
資料　2　　CMSA日本支部　標準化小委員会　CMBS開示フォーマット検討資料　　2008年5月29日現在の素案

項目 説明 補記 検討事項 参考：米国IRP Data Dictionary類似項目参考　米国IRPにおける類似項目の定義　(Data Dictionaryより）

A-1. 商品の特定及び発行の概要に関する情報　（発行時開示）

商品名 商品を特定できる固有の名称

商品の形態 社債、ノート、信託受益権等の別

主たる準拠法
日本法、イングランド法、ニューヨーク州法等
の別

発行総額、トランシェ毎の発行額、（発行価格） 発行価格についてはpar発行の場合不要

アレンジャー、引受・販売会社 名称

発行日 CMBSの発行日 受益権の場合は信託譲渡日？

利率・予定配当率 トランシェ毎の利率、予定配当率

利払日 四半期毎（1,4,7,10月の5日）というような表記

償還方法
予定されている償還方法（バルーン、元本期
日一括などの表記。マルチボロワー型の場
合、債券情報に記載するので不要）

予定償還日

予定償還年限　（Weighted Average Life)

法定 終償還日

格付 格付機関名、各トランシェの格付

A-2. ストラクチャー・関係者に関する情報　（発行時開示）

基本スキーム スキーム図、各主体間の取引・契約内容の概要

裏付債権のオリジネーター 名称

サービサー 名称

発行体 名称、社団の形態、設立準拠法

その他主要な関係者
受託者、（当初より設置されている場合）バッ
クアップ・サービサー、社債管理会社、デリバ
ティブ取引の相手方

信用補完および流動性補完
信用補完および流動性補完の概要（優先・劣
後構造、準備金など）

A-3. 債券レベルの情報　（期中報告）  　注：　CMBSレベルの情報。信託受益権も債券として表示

契約番号 信託契約番号など（あれば）

報告日

配当日

計算期間 当該配当の計算期間

計算期間実日数 当該配当の計算期間の実日数 配当利息の計算に用いられる日数

発行体受取金明細 期中元本回収金額
Euro債等信託受益権以外の場合も対応可能
かチェック

前期繰越元本金額
単位計算により生じた前期からの繰越端数
元本額

Euro債等信託受益権以外の場合も対応可能
かチェック

期中利息等回収金額
Euro債等信託受益権以外の場合も対応可能
かチェック

前期繰越利息等金額
単位計算により生じた前期からの繰越端数
利息額

Euro債等信託受益権以外の場合も対応可能
かチェック

デリバティブ関連授受金額
発行体レベルでのデリバティブ（金利スワッ
プ、金利キャップ）に関し、ネットで記載

Euro債等信託受益権以外の場合も対応可能
かチェック

その他授受金額
Euro債等信託受益権以外の場合も対応可能
かチェック

受取合計額
Euro債等信託受益権以外の場合も対応可能
かチェック

発行体支払費用明細 公租公課 発行体レベルの公租公課
Euro債等信託受益権以外の場合も対応可能
かチェック

サービサー報酬
Euro債等信託受益権以外の場合も対応可能
かチェック

信託・トラスティ報酬
Euro債等信託受益権以外の場合も対応可能
かチェック

その他報酬
上記以外の報酬支払先（もしあれば）に対す
る報酬

Euro債等信託受益権以外の場合も対応可能
かチェック

発行体事務管理委託費用
発行体がSPCの場合の事務管理委託手数
料、監査費用など

Euro債等信託受益権以外の場合も対応可能
かチェック

デリバティブ関連授受金額
発行体レベルでのデリバティブ（金利スワッ
プ、金利キャップ）に関し、ネットで記載

Euro債等信託受益権以外の場合も対応可能
かチェック

口座維持手数料
Euro債等信託受益権以外の場合も対応可能
かチェック

その他支払費用
Euro債等信託受益権以外の場合も対応可能
かチェック

翌期繰越金額
Euro債等信託受益権以外の場合も対応可能
かチェック

費用支払・翌期繰越金合計額
Euro債等信託受益権以外の場合も対応可能
かチェック
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資料　2　　CMSA日本支部　標準化小委員会　CMBS開示フォーマット検討資料　　2008年5月29日現在の素案

項目 説明 補記 検討事項 参考：米国IRP Data Dictionary類似項目参考　米国IRPにおける類似項目の定義　(Data Dictionaryより）

A-3. 債券レベルの情報　（期中報告）  　注：　CMBSレベルの情報。信託受益権も債券として表示

発行時債券残高 各トランシェ毎に記載

前期末債券残高 各トランシェ毎に記載

債券口数 各トランシェ毎に記載

債券利息支払 金利種別 変動・固定の別。各トランシェ毎に記載

計算期間実日数 各トランシェ毎に記載

スプレッド 各トランシェ毎に記載

予定配当率 各トランシェ毎に記載

一口あたり配当額 各トランシェ毎に記載

配当額 各トランシェ毎に記載

未払配当 各トランシェ毎に記載

債券元本償還 元本償還額 各トランシェ毎に記載

一口当り元本償還額 各トランシェ毎に記載

償還額 各トランシェ毎に記載

今期償還後残高 各トランシェ毎に記載

予定償還日 各トランシェ毎に記載

リザーブ状況 前期末残高
発行体レベルでの準備金について種類別に
記載

期中増加
発行体レベルでの準備金について種類別に
記載

期中減少
発行体レベルでの準備金について種類別に
記載

配当時引出（減少）
発行体レベルでの準備金について種類別に
記載

配当時積立（増加）
発行体レベルでの準備金について種類別に
記載

今期末残高
発行体レベルでの準備金について種類別に
記載

トリガーチェック 有・無 トリガーの種類別に抵触の有無を表示

B-1. 裏付債権の基本情報　（各債権について発行時開示及び期中報告）　注：下記はローンを例に表示。裏付債権がTMK債の場合は適宜読み替え。変更のない項目は期中開示省略可
債権番号 目論見書で用いられた債権のID# 報告対象の債権の特定のための基礎情報として提示 301 239 288 73 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。取引ID、目論見書ローンID、各証券化案件各ローングループIDも含む

借主名 報告対象の債権の特定のための基礎情報として提示

ローン実行日

予定満期日 一般的なローン期限

終満期日 テール期間がある場合のローン期限
延長オプションの開示方法についても要
検討

55 39 ・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。
・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。

カットオフ日

前回利払日 カットオフ日の直前の利払日(pay through date) 269 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
債権残高 当初債権残高 234 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。

カットオフ日時点債権残高 52 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。

現債権残高 43 80 132

・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。
・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。

予定満期日のバルーン残高

金利 金利タイプ

利払頻度

固定金利レート 119

ボロワーレベルでのスワップの有無
(Y or N)
金利スワップ・カウンターパーティー

変動金利ベースレート種別 117 119

・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。
・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。

スプレッド
金利キャップの有無　(Y or N) 171 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。
金利キャッププロバイダー

金利キャップストライクプライス 171 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。
元本の定時返済の有無 (Y or N) 134 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

約定元利金返済の合計  
本計算期間の元利金？又は次回計算期間
の元利金？

292 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。

LTV (%) カットオフ時点

報告日時点

予定満期日時点

担保評価額 評価額タイプ 鑑定評価書、格付評価額、UW評価額など 221 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。

評価時点 222 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。

変動金利の場合

固定金利の場合

Valueは基本的に発行時に開示したものを用
いる

基本的に発行時のもの。その後再取得した
場合、update
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資料　2　　CMSA日本支部　標準化小委員会　CMBS開示フォーマット検討資料　　2008年5月29日現在の素案

項目 説明 補記 検討事項 参考：米国IRP Data Dictionary類似項目参考　米国IRPにおける類似項目の定義　(Data Dictionaryより）

B-2. 裏付債権のパフォーマンス（各債権について発行時開示及び期中報告）
債権番号 目論見書で用いられた債権のID# 報告対象の債権の特定のための基礎情報として提示 301 239 288 73 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。取引ID、目論見書ローンID、各証券化案件各ローングループIDも含む
借主名

DSCR 実元利払金額に基づくDSCR 実際の元利払に基づくDSCR DSCR計算方法の統一を検討 205 124
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。

配当留保条項等にかかるDSCR トリガーDSCR
実際の元利払の代わりにrefi. Constantなど
が用いられる

DSCR計算方法の統一を検討

キャッシュフロー計算対象期間 キャッシュフローの計算対象期間
元利金の計算期間とはかならずしも一致しな
い

トリガー事由の発生有無 配当留保の有無 (Y or N) 配当留保事由を明示

ファストペイ事由発生の有無 (Y or N) ファストペイ事由を明示
特殊報告事項の有無 (Y or N) 詳細を記載

B-3(1). 特殊事項に関するレポート (対象債権について期中報告）
債権番号 目論見書で用いられた債権のID# 報告対象の債権の特定のための基礎情報として提示 301 239 288 73 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。取引ID、目論見書ローンID、各証券化案件各ローングループIDも含む

借主名 報告対象の債権の特定のための基礎情報として提示

直近債権残高 本報告の配当後の債権残高 報告対象の債権の特定のための基礎情報として提示 43 80 132

・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。
・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。

定時返済以外の期限前返済に関するレポート 期限前返済金額

期限前返済予定日

期限前返済詳細
期限前返済の理由（物件売却、リファイナン
ス、保険事故など）

物件売却に関するレポート 物件番号 目論見書で用いられた物件のID# 252
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。

物件名 264 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。

物件タイプ 263 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。

所在地域 261 259 260 265 不動産担保である物件が位置する郵便番号、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。

売却予定日

グロス売却価格 消費税込Or抜を脚注に明記
グロス売却価格　/　評価額

ネット売却価格
費用等控除後のローン返済に充当可能な金
額

消費税込Or抜を脚注に明記

ネット売却価格　/　リリースプライス

元本返済予定日 当該売却金により元本返済が行われる日

元本返済金額 当該売却金により返済される元本額

ローン関連契約の変更に関するレポート 変更日 96 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。

変更内容詳細 97 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。

その他重要事項に関するレポート 発生日 96 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。

重要事項詳細 97 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。

B-3(2). Watch List (対象債権について期中報告）
債権番号 目論見書で用いられた債権のID# 報告対象の債権の特定のための基礎情報として提示 301 239 288 73 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。取引ID、目論見書ローンID、各証券化案件各ローングループIDも含む
借主名 報告対象の債権の特定のための基礎情報として提示

直近債権残高 本報告の配当後の債権残高 報告対象の債権の特定のための基礎情報として提示 43 80 132

・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。
・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。

サービサー・ウォッチリストへの追加日 いつから問題が生じているか 96 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。

トリガー事由発生に関するレポート トリガー事由発生日

トリガー事由詳細 DSCR, 売却率不足、メジャーテナント退去通知など

重大なパフォーマンスの悪化に関するレポート発生日 96 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。

パフォーマンスの悪化に関する詳細 97 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。

その他重要事項に関するレポート 発生日 96 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。

重要事項詳細 災害の発生、関連人の破産など 97 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。

B-4. 延滞に関するレポート (対象債権について期中報告）
債権番号 目論見書で用いられた債権のID# 報告対象の債権の特定のための基礎情報として提示 301 239 288 73 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。取引ID、目論見書ローンID、各証券化案件各ローングループIDも含む
借主名 報告対象の債権の特定のための基礎情報として提示

債権残高 当初債権残高 234
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資料　2　　CMSA日本支部　標準化小委員会　CMBS開示フォーマット検討資料　　2008年5月29日現在の素案

項目 説明 補記 検討事項 参考：米国IRP Data Dictionary類似項目参考　米国IRPにおける類似項目の定義　(Data Dictionaryより）

カットオフ日時点債権残高 52 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。

現債権残高 43 80 132

・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。
・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。

延滞の詳細 支払われるべき元本額 292 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。

元本返済延滞額 303 ローンの返済状況。Status of Loan判例のステイタス。コードに従い記入

利息延滞額

その他延滞額

合計延滞額

当初延滞発生日

スペシャル・サービサー移管日 216 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。

B-5. リザーブに関する情報　（各債権について発行時開示及び期中報告）
債権番号 目論見書で用いられた債権のID# 報告対象の債権の特定のための基礎情報として提示 301 239 288 73 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。取引ID、目論見書ローンID、各証券化案件各ローングループIDも含む
借主名 報告対象の債権の特定のための基礎情報として提示
債権残高 当初債権残高 報告対象の債権の特定のための基礎情報として提示 234 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。

カットオフ日時点債権残高 報告対象の債権の特定のための基礎情報として提示 52 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。

現債権残高 報告対象の債権の特定のための基礎情報として提示 43 80 132
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。

予定満期日のバルーン残高 報告対象の債権の特定のための基礎情報として提示

リザーブ詳細 留保金勘定名
固都税・保険、資本的支出、短期修繕、流動
性補完、地代、その他

316 「準備金口座種類」凡例を参照

留保金勘定残高 40,42,317 318 319

・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。
・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。
・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。
・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
・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

留保口座
信託勘定内口座、貸主管理口座、借主非管
理口座など

金額の報告時点　as of

B-6. サービサーアドバンスに関するレポート　（対象債権について期中報告）

基本情報 債権番号 288 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。

前回見直し日 170 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。

WODRA/償還不能と判断された日 17 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。

サービサー情報 期初アドバンス残高　（元本分） 266 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。

期初アドバンス残高　（金利分） 267 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。

期初アドバンス残高　（租税公課･保険
料及び物件運営費用）

期中アドバンス残高　（元本分） 266 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。

期中アドバンス残高　（金利分） 267 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。

期中アドバンス残高　（租税公課･保険
料及び物件運営費用）

アドバンス残高回収開始日 145 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。

期中アドバンス返済額（元本分） 276 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

累計アドバンス返済額（元本分） 277 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。

期中アドバンス返済額（金利分） 278 当期間においてプール金利の回収によって取り戻された立替金の額

累計アドバンス返済額（金利分） 279 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。

期中アドバンス返済額（租税公課･保
険料及び物件運営費用）

累計アドバンス返済額（租税公課･保
険料及び物件運営費用）

期末合計アドバンス残高 99 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

各項目について、30日未満、30日以上60日
未満、60日以上90日未満、90日以上の別に
金額を表示
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資料　2　　CMSA日本支部　標準化小委員会　CMBS開示フォーマット検討資料　　2008年5月29日現在の素案

項目 説明 補記 検討事項 参考：米国IRP Data Dictionary類似項目参考　米国IRPにおける類似項目の定義　(Data Dictionaryより）

C-1. 担保物件に関するパフォーマンスレポート　（各物件について発行時開示及び期中報告）　注：変更のない項目については、期中報告での省略可
債権番号 301 239 288 73 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。取引ID、目論見書ローンID、各証券化案件各ローングループIDも含む
借主名

物件ID

物件名 264 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。

物件種類 263 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。

所在地（都道府県） 260
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。

所在地（市町村） 261 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。

竣工年 255 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。

PML

戸数（住居の場合) 293 61 不動産担保として拠出された時点もしくは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。

賃貸可能面積 (m2) 77 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。

賃貸可能面積 (坪) 77 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。

評価額 221 219
・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。
・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）。

評価時点 222 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。

カットオフ時点の稼働率 60 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。

報告時点の稼働率 直近で入手できるデータ 223 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。

当期（計算期間）キャッシュフロー 総収入 (EGI) 215
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。

営業純利益 (NOI) 209
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。

ネットキャッシュフロー(NCF) 208
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。

計算対象期間 212,213

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。
(参考)・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。
　　　　・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。
　　　　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。

前期（計算期間）キャッシュフロー 総収入 (EGI) 　
営業純利益 (NOI)
ネットキャッシュフロー(NCF)
計算対象期間

前々期（計算期間）キャッシュフロー 総収入 (EGI)
営業純利益 (NOI)
ネットキャッシュフロー(NCF)
計算対象期間

前年度キャッシュフロー 総収入 (EGI) 180 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。

営業純利益 (NOI) 176
直近の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。

ネットキャッシュフロー(NCF) 175
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。

前事業年度期間 178
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期間。
（参考）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。

前々年度キャッシュフロー 総収入 (EGI) 183 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。

営業純利益 (NOI) 188
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。

ネットキャッシュフロー(NCF) 187
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。

前々期事業年度期間 191
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期間。
（参考）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。

計算期間に対応する期間のキャッシュフロー
（例：四半期）

比較的短期のCMBSが多いので、報告頻度
は年度毎より頻繁に。配当日毎のデータが欲
しい。

年間（事業年度）ベースのキャッシュフロー。
あれば可のレベル

年間（事業年度）ベースのキャッシュフロー。
あれば可のレベル

計算期間に対応する期間のキャッシュフロー
（例：四半期）

計算期間に対応する期間のキャッシュフロー
（例：四半期）
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項目 説明 補記 検討事項 参考：米国IRP Data Dictionary類似項目参考　米国IRPにおける類似項目の定義　(Data Dictionaryより）

C-2. 物件売却に関するレポート (対象物件について期中報告） 注：このレポートは売却型CMBSにのみ適用
今期売却実績 売却物件数

売却物件価格

物件評価額 219 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。

リリースプライス
売却価格　/　評価額

累積売却実績 売却物件数
売却物件価格
物件評価額
リリースプライス
売却価格　/　評価額

個別売却情報 債権番号

借主名

ローン実行日

満期日

カットオフ日

物件番号

物件名

売却日

グロス売却価格
グロス売却価格/評価額

ネット売却価格
ネット売却価格　/　リリースプライス
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