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キャピタル・サーヴィシング
債権回収株式会社
■ 概要
フィッチ・レーティングス（「フィッチ」）は、キャピタル・サ
ーヴィシング債権回収株式会社（「CSC」）のコマーシャルモー
ゲージ・スペシャルサービサー格付を「 CSS2-（JPN）」
から「 CSS2
（JPN）」に引き上げた。今回の格付は、同社が取扱債権の量的
拡大と質的多様化に対応して体制の整備を行っている点、新しい
IT システムの導入により資産管理の効率性を高めている点、専
担者の配置により内部監査の体制をより充実させている点等を
反映したものである。
CSC は、機能別に担当部門を設け、各部門の長にふさわしい業
務経験を有する人材を採用してきた。その結果、同社の中間管理
層は充実したものとなっている。フィッチではこの点を評価して
いるものの、こうした中間管理職の同社における在職期間がまだ
短いことから、今後の組織としての完成度の高まりに注目して行
く考えである。
CSC は、営業開始から 2004 年 4 月までの間に、累計で 4,006 の
債務者に対し約 2 兆 2,590 億円（残元本ベース）の不良債権の管
理回収を行ってきた。特にここ 2 年ほどの間に、プライマリーサ
ービサーとして多くの証券化案件の管理回収を行っている。

格付上の検討事項要旨：
■ 強み
• リーマン・ブラザーズによる強いコミットメント
• 弾力的で使い勝手の良いアセット・マネジメント IT システ
ム
• 高い頻度できめ細かく実施される内部監査
• 取扱債権の量的な拡大と内容の多様化、およびそれを支える
陣容の拡充
• 順調に推移している収益実績

■ 懸念材料
• セクションヘッドを含み、新しい従業員が多いこと。
• アセットマネージャーの離職率が比較的高いこと。
■ 緩和材料
• 新しく採用されたセクションヘッドは、いずれも長い業界経
験を積んでおり、CSC に移るまでは他のサービサーで同種
のポジションについていた。
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離職したアセットマネージャーの在職期間
は短く、CSC では既に取扱っていない案件を
担当していた者が多く、また、新たに質の高
いアセットマネージャーを採用することに
特段の困難はない。

取扱債権の状況（不良債権のみ）
（創業から2004年4月末までの累計）
*取扱債権額
（百万円）

*債務者数
（件）

2,259,000

4,006

創業から2004年
4月末までの累計

2003年度
1年間の累計

73,472

31,434

回収金額 （百万円）

■ 会社概要
CSC は 1999 年 9 月に法務大臣からサービサーと
しての営業許可を取得し、同年 12 月から営業を
開始した。CSC の株主であったハットフィール
ド・フィリップスは、2003 年にマネジメント・
バイアウトが行われ、社名をトライモント・リア
ルエステート・アドバイザーズ（「トライモント」）
に変更したが経営陣に変更はなく、CSC の業務
に大きな影響はみられない。トライモントはフィ
ッチの格付（CSS2 および CPS2）を取得している
サービサーであり、米国アトランタに本社を置き、
ヨーロッパと米国におけるリーマン･ブラザーズ
の不動産管理業務について、リーマン・ブラザー
ズ・ホールディングス（長期 A+、短期 F1）と専
属の業務関係を有している。

回収手法 （金額ベース構成比）
任意売却
32.0%
競売
28.0%
DPO
11.0%
債権譲渡
16.3%
REO
3.2%
その他
9.5%
* "High Yield assets" を含まず。
出典： キャピタル・サーヴィシング債権回収株式会社

28.1%
9.4%
7.8%
51.9%
0.0%
2.8%

■ 財務内容
CSC は 2003 年度に累積ベースで黒字とした。同
年度には、取扱債権額が大幅に増加したことに伴
い、手数料収入が前年度比で約 70%増加した。一
方で販管費率が前年度に比べて減少したため、営
業利益は同 5 倍弱の大幅な増加をみた。また、当
期純利益は 2 億 3,000 万円と前年度の約 3 倍に上
った。2001 年度に単年で黒字転換して以来、CSC
の利益水準は順調に増加している。なお、CSC
の会計年度は 2003 年度より、それまでの 11 月決
算から 12 月決算に変更になっている。

2003 年 8 月、キャピタル・サービス・グループ
は日本における営業を CSC、キャピタルリアル
ティー株式会社（CRI）およびグローバル・コマ
ーシャル・リアル・エステート・ジャパン株式会
社（GCRE）の 3 社に再編成した。CRI は不動産
の管理を担当し、GCRE はデューディリジェンス、
アンダーライティングならびにグループ全体の
管理部門を担当する。CSC の主たる業務はリー
マン･ブラザーズの投資する不良債権および正常
債権のサービシングを行うことで、現在売上高の
約 85%がリーマン関連業務によるものだが、同社
によれば、顧客の多様化も図っている。

2003 年度の CSC のサービシング手数料収入は、
リーマンの投資額、特に正常債権に対する投資額
が大幅に増大したことにより増加した。一方販管
費のうち、人件費については、アセットマネジメ
ント部門およびローンアドミニストレーション
部門での増員があったものの、IT 部門および財
務経理部門の人員がグループ内の別会社へ転籍
したことにより、前年度比微増にとどまっている。

CSC は創業以来 2004 年 4 月末までに、債務者数
で 5,609、残元本ベースで 2 兆 5,320 億円のロー
ン債権のサービシングを行っており、前回見直し
時に比べて債務者数、債権額ともに大幅に増加し
ている。

CSC は自己勘定での投資を行っておらず、その
ための資金需要はないが、同社によれば、運転資
金用のライン設定を独自に行っている。

不動産担保付債権の取扱実績についてみると、
2004 年 4 月末の債権残高は 1 兆 2,650 億円であっ
た。また 2004 年 4 月末までの不良債権の累計回
収額は 735 億円に上っている。

■ 役職員と研修
キャピタル・サービス・グループ 3 社のうち、
CSC のみが法務大臣からサービサーとしての営
業許可を取得している。REO（自己競落）不動産
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た 2 名のアセットマネージャーはいずれも 15 年
以上の関連業務経験があり、主として小口無担保
債権のサービシングを担当している。また、関連
業界経験が 24 年に及ぶポートフォリオマネージ
ャーが着任したことにより、アセットマネジメン
ト部門の機能が強化された。現在のアセットマネ
ージャーの関連業界での経験年数は平均約 18 年
で、同社における平均勤続年数は約 2.7 年である。

の管理および処分はグループ内の CRI が担当し
ており、また、CSC の人事・総務・経理・シス
テムについては同じくグループ内の GCRE に委
託している。
CSC のスペシャル・サービシング業務の体制は、
アセットマネジメント部門とローンアドミニス
トレーション部門とからなる。アセットマネジメ
ント部門については、2003 年に小口無担保債権
のサービシングを専門に行うチームが設置され
回収の効率化が図られている。その他に法的手続
きを専門に行うセクションとクライアントの投
資管理の専担セクションが設けられている。アド
ミニストレーション部門については、2003 年か
ら不良債権を扱うセクションと正常債権を扱う
セクションが分離独立され、正常債権の取り扱い
の急増に対応している。

CSC では社員研修の拡充に力を注いでいる。業
務研修としては、専門分野に関する社内でのクラ
ス研修および外部セミナー、社内で使用されてい
る各種 IT ソフトに関するクラス研修等が提供さ
れている。その他一般研修としては、英語クラス、
PC クラス等が提供されている。これらのクラス
研修に加えて OJT が実施されている。OJT はポ
ートフォリオマネージャー、ローンアドミニスト
レーター等の中間管理職により監督されている。

上記のグループ会社再編の結果、2004 年 6 月末
現在の CSC の役職員数は役員・監査役を含み 36
名であり、2002 年 11 月末の 43 名から減少して
いるが、グループ全体についてみると、大幅に要
員の増強が図られている。

社員の新規雇用が急速に増大しているなかで、
2003 年から新入社員に対するオリエンテーショ
ンが導入され、社内の手続きや各種システムの操
作方法についての説明が新入社員に対して行わ
れるようになった。管理職研修については現状必
要に応じて行われているが、同社によれば、現在
の会社規模ではこれを制度化する計画はない。
2003 年度における社員一人当りの研修時間は平
均で 42 時間であった。

ローンアドミニストレーション部門については、
正常債権の取り扱いの増加に対応して、2002 年
11 月末の 4 名から 13 名に増員されている。シス
テム部門は、2002 年 11 月末の 4 名から 10 名に
増員されている。その理由としては、アセットマ
ネジメント・システムの全面的な更新が行われた
ことがあげられる。不動産部門では、2002 年 11
月末の 4 名から 9 名に増員されているが、これは、
ホテル等の宿泊施設を取り扱うホスピタリティ
ー部門が独立して設置され、3 名の専担者が配置
されたことが一因である。また、体制の整備に伴
い、関連業務の経験が豊富な多くのセクションヘ
ッドが採用され、中間管理層の拡充につながって
いる。

■ 手続きと管理
CSC においては現在、組織の拡大に伴い従業員
が急増しているが、内部監査および外部監査の結
果から見て、適正な内部統制が維持されていると
判断される。CSC は以下の内部および外部の監
査を受けている。
内部監査
内部監査は、四半期ごとにコントローラーが立案
しコンプライアンス・オフィサーにより実施され、
全業務分野をカバーしている。2003 年の監査結
果を見ると、毎回いくつかの手続面の不備が指摘
されているが、ほとんどの事項は次回監査時まで
に対応がなされている。また、2004 年第 4 四半
期から未対応事項のリストを各セクションヘッ
ドに回覧することを制度化して、フォローアップ
体制の強化を図っている。

CSC の経営陣は、平均で 21 年を超える関連業界
での経験を有し、同社での勤続年数は 3.5 年にな
る。中間管理職 6 名のうち 4 名は 2003 年もしく
は 2004 年の入社であるが、関連業界での経験年
数は平均で 16 年を超えており、同社での勤続年
数は約 1.3 年になる。
前回見直し時からのアセットマネージャーの異
動についてみると、3 名のアセットマネージャー
が退職し 2 名が新たに採用されている。採用され

www.fitchratings.com
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アセットに基づいて、アクセスできる情報がコン
トロールされている。各利用者のアクセス権限は
マネジメントの承認を得て決定される。

外部監査
(1) アグリード・アポン・プロシージャー監査
リーマン･ブラザーズの外部監査法人が 1 年
おきにサービシング契約の順守状況につい
て監査を行っている。同監査は直近では
2002 年の 7 月から 9 月にかけて実施された。

CSC ではサービシング・システムとして SORUN
を使用している。SORUN は正常債権について
様々な支払いパターンに応じて元利金の支払額
を計算する機能を有している。SORUN はパッケ
ージソフトであるが、現在では CSC により、一
部入金継続中のローンや変則的なパターンによ
る支払いにも対応できるようにカスタマイズさ
れ、SCORE システムと統合されている。SORUN
上のデータは毎月 SCORE に移行される。経理シ
ステムについては、2005 年の初めに他のグルー
プ会社と同一のシステムに移行する予定である。

(2) 法定監査
大手監査法人の一つが CSC の会計監査を行
っている。2003 年については会計年度の変
更に伴い、11 月末現在と 12 月末現在との 2
回の監査を行ったが、いずれも特段不備事項
の指摘はなかった。
(3) 法務省検査
2004 年 6 月に第 2 回目の法務省立ち入り検
査が実施された。二三の細かい点の注意は受
けたが特段の指摘事項はなかった。

各サーバーの現在の使用率は平均で約 24%であ
り、システムの容量は十分にあると考えられる。
各サーバーは毎日バックアップをテープにとり
事務所内の耐火金庫に保管され、週に 2 回東京近
郊にある保管スペースに運ばれる。また、バック
アップテープは CSC の香港オフィスにも送られ
そこに保管される。

CSC では半年ごとにマニュアル類を見直し、追
加・改訂を行っている。また、マニュアル類は全
従業員がオンラインで閲覧することが可能とな
っている。2003 年度においては、ローン債権の
受け入れ・管理・回収に係るマニュアルがより精
緻なものに再編され、関係するマニュアルの数も
それまでの 2 から 7 に増えている。また、人事規
程に旅費に関する一章が新たに追加されている。

災害時対策として、東京と札幌に仮事務所用のス
ペースが確保されている。CSC は、2004 年 7 月
に新オフィスにおいて、IT システムを完全に一
旦シャットダウンし、外部バックアップテープを
使って立ち上げる災害シミュレーション・テスト
を行っている。ハードから IT システムを完全稼
動状態に立ち上げる場合には、2 日弱が必要とな
る。同社事務所が所在するビル全体の避難訓練は
年に 1 回実施されるが、CSC はそのほかに独自
に避難訓練を実施している。直近では、2004 年 5
月に独自の避難訓練を実施した。災害時対策プラ
ンは年に 1 回見直しを行っているが、直近では
2004 年 7 月のシャットダウン・テストの実施に
合わせて見直しを行っている。

■ 情報システム
CSC のアセットマネジメント・システムは、そ
れまでの TCS に代わって、同社が独自に開発し
た Servicing Company Operating and Reporting
Engine （SCORE）が 2003 年 10 月から導入され
ている。SCORE は正常債権および不良債権につ
いて、債権・債務者・保証人・担保物件・ハード
アセット等の管理のほか、債務者交渉記録・訴訟
記録等の記録類の管理も行うことができる。また、
蓄積されたデータを加工することにより法務省
報告や投資家報告等を弾力的に作成する機能を
備えている。また、ウォッチ・リスト機能により
法的処理を要する案件の選別や期日管理を効率
的に行うことができる。SCORE の最大の特徴は、
種々のレポート作成における弾力性にある。投資
家・経営陣・当局等がそれぞれの視点から求める
様々なレポートに対し弾力的に対応することが
でき、その機能性はこれまでに比べ格段に向上し
ている。

システムのメンテナンスは、グループ会社 GCRE
の IT 部門が担当している。同 IT 部門には、17
年の業務経験を有するヘッド以下 10 名のスタッ
フが所属している。また、外部のシステム会社と
もメンテナンス契約を締結している。

■ スペシャルサービシング
CSC は、創業以来 2004 年 4 月末までに、債務者
数で 5,609 先、残元本ベースで 2 兆 5,320 億円の

SCORE の利用者は、各人の職位および担当する
キャピタル・サーヴィシング
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担保物件の種類

担保物件の地域分布

（2004年 4月 末 現 在 ）

（2004年 4月 末 現 在 ）

その他, 9%

無担保, 4%
その他, 15%

複合, 1%

九州・沖縄,
4%

更地, 8%

オフィス, 38%

中部・北陸,
4%

ホテル, 2%
工場・倉庫,
4%

東京, 53%
近畿, 15%

マンション,
1%
集合住宅,
12%

店舗, 17%

関東（東京を
除く）, 9%

戸建住宅, 4%

出典： キャピタル・サーヴィシング債権回収株式会社

出典： キャピタル・サーヴィシング債権回収株式

ローン債権のサービシングを行っている。回収実
績については、 735 億円の不良債権の回収を行
っている。これらの数字は、前回見直し時に比べ
いずれも大幅に増加している。

CSC の回収パフォーマンスは十分な水準にある
と考えられる。
2004 年 4 月時点での、アセットマネージャー（ポ
ートフォリオマネージャーおよびアシスタント
を除く）一人当たりの、現に動きのあるローン債
権取扱件数は 49 件であり、管理可能な水準にあ
ると考えられる。

残元本ベースでの、取扱ローン債権全体の残高に
占める不動産担保付債権の割合は年々増加して
おり、2004 年 4 月末現在では約 65％を占めてい
る。このうち不良債権の割合は、2002 年度まで
はほぼ 100％であったが、2003 年度からは正常債
権が少しずつ増えてきている。

創業から 2004 年 4 月末までにおける回収手法の
内訳をみると、任意売却もしくは競売による担保
不動産からの回収が最大の割合を占めているが、
競売の利用は近年急速に減少している。一方債権
譲渡による回収は、累計ではさほど大きなウェー
トを占めていないが、近年その利用が急増してお
り、2003 年度においては 50％超を占めた。

リーマン･ブラザーズの日本における投資額は
2003 年度に急増したが、そのうち不動産担保付
不良債権の占める割合は約 26％であった。一方
正常債権の割合は約 70％で、年々増大している。
平均回収期間は年々長くなっている。その理由の
一つとして、これまで後回しになっていた小口無
担保債権の回収を専門に手がけるチームをアセ
ットマネジメント部門内に設け回収を推進した
結果、全体の平均回収期間が長くなった点があげ
られる。また、担保物件の処理により一括して回
収を行うケースが減少して、企業再生によりキャ
ッシュフローを生み出し、債務者からの返済によ
り回収を図るケースが増えている点も回収期間
の長期化につながっている。

2002 年 4 月に CRI が設立されて以降、REO の管
理は同社が行っている。CSC は 2003 年以降回収
の手法として REO を行っていない。CRI におい
てもこれまでに行われた REO 不動産は全て処分
済みである。
CSC は、下記の要領でビジネスプランの管理を
行っている。
回収目標額 1,000 万円以上の債権
受託後 60 日以内に債権ごとにビジネスプランを
作成し、原則四半期ごとに見直しを行う。
回収目標額 1,000 万円未満の債権
受託後 60 日以内にプールごとにビジネスプラン
を作成し、原則毎年見直しを行う。

回収カバー率（回収額/投資額）についても低下
の傾向がみられる。しかし、市場一般の動向に照
らしてみた場合、回収期間・回収カバー率を含め
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ストラクチャード・ファイナンス
現在、2004 年 8 月までに受託した全てのローン
債権に対するビジネスプランの SCORE への移行
作業が行われている。この作業は、2004 年末ま
でに完了する予定である。

ルについても、SCORE の導入に合わせて改訂済
みである。フィッチは、SCORE の導入により新
規債権の受け入れ手続き、入出金管理の質はさら
に向上していると判断した。

新規債権受け入れの際の基本的な手順について
は、前回見直し時以降、特に変更点はみられない
が、SCORE の導入に伴い、手続きマニュアルが
改訂されている。また、回収金の受け入れ処理お
よび回収に係る経費の支払いに関するマニュア

外部に業務委託する場合の手続はマニュアルに
規定されている。業務委託に際しては各部門長の
承認が必要であり、毎月末に経理部門において打
ち出される委託先一覧表に基づきコントローラ
ーがチェックを行っている。

本稿は 2005 年 1 月発行の英文版の翻訳です。
コピーライトⒸ2005 年フィッチ・インク、フィッチ・レーティングス・リミテッド及びその子会社（One State Street Plaza, NY, NY10004）。
Telephone: Tokyo 81-3-3288-2628, New York 1-800-753-4824/1-212-908-0500, London 44-171-417-4222 。 Fax: Tokyo 81-3-3288-2627, New York 1-212-480-4435, London
44-171-417-4242。
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るものではなく、また目論見書でもありません。本資料に記載された格付は記載時点での当社の判断を反映したものであり、今後何らの通知なく変更、停止または取り
下げられることがあります。フィッチはいかなる場合も投資助言を行いません。本資料に記載された格付は、証券の購入、売却、または保有の推奨ではありません。本
資料は、証券に関する課税上の取扱い、特定の投資家への適合性、または市場価格の妥当性に言及するものではありません。当社は証券の格付に関し、発行者、保険者
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よる保険、保証対象となる発行案件の全部若しくは一部について格付することもあります。その場合の手数料の金額は 1 万米ドルから 150 万米ドル（米国以外の通貨に関
しては、当該国通貨に換算した額）の範囲内となることが予想されます。米国証券法、1986 年英国金融サービス法その他の法域における証券法に基づいて作成される書
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