部会での要

否検討結果

Trustee部会での要否検討結

果
コメント　1 コメント　2

データファ
イル/

フィールド
番号

テンプレー
ト

IRP 更新

バージョン
数

● 207 直近のDSCRインディケータ
サービサーにより提出された前年度末後の直近の会計報告書上のDSCRの計算方法を示す

コード。　「DSCRインディケータ凡例」参照。
Most Recent DSCR Indicator Code describing how DSCR is calculated for the most recent financial operating statement, as reported by

the servicer, after the preceding fiscal year end statement.  See DSCR Indicator Legend. 2 4 4 4 1 Need to look at

If we are preparing the
calculations, then we
need to able to indicate
how the calculation
was done.

L89 0.1

● ● D, C, O 208 直近のNCF

サービサーにより提出された前年度末報告後の直近の営業報告書の期間（年度年度累計、過
去12ヶ月分等、標準化されているもの）毎に、収益合計から営業経費合計と資本項目を引いたも
の（但し、債務元利未払い金控除前の額）。　複数の物件（同じ会計インディケータ及び会計期間
が適用される）があり全物件データの比較ができる場合、裏付け物件のNCF合計。複数の物件

があっても全ての物件のデータを比較できない場合、または複数物件の合計額の場合、「DSCR
インディケータ凡例」を使って入力。

Most Recent NCF

Total revenues less total operating expenses and capital items but before debt service per the most recent
operating statement reported by the servicer (e.g. year to date, year to date annualized, or trailing 12 months,
but all normalized) after the preceding fiscal year end  statement.  If multiple properties exist and the related
data is comparable (same financial indicators and same financial start and end dates), total the NCF of the
underlying properties.  If multiple properties exist and comparable data is not available for all properties or if
received/consolidated, populate using the DSCR Indicator Legend rule.

1 1 1 1 1 L96, P82 0.1

● ● D, C, O 209 直近のNOI

サービサーによる前年度末報告後の直近の営業報告書の期間（年度累計、過去12ヶ月分等、
標準化されたもの）における、総収益より営業経費合計を引いたもの（資本項目、債務元利未払
い控除前）。　複数の物件（同じ会計インディケータ及び会計期間が適用される）があり全物件
データの比較ができる場合、裏付け物件のNOIの合計。複数の物件があっても全ての物件の

データを比較できない場合、または複数物件への受領返済合計の場合、「DSCRインディケータ
凡例」を使って入力。

Most Recent NOI

Total revenues less total operating expenses before capital items and debt service per the most recent
operating statement reported by the servicer (e.g. year to date, year to date annualized, or trailing 12 months,
but all normalized) after the preceding fiscal year end  statement.  If multiple properties exist and the related
data is comparable (same financial indicators and same financial start and end dates), total the NOI of the
underlying properties.  If multiple properties exist and comparable data is not available for all properties or if
received/consolidated, populate using the DSCR Indicator Legend rule.

1 1 1 1 1 Need to look at L68, P70 0.1

● ● O 210 直近の営業経費

サービサーにより提出された前年度末報告後の直近の営業報告書の期間（年度累計、過去12ヶ
月分等、標準化されたもの）における営業経費合計。　経費は不動産税、保険、管理費、設備
費、修繕費を含み、設備投資、テナント改善費、賃貸手数料は除く。　複数の物件（同じ会計イン
ディケータ及び会計期間が適用される）があり全物件データの比較ができる場合、裏付け物件の
営業経費合計。複数の物件があっても全ての物件のデータを比較できない場合、または複数物
件の合計額の場合、「DSCRインディケータ凡例」」を使って入力。

Most Recent Operating Expenses

Total operating expenses for the most recent operating statement reported by the servicer (e.g. year to date,
year to date annualized, or trailing 12 months, but all normalized) after the preceding fiscal year end
statement. Included are real estate taxes, insurance, management fees, utilities and repairs and
maintenance. Excluded are capital expenditures, tenant improvements, and leasing commissions.  If multiple
properties exist and the related data is comparable (same financial indicators and same financial start and
end dates), total the operating expenses of the underlying properties.  If multiple properties exist and
comparable data is not available for all properties or if received/consolidated, populate using the DSCR
Indicator Legend rule.

1 4 3 4 1 Need to look at

Probably one to add in
the future, not this
time. Unless the
borrowers only report
NOI, then we will need
the operating expenses
in order to calculate the
NOI

L67, P69 0.1

● ● 211 直近の会計インディケータ

直近の会計報告データの期間、及び当該会計報告が標準化・年換算されているかどうかを示す
コード。　「直近会計インディケータ」凡例参照。複数の物件について開始日と終了日が同じ会計
報告期間内であり、同じインディケータを使用している場合、評価額を記入。評価額データがな
いものがあったり、全てが同じ条件でなかった場合、ブランク。

Most Recent Financial Indicator

Code used to describe the period for the most recent financial data reported, and whether or not the most
recent financial information has been normalized and or annualized.  See Most Recent Financial Indicator
Legend.    If there are multiple properties that all have the same indicator for the same related financial
statement start and end dates, print the value.  If missing any values or they are not the same, leave empty.

1 1 1 1 1 L82, P75 0.1

● ● ● C, W 212 直近の会計期間開始日

前年度末報告後の直近のハードコピー営業報告書の期間（年度累計、過去12ヶ月分等）開始
日。（年換算された債務者より提出された営業報告書期間の開始日及び終了日も報告する）。同
期間内に複数物件があり、開始日と終了日が同じ場合、その終了日を入力。データ不足分があ
る場合、ブランク。

Most Recent Financial As of Start
Date

The first day of the period for the most recent, hard copy operating statement (e.g. year to date or trailing 12
months) after the preceding fiscal year end statement.  (Note - the beginning and end date of the operating
statement from the borrower used to annualize should be reported.)  If multiple properties and all  the same
start and end date, print start date.  If missing any, leave empty.

1 1 1 1 1 Definition needs to be reviewed L72, P73,
F4 0.1

● ● ●
D, R, C,

W, O 213 直近の会計期間終了日

前年度末報告後の直近のハードコピー営業報告書の期間（年度累計、過去12ヶ月分等） 終
日。（年換算された債務者より提出された営業報告書期間の開始日及び終了日も報告する）。同
期間内に複数物件があり、開始日と終了日が同じ場合、その終了日を入力。データ不足分があ
る場合、ブランク。

Most Recent Financial As of End Date

The last day of the period for the most recent, hard copy operating statement (e.g. year to date or trailing 12
months) after the preceding fiscal year end statement. (Note - the beginning and end date of the operating
statement from the borrower used to annualize should be reported.) If multiple properties and all the same
start and end date, print the end date.  If missing any, leave empty.

1 1 1 1 1 L73, P74,
F5 0.1

● C, N, O 214 直近の稼動現在日
直近に受領したレントロール表の日付　（ホスピタリティ（ホテル）及び介護施設物件については
提出された会計報告書期間に対する平均稼働率を使用する）

Most Recent Occupancy As Of Date Effective date of most recently received rent roll (for hospitality (hotels), and health care properties use
average occupancy for the period for which the financial statements are reported). 1 3 3 3 1 P30 0.1

● ● C, O 215 直近の収益

サービサーにより提出された前年度末報告後の直近の営業報告書の期間（年度累計、過去12ヶ
月分等、標準化されたもの）による収益合計。複数の物件（同じ会計インディケータ及び会計期
間が適用される）があり全物件データの比較ができる場合、裏付け物件の収益合計。複数の物
件があっても全ての物件のデータを比較できない場合、または複数物件の合計額の場合、
「「DSCRインディケータ凡例」」を使って入力。

Most Recent Revenue

Total revenues for the most recent operating statement reported by the servicer (e.g. year to date, year to
date annualized, or trailing 12 months, but all normalized) after the preceding fiscal year end statement.   If
multiple properties exist and the related data is comparable (same financial indicators and same financial
start and end dates), total the revenue of the underlying properties.  If multiple properties exist and
comparable data is not available for all properties or if received/consolidated, populate using the DSCR
Indicator Legend rule.

1 1 1 1 1 L66, P68 0.1

● ● D, R 216 直近のスペシャル・サービサー移行日
ローンが不良債権化し、マスター・サービサーからの不良債権の移行に関するレター、Eメール、
その他を提出、スペシャル・サービサーが受領した日。ローンが複数に分けて移管された場合、
スペシャル・サービサーに移行された 後の日。

Most Recent Special Servicer
Transfer Date

The date a loan becomes a "specially serviced loan", which is the date of the transfer letter, e-mail, etc.
provided by the Master Servicer which is accepted by the Special Servicer.  Note: If the loan has had multiple
transfers, this should be the last date transferred to special servicing.

1 1 1 1
手数料の計算に必要;
Needed for fee
calculation purposes

L77, D30 0.1

● ● 217 直近の設定変更日 与えられた「ローン設定ファイル」の情報が変更された直近の配当日。 Last Setup Change Date Distribution Date when Loan Setup File information for a given loan was last changed. 3 3 3 3 1 Need to look at Need more clarity on
this field L83, S82 0.1

● 218 直近のネットASER額

計算日時点における、サービシング契約書に規定された評価額減額・担保見直し及びその他の
措置による、当月の元利金またはそのいずれかにかかる立替金の減額高。　ASER回収額（前

回ASERにより受領したグロス返済額）を含む。この金額は前回報告期間から現在報告期間の

間に生じた累積ASER金額の数字の変化であり、マイナスになれば現在のASER減額分がカ
バーされたことになる。

Most Recent Net ASER Amount

Amount, as of the determination date, by which the current month principal and/or interest advances have
been reduced due to an appraisal reduction event, collateral adjustment event or other similar event per the
servicing agreement.  This should also include ASER recoveries (gross payments received  that were
previously subject to an ASER).  This value should be the mathematical change in the Cumulative ASER
Amount from the prior reporting period to the current reporting period, and therefore may be negative in
instances where the amount of ASER recovered exceeded the current ASER reduction.

2 2 2 2 1 Need to look at
Needed if we are doing
Appraisal reduction
calcs.

L33 AR, IS,
RF 0.1

● ● ● D, R 219 直近の評価額

物件の鑑定評価、BPO,　社内評価等を含む全物件に関する直近の見積評価額。この価格は新

規評価額が出るまでの間は拠出時の評価額に等しい。ARA/ASER計算の前後に別の価格が得
られた場合、この価格を使って計算する必要はない。　複数の物件がある場合は評価額合計。
いずれかが不足する場合またはディフィーザンスの場合はブランク。

Most Recent Value

The most recent opinion of estimated value of all properties, which could include appraisals, BPOs, or
internal estimates.  This value should be the same as Valuation Amount at Contribution until a new value is
obtained. This may not tie to the value used for ARA/ASER calculations if other values are obtained before or
after this calculation. If multiple properties, sum the value.  If missing any, leave empty.  If defeased, leave
empty.

1 1 1 1 1 Need to look at
誰が見積評価を行なっ
たか要確認。鑑定評価
とできないか？

L75, P25,
D26 AR, HL 0.1

● D, R 220 直近の評価額の90％控除後損失
債務残高より直近の評価額の90%を引いた額に等しい。損失が出ない（債務残高が直近の評価

額の90％を超えている）場合、0とする。

Loss Using 90% of Most Recent
Value

Should equal Total Exposure minus 90% of the Most Recent Value.  If there is no loss (Total Exposure is
greater than 90% of the Most Recent Value), then report as zero. 2 2 2 2 0.1

● ● R 221 直近の評価ソース
直近の物件評価ソースを示すコード（直近の評価額L75,P25,D26に示される）。　「直近の物件
評価ソース」凡例を参照。複数の物件があり、全て同じ種別で評価された場合、その種別を入
力。何か不足がある場合はブランク。

Most Recent Valuation Source
Code used to identify the source of most recent property valuation (as reported in Most Recent Value L75,
P25, D26).  See Most Recent Valuation Source Legend.  If multiple properties and all the same then print the
type.  If missing any, then leave empty.  If defeased, leave empty.

1 1 1 1 1 Need to look at 鑑定評価のみではない
か？

D25, P90 0.1

● ● ● D, R 222 直近の評価日
直近の見積評価額が行われた日（直近の価格L75,P25,D26に示される）。　複数の物件があり
全て同じ日に評価された場合はその日を入力。いずれかのデータがない場合、ディフィーザンス
の場合はブランク。

Most Recent Valuation Date
The date the most recent opinion of estimated value (as reported in Most Recent Value L75, P25, D26) was
effective.  If multiple properties and all the same date, print date.  If missing any, leave empty.  If defeased,
leave empty.

1 1 1 1 1 L74, P24,
D24 AR 0.1

● ● C, N, O 223 直近の物理的稼働状況

直近の資料と整合性のある稼働状況を示すレントロールやその他書類から得られる、直近の稼
動率（占有スペース）のパーセンテージ。　物件が空いている場合はゼロを入力。複数物件の場
合、面積か区分数に基づく加重平均値を入力。情報が不足している場合、ローンレベルではブラ
ンク。

Most Recent Physical Occupancy

The most recent available percentage of rentable space occupied. Should be derived from a rent roll or other
document indicating occupancy consistent with most recent documentation. If property is vacant, input zero.
If multiple properties, populate with the weighted average based on square feet or units.  If missing any, leave
empty at the loan level.

1 1 1 1 1 L71, P29 0.1

● ● M 224 直近のマスター・サービサーへの返還日
ローンが「修正担保付ローン」とされた日。マスター・サービサーがスペシャル・サービサーからの
返信レター、Eメール、その他を受領した日。ローンが複数に分かれて移管された場合、スペシャ
ル・サービサーからの 後の返信をマスター・サービサーが受領した日。

Most Recent Master Servicer Return
Date

The date a loan becomes a "corrected mortgage loan", which is the date of the return letter, email, etc.
provided by the Special Servicer which is accepted by the Master Servicer.  Note: If the loan has had multiple
transfers, this should be the last date returned to the Master Servicer from the Special Servicer.

1 1 1 1 Need to look at

1) Needed for fee
calculations
2) どのようなケース
か？

L78, D73 0.1

● ● 225 直近の債務元利金未払額

サービサーにより提出された前年度末報告後の直近の会計報告時に（年度、年度累計、過去
12ヶ月分等、全て標準化されているもの）、その月数に等しい期間中の約定及び実質返済の合

計。　ローン契約書による約定/任意の実質元利返済を含む。物件ごとに設定された現在パーセ

ンテージ（P20) により計算する。同期間（会計報告書の開始日と終了日が同じ）内に複数物件が

ある場合、合計の返済額。もし一部不足や全体額不明の場合は「DSCRインディケータ凡例」を
使用して入力する。

Most Recent Debt Service Amount

Total scheduled or actual payments that cover the same number of months as the most recent financial
operating statement reported by the servicer (e.g. year to date, year to date annualized, or trailing 12 months,
but all normalized) after the preceding fiscal year end statement.  Payments include scheduled or actual
principal and or interest as required by the loan documents. Calculate using the current allocated percentage
(P20) to get the allocated amount for each property.  If multiple properties covering the same period (same
financial statement as of start and end dates), sum the value.  If missing any or all received/consolidated
then populate using the DSCR Indicator Legend rule.

1 3 3 3 1 Need to look at Most have in order to
calculate DSCR L69, P71 0.1

● 226 賃貸更新日
フィールドのP32 からP42、P86からP88に入る前回レントロールの実効日。更新は少なくとも

12ヶ月ごとに完了する。該当日がない場合、フィールドはブランク。
Date Lease Rollover Review

The effective date of the last rent roll used to derive fields P32 through P42 and fields P86 through P88.  Roll
over review should be completed at least every 12 months.  If there is no applicable date, then leave field
empty.

1 3 3 3 1 P31 0.1

● ● 227 追加的信託基金経費 サービサー実現損失テンプレートの 4)a から 4)g の合計 Additional Trust Fund Expense Should be the sum of 4)a thru 4)g on the Servicer Realized Loss Template. 1 1 1 1 Need to look at Servicer Realized Loss
Templates L118, D77 RL 0.1

● 228 追加融資インディケータ 追加融資/メザニン債務の存在の有無を示す。追加融資インディケータ凡例参照。 Additional Financing Indicator Code indicating whether additional financing/mezzanine debt is present.  See Additional Financing Indicator
Legend. 4 4 4 4 1 S89 0.1

● 229 ディフィーザンス・オプション開始日

ディフィーザンスのオプションが可能になる日。抵当権設定者が元本返済を選択すれば、抵当権
者は抵当権設定者にローンの約定返済額に相当する株式を購入させることにより、通常の返済
に替えることができる。　これは抵当権設定者による早期の繰上返済を阻止する役割をもつ。
ディフィーザンスはローン契約書に従った場合のみ適用可能。

Defeasance Option Start Date

Date when defeasance option becomes available.  If mortgagor opts to repay principal amount, mortgagee
may elect to have mortgagor replace loan cash flow by purchasing securities which are equivalent to the
scheduled cash flow of the loan.  This serves as a disincentive to early prepayment of the loan by the
mortgagor.  Defeasance is allowed only if in accordance with the loan documents.

4 4 4 4 1 S80 0.1

● 230 ディフィーザンスの状況

ローンの権利が消滅したか、またはしようとしているかを示すコード。　「ディフィーザンス状況」の
凡例参照。　ローンが「フル・ディフィーザンス」になった時、 低限、物件状況（P18)には３、物件

種類（P13)にはSE、物件名には「権利消滅」と記入し、前々年、前年、及び直近の業績データ・
フィールド、賃貸及びテナント関連データ・フィールド、物件状況関連データ・フィールドはブランク
とする。

Defeasance Status

A code indicating if a loan has or is able to be defeased.  See Defeasance Status Legend.  When a loan
becomes “Full Defeasance”, at a minimum populate Property Status (P18) with 3, populate Property Type
(P13) with SE, populate Property Name with "Defeased", and preceding year, second preceding year and
most recent operating performance related data fields, lease and tenant related data fields and property
condition related data fields should be left empty.

4 4 4 4 1 Need to look at

レポート上にコードの内
訳を出すようにしてほし
い。
コード表を都度見に行く
のは大変。

L98 0.1

● ● 231 当期の信託への調整額

追加利益から追加経費を引いた金額。 下位クラスの追加利益としてファンドに充当するか、損
失を修正するかどうかの割付方法についてはサービシング契約書参照。数字が正の場合は追
加利益として充当、負数の場合は損失とするか利息の不足分とするかもサービシング契約書を
参照。

Current Period Adjustment to Trust
Should equal additional proceeds less additional expenses.  Refer to servicing agreement for allocation to
either pass funds as additional proceeds to most subordinate class or revise loss.  If positive number, then
pass as additional proceeds if negative refer to servicing agreement as loss or hit interest shortfalls.

1 1 1 Need to look at
信託レポートで記載する
ものではないか（Ｘ
号？）

L119, D78 RL, HL 0.1

● ● A 232 当期ハイパーアモチゼーション適用日

当期弁済予定日。この弁済予定日後はローン契約書に基づき、元利金と利息が加速的に償還さ
れるか、抵当権設定者に対する利息経費が大きく増えるかの両方またはいずれかの結果とな
る。これはこの日付までにローン元本を弁済する抵当権設定者に対するインセンティブである。
日付はローン見直しが行われて新しい日付が設定されない限り、当初設定日とする。　これに該
当しない場合（ディフィーザンスが行われた場合等）、フィールドはブランク。

Current Hyper Amortizing Date

Current anticipated repayment date, after which principal and interest may amortize at an accelerated rate,
and/or interest expense to mortgagor increases substantially as per the loan documents.  This is an incentive
for mortgagor to repay loan principal amount on or before this date. Date will be the same as at setup unless
the loan is modified and a new date is assigned.  If not applicable (i.e., in the case of defeasance), then leave
field empty.

1 1 1 1 1 L81, S79 0.1

● 233 当初支払い利息 オリジネーション時点での約定返済額を算定された際のレートをいう Original Payment Rate The rate at which the periodic payment was calculated, as of the origination date. 2 3 3 3 1 S9 0.1

● 234 当初社債総額 オリジネーション時の融資総額。分割ローン/社債の場合、初回開始時の融資額を指す。 Original Note Amount The amount of the loan at origination.  For split loans/notes, this amount is the Original Note Amount for the
split loan/note piece. 1 1 1 1 1 S5 0.1

● 235 当初社債利息 オリジネーション時点での社債利息をいう Original Note Rate The rate at which the note earned interest, as of the origination date. 2 3 3 3 1 S8 0.1
● T 236 当初の分割ローン金額 分割ローン/社債において 初の部分が開始された際の社債額を指す Original Split Loan Amount For split loans/notes, this amount is the original note amounts for the split loan/note pieces. 2 2 1 0.1

● 237 当初返済期間 オリジネーション時に定められた通常支払いによるローン完済までにかかるとされた月数 Original Amortization Term The number of months that would have been required to retire the mortgage loan through regular payments,
as determined at the origination date. 1 1 1 1 1 S7 0.1

● 238 当初満期月数 融資開始から支払満期日までの月数 Original Term of Loan The number of months from the loan origination date until the Maturity Date of the loan. 1 1 1 1 1 S6 0.1

● ● ● ● ●

T, W, D,
R, C, M,

V, A
239 取引ID 証券のプールにつけられた名前。 Transaction ID The name assigned to the pool of certificates. 1 1 1 1 Definition needs to be reviewed TMK社債のことか？

L1, S1,
P1, D1,

F1
AR 0.1

● 240 任意の元金回収
当該配当日に証券保持者へ支払われるローン元金の繰上返済金およびその他任意の元金返
済金。この任意返済には直接的な繰上返済（全繰/一括）やディスカウント・ペイオフ、及び清算、
収用、保険の和解金等によって得た収益も含まれるがこれらに限らない。

Unscheduled Principal Collections

Principal prepayments and other unscheduled payments of principal on the loan that are passed through to
the certificateholders on the current distribution date.  The unscheduled amounts may include but are not
limited to straight prepayments (full or partial), discounted payoffs, and/or other proceeds resulting from
liquidation, condemnation, insurance settlements, etc.

1 1 1 1 1 L27 RF 0.1

● 241 延払利息　-　累積
当該期間の利息累計が同期間内に支払うべき利息を越えた場合、延払利息が発生。超過累積
利息の支払いが繰り延べられる。このフィールドには回収済延払利息から前期及び当期レポー
ティング期間の累積延払利息を差し引いたネット額を入力する。

Deferred Interest - Cumulative

Deferred interest occurs when interest accrued for the period exceeds the amount of interest required to be
paid for the period.  The requirement to pay the excess accrued interest is deferred to a future period.  This
field should be populated with the cumulative deferred interest for the current and prior reporting periods net
of any Deferred Interest Collected.

1 1 1 1 L125 0.1

● 242 配当可能純益
サービシング契約の規定により、信託における実現損失を決定するための清算益から清算経費
を引いて得られる純収益。　L45からL46を引いた差に等しい。

Net Proceeds Available for
Distribution

Net Proceeds Received on Liquidation less Liquidation Expense used to determine Realized Loss to Trust
per the servicing agreement.  Should equal L45 less L46. 1 1 1 1 1 RL, HL 0.1

● ● ● ● ● 243 配当日 サービシング契約書に基づく一定期間の配当が債権者へ分配される日。 Distribution Date Date on which funds are distributed to certificateholders for a particular period as defined in the servicing
agreement. 1 1 1 1 Definition needs to be reviewed 回収日ではないか？

L5, P5,
D5, B2,

C3
BC, HL 0.1
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● ● 244 破産手続き中　（Y/N)
債務者の破産手続き状況。債務者が破産手続中または更生手続中の場合はY、それ以外はN。

破産日（L44、D16)は必ず記入。　Nを記入した場合、破産日（L44、D16)はブランク。債務者が破

産状態から復帰した場合、YをNに変更し、破産日を消去する。

In Bankruptcy (Y/N)
Bankruptcy status of borrower: Y if borrower is in bankruptcy or reorganization proceedings, else N.  If = Y,
then Bankruptcy Date (L44, D16) must be populated.  If = N, then Bankruptcy Date (L44, D16) should be
empty.  When borrower emerges from bankruptcy, change Y to N and remove Bankruptcy Date.

2 2 2 1 Need to look at L41, D13 0.1

● ● 245 破産日
債務者の破産申立日を記入する。　“破産手続き中”の場合、flag (L41, D13) = N、その後ブラン
ク。

Bankruptcy Date The date on which the borrower's bankruptcy is filed.  If "In Bankruptcy" flag (L41, D13) = N, then leave
empty. 2 2 2 1 Need to look at L44, D16 0.1

● 246 バルーン返済（Y/N) ローン契約書に基づき期間終了時の元本一括返済が必要な場合、フィールド＝Y。　必要ない場

合＝N.　データ未入手の場合＝ブランク。
Balloon (Y/N) Indicator = Y if the loan documents require a lump-sum payment of principal at maturity.  If not required = N.

If data not yet available = empty. 1 1 1 1 1 S13 0.1

● ● 247 フィー・レート/分割レート１

実質ネット・レートを算出する際に、グロス送金レートを下げるために使われる個々の年間フィー
を分割したもの（二重計上を避けるため、「ローン定期更新ファイル」のフィールドL12、「ローン設

定ファイル」のフィールドS46の手数料は含まない）　＊このフィールドは個別取引ごとに使用す
る。

Fee Rate / Strip Rate 1
A specific annual fee strip used to reduce the gross remittance rate in deriving the net rate in effect. (should
not include any fees represented in fields L12 of the Loan Periodic Update File or S46 of the Loan Setup File
in order to avoid double counting.) ** This field is for deal specific use.

2 2 ? 4 Need to look at

1) Useful to keep even
if usually blank? 2) 具
体的にどのようなことで
しょうか

L13, S47 0.1

● ● 248 フィー・レート/分割レート3

実質ネット・レートを算出する際に、グロス送金レートを下げるために使われる個々の年間フィー
を分割したもの（二重計上を避けるため、「ローン定期更新ファイル」のフィールドL12、「ローン設

定ファイル」のフィールドS46の手数料は含まない）　＊このフィールドは個別取引ごとに使用す
る。

Fee Rate / Strip Rate 3
A specific annual fee strip used to reduce the gross remittance rate in deriving the net rate in effect. (should
not include any fees represented in fields L12 of the Loan Periodic Update File or S46 of the Loan Setup File
in order to avoid double counting.) ** This field is for deal specific use.

2 2 ? 4 Need to look at

1) Useful to keep even
if usually blank? 2) 具
体的にどのようなことで
しょうか

L15, S49 0.1

● ● 249 フィー・レート/分割レート2

実質ネット・レートを算出する際に、グロス送金レートを下げるために使われる個々の年間フィー
を分割したもの（二重計上を避けるため、「ローン定期更新ファイル」のフィールドL12、「ローン設

定ファイル」のフィールドS46の手数料は含まない）　＊このフィールドは個別取引ごとに使用す
る。

Fee Rate / Strip Rate 2
A specific annual fee strip used to reduce the gross remittance rate in deriving the net rate in effect. (should
not include any fees represented in fields L12 of the Loan Periodic Update File or S46 of the Loan Setup File
in order to avoid double counting.) ** This field is for deal specific use.

2 2 ? 4 Need to look at

1) Useful to keep even
if usually blank? 2) 具
体的にどのようなことで
しょうか

L14, S48 0.1

● ● 250 フィー・レート/分割レート4

実質ネット・レートを算出する際に、グロス送金レートを下げるために使われる個々の年間フィー
を分割したもの（二重計上を避けるため、「ローン定期更新ファイル」のフィールドL12、「ローン設

定ファイル」のフィールドS46の手数料は含まない）　＊このフィールドは個別取引ごとに使用す
る。

Fee Rate / Strip Rate 4
A specific annual fee strip used to reduce the gross remittance rate in deriving the net rate in effect. (should
not include any fees represented in fields L12 of the Loan Periodic Update File or S46 of the Loan Setup File
in order to avoid double counting.) ** This field is for deal specific use.

2 2 ? 4 Need to look at

1) Useful to keep even
if usually blank? 2) 具
体的にどのようなことで
しょうか

L16, S50 0.1

● ● 251 フィー・レート/分割レート5

実質ネット・レートを算出する際に、グロス送金レートを下げるために使われる個々の年間フィー
を分割したもの（二重計上を避けるため、「ローン定期更新ファイル」のフィールドL12、「ローン設

定ファイル」のフィールドS46の手数料は含まない）　＊このフィールドは個別取引ごとに使用す
る。

Fee Rate / Strip Rate 5
A specific annual fee strip used to reduce the gross remittance rate in deriving the net rate in effect. (should
not include any fees represented in fields L12 of the Loan Periodic Update File or S46 of the Loan Setup File
in order to avoid double counting.) ** This field is for deal specific use.

2 2 ? 4 Need to look at

1) Useful to keep even
if usually blank? 2) 具
体的にどのようなことで
しょうか

L17, S51 0.1

● ● R, C 252 物件 ID

入手可能な場合は目論見書の添付書類上で各物件に割り当てられたID番号。物件IDは目論見

書IDおよび添付書類に割り振られている連続する物件ナンバーによって構成される。例）目論見

書ID　077で３つの物件を所有するローンの場合、物件IDは077-001, 077-002 そして 077-003
となる。添付書類上にはない場合、単数物件ローンに関しては001から連続して物件番号を割り
当てる。複数物件ローンの場合、各物件の 大配分率を基準に連続する番号を割り当てること
とする。

Property ID

The identification number assigned to each property in the annex of the prospectus supplement, if available.
The Property ID consists of the Prospectus ID plus the sequential property number as assigned in the
annex.  For example, a loan with Prospectus ID 077 having 3 properties would be 077-001, 077-002 and
077-003.  If not available in the annex, then for single property loans assign using a sequential property
number of 001.  For multi property loans, assign sequential based on greatest allocated % for each property.

1 1 1 1

「取引ID(239)」、「ローン

ID(301）」と同様。各々
の意図（活用方法）は何
かを明確に区別する必
要あり。複数のIDが出て
くると管理が大変。

P4, F3 0.1

● 253 物件/担保拠出日付
物件が本証券化に拠出された日付。物件が当初取引物件の一部であった場合、該当する取引
のクロージング日/証券化日とする。物件が無効、または代替である場合、それぞれ無効となった
日、代替が行われた日を反映させる。

Property/Collateral Contribution Date
Date the property was contributed to this securitization.  If the property was part of the original transaction
collateral, then transaction closing/securitization date.  If the property was defeased or substituted, then the
date should reflect the effective date of the defeasance or substitution.

1 1 1 1 1 P67 0.1

● 254 物件/担保の直近の拠出日
物件が証券化された 新の日付。複数物件の場合、 新の物件証券化日。　当該物件が当初
取引の担保の一部だった場合、当該ローンのクロージング日/証券化日を記入。物件がディ
フィーザンスもしくは代替された場合は、その日付。

Last Property/Collateral Contribution
Date

Date the latest property or properties were contributed to this securitization.  For multiple properties, submit
the latest date from the affiliated properties. If the property was part of the original transaction collateral, then
reflect the transaction closing/securitization date.  If the property or properties were defeased or substituted,
then the date should reflect the effective date of the defeasance or substitution.

1 1 1 1 1 Definition needs to be reviewed カットオフ日 L85 0.1

● ● O, N 255 物件建築年
物件が建てられた年。複数物件の場合、全て同じ場合は年度を記入し、その他の場合は空欄と
しておく。

Year Built The year the property was built.  For multiple properties, if all the same print the year, else leave empty. 1 1 1 1 1 S64, P14 0.1

● ● O, N 256 物件住所
不動産担保である物件の住所。当該物件が無効となっている場合は空欄。ローンレベルレポー
トにおいては、複数物件の場合「Various」を記入。代替物件の場合、新規の物件情報を記入す
ること。

Property Address
The address of the property which serves as mortgage collateral.  If the property has been defeased, then
leave field empty.  For loan level reporting, if multiple properties, then print "Various".    For substituted
properties, populate with the new property information.

1 1 1 1 1 S56, P8 0.1

● 257 物件状況 物件の状態を示すコード。「物件状況」凡例参照。 Property Status Code showing status of property.  See Property Status Legend. 2 2 2 2 1 P18 0.1

● C 258 物件状態
直近の調査結果を元に物件状態を説明するためコードを使用。コードはCMSA/MBA　標準物件
調査レポート結果に準拠することとする。「物件状態」凡例を参照。無効の場合は空欄としてお
く。

Property Condition
Code used to explain the condition of the property based on the most recent inspection results. Codes
pursuant to CMSA/MBA standard property inspection report results. See Property Condition Legend.  If
defeased, leave empty.

3 3 3 3 1 Need to look at

Something for the
future - no clear
standard at the
moment

P89 0.1

● ● 259 物件所在国名

不動産担保である物件が位置する国名。物件が無効となっている場合は空欄としておく。ローン
レベルレポートにおいては、複数物件の場合「Various」を記入。情報が不足する場合は

「Incomplete」と記入。代替物件の場合、新規の物件情報を記入すること。
Property County

The county in which the property or properties which serve as mortgage collateral are located.  If the property
has been defeased, then leave field empty.  For loan level reporting, if multiple properties have the same
county then print the county, otherwise print "Various".  If missing information, print "Incomplete".  For
substituted properties, populate with the new property information.

4 4 4 4 1 S60, P12 0.1

● ●

W, D, R,
C, M, O,

N
260 物件所在州

不動産担保物件である物件が位置する州名をアルファベット2文字に省略したもの。物件が無効
の場合は空欄とする。ローン・レベルレポートにおいては、複数物件が同じ州に位置する場合は
その州名に該当するアルファベット2文字を記入し、州が異なる場合は"XX"と記入することとす

る。足りない情報がある場合は "ZZ"と記入する。代替物件の場合、新規の物件情報を投入する
こと。

Property State

The 2 character abbreviated code representing the state in which the property or properties which serve as
mortgage collateral are located.  If the property has been defeased, then leave field empty.  For loan level
reporting, if multiple properties have the same state then print the state's 2 character abbreviated code,
otherwise print "XX" for various.  If missing information, print "ZZ".   For substituted properties, populate with
the new property state code.

1 1 1 1 1 S58, P10 0.1

● ●

W, D, R,
C, M, O,

N
261 物件所在都市

不動産担保である物件が位置する都市名。物件が無効となっている場合は空欄。ローンレベル
レポートにおいては、複数物件の場合「Various」を記入。情報が不足する場合は「Incomplete」と
記入。代替物件の場合、新規の物件情報を記入すること。

Property City

The city name where the property or properties which serve as mortgage collateral are located.  If the
property has been defeased, then leave field empty.  For loan level reporting, if multiple properties have the
same city then print the city, otherwise print "Various".  If missing information, print "Incomplete".  For
substituted properties, populate with the new property information.

1 1 1 1 1 Definition needs to be reviewed Need to add 区 S57, P9 0.1

● 262 物件数
ローンの担保物件としての現在の物件数。権利が消失している担保物件は含まない。そのため
ローンの権利全体が消失している場合、フィールドにはゼロを記入。

Number of Properties The current number of properties which serve as mortgage collateral for the loan.  This number should not
include defeasance collateral, therefore if a loan is fully defeased, field should be populated with zero. 1 1 1 1 1 L86 0.1

● ●
W, D, R,

O, N 263 物件種類

利用状況を基準にProperty Type凡例によって割り当てられたコードを指す。物件が無効となっ

ている場合は"SE"と記入。  ローン・レベルレポートにおいては、複数物件の場合は"XX"と記入

する。足りない情報がある場合は "ZZ"と記入する。代替物件の場合、新規の物件情報を投入す
ること。

Property Type
Code assigned to a property from the Property Type Legend based on how the property is used.  If the
property has been defeased, populated with "SE".  For loan level reporting, if multiple property types, print
"XX".  If missing information, print "ZZ".  For substituted properties, populate with the new property type.

1 1 1 1 1 S61, P13 0.1

● ●
W, D, R,
O, N, V 264 物件名

不動産担保である物件名。物件が無効になった場合は「無効」と記入。ローンレベルレポートに
おいては複数物件の場合「Various」記入。代替物件の場合、新規の物件情報を投入すること。

Property Name
The name of the property which serves as mortgage collateral.  If the property has been defeased, populate
with "Defeased".  For loan level reporting, if multiple properties, print "Various".  For substituted properties,
populate with the new property name.

1 1 1 1 1 S55, P7 AR 0.1

● ● O, N 265 物件郵便番号

不動産担保である物件の郵便番号。物件が無効の場合は空欄とする。 ローン・レベルレポート

においては、複数物件が同じ郵便番号の場合はその番号を記入し、異なる場合はの場合は

"Various"と記入する。足りない情報がある場合は "Incomplete"と記入する。代替物件の場合、
新規物件の郵便番号を投入すること。

Property Zip Code

The zip (or postal) code for the property or properties which serve as mortgage collateral.  If the property has
been defeased, then leave field empty.  For loan level reporting, if multiple properties have the same zip code
then print the zip code, otherwise print "Various". If missing information, print "Incomplete".  For substituted
properties, populate with the new property zip code.

2 2 2 2 1 S59, P11 0.1

● A 266 不返済立替金-当初金額 サービサーの立替金のうち、プール元金、またはプール利息の回収によって補われる金額。
Unreimbursed Advances-Initial
Amount Amount of servicer advance to be recovered through pool principal or pool interest collections. 2 2 2 2 1

Unreimbursed
Advances - Advance
Interest

0.1

● A 267 不返済立替金－立替利息 立替利息のうち、プール元金またはプール利息の回収によって補われる金額。
Unreimbursed Advances-Advance
Interest Amount of advance interest to be recovered through pool principal or pool interest collections. 2 2 2 2 1

Unreimbursed
Advances - Initial
Amount

0.1

● T 268 分割ローン ID

分割ローン/債権の優先順位を説明するために使用される固有の識別子。例）A1, A2, A3 及び

B。これは３つのA債権が公平に支払われており(pari passu)、B債権は通常、それぞれのA債権

より下位にあることを意味する。B債権はメザニン・ローンよりも高い優先順位を与えられることに
なる。適切な支払配分のために、デフォルト以前、または適用されるのであればデフォルト以後
に関しても、債権者間協定書上に照会されることとする。

Split Loan ID

Unique identifier used to explain the priority of the split loan/note pieces.  Example:  A1, A2, A3 and B, this
means that the three A notes are paid equally (pari passu) and the B note is usually subordinate to the A
note pieces.  The B note would receive priority over any Mezz debt.  For proper allocation of payments, prior
to default or if applicable after default for any of the notes, reference must be made to the Intercreditor
Agreement.

2 2 2 2 1 0.1

●

W, D, R,
C, O, N,

V, T
269 返済日

計算日時点でのローンの約定元利金返済が行われる日付。ローンの次回約定返済予定日より
一つ前の約定日。 分割ローン/債務の場合は、その一部に対する約定元利金の支払日を指す。

Paid Through Date
Date the loan's scheduled principal and interest is paid through as of the determination date. One frequency
less than the due date for the loan's next scheduled payment.  For split loans/notes, this is the date the
scheduled principal and interest for the split loan/note piece has been paid through.

1 1 1 1 1 L8 AR 0.1

● 270 返済頻度 住宅ローンの返済必要頻度(回数）を示すコード。「返済頻度凡例」を参照。 Payment Frequency Code representing the frequency mortgage loan payments are required to be made. See Payment Frequency
Legend. 1 1 1 1 1

レポート上にコードの内
訳を出すようにしてほし
い。
コード表を都度見に行く
のは大変。

S32 0.1

● 271 返済不足分の元本組入れ可否（Y/N) 月例返済が本来の返済額を下回った場合、その不足額（利息の不足分）をローンのUPBに付加
することが出来るかを示す。

Negative Amortization Allowed (Y/N) Indicates whether negative amortization (interest shortage) amounts are permitted to be added back to the
unpaid principal balance of the loan if monthly payments should fall below the true amortized amount. 4 4 4 4 1 S38 0.1

● 272 返済不足分の元本組入れ/延払利子元本
繰入

現在レポーティング期間中にUPBに繰り入れられた返済額不足分または延払利息。当該期間に

発生した未払利息が約定元利返済額を超えると返済額不足が発生し、超過利息分はUPBに繰
り入れられる。また未払利息が期間内に返済する必要のある利息額を超えると延払利子が発生
し、UPBに繰り入れられる。このフィールドに入る額はUPBに影響を与えるが、回収額には影響
しない。

Negative Amortization/Deferred
Interest Capitalized Amount

Any amount for the current reporting period that represents negative amortization or deferred interest that is
capitalized (added to) the principal balance.  Negative amortization occurs when interest accrued for the
period exceeds the scheduled principal and interest payment.  The excess accrued interest is added to the
principal balance of the loan.  Deferred interest occurs when interest accrued for the period exceeds the
amount of interest required to be paid for the period, and the amount is capitalized (added to) the principal
balance.  This field should be populated with amounts that impact the principal balance but do not effect
collections.

4 4 4 1 Need to look at
May well be against
money lender law (legal
to comment)

L26 0.1

● 273 返済リセット頻度 住宅ローンの約定返済が調整される頻度を示すコード。「返済リセット頻度」凡例を参照 Pay Reset Frequency Code representing the frequency which the periodic mortgage payment will be adjusted. See Pay Reset
Frequency Legend. 1 1 1 1 1

レポート上にコードの内
訳を出すようにしてほし
い。
コード表を都度見に行く
のは大変。

S34 0.1

● D, R 274 立替元利金残高合計
サービシング契約により、計算日時点でサービサーが立替いした（または分配日までに支払い予
定の）元金、利息の残高。この値には「SSの元利金立替い残高合計」 (D9)においてスペシャル・
サービサーにより報告された立替金も含まれることとする。

Total P&I Advance Outstanding
Total outstanding principal and interest advances made (or scheduled to be made by distribution date) by the
servicer(s) as of the determination date per the servicing agreement.  Amount should also include advances
reported by the special servicer in SS Total P&I Advance Outstanding (D9).

2 2 2 2 1 If there are servicer
advances L37 0.1

● 275 立替金に対する利息回収
サービシング契約に準拠して当期間にサービサーに支払われた立替金に対する未払利息の累
計

Reimbursed Interest on Advances Cumulative accrued interest on advances reimbursed to the servicer(s) for the current period pursuant to the
servicing agreement. 2 2 2 2 1 If there are servicer

advances L107 IS, RF 0.1

● A 276 立替金返済 - 元金回収/現在 当期間においてプール元本の回収によって取り戻された立替金の額
Reimbursed Advances - Principal
Collections/Current Amount of advances recovered through pool principal collections in the current period. 2 2 2 2 1 0.1

● A 277 立替金返済 - 元金回収/累積
初の返済日からの間、プール元金を通じて回収された立替金の累積額。累積額が回収された

場合、このフィールド値は将来のレポート上に反映され、シニア証券投資家の元本を分散（流用）
したローンに対する立替金取戻額を、投資家に知らせるものである。

Reimbursed Advances - Principal
Collections/Cumulative

Cumulative amount of advances recovered through pool principal since the initial reimbursement date.  Once
the cumulative amount is recovered, this column would reflect it on future reports to alert investors to the
amount of advance recovery for a given loan that resulted in diversion of the senior certificate holders'
principal.

2 2 2 2 1 0.1

● A 278 立替金返済 - 金利回収/現在 当期間においてプール元本の回収によって取り戻された立替金の額
Reimbursed Advances - Interest
Collections/Current Amount of advances recovered through pool principal collections in the current period. 2 2 2 2 1 0.1

● A 279 立替金返済 - 金利回収/累積
初の返済日からの間、プール金利を通じて回収された立替金の累積額。累積額が回収された

場合、このフィールド値は将来のレポート上に反映され、金利不足に陥ったローンに対する立替
金取戻額を、投資家に知らせるものである。

Reimbursed Advances - Interest
Collections/Cumulative

The cumulative amount of advances recovered through pool interest since the Initial Reimbursement Date.
Once the cumulative amount is recovered, this field would reflect it on future reports to alert investors to the
amount of advance recovery relating to a given loan that resulted in interest shortfalls.

2 2 2 2 1 0.1

● D, R 280 立替税金、保険残高合計
サービシング契約上で定められた、計算日時点におけるサービサーが支払った税金、保険に関
する立替金の総額。この値には「SSの納税・保険金にかかる立替金残高合計」 (D10)上でスペ
シャル・サービサーにより報告された立替金も含まれることとする。

Total T&I Advance Outstanding
Total outstanding tax & insurance advances made by the servicer(s) as of the determination date per the
servicing agreement.  Amount should also include advances reported by the special servicer in SS Total T&I
Advance Outstanding (D10).

2 2 2 2 1 If there are servicer
advances L38 0.1

● T 281 マスターーサービサー ローン全体のうち分割ローン/債券返済者として指名されたマスター・サービサー Master Servicer The named master servicer for the split loan/note piece of the total loan. 1 1 1 1 1 0.1
● ● 282 未収利息 サービサー実現損失テンプレート の 3)a から 3)e の合計 　. Accrued Interest Should be the sum of 3)a thru 3)e on the Servicer Realized Loss Template. 1 1 1 1 L117, D76 RL 0.1

● ● M 283 見直しコード ローン見直し。「見直しコード」凡例参照。 Modification Code Type of loan modification.  See Modification Code Legend. 2 2 2 1 Need to look at

レポート上にコードの内
訳を出すようにしてほし
い。
コード表を都度見に行く
のは大変。

L49, D21 0.1
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● 284 見直し後金利（減額）/超過
金利が当初金利より低く、または高く調整された場合、債券券面の利息の不足分、または超過分
となる。

Modified Interest Rate
(Reduction)/Excess

When a rate is modified to be lower/higher than the original rate it creates a shortfall/excess of interest to the
bonds. 2 2 2 2 1 IS 0.1

● ● M 285 見直し後社債レート ローン見直し後の新規初回金利レート。 Modified Note Rate The new initial interest rate to which the loan was modified. 1 1 1 1 Need to look at

1) Needed for
calculation purposes
2) 社債要項変更後のこ
とか？

L50, D22 0.1

● ● M 286 見直し後返済額 ローン見直し後の新規初回元利返済額。 Modified Payment Amount The new initial P&I payment amount to which the loan was modified. 1 1 1 1 Need to look at

1) Needed for
calculation purposes
3) 社債要項変更後のこ
とか？

L51, D23 0.1

● 287 見直し調整/評価減額調整 従前に記載された債券残高の元本減額または評価減額による調整。
Modification Adjustments/ Appraisal
Reduction Adjustment

Adjustments due to principal write-down or appraisal reduction that previously wrote up the balance of the
bonds. 2 2 2 2 1 BC 0.1

● ● ● ●

A, D, M,
O, N, T,
V, W, R

288 目論見書ローンID
補完目論見書の添付書類にてそれぞれの資産に割り当てられたID番号を言う。ローンが分岐し

一部無効になった場合は当初の/無効となっていないローンの目論見書IDに゛A″を追加、新規/
無効となったローンには゛B"を追加することとする。

Prospectus Loan ID
The identification number(s) assigned to each asset in the annex of the prospectus supplement.  For a partial
defeasance where the loan is bifurcated, the Prospectus Loan ID for the original/non-defeased loan is
appended with an "A", and the new/defeased loan is appended with a "B".

2 2 1 1 1 Need to look at L4, S4,
P3, D4

AR, BC,
RL, HL, IS 0.1

● T 289 目論見書ローン名
ローン全体に対する分割ローン部分に対し一般的に付与される名前で、目論見書補足の添付書
類に記されている。

Prospectus Loan Name The name the split loan piece of the total loan is commonly referred to and is found in the annex to the
prospectus supplement. 2 2 2 2 1 0.1

● 290 約定元金額

現配当期間において信託へ支払われるべき元本額のうち、約定元本返済にあたる金額。この金
額は約定元利金返済額合計から約定金利額を差し引いて算出される。この金額は関連返済期
日に債務者により支払われる予定の元金額とは異なる場合がある。ローンが回復不能と見なさ
れた場合はゼロと記入。

Scheduled Principal Amount

The amount of principal to be paid to the trust for the current distribution period that represents a regularly
scheduled principal payment.  The value is derived by subtracting the Scheduled Interest Amount from the
Total Scheduled P&I Due.  This amount may not be the same as the amount of principal scheduled to be
paid by the borrower for the related payment date.  If loan has been deemed non-recoverable, then populate
with zero.

1 1 1 1 L24 RF 0.1

● 291 約定金利額
信託の期首における約定元金残高と丸々１月分の未払利息を基に、現配当期間において信託
へ支払われる予定の総金利額。この金額は関連返済期日に債務者によって支払われる予定の
総金利額と異なる場合がある。ローンが回復不能と見なされた場合はゼロと記入。

Scheduled Interest Amount

The amount of gross interest scheduled to be paid to the trust for the current distribution period based on the
trust's beginning scheduled principal balance and a full month's interest accrual amount.  This amount may
not be the same as the amount of gross interest scheduled to be paid by the borrower for the related
payment date.  If loan has been deemed non-recoverable, then populate with zero.

1 1 1 1 1 Definition needs to be reviewed L23 RF 0.1

● D, R, T 292 約定返済元利金合計
当該配当日に相応する月において支払われるべきローンの元金、及び金利の総額。L23項と

L24項の合計と一致する。
Total Scheduled P&I Due The total amount of principal and interest due on the loan in the month corresponding to the current

distribution date and should equal the sum of fields L23 and L24. 1 1 1 1 1 L25 0.1

● D, R, O, N 293 ユニット/ベッド/部屋の現在数

計算日現在の物件のユニット/ベッド/部屋の数。　このフィールドには集合住宅、共同住宅、移動

住宅、倉庫(ユニット数）、介護施設（ベッド数）、宿泊施設（部屋数）を記入する。複数物件ので全
ての物件種別が同じ場合は合計値。違う種類の場合、あるいはデータが欠けている場合、フィー
ルドはブランク。

Current Number of
Units/Beds/Rooms

The current number of units/beds/rooms of a property as of the determination date.  This field should be
utilized for Multifamily, Cooperative Housing, Mobile Home Parks and Self Storage (units), Healthcare (beds),
and Lodging (rooms).  If there are multiple properties, and all the same Property Type, sum the values.  If not
all the same Property Type or if any are missing, then leave field empty.

1 1 1 1 1 P17 0.1

● 294 リコース (Y/N) 債務者がデフォルトとなった場合、保証人もしくは流通証券の譲渡人に対し、支払請求すること
が出来る権利

Recourse (Y/N) Right to demand payment from the guarantor or endorser of a negotiable instrument in the event the
borrower defaults. 4 4 1 4 1 Need to look at Servicer group needs

to conform S73 0.1

● 295 利息のみ　（Y/N) 実行時にローンの約定返済が利息のみである場合、それが一時的か、ローン残高完済までか、
を示すコード。

Interest Only (Y/N) Flag indicating if, at contribution, this is a loan for which scheduled interest only is payable, whether for a
temporary basis or until the full loan balance is due. 2 2 2 2 1 S12 0.1

● ● 296 利息発生法(基準） 利息計算に使われる日数を表すコード。発生利息法の凡例参照。 Interest Accrual Method Code indicating the 'number of days' convention used to calculate interest. See Interest Accrual Method
Legend. 1 1 1 1 1 Definition needs to be reviewed

Interest Accrual とはど
のような意味か？
レポート上にコードの内
訳を出すようにしてほし
い。
コード表を都度見に行く
のは大変。

S15, B18 0.1

● 297 利回り維持の終了日 それ以降、利回り維持のための繰上返済手数料が不要となる日付 Yield Maintenance End Date The date after which yield maintenance prepayment penalties are no longer effective. 1 1 1 1 1 S19 0.1

● D, R 298 累積ASER額

サービシング契約書の条項により、評価減,　担保調整措置等で立替利息と元本の両方、または

いずれかが減額された後の計算日時点での累積金額。　この金額にはASER取立益（前回

ASERによるグロス支払受領金額）も含まれる。この金額は前回レポーティング期間からの累積

ASER額と、今回レポーティング期間の直近のネットASER額の合計となる。

Cumulative ASER Amount

Cumulative amount, as of the determination date, by which the principal and/or interest advances have been
reduced due to an appraisal reduction event, collateral adjustment event or other similar event per the
servicing agreement.   This should also include ASER recoveries (gross payments received that were
previously subject to an ASER).  This value should be the Cumulative ASER Amount from the prior reporting
period plus the Most Recent Net ASER Amount for the current reporting period.

2 2 2 1 Need to look at L35 AR 0.1

● D, R 299 累積未収立替利息 計算日現在の未収立替利息残高。
Cumulative Accrued Unpaid Advance
Interest Outstanding unpaid advance interest as of determination date. 2 2 2 2 1 If there are servicer

advances L103 0.1

● 300 ローン・ストラクチャー
参加型不動産担保ローンのシニア部分を含む、ローン構造の種類を示すコード。これは証券化
内のローンにも関連する。　「ローン・ストラクチャー」凡例参照。

Loan Structure Code indicating type of loan structure including the seniority of participated mortgage loan components. Code
relates to loan within the securitization.   See Loan Structure Legend. 1 1 1 1 1

レポート上にコードの内
訳を出すようにしてほし
い。
コード表を都度見に行く
のは大変。

S90 0.1

● ● ● ● ●
W, D, M,
V, A, R, C 301 ローンID プールされているローンごとに割り当てるマスター・サービサー独自のID番号 Loan ID The Master Servicer's unique identification number assigned to each loan in the pool. 1 1 1 1

レポート上にコードの内
訳を出すようにしてほし
い。
コード表を都度見に行く
のは大変。

L3, S3,
P2, D3,

F2
AR 0.1

● 302 ローン初回返済日
債務者がローン契約書に基づき、担保付ローンに対し支払わなければならない元本/利息の初
回返済日。

First Loan Payment Due Date Date on which the borrower must pay the first full interest and/or principal payment due on the mortgage in
accordance with the loan documents. 2 3 3 3 1 S10 0.1

● 303 ローンの返済状況

Status of Loan凡例ののステイタス。コードは以下の優先順に従って記入されるものとする（上か
ら順に優先度高）：
5 - 満期バルーン・不良債権

4 - 満期バルーン・正常債権

3 - 延滞90日以上

2 - 延滞60-89日以上

1 - 延滞内30-59日以上

0 - 進行中

B - 延滞30日未満

A - 未だ支払いが行われていないが、猶予期間中もしくは期日前

Payment Status of Loan

See Status of Loan legend.  Codes should be populated in the following order of priority (top priority listed
first):
5 - Non Performing Matured Balloon
4 - Performing Matured Balloon
3 - 90+ Days Delinquent
2 - 60-89 Days Delinquent
1 - 30-59 Days Delinquent
0 - Current
B - Late Payment But Less Than 30 days Delinquent
A - Payment Not Received But Still In Grace Period or Not Yet Due

1 1 1 1 1 L40 0.1

● M 304 ローン見直し適用日における残高。
ローン見直し後の現在約定期末残高。見直しが過去に遡って適用された場合、関連レポート期
間については現在約定残高を使用する。

Balance at Effective Date of
Modification

Current Ending Scheduled Balance in the period the modification became effective.  If the modification was
back-dated/made retro-active, then use the Current Ending Scheduled Balance for that related reporting
period.

1 1 1 1 D36 0.1

● 305 ローン実現損失合計 信託における実現損失(L47)から信託へ移転される微調整分を引いた額　－　累積(L121) Aggregate Realized Loss on Loans Realized Loss to Trust (L47) less Minor Adjustment Passed to Trust - Cumulative (L121). 4 4 1 4 1 Need to look at BC 0.1

● 306 大償却可能額（当初残高比％）（JPY） 返済金不足の結果として、当初ローン残高に付加することができる当初ローン残高の 大金額
（円表示）

Maximum Negate Allowed (JPY) Maximum dollar amount of the original loan balance that can be added to the original loan balance as the
result of negative amortization. 4 4 4 4 1 S40 0.1

● 307 実現損失に適用される追加の（回収）/経
費

信託残高へ実現損失金額を反映させるための実現損失調整。以前に清算されたローンの元本
額に基づく元本または経費の払い戻しとして信託へ支払われた副次的な収益。

Additional (Recoveries)/Expenses
Applied to Realized Losses

Realized Loss to Trust adjustments to correct Realized Loss to Trust amount, supplemental recoveries paid
to the trust as principal or expenses reimbursed with principal yen on a previously liquidated loan. 2 2 1 BC 0.1

● O, N 308 社債（Class-A） 支払日
サービサーが信託を超えて他にA-Noteに関する情報を持つ範囲内での、ローンの約定元利返
済が支払われた日。　これ以外の場合、判明している直近の支払日。

A-Note Paid Through Date
Date loan scheduled principal and interest is paid through, to the extent that the servicer has the information
for the A Note(s) outside the trust.  Otherwise, should be the most recent paid through date information
available.

1 1 1 1 1 0.1

● O, N 309 社債（Class-A） 約定ローン期末残高
サービサーが信託を超えてA-Noteに関する情報を持つ範囲内での、全てのA Noteの計算日現
在の約定期末残高。

A-Note Scheduled Loan Balance Current Ending Scheduled Balance of all A Note(s), to the extent that the servicer has the information for the
A Note(s) outside the trust, as of the determination date. 1 1 1 1 1 0.1

● O, N 310 社債（Class-B）　返済日
サービサーが信託を超えてB Noteに関する情報を持つ範囲内で、約定元利金が返済された日。
もしくは、知りうる直近の返済日。

B-Note Paid Through Date
Date loan scheduled principal and interest is paid through, to the extent that the servicer has the information
for the B Note(s) outside the trust.  Otherwise, should be the most recent paid through date information
available.

1 1 1 1 1 0.1

● O, N 311 社債（Class-B） 約定ローン残高
サービサーが信託を超えてB Noteに関する情報を持つ範囲内での、全てのB-Noteの計算日現
在の約定残高。

B-Note Scheduled Loan Balance Current Ending Scheduled Balance of all B Note(s), to the extent that the servicer has the information for the
B Note(s) outside the trust, as of the determination date. 1 1 1 1 1 0.1

● O, N 312 社債（Class-B）債務元利未払金支払い
　証券化の有無に関わらず、サービサーが信託を超えてB Noteに関する情報を持つ範囲内で

の、累積残高の年次/中間債務元利未払金支払い。
B-Note Debt Service The interim/annual debt service due on the cumulative B Note balance(s), whether in the securitization or

not, and to the extent that the servicer has the information for the B Note(s) outside the related trust. 1 1 1 1 1 0.1

● O, N 313 社債（Class-C） 支払日
サービサーが信託を超えてC Noteに関する情報を持つ範囲内で、約定元利金が返済された日。
もしくは、知りうる直近の返済日。

C-Note Paid Through Date
Date loan scheduled principal and interest is paid through, to the extent that the servicer has the information
for the C Note(s) outside the trust.  Otherwise, should be the most recent paid through date information
available.

1 1 1 1 1 0.1

● O, N 314 社債（Class-C） 約定ローン残高
サービサーが信託を超えてC Noteに関する情報を持つ範囲内での、全てのC-Noteの計算日現
在の約定残高。

C-Note Scheduled Loan Balance Current Ending Scheduled Balance of all C Note(s), to the extent that the servicer has the information for the
C Note(s) outside the trust, as of the determination date. 1 1 1 1 1 0.1

● O, N 315 社債（Class-C）債務元利未払金
証券化の有無に関わらず、サービサーが信託を超えてC Noteに関する情報を持つ範囲内での、

累積残高の年次/中間債務元利未払金支払い。
C-Note Debt Service The interim/annual debt service due on the cumulative C Note balance(s), whether in the securitization or

not, and to the extent that the servicer has the information for the C Note(s) outside the related trust. 1 1 1 1 1 0.1

● V 316 準備金口座種類 「準備金口座種類」凡例を参照 Reserve Account Type See Reserve Account Type Legend. 1 1 1 1 1 0.1

● 317 準備金残高合計

計算日時点におけるローン・レベルでの未払準備金合計。維持費、修繕費および環境関連費用
等及び準備金金のための信用状（LOC)代も含まれる。税金や保険の積立金および税金、保険

準備金のための信用状（LOC)代は含まれない。 その他準備金金の回収 (S77) が Yの場合、記

入される必要がある。これはReserve/LOC Report上の期末準備金残高と同額になる。

Total Reserve Balance

Total reserves at the loan level undisbursed as of the determination date and includes maintenance, repairs &
environmental, etc, and letters of credits for reserves.  Excludes tax and insurance escrows and letters of
credit for tax and insurance reserves.  Should be populated if Collection of Other Reserves (S77) is Y.
Should equal the Ending Reserve Balance on the Reserve/LOC Report.

1 1 1 1 1 L104 0.1

● V 318 準備金支払金 適用される準備金口座種類において、当レポート期間に準備金口座から支払われた金額 Reserve Disbursements For the applicable Reserve Account Types, disbursements made from reserves for the current reporting
period. 1 1 1 1 1 0.1

● V 319 準備金留保金 適用される準備金口座種類において、当レポート期間に準備金口座へ留保された金額 Reserve Deposits For the applicable Reserve Account Types, deposits made to reserves for the current reporting period. 1 1 1 1 1 0.1

● C 320 前年と基準年でのネット変化　－　DSCR 前年と基準年のDSCRの変化。正数は基準年からの増加を表す。
Net Change Between Preceding &
Base Year - DSCR

Percentage change between the preceding calendar DSCR and the base year DSCR over the base year
DSCR. A positive number indicates an increase from the base year to the preceding year. 3 3 3 2 1 Need to look at 0.1

● C 321 前年と基準年でのネット変化　－　収益合
計（％）

前年と基準年の収益率（％）の変化。正数は基準年からの増加を表す。
Net Change Between Preceding &
Base Year - % Total Revenue

Percentage change between the preceding revenue and the base year revenue over the base year revenue.
A positive number indicates an increase from the base year to the preceding year. 3 3 3 2 1 Need to look at 0.1

● 322 全期間適用下限金利
アセットの返済期間全期に渡り適用できる見直し可能な下限金利。変動金利ローン（ARM)でな
い場合、フィールドはブランク。

Lifetime Rate Floor The minimum interest rate accruable on an adjustable rate loan throughout the life of the asset.  If loan is not
an adjustable rate mortgage (ARM), then leave field empty. 1 1 1 1 1 S27 0.1


