
発行体等 格付対象
公表日

(年/月/日)
格付

格付の見通し
/見直し方向

（株）極洋 国内コマーシャルペーパー 2011/04/07 J-2 －
（株）極洋 国内コマーシャルペーパー 2012/02/28 J-2 －
ホクト（株） 長期優先債務 2011/01/17 A- 安定的
ホクト（株） 長期優先債務 2012/01/27 A- 安定的
日鉄鉱業（株） 長期優先債務 2011/02/28 A- 安定的
大成建設（株） 長期優先債務 2011/02/25 A 安定的
大成建設（株） 長期優先債務 2012/03/16 A 安定的
大成建設（株） 第２６回無担保ＳＢ 2011/02/25 消滅 －
大成建設（株） 第２７回無担保ＳＢ 2011/02/25 消滅 －
大成建設（株） 第２８回無担保ＳＢ 2011/02/25 A －
大成建設（株） 第２８回無担保ＳＢ 2012/03/16 A －
大成建設（株） 第３０回無担保ＳＢ 2011/02/25 A －
大成建設（株） 第３０回無担保ＳＢ 2012/03/16 A －
大成建設（株） 第３１回無担保ＳＢ 2011/02/25 A －
大成建設（株） 第３１回無担保ＳＢ 2012/03/16 A －
大成建設（株） 予備格付（発行登録債） 2011/02/25 A －
大成建設（株） 予備格付（発行登録債） 2012/03/16 A －
大成建設（株） 第３２回無担保ＳＢ 2011/09/09 A －
大成建設（株） 第３２回無担保ＳＢ 2012/03/16 A －
（株）大林組 長期優先債務 2011/02/25 A+ 安定的
（株）大林組 長期優先債務 2012/03/16 A+ 安定的
清水建設（株） 長期優先債務 2011/02/25 A+p 安定的
清水建設（株） 長期優先債務 2012/03/26 A+p 安定的
太平工業（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/12/21 J-1 －
太平工業（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/12/15 J-1 －
太平工業（株） 長期優先債務 2010/12/21 A 安定的
太平工業（株） 長期優先債務 2011/12/15 A 安定的
西松建設（株） 長期優先債務 2010/10/25 BBB+p 安定的
西松建設（株） 長期優先債務 2011/11/24 BBB+p 安定的
大豊建設（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/11/01 J-2 －
大豊建設（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/10/31 J-2 －
矢作建設工業（株） 長期優先債務 2010/10/07 BBB 安定的
矢作建設工業（株） 長期優先債務 2011/10/05 BBB 安定的
新日本建設（株） 長期優先債務 2010/03/04 BBB 安定的
新日本建設（株） 長期優先債務 2011/12/22 BBB 安定的
五洋建設（株） 長期優先債務 2010/10/07 BBB ポジティブ
五洋建設（株） 長期優先債務 2011/07/11 BBB+ 安定的
五洋建設（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/10/07 J-2 －
五洋建設（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/07/11 J-2 －
五洋建設（株） 予備格付（発行登録債） 2011/09/15 BBB+ －
五洋建設（株） 第１回無担保ＳＢ 2011/10/19 BBB+ －
大和ハウス工業（株） 長期優先債務 2011/02/17 AA 安定的
大和ハウス工業（株） 長期優先債務 2012/03/05 AA 安定的
積水ハウス（株） 長期優先債務 2010/08/20 AA 安定的
積水ハウス（株） 長期優先債務 2011/08/23 AA 安定的
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 本文書は、株式会社日本格付研究所（JCR）が2011年4月1日から2012年3月31日の間（以下

「対象期間」。）に信用格付行為として付与した信用格付（公表したものに限る。）を、対

象期間期初時点の信用格付とともに記載したものです。 

 対象期間中に償還された格付対象については、格付欄に「消滅」と表示し、公表日欄に直近

の信用格付の付与の公表日を記載しています。 

 2010年9月30日に信用格付業者として登録を受けた際現に信用格付を付与していた格付対象で

あって、格付の現況のみを公表することとしているものについては、公表日欄に付与日（消

滅の場合は消滅の日。）を記載しています。 
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積水ハウス（株） ユーロ円ＣＢ 2011/06/16 AA －
積水ハウス（株） ユーロ円ＣＢ 2011/08/23 AA －
積水ハウス（株） 予備格付（発行登録債） 2011/10/31 AA －
積水ハウス（株） 国内コマーシャルペーパー 2012/01/31 J-1+ －
日本電話施設（株） 長期優先債務 2010/10/01 BBBp 安定的
日本電話施設（株） 長期優先債務 2011/10/24 BBBp 安定的
日揮（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/02/07 J-1 －
日揮（株） 国内コマーシャルペーパー 2012/02/29 J-1 －
日揮（株） 長期優先債務 2011/02/07 A ポジティブ
日揮（株） 長期優先債務 2012/02/29 A+ 安定的
日本製粉（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/11/25 J-1 －
日本製粉（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/12/26 J-1 －
日本製粉（株） 長期優先債務 2010/11/25 A 安定的
日本製粉（株） 長期優先債務 2011/12/26 A 安定的
（株）日清製粉グループ本社 長期優先債務 2010/11/25 AA 安定的
（株）日清製粉グループ本社 長期優先債務 2011/12/26 AA 安定的
昭和産業（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/11/25 J-1 －
昭和産業（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/12/26 J-1 －
昭和産業（株） 長期優先債務 2010/11/25 A- 安定的
昭和産業（株） 長期優先債務 2011/12/26 A- 安定的
中部飼料（株） 長期優先債務 2010/04/23 BBB+ ポジティブ
中部飼料（株） 長期優先債務 2011/07/14 BBB+ ポジティブ
三井製糖（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/01/19 J-1 －
三井製糖（株） 国内コマーシャルペーパー 2012/03/13 J-1 －
三井製糖（株） 長期優先債務 2011/01/19 A- 安定的
三井製糖（株） 長期優先債務 2012/03/13 A- 安定的
明治製菓（株） 長期優先債務 2010/02/08 A+ 安定的
Meiji Seika ファルマ（株） 長期優先債務 2011/04/01 撤回 －
明治製菓（株） 第３回無担保ＳＢ 2010/02/08 A+ －
明治製菓（株） 第４回無担保ＳＢ 2010/02/08 A+ －
（株）中村屋 長期優先債務 2009/10/01 BBB 安定的
（株）中村屋 長期優先債務 2011/08/03 BBB 安定的
江崎グリコ（株） 長期優先債務 2010/04/30 A 安定的
江崎グリコ（株） 長期優先債務 2011/08/26 A 安定的
明治乳業（株） 長期優先債務 2010/02/08 A+ 安定的
（株）明治 長期優先債務 2011/04/01 A+ 安定的
（株）明治 第３回無担保ＳＢ 2011/04/01 A+ －
（株）明治 第３回無担保ＳＢ 2011/04/01 A+ －
明治乳業（株） 第５回無担保ＳＢ 2010/02/08 A+ －
（株）明治 第５回無担保ＳＢ 2011/04/01 A+ －
（株）明治 第４回無担保ＳＢ 2011/04/01 A+ －
（株）明治 第４回無担保ＳＢ 2011/04/01 A+ －
日本ハム（株） 予備格付（発行登録債） 2011/01/24 消滅 －
日本ハム（株） 長期優先債務 2011/01/24 A+ 安定的
日本ハム（株） 長期優先債務 2012/02/09 A+ 安定的
日本ハム（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/01/24 J-1 －
日本ハム（株） 国内コマーシャルペーパー 2012/02/09 J-1 －
日本ハム（株） 第５回無担保ＣＢ 2011/01/24 A+ －
日本ハム（株） 第５回無担保ＣＢ 2012/02/09 A+ －
丸大食品（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/10/19 J-2 －
丸大食品（株） 国内コマーシャルペーパー 2012/01/31 J-2 －
丸大食品（株） 長期優先債務 2012/02/13 BBB+ 安定的
サッポロホールディングス（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/02/10 J-1 －
サッポロホールディングス（株） 国内コマーシャルペーパー 2012/02/16 J-1 －
サッポロホールディングス（株） 長期優先債務 2011/02/10 A- 安定的
サッポロホールディングス（株） 長期優先債務 2012/02/16 A- 安定的
サッポロホールディングス（株） 第１９回無担保ＳＢ 2011/02/10 消滅 －
サッポロホールディングス（株） 第２１回無担保ＳＢ 2011/02/10 A- －
サッポロホールディングス（株） 第２１回無担保ＳＢ 2012/02/16 A- －
サッポロホールディングス（株） 第２２回コーラブル無担保ＳＢ 2011/02/10 消滅 －
サッポロホールディングス（株） 第２３回コーラブル無担保ＳＢ 2011/02/10 A- －
サッポロホールディングス（株） 第２３回コーラブル無担保ＳＢ 2012/02/16 A- －
サッポロホールディングス（株） 第２４回コーラブル無担保ＳＢ 2011/02/10 A- －
サッポロホールディングス（株） 第２４回コーラブル無担保ＳＢ 2012/02/16 A- －
サッポロホールディングス（株） 第２５回無担保ＳＢ 2011/09/02 A- －
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サッポロホールディングス（株） 第２５回無担保ＳＢ 2012/02/16 A- －
サッポロホールディングス（株） 第２６回無担保ＳＢ 2012/02/24 A- －
アサヒビール（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/02/09 J-1+ －
アサヒグループホールディングス（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/07/01 J-1+ －
アサヒグループホールディングス（株） 国内コマーシャルペーパー 2012/02/20 J-1+ －
アサヒビール（株） 長期優先債務 2011/02/09 AA- 安定的
アサヒグループホールディングス（株） 長期優先債務 2011/07/01 AA- 安定的
アサヒグループホールディングス（株） 長期優先債務 2012/02/20 AA- 安定的
アサヒビール（株） 第２７回無担保ＳＢ 2011/02/09 AA- －
アサヒグループホールディングス（株） 第２７回無担保ＳＢ 2011/07/01 AA- －
アサヒグループホールディングス（株） 第２７回無担保ＳＢ 2012/02/20 AA- －
アサヒビール（株） 第３０回無担保ＳＢ 2011/02/09 AA- －
アサヒグループホールディングス（株） 第３０回無担保ＳＢ 2011/07/01 AA- －
アサヒグループホールディングス（株） 第３０回無担保ＳＢ 2012/02/20 AA- －
アサヒビール（株） 第３１回無担保ＳＢ 2011/02/09 AA- －
アサヒグループホールディングス（株） 第３１回無担保ＳＢ 2011/07/01 AA- －
アサヒグループホールディングス（株） 第３１回無担保ＳＢ 2012/02/20 AA- －
アサヒビール（株） 第３２回無担保ＳＢ 2011/02/09 AA- －
アサヒグループホールディングス（株） 第３２回無担保ＳＢ 2011/07/01 AA- －
アサヒグループホールディングス（株） 第３２回無担保ＳＢ 2012/02/20 AA- －
アサヒビール（株） 予備格付（発行登録債） 2011/02/09 AA- －
アサヒグループホールディングス（株） 予備格付（発行登録債） 2011/07/01 AA- －
アサヒグループホールディングス（株） 予備格付（発行登録債） 2012/02/20 AA- －
アサヒグループホールディングス（株） 第１回無担保ＳＢ 2011/10/14 AA- －
アサヒグループホールディングス（株） 第１回無担保ＳＢ 2012/02/20 AA- －
アサヒグループホールディングス（株） 第２回無担保ＳＢ 2011/10/14 AA- －
アサヒグループホールディングス（株） 第２回無担保ＳＢ 2012/02/20 AA- －
宝ホールディングス（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/11/17 J-1 －
宝ホールディングス（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/11/22 J-1 －
宝ホールディングス（株） 第６回無担保ＳＢ 2010/11/17 A －
宝ホールディングス（株） 第６回無担保ＳＢ 2011/11/22 A －
宝ホールディングス（株） 長期優先債務 2010/11/17 A 安定的
宝ホールディングス（株） 長期優先債務 2011/11/22 A 安定的
宝ホールディングス（株） 第８回無担保ＳＢ 2010/11/17 A －
宝ホールディングス（株） 第８回無担保ＳＢ 2011/11/22 A －
宝ホールディングス（株） 第９回無担保ＳＢ 2010/11/17 A －
宝ホールディングス（株） 第９回無担保ＳＢ 2011/11/22 A －
宝ホールディングス（株） 第１０回無担保ＳＢ 2010/11/17 A －
宝ホールディングス（株） 第１０回無担保ＳＢ 2011/11/22 A －
宝ホールディングス（株） 第１１回無担保ＳＢ 2010/11/17 A －
宝ホールディングス（株） 第１１回無担保ＳＢ 2011/11/22 A －
宝ホールディングス（株） 予備格付（発行登録債） 2011/02/21 A －
宝ホールディングス（株） 予備格付（発行登録債） 2011/11/22 A －
オエノンホールディングス（株） 長期優先債務 2010/11/17 BBB 安定的
オエノンホールディングス（株） 長期優先債務 2011/11/22 BBB 安定的
コカ・コーラウエスト（株） 長期優先債務 2010/08/05 AA- 安定的
コカ・コーラウエスト（株） 長期優先債務 2011/07/22 AA- 安定的
コカ・コーラウエスト（株） 第２回無担保ＳＢ 2010/08/05 AA- －
コカ・コーラウエスト（株） 第２回無担保ＳＢ 2011/07/22 AA- －
コカ・コーラウエスト（株） 第１回無担保ＳＢ 2010/08/05 AA- －
コカ・コーラウエスト（株） 第１回無担保ＳＢ 2011/07/22 AA- －
（株）伊藤園 長期優先債務 2010/10/26 A+ 安定的
（株）伊藤園 長期優先債務 2011/11/10 A+ 安定的
（株）伊藤園 国内コマーシャルペーパー 2010/10/26 J-1 －
（株）伊藤園 国内コマーシャルペーパー 2011/11/10 J-1 －
（株）伊藤園 第１回無担保ＳＢ 2012/02/17 A+ －
日清オイリオグループ（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/03/19 J-1 －
日清オイリオグループ（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/05/31 J-1 －
日清オイリオグループ（株） 第４回無担保ＳＢ 2010/03/19 A- －
日清オイリオグループ（株） 第４回無担保ＳＢ 2011/05/31 A- －
日清オイリオグループ（株） 長期優先債務 2010/03/19 A- 安定的
日清オイリオグループ（株） 長期優先債務 2011/05/31 A- 安定的
日清オイリオグループ（株） 第５回無担保ＳＢ 2010/03/19 A- －
日清オイリオグループ（株） 第５回無担保ＳＢ 2011/05/31 A- －
日清オイリオグループ（株） 第６回無担保ＳＢ 2010/03/19 A- －
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日清オイリオグループ（株） 第６回無担保ＳＢ 2011/05/31 消滅 －
日清オイリオグループ（株） 第７回無担保ＳＢ 2010/03/19 A- －
日清オイリオグループ（株） 第７回無担保ＳＢ 2011/05/31 A- －
日清オイリオグループ（株） 予備格付(発行登録債) 2010/03/19 A- －
日清オイリオグループ（株） 予備格付(発行登録債) 2011/05/31 消滅 －
日清オイリオグループ（株） 第８回無担保ＳＢ 2011/09/08 A- －
日清オイリオグループ（株） 予備格付（発行登録債） 2011/09/30 A- －
カゴメ（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/09/14 J-1 －
カゴメ（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/11/08 J-1 －
カゴメ（株） 長期優先債務 2010/09/14 A 安定的
カゴメ（株） 長期優先債務 2011/11/08 A 安定的
アリアケジャパン（株） 長期優先債務 2010/04/16 A- 安定的
アリアケジャパン（株） 長期優先債務 2011/04/19 A- 安定的
（株）ニチレイ 国内コマーシャルペーパー 2010/09/14 J-1 －
（株）ニチレイ 国内コマーシャルペーパー 2011/08/23 J-1 －
（株）ニチレイ 長期優先債務 2010/09/14 A 安定的
（株）ニチレイ 長期優先債務 2011/08/23 A 安定的
（株）ニチレイ 予備格付（発行登録債） 2011/08/23 A －
（株）ニチレイ 第１９回無担保ＳＢ 2011/08/26 A －
（株）ニチレイ 第２０回無担保ＳＢ 2011/08/26 A －
横浜冷凍（株） 長期優先債務 2010/06/04 A- 安定的
横浜冷凍（株） 長期優先債務 2011/06/02 A- 安定的
オリエンタル酵母工業（株） 長期優先債務 2010/09/14 AA- 安定的
オリエンタル酵母工業（株） 長期優先債務 2011/12/26 AA- 安定的
（株）永谷園 長期優先債務 2010/03/31 BBB 安定的
（株）永谷園 長期優先債務 2011/07/08 BBB ポジティブ
（株）永谷園 第１回無担保ＳＢ 2010/07/28 BBB －
（株）永谷園 第１回無担保ＳＢ 2011/07/08 BBB －
わらべや日洋（株） 長期優先債務 2010/10/05 BBB+ 安定的
わらべや日洋（株） 長期優先債務 2011/10/28 BBB+ 安定的
グンゼ（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/06/24 J-1 －
グンゼ（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/09/22 J-1 －
グンゼ（株） 長期優先債務 2010/06/24 A+ 安定的
グンゼ（株） 長期優先債務 2011/09/22 A+ 安定的
昭栄（株） 第４回コーラブル無担保ＣＢ 2010/06/30 BBB+ －
昭栄（株） 第４回コーラブル無担保ＣＢ 2011/06/23 BBB+ －
昭栄（株） 第４回コーラブル無担保ＣＢ 2011/12/20 消滅 ポジティブ
昭栄（株） 長期優先債務 2010/06/30 BBB+ 安定的
昭栄（株） 長期優先債務 2011/06/23 BBB+ 安定的
昭栄（株） 長期優先債務 2011/12/20 #BBB+ ポジティブ
東洋紡績（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/03/08 J-1 －
東洋紡績（株） 国内コマーシャルペーパー 2012/01/24 J-1 －
東洋紡績（株） 長期優先債務 2011/03/08 A- 安定的
東洋紡績（株） 長期優先債務 2012/01/24 A- 安定的
東洋紡績（株） 第３２回無担保ＳＢ 2011/03/08 A- －
東洋紡績（株） 第３２回無担保ＳＢ 2012/01/24 A- －
東洋紡績（株） 第３３回無担保ＳＢ 2011/03/08 A- －
東洋紡績（株） 第３３回無担保ＳＢ 2012/01/24 A- －
トヨタ紡織（株） 長期優先債務 2010/03/25 AA- 安定的
トヨタ紡織（株） 長期優先債務 2011/04/19 AA- 安定的
三菱レイヨン（株） 長期優先債務 2010/07/29 A+ 安定的
三菱レイヨン（株） 長期優先債務 2011/12/22 A+ 安定的
三菱レイヨン（株） 第５回無担保ＳＢ 2010/07/29 A+ －
三菱レイヨン（株） 第５回無担保ＳＢ 2011/12/22 A+ －
三菱レイヨン（株） 第６回無担保ＳＢ 2010/07/29 A+ －
三菱レイヨン（株） 第６回無担保ＳＢ 2011/12/22 A+ －
（株）クラレ 第３回無担保ＳＢ 2010/08/05 AA- －
（株）クラレ 第３回無担保ＳＢ 2011/08/15 消滅 －
（株）クラレ 長期優先債務 2010/08/05 AA- 安定的
（株）クラレ 長期優先債務 2011/08/15 AA- 安定的
（株）クラレ 第４回無担保ＳＢ 2011/12/02 AA- －
旭化成（株） 長期優先債務 2010/10/20 AA 安定的
旭化成（株） 長期優先債務 2011/10/20 AA 安定的
旭化成（株） 第８回無担保ＳＢ 2010/10/20 AA －
旭化成（株） 第８回無担保ＳＢ 2011/10/20 AA －
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旭化成（株） 予備格付（発行登録債） 2010/10/20 AA －
旭化成（株） 予備格付（発行登録債） 2011/10/20 AA －
日本バイリーン（株） 長期優先債務 2010/06/08 A- 安定的
日本バイリーン（株） 長期優先債務 2011/06/21 A- 安定的
セーレン（株） 長期優先債務 2010/12/27 A- 安定的
セーレン（株） 長期優先債務 2012/01/17 A- 安定的
王子製紙（株） 長期優先債務 2010/10/01 A+p 安定的
王子製紙（株） 長期優先債務 2012/01/30 A+p 安定的
日本製紙（株） 長期優先債務 2010/10/01 A+ 安定的
日本製紙（株） 長期優先債務 2011/11/22 A+ ネガティブ
三菱製紙（株） 長期優先債務 2010/02/16 BBB- 安定的
三菱製紙（株） 長期優先債務 2011/10/05 BBB- ネガティブ
北越紀州製紙（株） 長期優先債務 2010/12/06 A 安定的
北越紀州製紙（株） 長期優先債務 2011/12/02 A 安定的
北越紀州製紙（株） 第２０回無担保ＳＢ 2010/12/06 A －
北越紀州製紙（株） 第２０回無担保ＳＢ 2011/12/02 A －
北越紀州製紙（株） 第２１回無担保ＳＢ 2010/12/06 消滅 －
北越紀州製紙（株） 第２２回無担保ＳＢ 2010/12/10 A －
北越紀州製紙（株） 第２２回無担保ＳＢ 2011/12/02 A －
北越紀州製紙（株） 第２３回無担保ＳＢ 2011/12/06 A －
大王製紙（株） 第１０回無担保ＳＢ 2010/12/06 BBB －
大王製紙（株） 第１０回無担保ＳＢ 2011/10/28 #BBB ネガティブ
大王製紙（株） 第１０回無担保ＳＢ 2011/11/22 #BBB- －
大王製紙（株） 第１０回無担保ＳＢ 2011/11/22 #BBB- ネガティブ
大王製紙（株） 長期優先債務 2010/12/06 BBB 安定的
大王製紙（株） 長期優先債務 2011/10/28 #BBB ネガティブ
大王製紙（株） 長期優先債務 2011/11/22 #BBB- －
大王製紙（株） 長期優先債務 2011/11/22 #BBB- ネガティブ
大王製紙（株） 第１１回無担保ＳＢ 2010/12/06 消滅 －
大王製紙（株） 第１４回無担保ＳＢ 2010/12/06 BBB －
大王製紙（株） 第１４回無担保ＳＢ 2011/10/28 #BBB ネガティブ
大王製紙（株） 第１４回無担保ＳＢ 2011/11/22 消滅 －
大王製紙（株） 第１４回無担保ＳＢ 2011/11/22 消滅 ネガティブ
大王製紙（株） 第１５回無担保ＳＢ 2010/12/06 BBB －
大王製紙（株） 第１５回無担保ＳＢ 2011/10/28 #BBB ネガティブ
大王製紙（株） 第１５回無担保ＳＢ 2011/11/22 #BBB- －
大王製紙（株） 第１５回無担保ＳＢ 2011/11/22 #BBB- ネガティブ
大王製紙（株） 予備格付（発行登録債） 2010/12/06 消滅 －
大王製紙（株） 第１６回無担保ＳＢ 2010/12/10 BBB －
大王製紙（株） 第１６回無担保ＳＢ 2011/10/28 #BBB ネガティブ
大王製紙（株） 第１６回無担保ＳＢ 2011/11/22 #BBB- －
大王製紙（株） 第１６回無担保ＳＢ 2011/11/22 #BBB- ネガティブ
大王製紙（株） 予備格付（発行登録債） 2011/04/26 BBB －
大王製紙（株） 予備格付（発行登録債） 2011/10/28 #BBB ネガティブ
大王製紙（株） 予備格付（発行登録債） 2011/11/22 #BBB- －
大王製紙（株） 予備格付（発行登録債） 2011/11/22 #BBB- ネガティブ
大王製紙（株） 第１７回無担保ＳＢ 2011/09/09 BBB －
大王製紙（株） 第１７回無担保ＳＢ 2011/10/28 #BBB ネガティブ
大王製紙（株） 第１７回無担保ＳＢ 2011/11/22 #BBB- －
大王製紙（株） 第１７回無担保ＳＢ 2011/11/22 #BBB- ネガティブ
朝日印刷（株） 長期優先債務 2010/05/31 BBB 安定的
朝日印刷（株） 長期優先債務 2011/07/29 BBB+ 安定的
三井化学東セロ（株） 長期優先債務 2011/02/01 A+ 安定的
三井化学東セロ（株） 長期優先債務 2012/01/20 A+ 安定的
三井化学東セロ（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/03/15 J-1 －
三井化学東セロ（株） 国内コマーシャルペーパー 2012/01/20 J-1 －
昭和電工（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/09/24 J-2 －
昭和電工（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/09/15 J-1 －
昭和電工（株） 長期優先債務 2010/09/24 BBB+ ポジティブ
昭和電工（株） 長期優先債務 2011/09/15 A- 安定的
昭和電工（株） 第２１回無担保ＳＢ 2010/09/24 BBB+ －
昭和電工（株） 第２１回無担保ＳＢ 2011/09/15 A- －
昭和電工（株） 第２２回無担保ＳＢ 2010/09/24 BBB+ －
昭和電工（株） 第２２回無担保ＳＢ 2011/09/15 A- －
昭和電工（株） 予備格付（発行登録債） 2010/09/24 消滅 －
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昭和電工（株） 第２３回無担保ＳＢ 2010/12/08 BBB+ －
昭和電工（株） 第２３回無担保ＳＢ 2011/09/15 A- －
昭和電工（株） 予備格付（発行登録債） 2011/09/15 A- －
昭和電工（株） 第２４回無担保ＳＢ 2011/10/07 A- －
住友化学（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/04/01 J-1 －
住友化学（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/09/22 J-1 －
住友化学（株） 共同ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・

プログラム
2010/04/01 A+ －

住友化学（株） 共同ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・
プログラム

2011/09/22 A+ －

住友化学（株） 共同ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・
プログラム

2011/11/25 撤回 －

住友化学（株） 第１９回無担保ＳＢ 2010/04/01 消滅 －
住友化学（株） 第２１回無担保ＳＢ 2010/04/01 A+ －
住友化学（株） 第２１回無担保ＳＢ 2011/09/22 A+ －
住友化学（株） 第２３回無担保ＳＢ 2010/04/01 A+ －
住友化学（株） 第２３回無担保ＳＢ 2011/09/22 A+ －
住友化学（株） 第２５回無担保ＳＢ 2010/04/01 A+ －
住友化学（株） 第２５回無担保ＳＢ 2011/09/22 A+ －
住友化学（株） 第２７回無担保ＳＢ 2010/04/01 A+ －
住友化学（株） 第２７回無担保ＳＢ 2011/09/22 A+ －
住友化学（株） 第２８回無担保ＳＢ 2010/04/01 A+ －
住友化学（株） 第２８回無担保ＳＢ 2011/09/22 A+ －
住友化学（株） 第２９回無担保ＳＢ 2010/04/01 A+ －
住友化学（株） 第２９回無担保ＳＢ 2011/09/22 消滅 －
住友化学（株） 第３０回無担保ＳＢ 2010/04/01 A+ －
住友化学（株） 第３０回無担保ＳＢ 2011/09/22 A+ －
住友化学（株） 第３２回無担保ＳＢ 2010/04/01 A+ －
住友化学（株） 第３２回無担保ＳＢ 2011/09/22 A+ －
住友化学（株） 第３３回無担保ＳＢ 2010/04/01 A+ －
住友化学（株） 第３３回無担保ＳＢ 2011/09/22 A+ －
住友化学（株） 長期優先債務 2010/04/01 A+ 安定的
住友化学（株） 長期優先債務 2011/09/22 A+ 安定的
住友化学（株） 第３４回無担保ＳＢ 2010/04/01 A+ －
住友化学（株） 第３４回無担保ＳＢ 2011/09/22 A+ －
住友化学（株） 第３５回無担保ＳＢ 2010/04/01 A+ －
住友化学（株） 第３５回無担保ＳＢ 2011/09/22 A+ －
住友化学（株） 第３６回無担保ＳＢ 2010/04/01 A+ －
住友化学（株） 第３６回無担保ＳＢ 2011/09/22 A+ －
住友化学（株） 第３７回無担保ＳＢ 2010/04/01 A+ －
住友化学（株） 第３７回無担保ＳＢ 2011/09/22 A+ －
住友化学（株） 第３８回無担保ＳＢ 2010/04/01 A+ －
住友化学（株） 第３８回無担保ＳＢ 2011/09/22 A+ －
住友化学（株） 第３９回無担保ＳＢ 2010/04/01 A+ －
住友化学（株） 第３９回無担保ＳＢ 2011/09/22 A+ －
住友化学（株） 第４０回無担保ＳＢ 2010/04/01 A+ －
住友化学（株） 第４０回無担保ＳＢ 2011/09/22 A+ －
住友化学（株） 第４１回無担保ＳＢ 2010/04/01 A+ －
住友化学（株） 第４１回無担保ＳＢ 2011/09/22 A+ －
住友化学（株） 第４２回無担保ＳＢ 2010/04/01 A+ －
住友化学（株） 第４２回無担保ＳＢ 2011/09/22 A+ －
住友化学（株） 第４３回無担保ＳＢ 2010/04/16 A+ －
住友化学（株） 第４３回無担保ＳＢ 2011/09/22 A+ －
住友化学（株） 第４４回無担保ＳＢ 2010/04/16 A+ －
住友化学（株） 第４４回無担保ＳＢ 2011/09/22 A+ －
住友化学（株） 予備格付（発行登録債） 2010/08/12 A+ －
住友化学（株） 予備格付（発行登録債） 2011/09/22 A+ －
住友化学（株） 第４５回無担保ＳＢ 2011/10/21 A+ －
三菱化学（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/07/29 J-1 －
三菱化学（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/12/22 J-1 －
三菱化学（株） 第２５回無担保ＳＢ 2010/07/29 A+ －
三菱化学（株） 第２５回無担保ＳＢ 2011/12/22 A+ －
三菱化学（株） 第２６回無担保ＳＢ 2010/07/29 A+ －
三菱化学（株） 第２６回無担保ＳＢ 2011/12/22 A+ －
三菱化学（株） 第２９回無担保ＳＢ 2010/07/29 A+ －
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三菱化学（株） 第２９回無担保ＳＢ 2011/12/22 A+ －
三菱化学（株） 第３１回無担保ＳＢ 2010/07/29 A+ －
三菱化学（株） 第３１回無担保ＳＢ 2011/12/22 A+ －
三菱化学（株） 第３２回無担保ＳＢ 2010/07/29 消滅 －
三菱化学（株） 長期優先債務 2010/07/29 A+ 安定的
三菱化学（株） 長期優先債務 2011/12/22 A+ 安定的
三菱化学（株） 第３３回無担保ＳＢ 2010/07/29 A+ －
三菱化学（株） 第３３回無担保ＳＢ 2011/12/22 A+ －
三菱化学（株） 第３５回無担保ＳＢ 2010/07/29 A+ －
三菱化学（株） 第３５回無担保ＳＢ 2011/12/22 A+ －
三菱化学（株） 第３６回無担保ＳＢ 2010/07/29 消滅 －
三菱化学（株） 第３７回無担保ＳＢ 2010/07/29 A+ －
三菱化学（株） 第３７回無担保ＳＢ 2011/12/22 A+ －
三菱化学（株） 第３８回無担保ＳＢ 2010/07/29 A+ －
三菱化学（株） 第３８回無担保ＳＢ 2011/12/22 A+ －
三菱化学（株） 第３９回無担保ＳＢ 2010/07/29 A+ －
三菱化学（株） 第３９回無担保ＳＢ 2011/12/22 A+ －
日産化学工業（株） 長期優先債務 2010/08/02 A 安定的
日産化学工業（株） 長期優先債務 2011/08/08 A 安定的
石原産業（株） 長期優先債務 2010/06/16 BBB- 安定的
石原産業（株） 長期優先債務 2011/07/25 BBB- 安定的
東ソー（株） 長期優先債務 2010/09/24 A- ネガティブ
東ソー（株） 長期優先債務 2011/08/05 A- 安定的
セントラル硝子（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/06/01 J-1 －
セントラル硝子（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/05/23 J-1 －
セントラル硝子（株） 長期優先債務 2010/06/01 A- 安定的
セントラル硝子（株） 長期優先債務 2011/05/23 A- 安定的
セントラル硝子（株） 予備格付（発行登録債） 2012/03/30 A- －
関東電化工業（株） 長期優先債務 2010/06/08 BBB 安定的
関東電化工業（株） 長期優先債務 2011/07/25 BBB 安定的
電気化学工業（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/10/19 J-1 －
電気化学工業（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/10/21 J-1 －
電気化学工業（株） 長期優先債務 2010/10/19 A 安定的
電気化学工業（株） 長期優先債務 2011/10/21 A 安定的
電気化学工業（株） 第１４回無担保ＳＢ 2010/10/19 A －
電気化学工業（株） 第１４回無担保ＳＢ 2011/10/21 A －
電気化学工業（株） 第１５回無担保ＳＢ 2010/10/19 A －
電気化学工業（株） 第１５回無担保ＳＢ 2011/10/21 A －
電気化学工業（株） 第１６回無担保ＳＢ 2010/10/19 A －
電気化学工業（株） 第１６回無担保ＳＢ 2011/10/21 A －
電気化学工業（株） 予備格付（発行登録債） 2010/10/19 A －
電気化学工業（株） 予備格付（発行登録債） 2011/10/21 消滅 －
電気化学工業（株） 予備格付（発行登録債） 2012/02/23 A －
信越化学工業（株） 長期優先債務 2010/04/02 AA+p 安定的
信越化学工業（株） 長期優先債務 2011/05/13 AA+p 安定的
エア・ウォーター（株） 長期優先債務 2011/03/22 A 安定的
大陽日酸（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/03/09 J-1 －
大陽日酸（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/04/20 J-1 －
大陽日酸（株） 国内コマーシャルペーパー 2012/02/22 J-1 －
大陽日酸（株） 第６回無担保ＳＢ 2010/03/09 A －
大陽日酸（株） 第６回無担保ＳＢ 2011/04/20 消滅 －
大陽日酸（株） 長期優先債務 2010/03/09 A 安定的
大陽日酸（株） 長期優先債務 2011/04/20 A 安定的
大陽日酸（株） 長期優先債務 2012/02/22 A 安定的
大陽日酸（株） 第７回無担保ＳＢ 2010/03/09 A －
大陽日酸（株） 第７回無担保ＳＢ 2011/04/20 A －
大陽日酸（株） 第７回無担保ＳＢ 2012/02/22 A －
大陽日酸（株） 第８回無担保ＳＢ 2010/03/09 A －
大陽日酸（株） 第８回無担保ＳＢ 2011/04/20 A －
大陽日酸（株） 第８回無担保ＳＢ 2012/02/22 A －
大陽日酸（株） 予備格付（発行登録債） 2010/07/14 A －
大陽日酸（株） 予備格付（発行登録債） 2011/04/20 A －
大陽日酸（株） 予備格付（発行登録債） 2012/02/22 A －
大陽日酸（株） 第９回無担保ＳＢ 2012/02/22 A －
三井化学（株） 第２４回無担保ＳＢ 2011/02/01 消滅 －
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三井化学（株） 第２８回無担保ＳＢ 2011/02/01 A+ －
三井化学（株） 第２８回無担保ＳＢ 2012/01/20 A+ －
三井化学（株） 第３１回無担保ＳＢ 2011/02/01 A+ －
三井化学（株） 第３１回無担保ＳＢ 2012/01/20 A+ －
三井化学（株） 第３２回無担保ＳＢ 2011/02/01 A+ －
三井化学（株） 第３２回無担保ＳＢ 2012/01/20 A+ －
三井化学（株） 第３３回無担保ＳＢ 2011/02/01 A+ －
三井化学（株） 第３３回無担保ＳＢ 2012/01/20 A+ －
三井化学（株） 第３４回無担保ＳＢ 2011/02/01 A+ －
三井化学（株） 第３４回無担保ＳＢ 2012/01/20 A+ －
三井化学（株） 第３５回無担保ＳＢ 2011/02/01 A+ －
三井化学（株） 第３５回無担保ＳＢ 2012/01/20 A+ －
三井化学（株） 第３６回無担保ＳＢ 2011/02/01 A+ －
三井化学（株） 第３６回無担保ＳＢ 2012/01/20 消滅 －
三井化学（株） 第３７回無担保ＳＢ 2011/02/01 A+ －
三井化学（株） 第３７回無担保ＳＢ 2012/01/20 A+ －
三井化学（株） 第３８回無担保ＳＢ 2011/02/01 A+ －
三井化学（株） 第３８回無担保ＳＢ 2012/01/20 A+ －
三井化学（株） 第３９回無担保ＳＢ 2011/02/01 A+ －
三井化学（株） 第３９回無担保ＳＢ 2012/01/20 A+ －
三井化学（株） 第４０回無担保ＳＢ 2011/02/01 A+ －
三井化学（株） 第４０回無担保ＳＢ 2012/01/20 A+ －
三井化学（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/02/01 J-1 －
三井化学（株） 国内コマーシャルペーパー 2012/01/20 J-1 －
三井化学（株） 長期優先債務 2011/02/01 A+ 安定的
三井化学（株） 長期優先債務 2012/01/20 A+ 安定的
三井化学（株） 予備格付（発行登録債） 2011/02/01 消滅 －
三井化学（株） 第４１回無担保ＳＢ 2011/02/01 A+ －
三井化学（株） 第４１回無担保ＳＢ 2012/01/20 A+ －
三井化学（株） 第４２回無担保ＳＢ 2011/07/21 A+ －
三井化学（株） 第４２回無担保ＳＢ 2012/01/20 A+ －
三井化学（株） 予備格付（発行登録債） 2011/10/24 A+ －
三井化学（株） 予備格付（発行登録債） 2012/01/20 A+ －
ダイセル化学工業（株） 第６回無担保ＳＢ 2010/12/29 A+ －
（株）ダイセル 第６回無担保ＳＢ 2012/01/12 A+ －
ダイセル化学工業（株） 長期優先債務 2010/12/29 A+ 安定的
（株）ダイセル 長期優先債務 2012/01/12 A+ 安定的
ダイセル化学工業（株） 予備格付（発行登録債） 2010/12/29 消滅 －
ダイセル化学工業（株） 第７回無担保ＳＢ 2010/12/29 A+ －
（株）ダイセル 第７回無担保ＳＢ 2012/01/12 A+ －
ダイセル化学工業（株） 第８回無担保ＳＢ 2010/12/29 A+ －
（株）ダイセル 第８回無担保ＳＢ 2012/01/12 A+ －
住友ベークライト（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/04/14 J-1 －
住友ベークライト（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/05/31 J-1 －
住友ベークライト（株） 国内コマーシャルペーパー 2012/03/19 J-1 －
住友ベークライト（株） 長期優先債務 2010/04/14 A+ 安定的
住友ベークライト（株） 長期優先債務 2011/05/31 A+ 安定的
住友ベークライト（株） 長期優先債務 2012/03/19 A+ 安定的
アイカ工業（株） 長期優先債務 2011/02/16 A 安定的
宇部興産（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/10/20 J-2 －
宇部興産（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/10/21 J-1 －
宇部興産（株） 長期優先債務 2010/10/20 BBB+ ポジティブ
宇部興産（株） 長期優先債務 2011/10/21 A- 安定的
宇部興産（株） 第６回無担保ＳＢ 2010/10/20 BBB+ －
宇部興産（株） 第６回無担保ＳＢ 2011/10/21 A- －
宇部興産（株） 予備格付（発行登録債） 2010/10/20 BBB+ －
宇部興産（株） 予備格付（発行登録債） 2011/10/21 A- －
宇部興産（株） 第７回無担保ＳＢ 2011/12/02 A- －
三菱樹脂（株） 長期優先債務 2010/07/29 A+ 安定的
三菱樹脂（株） 長期優先債務 2011/12/22 A+ 安定的
三菱樹脂（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/07/29 J-1 －
三菱樹脂（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/12/22 J-1 －
三菱樹脂（株） 第４回無担保ＳＢ 2010/07/29 消滅 －
三菱樹脂（株） 第５回無担保ＳＢ 2010/07/29 A+ －
三菱樹脂（株） 第５回無担保ＳＢ 2011/12/22 A+ －
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三菱樹脂（株） 第６回無担保ＳＢ 2010/07/29 A+ －
三菱樹脂（株） 第６回無担保ＳＢ 2011/12/22 A+ －
日本精化（株） 長期優先債務 2011/01/20 BBB 安定的
日本精化（株） 長期優先債務 2012/02/02 BBB 安定的
ハリマ化成（株） 長期優先債務 2011/02/01 BBB ポジティブ
ハリマ化成（株） 長期優先債務 2012/03/05 BBB+ 安定的
アステラス製薬（株） 長期優先債務 2010/08/24 AA+p 安定的
アステラス製薬（株） 長期優先債務 2011/07/20 AA+p 安定的
田辺三菱製薬（株） 長期優先債務 2010/07/29 A+p 安定的
田辺三菱製薬（株） 長期優先債務 2011/12/22 A+p 安定的
ロート製薬（株） 長期優先債務 2010/04/23 A 安定的
ロート製薬（株） 長期優先債務 2011/06/03 A 安定的
参天製薬（株） 長期優先債務 2010/01/07 A+ 安定的
参天製薬（株） 長期優先債務 2011/07/08 撤回 －
栄研化学（株） 長期優先債務 2010/12/28 BBB 安定的
栄研化学（株） 長期優先債務 2012/01/19 BBB 安定的
関西ペイント（株） 長期優先債務 2011/01/14 A+p 安定的
関西ペイント（株） 長期優先債務 2012/02/08 A+p 安定的
藤倉化成（株） 長期優先債務 2010/11/08 BBB+ 安定的
藤倉化成（株） 長期優先債務 2012/01/16 BBB+ 安定的
ＤＩＣ（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/08/17 J-1 －
ＤＩＣ（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/09/14 J-1 －
ＤＩＣ（株） 第３０回無担保ＳＢ 2010/08/17 A- －
ＤＩＣ（株） 第３０回無担保ＳＢ 2011/09/14 消滅 －
ＤＩＣ（株） 第３１回無担保ＳＢ 2010/08/17 A- －
ＤＩＣ（株） 第３１回無担保ＳＢ 2011/09/14 A- －
ＤＩＣ（株） 長期優先債務 2010/08/17 A- 安定的
ＤＩＣ（株） 長期優先債務 2011/09/14 A- 安定的
ＤＩＣ（株） 第３２回無担保ＳＢ 2010/08/17 A- －
ＤＩＣ（株） 第３２回無担保ＳＢ 2011/09/14 A- －
ＤＩＣ（株） 予備格付（発行登録債） 2010/08/17 消滅 －
ＤＩＣ（株） 第1回利払繰延条項・期限前償還条項

付無担保SB（劣後）
2010/08/17 BBB －

ＤＩＣ（株） 第1回利払繰延条項・期限前償還条項
付無担保SB（劣後）

2011/09/14 BBB －

ＤＩＣ（株） 予備格付（発行登録債） 2011/04/12 A- －
ＤＩＣ（株） 予備格付（発行登録債） 2011/09/14 A- －
ＤＩＣ（株） 第３５回無担保ＳＢ 2011/12/02 A- －
東洋インキ製造（株） 長期優先債務 2010/02/24 Ap 安定的
東洋インキSCホールディングス（株） 長期優先債務 2011/04/01 Ap 安定的
コニカミノルタホールディングス（株） 長期優先債務 2010/08/13 A+ 安定的
コニカミノルタホールディングス（株） 長期優先債務 2011/10/20 A+ 安定的
コニカミノルタホールディングス（株） 第１回無担保ＳＢ 2010/11/25 A+ －
コニカミノルタホールディングス（株） 第１回無担保ＳＢ 2011/10/20 A+ －
コニカミノルタホールディングス（株） 第２回無担保ＳＢ 2010/11/25 A+ －
コニカミノルタホールディングス（株） 第２回無担保ＳＢ 2011/10/20 A+ －
コニカミノルタホールディングス（株） 第３回無担保ＳＢ 2011/11/25 A+ －
コニカミノルタホールディングス（株） 第４回無担保ＳＢ 2011/11/25 A+ －
高砂香料工業（株） 長期優先債務 2011/01/18 A- 安定的
高砂香料工業（株） 長期優先債務 2012/03/30 A- 安定的
昭和シェル石油（株） 長期優先債務 2010/08/24 A+ ネガティブ
昭和シェル石油（株） 長期優先債務 2011/08/15 A+ ネガティブ
昭和シェル石油（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/08/24 J-1 －
昭和シェル石油（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/08/15 J-1 －
昭和シェル石油（株） 予備格付（発行登録債） 2010/08/24 A+ －
昭和シェル石油（株） 予備格付（発行登録債） 2011/08/15 A+ －
昭和シェル石油（株） 第８回無担保ＳＢ 2010/09/09 A+ －
昭和シェル石油（株） 第８回無担保ＳＢ 2011/08/15 A+ －
昭和シェル石油（株） 第９回無担保ＳＢ 2010/09/09 A+ －
昭和シェル石油（株） 第９回無担保ＳＢ 2011/08/15 A+ －
コスモ石油（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/09/09 J-2 －
コスモ石油（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/09/28 J-2 －
コスモ石油（株） 長期優先債務 2010/09/09 BBB+ 安定的
コスモ石油（株） 長期優先債務 2011/09/28 BBB+ 安定的
コスモ石油（株） 予備格付（発行登録債） 2010/09/09 BBB+ －
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コスモ石油（株） 予備格付（発行登録債） 2011/09/28 消滅 －
コスモ石油（株） 第２１回無担保ＳＢ 2010/09/09 BBB+ －
コスモ石油（株） 第２１回無担保ＳＢ 2011/09/28 BBB+ －
コスモ石油（株） 第２２回無担保ＳＢ 2010/12/03 BBB+ －
コスモ石油（株） 第２２回無担保ＳＢ 2011/09/28 BBB+ －
コスモ石油（株） 第２３回無担保ＳＢ 2010/12/03 BBB+ －
コスモ石油（株） 第２３回無担保ＳＢ 2011/09/28 BBB+ －
コスモ石油（株） 予備格付（発行登録債） 2011/10/13 BBB+ －
東燃ゼネラル石油（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/06/15 J-1+ －
東燃ゼネラル石油（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/06/20 J-1+ －
東燃ゼネラル石油（株） 国内コマーシャルペーパー 2012/01/30 #J-1+ ネガティブ
東燃ゼネラル石油（株） 長期優先債務 2010/06/15 AA- 安定的
東燃ゼネラル石油（株） 長期優先債務 2011/06/20 AA- 安定的
東燃ゼネラル石油（株） 長期優先債務 2012/01/30 #AA- ネガティブ
横浜ゴム（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/07/16 J-1 －
横浜ゴム（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/07/01 J-1 －
横浜ゴム（株） 長期優先債務 2010/07/16 A 安定的
横浜ゴム（株） 長期優先債務 2011/07/01 A ポジティブ
横浜ゴム（株） 第８回無担保ＳＢ 2010/07/16 A －
横浜ゴム（株） 第８回無担保ＳＢ 2011/07/01 A －
横浜ゴム（株） 予備格付（発行登録債） 2010/07/16 消滅 －
東洋ゴム工業（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/09/06 J-2 －
東洋ゴム工業（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/08/24 J-2 －
東洋ゴム工業（株） 第１９回無担保ＳＢ 2010/09/06 BBB+ －
東洋ゴム工業（株） 第１９回無担保ＳＢ 2011/08/24 BBB+ －
東洋ゴム工業（株） 長期優先債務 2010/09/06 BBB+ 安定的
東洋ゴム工業（株） 長期優先債務 2011/08/24 BBB+ 安定的
東洋ゴム工業（株） 第２０回無担保ＳＢ 2010/09/06 BBB+ －
東洋ゴム工業（株） 第２０回無担保ＳＢ 2011/08/24 消滅 －
東洋ゴム工業（株） 第２１回無担保ＳＢ 2010/09/14 BBB+ －
東洋ゴム工業（株） 第２１回無担保ＳＢ 2011/08/24 BBB+ －
東洋ゴム工業（株） 第２２回無担保ＳＢ 2010/09/14 BBB+ －
東洋ゴム工業（株） 第２２回無担保ＳＢ 2011/08/24 BBB+ －
東洋ゴム工業（株） 予備格付（発行登録債） 2011/01/14 BBB+ －
東洋ゴム工業（株） 予備格付（発行登録債） 2011/08/24 BBB+ －
東洋ゴム工業（株） 第２３回無担保ＳＢ 2011/09/06 BBB+ －
東洋ゴム工業（株） 第２４回無担保ＳＢ 2011/09/06 BBB+ －
（株）ブリヂストン 国内コマーシャルペーパー 2010/03/02 J-1+ －
（株）ブリヂストン 国内コマーシャルペーパー 2011/07/01 J-1+ －
（株）ブリヂストン 長期優先債務 2010/03/02 AA 安定的
（株）ブリヂストン 長期優先債務 2011/07/01 AA 安定的
住友ゴム工業（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/07/15 J-1 －
住友ゴム工業（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/06/07 J-1 －
住友ゴム工業（株） 第１４回無担保ＳＢ 2010/07/15 A+ －
住友ゴム工業（株） 第１４回無担保ＳＢ 2011/06/07 消滅 －
住友ゴム工業（株） 長期優先債務 2010/07/15 A+ 安定的
住友ゴム工業（株） 長期優先債務 2011/06/07 A+ 安定的
住友ゴム工業（株） 第１５回無担保ＳＢ 2010/07/15 A+ －
住友ゴム工業（株） 第１５回無担保ＳＢ 2011/06/07 A+ －
住友ゴム工業（株） 第１６回無担保ＳＢ 2010/07/15 A+ －
住友ゴム工業（株） 第１６回無担保ＳＢ 2011/06/07 A+ －
住友ゴム工業（株） 第１７回無担保ＳＢ 2010/07/15 A+ －
住友ゴム工業（株） 第１７回無担保ＳＢ 2011/06/07 A+ －
住友ゴム工業（株） 第１８回無担保ＳＢ 2010/07/15 A+ －
住友ゴム工業（株） 第１８回無担保ＳＢ 2011/06/07 A+ －
住友ゴム工業（株） 第１９回無担保ＳＢ 2010/07/15 A+ －
住友ゴム工業（株） 第１９回無担保ＳＢ 2011/06/07 A+ －
住友ゴム工業（株） 第２０回無担保ＳＢ 2010/07/15 A+ －
住友ゴム工業（株） 第２０回無担保ＳＢ 2011/06/07 A+ －
住友ゴム工業（株） 予備格付（発行登録債） 2010/07/15 A+ －
住友ゴム工業（株） 予備格付（発行登録債） 2011/06/07 消滅 －
住友ゴム工業（株） 第２１回無担保ＳＢ 2011/06/21 A+ －
住友ゴム工業（株） 第２２回無担保ＳＢ 2011/06/21 A+ －
住友ゴム工業（株） 予備格付（発行登録債） 2011/12/02 A+ －
東海ゴム工業（株） 第２回無担保ＳＢ 2011/02/16 AA- －

10 / 161 



発行体等 格付対象
公表日

(年/月/日)
格付

格付の見通し
/見直し方向

東海ゴム工業（株） 第２回無担保ＳＢ 2012/02/14 消滅 －
東海ゴム工業（株） 長期優先債務 2011/02/16 AA- 安定的
東海ゴム工業（株） 長期優先債務 2012/02/14 AA- 安定的
東海ゴム工業（株） 第３回無担保ＳＢ 2011/02/16 AA- －
東海ゴム工業（株） 第３回無担保ＳＢ 2012/02/14 AA- －
東海ゴム工業（株） 予備格付（発行登録債） 2011/02/16 AA- －
東海ゴム工業（株） 予備格付（発行登録債） 2012/02/14 AA- －
東海ゴム工業（株） 第４回無担保ＳＢ 2012/03/09 AA- －
日本板硝子（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/01/15 J-2 －
日本板硝子（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/05/23 J-2 －
日本板硝子（株） 国内コマーシャルペーパー 2012/03/23 J-2 －
日本板硝子（株） 長期優先債務 2010/01/15 BBB+ ネガティブ
日本板硝子（株） 長期優先債務 2011/05/23 BBB+ 安定的
日本板硝子（株） 長期優先債務 2012/02/02 #BBB+ ネガティブ
日本板硝子（株） 長期優先債務 2012/03/23 BBB ネガティブ
日本板硝子（株） 第７回無担保ＳＢ 2010/01/15 BBB+ －
日本板硝子（株） 第７回無担保ＳＢ 2011/05/23 BBB+ －
日本板硝子（株） 第７回無担保ＳＢ 2012/02/02 #BBB+ ネガティブ
日本板硝子（株） 第７回無担保ＳＢ 2012/03/23 BBB －
日本板硝子（株） 予備格付（発行登録債） 2010/10/15 BBB+ －
日本板硝子（株） 予備格付（発行登録債） 2011/05/23 BBB+ －
日本板硝子（株） 予備格付（発行登録債） 2011/10/13 撤回 －
日本板硝子（株） 第１０回無担保ＳＢ 2010/12/03 BBB+ －
日本板硝子（株） 第１０回無担保ＳＢ 2011/05/23 BBB+ －
日本板硝子（株） 第１０回無担保ＳＢ 2012/02/02 #BBB+ ネガティブ
日本板硝子（株） 第１０回無担保ＳＢ 2012/03/23 BBB －
日本板硝子（株） 第１２回無担保ＳＢ 2011/07/21 BBB+ －
日本板硝子（株） 第１２回無担保ＳＢ 2012/02/02 #BBB+ ネガティブ
日本板硝子（株） 第１２回無担保ＳＢ 2012/03/23 BBB －
（株）有沢製作所 長期優先債務 2010/08/05 BBB+ 安定的
（株）有沢製作所 長期優先債務 2011/08/26 BBB+ ネガティブ
コバレントマテリアル（株） 長期優先債務 2011/03/03 BBB ネガティブ
コバレントマテリアル（株） 長期優先債務 2011/08/10 #BBB 方向性不確定
コバレントマテリアル（株） 長期優先債務 2012/01/10 #BBB ネガティブ
コバレントマテリアル（株） 長期優先債務 2012/01/17 #BBB- －
コバレントマテリアル（株） 長期優先債務 2012/01/17 #BBB- ネガティブ
コバレントマテリアル（株） 第１回無担保ＳＢ 2011/03/03 BBB －
コバレントマテリアル（株） 第１回無担保ＳＢ 2011/08/10 #BBB 方向性不確定
コバレントマテリアル（株） 第１回無担保ＳＢ 2012/01/10 #BBB ネガティブ
コバレントマテリアル（株） 第１回無担保ＳＢ 2012/01/17 #BBB- －
コバレントマテリアル（株） 第１回無担保ＳＢ 2012/01/17 #BBB- ネガティブ
日本電気硝子（株） 長期優先債務 2010/11/29 AA- 安定的
日本電気硝子（株） 長期優先債務 2011/11/22 AA- 安定的
日本電気硝子（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/11/29 J-1+ －
日本電気硝子（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/11/22 J-1+ －
日本電気硝子（株） 第５回無担保ＳＢ 2010/11/29 AA- －
日本電気硝子（株） 第５回無担保ＳＢ 2011/11/22 AA- －
日本電気硝子（株） 第６回無担保ＳＢ 2010/11/29 AA- －
日本電気硝子（株） 第６回無担保ＳＢ 2011/11/22 AA- －
日本電気硝子（株） 予備格付（発行登録債） 2010/11/29 AA- －
日本電気硝子（株） 予備格付（発行登録債） 2011/11/22 AA- －
住友大阪セメント（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/02/03 J-1 －
住友大阪セメント（株） 国内コマーシャルペーパー 2012/02/28 J-1 －
住友大阪セメント（株） 長期優先債務 2011/02/03 A- 安定的
住友大阪セメント（株） 長期優先債務 2012/02/28 A- 安定的
住友大阪セメント（株） 第１０回無担保ＳＢ 2011/02/03 消滅 －
住友大阪セメント（株） 第１１回無担保ＳＢ 2011/02/03 A- －
住友大阪セメント（株） 第１１回無担保ＳＢ 2012/02/28 A- －
住友大阪セメント（株） 予備格付（発行登録債） 2011/02/03 消滅 －
住友大阪セメント（株） 第１２回無担保ＳＢ 2011/02/03 A- －
住友大阪セメント（株） 第１２回無担保ＳＢ 2012/02/28 A- －
住友大阪セメント（株） 予備格付（発行登録債） 2011/07/08 A- －
住友大阪セメント（株） 予備格付（発行登録債） 2012/02/28 A- －
住友大阪セメント（株） 第１３回無担保ＳＢ 2011/08/30 A- －
住友大阪セメント（株） 第１３回無担保ＳＢ 2012/02/28 A- －

11 / 161 



発行体等 格付対象
公表日

(年/月/日)
格付

格付の見通し
/見直し方向

（株）デイ・シイ 長期優先債務 2010/08/06 BBB- 安定的
（株）デイ・シイ 長期優先債務 2011/09/20 BBB- 安定的
（株）ノリタケカンパニーリミテド 長期優先債務 2010/10/01 A 安定的
（株）ノリタケカンパニーリミテド 長期優先債務 2011/12/26 A 安定的
日本特殊陶業（株） 長期優先債務 2011/01/28 A+ 安定的
日本特殊陶業（株） 長期優先債務 2012/01/20 A+ 安定的
日本特殊陶業（株） 第３回無担保ＳＢ 2011/01/28 A+ －
日本特殊陶業（株） 第３回無担保ＳＢ 2012/01/20 A+ －
日本特殊陶業（株） 第４回無担保ＳＢ 2011/01/28 A+ －
日本特殊陶業（株） 第４回無担保ＳＢ 2012/01/20 A+ －
日本特殊陶業（株） 第５回無担保ＳＢ 2011/01/28 A+ －
日本特殊陶業（株） 第５回無担保ＳＢ 2012/01/20 A+ －
黒崎播磨（株） 長期優先債務 2011/01/27 A 安定的
黒崎播磨（株） 長期優先債務 2012/02/02 A 安定的
黒崎播磨（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/01/27 J-1 －
黒崎播磨（株） 国内コマーシャルペーパー 2012/02/02 J-1 －
黒崎播磨（株） 第１回無担保ＳＢ 2011/01/27 A －
黒崎播磨（株） 第１回無担保ＳＢ 2012/02/02 A －
ニチアス（株） 長期優先債務 2011/03/02 BBB 安定的
ニチアス（株） 予備格付（発行登録債） 2011/07/20 BBB －
ニチアス（株） 第２回無担保ＳＢ 2011/07/20 BBB －
新日本製鐵（株） 長期優先債務 2010/10/05 AA 安定的
新日本製鐵（株） 長期優先債務 2011/10/05 AA 安定的
新日本製鐵（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/10/05 J-1+ －
新日本製鐵（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/10/05 J-1+ －
新日本製鐵（株） 第５３回無担保ＳＢ 2010/10/05 AA －
新日本製鐵（株） 第５３回無担保ＳＢ 2011/10/05 AA －
新日本製鐵（株） 第５４回無担保ＳＢ 2010/10/05 AA －
新日本製鐵（株） 第５４回無担保ＳＢ 2011/10/05 AA －
新日本製鐵（株） 第５５回無担保ＳＢ 2010/10/05 AA －
新日本製鐵（株） 第５５回無担保ＳＢ 2011/10/05 AA －
新日本製鐵（株） 第５６回無担保ＳＢ 2010/10/05 AA －
新日本製鐵（株） 第５６回無担保ＳＢ 2011/10/05 AA －
新日本製鐵（株） 第５７回無担保ＳＢ 2010/10/05 AA －
新日本製鐵（株） 第５７回無担保ＳＢ 2011/10/05 AA －
新日本製鐵（株） 第５８回無担保ＳＢ 2010/10/05 AA －
新日本製鐵（株） 第５８回無担保ＳＢ 2011/10/05 AA －
新日本製鐵（株） 第５９回無担保ＳＢ 2010/10/05 AA －
新日本製鐵（株） 第５９回無担保ＳＢ 2011/10/05 AA －
新日本製鐵（株） 第６０回無担保ＳＢ 2010/10/05 AA －
新日本製鐵（株） 第６０回無担保ＳＢ 2011/10/05 AA －
新日本製鐵（株） 第６１回無担保ＳＢ 2010/10/05 AA －
新日本製鐵（株） 第６１回無担保ＳＢ 2011/10/05 AA －
新日本製鐵（株） 第６２回無担保ＳＢ 2010/10/05 AA －
新日本製鐵（株） 第６２回無担保ＳＢ 2011/10/05 AA －
新日本製鐵（株） 第６３回無担保ＳＢ 2010/10/05 AA －
新日本製鐵（株） 第６３回無担保ＳＢ 2011/10/05 AA －
新日本製鐵（株） 第６４回無担保ＳＢ 2010/10/05 AA －
新日本製鐵（株） 第６４回無担保ＳＢ 2011/10/05 AA －
新日本製鐵（株） 予備格付（発行登録債） 2010/10/05 AA －
新日本製鐵（株） 予備格付（発行登録債） 2011/10/05 AA －
新日本製鐵（株） 第６５回無担保ＳＢ 2010/10/05 AA －
新日本製鐵（株） 第６５回無担保ＳＢ 2011/10/05 AA －
新日本製鐵（株） 第６６回無担保ＳＢ 2011/05/17 AA －
新日本製鐵（株） 第６６回無担保ＳＢ 2011/10/05 AA －
新日本製鐵（株） 第６７回無担保ＳＢ 2011/05/17 AA －
新日本製鐵（株） 第６７回無担保ＳＢ 2011/10/05 AA －
新日本製鐵（株） 第６８回無担保ＳＢ 2011/10/14 AA －
ＪＦＥスチール（株） 第２２回無担保ＳＢ 2010/10/05 AA －
ＪＦＥスチール（株） 第２２回無担保ＳＢ 2011/10/05 AA －
ＪＦＥスチール（株） 長期優先債務 2010/10/05 AA 安定的
ＪＦＥスチール（株） 長期優先債務 2011/10/05 AA 安定的
住友金属工業（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/10/05 J-1+ －
住友金属工業（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/10/05 J-1+ －
住友金属工業（株） 第３８回無担保ＳＢ 2010/10/05 消滅 －
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住友金属工業（株） 第４７回無担保ＳＢ 2010/10/05 AA- －
住友金属工業（株） 第４７回無担保ＳＢ 2011/10/05 消滅 －
住友金属工業（株） 第４８回無担保ＳＢ 2010/10/05 AA- －
住友金属工業（株） 第４８回無担保ＳＢ 2011/10/05 AA- －
住友金属工業（株） 第４９回無担保ＳＢ 2010/10/05 消滅 －
住友金属工業（株） 長期優先債務 2010/10/05 AA- 安定的
住友金属工業（株） 長期優先債務 2011/10/05 AA- 安定的
住友金属工業（株） ユーロ円債 2010/10/05 AA- －
住友金属工業（株） ユーロ円債 2011/10/05 AA- －
住友金属工業（株） 第５１回無担保ＳＢ 2010/10/05 AA- －
住友金属工業（株） 第５１回無担保ＳＢ 2011/10/05 消滅 －
住友金属工業（株） 第５２回無担保ＳＢ 2010/10/05 AA- －
住友金属工業（株） 第５２回無担保ＳＢ 2011/10/05 AA- －
住友金属工業（株） 第５３回無担保ＳＢ 2010/10/05 AA- －
住友金属工業（株） 第５３回無担保ＳＢ 2011/10/05 AA- －
住友金属工業（株） 第５４回無担保ＳＢ 2010/10/05 AA- －
住友金属工業（株） 第５４回無担保ＳＢ 2011/10/05 AA- －
住友金属工業（株） 第５５回無担保ＳＢ 2010/10/05 AA- －
住友金属工業（株） 第５５回無担保ＳＢ 2011/10/05 AA- －
住友金属工業（株） 第５６回無担保ＳＢ 2010/10/05 AA- －
住友金属工業（株） 第５６回無担保ＳＢ 2011/10/05 AA- －
住友金属工業（株） 第５７回無担保ＳＢ 2010/10/05 AA- －
住友金属工業（株） 第５７回無担保ＳＢ 2011/10/05 AA- －
住友金属工業（株） 第５８回無担保ＳＢ 2010/10/05 AA- －
住友金属工業（株） 第５８回無担保ＳＢ 2011/10/05 AA- －
住友金属工業（株） 第５９回無担保ＳＢ 2010/10/05 AA- －
住友金属工業（株） 第５９回無担保ＳＢ 2011/10/05 AA- －
住友金属工業（株） 予備格付（発行登録債） 2010/10/05 消滅 －
住友金属工業（株） 第６０回無担保ＳＢ 2010/10/05 AA- －
住友金属工業（株） 第６０回無担保ＳＢ 2011/10/05 AA- －
住友金属工業（株） 第６１回無担保ＳＢ 2010/10/05 AA- －
住友金属工業（株） 第６１回無担保ＳＢ 2011/10/05 AA- －
住友金属工業（株） 第６２回無担保ＳＢ 2010/10/05 AA- －
住友金属工業（株） 第６２回無担保ＳＢ 2011/10/05 AA- －
住友金属工業（株） 第６３回無担保ＳＢ 2010/11/19 AA- －
住友金属工業（株） 第６３回無担保ＳＢ 2011/10/05 AA- －
住友金属工業（株） 第６４回無担保ＳＢ 2011/05/25 AA- －
住友金属工業（株） 第６４回無担保ＳＢ 2011/10/05 AA- －
住友金属工業（株） 第６５回無担保ＳＢ 2011/05/25 AA- －
住友金属工業（株） 第６５回無担保ＳＢ 2011/10/05 AA- －
住友金属工業（株） 予備格付（発行登録債） 2011/06/30 AA- －
住友金属工業（株） 予備格付（発行登録債） 2011/10/05 AA- －
住友金属工業（株） 第６６回無担保ＳＢ 2011/07/15 AA- －
住友金属工業（株） 第６６回無担保ＳＢ 2011/10/05 AA- －
住友金属工業（株） 第６７回無担保ＳＢ 2011/10/14 AA- －
住友金属工業（株） 第６８回無担保ＳＢ 2011/10/14 AA- －
（株）神戸製鋼所 国内コマーシャルペーパー 2010/10/05 J-1 －
（株）神戸製鋼所 国内コマーシャルペーパー 2011/10/05 J-1 －
（株）神戸製鋼所 第４回無担保ＳＢ 2010/10/05 A+ －
（株）神戸製鋼所 第４回無担保ＳＢ 2011/10/05 消滅 －
（株）神戸製鋼所 第５回無担保ＳＢ 2010/10/05 A+ －
（株）神戸製鋼所 第５回無担保ＳＢ 2011/10/05 消滅 －
（株）神戸製鋼所 第４２回無担保ＳＢ 2010/10/05 A+ －
（株）神戸製鋼所 第４２回無担保ＳＢ 2011/10/05 A+ －
（株）神戸製鋼所 長期優先債務 2010/10/05 A+ 安定的
（株）神戸製鋼所 長期優先債務 2011/10/05 A+ 安定的
（株）神戸製鋼所 第４３回無担保ＳＢ 2010/10/05 A+ －
（株）神戸製鋼所 第４３回無担保ＳＢ 2011/10/05 A+ －
（株）神戸製鋼所 第４４回無担保ＳＢ 2010/10/05 A+ －
（株）神戸製鋼所 第４４回無担保ＳＢ 2011/10/05 A+ －
（株）神戸製鋼所 第４５回無担保ＳＢ 2010/10/05 A+ －
（株）神戸製鋼所 第４５回無担保ＳＢ 2011/10/05 A+ －
（株）神戸製鋼所 第４６回無担保ＳＢ 2010/10/05 A+ －
（株）神戸製鋼所 第４６回無担保ＳＢ 2011/10/05 A+ －
（株）神戸製鋼所 第４７回無担保ＳＢ 2010/10/05 A+ －
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（株）神戸製鋼所 第４７回無担保ＳＢ 2011/10/05 A+ －
（株）神戸製鋼所 第４８回無担保ＳＢ 2010/10/05 A+ －
（株）神戸製鋼所 第４８回無担保ＳＢ 2011/10/05 A+ －
（株）神戸製鋼所 第４９回無担保ＳＢ 2010/10/05 A+ －
（株）神戸製鋼所 第４９回無担保ＳＢ 2011/10/05 A+ －
（株）神戸製鋼所 第５０回無担保ＳＢ 2010/10/05 A+ －
（株）神戸製鋼所 第５０回無担保ＳＢ 2011/10/05 A+ －
（株）神戸製鋼所 第５１回無担保ＳＢ 2010/10/05 A+ －
（株）神戸製鋼所 第５１回無担保ＳＢ 2011/10/05 A+ －
（株）神戸製鋼所 第５２回無担保ＳＢ 2010/10/05 A+ －
（株）神戸製鋼所 第５２回無担保ＳＢ 2011/10/05 A+ －
（株）神戸製鋼所 第５３回無担保ＳＢ 2010/10/05 A+ －
（株）神戸製鋼所 第５３回無担保ＳＢ 2011/10/05 A+ －
（株）神戸製鋼所 第５４回無担保ＳＢ 2010/10/05 A+ －
（株）神戸製鋼所 第５４回無担保ＳＢ 2011/10/05 A+ －
（株）神戸製鋼所 第５５回無担保ＳＢ 2010/10/05 A+ －
（株）神戸製鋼所 第５５回無担保ＳＢ 2011/10/05 A+ －
（株）神戸製鋼所 予備格付（発行登録債） 2010/10/05 A+ －
（株）神戸製鋼所 予備格付（発行登録債） 2011/10/05 A+ －
（株）神戸製鋼所 第５６回無担保ＳＢ 2011/11/18 A+ －
（株）神戸製鋼所 第５７回無担保ＳＢ 2012/02/17 A+ －
（株）神戸製鋼所 第５８回無担保ＳＢ 2012/02/17 A+ －
日新製鋼（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/10/05 J-1 －
日新製鋼（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/10/05 J-1 －
日新製鋼（株） 長期優先債務 2010/10/05 A 安定的
日新製鋼（株） 長期優先債務 2011/10/05 A 安定的
日新製鋼（株） 第１６回無担保ＳＢ 2010/10/05 消滅 －
日新製鋼（株） 第１７回無担保ＳＢ 2010/10/05 A －
日新製鋼（株） 第１７回無担保ＳＢ 2011/10/05 A －
日新製鋼（株） 第１８回無担保ＳＢ 2010/10/05 A －
日新製鋼（株） 第１８回無担保ＳＢ 2011/10/05 A －
日新製鋼（株） 第１９回無担保ＳＢ 2010/10/05 A －
日新製鋼（株） 第１９回無担保ＳＢ 2011/10/05 A －
日新製鋼（株） 第２０回無担保ＳＢ 2010/10/05 A －
日新製鋼（株） 第２０回無担保ＳＢ 2011/10/05 A －
日新製鋼（株） 第1回利払繰延条項・期限前償還条項

付無担保SB（劣後）
2010/10/05 BBB+ －

日新製鋼（株） 第1回利払繰延条項・期限前償還条項
付無担保SB（劣後）

2011/10/05 BBB+ －

日新製鋼（株） 予備格付（発行登録債） 2011/03/31 A －
日新製鋼（株） 予備格付（発行登録債） 2011/10/05 A －
丸一鋼管（株） 長期優先債務 2010/04/15 AA- 安定的
丸一鋼管（株） 長期優先債務 2011/04/22 AA- 安定的
大同特殊鋼（株） 長期優先債務 2011/01/12 A 安定的
大同特殊鋼（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/01/12 J-1 －
大同特殊鋼（株） 第８回無担保ＳＢ 2011/01/12 A －
山陽特殊製鋼（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/02/24 J-1 －
山陽特殊製鋼（株） 国内コマーシャルペーパー 2012/03/07 J-1 －
山陽特殊製鋼（株） 長期優先債務 2011/02/24 A- ポジティブ
山陽特殊製鋼（株） 長期優先債務 2012/03/07 A 安定的
愛知製鋼（株） 長期優先債務 2010/04/12 A 安定的
愛知製鋼（株） 長期優先債務 2011/04/12 撤回 －
日本軽金属（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/11/15 J-2 －
日本軽金属（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/11/22 J-2 －
日本軽金属（株） 長期優先債務 2010/11/15 BBB 安定的
日本軽金属（株） 長期優先債務 2011/11/22 BBB 安定的
日本軽金属（株） 第1回利払繰延条項・期限前償還条項

付無担保SB(劣後)＜私募＞
2012/03/26 BB+ －

日本軽金属（株） ローン（劣後） 2012/03/26 BB+ －
三井金属鉱業（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/12/10 J-1 －
三井金属鉱業（株） 国内コマーシャルペーパー 2012/03/08 J-1 －
三井金属鉱業（株） 長期優先債務 2010/12/10 A- ポジティブ
三井金属鉱業（株） 長期優先債務 2012/03/08 A- 安定的
三井金属鉱業（株） 第５回無担保ＳＢ 2010/12/10 消滅 －
三井金属鉱業（株） 第６回無担保ＳＢ 2010/12/10 A- －
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三井金属鉱業（株） 第６回無担保ＳＢ 2012/03/08 A- －
三井金属鉱業（株） 第７回無担保ＳＢ 2010/12/10 A- －
三井金属鉱業（株） 第７回無担保ＳＢ 2012/03/08 A- －
三井金属鉱業（株） 第８回無担保ＳＢ 2010/12/10 A- －
三井金属鉱業（株） 第８回無担保ＳＢ 2012/03/08 A- －
三井金属鉱業（株） 第９回無担保ＳＢ 2010/12/10 A- －
三井金属鉱業（株） 第９回無担保ＳＢ 2012/03/08 A- －
三井金属鉱業（株） 第１０回無担保ＳＢ 2011/11/22 A- －
三井金属鉱業（株） 第１０回無担保ＳＢ 2012/03/08 A- －
東邦亜鉛（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/03/09 J-2 －
東邦亜鉛（株） 長期優先債務 2011/03/09 BBB+ 安定的
三菱マテリアル（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/12/14 J-2 －
三菱マテリアル（株） 国内コマーシャルペーパー 2012/03/08 J-2 －
三菱マテリアル（株） 第１８回無担保ＳＢ 2010/12/14 BBB+ －
三菱マテリアル（株） 第１８回無担保ＳＢ 2012/03/08 BBB+ －
三菱マテリアル（株） 長期優先債務 2010/12/14 BBB+ 安定的
三菱マテリアル（株） 長期優先債務 2012/03/08 BBB+ 安定的
三菱マテリアル（株） 第１９回無担保ＳＢ 2010/12/14 消滅 －
三菱マテリアル（株） 第２０回無担保ＳＢ 2010/12/14 BBB+ －
三菱マテリアル（株） 第２０回無担保ＳＢ 2012/03/08 BBB+ －
三菱マテリアル（株） 第２１回無担保ＳＢ 2010/12/14 BBB+ －
三菱マテリアル（株） 第２１回無担保ＳＢ 2012/03/08 BBB+ －
三菱マテリアル（株） 第２２回無担保ＳＢ 2010/12/14 BBB+ －
三菱マテリアル（株） 第２２回無担保ＳＢ 2012/03/08 BBB+ －
三菱マテリアル（株） 第２３回無担保ＳＢ 2010/12/14 BBB+ －
三菱マテリアル（株） 第２３回無担保ＳＢ 2012/03/08 BBB+ －
三菱マテリアル（株） 第２６回無担保ＳＢ 2011/10/12 BBB+ －
三菱マテリアル（株） 第２６回無担保ＳＢ 2012/03/08 BBB+ －
住友金属鉱山（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/12/27 J-1 －
住友金属鉱山（株） 国内コマーシャルペーパー 2012/03/19 J-1 －
住友金属鉱山（株） 長期優先債務 2010/12/27 A+ ポジティブ
住友金属鉱山（株） 長期優先債務 2012/03/19 A+ ポジティブ
住友金属鉱山（株） 第２６回無担保ＳＢ 2010/12/27 消滅 －
住友金属鉱山（株） 予備格付（発行登録債） 2010/12/27 A+ －
住友金属鉱山（株） 予備格付（発行登録債） 2011/07/28 撤回 －
住友金属鉱山（株） 予備格付(発行登録債) 2011/08/05 A+ －
住友金属鉱山（株） 予備格付(発行登録債) 2012/03/19 A+ －
住友金属鉱山（株） 第２７回無担保ＳＢ 2011/08/25 A+ －
住友金属鉱山（株） 第２７回無担保ＳＢ 2012/03/19 A+ －
住友金属鉱山（株） 第２８回無担保ＳＢ 2011/08/25 A+ －
住友金属鉱山（株） 第２８回無担保ＳＢ 2012/03/19 A+ －
住友金属鉱山（株） 第２９回無担保ＳＢ 2011/08/25 A+ －
住友金属鉱山（株） 第２９回無担保ＳＢ 2012/03/19 A+ －
ＤＯＷＡホールディングス（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/12/27 J-1 －
ＤＯＷＡホールディングス（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/12/28 J-1 －
ＤＯＷＡホールディングス（株） 長期優先債務 2010/12/27 A 安定的
ＤＯＷＡホールディングス（株） 長期優先債務 2011/12/28 A 安定的
古河機械金属（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/02/04 J-2 －
古河機械金属（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/07/05 J-2 －
古河機械金属（株） 長期優先債務 2010/02/04 BBB- 安定的
古河機械金属（株） 長期優先債務 2011/07/05 BBB- 安定的
住友軽金属工業（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/01/12 J-2 －
住友軽金属工業（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/12/05 J-2 －
古河電気工業（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/02/28 J-2 －
古河電気工業（株） 国内コマーシャルペーパー 2012/02/24 J-2 －
住友電気工業（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/02/16 J-1+ －
住友電気工業（株） 国内コマーシャルペーパー 2012/02/14 J-1+ －
住友電気工業（株） 第１８回無担保ＳＢ 2011/02/16 消滅 －
住友電気工業（株） 第２０回無担保ＳＢ 2011/02/16 AA －
住友電気工業（株） 第２０回無担保ＳＢ 2012/02/14 AA －
住友電気工業（株） 第２２回無担保ＳＢ 2011/02/16 AA －
住友電気工業（株） 第２２回無担保ＳＢ 2012/02/14 AA －
住友電気工業（株） 第２３回無担保ＳＢ 2011/02/16 AA －
住友電気工業（株） 第２３回無担保ＳＢ 2012/02/14 AA －
住友電気工業（株） 長期優先債務 2011/02/16 AA 安定的
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住友電気工業（株） 長期優先債務 2012/02/14 AA 安定的
住友電気工業（株） 第２４回無担保ＳＢ 2011/02/16 AA －
住友電気工業（株） 第２４回無担保ＳＢ 2012/02/14 AA －
住友電気工業（株） 第２５回無担保ＳＢ 2011/02/16 AA －
住友電気工業（株） 第２５回無担保ＳＢ 2012/02/14 AA －
住友電気工業（株） 予備格付（発行登録債） 2011/02/16 消滅 －
住友電気工業（株） 予備格付（発行登録債） 2011/08/25 AA －
住友電気工業（株） 予備格付（発行登録債） 2012/02/14 AA －
三和ホールディングス（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/11/18 J-1 －
三和ホールディングス（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/12/05 J-1 －
三和ホールディングス（株） 長期優先債務 2010/11/18 A 安定的
三和ホールディングス（株） 長期優先債務 2011/12/05 A 安定的
三和ホールディングス（株） 第４回無担保ＳＢ 2010/11/18 A －
三和ホールディングス（株） 第４回無担保ＳＢ 2011/12/05 A －
三和ホールディングス（株） 第７回無担保ＳＢ 2011/03/11 A －
三和ホールディングス（株） 第７回無担保ＳＢ 2011/12/05 A －
（株）住生活グループ 長期優先債務 2010/01/07 AA- ネガティブ
（株）住生活グループ 長期優先債務 2011/04/28 AA- 安定的
（株）住生活グループ 第２回無担保ＳＢ 2010/01/07 AA- －
（株）住生活グループ 第２回無担保ＳＢ 2011/04/28 AA- －
岡部（株） 長期優先債務 2010/12/21 BBB 安定的
岡部（株） 長期優先債務 2011/12/20 BBB 安定的
岡部（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/12/21 J-2 －
岡部（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/12/20 J-2 －
（株）牧野フライス製作所 長期優先債務 2011/02/18 BBB+ 安定的
（株）牧野フライス製作所 長期優先債務 2011/10/07 BBB+ 安定的
（株）牧野フライス製作所 第４回無担保ＳＢ 2011/02/18 BBB+ －
（株）牧野フライス製作所 第４回無担保ＳＢ 2011/10/07 BBB+ －
（株）牧野フライス製作所 第５回無担保ＳＢ 2011/02/18 BBB+ －
（株）牧野フライス製作所 第５回無担保ＳＢ 2011/10/07 BBB+ －
（株）牧野フライス製作所 第６回無担保ＳＢ 2011/10/07 BBB+ －
オーエスジー（株） 長期優先債務 2010/07/02 A 安定的
オーエスジー（株） 長期優先債務 2011/06/27 A 安定的
（株）ディスコ 長期優先債務 2011/01/11 A+ 安定的
（株）ディスコ 長期優先債務 2012/01/11 A+ 安定的
ホソカワミクロン（株） 長期優先債務 2011/03/30 BBB 安定的
ホソカワミクロン（株） 第４回無担保ＣＢ 2011/03/30 消滅 －
日本エアーテック（株） 長期優先債務 2010/08/27 BBB- 安定的
日本エアーテック（株） 長期優先債務 2011/08/24 BBB- 安定的
住友重機械工業（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/03/30 J-1 －
住友重機械工業（株） 国内コマーシャルペーパー 2012/03/22 J-1 －
住友重機械工業（株） 長期優先債務 2011/03/30 A 安定的
住友重機械工業（株） 長期優先債務 2012/03/22 A 安定的
住友重機械工業（株） 第２回無担保ＳＢ 2011/03/30 A －
住友重機械工業（株） 第２回無担保ＳＢ 2012/03/22 A －
住友重機械工業（株） 予備格付（発行登録債） 2011/03/30 A －
住友重機械工業（株） 予備格付（発行登録債） 2012/03/22 A －
新東工業（株） 長期優先債務 2011/03/30 BBB 安定的
（株）椿本チエイン 国内コマーシャルペーパー 2011/03/03 J-1 －
（株）椿本チエイン 長期優先債務 2011/03/03 A- 安定的
ＴＣＭ（株） 長期優先債務 2010/12/14 A- 安定的
ＴＣＭ（株） 長期優先債務 2011/08/10 撤回 －
理想科学工業（株） 長期優先債務 2010/12/13 A- 安定的
理想科学工業（株） 長期優先債務 2012/01/11 A- 安定的
日本精工（株） 長期優先債務 2010/11/01 A+p 安定的
日本精工（株） 長期優先債務 2011/08/26 撤回 －
日本精工（株） 長期優先債務 2011/08/26 A+ 安定的
日本精工（株） 予備格付（発行登録債） 2011/08/26 消滅 －
日本精工（株） 予備格付（発行登録債） 2012/03/13 A+ －
（株）ジェイテクト 国内コマーシャルペーパー 2010/10/12 J-1 －
（株）ジェイテクト 国内コマーシャルペーパー 2011/11/18 J-1 －
（株）ジェイテクト 長期優先債務 2010/10/12 A+ 安定的
（株）ジェイテクト 長期優先債務 2011/11/18 A+ 安定的
ミネベア（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/01/14 J-1 －
ミネベア（株） 第６回無担保ＳＢ 2011/01/14 消滅 －
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ミネベア（株） 長期優先債務 2011/01/14 A 安定的
ミネベア（株） 第８回無担保ＳＢ 2011/12/06 A －
日本トムソン（株） 長期優先債務 2010/10/26 A- 安定的
日本トムソン（株） 長期優先債務 2011/11/04 A- 安定的
日本トムソン（株） 第2回無担保CB 2011/04/04 A- －
日本トムソン（株） 第2回無担保CB 2011/11/04 A- －
ＴＨＫ（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/01/22 J-1 －
ＴＨＫ（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/04/18 J-1 －
ＴＨＫ（株） 長期優先債務 2010/01/22 A+ 安定的
ＴＨＫ（株） 長期優先債務 2011/04/18 A+ 安定的
ＴＨＫ（株） 第４回無担保ＳＢ 2010/01/22 A+ －
ＴＨＫ（株） 第４回無担保ＳＢ 2011/04/18 A+ －
ＴＨＫ（株） 第５回無担保ＳＢ 2010/10/14 A+ －
ＴＨＫ（株） 第５回無担保ＳＢ 2011/04/18 A+ －
ＴＨＫ（株） 第６回無担保ＳＢ 2010/10/14 A+ －
ＴＨＫ（株） 第６回無担保ＳＢ 2011/04/18 A+ －
ＴＨＫ（株） 予備格付（発行登録債） 2011/06/10 A+ －
ＴＨＫ（株） 第７回無担保ＳＢ 2011/10/21 A+ －
（株）キッツ 長期優先債務 2010/04/28 A- 安定的
（株）キッツ 長期優先債務 2011/05/27 A- 安定的
（株）キッツ 第１回無担保ＳＢ 2010/04/28 A- －
（株）キッツ 第１回無担保ＳＢ 2011/05/27 消滅 －
（株）日立製作所 長期優先債務 2010/12/14 AA-p 安定的
（株）日立製作所 長期優先債務 2012/03/15 AA-p 安定的
富士電機ホールディングス（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/11/11 J-2 －
富士電機（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/10/12 J-2 －
富士電機ホールディングス（株） 第１８回無担保ＳＢ 2010/11/11 消滅 －
富士電機ホールディングス（株） 長期優先債務 2010/11/11 BBB+ 安定的
富士電機（株） 長期優先債務 2011/10/12 BBB+ 安定的
富士電機ホールディングス（株） 第１９回無担保ＳＢ 2010/11/11 消滅 －
富士電機ホールディングス（株） 第２０回無担保ＳＢ 2010/11/11 BBB+ －
富士電機（株） 第２０回無担保ＳＢ 2011/10/12 BBB+ －
富士電機ホールディングス（株） 第２１回無担保ＳＢ 2010/11/11 BBB+ －
富士電機（株） 第２１回無担保ＳＢ 2011/10/12 BBB+ －
富士電機ホールディングス（株） 第２２回無担保ＳＢ 2010/11/11 BBB+ －
富士電機（株） 第２２回無担保ＳＢ 2011/10/12 BBB+ －
富士電機ホールディングス（株） 第２３回無担保ＳＢ 2010/11/11 BBB+ －
富士電機（株） 第２３回無担保ＳＢ 2011/10/12 BBB+ －
富士電機ホールディングス（株） 予備格付(発行登録債) 2010/11/11 BBB+ －
富士電機（株） 予備格付(発行登録債) 2011/10/12 消滅 －
富士電機（株） 第２４回無担保ＳＢ 2011/10/12 BBB+ －
富士電機（株） 予備格付（発行登録債） 2011/11/22 BBB+ －
（株）明電舎 国内コマーシャルペーパー 2011/02/03 J-2 －
日本電産（株） 長期優先債務 2010/08/04 A+ ポジティブ
日本電産（株） 長期優先債務 2011/08/04 A+ ポジティブ
日本電産（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/10/07 J-1 －
ＩＤＥＣ（株） 長期優先債務 2010/04/28 BBB+ 安定的
ＩＤＥＣ（株） 長期優先債務 2011/04/19 BBB+ 安定的
ホーチキ（株） 長期優先債務 2009/04/08 BBB 安定的
ホーチキ（株） 長期優先債務 2011/04/05 撤回 －
日本無線（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/12/22 J-2 －
日本無線（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/10/19 J-2 －
シャープ（株） 長期優先債務 2011/02/18 AAp ネガティブ
シャープ（株） 長期優先債務 2011/10/05 撤回 －
シャープ（株） 長期優先債務 2011/10/05 AA ネガティブ
シャープ（株） 長期優先債務 2012/02/01 #AA ネガティブ
シャープ（株） 長期優先債務 2012/02/24 AA- ネガティブ
三洋電機（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/12/21 J-1+ －
三洋電機（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/08/31 撤回 －
三洋電機（株） 第１８回無担保ＳＢ 2010/12/21 AA －
三洋電機（株） 第１８回無担保ＳＢ 2011/08/31 撤回 －
三洋電機（株） 第１９回無担保ＳＢ 2010/12/21 消滅 －
三洋電機（株） 第２０回無担保ＳＢ 2010/12/21 AA －
三洋電機（株） 第２０回無担保ＳＢ 2011/08/31 撤回 －
三洋電機（株） 長期優先債務 2010/12/21 AA 安定的
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三洋電機（株） 長期優先債務 2011/08/31 撤回 －
ミツミ電機（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/03/23 J-1 －
ミツミ電機（株） 国内コマーシャルペーパー 2012/03/30 J-1 －
ミツミ電機（株） 長期優先債務 2011/03/23 A 安定的
ミツミ電機（株） 長期優先債務 2012/03/30 A- 安定的
（株）タムラ製作所 長期優先債務 2010/08/27 BBB 安定的
（株）タムラ製作所 長期優先債務 2011/08/08 BBB 安定的
横河電機（株） 長期優先債務 2010/12/17 A+ ネガティブ
横河電機（株） 長期優先債務 2011/12/28 A 安定的
横河電機（株） ローン（劣後） 2010/12/17 A- －
横河電機（株） ローン（劣後） 2011/12/28 BBB+ －
（株）堀場製作所 長期優先債務 2010/07/22 A 安定的
（株）堀場製作所 長期優先債務 2011/07/06 A 安定的
（株）堀場製作所 第３回無担保ＳＢ 2010/07/22 A －
（株）堀場製作所 第３回無担保ＳＢ 2011/07/06 A －
（株）アドバンテスト 長期優先債務 2010/06/25 A+ 安定的
（株）アドバンテスト 長期優先債務 2011/09/02 A+ 安定的
岡谷電機産業（株） 長期優先債務 2010/08/27 BBB- 安定的
岡谷電機産業（株） 長期優先債務 2011/08/02 BBB- 安定的
住友電装（株） 第２０回無担保ＳＢ 2011/02/16 AA －
住友電装（株） 第２０回無担保ＳＢ 2012/02/14 消滅 －
住友電装（株） 長期優先債務 2011/02/16 AA 安定的
住友電装（株） 長期優先債務 2012/02/14 AA 安定的
住友電装（株） 長期優先債務 2012/02/24 撤回 －
ローム（株） 長期優先債務 2010/12/15 AA 安定的
ローム（株） 長期優先債務 2011/12/20 AA- 安定的
浜松ホトニクス（株） 長期優先債務 2011/03/04 A 安定的
浜松ホトニクス（株） 長期優先債務 2012/03/05 A ポジティブ
日東電工（株） 長期優先債務 2010/04/01 AA 安定的
日東電工（株） 長期優先債務 2011/04/07 AA 安定的
日東電工（株） 第１回無担保ＳＢ 2010/04/01 AA －
日東電工（株） 第１回無担保ＳＢ 2011/04/07 AA －
日本ケミコン（株） 長期優先債務 2011/12/12 A- 安定的
三井造船（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/09/01 J-2 －
三井造船（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/09/01 J-2 －
三井造船（株） 第９回無担保ＳＢ 2010/09/01 消滅 －
三井造船（株） 第１０回無担保ＳＢ 2010/09/01 BBB+ －
三井造船（株） 第１０回無担保ＳＢ 2011/09/01 BBB+ －
三井造船（株） 長期優先債務 2010/09/01 BBB+ 安定的
三井造船（株） 長期優先債務 2011/09/01 BBB+ 安定的
三井造船（株） 第１１回無担保ＳＢ 2011/01/21 BBB+ －
三井造船（株） 第１１回無担保ＳＢ 2011/09/01 BBB+ －
三井造船（株） 第１２回無担保ＳＢ 2011/01/21 BBB+ －
三井造船（株） 第１２回無担保ＳＢ 2011/09/01 BBB+ －
三井造船（株） 予備格付（発行登録債） 2011/03/10 BBB+ －
三井造船（株） 予備格付（発行登録債） 2011/09/01 BBB+ －
日立造船（株） 長期優先債務 2010/07/06 BBB 安定的
日立造船（株） 長期優先債務 2011/07/07 BBB 安定的
三菱重工業（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/09/01 J-1+ －
三菱重工業（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/11/10 J-1+ －
三菱重工業（株） 第１５回無担保ＳＢ 2010/09/01 AA- －
三菱重工業（株） 第１５回無担保ＳＢ 2011/11/10 AA- －
三菱重工業（株） 第１７回無担保ＳＢ 2010/09/01 AA- －
三菱重工業（株） 第１７回無担保ＳＢ 2011/11/10 AA- －
三菱重工業（株） 長期優先債務 2010/09/01 AA- 安定的
三菱重工業（株） 長期優先債務 2011/11/10 AA- 安定的
三菱重工業（株） 第１８回無担保ＳＢ 2010/09/01 消滅 －
三菱重工業（株） 第１９回無担保ＳＢ 2010/09/01 AA- －
三菱重工業（株） 第１９回無担保ＳＢ 2011/11/10 AA- －
三菱重工業（株） 第２０回無担保ＳＢ 2010/09/01 AA- －
三菱重工業（株） 第２０回無担保ＳＢ 2011/11/10 AA- －
三菱重工業（株） 第２１回無担保ＳＢ 2010/09/01 AA- －
三菱重工業（株） 第２１回無担保ＳＢ 2011/11/10 AA- －
三菱重工業（株） 第２２回無担保ＳＢ 2010/09/01 AA- －
三菱重工業（株） 第２２回無担保ＳＢ 2011/11/10 AA- －

18 / 161 



発行体等 格付対象
公表日

(年/月/日)
格付

格付の見通し
/見直し方向

三菱重工業（株） 第２３回無担保ＳＢ 2010/09/01 AA- －
三菱重工業（株） 第２３回無担保ＳＢ 2011/11/10 AA- －
三菱重工業（株） 第２４回無担保ＳＢ 2010/09/01 AA- －
三菱重工業（株） 第２４回無担保ＳＢ 2011/11/10 AA- －
三菱重工業（株） 予備格付（発行登録債） 2010/09/24 AA- －
三菱重工業（株） 予備格付（発行登録債） 2011/11/10 AA- －
川崎重工業（株） 第２６回無担保ＳＢ 2010/09/01 消滅 －
川崎重工業（株） 長期優先債務 2010/09/01 A 安定的
川崎重工業（株） 長期優先債務 2011/09/01 A 安定的
川崎重工業（株） 第２７回無担保ＳＢ 2010/09/01 A －
川崎重工業（株） 第２７回無担保ＳＢ 2011/09/01 消滅 －
川崎重工業（株） 第２８回無担保ＳＢ 2010/09/01 A －
川崎重工業（株） 第２８回無担保ＳＢ 2011/09/01 A －
川崎重工業（株） 予備格付（発行登録債） 2010/09/01 A －
川崎重工業（株） 予備格付（発行登録債） 2011/09/01 消滅 －
川崎重工業（株） 第２９回無担保ＳＢ 2010/09/01 A －
川崎重工業（株） 第２９回無担保ＳＢ 2011/09/01 A －
川崎重工業（株） 第３０回無担保ＳＢ 2010/09/01 A －
川崎重工業（株） 第３０回無担保ＳＢ 2011/09/01 A －
川崎重工業（株） 第３１回無担保ＳＢ 2010/09/01 A －
川崎重工業（株） 第３１回無担保ＳＢ 2011/09/01 A －
川崎重工業（株） 第３２回無担保ＳＢ 2010/09/01 A －
川崎重工業（株） 第３２回無担保ＳＢ 2011/09/01 A －
川崎重工業（株） 第３３回無担保ＳＢ 2011/07/15 A －
川崎重工業（株） 第３３回無担保ＳＢ 2011/09/01 A －
川崎重工業（株） 第３４回無担保ＳＢ 2011/07/15 A －
川崎重工業（株） 第３４回無担保ＳＢ 2011/09/01 A －
川崎重工業（株） 予備格付（発行登録債） 2011/11/10 A －
川崎重工業（株） 予備格付（発行登録債） 2011/11/14 撤回 －
川崎重工業（株） 予備格付（発行登録債） 2011/11/15 A －
（株）IHI 長期優先債務 2012/02/16 A- 安定的
（株）IHI 国内コマーシャルペーパー 2012/02/16 J-1 －
（株）IHI 第３２回無担保ＳＢ 2012/02/16 消滅 －
（株）IHI 第３４回無担保ＳＢ 2012/02/16 A- －
（株）IHI 第３５回無担保ＳＢ 2012/02/16 A- －
（株）IHI 予備格付（発行登録債） 2012/02/16 A- －
（株）IHI 第３６回無担保ＳＢ 2012/03/02 A- －
（株）名村造船所 長期優先債務 2010/11/22 BBB+ 安定的
（株）名村造船所 長期優先債務 2011/11/29 BBB+ 安定的
日産自動車（株） 長期優先債務 2010/09/17 A 安定的
日産自動車（株） 長期優先債務 2011/10/26 A+ 安定的
いすゞ自動車（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/08/04 J-2 －
いすゞ自動車（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/09/22 J-1 －
いすゞ自動車（株） 長期優先債務 2010/08/04 BBB+ 安定的
いすゞ自動車（株） 長期優先債務 2011/09/22 A- 安定的
トヨタ自動車（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/02/16 J-1+ －
トヨタ自動車（株） 国内コマーシャルペーパー 2012/02/17 J-1+ －
ＵＤトラックス（株） 長期優先債務 2010/07/01 BBB+ 安定的
ＵＤトラックス（株） 長期優先債務 2011/04/04 撤回 －
ＵＤトラックス（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/07/01 J-2 －
ＵＤトラックス（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/04/04 撤回 －
曙ブレーキ工業（株） 長期優先債務 2010/08/30 BBB+ 安定的
曙ブレーキ工業（株） 長期優先債務 2011/08/29 BBB+ 安定的
曙ブレーキ工業（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/08/30 J-2 －
曙ブレーキ工業（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/08/29 J-2 －
曙ブレーキ工業（株） 第２回無担保ＳＢ 2011/03/02 BBB+ －
曙ブレーキ工業（株） 第２回無担保ＳＢ 2011/08/29 BBB+ －
フタバ産業（株） 長期優先債務 2010/04/28 BBB 安定的
フタバ産業（株） 長期優先債務 2011/04/19 BBB 安定的
太平洋工業（株） 長期優先債務 2010/12/14 BBB 安定的
太平洋工業（株） 長期優先債務 2012/01/20 BBB 安定的
マツダ（株） 長期優先債務 2010/08/04 BBB+ 安定的
マツダ（株） 長期優先債務 2011/08/05 BBB+ 安定的
マツダ（株） 第２１回無担保ＳＢ 2010/08/04 BBB+ －
マツダ（株） 第２１回無担保ＳＢ 2011/08/05 BBB+ －
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マツダ（株） 第２２回無担保ＳＢ 2010/08/04 BBB+ －
マツダ（株） 第２２回無担保ＳＢ 2011/08/05 消滅 －
マツダ（株） 第２３回無担保ＳＢ 2010/08/04 BBB+ －
マツダ（株） 第２３回無担保ＳＢ 2011/08/05 BBB+ －
マツダ（株） 第２４回無担保ＳＢ 2010/08/04 BBB+ －
マツダ（株） 第２４回無担保ＳＢ 2011/08/05 BBB+ －
マツダ（株） 第２５回無担保ＳＢ 2010/08/04 BBB+ －
マツダ（株） 第２５回無担保ＳＢ 2011/08/05 BBB+ －
マツダ（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/08/04 J-2 －
マツダ（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/08/05 J-2 －
マツダ（株） 予備格付(発行登録債) 2010/08/04 BBB+ －
マツダ（株） 予備格付(発行登録債) 2011/04/04 撤回 －
マツダ（株） 第２６回無担保ＳＢ 2011/01/21 BBB+ －
マツダ（株） 第２６回無担保ＳＢ 2011/08/05 BBB+ －
マツダ（株） 予備格付(発行登録債) 2011/04/04 BBB+ －
マツダ（株） 予備格付(発行登録債) 2011/08/05 BBB+ －
（株）エクセディ 長期優先債務 2010/08/26 A+ 安定的
（株）エクセディ 長期優先債務 2011/08/24 A+ 安定的
（株）エクセディ 予備格付（発行登録債） 2012/03/02 A+ －
（株）エクセディ 第３回無担保ＳＢ 2012/03/13 A+ －
（株）ヨロズ 長期優先債務 2011/03/22 BBB+ 安定的
（株）ヨロズ 長期優先債務 2012/04/03 BBB+ 安定的
（株）ヨロズ 第２回コーラブル無担保ＣＢ 2011/03/22 BBB+ －
（株）ヨロズ 第２回コーラブル無担保ＣＢ 2011/08/29 消滅 －
昭和飛行機工業（株） 長期優先債務 2010/05/19 BBB- 安定的
昭和飛行機工業（株） 長期優先債務 2011/04/15 BBB- 安定的
昭和飛行機工業（株） 長期優先債務 2012/03/21 BBB- 安定的
カッパ・クリエイト（株） 長期優先債務 2010/01/07 BBB 安定的
カッパ・クリエイト（株） 長期優先債務 2011/05/31 BBB 安定的
伯東（株） 長期優先債務 2010/09/22 BBB+ 安定的
伯東（株） 長期優先債務 2011/09/30 BBB+ 安定的
ハリマ共和物産（株） 長期優先債務 2010/12/14 BBB- 安定的
ハリマ共和物産（株） 長期優先債務 2012/03/13 BBB- 安定的
（株）三城ホールディングス 長期優先債務 2011/01/25 BBB+ 安定的
松田産業（株） 長期優先債務 2010/07/20 BBB+ 安定的
松田産業（株） 長期優先債務 2011/09/08 BBB+ 安定的
（株）第一興商 長期優先債務 2010/11/19 A 安定的
（株）第一興商 長期優先債務 2011/12/14 A 安定的
（株）第一興商 予備格付（発行登録債） 2011/07/01 A －
（株）第一興商 予備格付（発行登録債） 2011/12/14 A －
岡谷鋼機（株） 長期優先債務 2010/12/28 BBB+ 安定的
岡谷鋼機（株） 長期優先債務 2012/01/25 BBB+ 安定的
（株）島津製作所 国内コマーシャルペーパー 2010/08/26 J-1 －
（株）島津製作所 国内コマーシャルペーパー 2011/08/05 J-1 －
（株）島津製作所 長期優先債務 2010/08/26 A+ 安定的
（株）島津製作所 長期優先債務 2011/08/05 A+ 安定的
（株）島津製作所 第１８回無担保ＳＢ 2010/08/26 A+ －
（株）島津製作所 第１８回無担保ＳＢ 2011/08/05 A+ －
（株）島津製作所 予備格付（発行登録債） 2012/02/28 A+ －
（株）ニコン 国内コマーシャルペーパー 2010/05/12 J-1 －
（株）ニコン 国内コマーシャルペーパー 2011/06/20 J-1 －
（株）ニコン 長期優先債務 2010/05/12 A+ 安定的
（株）ニコン 長期優先債務 2011/06/20 A+ 安定的
（株）ニコン 第１６回無担保ＳＢ 2010/05/12 A+ －
（株）ニコン 第１６回無担保ＳＢ 2011/06/20 A+ －
（株）ニコン 第１７回無担保ＳＢ 2010/05/12 A+ －
（株）ニコン 第１７回無担保ＳＢ 2011/06/20 A+ －
（株）ニコン 第１８回無担保ＳＢ 2011/01/21 A+ －
（株）ニコン 第１８回無担保ＳＢ 2011/06/20 A+ －
（株）ニコン 第１９回無担保ＳＢ 2011/01/21 A+ －
（株）ニコン 第１９回無担保ＳＢ 2011/06/20 A+ －
大日本スクリーン製造（株） 長期優先債務 2010/04/30 BBB 安定的
大日本スクリーン製造（株） 長期優先債務 2011/05/24 BBB ポジティブ
大日本スクリーン製造（株） 第１２回無担保ＳＢ 2010/04/30 BBB －
大日本スクリーン製造（株） 第１２回無担保ＳＢ 2011/05/24 BBB －
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大日本スクリーン製造（株） 第１４回無担保ＳＢ 2011/09/16 BBB －
大日本スクリーン製造（株） 第１５回無担保ＳＢ 2011/09/16 BBB －
ＨＯＹＡ（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/07/01 J-1+ －
ＨＯＹＡ（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/07/01 J-1+ －
ＨＯＹＡ（株） 長期優先債務 2010/07/01 AA 安定的
ＨＯＹＡ（株） 長期優先債務 2011/07/01 AA 安定的
ＨＯＹＡ（株） 第１回無担保ＳＢ 2010/07/01 AA －
ＨＯＹＡ（株） 第１回無担保ＳＢ 2011/07/01 AA －
ＨＯＹＡ（株） 第２回無担保ＳＢ 2010/07/01 AA －
ＨＯＹＡ（株） 第２回無担保ＳＢ 2011/07/01 AA －
ＨＯＹＡ（株） 第３回無担保ＳＢ 2010/07/01 AA －
ＨＯＹＡ（株） 第３回無担保ＳＢ 2011/07/01 AA －
大建工業（株） 長期優先債務 2010/08/31 BBB 安定的
大建工業（株） 長期優先債務 2011/08/24 BBB 安定的
ローランド（株） 長期優先債務 2011/02/08 BBB+ 安定的
ローランド（株） 長期優先債務 2012/01/30 撤回 －
ヤマハ（株） 長期優先債務 2010/10/07 A+ 安定的
ヤマハ（株） 長期優先債務 2011/12/01 A+ 安定的
リンテック（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/02/22 J-1 －
リンテック（株） 長期優先債務 2011/02/22 A ポジティブ
タカラスタンダード（株） 長期優先債務 2010/04/02 A 安定的
タカラスタンダード（株） 長期優先債務 2011/04/28 A 安定的
タカラスタンダード（株） 長期優先債務 2012/03/29 A 安定的
タカラスタンダード（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/04/02 J-1 －
タカラスタンダード（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/04/28 J-1 －
タカラスタンダード（株） 国内コマーシャルペーパー 2012/03/29 J-1 －
タカラスタンダード（株） 国内コマーシャルペーパー 2012/03/30 撤回 －
タカラスタンダード（株） 予備格付（発行登録債） 2010/04/02 A －
タカラスタンダード（株） 予備格付（発行登録債） 2011/04/28 消滅 －
タカラスタンダード（株） 予備格付（発行登録債） 2012/03/29 A －
ナカバヤシ（株） 長期優先債務 2010/08/11 BBB- 安定的
ナカバヤシ（株） 長期優先債務 2011/09/30 BBB- 安定的
（株）ニフコ 長期優先債務 2010/10/29 A 安定的
（株）ニフコ 長期優先債務 2011/12/21 A 安定的
（株）ニフコ 第１回無担保ＳＢ 2010/10/29 A －
（株）ニフコ 第１回無担保ＳＢ 2011/12/21 A －
（株）岡村製作所 長期優先債務 2011/02/21 A- 安定的
（株）岡村製作所 第１０回無担保ＳＢ 2011/02/21 A- －
（株）岡村製作所 第１１回無担保ＳＢ 2011/03/04 A- －
伊藤忠商事（株） ユーロミディアムタームノートプログラム 2010/09/03 A+ －
伊藤忠商事（株） ユーロミディアムタームノートプログラム 2011/04/27 AA- －
伊藤忠商事（株） ユーロミディアムタームノートプログラム 2011/09/05 AA- －
伊藤忠商事（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/04/15 J-1 －
伊藤忠商事（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/04/27 J-1+ －
伊藤忠商事（株） 第４２回無担保ＳＢ 2010/04/15 A+ －
伊藤忠商事（株） 第４２回無担保ＳＢ 2011/04/27 AA- －
伊藤忠商事（株） 長期優先債務 2010/04/15 A+ 安定的
伊藤忠商事（株） 長期優先債務 2011/04/27 AA- 安定的
伊藤忠商事（株） 第４３回無担保ＳＢ 2010/04/15 A+ －
伊藤忠商事（株） 第４３回無担保ＳＢ 2011/04/27 AA- －
伊藤忠商事（株） 第４４回無担保ＳＢ 2010/04/15 A+ －
伊藤忠商事（株） 第４４回無担保ＳＢ 2011/04/27 AA- －
伊藤忠商事（株） 第４５回無担保ＳＢ 2010/04/15 A+ －
伊藤忠商事（株） 第４５回無担保ＳＢ 2011/04/27 AA- －
伊藤忠商事（株） 第４６回無担保ＳＢ 2010/04/15 A+ －
伊藤忠商事（株） 第４６回無担保ＳＢ 2011/04/27 AA- －
伊藤忠商事（株） 第４７回無担保ＳＢ 2010/04/15 A+ －
伊藤忠商事（株） 第４７回無担保ＳＢ 2011/04/27 AA- －
伊藤忠商事（株） 第４８回無担保ＳＢ 2010/04/15 A+ －
伊藤忠商事（株） 第４８回無担保ＳＢ 2011/04/27 AA- －
伊藤忠商事（株） 第４９回無担保ＳＢ 2010/04/15 A+ －
伊藤忠商事（株） 第４９回無担保ＳＢ 2011/04/27 AA- －
伊藤忠商事（株） 第５０回無担保ＳＢ 2010/04/15 A+ －
伊藤忠商事（株） 第５０回無担保ＳＢ 2011/04/27 AA- －
伊藤忠商事（株） 予備格付（発行登録債） 2010/04/15 A+ －
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伊藤忠商事（株） 予備格付（発行登録債） 2011/04/27 消滅 －
伊藤忠商事（株） 第５１回無担保ＳＢ 2010/04/15 A+ －
伊藤忠商事（株） 第５１回無担保ＳＢ 2011/04/27 AA- －
伊藤忠商事（株） 第５２回無担保ＳＢ 2010/04/15 A+ －
伊藤忠商事（株） 第５２回無担保ＳＢ 2011/04/27 AA- －
伊藤忠商事（株） 第５３回無担保ＳＢ 2010/04/15 A+ －
伊藤忠商事（株） 第５３回無担保ＳＢ 2011/04/27 AA- －
伊藤忠商事（株） 第５４回無担保ＳＢ 2010/05/18 A+ －
伊藤忠商事（株） 第５４回無担保ＳＢ 2011/04/27 AA- －
伊藤忠商事（株） 第５５回無担保ＳＢ 2010/05/18 A+ －
伊藤忠商事（株） 第５５回無担保ＳＢ 2011/04/27 AA- －
伊藤忠商事（株） 第５６回無担保ＳＢ 2010/09/10 A+ －
伊藤忠商事（株） 第５６回無担保ＳＢ 2011/04/27 AA- －
伊藤忠商事（株） 第５７回無担保ＳＢ 2010/09/10 A+ －
伊藤忠商事（株） 第５７回無担保ＳＢ 2011/04/27 AA- －
伊藤忠商事（株） 第５８回無担保ＳＢ 2011/05/26 AA- －
伊藤忠商事（株） 第５９回無担保ＳＢ 2011/05/26 AA- －
伊藤忠商事（株） 第６０回無担保ＳＢ 2011/07/22 AA- －
伊藤忠商事（株） 予備格付（発行登録債） 2011/08/22 AA- －
伊藤忠商事（株） 第６１回無担保ＳＢ 2011/09/02 AA- －
伊藤忠商事（株） 第６２回無担保ＳＢ 2011/09/02 AA- －
伊藤忠商事（株） 第６３回無担保ＳＢ 2011/12/14 AA- －
伊藤忠商事（株） 第６４回無担保ＳＢ 2012/02/22 AA- －
丸紅（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/04/22 J-1 －
丸紅（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/04/27 J-1 －
丸紅（株） 第５３回無担保ＳＢ 2010/04/22 A －
丸紅（株） 第５３回無担保ＳＢ 2011/04/27 消滅 －
丸紅（株） 第５４回無担保ＳＢ 2010/04/22 A －
丸紅（株） 第５４回無担保ＳＢ 2011/04/27 消滅 －
丸紅（株） 第５７回無担保ＳＢ 2010/04/22 A －
丸紅（株） 第５７回無担保ＳＢ 2011/04/27 A+ －
丸紅（株） 共同ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・

プログラム
2010/08/06 A －

丸紅（株） 共同ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・
プログラム

2011/04/27 A+ －

丸紅（株） 共同ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・
プログラム

2011/08/05 A+ －

丸紅（株） 第５９回無担保ＳＢ 2010/04/22 A －
丸紅（株） 第５９回無担保ＳＢ 2011/04/27 A+ －
丸紅（株） 第６０回無担保ＳＢ 2010/04/22 A －
丸紅（株） 第６０回無担保ＳＢ 2011/04/27 消滅 －
丸紅（株） 長期優先債務 2010/04/22 A 安定的
丸紅（株） 長期優先債務 2011/04/27 A+ 安定的
丸紅（株） 第６１回無担保ＳＢ 2010/04/22 A －
丸紅（株） 第６１回無担保ＳＢ 2011/04/27 消滅 －
丸紅（株） 第６２回無担保ＳＢ 2010/04/22 A －
丸紅（株） 第６２回無担保ＳＢ 2011/04/27 A+ －
丸紅（株） 第６３回無担保ＳＢ 2010/04/22 A －
丸紅（株） 第６３回無担保ＳＢ 2011/04/27 A+ －
丸紅（株） 第６４回無担保ＳＢ 2010/04/22 A －
丸紅（株） 第６４回無担保ＳＢ 2011/04/27 A+ －
丸紅（株） 第６５回無担保ＳＢ 2010/04/22 A －
丸紅（株） 第６５回無担保ＳＢ 2011/04/27 A+ －
丸紅（株） 第６６回無担保ＳＢ 2010/04/22 A －
丸紅（株） 第６６回無担保ＳＢ 2011/04/27 A+ －
丸紅（株） 第６７回無担保ＳＢ 2010/04/22 A －
丸紅（株） 第６７回無担保ＳＢ 2011/04/27 A+ －
丸紅（株） 第６８回無担保ＳＢ 2010/04/22 A －
丸紅（株） 第６８回無担保ＳＢ 2011/04/27 A+ －
丸紅（株） 第６９回無担保ＳＢ 2010/04/22 A －
丸紅（株） 第６９回無担保ＳＢ 2011/04/27 A+ －
丸紅（株） 第７０回無担保ＳＢ 2010/04/22 A －
丸紅（株） 第７０回無担保ＳＢ 2011/04/27 A+ －
丸紅（株） 予備格付（発行登録債） 2010/04/22 A －
丸紅（株） 予備格付（発行登録債） 2011/04/27 A+ －
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丸紅（株） 予備格付（発行登録債） 2011/06/23 撤回 －
丸紅（株） 第７１回無担保ＳＢ 2010/04/22 A －
丸紅（株） 第７１回無担保ＳＢ 2011/04/27 A+ －
丸紅（株） 第７２回無担保ＳＢ 2010/04/22 A －
丸紅（株） 第７２回無担保ＳＢ 2011/04/27 A+ －
丸紅（株） 第７３回無担保ＳＢ 2010/04/22 A －
丸紅（株） 第７３回無担保ＳＢ 2011/04/27 A+ －
丸紅（株） 第７４回無担保ＳＢ 2010/04/22 A －
丸紅（株） 第７４回無担保ＳＢ 2011/04/27 A+ －
丸紅（株） 第７５回無担保ＳＢ 2010/04/22 A －
丸紅（株） 第７５回無担保ＳＢ 2011/04/27 A+ －
丸紅（株） 第７６回無担保ＳＢ 2010/04/22 A －
丸紅（株） 第７６回無担保ＳＢ 2011/04/27 A+ －
丸紅（株） 第７７回無担保ＳＢ 2010/05/18 A －
丸紅（株） 第７７回無担保ＳＢ 2011/04/27 A+ －
丸紅（株） 第７８回無担保ＳＢ 2010/06/04 A －
丸紅（株） 第７８回無担保ＳＢ 2011/04/27 A+ －
丸紅（株） 第７９回無担保ＳＢ 2010/10/08 A －
丸紅（株） 第７９回無担保ＳＢ 2011/04/27 A+ －
丸紅（株） 第８０回無担保ＳＢ 2010/10/08 A －
丸紅（株） 第８０回無担保ＳＢ 2011/04/27 A+ －
丸紅（株） 第８１回無担保ＳＢ 2010/11/26 A －
丸紅（株） 第８１回無担保ＳＢ 2011/04/27 A+ －
丸紅（株） 第８２回無担保ＳＢ 2010/12/07 A －
丸紅（株） 第８２回無担保ＳＢ 2011/04/27 A+ －
丸紅（株） 第８３回無担保ＳＢ 2011/06/07 A+ －
丸紅（株） 第８４回無担保ＳＢ 2011/06/07 A+ －
丸紅（株） 予備格付（発行登録債） 2011/07/01 A+ －
丸紅（株） 第８５回無担保ＳＢ 2011/07/01 A+ －
丸紅（株） 第８６回無担保ＳＢ 2011/07/08 A+ －
丸紅（株） 第８７回無担保ＳＢ 2011/10/07 A+ －
丸紅（株） 第８８回無担保ＳＢ 2012/01/25 A+ －
丸紅（株） 第８９回無担保ＳＢ 2012/01/25 A+ －
（株）スクロール 長期優先債務 2010/08/06 BBB 安定的
（株）スクロール 長期優先債務 2011/09/07 BBB 安定的
豊田通商（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/10/20 J-1+ －
豊田通商（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/10/05 J-1+ －
豊田通商（株） 長期優先債務 2010/10/20 AA- 安定的
豊田通商（株） 長期優先債務 2011/10/05 AA- 安定的
豊田通商（株） 第１１回無担保ＳＢ 2010/10/20 AA- －
豊田通商（株） 第１１回無担保ＳＢ 2011/10/05 AA- －
豊田通商（株） 第１３回無担保ＳＢ 2010/10/20 消滅 －
豊田通商（株） 第１４回無担保ＳＢ 2010/10/20 AA- －
豊田通商（株） 第１４回無担保ＳＢ 2011/10/05 AA- －
豊田通商（株） 第１５回無担保ＳＢ 2010/10/20 AA- －
豊田通商（株） 第１５回無担保ＳＢ 2011/10/05 AA- －
豊田通商（株） 予備格付（発行登録債） 2010/10/20 AA- －
豊田通商（株） 予備格付（発行登録債） 2011/10/05 AA- －
豊田通商（株） 第１６回無担保ＳＢ 2011/12/02 AA- －
兼松（株） 長期優先債務 2010/04/15 BBB- 安定的
兼松（株） 長期優先債務 2011/05/31 BBB 安定的
兼松（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/04/15 J-2 －
兼松（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/05/31 J-2 －
（株）ファミリーマート 長期優先債務 2011/02/24 AA-p 安定的
（株）ファミリーマート 長期優先債務 2012/02/24 AA-p 安定的
日本紙パルプ商事（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/02/01 J-1 －
日本紙パルプ商事（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/06/29 J-1 －
日本紙パルプ商事（株） 国内コマーシャルペーパー 2012/01/24 J-1 －
日本紙パルプ商事（株） 長期優先債務 2011/02/01 A- 安定的
日本紙パルプ商事（株） 長期優先債務 2012/01/24 A- 安定的
東京エレクトロン（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/10/18 J-1+ －
東京エレクトロン（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/11/14 J-1+ －
東京エレクトロン（株） 長期優先債務 2010/10/18 AA 安定的
東京エレクトロン（株） 長期優先債務 2011/11/14 AA 安定的
スターゼン（株） 長期優先債務 2010/10/19 BBB 安定的
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スターゼン（株） 長期優先債務 2011/10/05 BBB 安定的
（株）山善 長期優先債務 2011/02/23 BBB+ 安定的
（株）山善 長期優先債務 2012/02/07 BBB+ 安定的
椿本興業（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/09/14 J-2 －
椿本興業（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/09/20 J-2 －
第一実業（株） 長期優先債務 2010/10/01 BBB+ 安定的
第一実業（株） 長期優先債務 2011/10/04 BBB+ 安定的
神鋼商事（株） 長期優先債務 2010/10/18 BBB+ 安定的
神鋼商事（株） 長期優先債務 2011/11/10 BBB+ 安定的
神鋼商事（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/10/18 J-2 －
神鋼商事（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/11/10 J-2 －
阪和興業（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/09/03 J-2 －
阪和興業（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/09/09 J-2 －
阪和興業（株） 長期優先債務 2010/09/03 BBB+ 安定的
阪和興業（株） 長期優先債務 2011/09/09 BBB+ 安定的
阪和興業（株） 第２１回無担保ＳＢ 2010/09/03 BBB+ －
阪和興業（株） 第２１回無担保ＳＢ 2011/09/09 BBB+ －
阪和興業（株） 第２２回無担保ＳＢ 2011/09/09 BBB+ －
菱電商事（株） 長期優先債務 2011/03/08 A- 安定的
ニプロ（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/03/29 J-1 －
ニプロ（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/06/29 J-1 －
ニプロ（株） 長期優先債務 2010/03/29 A- 安定的
ニプロ（株） 長期優先債務 2011/06/29 A- 安定的
ニプロ（株） 第６回無担保ＳＢ 2010/03/29 A- －
ニプロ（株） 第６回無担保ＳＢ 2011/06/29 A- －
ニプロ（株） 第７回無担保ＳＢ 2010/03/29 A- －
ニプロ（株） 第７回無担保ＳＢ 2011/06/29 A- －
ニプロ（株） 第８回無担保ＳＢ 2011/03/04 A- －
ニプロ（株） 第８回無担保ＳＢ 2011/06/29 A- －
昭光通商（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/09/24 J-2 －
昭光通商（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/09/15 J-2 －
三愛石油（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/02/21 J-2 －
三愛石油（株） 国内コマーシャルペーパー 2012/02/27 J-1 －
三愛石油（株） 第４回無担保ＳＢ 2011/02/21 消滅 －
三愛石油（株） 長期優先債務 2011/02/21 BBB+ ポジティブ
三愛石油（株） 長期優先債務 2012/02/27 A- 安定的
東邦ホールディングス（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/10/18 J-1 －
東邦ホールディングス（株） 長期優先債務 2010/10/18 A- 安定的
伊藤忠エネクス（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/02/21 J-1 －
伊藤忠エネクス（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/04/27 J-1 －
伊藤忠エネクス（株） 長期優先債務 2011/02/21 A- ポジティブ
伊藤忠エネクス（株） 長期優先債務 2011/04/27 A 安定的
伊藤忠エネクス（株） 第１１回無担保ＳＢ 2011/02/21 A- －
伊藤忠エネクス（株） 第１１回無担保ＳＢ 2011/04/27 A －
伊藤忠エネクス（株） 第１２回無担保ＳＢ 2011/02/21 A- －
伊藤忠エネクス（株） 第１２回無担保ＳＢ 2011/04/27 A －
（株）トーホー 国内コマーシャルペーパー 2010/10/20 J-2 －
（株）トーホー 国内コマーシャルペーパー 2011/11/25 J-2 －
（株）木曽路 長期優先債務 2010/05/17 BBB 安定的
（株）木曽路 長期優先債務 2011/09/02 BBB 安定的
（株）木曽路 第３回コーラブル無担保ＣＢ 2010/05/17 BBB －
（株）木曽路 第３回コーラブル無担保ＣＢ 2011/09/02 消滅 －
（株）ケーヨー 長期優先債務 2010/07/09 BBB- 安定的
（株）ケーヨー 長期優先債務 2011/05/23 撤回 －
（株）アデランス 長期優先債務 2011/12/26 BBB 安定的
上新電機（株） 長期優先債務 2010/11/17 BBB+ 安定的
上新電機（株） 長期優先債務 2011/12/02 BBB+ 安定的
上新電機（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/11/17 J-2 －
上新電機（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/12/02 J-2 －
上新電機（株） 第６回期中償還請求権付無担保ＣＢ 2010/11/17 BBB+ －
上新電機（株） 第６回期中償還請求権付無担保ＣＢ 2011/12/02 BBB+ －
（株）マルエツ 国内コマーシャルペーパー 2010/05/27 J-2 －
（株）マルエツ 国内コマーシャルペーパー 2011/06/03 J-2 －
（株）マルエツ 長期優先債務 2010/05/27 BBB+ 安定的
（株）マルエツ 長期優先債務 2011/06/03 BBB+ 安定的
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ロイヤルホールディングス（株） 長期優先債務 2010/07/07 BBB ネガティブ
ロイヤルホールディングス（株） 長期優先債務 2012/02/01 BBB 安定的
（株）いなげや 国内コマーシャルペーパー 2010/04/23 J-2 －
（株）いなげや 国内コマーシャルペーパー 2011/06/03 J-2 －
（株）いなげや 長期優先債務 2010/04/23 BBB+ 安定的
（株）いなげや 長期優先債務 2011/06/03 BBB+ 安定的
（株）セブンーイレブン・ジャパン 長期優先債務 2011/02/24 AA+ 安定的
（株）セブンーイレブン・ジャパン 長期優先債務 2012/02/07 AA+ 安定的
（株）ＡＯＫＩホールディングス 長期優先債務 2010/04/16 A- 安定的
（株）ＡＯＫＩホールディングス 長期優先債務 2011/07/13 A- 安定的
（株）高島屋 国内コマーシャルペーパー 2010/03/08 J-1 －
（株）高島屋 国内コマーシャルペーパー 2011/05/12 J-1 －
（株）高島屋 国内コマーシャルペーパー 2012/03/21 J-1 －
（株）高島屋 長期優先債務 2010/03/08 A ネガティブ
（株）高島屋 長期優先債務 2011/05/12 A ネガティブ
（株）高島屋 長期優先債務 2012/03/21 A 安定的
（株）高島屋 第１０回無担保ＳＢ 2010/03/08 A －
（株）高島屋 第１０回無担保ＳＢ 2011/05/12 A －
（株）高島屋 第１０回無担保ＳＢ 2012/03/21 A －
エイチ・ツー・オー　リテイリング（株） 長期優先債務 2010/03/08 A- 安定的
エイチ・ツー・オー　リテイリング（株） 長期優先債務 2011/05/31 A- 安定的
（株）ニッセンホールディングス 長期優先債務 2010/05/28 BBB- 安定的
（株）ニッセンホールディングス 長期優先債務 2011/07/08 BBB- ポジティブ
（株）パルコ 国内コマーシャルペーパー 2011/03/24 J-1 －
（株）パルコ 長期優先債務 2011/03/24 A- 安定的
（株）セディナ 長期優先債務 2010/12/09 A 安定的
（株）セディナ 長期優先債務 2011/09/12 A ポジティブ
（株）セディナ 長期優先債務 2011/12/19 A ポジティブ
（株）セディナ 国内コマーシャルペーパー 2010/12/09 J-1 －
（株）セディナ 国内コマーシャルペーパー 2011/09/12 J-1 －
（株）セディナ 国内コマーシャルペーパー 2011/12/19 J-1 －
（株）セディナ 予備格付(発行登録債) 2010/12/09 A －
（株）セディナ 予備格付(発行登録債) 2011/05/27 撤回 －
ユニー（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/03/29 J-1 －
ユニー（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/04/20 J-1 －
ユニー（株） 国内コマーシャルペーパー 2012/04/03 J-1 －
ユニー（株） 長期優先債務 2010/03/29 A- 安定的
ユニー（株） 長期優先債務 2011/04/20 A- 安定的
ユニー（株） 長期優先債務 2012/04/03 A- 安定的
ユニー（株） 予備格付（発行登録債） 2010/03/29 A- －
ユニー（株） 予備格付（発行登録債） 2011/04/20 消滅 －
（株）イズミ 長期優先債務 2010/09/13 A 安定的
（株）イズミ 長期優先債務 2011/10/11 A 安定的
（株）平和堂 国内コマーシャルペーパー 2010/09/13 J-1 －
（株）平和堂 国内コマーシャルペーパー 2011/08/24 J-1 －
（株）平和堂 長期優先債務 2010/09/13 A ネガティブ
（株）平和堂 長期優先債務 2011/08/24 A 安定的
（株）平和堂 第５回コーラブル無担保ＣＢ 2010/09/13 消滅 －
（株）フジ 長期優先債務 2010/09/28 BBB ネガティブ
（株）フジ 長期優先債務 2011/09/28 BBB 安定的
（株）新生銀行 長期優先債務 2010/11/26 BBB 安定的
（株）新生銀行 長期優先債務 2011/12/08 BBB 安定的
（株）新生銀行 短期優先債務 2010/11/26 J-2 －
（株）新生銀行 短期優先債務 2011/12/08 J-2 －
（株）あおぞら銀行 長期優先債務 2010/11/26 BBB+ 安定的
（株）あおぞら銀行 長期優先債務 2011/12/08 BBB+ 安定的
（株）あおぞら銀行 第１回無担保ＳＢ 2010/11/26 消滅 －
（株）みずほ銀行 長期優先債務 2010/09/13 AA- 安定的
（株）みずほ銀行 長期優先債務 2011/09/09 AA- 安定的
（株）みずほ銀行 第１回無担保ＳＢ（劣後） 2010/09/13 A+ －
（株）みずほ銀行 第１回無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 A+ －
（株）みずほ銀行 第２回無担保ＳＢ（劣後） 2010/09/13 A+ －
（株）みずほ銀行 第２回無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 A+ －
（株）みずほ銀行 第３回無担保ＳＢ（劣後） 2010/09/13 A+ －
（株）みずほ銀行 第３回無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 A+ －
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（株）みずほ銀行 第４回無担保ＳＢ(劣後) 2010/09/13 A+ －
（株）みずほ銀行 第４回無担保ＳＢ(劣後) 2011/09/09 A+ －
（株）みずほ銀行 第５回無担保ＳＢ(劣後) 2010/09/13 A+ －
（株）みずほ銀行 第５回無担保ＳＢ(劣後) 2011/09/09 A+ －
（株）みずほ銀行 第６回無担保ＳＢ(劣後) 2010/09/13 A+ －
（株）みずほ銀行 第６回無担保ＳＢ(劣後) 2011/09/09 A+ －
（株）みずほ銀行 第７回無担保ＳＢ(劣後) 2010/09/13 A+ －
（株）みずほ銀行 第７回無担保ＳＢ(劣後) 2011/09/09 A+ －
（株）みずほ銀行 第８回無担保ＳＢ（劣後） 2010/09/13 A+ －
（株）みずほ銀行 第８回無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 A+ －
（株）みずほ銀行 第９回無担保ＳＢ（劣後） 2010/09/13 A+ －
（株）みずほ銀行 第９回無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 A+ －
（株）みずほ銀行 第１０回無担保ＳＢ（劣後） 2010/09/13 A+ －
（株）みずほ銀行 第１０回無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 A+ －
（株）みずほ銀行 第１１回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/09/13 A+ －
（株）みずほ銀行 第１１回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 A+ －
（株）みずほ銀行 第１１回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/12/22 消滅 －
（株）みずほ銀行 予備格付(発行登録債)＜劣後＞ 2010/09/13 消滅 －
（株）みずほ銀行 予備格付(発行登録債)＜永久劣後＞ 2010/09/13 消滅 －
（株）みずほ銀行 第１２回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/09/13 A+ －
（株）みずほ銀行 第１２回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 A+ －
（株）みずほ銀行 第１３回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/09/13 A+ －
（株）みずほ銀行 第１３回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 A+ －
（株）みずほ銀行 第１４回無担保ＳＢ（劣後） 2010/09/13 A+ －
（株）みずほ銀行 第１４回無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 A+ －
（株）みずほ銀行 第１５回無担保ＳＢ（劣後） 2010/09/13 A+ －
（株）みずほ銀行 第１５回無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 A+ －
（株）みずほ銀行 第１６回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/09/13 A+ －
（株）みずほ銀行 第１６回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 A+ －
（株）みずほ銀行 予備格付(発行登録債)＜劣後＞ 2011/06/28 A+ －
（株）みずほ銀行 予備格付(発行登録債)＜劣後＞ 2011/09/09 A+ －
（株）みずほ銀行 予備格付(発行登録債)＜永久劣後＞ 2011/06/28 A －
（株）みずほ銀行 予備格付(発行登録債)＜永久劣後＞ 2011/09/09 A －
（株）みずほ銀行 第１７回無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/06 A+ －
（株）みずほ銀行 第１７回無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 A+ －
（株）みずほ銀行 第１８回無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/06 A+ －
（株）みずほ銀行 第１８回無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 A+ －
（株）みずほ銀行 予備格付（第１９回無担保ＳＢ）＜劣後 2012/01/27 A+ －
（株）みずほ銀行 予備格付（第１９回無担保ＳＢ）＜劣後 2012/02/10 撤回 －
（株）みずほ銀行 第１９回無担保ＳＢ（劣後） 2012/02/10 A+ －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 長期優先債務 2010/09/13 AA 安定的
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 長期優先債務 2011/09/09 AA 安定的
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第９回無担保ＳＢ 2010/09/13 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第９回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第２０回無担保ＳＢ 2010/09/13 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第２０回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 共同ユーロＭＴＮ（優先債） 2010/09/13 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 共同ユーロＭＴＮ（優先債） 2011/09/09 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 共同ユーロＭＴＮ（期限付劣後債） 2010/09/13 AA- －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 共同ユーロＭＴＮ（期限付劣後債） 2011/09/09 AA- －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 共同ユーロＭＴＮ（永久劣後債） 2010/09/13 A+ －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 共同ユーロＭＴＮ（永久劣後債） 2011/09/09 A+ －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第３４回無担保ＳＢ 2010/09/13 消滅 －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第３８回無担保ＳＢ 2010/09/13 消滅 －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第２回無担保ＳＢ（劣後） 2010/09/13 消滅 －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第１０回２号無担保ＳＢ 2010/09/13 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第１０回２号無担保ＳＢ 2011/09/09 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第４３回無担保ＳＢ 2010/09/13 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第４３回無担保ＳＢ 2011/09/09 消滅 －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第３回無担保社債（劣後特約付） 2010/09/13 AA- －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第３回無担保社債（劣後特約付） 2011/09/09 AA- －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第５１回無担保ＳＢ 2010/09/13 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第５１回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第５６回無担保ＳＢ 2010/09/13 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第５６回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA －
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（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第５７回無担保ＳＢ 2010/09/13 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第５７回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第６１回無担保ＳＢ 2010/09/13 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第６１回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第４回無担保ＳＢ（劣後特約付） 2010/09/13 AA- －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第４回無担保ＳＢ（劣後特約付） 2011/09/09 AA- －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第３回２号無担保ＳＢ（劣後特約付） 2010/09/13 AA- －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第３回２号無担保ＳＢ（劣後特約付） 2011/09/09 AA- －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第６７回無担保ＳＢ 2010/09/13 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第６７回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第７２回無担保ＳＢ 2010/09/13 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第７２回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第７７回無担保ＳＢ 2010/09/13 消滅 －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第６回無担保ＳＢ（劣後特約付） 2010/09/13 AA- －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第６回無担保ＳＢ（劣後特約付） 2011/09/09 AA- －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第７回無担保ＳＢ（劣後特約付） 2010/09/13 AA- －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第７回無担保ＳＢ（劣後特約付） 2011/09/09 AA- －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第８回無担保ＳＢ（劣後） 2010/09/13 AA- －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第８回無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 AA- －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第９回無担保ＳＢ（劣後） 2010/09/13 AA- －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第９回無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 AA- －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第８２回無担保ＳＢ 2010/09/13 消滅 －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第８３回無担保ＳＢ 2010/09/13 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第８３回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第８４回無担保ＳＢ 2010/09/13 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第８４回無担保ＳＢ 2011/09/09 消滅 －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第１１回無担保ＳＢ（劣後） 2010/09/13 AA- －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第１１回無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 AA- －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第８５回無担保ＳＢ 2010/09/13 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第８５回無担保ＳＢ 2011/09/09 消滅 －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第８６回無担保ＳＢ 2010/09/13 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第８６回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第８７回無担保ＳＢ 2010/09/13 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第８７回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第８８回無担保ＳＢ 2010/09/13 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第８８回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第９０回無担保ＳＢ 2010/09/13 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第９０回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第１２回無担保ＳＢ（劣後） 2010/09/13 AA- －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第１２回無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 AA- －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第９２回無担保ＳＢ 2010/09/13 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第９２回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第９３回無担保ＳＢ 2010/09/13 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第９３回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第１３回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/09/13 AA- －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第１３回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 AA- －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第９５回無担保ＳＢ 2010/09/13 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第９５回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第９７回無担保ＳＢ 2010/09/13 消滅 －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第９８回無担保ＳＢ 2010/09/13 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第９８回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第１４回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/09/13 AA- －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第１４回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 AA- －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第９９回無担保ＳＢ 2010/09/13 消滅 －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第１００回無担保ＳＢ 2010/09/13 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第１００回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第１０１回無担保ＳＢ 2010/09/13 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第１０１回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第１５回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/09/13 AA- －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第１５回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/08/26 消滅 －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第１６回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/09/13 AA- －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第１６回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 AA- －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第１７回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/09/13 AA- －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第１７回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 AA- －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第１８回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/09/13 AA- －
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（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第１８回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 AA- －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第１９回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/09/13 AA- －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第１９回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 AA- －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第１０３回無担保ＳＢ 2010/09/13 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第１０３回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第１０４回無担保ＳＢ 2010/09/13 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第１０４回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第２０回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/09/13 AA- －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第２０回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 AA- －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第２１回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/09/13 AA- －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第２１回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 AA- －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第１０５回無担保ＳＢ 2010/09/13 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第１０５回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第１０６回無担保ＳＢ 2010/09/13 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第１０６回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第１０７回無担保ＳＢ 2010/09/13 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第１０７回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第２２回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/09/13 AA- －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第２２回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 AA- －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第１０８回無担保ＳＢ 2010/09/13 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第１０８回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第１０９回無担保ＳＢ 2010/09/13 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第１０９回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第１１０回無担保ＳＢ 2010/09/13 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第１１０回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第２３回無担保ＳＢ（劣後） 2010/09/13 AA- －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第２３回無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 AA- －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第１１１回無担保ＳＢ 2010/09/13 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第１１１回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第１１２回無担保ＳＢ 2010/09/13 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第１１２回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 予備格付（発行登録債） 2010/09/13 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 予備格付（発行登録債） 2011/09/09 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 予備格付（発行登録債） 2011/12/19 撤回 －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 予備格付（発行登録債）＜劣後＞ 2010/09/13 AA- －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 予備格付（発行登録債）＜劣後＞ 2011/09/09 AA- －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 予備格付（発行登録債）＜劣後＞ 2011/12/19 撤回 －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第１１３回無担保ＳＢ 2010/09/13 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第１１３回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第１１４回無担保ＳＢ 2010/09/13 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第１１４回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第１１５回無担保ＳＢ 2010/09/13 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第１１５回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第１１６回無担保ＳＢ 2010/09/13 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第１１６回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第２４回無担保ＳＢ（劣後） 2010/09/16 AA- －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第２４回無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 AA- －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第１１７回無担保ＳＢ 2010/10/08 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第１１７回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第１１８回無担保ＳＢ 2010/10/08 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第１１８回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第１１９回無担保ＳＢ 2010/10/08 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第１１９回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第２５回無担保ＳＢ（劣後） 2010/11/05 AA- －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第２５回無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 AA- －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第２６回無担保ＳＢ（劣後） 2010/11/05 AA- －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第２６回無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 AA- －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第２７回無担保ＳＢ（劣後） 2010/11/05 AA- －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第２７回無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 AA- －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第１２０回無担保ＳＢ 2011/01/14 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第１２０回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第１２１回無担保ＳＢ 2011/01/14 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第１２１回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第２８回無担保ＳＢ（劣後） 2011/01/14 AA- －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第２８回無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 AA- －
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（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第２９回無担保ＳＢ（劣後） 2011/01/14 AA- －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第２９回無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 AA- －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第３０回無担保ＳＢ（劣後） 2011/01/14 AA- －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第３０回無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 AA- －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第３１回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/02/18 AA- －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第３１回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 AA- －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第１２２回無担保ＳＢ 2011/04/12 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第１２２回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第１２３回無担保ＳＢ 2011/04/12 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第１２３回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第１２４回無担保ＳＢ 2011/04/12 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第１２４回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第３２回無担保ＳＢ（劣後） 2011/06/03 AA- －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第３２回無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 AA- －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第３３回無担保ＳＢ（劣後） 2011/06/03 AA- －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第３３回無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 AA- －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 予備格付（第３４回コーラブル無担保Ｓ

Ｂ）＜劣後＞
2011/06/24 AA- －

（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 予備格付（第３４回コーラブル無担保Ｓ
Ｂ）＜劣後＞

2011/07/08 撤回 －

（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第３４回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/07/08 AA- －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第３４回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 AA- －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第１２５回無担保ＳＢ 2011/07/08 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第１２５回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第１２６回無担保ＳＢ 2011/07/08 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第１２６回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第１２７回無担保ＳＢ 2011/07/08 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第１２７回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第１２８回無担保ＳＢ 2011/10/13 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第１２９回無担保ＳＢ 2011/10/13 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第１３０回無担保ＳＢ 2011/10/13 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 予備格付（発行登録債） 2011/12/19 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 予備格付（発行登録債）＜劣後＞ 2011/12/19 AA- －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第１３１回無担保ＳＢ 2012/01/18 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第１３２回無担保ＳＢ 2012/01/18 AA －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第３５回無担保ＳＢ（劣後） 2012/01/18 AA- －
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 予備格付（第３６回コーラブル無担保Ｓ

Ｂ＜劣後＞）
2012/01/20 AA- －

（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 予備格付（第３６回コーラブル無担保Ｓ
Ｂ＜劣後＞）

2012/02/03 撤回 －

（株）三菱東京ＵＦＪ銀行 第３６回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2012/02/03 AA- －
（株）みずほコーポレート銀行 長期優先債務 2010/09/13 AA- 安定的
（株）みずほコーポレート銀行 長期優先債務 2011/09/09 AA- 安定的
（株）みずほコーポレート銀行 第１回無担保ＳＢ（劣後特約付） 2010/09/13 A+ －
（株）みずほコーポレート銀行 第１回無担保ＳＢ（劣後特約付） 2011/09/09 A+ －
（株）みずほコーポレート銀行 第２回無担保ＳＢ（劣後特約付） 2010/09/13 A+ －
（株）みずほコーポレート銀行 第２回無担保ＳＢ（劣後特約付） 2011/09/09 A+ －
（株）みずほコーポレート銀行 第１回無担保ＳＢ 2010/09/13 消滅 －
（株）みずほコーポレート銀行 第２回無担保ＳＢ 2010/09/13 消滅 －
（株）みずほコーポレート銀行 第３回無担保ＳＢ 2010/09/13 AA- －
（株）みずほコーポレート銀行 第３回無担保ＳＢ 2011/09/09 消滅 －
（株）みずほコーポレート銀行 第４回無担保ＳＢ 2010/09/13 AA- －
（株）みずほコーポレート銀行 第４回無担保ＳＢ 2011/09/09 消滅 －
（株）みずほコーポレート銀行 第５回無担保ＳＢ 2010/09/13 AA- －
（株）みずほコーポレート銀行 第５回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA- －
（株）みずほコーポレート銀行 第６回無担保ＳＢ 2010/09/13 AA- －
（株）みずほコーポレート銀行 第６回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA- －
（株）みずほコーポレート銀行 第７回無担保ＳＢ 2010/09/13 AA- －
（株）みずほコーポレート銀行 第７回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA- －
（株）みずほコーポレート銀行 第８回無担保ＳＢ 2010/09/13 AA- －
（株）みずほコーポレート銀行 第８回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA- －
（株）みずほコーポレート銀行 第９回無担保ＳＢ 2010/09/13 AA- －
（株）みずほコーポレート銀行 第９回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA- －
（株）みずほコーポレート銀行 第１０回無担保ＳＢ 2010/09/13 AA- －
（株）みずほコーポレート銀行 第１０回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA- －
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（株）みずほコーポレート銀行 第１１回無担保ＳＢ 2010/09/13 AA- －
（株）みずほコーポレート銀行 第１１回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA- －
（株）みずほコーポレート銀行 第３回無担保ＳＢ（劣後特約付） 2010/09/13 A+ －
（株）みずほコーポレート銀行 第３回無担保ＳＢ（劣後特約付） 2011/09/09 A+ －
（株）みずほコーポレート銀行 第１２回無担保ＳＢ 2010/09/13 AA- －
（株）みずほコーポレート銀行 第１２回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA- －
（株）みずほコーポレート銀行 第１３回無担保ＳＢ 2010/09/13 AA- －
（株）みずほコーポレート銀行 第１３回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA- －
（株）みずほコーポレート銀行 第１４回無担保ＳＢ 2010/09/13 AA- －
（株）みずほコーポレート銀行 第１４回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA- －
（株）みずほコーポレート銀行 第１５回無担保ＳＢ 2010/09/13 AA- －
（株）みずほコーポレート銀行 第１５回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA- －
（株）みずほコーポレート銀行 第４回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/09/13 A+ －
（株）みずほコーポレート銀行 第４回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 A+ －
（株）みずほコーポレート銀行 第４回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2012/03/16 消滅 －
（株）みずほコーポレート銀行 第１６回無担保ＳＢ 2010/09/13 AA- －
（株）みずほコーポレート銀行 第１６回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA- －
（株）みずほコーポレート銀行 第５回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/09/13 A+ －
（株）みずほコーポレート銀行 第５回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 A+ －
（株）みずほコーポレート銀行 第６回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/09/13 A+ －
（株）みずほコーポレート銀行 第６回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 A+ －
（株）みずほコーポレート銀行 第７回無担保ＳＢ（劣後） 2010/09/13 A+ －
（株）みずほコーポレート銀行 第７回無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 A+ －
（株）みずほコーポレート銀行 第１７回無担保ＳＢ 2010/09/13 AA- －
（株）みずほコーポレート銀行 第１７回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA- －
（株）みずほコーポレート銀行 第１８回無担保ＳＢ 2010/09/13 AA- －
（株）みずほコーポレート銀行 第１８回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA- －
（株）みずほコーポレート銀行 第１９回無担保ＳＢ 2010/09/13 AA- －
（株）みずほコーポレート銀行 第１９回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA- －
（株）みずほコーポレート銀行 第２０回無担保ＳＢ 2010/09/13 AA- －
（株）みずほコーポレート銀行 第２０回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA- －
（株）みずほコーポレート銀行 第２１回無担保ＳＢ 2010/09/13 AA- －
（株）みずほコーポレート銀行 第２１回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA- －
（株）みずほコーポレート銀行 第２２回無担保ＳＢ 2010/09/13 AA- －
（株）みずほコーポレート銀行 第２２回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA- －
（株）みずほコーポレート銀行 第２３回無担保ＳＢ 2010/10/14 AA- －
（株）みずほコーポレート銀行 第２３回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA- －
（株）みずほコーポレート銀行 第２４回無担保ＳＢ 2011/01/14 AA- －
（株）みずほコーポレート銀行 第２４回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA- －
（株）みずほコーポレート銀行 予備格付（発行登録債） 2011/02/01 AA- －
（株）みずほコーポレート銀行 予備格付（発行登録債） 2011/09/09 AA- －
（株）みずほコーポレート銀行 予備格付（発行登録債）<期限付劣後 2011/02/01 A+ －
（株）みずほコーポレート銀行 予備格付（発行登録債）<期限付劣後 2011/09/09 A+ －
（株）みずほコーポレート銀行 予備格付（発行登録債）<永久劣後債> 2011/02/01 A －
（株）みずほコーポレート銀行 予備格付（発行登録債）<永久劣後債> 2011/09/09 A －
（株）みずほコーポレート銀行 第２５回無担保ＳＢ 2011/04/14 AA- －
（株）みずほコーポレート銀行 第２５回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA- －
（株）みずほコーポレート銀行 第２６回無担保ＳＢ 2011/07/13 AA- －
（株）みずほコーポレート銀行 第２６回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA- －
（株）みずほコーポレート銀行 第２７回無担保ＳＢ 2011/10/14 AA- －
（株）みずほコーポレート銀行 第８回無担保ＳＢ（劣後） 2011/10/25 A+ －
（株）みずほコーポレート銀行 第９回無担保ＳＢ（劣後） 2011/10/25 A+ －
（株）みずほコーポレート銀行 第２８回無担保ＳＢ 2012/01/19 AA- －
（株）りそな銀行 長期優先債務 2010/09/13 A 安定的
（株）りそな銀行 長期優先債務 2011/09/09 A+ 安定的
（株）りそな銀行 短期優先債務 2010/09/13 J-1 －
（株）りそな銀行 短期優先債務 2011/09/09 J-1+ －
（株）第四銀行 長期優先債務 2010/05/20 A+ 安定的
（株）第四銀行 長期優先債務 2011/07/29 A+ 安定的
（株）北越銀行 長期優先債務 2010/06/11 A- 安定的
（株）北越銀行 長期優先債務 2011/06/15 A 安定的
（株）北越銀行 第１回コーラブル無担保ＣＢ（劣後） 2010/06/11 BBB+ －
（株）北越銀行 第１回コーラブル無担保ＣＢ（劣後） 2011/06/15 消滅 －
（株）北越銀行 予備格付（発行登録債） 2010/06/11 A- －
（株）北越銀行 予備格付（発行登録債） 2011/06/15 消滅 －
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（株）北越銀行 第３回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/06/11 BBB+ －
（株）北越銀行 第３回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/06/15 A- －
（株）福岡銀行 長期優先債務 2011/01/28 A+ 安定的
（株）福岡銀行 長期優先債務 2012/01/25 A+ 安定的
（株）西日本シティ銀行 第４回無担保ＳＢ（劣後） 2010/09/17 A- －
（株）西日本シティ銀行 第４回無担保ＳＢ（劣後） 2011/08/23 A- －
（株）西日本シティ銀行 第１回無担保ＳＢ（劣後） 2010/09/17 A- －
（株）西日本シティ銀行 第１回無担保ＳＢ（劣後） 2011/08/23 A- －
（株）西日本シティ銀行 長期優先債務 2010/09/17 A 安定的
（株）西日本シティ銀行 長期優先債務 2011/08/23 A 安定的
（株）西日本シティ銀行 第４回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/09/17 A- －
（株）西日本シティ銀行 第４回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/08/23 A- －
（株）西日本シティ銀行 第５回無担保ＳＢ（劣後） 2010/09/17 A- －
（株）西日本シティ銀行 第５回無担保ＳＢ（劣後） 2011/08/23 A- －
（株）西日本シティ銀行 予備格付（発行登録債） 2010/09/17 A －
（株）西日本シティ銀行 予備格付（発行登録債） 2011/08/23 消滅 －
（株）西日本シティ銀行 第６回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/09/17 A- －
（株）西日本シティ銀行 第６回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/08/23 A- －
（株）西日本シティ銀行 第７回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/03/16 A- －
（株）西日本シティ銀行 第７回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/08/23 A- －
（株）西日本シティ銀行 予備格付（発行登録債） 2011/10/31 A －
（株）西日本シティ銀行 第８回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/12/05 A- －
(株)横浜銀行 長期優先債務 2010/04/09 AA 安定的
(株)横浜銀行 長期優先債務 2011/09/20 AA 安定的
(株)横浜銀行 第９回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/04/09 AA- －
(株)横浜銀行 第９回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/20 AA- －
(株)横浜銀行 第１０回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/04/09 AA- －
(株)横浜銀行 第１０回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/20 AA- －
(株)横浜銀行 第１１回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/04/09 AA- －
(株)横浜銀行 第１１回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/20 AA- －
(株)横浜銀行 第１２回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/04/09 AA- －
(株)横浜銀行 第１２回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/20 AA- －
(株)横浜銀行 第１３回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/04/09 AA- －
(株)横浜銀行 第１３回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/20 AA- －
(株)横浜銀行 第１４回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/04/09 AA- －
(株)横浜銀行 第１４回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/20 AA- －
(株)横浜銀行 予備格付（発行登録債） 2010/04/09 AA －
(株)横浜銀行 予備格付（発行登録債） 2011/09/20 AA －
(株)横浜銀行 予備格付（発行登録債） 2012/03/30 AA －
（株）群馬銀行 長期優先債務 2010/04/26 AA 安定的
（株）群馬銀行 長期優先債務 2011/04/27 AA 安定的
（株）武蔵野銀行 長期優先債務 2011/03/16 A+ 安定的
（株）武蔵野銀行 長期優先債務 2012/01/25 A+ 安定的
（株）武蔵野銀行 第１回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/03/16 A －
（株）武蔵野銀行 第１回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/08 消滅 －
（株）武蔵野銀行 第２回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/07/21 A －
（株）武蔵野銀行 第２回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2012/01/25 A －
（株）武蔵野銀行 予備格付（劣後ローン） 2012/01/25 A －
（株）武蔵野銀行 予備格付（劣後ローン） 2012/03/06 撤回 －
（株）武蔵野銀行 劣後ローン 2012/03/06 A －
（株）千葉興業銀行 長期優先債務 2010/09/27 BBB 安定的
（株）千葉興業銀行 長期優先債務 2011/10/04 BBB ポジティブ
（株）筑波銀行 長期優先債務 2010/03/01 BBB ネガティブ
（株）筑波銀行 長期優先債務 2011/10/26 BBB 安定的
（株）東京都民銀行 長期優先債務 2010/10/20 A- ネガティブ
（株）東京都民銀行 長期優先債務 2011/09/08 A- 安定的
（株）東京都民銀行 第２回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/10/20 BBB+ －
（株）東京都民銀行 第２回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/08 BBB+ －
（株）東京都民銀行 第２回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2012/02/23 消滅 －
（株）東京都民銀行 第３回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/10/20 BBB+ －
（株）東京都民銀行 第３回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/08 BBB+ －
（株）東京都民銀行 第４回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/10/20 BBB+ －
（株）東京都民銀行 第４回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/08 BBB+ －
（株）東京都民銀行 第５回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/01/25 BBB+ －
（株）東京都民銀行 第５回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/08 BBB+ －
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（株）東京都民銀行 第６回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/10/20 BBB+ －
（株）東京都民銀行 第７回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/10/20 BBB+ －
（株）七十七銀行 長期優先債務 2010/02/12 AA 安定的
（株）七十七銀行 長期優先債務 2011/10/18 AA 安定的
（株）青森銀行 長期優先債務 2010/11/02 A 安定的
（株）青森銀行 長期優先債務 2011/10/19 A 安定的
（株）青森銀行 第１回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/11/02 A- －
（株）青森銀行 第１回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/05/17 消滅 －
（株）秋田銀行 長期優先債務 2010/08/31 A+ 安定的
（株）秋田銀行 長期優先債務 2011/11/01 A+ 安定的
（株）山形銀行 長期優先債務 2011/03/18 A+ 安定的
（株）東邦銀行 長期優先債務 2010/03/29 A ポジティブ
（株）東邦銀行 長期優先債務 2011/11/04 A 安定的
（株）東邦銀行 予備格付（発行登録債） 2010/11/30 A －
（株）東邦銀行 予備格付（発行登録債） 2011/11/04 A －
(株)みちのく銀行 長期優先債務 2010/11/02 A- 安定的
(株)みちのく銀行 長期優先債務 2011/10/19 A- 安定的
(株)みちのく銀行 第２回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/11/02 BBB+ －
(株)みちのく銀行 第２回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/10/19 BBB+ －
(株)みちのく銀行 第３回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/11/02 BBB+ －
(株)みちのく銀行 第３回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/10/19 BBB+ －
（株）北海道銀行 長期優先債務 2010/03/09 A 安定的
（株）北海道銀行 長期優先債務 2011/04/05 A 安定的
（株）北海道銀行 長期優先債務 2012/03/14 A 安定的
(株)十六銀行 長期優先債務 2011/08/23 A 安定的
(株)北陸銀行 長期優先債務 2010/03/09 A 安定的
(株)北陸銀行 長期優先債務 2011/04/05 A 安定的
(株)北陸銀行 長期優先債務 2012/03/14 A 安定的
(株)大垣共立銀行 長期優先債務 2011/03/18 A 安定的
(株)大垣共立銀行 長期優先債務 2012/03/12 A 安定的
(株)大垣共立銀行 第１回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/03/18 A- －
(株)大垣共立銀行 第１回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/11/21 消滅 －
(株)大垣共立銀行 第２回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/16 A- －
(株)大垣共立銀行 第２回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2012/03/12 A- －
（株）福井銀行 長期優先債務 2010/04/30 A 安定的
（株）福井銀行 長期優先債務 2011/05/31 A 安定的
（株）福井銀行 予備格付（発行登録債） 2010/10/05 A －
（株）福井銀行 予備格付（発行登録債） 2011/05/31 A －
（株）福井銀行 予備格付（発行登録債） 2011/06/17 撤回 －
（株）福井銀行 第２回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/10/20 A- －
（株）福井銀行 第２回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/05/31 A- －
（株）北国銀行 長期優先債務 2010/04/21 A+ 安定的
（株）北国銀行 長期優先債務 2011/04/27 A+ 安定的
（株）北国銀行 第１回無担保ＳＢ 2010/04/21 A+ －
（株）北国銀行 第１回無担保ＳＢ 2011/04/27 消滅 －
（株）北国銀行 第２回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/04/21 A －
（株）北国銀行 第２回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/04/27 A －
（株）北国銀行 第２回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2012/03/16 消滅 －
（株）清水銀行 長期優先債務 2011/02/21 A 安定的
（株）清水銀行 長期優先債務 2012/03/09 A 安定的
（株）清水銀行 第１回コーラブル無担保ＣＢ（劣後） 2011/02/21 A- －
（株）清水銀行 第１回コーラブル無担保ＣＢ（劣後） 2012/03/09 A- －
（株）清水銀行 第１回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/02/21 A- －
（株）清水銀行 第１回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2012/03/09 A- －
（株）滋賀銀行 長期優先債務 2010/05/19 A+ 安定的
（株）滋賀銀行 長期優先債務 2011/07/29 A+ 安定的
（株）南都銀行 長期優先債務 2011/03/18 A 安定的
（株）南都銀行 長期優先債務 2012/04/02 A 安定的
（株）南都銀行 第２回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/03/18 A- －
（株）南都銀行 第２回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2012/04/02 A- －
(株)紀陽銀行 長期優先債務 2012/03/07 A- 安定的
（株）三重銀行 長期優先債務 2010/08/02 A 安定的
（株）三重銀行 長期優先債務 2011/08/10 A 安定的
（株）池田銀行 長期優先債務 2010/02/15 BBB+ ポジティブ
（株）池田泉州銀行 長期優先債務 2011/05/30 BBB+ ポジティブ
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（株）池田銀行 第７回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/02/15 BBB －
（株）池田泉州銀行 第７回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/05/30 BBB －
（株）池田泉州銀行 第７回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/29 消滅 －
（株）池田銀行 第８回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/02/15 BBB －
（株）池田泉州銀行 第８回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/05/30 BBB －
（株）池田泉州銀行 第８回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2012/03/20 消滅 －
（株）広島銀行 第１０回無担保ＳＢ 2010/09/16 A+ －
（株）広島銀行 第１０回無担保ＳＢ 2011/09/30 A+ －
（株）広島銀行 第１１回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/09/16 A －
（株）広島銀行 第１１回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/30 A －
（株）広島銀行 第１１回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/12/15 消滅 －
（株）広島銀行 長期優先債務 2010/09/16 A+ 安定的
（株）広島銀行 長期優先債務 2011/09/30 A+ 安定的
（株）広島銀行 第１２回無担保ＳＢ 2010/09/16 A+ －
（株）広島銀行 第１２回無担保ＳＢ 2011/09/30 A+ －
（株）広島銀行 第１３回無担保ＳＢ 2010/09/16 A+ －
（株）広島銀行 第１３回無担保ＳＢ 2011/09/30 A+ －
（株）広島銀行 第１４回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/09/16 A －
（株）広島銀行 第１４回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/30 A －
（株）広島銀行 予備格付（発行登録債） 2010/09/16 A+ －
（株）広島銀行 予備格付（発行登録債） 2011/09/30 消滅 －
（株）広島銀行 予備格付（発行登録債） 2011/12/27 A+ －
(株)山陰合同銀行 長期優先債務 2009/12/14 AA- 安定的
(株)山陰合同銀行 長期優先債務 2011/05/20 AA- 安定的
(株)百十四銀行 長期優先債務 2010/09/16 A 安定的
(株)百十四銀行 長期優先債務 2011/09/08 A 安定的
(株)百十四銀行 第１回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/09/16 A- －
(株)百十四銀行 第１回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/05 消滅 －
(株)百十四銀行 第２回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/06/21 A- －
(株)百十四銀行 第２回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/08 A- －
（株）四国銀行 長期優先債務 2010/04/13 A- 安定的
（株）四国銀行 長期優先債務 2011/04/25 A- 安定的
（株）四国銀行 第１回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/04/13 BBB+ －
（株）四国銀行 第１回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/04/25 BBB+ －
（株）四国銀行 予備格付（発行登録債） 2010/09/29 A- －
（株）四国銀行 予備格付（発行登録債） 2011/04/25 A- －
（株）四国銀行 第２回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/10/26 BBB+ －
（株）阿波銀行 長期優先債務 2010/10/21 AA- 安定的
（株）阿波銀行 長期優先債務 2011/10/14 AA- 安定的
（株）阿波銀行 第５回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/10/21 A+ －
（株）阿波銀行 第５回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/10/14 A+ －
（株）親和銀行 長期優先債務 2011/01/28 A 安定的
（株）親和銀行 長期優先債務 2012/01/25 A 安定的
（株）大分銀行 長期優先債務 2011/02/22 A+ 安定的
（株）大分銀行 長期優先債務 2012/02/17 A+ 安定的
（株）宮崎銀行 長期優先債務 2010/03/09 A 安定的
（株）宮崎銀行 長期優先債務 2011/04/07 A 安定的
（株）宮崎銀行 予備格付（発行登録債） 2010/10/29 A －
（株）宮崎銀行 予備格付（発行登録債） 2011/04/07 A －
（株）宮崎銀行 第２回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/11/18 A- －
（株）宮崎銀行 第２回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/04/07 A- －
（株）十八銀行 長期優先債務 2010/06/29 A 安定的
（株）十八銀行 長期優先債務 2011/06/27 A 安定的
（株）十八銀行 第１回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/06/29 A- －
（株）十八銀行 第１回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/06/27 A- －
（株）沖縄銀行 長期優先債務 2010/04/23 A+ 安定的
（株）沖縄銀行 長期優先債務 2011/05/09 A+ 安定的
（株）筑邦銀行 長期優先債務 2011/03/01 A- 安定的
（株）琉球銀行 長期優先債務 2010/04/22 A 安定的
（株）琉球銀行 長期優先債務 2011/05/09 A 安定的
（株）琉球銀行 第１回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/04/22 A- －
（株）琉球銀行 第１回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/05/09 A- －
（株）琉球銀行 第１回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/06/22 消滅 －
（株）琉球銀行 第２回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/03/10 A- －
（株）琉球銀行 第２回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/05/09 A- －
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三菱ＵＦＪ信託銀行（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/09/13 J-1+ －
三菱ＵＦＪ信託銀行（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/09/09 J-1+ －
三菱ＵＦＪ信託銀行（株） 共同ユーロＭＴＮ（劣後） 2010/12/13 AA- －
三菱ＵＦＪ信託銀行（株） 共同ユーロＭＴＮ（劣後） 2011/09/09 AA- －
三菱ＵＦＪ信託銀行（株） ユーロＭＴＮ（劣後） 2011/12/19 AA- －
三菱ＵＦＪ信託銀行（株） 共同ユーロＭＴＮ（永久劣後） 2010/12/13 A+ －
三菱ＵＦＪ信託銀行（株） 共同ユーロＭＴＮ（永久劣後） 2011/09/09 A+ －
三菱ＵＦＪ信託銀行（株） ユーロＭＴＮ（永久劣後） 2011/12/19 A+ －
三菱ＵＦＪ信託銀行（株） 第２回無担保ＳＢ（劣後） 2010/09/13 AA- －
三菱ＵＦＪ信託銀行（株） 第２回無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 AA- －
三菱ＵＦＪ信託銀行（株） 長期優先債務 2010/09/13 AA 安定的
三菱ＵＦＪ信託銀行（株） 長期優先債務 2011/09/09 AA 安定的
三菱ＵＦＪ信託銀行（株） 第３回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/09/13 AA- －
三菱ＵＦＪ信託銀行（株） 第３回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 AA- －
三菱ＵＦＪ信託銀行（株） 第４回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/09/13 AA- －
三菱ＵＦＪ信託銀行（株） 第４回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 AA- －
三菱ＵＦＪ信託銀行（株） 第５回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/09/13 AA- －
三菱ＵＦＪ信託銀行（株） 第５回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 AA- －
三菱ＵＦＪ信託銀行（株） 予備格付（発行登録債）＜短期劣後以

外の期限付劣後債＞
2010/09/13 AA- －

三菱ＵＦＪ信託銀行（株） 予備格付（発行登録債）＜短期劣後以
外の期限付劣後債＞

2011/09/09 消滅 －

三菱ＵＦＪ信託銀行（株） 予備格付（発行登録債） 2010/09/13 AA －
三菱ＵＦＪ信託銀行（株） 予備格付（発行登録債） 2011/09/09 消滅 －
三菱ＵＦＪ信託銀行（株） 予備格付（発行登録債）＜永久劣後債 2010/09/13 A+ －
三菱ＵＦＪ信託銀行（株） 予備格付（発行登録債）＜永久劣後債 2011/09/09 消滅 －
三菱ＵＦＪ信託銀行（株） 予備格付（発行登録債）＜短期劣後債 2010/09/13 AA- －
三菱ＵＦＪ信託銀行（株） 予備格付（発行登録債）＜短期劣後債 2011/09/09 消滅 －
三菱ＵＦＪ信託銀行（株） 第６回無担保ＳＢ（劣後） 2010/09/13 AA- －
三菱ＵＦＪ信託銀行（株） 第６回無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 AA- －
三菱ＵＦＪ信託銀行（株） 第７回無担保ＳＢ（劣後） 2010/09/13 AA- －
三菱ＵＦＪ信託銀行（株） 第７回無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 AA- －
三菱ＵＦＪ信託銀行（株） 第８回無担保ＳＢ（劣後） 2010/10/22 AA- －
三菱ＵＦＪ信託銀行（株） 第８回無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 AA- －
三菱ＵＦＪ信託銀行（株） 第９回無担保ＳＢ（劣後） 2011/04/22 AA- －
三菱ＵＦＪ信託銀行（株） 第９回無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 AA- －
三菱ＵＦＪ信託銀行（株） 予備格付（発行登録債） 2011/10/05 AA －
三菱ＵＦＪ信託銀行（株） 予備格付（発行登録債）＜期限付劣後 2011/10/05 AA- －
三菱ＵＦＪ信託銀行（株） 予備格付（発行登録債）＜永久劣後債 2011/10/05 A+ －
三菱ＵＦＪ信託銀行（株） 第１０回無担保ＳＢ（劣後） 2011/10/26 AA- －
三菱ＵＦＪ信託銀行（株） ユーロＭＴＮ 2011/12/19 AA －
住友信託銀行（株） 共同ユーロＭＴＮ（期限付劣後債） 2010/12/27 A+ －
住友信託銀行（株） 共同ユーロＭＴＮ（期限付劣後債） 2011/09/09 A+ －
三井住友信託銀行（株） 共同ユーロＭＴＮ（期限付劣後債） 2012/03/30 A+ －
住友信託銀行（株） 共同ユーロＭＴＮ（永久劣後債） 2010/12/27 A －
住友信託銀行（株） 共同ユーロＭＴＮ（永久劣後債） 2011/09/09 A －
三井住友信託銀行（株） 共同ユーロＭＴＮ（永久劣後債） 2012/03/30 A －
住友信託銀行（株） 長期優先債務 2010/12/27 AA- 安定的
住友信託銀行（株） 長期優先債務 2011/09/09 AA- 安定的
三井住友信託銀行（株） 長期優先債務 2012/03/30 AA- 安定的
住友信託銀行（株） 第１回無担保ＳＢ（劣後） 2010/12/27 A+ －
住友信託銀行（株） 第１回無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 A+ －
三井住友信託銀行（株） 第１回無担保ＳＢ（劣後）＜旧住友信託

銀行債＞
2012/03/30 A+ －

住友信託銀行（株） 第２回無担保ＳＢ（劣後） 2010/12/27 A+ －
住友信託銀行（株） 第２回無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 A+ －
三井住友信託銀行（株） 第２回無担保ＳＢ（劣後）＜旧住友信託

銀行債＞
2012/03/30 A+ －

住友信託銀行（株） 第３回無担保ＳＢ（劣後） 2010/12/27 A+ －
住友信託銀行（株） 第３回無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 A+ －
三井住友信託銀行（株） 第３回無担保ＳＢ（劣後）＜旧住友信託

銀行債＞
2012/03/30 A+ －

住友信託銀行（株） 第４回無担保ＳＢ（劣後） 2010/12/27 A+ －
住友信託銀行（株） 第４回無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 A+ －

34 / 161 



発行体等 格付対象
公表日

(年/月/日)
格付

格付の見通し
/見直し方向

三井住友信託銀行（株） 第４回無担保ＳＢ（劣後）＜旧住友信託
銀行債＞

2012/03/30 A+ －

住友信託銀行（株） 第５回無担保ＳＢ（劣後） 2010/12/27 A+ －
住友信託銀行（株） 第５回無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 A+ －
三井住友信託銀行（株） 第５回無担保ＳＢ（劣後）＜旧住友信託

銀行債＞
2012/03/30 A+ －

住友信託銀行（株） 第６回無担保ＳＢ（劣後） 2010/12/27 A+ －
住友信託銀行（株） 第６回無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 A+ －
三井住友信託銀行（株） 第６回無担保ＳＢ（劣後）＜旧住友信託

銀行債＞
2012/03/30 A+ －

住友信託銀行（株） 第７回無担保ＳＢ（劣後） 2010/12/27 A+ －
住友信託銀行（株） 第７回無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 A+ －
三井住友信託銀行（株） 第７回無担保ＳＢ（劣後）＜旧住友信託

銀行債＞
2012/03/30 A+ －

住友信託銀行（株） 第８回無担保ＳＢ（劣後） 2010/12/27 A+ －
住友信託銀行（株） 第８回無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 A+ －
三井住友信託銀行（株） 第８回無担保ＳＢ（劣後）＜旧住友信託

銀行債＞
2012/03/30 A+ －

住友信託銀行（株） 第９回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/12/27 A+ －
住友信託銀行（株） 第９回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 A+ －
三井住友信託銀行（株） 第９回コーラブル無担保ＳＢ（劣後）＜

旧住友信託銀行債＞
2012/03/30 A+ －

住友信託銀行（株） 第１０回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/12/27 A+ －
住友信託銀行（株） 第１０回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 A+ －
三井住友信託銀行（株） 第１０回コーラブル無担保ＳＢ（劣後）＜

旧住友信託銀行債＞
2012/03/30 A+ －

住友信託銀行（株） 第１１回無担保ＳＢ（劣後） 2010/12/27 A+ －
住友信託銀行（株） 第１１回無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 A+ －
三井住友信託銀行（株） 第１１回無担保ＳＢ（劣後）＜旧住友信

託銀行債＞
2012/03/30 A+ －

住友信託銀行（株） 第１２回無担保ＳＢ（劣後） 2010/12/27 A+ －
住友信託銀行（株） 第１２回無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 A+ －
三井住友信託銀行（株） 第１２回無担保ＳＢ（劣後）＜旧住友信

託銀行債＞
2012/03/30 A+ －

住友信託銀行（株） 予備格付(発行登録債) 2011/04/01 AA- －
住友信託銀行（株） 予備格付(発行登録債) 2011/09/09 AA- －
三井住友信託銀行（株） 予備格付(発行登録債) 2012/03/30 AA- －
住友信託銀行（株） 予備格付(発行登録債)<劣後> 2011/04/01 A+ －
住友信託銀行（株） 予備格付(発行登録債)<劣後> 2011/09/09 A+ －
三井住友信託銀行（株） 予備格付(発行登録債)<劣後> 2012/03/30 A+ －
住友信託銀行（株） 第１３回無担保ＳＢ（劣後） 2011/06/07 A+ －
住友信託銀行（株） 第１３回無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 A+ －
三井住友信託銀行（株） 第１３回無担保ＳＢ（劣後）＜旧住友信

託銀行債＞
2012/03/30 A+ －

住友信託銀行（株） 第１４回無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/16 A+ －
三井住友信託銀行（株） 第１４回無担保ＳＢ（劣後）＜旧住友信

託銀行債＞
2012/03/30 A+ －

住友信託銀行（株） 第１５回無担保ＳＢ（劣後） 2012/03/13 A+ －
三井住友信託銀行（株） 第１５回無担保ＳＢ（劣後）＜旧住友信

託銀行債＞
2012/03/30 A+ －

みずほ信託銀行（株） 共同ユーロＭＴＮ（劣後） 2010/09/13 A+ －
みずほ信託銀行（株） 共同ユーロＭＴＮ（劣後） 2011/09/09 A+ －
みずほ信託銀行（株） 共同ユーロＭＴＮ（永久劣後） 2010/09/13 A －
みずほ信託銀行（株） 共同ユーロＭＴＮ（永久劣後） 2011/09/09 A －
みずほ信託銀行（株） 長期優先債務 2010/09/13 AA- 安定的
みずほ信託銀行（株） 長期優先債務 2011/09/09 AA- 安定的
みずほ信託銀行（株） 第１回無担保ＳＢ（劣後） 2010/09/13 A+ －
みずほ信託銀行（株） 第１回無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 A+ －
みずほ信託銀行（株） 第２回無担保ＳＢ（劣後） 2010/09/13 A+ －
みずほ信託銀行（株） 第２回無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 A+ －
みずほ信託銀行（株） 第３回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/09/13 A+ －
みずほ信託銀行（株） 第３回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 A+ －
みずほ信託銀行（株） 第４回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/09/13 A+ －
みずほ信託銀行（株） 第４回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 A+ －
みずほ信託銀行（株） 予備格付（発行登録債）<永久劣後債> 2010/09/13 A －
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みずほ信託銀行（株） 予備格付（発行登録債）<永久劣後債> 2011/08/29 撤回 －
みずほ信託銀行（株） 予備格付（発行登録債）<期限付劣後 2010/09/13 A+ －
みずほ信託銀行（株） 予備格付（発行登録債）<期限付劣後 2011/08/29 撤回 －
みずほ信託銀行（株） 予備格付（発行登録債）<期限付劣後 2011/08/29 A+ －
みずほ信託銀行（株） 予備格付（発行登録債）<期限付劣後 2011/09/09 A+ －
中央三井信託銀行（株） 長期優先債務 2010/12/27 AA- 安定的
中央三井信託銀行（株） 長期優先債務 2011/09/09 AA- 安定的
中央三井信託銀行（株） 長期優先債務 2012/03/30 AA- 安定的
中央三井信託銀行（株） 第３回無担保ＳＢ（劣後） 2010/12/27 A+ －
中央三井信託銀行（株） 第３回無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 A+ －
中央三井信託銀行（株） 第３回無担保ＳＢ（劣後） 2012/03/30 A+ －
中央三井信託銀行（株） 第７回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/12/27 A+ －
中央三井信託銀行（株） 第７回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 A+ －
中央三井信託銀行（株） 第７回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2012/03/30 A+ －
中央三井信託銀行（株） 第８回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/12/27 A+ －
中央三井信託銀行（株） 第８回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 A+ －
中央三井信託銀行（株） 第８回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2012/03/30 A+ －
中央三井信託銀行（株） 第９回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/12/27 A+ －
中央三井信託銀行（株） 第９回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 A+ －
中央三井信託銀行（株） 第９回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2012/03/30 A+ －
中央三井信託銀行（株） 第１０回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/12/27 A+ －
中央三井信託銀行（株） 第１０回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 A+ －
中央三井信託銀行（株） 第１０回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2012/03/30 A+ －
中央三井信託銀行（株） 第１１回無担保ＳＢ（劣後） 2010/12/27 A+ －
中央三井信託銀行（株） 第１１回無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 A+ －
中央三井信託銀行（株） 第１１回無担保ＳＢ（劣後） 2012/03/30 A+ －
中央三井信託銀行（株） 予備格付（発行登録債） 2010/12/27 AA- －
中央三井信託銀行（株） 予備格付（発行登録債） 2011/09/09 AA- －
中央三井信託銀行（株） 予備格付（発行登録債） 2012/03/30 撤回 －
日本証券金融（株） 長期優先債務 2010/07/30 AA- 安定的
日本証券金融（株） 長期優先債務 2011/08/10 AA- 安定的
日本証券金融（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/07/30 J-1+ －
日本証券金融（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/08/10 J-1+ －
大阪証券金融（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/03/23 J-1 －
大阪証券金融（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/04/12 J-1 －
大阪証券金融（株） 長期優先債務 2010/03/23 A- 安定的
大阪証券金融（株） 長期優先債務 2011/04/12 A- 安定的
（株）名古屋銀行 長期優先債務 2010/08/27 A+ 安定的
（株）名古屋銀行 長期優先債務 2011/09/22 A+ 安定的
（株）北洋銀行 長期優先債務 2010/03/30 A- 安定的
（株）北洋銀行 長期優先債務 2011/04/27 A- 安定的
（株）愛知銀行 長期優先債務 2010/08/27 A+ 安定的
（株）愛知銀行 長期優先債務 2011/09/22 A+ 安定的
（株）岐阜銀行 長期優先債務 2010/11/30 A- 安定的
（株）岐阜銀行 長期優先債務 2011/08/01 A 安定的
（株）第三銀行 長期優先債務 2010/12/20 BBB+ 安定的
（株）第三銀行 長期優先債務 2011/12/14 BBB+ 安定的
（株）第三銀行 第２回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/12/20 BBB －
（株）第三銀行 第２回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/12/14 BBB －
（株）第三銀行 第２回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2012/03/13 消滅 －
（株）第三銀行 予備格付（発行登録債） 2010/12/20 BBB+ －
（株）第三銀行 予備格付（発行登録債） 2011/12/14 BBB+ －
（株）中京銀行 長期優先債務 2010/04/02 A 安定的
（株）中京銀行 長期優先債務 2011/05/31 A 安定的
（株）中京銀行 第１回無担保ＳＢ（劣後） 2010/04/02 A- －
（株）中京銀行 第１回無担保ＳＢ（劣後） 2011/05/31 A- －
（株）中京銀行 第３回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/04/02 A- －
（株）中京銀行 第３回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/05/31 A- －
（株）中京銀行 第４回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/04/02 A- －
（株）中京銀行 第４回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/05/31 A- －
（株）中京銀行 第５回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/11/02 A- －
（株）中京銀行 第５回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/05/31 A- －
（株）中京銀行 予備格付（発行登録債） 2012/01/26 A －
（株）東日本銀行 長期優先債務 2010/12/06 A- 安定的
（株）東日本銀行 長期優先債務 2011/12/01 A- 安定的
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（株）東日本銀行 第１回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/12/06 BBB+ －
（株）東日本銀行 第１回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/12/01 BBB+ －
（株）東日本銀行 第１回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/12/16 消滅 －
（株）東日本銀行 第２回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/12/06 BBB+ －
（株）愛媛銀行 長期優先債務 2010/07/15 A- 安定的
（株）愛媛銀行 長期優先債務 2011/10/06 A- 安定的
（株）愛媛銀行 第３回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/07/15 BBB+ －
（株）愛媛銀行 第３回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/10/06 BBB+ －
（株）愛媛銀行 第４回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/07/29 BBB+ －
（株）愛媛銀行 第４回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/10/06 BBB+ －
（株）トマト銀行 長期優先債務 2010/05/21 BBB+ 安定的
（株）トマト銀行 長期優先債務 2011/07/08 BBB+ 安定的
（株）トマト銀行 第１回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/05/21 BBB －
（株）トマト銀行 第１回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/07/08 BBB －
（株）トマト銀行 第１回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2012/02/16 消滅 －
（株）トマト銀行 第２回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/12/13 BBB －
（株）みなと銀行 長期優先債務 2010/03/16 A- 安定的
（株）みなと銀行 長期優先債務 2011/04/07 A- 安定的
（株）みなと銀行 第１回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/03/16 BBB+ －
（株）みなと銀行 第１回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/04/07 BBB+ －
（株）みなと銀行 第１回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/14 消滅 －
（株）みなと銀行 予備格付（発行登録債） 2010/08/16 A- －
（株）みなと銀行 予備格付（発行登録債） 2011/04/07 A- －
（株）みなと銀行 予備格付（発行登録債） 2011/07/19 撤回 －
（株）みなと銀行 予備格付（発行登録債） 2011/07/27 A- －
（株）京葉銀行 長期優先債務 2011/01/17 A+ 安定的
（株）京葉銀行 長期優先債務 2012/03/16 A+ 安定的
（株）関西アーバン銀行 長期優先債務 2010/04/30 BBB+ 安定的
（株）関西アーバン銀行 長期優先債務 2011/08/25 BBB+ 安定的
（株）関西アーバン銀行 短期優先債務 2010/04/30 J-2 －
（株）関西アーバン銀行 短期優先債務 2011/08/25 J-2 －
（株）北日本銀行 長期優先債務 2010/09/06 A- 安定的
（株）北日本銀行 長期優先債務 2011/10/18 A- 安定的
（株）北日本銀行 予備格付（発行登録債） 2010/09/06 A- －
（株）北日本銀行 予備格付（発行登録債） 2011/10/18 A- －
（株）北日本銀行 第２回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/09/06 BBB+ －
（株）北日本銀行 第２回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/10/18 BBB+ －
（株）熊本ファミリー銀行 長期優先債務 2011/01/28 A 安定的
（株）熊本ファミリー銀行 長期優先債務 2012/01/25 A 安定的
（株）南日本銀行 長期優先債務 2010/04/15 BBB 安定的
（株）南日本銀行 長期優先債務 2011/04/27 BBB 安定的
（株）東和銀行 長期優先債務 2010/02/23 BBB- 安定的
（株）東和銀行 長期優先債務 2011/05/20 BBB- ポジティブ
（株）豊和銀行 長期優先債務 2010/07/30 BBB- 安定的
（株）豊和銀行 長期優先債務 2011/09/09 BBB- 安定的
（株）福島銀行 長期優先債務 2010/11/19 BBB 安定的
（株）福島銀行 長期優先債務 2011/11/04 BBB 安定的
（株）大東銀行 長期優先債務 2010/11/19 BBB 安定的
（株）大東銀行 長期優先債務 2011/11/04 BBB 安定的
（株）大東銀行 第１回コーラブル無担保ＳＢ（劣後）＜ 2011/01/21 BBB- －
（株）大東銀行 第１回コーラブル無担保ＳＢ（劣後）＜ 2011/11/04 BBB- －
リコーリース（株） 長期優先債務 2010/07/29 AA- 安定的
リコーリース（株） 長期優先債務 2011/10/06 AA- 安定的
リコーリース（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/07/29 J-1+ －
リコーリース（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/10/06 J-1+ －
リコーリース（株） 第１１回無担保ＳＢ 2010/07/29 AA- －
リコーリース（株） 第１１回無担保ＳＢ 2011/10/06 AA- －
リコーリース（株） 第１２回無担保ＳＢ 2010/07/29 AA- －
リコーリース（株） 第１２回無担保ＳＢ 2011/10/06 AA- －
リコーリース（株） 第１３回無担保ＳＢ 2010/07/29 AA- －
リコーリース（株） 第１３回無担保ＳＢ 2011/10/06 AA- －
リコーリース（株） 予備格付（発行登録債） 2010/12/28 AA- －
リコーリース（株） 予備格付（発行登録債） 2011/10/06 AA- －
アコム（株） 国内コマーシャルペーパー 2009/12/18 J-1 －
アコム（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/04/07 J-1 －
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アコム（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/12/15 J-1 －
アコム（株） 長期優先債務 2009/12/18 A 安定的
アコム（株） 長期優先債務 2011/04/07 A 安定的
アコム（株） 長期優先債務 2011/12/15 A 安定的
アコム（株） 第３５回無担保ＳＢ 2009/12/18 A －
アコム（株） 第３５回無担保ＳＢ 2011/04/07 A －
アコム（株） 第３５回無担保ＳＢ 2011/12/15 A －
アコム（株） 第３９回無担保ＳＢ 2009/12/18 A －
アコム（株） 第３９回無担保ＳＢ 2011/04/07 消滅 －
アコム（株） 第４０回無担保ＳＢ 2009/12/18 A －
アコム（株） 第４０回無担保ＳＢ 2011/04/07 A －
アコム（株） 第４０回無担保ＳＢ 2011/12/15 A －
アコム（株） 第４１回無担保ＳＢ 2009/12/18 A －
アコム（株） 第４１回無担保ＳＢ 2011/04/07 A －
アコム（株） 第４１回無担保ＳＢ 2011/12/15 A －
アコム（株） 第４２回無担保ＳＢ 2009/12/18 A －
アコム（株） 第４２回無担保ＳＢ 2011/04/07 A －
アコム（株） 第４２回無担保ＳＢ 2011/12/15 A －
アコム（株） 第４５回無担保ＳＢ 2009/12/18 A －
アコム（株） 第４５回無担保ＳＢ 2011/04/07 A －
アコム（株） 第４５回無担保ＳＢ 2011/12/15 A －
アコム（株） 第４８回無担保ＳＢ 2009/12/18 A －
アコム（株） 第４８回無担保ＳＢ 2011/04/07 A －
アコム（株） 第４８回無担保ＳＢ 2011/12/15 消滅 －
アコム（株） 第４９回無担保ＳＢ 2009/12/18 A －
アコム（株） 第４９回無担保ＳＢ 2011/04/07 A －
アコム（株） 第４９回無担保ＳＢ 2011/12/15 消滅 －
アコム（株） 第５０回無担保ＳＢ 2009/12/18 A －
アコム（株） 第５０回無担保ＳＢ 2011/04/07 A －
アコム（株） 第５０回無担保ＳＢ 2011/12/15 A －
アコム（株） 第５１回無担保ＳＢ 2009/12/18 A －
アコム（株） 第５１回無担保ＳＢ 2011/04/07 A －
アコム（株） 第５１回無担保ＳＢ 2011/12/15 A －
アコム（株） 第５２回無担保ＳＢ 2009/12/18 A －
アコム（株） 第５２回無担保ＳＢ 2011/04/07 消滅 －
アコム（株） 予備格付（発行登録債） 2009/12/18 A －
アコム（株） 予備格付（発行登録債） 2011/04/07 消滅 －
アコム（株） 第５３回無担保ＳＢ 2010/01/22 A －
アコム（株） 第５３回無担保ＳＢ 2011/04/07 A －
アコム（株） 第５３回無担保ＳＢ 2011/12/15 消滅 －
アコム（株） 第５４回無担保ＳＢ 2010/01/22 A －
アコム（株） 第５４回無担保ＳＢ 2011/04/07 A －
アコム（株） 第５４回無担保ＳＢ 2011/12/15 消滅 －
アコム（株） 第５５回無担保ＳＢ 2010/03/11 A －
アコム（株） 第５５回無担保ＳＢ 2011/04/07 A －
アコム（株） 第５５回無担保ＳＢ 2011/12/15 A －
アコム（株） 第５６回無担保ＳＢ 2010/04/22 A －
アコム（株） 第５６回無担保ＳＢ 2011/04/07 A －
アコム（株） 第５６回無担保ＳＢ 2011/12/15 A －
アコム（株） 第５７回無担保ＳＢ 2010/09/10 A －
アコム（株） 第５７回無担保ＳＢ 2011/04/07 A －
アコム（株） 第５７回無担保ＳＢ 2011/12/15 A －
アコム（株） 第５８回無担保ＳＢ 2011/05/27 A －
アコム（株） 第５８回無担保ＳＢ 2011/12/15 A －
アコム（株） 第５９回無担保ＳＢ 2011/06/09 A －
アコム（株） 第５９回無担保ＳＢ 2011/12/15 A －
アコム（株） 予備格付（発行登録債） 2011/07/01 A －
アコム（株） 予備格付（発行登録債） 2011/12/15 A －
アコム（株） 第６０回無担保ＳＢ 2011/07/21 A －
アコム（株） 第６０回無担保ＳＢ 2011/12/15 A －
アコム（株） 第６１回無担保ＳＢ 2012/02/28 A －
プロミス 長期優先債務 2011/03/25 A- ネガティブ
プロミス 国内コマーシャルペーパー 2011/03/25 J-1 －
プロミス（株） 国内コマーシャルペーパー 2012/03/06 撤回 －
プロミス 第１７回無担保ＳＢ 2011/03/25 A- －
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プロミス 第３２回無担保ＳＢ 2011/03/25 A- －
プロミス 第３３回無担保ＳＢ 2011/03/25 A- －
プロミス 第５回無担保ＳＢ 2011/03/25 消滅 －
プロミス 第３５回無担保ＳＢ 2011/03/25 消滅 －
プロミス 第３７回無担保ＳＢ 2011/03/25 消滅 －
プロミス 第３８回無担保ＳＢ 2011/03/25 A- －
プロミス 第３９回無担保ＳＢ 2011/03/25 A- －
プロミス 第４０回無担保ＳＢ 2011/03/25 消滅 －
プロミス 第４１回無担保ＳＢ 2011/03/25 A- －
プロミス 予備格付（発行登録債） 2011/03/25 消滅 －
プロミス 第４２回コーラブル無担保ＳＢ 2011/03/25 A- －
三菱ＵＦＪニコス（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/09/15 J-1+ －
三菱ＵＦＪニコス（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/09/20 J-1+ －
三菱ＵＦＪニコス（株） 長期優先債務 2010/09/15 AA- 安定的
三菱ＵＦＪニコス（株） 長期優先債務 2011/09/20 AA- 安定的
（株）ジャックス 国内コマーシャルペーパー 2010/10/08 J-1 －
（株）ジャックス 国内コマーシャルペーパー 2011/11/01 J-1 －
（株）ジャックス 第３回無担保ＳＢ 2010/10/08 A- －
（株）ジャックス 第３回無担保ＳＢ 2011/11/01 A- －
（株）ジャックス 第４回無担保ＳＢ 2010/10/08 A- －
（株）ジャックス 第４回無担保ＳＢ 2011/11/01 A- －
（株）ジャックス 長期優先債務 2010/10/08 A- 安定的
（株）ジャックス 長期優先債務 2011/11/01 A- 安定的
（株）ジャックス 第５回無担保ＳＢ 2010/10/08 消滅 －
（株）ジャックス 予備格付（発行登録債） 2010/10/08 A- －
（株）ジャックス 予備格付（発行登録債） 2011/11/01 消滅 －
（株）ジャックス 第６回無担保ＳＢ 2010/10/08 A- －
（株）ジャックス 第６回無担保ＳＢ 2011/11/01 A- －
（株）ジャックス 予備格付（発行登録債） 2012/03/02 A- －
（株）オリエントコーポレーション 国内コマーシャルペーパー 2011/01/17 J-1 －
（株）オリエントコーポレーション 国内コマーシャルペーパー 2011/09/30 J-1 －
（株）オリエントコーポレーション 国内コマーシャルペーパー 2012/02/08 J-1 －
（株）オリエントコーポレーション 長期優先債務 2011/01/17 A- 安定的
（株）オリエントコーポレーション 長期優先債務 2012/02/08 A- 安定的
（株）オリエントコーポレーション 予備格付(発行登録債) 2011/01/17 A- －
（株）オリエントコーポレーション 予備格付(発行登録債) 2012/02/08 消滅 －
（株）オリエントコーポレーション 予備格付（発行登録債） 2012/02/22 A- －
日立キャピタル（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/12/14 J-1+ －
日立キャピタル（株） 長期優先債務 2010/12/14 AA- 安定的
日立キャピタル（株） 第３５回無担保ＳＢ 2010/12/14 AA- －
日立キャピタル（株） 第３６回無担保ＳＢ 2010/12/14 消滅 －
日立キャピタル（株） 第３８回無担保ＳＢ 2010/12/14 AA- －
日立キャピタル（株） 第３９回無担保ＳＢ 2010/12/14 AA- －
日立キャピタル（株） 第４０回無担保ＳＢ 2010/12/14 AA- －
日立キャピタル（株） 第４１回無担保ＳＢ 2011/05/20 AA- －
日立キャピタル（株） 第４２回無担保ＳＢ 2011/10/07 AA- －
オリックス（株） 共同ユーロＭＴＮ 2010/08/09 A －
オリックス（株） 共同ユーロＭＴＮ 2011/12/29 撤回 －
オリックス（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/02/15 J-1 －
オリックス（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/12/29 撤回 －
オリックス（株） 第２３回無担保ＳＢ 2010/02/15 A －
オリックス（株） 第２３回無担保ＳＢ 2011/12/29 A －
オリックス（株） 第９１回無担保ＳＢ 2010/02/15 消滅 －
オリックス（株） 第９３回無担保ＳＢ 2010/02/15 A －
オリックス（株） 第９３回無担保ＳＢ 2011/12/29 A －
オリックス（株） 長期優先債務 2010/02/15 A 安定的
オリックス（株） 長期優先債務 2011/12/29 A 安定的
オリックス（株） 第１０７回無担保ＳＢ 2010/02/15 A －
オリックス（株） 第１０７回無担保ＳＢ 2011/12/29 A －
オリックス（株） 第１０９回無担保ＳＢ 2010/02/15 消滅 －
オリックス（株） 第１１１回無担保ＳＢ 2010/02/15 A －
オリックス（株） 第１１１回無担保ＳＢ 2011/12/29 消滅 －
オリックス（株） 第１１２回無担保ＳＢ 2010/02/15 消滅 －
オリックス（株） 第１１３回無担保ＳＢ 2010/02/15 A －
オリックス（株） 第１１３回無担保ＳＢ 2011/12/29 A －
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オリックス（株） 第１１４回無担保ＳＢ 2010/02/15 消滅 －
オリックス（株） 第１１５回無担保ＳＢ 2010/02/15 A －
オリックス（株） 第１１５回無担保ＳＢ 2011/12/29 A －
オリックス（株） 第１１６回無担保ＳＢ 2010/02/15 消滅 －
オリックス（株） 第１１７回無担保ＳＢ 2010/02/15 消滅 －
オリックス（株） 第１１８回無担保ＳＢ 2010/02/15 A －
オリックス（株） 第１１８回無担保ＳＢ 2011/12/29 A －
オリックス（株） 第１１９回無担保ＳＢ 2010/02/15 A －
オリックス（株） 第１１９回無担保ＳＢ 2011/12/29 A －
オリックス（株） 第１２１回無担保ＳＢ 2010/02/15 消滅 －
オリックス（株） 第１２５回無担保ＳＢ 2010/02/15 消滅 －
オリックス（株） 第３回無担保ＣＢ 2010/02/15 A －
オリックス（株） 第３回無担保ＣＢ 2011/12/29 A －
オリックス（株） 予備格付（発行登録債） 2010/02/15 A －
オリックス（株） 予備格付（発行登録債） 2011/06/23 撤回 －
オリックス（株） 第１２７回無担保ＳＢ 2010/02/15 A －
オリックス（株） 第１２７回無担保ＳＢ 2011/12/29 A －
オリックス（株） 第１２８回無担保ＳＢ 2010/02/15 消滅 －
オリックス（株） 第１２９回無担保ＳＢ 2010/02/15 A －
オリックス（株） 第１２９回無担保ＳＢ 2011/12/29 A －
オリックス（株） 第１３０回無担保ＳＢ 2010/02/24 A －
オリックス（株） 第１３０回無担保ＳＢ 2011/12/29 A －
オリックス（株） 第１３１回無担保ＳＢ 2010/02/24 A －
オリックス（株） 第１３１回無担保ＳＢ 2011/12/29 A －
オリックス（株） 第１３２回無担保ＳＢ 2010/04/02 A －
オリックス（株） 第１３２回無担保ＳＢ 2011/12/29 A －
オリックス（株） 第１３３回無担保ＳＢ 2010/04/02 A －
オリックス（株） 第１３３回無担保ＳＢ 2011/12/29 A －
オリックス（株） 第１３４回無担保ＳＢ 2010/06/01 A －
オリックス（株） 第１３４回無担保ＳＢ 2011/12/29 A －
オリックス（株） 第１３５回無担保ＳＢ 2010/07/02 A －
オリックス（株） 第１３５回無担保ＳＢ 2011/12/29 A －
オリックス（株） 第１３６回無担保ＳＢ 2010/07/02 A －
オリックス（株） 第１３６回無担保ＳＢ 2011/12/29 A －
オリックス（株） 第１３７回無担保ＳＢ 2010/07/21 A －
オリックス（株） 第１３７回無担保ＳＢ 2011/12/29 A －
オリックス（株） 第１３８回無担保ＳＢ 2010/08/20 A －
オリックス（株） 第１３８回無担保ＳＢ 2011/12/29 A －
オリックス（株） 第１３９回無担保ＳＢ 2010/08/20 A －
オリックス（株） 第１３９回無担保ＳＢ 2011/12/29 A －
オリックス（株） 第１４０回無担保ＳＢ 2010/09/10 A －
オリックス（株） 第１４０回無担保ＳＢ 2011/12/29 A －
オリックス（株） 第１４１回無担保ＳＢ 2010/09/10 A －
オリックス（株） 第１４１回無担保ＳＢ 2011/12/29 A －
オリックス（株） 第１４２回無担保ＳＢ 2010/10/26 A －
オリックス（株） 第１４２回無担保ＳＢ 2011/12/29 A －
オリックス（株） 第１４３回無担保ＳＢ 2010/11/18 A －
オリックス（株） 第１４３回無担保ＳＢ 2011/12/29 A －
オリックス（株） 第１４４回無担保ＳＢ 2010/12/17 A －
オリックス（株） 第１４４回無担保ＳＢ 2011/12/29 A －
オリックス（株） 第１４５回無担保ＳＢ 2011/01/12 A －
オリックス（株） 第１４５回無担保ＳＢ 2011/12/29 A －
オリックス（株） 第１４６回無担保ＳＢ 2011/01/12 A －
オリックス（株） 第１４６回無担保ＳＢ 2011/12/29 A －
オリックス（株） 第１４７回無担保ＳＢ 2011/02/18 A －
オリックス（株） 第１４７回無担保ＳＢ 2011/12/29 A －
オリックス（株） 第１４８回無担保ＳＢ 2011/02/18 A －
オリックス（株） 第１４８回無担保ＳＢ 2011/12/29 A －
オリックス（株） 第１４９回無担保ＳＢ 2011/04/14 A －
オリックス（株） 第１４９回無担保ＳＢ 2011/12/29 A －
オリックス（株） 第１５０回無担保ＳＢ 2011/05/31 A －
オリックス（株） 第１５０回無担保ＳＢ 2011/12/29 A －
オリックス（株） 第１５１回無担保ＳＢ 2011/05/31 A －
オリックス（株） 第１５１回無担保ＳＢ 2011/12/29 A －
三井住友ファイナンス＆リース（株） ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログ 2010/11/04 AA- －
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三井住友ファイナンス＆リース（株） ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログ 2011/11/11 AA- －
三井住友ファイナンス＆リース（株） 予備格付（想定債券） 2010/11/04 AA- －
三井住友ファイナンス＆リース（株） 予備格付（想定債券） 2011/07/13 撤回 －
三井住友ファイナンス＆リース（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/11/04 J-1+ －
三井住友ファイナンス＆リース（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/11/11 J-1+ －
三井住友ファイナンス＆リース（株） 長期優先債務 2010/11/04 AA- 安定的
三井住友ファイナンス＆リース（株） 長期優先債務 2011/11/11 AA- 安定的
三井住友ファイナンス＆リース（株） ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログ 2010/11/04 AA- －
三井住友ファイナンス＆リース（株） ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログ 2011/10/03 AA- －
三井住友ファイナンス＆リース（株） ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログ 2011/11/11 AA- －
三井住友ファイナンス＆リース（株） 第１回無担保ＳＢ 2010/11/04 AA- －
三井住友ファイナンス＆リース（株） 第１回無担保ＳＢ 2011/11/11 AA- －
三井住友ファイナンス＆リース（株） 第２回無担保ＳＢ 2011/01/27 AA- －
三井住友ファイナンス＆リース（株） 第２回無担保ＳＢ 2011/11/11 AA- －
三井住友ファイナンス＆リース（株） 予備格付（発行登録債） 2011/07/13 AA- －
三井住友ファイナンス＆リース（株） 予備格付（発行登録債） 2011/11/11 AA- －
三井住友ファイナンス＆リース（株） 第３回無担保ＳＢ 2011/07/27 AA- －
三井住友ファイナンス＆リース（株） 第３回無担保ＳＢ 2011/11/11 AA- －
三井住友ファイナンス＆リース（株） 第４回無担保ＳＢ 2012/02/16 AA- －
三菱ＵＦＪリース（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/03/31 J-1+ －
三菱ＵＦＪリース（株） ユーロＭＴＮプログラム 2011/03/31 AA- －
三菱ＵＦＪリース（株） ユーロＭＴＮプログラム 2011/09/15 AA- －
三菱ＵＦＪリース（株） 長期優先債務 2011/03/31 AA- 安定的
三菱ＵＦＪリース（株） シンジケート・ローン 2011/03/31 消滅 －
三菱ＵＦＪリース（株） 第１回無担保ＳＢ 2011/03/31 AA- －
三菱ＵＦＪリース（株） 第２回無担保ＳＢ 2011/03/31 AA- －
三菱ＵＦＪリース（株） シンジケート・ローン 2011/03/31 AA- －
三菱ＵＦＪリース（株） 第４回無担保ＳＢ 2011/03/31 消滅 －
三菱ＵＦＪリース（株） 第５回無担保ＳＢ 2011/03/31 消滅 －
三菱ＵＦＪリース（株） 予備格付（発行登録債） 2011/03/31 消滅 －
三菱ＵＦＪリース（株） 第６回無担保ＳＢ 2011/03/31 AA- －
三菱ＵＦＪリース（株） 第７回無担保ＳＢ 2011/03/31 AA- －
三菱ＵＦＪリース（株） 第８回無担保ＳＢ 2011/03/31 AA- －
三菱ＵＦＪリース（株） 第９回無担保ＳＢ 2011/03/31 AA- －
三菱ＵＦＪリース（株） 第１０回無担保ＳＢ 2011/03/31 AA- －
三菱ＵＦＪリース（株） 第１１回無担保ＳＢ 2011/03/31 AA- －
三菱ＵＦＪリース（株） 第１２回無担保ＳＢ 2011/03/31 AA- －
三菱ＵＦＪリース（株） 第１３回無担保ＳＢ 2011/04/15 AA- －
三菱ＵＦＪリース（株） 予備格付（発行登録債） 2011/04/26 AA- －
三菱ＵＦＪリース（株） 第１４回無担保ＳＢ 2011/07/22 AA- －
三菱ＵＦＪリース（株） 第１５回無担保ＳＢ 2011/12/08 AA- －
三菱ＵＦＪリース（株） 第１６回無担保ＳＢ 2012/02/22 AA- －
三菱ＵＦＪリース（株） 第１７回無担保ＳＢ 2012/02/22 AA- －
（株）大和証券グループ本社 第４回無担保ＳＢ 2009/12/28 A+ －
（株）大和証券グループ本社 第４回無担保ＳＢ 2011/05/06 A+ －
（株）大和証券グループ本社 第４回無担保ＳＢ 2012/01/12 A －
（株）大和証券グループ本社 長期優先債務 2009/12/28 A+ 安定的
（株）大和証券グループ本社 長期優先債務 2011/05/06 A+ 安定的
（株）大和証券グループ本社 長期優先債務 2012/01/12 A 安定的
（株）大和証券グループ本社 第５回無担保ＳＢ 2009/12/28 A+ －
（株）大和証券グループ本社 第５回無担保ＳＢ 2011/05/06 消滅 －
（株）大和証券グループ本社 第６回無担保ＳＢ 2009/12/28 A+ －
（株）大和証券グループ本社 第６回無担保ＳＢ 2011/05/06 A+ －
（株）大和証券グループ本社 第６回無担保ＳＢ 2012/01/12 A －
（株）大和証券グループ本社 第７回無担保ＳＢ 2009/12/28 A+ －
（株）大和証券グループ本社 第７回無担保ＳＢ 2011/05/06 A+ －
（株）大和証券グループ本社 第７回無担保ＳＢ 2012/01/12 A －
（株）大和証券グループ本社 第８回無担保ＳＢ 2009/12/28 A+ －
（株）大和証券グループ本社 第８回無担保ＳＢ 2011/05/06 A+ －
（株）大和証券グループ本社 第８回無担保ＳＢ 2012/01/12 A －
（株）大和証券グループ本社 第９回無担保ＳＢ 2009/12/28 A+ －
（株）大和証券グループ本社 第９回無担保ＳＢ 2011/05/06 消滅 －
（株）大和証券グループ本社 第１０回無担保ＳＢ 2010/12/17 A+ －
（株）大和証券グループ本社 第１０回無担保ＳＢ 2011/05/06 A+ －
（株）大和証券グループ本社 第１０回無担保ＳＢ 2012/01/12 A －
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（株）大和証券グループ本社 第１１回無担保ＳＢ 2011/05/06 A+ －
（株）大和証券グループ本社 第１１回無担保ＳＢ 2012/01/12 A －
野村證券（株） 長期優先債務 2009/12/28 AA- 安定的
野村證券（株） 長期優先債務 2011/05/25 AA- 安定的
野村證券（株） 第５回無担保ＳＢ 2009/12/28 AA- －
野村證券（株） 第５回無担保ＳＢ 2011/05/25 AA- －
野村證券（株） 第２回無担保ＳＢ（劣後） 2009/12/28 A+ －
野村證券（株） 第２回無担保ＳＢ（劣後） 2011/05/25 A+ －
野村證券（株） 第３回無担保ＳＢ（劣後） 2009/12/28 A+ －
野村證券（株） 第３回無担保ＳＢ（劣後） 2011/05/25 A+ －
みずほ証券（株） 短期優先債務 2010/09/13 J-1+ －
みずほ証券（株） 短期優先債務 2011/09/09 J-1+ －
みずほ証券（株） 共同ユーロＭＴＮ 2010/09/13 AA- －
みずほ証券（株） 共同ユーロＭＴＮ 2011/09/09 AA- －
みずほ証券（株） 長期優先債務 2010/09/13 AA- 安定的
みずほ証券（株） 長期優先債務 2011/09/09 AA- 安定的
みずほ証券（株） 第１回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/09/13 A+ －
みずほ証券（株） 第１回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 A+ －
みずほ証券（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/09/13 J-1+ －
みずほ証券（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/09/09 J-1+ －
みずほ証券（株） 共同ＭＴＮプログラム 2011/01/28 AA- －
みずほ証券（株） 共同ＭＴＮプログラム 2011/09/09 AA- －
みずほインベスターズ証券（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/09/13 J-1+ －
みずほインベスターズ証券（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/09/09 J-1+ －
みずほインベスターズ証券（株） 長期優先債務 2010/09/13 AA- 安定的
みずほインベスターズ証券（株） 長期優先債務 2011/09/09 AA- 安定的
（株）岡三証券グループ 長期優先債務 2011/01/24 BBB 安定的
（株）岡三証券グループ 長期優先債務 2012/03/23 BBB 安定的
三菱ＵＦＪ証券ホールディングス（株） 長期優先債務 2010/09/13 AA 安定的
三菱ＵＦＪ証券ホールディングス（株） 長期優先債務 2011/09/09 AA 安定的
三菱ＵＦＪ証券ホールディングス（株） ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログ 2010/09/13 AA －
三菱ＵＦＪ証券ホールディングス（株） ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログ 2011/09/09 AA －
三菱ＵＦＪ証券ホールディングス（株） ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログ

ラム（劣後）
2010/09/13 AA- －

三菱ＵＦＪ証券ホールディングス（株） ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログ
ラム（劣後）

2011/09/09 AA- －

東海東京フィナンシャル・ホールディ
ングス（株）

長期優先債務 2011/01/25 BBB 安定的

東海東京フィナンシャル・ホールディ
ングス（株）

長期優先債務 2012/03/23 BBB 安定的

東海東京フィナンシャル・ホールディ
ングス（株）

国内コマーシャルペーパー 2011/01/25 J-2 －

東海東京フィナンシャル・ホールディ
ングス（株）

国内コマーシャルペーパー 2012/03/23 J-2 －

東海東京フィナンシャル・ホールディ
ングス（株）

短期優先債務 2011/01/25 J-2 －

東海東京フィナンシャル・ホールディ
ングス（株）

短期優先債務 2012/03/23 J-2 －

東海東京フィナンシャル・ホールディ
ングス（株）

ユーロＭＴＮプログラム 2011/01/25 BBB －

東海東京フィナンシャル・ホールディ
ングス（株）

ユーロＭＴＮプログラム 2011/05/10 BBB －

東海東京フィナンシャル・ホールディ
ングス（株）

ユーロＭＴＮプログラム 2012/03/23 BBB －

（株）だいこう証券ビジネス 国内コマーシャルペーパー 2010/12/06 J-2 －
（株）だいこう証券ビジネス 国内コマーシャルペーパー 2011/12/28 J-2 －
東京海上日動火災保険（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/04/01 J-1+ －
東京海上日動火災保険（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/04/19 J-1+ －
東京海上日動火災保険（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/08/25 J-1+ －
東京海上日動火災保険（株） 長期優先債務 2010/04/01 AAA 安定的
東京海上日動火災保険（株） 長期優先債務 2011/04/19 AAA ネガティブ
東京海上日動火災保険（株） 長期優先債務 2011/08/25 AAA 安定的
三井住友海上火災保険（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/04/01 J-1+ －
三井住友海上火災保険（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/04/19 J-1+ －
三井住友海上火災保険（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/08/25 J-1+ －
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三井住友海上火災保険（株） 長期優先債務 2010/04/01 AAA 安定的
三井住友海上火災保険（株） 長期優先債務 2011/04/19 AAA ネガティブ
三井住友海上火災保険（株） 長期優先債務 2011/08/25 AAA ネガティブ
日本興亜損害保険（株） 保険金支払能力 2010/04/01 AAp 安定的
日本興亜損害保険（株） 保険金支払能力 2011/04/19 AAp ネガティブ
日本興亜損害保険（株） 保険金支払能力 2011/08/25 AAp ネガティブ
日本興亜損害保険（株） 長期優先債務 2010/04/01 AAp 安定的
日本興亜損害保険（株） 長期優先債務 2011/04/19 AAp ネガティブ
日本興亜損害保険（株） 長期優先債務 2011/08/25 AAp ネガティブ
（株）損害保険ジャパン 国内コマーシャルペーパー 2010/04/15 J-1+ －
（株）損害保険ジャパン 国内コマーシャルペーパー 2011/04/19 J-1+ －
（株）損害保険ジャパン 国内コマーシャルペーパー 2011/08/25 J-1+ －
（株）損害保険ジャパン 保険金支払能力 2010/04/01 AA+ 安定的
（株）損害保険ジャパン 保険金支払能力 2011/04/19 AA+ ネガティブ
（株）損害保険ジャパン 保険金支払能力 2011/08/25 AA+ ネガティブ
（株）損害保険ジャパン 長期優先債務 2010/04/01 AA+ 安定的
（株）損害保険ジャパン 長期優先債務 2011/04/19 AA+ ネガティブ
（株）損害保険ジャパン 長期優先債務 2011/08/25 AA+ ネガティブ
（株）損害保険ジャパン 第１回利払繰延条項・期限前償還条項

付無担保ＳＢ（劣後）
2010/04/01 AA- －

（株）損害保険ジャパン 第１回利払繰延条項・期限前償還条項
付無担保ＳＢ（劣後）

2011/04/19 AA- －

（株）損害保険ジャパン 第１回利払繰延条項・期限前償還条項
付無担保ＳＢ（劣後）

2011/08/25 AA- －

あいおいニッセイ同和損害保険（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/10/01 J-1+ －
あいおいニッセイ同和損害保険（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/10/01 J-1+ －
あいおいニッセイ同和損害保険（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/04/19 J-1+ －
あいおいニッセイ同和損害保険（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/08/25 J-1+ －
あいおいニッセイ同和損害保険（株） 長期優先債務 2010/10/01 AA+ 安定的
あいおいニッセイ同和損害保険（株） 長期優先債務 2011/04/19 AA+ ネガティブ
あいおいニッセイ同和損害保険（株） 長期優先債務 2011/08/25 AA+ ネガティブ
あいおいニッセイ同和損害保険（株） 保険金支払能力 2010/10/01 AA+ 安定的
あいおいニッセイ同和損害保険（株） 保険金支払能力 2011/04/19 AA+ ネガティブ
あいおいニッセイ同和損害保険（株） 保険金支払能力 2011/08/25 AA+ ネガティブ
富士火災海上保険（株） 保険金支払能力 2011/02/10 #A ポジティブ
富士火災海上保険（株） 保険金支払能力 2011/07/06 A 安定的
富士火災海上保険（株） 長期優先債務 2011/02/10 #A ポジティブ
富士火災海上保険（株） 長期優先債務 2011/07/06 A 安定的
三井不動産（株） 長期優先債務 2011/02/09 AA- 安定的
三井不動産（株） 長期優先債務 2012/03/12 AA- 安定的
三井不動産（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/02/09 J-1+ －
三井不動産（株） 国内コマーシャルペーパー 2012/03/12 J-1+ －
三井不動産（株） 第３３回無担保ＳＢ 2011/02/09 AA- －
三井不動産（株） 第３３回無担保ＳＢ 2012/03/12 AA- －
三井不動産（株） 第３４回無担保ＳＢ 2011/02/09 AA- －
三井不動産（株） 第３４回無担保ＳＢ 2012/03/12 AA- －
三井不動産（株） 第３５回無担保ＳＢ 2011/02/09 AA- －
三井不動産（株） 第３５回無担保ＳＢ 2012/03/12 AA- －
三井不動産（株） 第３６回無担保ＳＢ 2011/02/09 AA- －
三井不動産（株） 第３６回無担保ＳＢ 2012/03/12 AA- －
三井不動産（株） 第３７回無担保ＳＢ 2011/02/09 AA- －
三井不動産（株） 第３７回無担保ＳＢ 2012/03/12 AA- －
三井不動産（株） 第３８回無担保ＳＢ 2011/02/09 AA- －
三井不動産（株） 第３８回無担保ＳＢ 2012/03/12 AA- －
三井不動産（株） 第３９回無担保ＳＢ 2011/02/09 AA- －
三井不動産（株） 第３９回無担保ＳＢ 2012/03/12 AA- －
三井不動産（株） 第４０回無担保ＳＢ 2011/02/09 AA- －
三井不動産（株） 第４０回無担保ＳＢ 2012/03/12 AA- －
三井不動産（株） 第４１回無担保ＳＢ 2011/02/09 AA- －
三井不動産（株） 第４１回無担保ＳＢ 2012/03/12 AA- －
三井不動産（株） 予備格付（発行登録債） 2011/02/09 AA- －
三井不動産（株） 予備格付（発行登録債） 2012/03/12 AA- －
三井不動産（株） 第４２回無担保ＳＢ 2011/03/10 AA- －
三井不動産（株） 第４２回無担保ＳＢ 2012/03/12 AA- －
三井不動産（株） 第４３回無担保ＳＢ 2011/06/14 AA- －
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三井不動産（株） 第４３回無担保ＳＢ 2012/03/12 AA- －
三井不動産（株） 第４４回無担保ＳＢ 2011/08/30 AA- －
三井不動産（株） 第４４回無担保ＳＢ 2012/03/12 AA- －
三菱地所（株） 長期優先債務 2011/02/09 AA+p 安定的
三菱地所（株） 長期優先債務 2012/03/12 AA+p 安定的
平和不動産（株） 長期優先債務 2010/07/06 BBB+ 安定的
平和不動産（株） 長期優先債務 2011/07/26 BBB+ 安定的
平和不動産（株） 第７回無担保ＣＢ 2010/07/06 BBB+ －
平和不動産（株） 第７回無担保ＣＢ 2011/07/26 BBB+ －
平和不動産（株） 第７回無担保ＳＢ 2010/07/06 BBB+ －
平和不動産（株） 第７回無担保ＳＢ 2011/07/26 BBB+ －
平和不動産（株） 予備格付（発行登録債） 2010/07/06 消滅 －
平和不動産（株） 第１０回無担保ＳＢ 2010/07/06 BBB+ －
平和不動産（株） 第１０回無担保ＳＢ 2011/07/26 BBB+ －
平和不動産（株） 第１１回無担保ＳＢ 2010/07/06 BBB+ －
平和不動産（株） 第１１回無担保ＳＢ 2011/07/26 BBB+ －
平和不動産（株） 予備格付（発行登録債） 2011/09/09 BBB+ －
東京建物（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/11/11 J-1 －
東京建物（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/12/12 #J-1 ネガティブ
東京建物（株） 長期優先債務 2010/11/11 A- 安定的
東京建物（株） 長期優先債務 2011/12/12 #A- ネガティブ
東京建物（株） 第６回無担保ＳＢ 2010/11/11 A- －
東京建物（株） 第６回無担保ＳＢ 2011/12/12 消滅 ネガティブ
東京建物（株） 第７回無担保ＳＢ 2010/11/11 A- －
東京建物（株） 第７回無担保ＳＢ 2011/12/12 #A- ネガティブ
東京建物（株） 第８回無担保ＳＢ 2010/11/11 A- －
東京建物（株） 第８回無担保ＳＢ 2011/12/12 #A- ネガティブ
東京建物（株） 第９回無担保ＳＢ 2010/11/11 A- －
東京建物（株） 第９回無担保ＳＢ 2011/12/12 #A- ネガティブ
東京建物（株） 第１０回無担保ＳＢ 2010/11/11 A- －
東京建物（株） 第１０回無担保ＳＢ 2011/12/12 #A- ネガティブ
東京建物（株） 第１１回無担保ＳＢ 2010/11/11 A- －
東京建物（株） 第１１回無担保ＳＢ 2011/12/12 #A- ネガティブ
東京建物（株） 第１２回無担保ＳＢ 2010/11/11 A- －
東京建物（株） 第１２回無担保ＳＢ 2011/12/12 #A- ネガティブ
東京建物（株） 予備格付（発行登録債） 2010/11/11 A- －
東京建物（株） 予備格付（発行登録債） 2011/12/12 #A- ネガティブ
東京建物（株） 第１３回無担保ＳＢ 2011/02/25 A- －
東京建物（株） 第１３回無担保ＳＢ 2011/12/12 #A- ネガティブ
東京建物（株） 第１４回無担保ＳＢ 2011/07/08 A- －
東京建物（株） 第１４回無担保ＳＢ 2011/12/12 #A- ネガティブ
ダイビル（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/12/01 J-1+ －
ダイビル（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/12/22 J-1+ －
ダイビル（株） 第７回無担保ＳＢ 2010/12/01 AA- －
ダイビル（株） 第７回無担保ＳＢ 2011/12/22 AA- －
ダイビル（株） 第８回無担保ＳＢ 2010/12/01 AA- －
ダイビル（株） 第８回無担保ＳＢ 2011/12/22 AA- －
ダイビル（株） 長期優先債務 2010/12/01 AA- 安定的
ダイビル（株） 長期優先債務 2011/12/22 AA- ネガティブ
ダイビル（株） 第９回無担保ＳＢ 2010/12/01 AA- －
ダイビル（株） 第９回無担保ＳＢ 2011/12/22 AA- －
ダイビル（株） 第１０回無担保ＳＢ 2010/12/01 AA- －
ダイビル（株） 第１０回無担保ＳＢ 2011/12/22 AA- －
ダイビル（株） 第１１回無担保ＳＢ 2010/12/01 AA- －
ダイビル（株） 第１１回無担保ＳＢ 2011/12/22 AA- －
ダイビル（株） 第１２回無担保ＳＢ 2010/12/01 AA- －
ダイビル（株） 第１２回無担保ＳＢ 2011/12/22 AA- －
ダイビル（株） 予備格付（発行登録債） 2011/02/24 AA- －
ダイビル（株） 予備格付（発行登録債） 2011/12/22 AA- －
（株）サンケイビル 長期優先債務 2011/03/01 A 安定的
（株）サンケイビル 長期優先債務 2012/01/19 #A ポジティブ
（株）サンケイビル 第１回無担保ＳＢ 2011/03/01 消滅 －
（株）サンケイビル 第２回無担保ＳＢ 2011/03/01 A －
（株）サンケイビル 第２回無担保ＳＢ 2012/01/19 #A ポジティブ
（株）サンケイビル 第３回無担保ＳＢ 2011/03/01 A －
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（株）サンケイビル 第３回無担保ＳＢ 2012/01/19 #A ポジティブ
（株）サンケイビル 予備格付（発行登録債） 2011/03/01 A －
（株）サンケイビル 予備格付（発行登録債） 2012/01/19 #A ポジティブ
（株）サンケイビル 第４回無担保ＳＢ 2011/10/25 A －
（株）サンケイビル 第４回無担保ＳＢ 2012/01/19 #A ポジティブ
東急不動産（株） 長期優先債務 2010/03/08 A- ネガティブ
東急不動産（株） 長期優先債務 2011/08/08 A- 安定的
東急不動産（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/03/08 J-1 －
東急不動産（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/08/08 J-1 －
東急不動産（株） 第１１回無担保ＳＢ 2010/03/08 消滅 －
東急不動産（株） 第１２回無担保ＳＢ 2010/03/08 A- －
東急不動産（株） 第１２回無担保ＳＢ 2011/08/08 消滅 －
東急不動産（株） 第１３回無担保ＳＢ 2010/03/08 A- －
東急不動産（株） 第１３回無担保ＳＢ 2011/08/08 A- －
東急不動産（株） 第１４回無担保ＳＢ 2010/03/08 A- －
東急不動産（株） 第１４回無担保ＳＢ 2011/08/08 A- －
東急不動産（株） 予備格付(発行登録債) 2010/03/08 A- －
東急不動産（株） 予備格付(発行登録債) 2011/08/08 消滅 －
東急不動産（株） 第１５回無担保ＳＢ 2010/10/21 A- －
東急不動産（株） 第１５回無担保ＳＢ 2011/08/08 A- －
東急不動産（株） 第１６回無担保ＳＢ 2011/09/07 A- －
東急不動産（株） 第１７回無担保ＳＢ 2012/02/24 A- －
東急不動産（株） 予備格付（発行登録債） 2012/03/08 A- －
住友不動産（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/02/09 J-1 －
住友不動産（株） 国内コマーシャルペーパー 2012/03/12 J-1 －
住友不動産（株） 第５２回無担保ＳＢ 2011/02/09 消滅 －
住友不動産（株） 第５３回無担保ＳＢ 2011/02/09 A －
住友不動産（株） 第５３回無担保ＳＢ 2012/03/12 A －
住友不動産（株） 長期優先債務 2011/02/09 A 安定的
住友不動産（株） 長期優先債務 2012/03/12 A 安定的
住友不動産（株） 第５６回無担保ＳＢ 2011/02/09 消滅 －
住友不動産（株） 第５７回無担保ＳＢ 2011/02/09 消滅 －
住友不動産（株） 第５８回無担保ＳＢ 2011/02/09 消滅 －
住友不動産（株） 第５９回無担保ＳＢ 2011/02/09 A －
住友不動産（株） 第５９回無担保ＳＢ 2012/03/12 A －
住友不動産（株） 第６０回無担保ＳＢ 2011/02/09 消滅 －
住友不動産（株） 第６１回無担保ＳＢ 2011/02/09 A －
住友不動産（株） 第６１回無担保ＳＢ 2012/03/12 A －
住友不動産（株） 第６２回無担保ＳＢ 2011/02/09 A －
住友不動産（株） 第６２回無担保ＳＢ 2012/03/12 A －
住友不動産（株） 第６３回無担保ＳＢ 2011/02/09 A －
住友不動産（株） 第６３回無担保ＳＢ 2012/03/12 A －
住友不動産（株） 第６４回無担保ＳＢ 2011/02/09 A －
住友不動産（株） 第６４回無担保ＳＢ 2012/03/12 A －
住友不動産（株） 第６５回無担保ＳＢ 2011/02/09 A －
住友不動産（株） 第６５回無担保ＳＢ 2012/03/12 A －
住友不動産（株） 第６６回無担保ＳＢ 2011/02/09 A －
住友不動産（株） 第６６回無担保ＳＢ 2012/03/12 A －
住友不動産（株） ローン（永久劣後） 2011/02/09 BBB+ －
住友不動産（株） ローン（永久劣後） 2012/03/12 BBB+ －
住友不動産（株） 予備格付（発行登録債） 2011/02/09 消滅 －
住友不動産（株） 第６７回無担保ＳＢ 2011/02/09 A －
住友不動産（株） 第６７回無担保ＳＢ 2012/03/12 A －
住友不動産（株） 第６８回無担保ＳＢ 2011/02/09 A －
住友不動産（株） 第６８回無担保ＳＢ 2012/03/12 A －
住友不動産（株） 第６９回無担保ＳＢ 2011/02/09 A －
住友不動産（株） 第６９回無担保ＳＢ 2012/03/12 A －
住友不動産（株） 第７０回無担保ＳＢ 2011/02/09 A －
住友不動産（株） 第７０回無担保ＳＢ 2012/03/12 A －
住友不動産（株） 第７１回無担保ＳＢ 2011/02/09 A －
住友不動産（株） 第７１回無担保ＳＢ 2012/03/12 A －
住友不動産（株） 第７２回無担保ＳＢ 2011/02/09 A －
住友不動産（株） 第７２回無担保ＳＢ 2012/03/12 A －
住友不動産（株） 第７３回無担保ＳＢ 2011/02/09 A －
住友不動産（株） 第７３回無担保ＳＢ 2012/03/12 A －
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住友不動産（株） 第７４回無担保ＳＢ 2011/02/09 A －
住友不動産（株） 第７４回無担保ＳＢ 2012/03/12 A －
住友不動産（株） 第７５回無担保ＳＢ 2011/02/09 A －
住友不動産（株） 第７５回無担保ＳＢ 2012/03/12 A －
住友不動産（株） 予備格付（発行登録債） 2011/05/12 A －
住友不動産（株） 予備格付（発行登録債） 2012/03/12 A －
住友不動産（株） 第７６回無担保ＳＢ 2011/06/02 A －
住友不動産（株） 第７６回無担保ＳＢ 2012/03/12 A －
住友不動産（株） 第７７回無担保ＳＢ 2011/07/22 A －
住友不動産（株） 第７７回無担保ＳＢ 2012/03/12 A －
住友不動産（株） 第７８回無担保ＳＢ 2011/08/26 A －
住友不動産（株） 第７８回無担保ＳＢ 2012/03/12 A －
藤和不動産（株） 長期優先債務 2010/07/01 AA- ポジティブ
三菱地所レジデンス（株） 長期優先債務 2011/07/29 AA 安定的
藤和不動産（株） 第３回無担保ＳＢ 2010/07/01 AA- －
三菱地所レジデンス（株） 第３回無担保ＳＢ 2011/07/29 AA －
（株）大京 長期優先債務 2011/01/11 BBB- ポジティブ
（株）大京 長期優先債務 2012/01/30 BBB 安定的
（株）大京 第２回無担保ＳＢ 2011/01/11 BBB- －
（株）大京 第２回無担保ＳＢ 2012/01/30 消滅 －
（株）大京 国内コマーシャルペーパー 2011/01/11 J-2 －
（株）大京 国内コマーシャルペーパー 2012/01/30 J-2 －
（株）大京 予備格付（発行登録債） 2011/01/11 BBB- －
（株）大京 予備格付（発行登録債） 2012/01/30 BBB －
（株）大京 第４回無担保ＳＢ 2011/01/11 BBB- －
（株）大京 第４回無担保ＳＢ 2012/01/30 BBB －
（株）大京 第５回無担保ＳＢ 2011/01/28 BBB- －
（株）大京 第５回無担保ＳＢ 2012/01/30 BBB －
（株）大京 予備格付（発行登録債） 2012/04/03 BBB －
（株）テーオーシー 国内コマーシャルペーパー 2010/04/16 J-1 －
（株）テーオーシー 国内コマーシャルペーパー 2011/04/26 J-1 －
（株）テーオーシー 長期優先債務 2010/04/16 A+ 安定的
（株）テーオーシー 長期優先債務 2011/04/26 A+ 安定的
東武鉄道（株） 長期優先債務 2010/11/01 BBB+ 安定的
東武鉄道（株） 長期優先債務 2011/11/29 BBB+ 安定的
東武鉄道（株） 第８５回無担保ＳＢ 2010/11/01 BBB+ －
東武鉄道（株） 第８５回無担保ＳＢ 2011/11/29 BBB+ －
東武鉄道（株） 予備格付(発行登録債) 2011/01/13 消滅 －
東武鉄道（株） 第９１回無担保ＳＢ 2011/01/13 BBB+ －
東武鉄道（株） 第９１回無担保ＳＢ 2011/11/29 BBB+ －
東武鉄道（株） 予備格付（発行登録債） 2011/07/08 BBB+ －
東武鉄道（株） 予備格付（発行登録債） 2011/11/29 BBB+ －
東武鉄道（株） 第９３回無担保ＳＢ 2012/01/12 BBB+ －
相鉄ホールディングス（株） 長期優先債務 2009/09/16 BBB+ 安定的
相鉄ホールディングス（株） 長期優先債務 2011/11/29 BBB+ 安定的
東京急行電鉄（株） ユーロＭＴＮプログラム 2010/11/01 A+ －
東京急行電鉄（株） ユーロＭＴＮプログラム 2011/11/29 A+ －
東京急行電鉄（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/11/01 J-1 －
東京急行電鉄（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/11/29 J-1 －
東京急行電鉄（株） 第５９回無担保ＳＢ 2010/11/01 A+ －
東京急行電鉄（株） 第５９回無担保ＳＢ 2011/11/29 A+ －
東京急行電鉄（株） 第６０回無担保ＳＢ 2010/11/01 A+ －
東京急行電鉄（株） 第６０回無担保ＳＢ 2011/11/29 A+ －
東京急行電鉄（株） 第６１回無担保ＳＢ 2010/11/01 A+ －
東京急行電鉄（株） 第６１回無担保ＳＢ 2011/11/29 A+ －
東京急行電鉄（株） 第６２回無担保ＳＢ 2010/11/01 A+ －
東京急行電鉄（株） 第６２回無担保ＳＢ 2011/11/29 A+ －
東京急行電鉄（株） 長期優先債務 2010/11/01 A+ 安定的
東京急行電鉄（株） 長期優先債務 2011/11/29 A+ 安定的
東京急行電鉄（株） 第６３回無担保ＳＢ 2010/11/01 A+ －
東京急行電鉄（株） 第６３回無担保ＳＢ 2011/11/29 A+ －
東京急行電鉄（株） 第６４回無担保ＳＢ 2010/11/01 A+ －
東京急行電鉄（株） 第６４回無担保ＳＢ 2011/11/29 A+ －
東京急行電鉄（株） 第６５回無担保ＳＢ 2010/11/01 A+ －
東京急行電鉄（株） 第６５回無担保ＳＢ 2011/11/29 A+ －
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東京急行電鉄（株） 第６６回無担保ＳＢ 2010/11/01 A+ －
東京急行電鉄（株） 第６６回無担保ＳＢ 2011/11/29 A+ －
東京急行電鉄（株） 第６７回無担保ＳＢ 2010/11/01 A+ －
東京急行電鉄（株） 第６７回無担保ＳＢ 2011/11/29 A+ －
東京急行電鉄（株） 第６８回無担保ＳＢ 2010/11/01 A+ －
東京急行電鉄（株） 第６８回無担保ＳＢ 2011/11/29 A+ －
東京急行電鉄（株） 第６９回無担保ＳＢ 2010/11/01 A+ －
東京急行電鉄（株） 第６９回無担保ＳＢ 2011/11/29 A+ －
東京急行電鉄（株） 予備格付(発行登録債) 2010/11/01 A+ －
東京急行電鉄（株） 予備格付(発行登録債) 2011/11/29 消滅 －
東京急行電鉄（株） 第７０回無担保ＳＢ 2010/11/01 A+ －
東京急行電鉄（株） 第７０回無担保ＳＢ 2011/11/29 A+ －
東京急行電鉄（株） 第７１回無担保ＳＢ 2010/11/01 A+ －
東京急行電鉄（株） 第７１回無担保ＳＢ 2011/11/29 A+ －
東京急行電鉄（株） 第７３回無担保ＳＢ 2010/12/09 A+ －
東京急行電鉄（株） 第７３回無担保ＳＢ 2011/11/29 A+ －
東京急行電鉄（株） 第７２回無担保ＳＢ 2010/12/09 A+ －
東京急行電鉄（株） 第７２回無担保ＳＢ 2011/11/29 A+ －
東京急行電鉄（株） 第７４回無担保ＳＢ 2011/06/09 A+ －
東京急行電鉄（株） 第７４回無担保ＳＢ 2011/11/29 A+ －
東京急行電鉄（株） 予備格付（発行登録債） 2012/03/09 A+ －
京浜急行電鉄（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/11/01 J-1 －
京浜急行電鉄（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/11/29 J-1 －
京浜急行電鉄（株） 長期優先債務 2010/11/01 A+ 安定的
京浜急行電鉄（株） 長期優先債務 2011/11/29 A+ 安定的
京浜急行電鉄（株） 第２７回無担保ＳＢ 2012/03/13 A+ －
京浜急行電鉄（株） 第２８回無担保ＳＢ 2012/03/13 A+ －
京浜急行電鉄（株） 第２９回無担保ＳＢ 2012/03/13 A+ －
京浜急行電鉄（株） 第３２回無担保ＳＢ 2012/03/13 A+ －
京浜急行電鉄（株） 第３１回無担保ＳＢ 2012/03/13 A+ －
京浜急行電鉄（株） 第３３回無担保ＳＢ 2012/03/13 A+ －
京浜急行電鉄（株） 予備格付（発行登録債） 2012/03/13 A+ －
京浜急行電鉄（株） 第３４回無担保ＳＢ 2012/03/13 A+ －
京浜急行電鉄（株） 第３０回無担保ＳＢ 2012/03/13 A+ －
小田急電鉄（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/11/01 J-1+ －
小田急電鉄（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/11/29 J-1+ －
小田急電鉄（株） 第２２回無担保ＳＢ 2010/11/01 AA- －
小田急電鉄（株） 第２２回無担保ＳＢ 2011/11/29 AA- －
小田急電鉄（株） 第２５回無担保ＳＢ 2010/11/01 AA- －
小田急電鉄（株） 第２５回無担保ＳＢ 2011/11/29 AA- －
小田急電鉄（株） 第３２回無担保ＳＢ 2010/11/01 AA- －
小田急電鉄（株） 第３２回無担保ＳＢ 2011/11/29 AA- －
小田急電鉄（株） 長期優先債務 2010/11/01 AA- 安定的
小田急電鉄（株） 長期優先債務 2011/11/29 AA- 安定的
小田急電鉄（株） 第４０回無担保ＳＢ 2010/11/01 AA- －
小田急電鉄（株） 第４０回無担保ＳＢ 2011/11/29 AA- －
小田急電鉄（株） 第４１回無担保ＳＢ 2010/11/01 AA- －
小田急電鉄（株） 第４１回無担保ＳＢ 2011/11/29 AA- －
小田急電鉄（株） 第４５回無担保ＳＢ 2010/11/01 消滅 －
小田急電鉄（株） 第４６回無担保ＳＢ 2010/11/01 AA- －
小田急電鉄（株） 第４６回無担保ＳＢ 2011/11/29 AA- －
小田急電鉄（株） 第４７回無担保ＳＢ 2010/11/01 AA- －
小田急電鉄（株） 第４７回無担保ＳＢ 2011/11/29 消滅 －
小田急電鉄（株） 予備格付（発行登録債） 2010/11/01 消滅 －
小田急電鉄（株） 第４８回無担保ＳＢ 2010/11/01 AA- －
小田急電鉄（株） 第４８回無担保ＳＢ 2011/11/29 AA- －
小田急電鉄（株） 第５０回無担保ＳＢ 2010/11/01 AA- －
小田急電鉄（株） 第５０回無担保ＳＢ 2011/11/29 AA- －
小田急電鉄（株） 第４９回無担保ＳＢ 2010/11/01 AA- －
小田急電鉄（株） 第４９回無担保ＳＢ 2011/11/29 AA- －
小田急電鉄（株） 第５１回無担保ＳＢ 2010/11/01 AA- －
小田急電鉄（株） 第５１回無担保ＳＢ 2011/11/29 AA- －
小田急電鉄（株） 第５２回無担保ＳＢ 2010/11/01 AA- －
小田急電鉄（株） 第５２回無担保ＳＢ 2011/11/29 AA- －
小田急電鉄（株） 第５３回無担保ＳＢ 2010/11/01 AA- －
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小田急電鉄（株） 第５３回無担保ＳＢ 2011/11/29 AA- －
小田急電鉄（株） 第５５回無担保ＳＢ 2010/12/10 AA- －
小田急電鉄（株） 第５５回無担保ＳＢ 2011/11/29 AA- －
小田急電鉄（株） 第５４回無担保ＳＢ 2010/12/10 AA- －
小田急電鉄（株） 第５４回無担保ＳＢ 2011/11/29 AA- －
小田急電鉄（株） 第５６回無担保ＳＢ 2011/01/07 AA- －
小田急電鉄（株） 第５６回無担保ＳＢ 2011/11/29 AA- －
小田急電鉄（株） 予備格付（発行登録債） 2011/05/13 AA- －
小田急電鉄（株） 予備格付（発行登録債） 2011/11/29 AA- －
小田急電鉄（株） 第５７回無担保ＳＢ 2011/07/08 AA- －
小田急電鉄（株） 第５７回無担保ＳＢ 2011/11/29 AA- －
小田急電鉄（株） 第５８回無担保ＳＢ 2012/01/11 AA- －
京王電鉄（株） 第１８回無担保ＳＢ 2010/11/01 AA －
京王電鉄（株） 第１８回無担保ＳＢ 2011/11/29 AA －
京王電鉄（株） 第２０回無担保ＳＢ 2010/11/01 AA －
京王電鉄（株） 第２０回無担保ＳＢ 2011/11/29 AA －
京王電鉄（株） 第２２回無担保ＳＢ 2010/11/01 AA －
京王電鉄（株） 第２２回無担保ＳＢ 2011/11/29 AA －
京王電鉄（株） 長期優先債務 2010/11/01 AA 安定的
京王電鉄（株） 長期優先債務 2011/11/29 AA 安定的
京王電鉄（株） 第２５回無担保ＳＢ 2010/11/01 AA －
京王電鉄（株） 第２５回無担保ＳＢ 2011/11/29 AA －
京王電鉄（株） 第２６回無担保ＳＢ 2010/11/01 AA －
京王電鉄（株） 第２６回無担保ＳＢ 2011/11/29 AA －
京王電鉄（株） 第２７回無担保ＳＢ 2010/11/01 AA －
京王電鉄（株） 第２７回無担保ＳＢ 2011/11/29 AA －
京王電鉄（株） 第２８回無担保ＳＢ 2010/11/01 AA －
京王電鉄（株） 第２８回無担保ＳＢ 2011/11/29 AA －
京王電鉄（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/11/01 J-1+ －
京王電鉄（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/11/29 J-1+ －
京王電鉄（株） 第３０回無担保ＳＢ 2010/11/01 AA －
京王電鉄（株） 第３０回無担保ＳＢ 2011/11/29 AA －
京王電鉄（株） 第２９回無担保ＳＢ 2010/11/01 AA －
京王電鉄（株） 第２９回無担保ＳＢ 2011/11/29 AA －
京王電鉄（株） 予備格付（発行登録債） 2010/12/20 AA －
京王電鉄（株） 予備格付（発行登録債） 2011/11/29 AA －
京王電鉄（株） 第３１回無担保ＳＢ 2011/07/14 AA －
京王電鉄（株） 第３１回無担保ＳＢ 2011/11/29 AA －
京成電鉄（株） 長期優先債務 2010/11/01 A- 安定的
京成電鉄（株） 長期優先債務 2011/11/29 A- 安定的
京成電鉄（株） 第４２回無担保ＳＢ 2010/11/01 A- －
京成電鉄（株） 第４２回無担保ＳＢ 2011/11/29 A- －
京成電鉄（株） 第４３回無担保ＳＢ 2010/11/01 A- －
京成電鉄（株） 第４３回無担保ＳＢ 2011/11/29 A- －
京成電鉄（株） 第４４回無担保ＳＢ 2010/11/01 A- －
京成電鉄（株） 第４４回無担保ＳＢ 2011/11/29 A- －
京成電鉄（株） 予備格付（発行登録債） 2010/11/01 消滅 －
京成電鉄（株） 第４５回無担保ＳＢ 2010/11/01 A- －
京成電鉄（株） 第４５回無担保ＳＢ 2011/11/29 A- －
京成電鉄（株） 第４６回無担保ＳＢ 2010/11/01 A- －
京成電鉄（株） 第４６回無担保ＳＢ 2011/11/29 A- －
京成電鉄（株） 第４７回無担保ＳＢ 2010/11/01 A- －
京成電鉄（株） 第４７回無担保ＳＢ 2011/11/29 A- －
東日本旅客鉄道（株） 長期優先債務 2010/03/30 AAAp 安定的
東日本旅客鉄道（株） 長期優先債務 2011/08/25 AAAp 安定的
西日本旅客鉄道（株） 長期優先債務 2010/03/30 AA+p 安定的
西日本旅客鉄道（株） 長期優先債務 2011/08/25 AA+p 安定的
東海旅客鉄道（株） 長期優先債務 2010/08/05 AAAp 安定的
東海旅客鉄道（株） 長期優先債務 2011/08/25 AAAp 安定的
東海旅客鉄道（株） 長期優先債務 2011/10/25 撤回 －
東海旅客鉄道（株） 長期優先債務 2011/10/25 AAA 安定的
東海旅客鉄道（株） 予備格付（発行登録債） 2011/10/25 AAA －
西日本鉄道（株） 第３５回無担保ＳＢ 2010/04/27 A+ －
西日本鉄道（株） 第３５回無担保ＳＢ 2011/05/02 A+ －
西日本鉄道（株） 長期優先債務 2010/04/27 A+ 安定的
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西日本鉄道（株） 長期優先債務 2011/05/02 A+ 安定的
西日本鉄道（株） 第３６回無担保ＳＢ 2010/04/27 A+ －
西日本鉄道（株） 第３６回無担保ＳＢ 2011/05/02 A+ －
西日本鉄道（株） 第３８回無担保ＳＢ 2010/04/27 A+ －
西日本鉄道（株） 第３８回無担保ＳＢ 2011/05/02 A+ －
西日本鉄道（株） 第３７回無担保ＳＢ 2010/04/27 A+ －
西日本鉄道（株） 第３７回無担保ＳＢ 2011/05/02 A+ －
西日本鉄道（株） 第３９回無担保ＳＢ 2010/04/27 A+ －
西日本鉄道（株） 第３９回無担保ＳＢ 2011/05/02 A+ －
西日本鉄道（株） 第４０回無担保ＳＢ 2010/04/27 A+ －
西日本鉄道（株） 第４０回無担保ＳＢ 2011/05/02 A+ －
西日本鉄道（株） 第４１回無担保ＳＢ 2010/09/02 A+ －
西日本鉄道（株） 第４１回無担保ＳＢ 2011/05/02 A+ －
近畿日本鉄道（株） 長期優先債務 2010/09/22 BBB+ 安定的
近畿日本鉄道（株） 長期優先債務 2011/10/06 BBB+ ネガティブ
近畿日本鉄道（株） 第５８回無担保ＳＢ 2010/09/22 BBB+ －
近畿日本鉄道（株） 第５８回無担保ＳＢ 2011/10/06 BBB+ －
近畿日本鉄道（株） 第５９回無担保ＳＢ 2010/09/22 BBB+ －
近畿日本鉄道（株） 第５９回無担保ＳＢ 2011/10/06 BBB+ －
近畿日本鉄道（株） 第６０回無担保ＳＢ 2010/09/22 BBB+ －
近畿日本鉄道（株） 第６０回無担保ＳＢ 2011/10/06 BBB+ －
近畿日本鉄道（株） 第６１回無担保ＳＢ 2010/09/22 BBB+ －
近畿日本鉄道（株） 第６１回無担保ＳＢ 2011/10/06 BBB+ －
近畿日本鉄道（株） 第６２回無担保ＳＢ 2010/09/22 BBB+ －
近畿日本鉄道（株） 第６２回無担保ＳＢ 2011/10/06 BBB+ －
近畿日本鉄道（株） 第６３回無担保ＳＢ 2010/09/22 BBB+ －
近畿日本鉄道（株） 第６３回無担保ＳＢ 2011/10/06 BBB+ －
近畿日本鉄道（株） 第６５回無担保ＳＢ 2010/09/22 BBB+ －
近畿日本鉄道（株） 第６５回無担保ＳＢ 2011/10/06 BBB+ －
近畿日本鉄道（株） 第６６回無担保ＳＢ 2010/10/07 BBB+ －
近畿日本鉄道（株） 第６６回無担保ＳＢ 2011/10/06 BBB+ －
近畿日本鉄道（株） 予備格付（発行登録債） 2011/03/22 BBB+ －
近畿日本鉄道（株） 予備格付（発行登録債） 2011/10/06 BBB+ －
近畿日本鉄道（株） 第７１回無担保ＳＢ 2011/05/20 BBB+ －
近畿日本鉄道（株） 第７１回無担保ＳＢ 2011/10/06 BBB+ －
近畿日本鉄道（株） 第７２回無担保ＳＢ 2011/05/20 BBB+ －
近畿日本鉄道（株） 第７２回無担保ＳＢ 2011/10/06 BBB+ －
近畿日本鉄道（株） 第７３回無担保ＳＢ 2011/12/09 BBB+ －
阪急阪神ホールディングス（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/09/15 J-1 －
阪急阪神ホールディングス（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/08/29 J-1 －
阪急阪神ホールディングス（株） 第２８回無担保ＳＢ 2010/09/15 消滅 －
阪急阪神ホールディングス（株） 長期優先債務 2010/09/15 A 安定的
阪急阪神ホールディングス（株） 長期優先債務 2011/08/29 A 安定的
阪急阪神ホールディングス（株） 第３３回無担保ＳＢ 2010/09/15 A －
阪急阪神ホールディングス（株） 第３３回無担保ＳＢ 2011/08/29 A －
阪急阪神ホールディングス（株） 第３４回無担保ＳＢ 2010/09/15 A －
阪急阪神ホールディングス（株） 第３４回無担保ＳＢ 2011/08/29 消滅 －
阪急阪神ホールディングス（株） 第３５回無担保ＳＢ 2010/09/15 A －
阪急阪神ホールディングス（株） 第３５回無担保ＳＢ 2011/08/29 A －
阪急阪神ホールディングス（株） 第３６回無担保ＳＢ 2010/09/15 消滅 －
阪急阪神ホールディングス（株） 第３８回無担保ＳＢ 2010/09/15 A －
阪急阪神ホールディングス（株） 第３８回無担保ＳＢ 2011/08/29 A －
阪急阪神ホールディングス（株） 第３７回無担保ＳＢ 2010/09/15 A －
阪急阪神ホールディングス（株） 第３７回無担保ＳＢ 2011/08/29 A －
阪急阪神ホールディングス（株） 第３９回無担保ＳＢ 2010/09/15 A －
阪急阪神ホールディングス（株） 第３９回無担保ＳＢ 2011/08/29 A －
阪急阪神ホールディングス（株） 予備格付（発行登録債） 2010/09/15 A －
阪急阪神ホールディングス（株） 予備格付（発行登録債） 2011/08/29 A －
阪急阪神ホールディングス（株） 第４０回無担保ＳＢ 2010/09/15 A －
阪急阪神ホールディングス（株） 第４０回無担保ＳＢ 2011/08/29 A －
阪急阪神ホールディングス（株） 第４１回無担保ＳＢ 2010/09/15 A －
阪急阪神ホールディングス（株） 第４１回無担保ＳＢ 2011/08/29 A －
阪急阪神ホールディングス（株） 第４２回無担保ＳＢ 2011/03/11 A －
阪急阪神ホールディングス（株） 第４２回無担保ＳＢ 2011/08/29 A －
阪急阪神ホールディングス（株） 第４３回無担保ＳＢ 2011/09/02 A －
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阪神電気鉄道（株） 第１２回無担保ＳＢ 2010/09/15 A －
阪神電気鉄道（株） 第１２回無担保ＳＢ 2011/08/29 A －
阪神電気鉄道（株） 第１４回無担保ＳＢ 2010/09/15 A －
阪神電気鉄道（株） 第１４回無担保ＳＢ 2011/08/29 A －
阪神電気鉄道（株） 長期優先債務 2010/09/15 A 安定的
阪神電気鉄道（株） 長期優先債務 2011/08/29 A 安定的
南海電気鉄道（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/10/12 J-2 －
南海電気鉄道（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/10/27 J-2 －
南海電気鉄道（株） 長期優先債務 2010/10/12 BBB+ 安定的
南海電気鉄道（株） 長期優先債務 2011/10/27 BBB+ 安定的
南海電気鉄道（株） 第２７回無担保ＳＢ 2010/10/12 消滅 －
南海電気鉄道（株） 第２８回無担保ＳＢ 2010/10/12 BBB+ －
南海電気鉄道（株） 第２８回無担保ＳＢ 2011/10/27 BBB+ －
南海電気鉄道（株） 第２９回無担保ＳＢ 2010/10/12 BBB+ －
南海電気鉄道（株） 第２９回無担保ＳＢ 2011/10/27 BBB+ －
南海電気鉄道（株） 予備格付(発行登録債) 2010/10/12 消滅 －
南海電気鉄道（株） 第３０回無担保ＳＢ 2010/10/12 BBB+ －
南海電気鉄道（株） 第３０回無担保ＳＢ 2011/10/27 BBB+ －
南海電気鉄道（株） 第３１回無担保ＳＢ 2010/10/12 BBB+ －
南海電気鉄道（株） 第３１回無担保ＳＢ 2011/10/27 BBB+ －
南海電気鉄道（株） 第３２回無担保ＳＢ 2010/10/12 BBB+ －
南海電気鉄道（株） 第３２回無担保ＳＢ 2011/10/27 BBB+ －
南海電気鉄道（株） 第３３回無担保ＳＢ 2010/12/14 BBB+ －
南海電気鉄道（株） 第３３回無担保ＳＢ 2011/10/27 BBB+ －
南海電気鉄道（株） 予備格付（発行登録債） 2011/04/27 BBB+ －
南海電気鉄道（株） 予備格付（発行登録債） 2011/10/27 BBB+ －
南海電気鉄道（株） 第３４回無担保ＳＢ 2011/05/26 BBB+ －
南海電気鉄道（株） 第３４回無担保ＳＢ 2011/10/27 BBB+ －
京阪電気鉄道（株） 第１５回無担保ＳＢ 2010/07/14 A- －
京阪電気鉄道（株） 第１５回無担保ＳＢ 2011/09/09 A- －
京阪電気鉄道（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/07/14 J-1 －
京阪電気鉄道（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/09/09 J-1 －
京阪電気鉄道（株） 長期優先債務 2010/07/14 A- 安定的
京阪電気鉄道（株） 長期優先債務 2011/09/09 A- 安定的
京阪電気鉄道（株） 予備格付（発行登録債） 2010/07/14 消滅 －
京阪電気鉄道（株） 予備格付（発行登録債） 2011/05/25 A- －
京阪電気鉄道（株） 予備格付（発行登録債） 2011/09/09 A- －
名古屋鉄道（株） 第２６回無担保ＳＢ 2011/02/09 消滅 －
名古屋鉄道（株） 第９回コーラブル無担保ＣＢ 2011/02/09 A- －
名古屋鉄道（株） 第９回コーラブル無担保ＣＢ 2012/02/27 消滅 －
名古屋鉄道（株） 第３４回無担保ＳＢ 2011/02/09 A- －
名古屋鉄道（株） 第３４回無担保ＳＢ 2012/02/27 A- －
名古屋鉄道（株） 長期優先債務 2011/02/09 A- ネガティブ
名古屋鉄道（株） 長期優先債務 2012/02/27 A- 安定的
名古屋鉄道（株） 第３５回無担保ＳＢ 2011/02/09 消滅 －
名古屋鉄道（株） 第３６回無担保ＳＢ 2011/02/09 A- －
名古屋鉄道（株） 第３６回無担保ＳＢ 2012/02/27 A- －
名古屋鉄道（株） 第３７回無担保ＳＢ 2011/02/09 A- －
名古屋鉄道（株） 第３７回無担保ＳＢ 2012/02/27 A- －
名古屋鉄道（株） 第３８回無担保ＳＢ 2011/02/09 A- －
名古屋鉄道（株） 第３８回無担保ＳＢ 2012/02/27 A- －
名古屋鉄道（株） 第３９回無担保ＳＢ 2011/02/09 A- －
名古屋鉄道（株） 第３９回無担保ＳＢ 2012/02/27 A- －
名古屋鉄道（株） 第４０回無担保ＳＢ 2011/02/09 A- －
名古屋鉄道（株） 第４０回無担保ＳＢ 2012/02/27 A- －
名古屋鉄道（株） 第４１回無担保ＳＢ 2011/02/09 A- －
名古屋鉄道（株） 第４１回無担保ＳＢ 2012/02/27 A- －
名古屋鉄道（株） 第４４回無担保ＳＢ 2011/02/09 A- －
名古屋鉄道（株） 第４４回無担保ＳＢ 2012/02/27 A- －
名古屋鉄道（株） 第１０回無担保ＣＢ 2011/02/09 A- －
名古屋鉄道（株） 第１０回無担保ＣＢ 2012/02/27 A- －
名古屋鉄道（株） 予備格付（発行登録債） 2011/02/09 A- －
名古屋鉄道（株） 予備格付（発行登録債） 2012/02/27 A- －
名古屋鉄道（株） 第４５回無担保ＳＢ 2011/02/09 A- －
名古屋鉄道（株） 第４５回無担保ＳＢ 2012/02/27 A- －
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名古屋鉄道（株） 第４６回無担保ＳＢ 2011/07/22 A- －
名古屋鉄道（株） 第４６回無担保ＳＢ 2012/02/27 A- －
山陽電気鉄道（株） 長期優先債務 2011/03/15 BBB 安定的
山陽電気鉄道（株） 長期優先債務 2012/03/16 BBB ポジティブ
丸全昭和運輸（株） 長期優先債務 2010/12/03 A- 安定的
丸全昭和運輸（株） 長期優先債務 2012/01/18 A- 安定的
センコー（株） 長期優先債務 2010/06/18 A- 安定的
センコー（株） 長期優先債務 2011/08/25 A- 安定的
センコー（株） 第４回無担保ＳＢ 2010/06/18 A- －
センコー（株） 第４回無担保ＳＢ 2011/08/25 A- －
センコー（株） 第５回無担保ＳＢ 2011/10/18 A- －
トナミホールディングス（株） 長期優先債務 2010/11/12 BBB+ ネガティブ
トナミホールディングス（株） 長期優先債務 2012/03/08 BBB 安定的
トナミホールディングス（株） 第４回無担保ＳＢ 2010/11/12 BBB+ －
トナミホールディングス（株） 第４回無担保ＳＢ 2012/03/08 BBB －
福山通運（株） 第６回無担保ＳＢ 2009/12/10 消滅 －
福山通運（株） 長期優先債務 2009/12/10 A- ポジティブ
日本郵船（株） 第２２回無担保ＳＢ 2011/01/24 AA- －
日本郵船（株） 第２２回無担保ＳＢ 2011/12/22 A+ －
日本郵船（株） 第２３回無担保ＳＢ 2011/01/24 AA- －
日本郵船（株） 第２３回無担保ＳＢ 2011/12/22 A+ －
日本郵船（株） 長期優先債務 2011/01/24 AA- 安定的
日本郵船（株） 長期優先債務 2011/12/22 A+ 安定的
日本郵船（株） 第２４回無担保ＳＢ 2011/01/24 AA- －
日本郵船（株） 第２４回無担保ＳＢ 2011/12/22 A+ －
日本郵船（株） 第２５回無担保ＳＢ 2011/01/24 AA- －
日本郵船（株） 第２５回無担保ＳＢ 2011/12/22 A+ －
日本郵船（株） 第２６回無担保ＳＢ 2011/01/24 AA- －
日本郵船（株） 第２６回無担保ＳＢ 2011/12/22 A+ －
日本郵船（株） 第２７回無担保ＳＢ 2011/01/24 AA- －
日本郵船（株） 第２７回無担保ＳＢ 2011/12/22 A+ －
日本郵船（株） 第２８回無担保ＳＢ 2011/01/24 AA- －
日本郵船（株） 第２８回無担保ＳＢ 2011/12/22 A+ －
日本郵船（株） 第２９回無担保ＳＢ 2011/01/24 AA- －
日本郵船（株） 第２９回無担保ＳＢ 2011/12/22 A+ －
日本郵船（株） 第３０回無担保ＳＢ 2011/08/30 AA- －
日本郵船（株） 第３０回無担保ＳＢ 2011/12/22 A+ －
日本郵船（株） 第３１回無担保ＳＢ 2011/08/30 AA- －
日本郵船（株） 第３１回無担保ＳＢ 2011/12/22 A+ －
日本郵船（株） 第３２回無担保ＳＢ 2011/08/30 AA- －
日本郵船（株） 第３２回無担保ＳＢ 2011/12/22 A+ －
（株）商船三井 共同ユーロＭＴＮ 2010/11/17 AA- －
（株）商船三井 共同ユーロＭＴＮ 2011/11/25 AA- －
（株）商船三井 共同ユーロＭＴＮ 2012/01/31 A+ －
（株）商船三井 長期優先債務 2010/11/17 AA- 安定的
（株）商船三井 長期優先債務 2011/11/25 AA- ネガティブ
（株）商船三井 長期優先債務 2012/01/31 A+ 安定的
（株）商船三井 第１０回無担保ＳＢ 2010/11/17 AA- －
（株）商船三井 第１０回無担保ＳＢ 2011/11/25 AA- －
（株）商船三井 第１０回無担保ＳＢ 2012/01/31 A+ －
（株）商船三井 第１１回無担保ＳＢ 2010/11/17 AA- －
（株）商船三井 第１１回無担保ＳＢ 2011/11/25 AA- －
（株）商船三井 第１１回無担保ＳＢ 2012/01/31 A+ －
（株）商船三井 第１２回無担保ＳＢ 2010/11/17 AA- －
（株）商船三井 第１２回無担保ＳＢ 2011/11/25 AA- －
（株）商船三井 第１２回無担保ＳＢ 2012/01/31 A+ －
（株）商船三井 第１３回無担保ＳＢ 2010/11/17 AA- －
（株）商船三井 第１３回無担保ＳＢ 2011/11/25 AA- －
（株）商船三井 第１３回無担保ＳＢ 2012/01/31 A+ －
（株）商船三井 予備格付（発行登録債） 2011/03/30 AA- －
（株）商船三井 予備格付（発行登録債） 2011/11/25 AA- －
（株）商船三井 予備格付（発行登録債） 2012/01/31 A+ －
（株）商船三井 第１４回無担保ＳＢ 2011/06/15 AA- －
（株）商船三井 第１４回無担保ＳＢ 2011/11/25 AA- －
（株）商船三井 第１４回無担保ＳＢ 2012/01/31 A+ －
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（株）商船三井 第１５回無担保ＳＢ 2011/06/15 AA- －
（株）商船三井 第１５回無担保ＳＢ 2011/11/25 AA- －
（株）商船三井 第１５回無担保ＳＢ 2012/01/31 A+ －
川崎汽船（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/12/28 J-1 －
川崎汽船（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/12/05 J-2 －
川崎汽船（株） 長期優先債務 2010/12/28 A- 安定的
川崎汽船（株） 長期優先債務 2011/12/05 BBB+ 安定的
川崎汽船（株） 第９回無担保ＳＢ 2010/12/28 A- －
川崎汽船（株） 第９回無担保ＳＢ 2011/12/05 消滅 －
川崎汽船（株） 第１０回無担保ＳＢ 2010/12/28 A- －
川崎汽船（株） 第１０回無担保ＳＢ 2011/12/05 BBB+ －
川崎汽船（株） 予備格付（発行登録債） 2011/03/09 A- －
川崎汽船（株） 予備格付（発行登録債） 2011/12/05 BBB+ －
飯野海運（株） 長期優先債務 2011/03/30 BBB+ 安定的
飯野海運（株） 長期優先債務 2012/01/31 BBB+ ネガティブ
日鐵物流（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/10/05 J-1 －
日鐵物流（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/10/31 J-1 －
日鐵物流（株） 長期優先債務 2010/10/05 A+ 安定的
日鐵物流（株） 長期優先債務 2011/10/31 A+ 安定的
全日本空輸（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/12/14 J-1 －
全日本空輸（株） 国内コマーシャルペーパー 2012/01/16 J-1 －
全日本空輸（株） 第３回無担保ＳＢ 2010/12/14 A- －
全日本空輸（株） 第３回無担保ＳＢ 2012/01/16 A- －
全日本空輸（株） 第１０回無担保ＳＢ 2010/12/14 消滅 －
全日本空輸（株） 第１９回無担保ＳＢ 2010/12/14 A- －
全日本空輸（株） 第１９回無担保ＳＢ 2012/01/16 A- －
全日本空輸（株） 第２０回無担保ＳＢ 2010/12/14 消滅 －
全日本空輸（株） 第２１回無担保ＳＢ 2010/12/14 A- －
全日本空輸（株） 第２１回無担保ＳＢ 2012/01/16 A- －
全日本空輸（株） 第２２回無担保ＳＢ 2010/12/14 A- －
全日本空輸（株） 第２２回無担保ＳＢ 2012/01/16 A- －
全日本空輸（株） 長期優先債務 2010/12/14 A- 安定的
全日本空輸（株） 長期優先債務 2012/01/16 A- 安定的
全日本空輸（株） 第２５回無担保ＳＢ 2010/12/14 A- －
全日本空輸（株） 第２５回無担保ＳＢ 2012/01/16 A- －
全日本空輸（株） 第２６回無担保ＳＢ 2010/12/14 A- －
全日本空輸（株） 第２６回無担保ＳＢ 2012/01/16 A- －
全日本空輸（株） 予備格付（発行登録債） 2010/12/14 A- －
全日本空輸（株） 予備格付（発行登録債） 2012/01/16 A- －
全日本空輸（株） 予備格付（発行登録債） 2012/02/23 撤回 －
全日本空輸（株） 第２７回無担保ＳＢ 2010/12/14 A- －
全日本空輸（株） 第２７回無担保ＳＢ 2012/01/16 A- －
全日本空輸（株） 予備格付（発行登録債） 2012/02/23 A- －
全日本空輸（株） 第２８回無担保ＳＢ 2012/03/19 A- －
三菱倉庫（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/11/30 J-1+ －
三菱倉庫（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/11/28 J-1+ －
三菱倉庫（株） 第８回無担保ＳＢ 2010/11/30 消滅 －
三菱倉庫（株） 第９回無担保ＳＢ 2010/11/30 AA －
三菱倉庫（株） 第９回無担保ＳＢ 2011/11/28 AA －
三菱倉庫（株） 長期優先債務 2010/11/30 AA 安定的
三菱倉庫（株） 長期優先債務 2011/11/28 AA 安定的
三菱倉庫（株） 第１０回無担保ＳＢ 2010/11/30 AA －
三菱倉庫（株） 第１０回無担保ＳＢ 2011/11/28 AA －
三菱倉庫（株） 第１１回無担保ＳＢ 2010/11/30 AA －
三菱倉庫（株） 第１１回無担保ＳＢ 2011/11/28 AA －
三菱倉庫（株） 第１２回無担保ＳＢ 2011/12/02 AA －
三菱倉庫（株） 第１３回無担保ＳＢ 2011/12/02 AA －
三井倉庫（株） 長期優先債務 2010/09/14 A 安定的
三井倉庫（株） 長期優先債務 2011/11/28 A 安定的
三井倉庫（株） 第４回無担保ＳＢ 2010/09/14 A －
三井倉庫（株） 第４回無担保ＳＢ 2011/11/28 消滅 －
三井倉庫（株） 第６回無担保ＳＢ 2010/09/14 A －
三井倉庫（株） 第６回無担保ＳＢ 2011/11/28 A －
三井倉庫（株） 第７回無担保ＳＢ 2010/09/14 A －
三井倉庫（株） 第７回無担保ＳＢ 2011/11/28 A －
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三井倉庫（株） 第８回無担保ＳＢ 2010/09/14 A －
三井倉庫（株） 第８回無担保ＳＢ 2011/11/28 A －
三井倉庫（株） 第９回無担保ＳＢ 2010/09/14 A －
三井倉庫（株） 第９回無担保ＳＢ 2011/11/28 A －
三井倉庫（株） 第１０回無担保ＳＢ 2010/09/14 A －
三井倉庫（株） 第１０回無担保ＳＢ 2011/11/28 A －
三井倉庫（株） 第１１回無担保ＳＢ 2010/09/14 A －
三井倉庫（株） 第１１回無担保ＳＢ 2011/11/28 A －
（株）住友倉庫 長期優先債務 2011/03/07 A+ 安定的
（株）住友倉庫 長期優先債務 2012/01/27 A+ 安定的
澁澤倉庫（株） 長期優先債務 2011/02/25 BBB+ 安定的
澁澤倉庫（株） 長期優先債務 2012/02/16 BBB+ 安定的
澁澤倉庫（株） 第６回無担保ＳＢ 2011/02/25 BBB+ －
澁澤倉庫（株） 第６回無担保ＳＢ 2012/02/16 BBB+ －
東陽倉庫（株） 長期優先債務 2010/10/29 BBB 安定的
東陽倉庫（株） 長期優先債務 2011/12/27 BBB 安定的
（株）中央倉庫 長期優先債務 2011/03/25 BBB+ 安定的
（株）中央倉庫 長期優先債務 2012/03/07 BBB+ 安定的
（株）光通信 長期優先債務 2010/02/05 BBB 安定的
（株）光通信 長期優先債務 2011/09/02 BBB 安定的
（株）光通信 予備格付（発行登録債） 2010/05/21 BBB －
（株）光通信 予備格付（発行登録債） 2011/09/02 BBB －
（株）光通信 第８回無担保ＳＢ 2010/09/09 BBB －
（株）光通信 第８回無担保ＳＢ 2011/09/02 BBB －
（株）光通信 第９回無担保ＳＢ 2011/02/01 BBB －
（株）光通信 第９回無担保ＳＢ 2011/09/02 BBB －
東京電力（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/04/27 J-1+ －
東京電力（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/04/01 #J-1+ ネガティブ
東京電力（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/05/13 J-1 －
東京電力（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/11/16 J-1 －
東京電力（株） 第４５５回ＳＢ 2011/03/22 #AAA ネガティブ
東京電力（株） 第４５５回ＳＢ 2011/04/01 #AA －
東京電力（株） 第４５５回ＳＢ 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 第４５５回ＳＢ 2011/05/13 #A+ －
東京電力（株） 第４５５回ＳＢ 2011/05/13 #A+ ネガティブ
東京電力（株） 第４５５回ＳＢ 2011/11/16 #A ネガティブ
東京電力（株） 第４５５回ＳＢ 2011/11/16 #A －
東京電力（株） 第４５７回ＳＢ 2011/03/22 #AAA ネガティブ
東京電力（株） 第４５７回ＳＢ 2011/04/01 #AA －
東京電力（株） 第４５７回ＳＢ 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 第４５７回ＳＢ 2011/05/13 #A+ －
東京電力（株） 第４５７回ＳＢ 2011/05/13 #A+ ネガティブ
東京電力（株） 第４５７回ＳＢ 2011/11/16 #A ネガティブ
東京電力（株） 第４５７回ＳＢ 2011/11/16 #A －
東京電力（株） 第４５９回ＳＢ 2011/03/22 #AAA ネガティブ
東京電力（株） 第４５９回ＳＢ 2011/04/01 #AA －
東京電力（株） 第４５９回ＳＢ 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 第４５９回ＳＢ 2011/05/13 #A+ －
東京電力（株） 第４５９回ＳＢ 2011/05/13 #A+ ネガティブ
東京電力（株） 第４５９回ＳＢ 2011/11/16 #A ネガティブ
東京電力（株） 第４５９回ＳＢ 2011/11/16 #A －
東京電力（株） 第４６４回ＳＢ 2011/03/22 #AAA ネガティブ
東京電力（株） 第４６４回ＳＢ 2011/04/01 #AA －
東京電力（株） 第４６４回ＳＢ 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 第４６４回ＳＢ 2011/05/13 消滅 －
東京電力（株） 第４６４回ＳＢ 2011/05/13 消滅 ネガティブ
東京電力（株） 第４６６回ＳＢ 2011/03/22 #AAA ネガティブ
東京電力（株） 第４６６回ＳＢ 2011/04/01 #AA －
東京電力（株） 第４６６回ＳＢ 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 第４６６回ＳＢ 2011/05/13 #A+ －
東京電力（株） 第４６６回ＳＢ 2011/05/13 #A+ ネガティブ
東京電力（株） 第４６６回ＳＢ 2011/11/16 #A ネガティブ
東京電力（株） 第４６６回ＳＢ 2011/11/16 #A －
東京電力（株） 第４７０回ＳＢ 2011/03/22 #AAA ネガティブ
東京電力（株） 第４７０回ＳＢ 2011/04/01 #AA －
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東京電力（株） 第４７０回ＳＢ 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 第４７０回ＳＢ 2011/05/13 #A+ －
東京電力（株） 第４７０回ＳＢ 2011/05/13 #A+ ネガティブ
東京電力（株） 第４７０回ＳＢ 2011/11/16 #A ネガティブ
東京電力（株） 第４７０回ＳＢ 2011/11/16 #A －
東京電力（株） 第４７３回ＳＢ 2011/03/22 #AAA ネガティブ
東京電力（株） 第４７３回ＳＢ 2011/04/01 #AA －
東京電力（株） 第４７３回ＳＢ 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 第４７３回ＳＢ 2011/05/13 #A+ －
東京電力（株） 第４７３回ＳＢ 2011/05/13 #A+ ネガティブ
東京電力（株） 第４７３回ＳＢ 2011/11/16 #A ネガティブ
東京電力（株） 第４７３回ＳＢ 2011/11/16 #A －
東京電力（株） 第４８２回ＳＢ 2011/03/22 #AAA ネガティブ
東京電力（株） 第４８２回ＳＢ 2011/04/01 #AA －
東京電力（株） 第４８２回ＳＢ 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 第４８２回ＳＢ 2011/05/13 消滅 －
東京電力（株） 第４８２回ＳＢ 2011/05/13 消滅 ネガティブ
東京電力（株） 第４８３回ＳＢ 2011/03/22 #AAA ネガティブ
東京電力（株） 第４８３回ＳＢ 2011/04/01 #AA －
東京電力（株） 第４８３回ＳＢ 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 第４８３回ＳＢ 2011/05/13 消滅 －
東京電力（株） 第４８３回ＳＢ 2011/05/13 消滅 ネガティブ
東京電力（株） 第４８５回ＳＢ 2011/03/22 #AAA ネガティブ
東京電力（株） 第４８５回ＳＢ 2011/04/01 #AA －
東京電力（株） 第４８５回ＳＢ 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 第４８５回ＳＢ 2011/05/13 消滅 －
東京電力（株） 第４８５回ＳＢ 2011/05/13 消滅 ネガティブ
東京電力（株） 第４８７回ＳＢ 2011/03/22 #AAA ネガティブ
東京電力（株） 第４８７回ＳＢ 2011/04/01 #AA －
東京電力（株） 第４８７回ＳＢ 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 第４８７回ＳＢ 2011/05/13 消滅 －
東京電力（株） 第４８７回ＳＢ 2011/05/13 消滅 ネガティブ
東京電力（株） 第４８９回ＳＢ 2011/03/22 #AAA ネガティブ
東京電力（株） 第４８９回ＳＢ 2011/04/01 #AA －
東京電力（株） 第４８９回ＳＢ 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 第４８９回ＳＢ 2011/05/13 消滅 －
東京電力（株） 第４８９回ＳＢ 2011/05/13 消滅 ネガティブ
東京電力（株） 第４９１回ＳＢ 2011/03/22 #AAA ネガティブ
東京電力（株） 第４９１回ＳＢ 2011/04/01 #AA －
東京電力（株） 第４９１回ＳＢ 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 第４９１回ＳＢ 2011/05/13 #A+ －
東京電力（株） 第４９１回ＳＢ 2011/05/13 #A+ ネガティブ
東京電力（株） 第４９１回ＳＢ 2011/11/16 消滅 ネガティブ
東京電力（株） 第４９１回ＳＢ 2011/11/16 消滅 －
東京電力（株） 第４９３回ＳＢ 2011/03/22 #AAA ネガティブ
東京電力（株） 第４９３回ＳＢ 2011/04/01 #AA －
東京電力（株） 第４９３回ＳＢ 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 第４９３回ＳＢ 2011/05/13 #A+ －
東京電力（株） 第４９３回ＳＢ 2011/05/13 #A+ ネガティブ
東京電力（株） 第４９３回ＳＢ 2011/11/16 #A ネガティブ
東京電力（株） 第４９３回ＳＢ 2011/11/16 #A －
東京電力（株） 第４９５回ＳＢ 2011/03/22 #AAA ネガティブ
東京電力（株） 第４９５回ＳＢ 2011/04/01 #AA －
東京電力（株） 第４９５回ＳＢ 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 第４９５回ＳＢ 2011/05/13 #A+ －
東京電力（株） 第４９５回ＳＢ 2011/05/13 #A+ ネガティブ
東京電力（株） 第４９５回ＳＢ 2011/11/16 #A ネガティブ
東京電力（株） 第４９５回ＳＢ 2011/11/16 #A －
東京電力（株） 第４９６回ＳＢ 2011/03/22 #AAA ネガティブ
東京電力（株） 第４９６回ＳＢ 2011/04/01 #AA －
東京電力（株） 第４９６回ＳＢ 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 第４９６回ＳＢ 2011/05/13 #A+ －
東京電力（株） 第４９６回ＳＢ 2011/05/13 #A+ ネガティブ
東京電力（株） 第４９６回ＳＢ 2011/11/16 #A ネガティブ
東京電力（株） 第４９６回ＳＢ 2011/11/16 #A －

54 / 161 



発行体等 格付対象
公表日

(年/月/日)
格付

格付の見通し
/見直し方向

東京電力（株） 第４９７回ＳＢ 2011/03/22 #AAA ネガティブ
東京電力（株） 第４９７回ＳＢ 2011/04/01 #AA －
東京電力（株） 第４９７回ＳＢ 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 第４９７回ＳＢ 2011/05/13 #A+ －
東京電力（株） 第４９７回ＳＢ 2011/05/13 #A+ ネガティブ
東京電力（株） 第４９７回ＳＢ 2011/11/16 #A ネガティブ
東京電力（株） 第４９７回ＳＢ 2011/11/16 #A －
東京電力（株） 第４９８回ＳＢ 2011/03/22 #AAA ネガティブ
東京電力（株） 第４９８回ＳＢ 2011/04/01 #AA －
東京電力（株） 第４９８回ＳＢ 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 第４９８回ＳＢ 2011/05/13 #A+ －
東京電力（株） 第４９８回ＳＢ 2011/05/13 #A+ ネガティブ
東京電力（株） 第４９８回ＳＢ 2011/11/16 #A ネガティブ
東京電力（株） 第４９８回ＳＢ 2011/11/16 #A －
東京電力（株） 第４９９回ＳＢ 2011/03/22 #AAA ネガティブ
東京電力（株） 第４９９回ＳＢ 2011/04/01 #AA －
東京電力（株） 第４９９回ＳＢ 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 第４９９回ＳＢ 2011/05/13 #A+ －
東京電力（株） 第４９９回ＳＢ 2011/05/13 #A+ ネガティブ
東京電力（株） 第４９９回ＳＢ 2011/11/16 #A ネガティブ
東京電力（株） 第４９９回ＳＢ 2011/11/16 #A －
東京電力（株） 第５０１回ＳＢ 2011/03/22 #AAA ネガティブ
東京電力（株） 第５０１回ＳＢ 2011/04/01 #AA －
東京電力（株） 第５０１回ＳＢ 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 第５０１回ＳＢ 2011/05/13 #A+ －
東京電力（株） 第５０１回ＳＢ 2011/05/13 #A+ ネガティブ
東京電力（株） 第５０１回ＳＢ 2011/11/16 #A ネガティブ
東京電力（株） 第５０１回ＳＢ 2011/11/16 #A －
東京電力（株） 第５０２回ＳＢ 2011/03/22 #AAA ネガティブ
東京電力（株） 第５０２回ＳＢ 2011/04/01 #AA －
東京電力（株） 第５０２回ＳＢ 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 第５０２回ＳＢ 2011/05/13 #A+ －
東京電力（株） 第５０２回ＳＢ 2011/05/13 #A+ ネガティブ
東京電力（株） 第５０２回ＳＢ 2011/11/16 #A ネガティブ
東京電力（株） 第５０２回ＳＢ 2011/11/16 #A －
東京電力（株） 第５０５回ＳＢ 2011/03/22 #AAA ネガティブ
東京電力（株） 第５０５回ＳＢ 2011/04/01 #AA －
東京電力（株） 第５０５回ＳＢ 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 第５０５回ＳＢ 2011/05/13 #A+ －
東京電力（株） 第５０５回ＳＢ 2011/05/13 #A+ ネガティブ
東京電力（株） 第５０５回ＳＢ 2011/11/16 #A ネガティブ
東京電力（株） 第５０５回ＳＢ 2011/11/16 #A －
東京電力（株） 第５０６回ＳＢ 2011/03/22 #AAA ネガティブ
東京電力（株） 第５０６回ＳＢ 2011/04/01 #AA －
東京電力（株） 第５０６回ＳＢ 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 第５０６回ＳＢ 2011/05/13 #A+ －
東京電力（株） 第５０６回ＳＢ 2011/05/13 #A+ ネガティブ
東京電力（株） 第５０６回ＳＢ 2011/11/16 #A ネガティブ
東京電力（株） 第５０６回ＳＢ 2011/11/16 #A －
東京電力（株） 第５０７回ＳＢ 2011/03/22 #AAA ネガティブ
東京電力（株） 第５０７回ＳＢ 2011/04/01 #AA －
東京電力（株） 第５０７回ＳＢ 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 第５０７回ＳＢ 2011/05/13 #A+ －
東京電力（株） 第５０７回ＳＢ 2011/05/13 #A+ ネガティブ
東京電力（株） 第５０７回ＳＢ 2011/11/16 #A ネガティブ
東京電力（株） 第５０７回ＳＢ 2011/11/16 #A －
東京電力（株） 第５１０回ＳＢ 2011/03/22 #AAA ネガティブ
東京電力（株） 第５１０回ＳＢ 2011/04/01 #AA －
東京電力（株） 第５１０回ＳＢ 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 第５１０回ＳＢ 2011/05/13 #A+ －
東京電力（株） 第５１０回ＳＢ 2011/05/13 #A+ ネガティブ
東京電力（株） 第５１０回ＳＢ 2011/11/16 #A ネガティブ
東京電力（株） 第５１０回ＳＢ 2011/11/16 #A －
東京電力（株） 第４回ユーロ建ＳＢ 2011/03/22 #AAA ネガティブ
東京電力（株） 第４回ユーロ建ＳＢ 2011/04/01 #AA －
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東京電力（株） 第４回ユーロ建ＳＢ 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 第４回ユーロ建ＳＢ 2011/05/13 #A+ －
東京電力（株） 第４回ユーロ建ＳＢ 2011/05/13 #A+ ネガティブ
東京電力（株） 第４回ユーロ建ＳＢ 2011/11/16 #A ネガティブ
東京電力（株） 第４回ユーロ建ＳＢ 2011/11/16 #A －
東京電力（株） 第５１１回ＳＢ 2011/03/22 #AAA ネガティブ
東京電力（株） 第５１１回ＳＢ 2011/04/01 #AA －
東京電力（株） 第５１１回ＳＢ 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 第５１１回ＳＢ 2011/05/13 #A+ －
東京電力（株） 第５１１回ＳＢ 2011/05/13 #A+ ネガティブ
東京電力（株） 第５１１回ＳＢ 2011/11/16 #A ネガティブ
東京電力（株） 第５１１回ＳＢ 2011/11/16 #A －
東京電力（株） 第５１３回ＳＢ 2011/03/22 #AAA ネガティブ
東京電力（株） 第５１３回ＳＢ 2011/04/01 #AA －
東京電力（株） 第５１３回ＳＢ 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 第５１３回ＳＢ 2011/05/13 #A+ －
東京電力（株） 第５１３回ＳＢ 2011/05/13 #A+ ネガティブ
東京電力（株） 第５１３回ＳＢ 2011/11/16 #A －
東京電力（株） 第５１３回ＳＢ 2011/11/16 #A ネガティブ
東京電力（株） 第５１４回ＳＢ 2011/03/22 #AAA ネガティブ
東京電力（株） 第５１４回ＳＢ 2011/04/01 #AA －
東京電力（株） 第５１４回ＳＢ 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 第５１４回ＳＢ 2011/05/13 #A+ －
東京電力（株） 第５１４回ＳＢ 2011/05/13 #A+ ネガティブ
東京電力（株） 第５１４回ＳＢ 2011/11/16 #A －
東京電力（株） 第５１４回ＳＢ 2011/11/16 #A ネガティブ
東京電力（株） 第５１５回ＳＢ 2011/03/22 #AAA ネガティブ
東京電力（株） 第５１５回ＳＢ 2011/04/01 #AA －
東京電力（株） 第５１５回ＳＢ 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 第５１５回ＳＢ 2011/05/13 #A+ －
東京電力（株） 第５１５回ＳＢ 2011/05/13 #A+ ネガティブ
東京電力（株） 第５１５回ＳＢ 2011/11/16 #A －
東京電力（株） 第５１５回ＳＢ 2011/11/16 #A ネガティブ
東京電力（株） 第５１６回ＳＢ 2011/03/22 #AAA ネガティブ
東京電力（株） 第５１６回ＳＢ 2011/04/01 #AA －
東京電力（株） 第５１６回ＳＢ 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 第５１６回ＳＢ 2011/05/13 #A+ －
東京電力（株） 第５１６回ＳＢ 2011/05/13 #A+ ネガティブ
東京電力（株） 第５１６回ＳＢ 2011/11/16 #A －
東京電力（株） 第５１６回ＳＢ 2011/11/16 #A ネガティブ
東京電力（株） 第５１７回ＳＢ 2011/03/22 #AAA ネガティブ
東京電力（株） 第５１７回ＳＢ 2011/04/01 #AA －
東京電力（株） 第５１７回ＳＢ 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 第５１７回ＳＢ 2011/05/13 #A+ －
東京電力（株） 第５１７回ＳＢ 2011/05/13 #A+ ネガティブ
東京電力（株） 第５１７回ＳＢ 2011/11/16 #A －
東京電力（株） 第５１７回ＳＢ 2011/11/16 #A ネガティブ
東京電力（株） 第５１８回ＳＢ 2011/03/22 #AAA ネガティブ
東京電力（株） 第５１８回ＳＢ 2011/04/01 #AA －
東京電力（株） 第５１８回ＳＢ 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 第５１８回ＳＢ 2011/05/13 #A+ －
東京電力（株） 第５１８回ＳＢ 2011/05/13 #A+ ネガティブ
東京電力（株） 第５１８回ＳＢ 2011/11/16 #A －
東京電力（株） 第５１８回ＳＢ 2011/11/16 #A ネガティブ
東京電力（株） 第５１９回ＳＢ 2011/03/22 #AAA ネガティブ
東京電力（株） 第５１９回ＳＢ 2011/04/01 #AA －
東京電力（株） 第５１９回ＳＢ 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 第５１９回ＳＢ 2011/05/13 #A+ －
東京電力（株） 第５１９回ＳＢ 2011/05/13 #A+ ネガティブ
東京電力（株） 第５１９回ＳＢ 2011/11/16 #A －
東京電力（株） 第５１９回ＳＢ 2011/11/16 #A ネガティブ
東京電力（株） 長期優先債務 2011/03/22 #AAA ネガティブ
東京電力（株） 長期優先債務 2011/04/01 #AA －
東京電力（株） 長期優先債務 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 長期優先債務 2011/05/13 #A+ －
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東京電力（株） 長期優先債務 2011/05/13 #A+ ネガティブ
東京電力（株） 長期優先債務 2011/11/16 #A －
東京電力（株） 長期優先債務 2011/11/16 #A ネガティブ
東京電力（株） 第５２０回ＳＢ 2011/03/22 #AAA ネガティブ
東京電力（株） 第５２０回ＳＢ 2011/04/01 #AA －
東京電力（株） 第５２０回ＳＢ 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 第５２０回ＳＢ 2011/05/13 #A+ －
東京電力（株） 第５２０回ＳＢ 2011/05/13 #A+ ネガティブ
東京電力（株） 第５２０回ＳＢ 2011/11/16 #A －
東京電力（株） 第５２０回ＳＢ 2011/11/16 #A ネガティブ
東京電力（株） 第５２１回ＳＢ 2011/03/22 #AAA ネガティブ
東京電力（株） 第５２１回ＳＢ 2011/04/01 #AA －
東京電力（株） 第５２１回ＳＢ 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 第５２１回ＳＢ 2011/05/13 #A+ －
東京電力（株） 第５２１回ＳＢ 2011/05/13 #A+ ネガティブ
東京電力（株） 第５２１回ＳＢ 2011/11/16 #A －
東京電力（株） 第５２１回ＳＢ 2011/11/16 #A ネガティブ
東京電力（株） 第５２２回ＳＢ 2011/03/22 #AAA ネガティブ
東京電力（株） 第５２２回ＳＢ 2011/04/01 #AA －
東京電力（株） 第５２２回ＳＢ 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 第５２２回ＳＢ 2011/05/13 #A+ －
東京電力（株） 第５２２回ＳＢ 2011/05/13 #A+ ネガティブ
東京電力（株） 第５２２回ＳＢ 2011/11/16 #A －
東京電力（株） 第５２２回ＳＢ 2011/11/16 #A ネガティブ
東京電力（株） 第５２３回ＳＢ 2011/03/22 #AAA ネガティブ
東京電力（株） 第５２３回ＳＢ 2011/04/01 #AA －
東京電力（株） 第５２３回ＳＢ 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 第５２３回ＳＢ 2011/05/13 #A+ －
東京電力（株） 第５２３回ＳＢ 2011/05/13 #A+ ネガティブ
東京電力（株） 第５２３回ＳＢ 2011/11/16 #A －
東京電力（株） 第５２３回ＳＢ 2011/11/16 #A ネガティブ
東京電力（株） 第５２４回ＳＢ 2011/03/22 #AAA ネガティブ
東京電力（株） 第５２４回ＳＢ 2011/04/01 #AA －
東京電力（株） 第５２４回ＳＢ 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 第５２４回ＳＢ 2011/05/13 #A+ －
東京電力（株） 第５２４回ＳＢ 2011/05/13 #A+ ネガティブ
東京電力（株） 第５２４回ＳＢ 2011/11/16 #A －
東京電力（株） 第５２４回ＳＢ 2011/11/16 #A ネガティブ
東京電力（株） 第５２５回ＳＢ 2011/03/22 #AAA ネガティブ
東京電力（株） 第５２５回ＳＢ 2011/04/01 #AA －
東京電力（株） 第５２５回ＳＢ 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 第５２５回ＳＢ 2011/05/13 #A+ －
東京電力（株） 第５２５回ＳＢ 2011/05/13 #A+ ネガティブ
東京電力（株） 第５２５回ＳＢ 2011/11/16 #A －
東京電力（株） 第５２５回ＳＢ 2011/11/16 #A ネガティブ
東京電力（株） 第５２６回ＳＢ 2011/03/22 #AAA ネガティブ
東京電力（株） 第５２６回ＳＢ 2011/04/01 #AA －
東京電力（株） 第５２６回ＳＢ 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 第５２６回ＳＢ 2011/05/13 #A+ －
東京電力（株） 第５２６回ＳＢ 2011/05/13 #A+ ネガティブ
東京電力（株） 第５２６回ＳＢ 2011/11/16 #A －
東京電力（株） 第５２６回ＳＢ 2011/11/16 #A ネガティブ
東京電力（株） 第５２７回ＳＢ 2011/03/22 #AAA ネガティブ
東京電力（株） 第５２７回ＳＢ 2011/04/01 #AA －
東京電力（株） 第５２７回ＳＢ 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 第５２７回ＳＢ 2011/05/13 #A+ －
東京電力（株） 第５２７回ＳＢ 2011/05/13 #A+ ネガティブ
東京電力（株） 第５２７回ＳＢ 2011/11/16 #A －
東京電力（株） 第５２７回ＳＢ 2011/11/16 #A ネガティブ
東京電力（株） 第５２８回ＳＢ 2011/03/22 #AAA ネガティブ
東京電力（株） 第５２８回ＳＢ 2011/04/01 #AA －
東京電力（株） 第５２８回ＳＢ 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 第５２８回ＳＢ 2011/05/13 #A+ －
東京電力（株） 第５２８回ＳＢ 2011/05/13 #A+ ネガティブ
東京電力（株） 第５２８回ＳＢ 2011/11/16 #A －
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東京電力（株） 第５２８回ＳＢ 2011/11/16 #A ネガティブ
東京電力（株） 第５２９回ＳＢ 2011/03/22 #AAA ネガティブ
東京電力（株） 第５２９回ＳＢ 2011/04/01 #AA －
東京電力（株） 第５２９回ＳＢ 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 第５２９回ＳＢ 2011/05/13 #A+ －
東京電力（株） 第５２９回ＳＢ 2011/05/13 #A+ ネガティブ
東京電力（株） 第５２９回ＳＢ 2011/11/16 #A －
東京電力（株） 第５２９回ＳＢ 2011/11/16 #A ネガティブ
東京電力（株） 第５３０回ＳＢ 2011/03/22 #AAA ネガティブ
東京電力（株） 第５３０回ＳＢ 2011/04/01 #AA －
東京電力（株） 第５３０回ＳＢ 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 第５３０回ＳＢ 2011/05/13 #A+ －
東京電力（株） 第５３０回ＳＢ 2011/05/13 #A+ ネガティブ
東京電力（株） 第５３０回ＳＢ 2011/11/16 #A －
東京電力（株） 第５３０回ＳＢ 2011/11/16 #A ネガティブ
東京電力（株） 第５３１回ＳＢ 2011/03/22 #AAA ネガティブ
東京電力（株） 第５３１回ＳＢ 2011/04/01 #AA －
東京電力（株） 第５３１回ＳＢ 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 第５３１回ＳＢ 2011/05/13 #A+ －
東京電力（株） 第５３１回ＳＢ 2011/05/13 #A+ ネガティブ
東京電力（株） 第５３１回ＳＢ 2011/11/16 #A －
東京電力（株） 第５３１回ＳＢ 2011/11/16 #A ネガティブ
東京電力（株） 第５３２回ＳＢ 2011/03/22 #AAA ネガティブ
東京電力（株） 第５３２回ＳＢ 2011/04/01 #AA －
東京電力（株） 第５３２回ＳＢ 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 第５３２回ＳＢ 2011/05/13 #A+ －
東京電力（株） 第５３２回ＳＢ 2011/05/13 #A+ ネガティブ
東京電力（株） 第５３２回ＳＢ 2011/11/16 #A －
東京電力（株） 第５３２回ＳＢ 2011/11/16 #A ネガティブ
東京電力（株） 第５３３回ＳＢ 2011/03/22 #AAA ネガティブ
東京電力（株） 第５３３回ＳＢ 2011/04/01 #AA －
東京電力（株） 第５３３回ＳＢ 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 第５３３回ＳＢ 2011/05/13 #A+ －
東京電力（株） 第５３３回ＳＢ 2011/05/13 #A+ ネガティブ
東京電力（株） 第５３３回ＳＢ 2011/11/16 #A －
東京電力（株） 第５３３回ＳＢ 2011/11/16 #A ネガティブ
東京電力（株） 第５３４回ＳＢ 2011/03/22 #AAA ネガティブ
東京電力（株） 第５３４回ＳＢ 2011/04/01 #AA －
東京電力（株） 第５３４回ＳＢ 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 第５３４回ＳＢ 2011/05/13 #A+ －
東京電力（株） 第５３４回ＳＢ 2011/05/13 #A+ ネガティブ
東京電力（株） 第５３４回ＳＢ 2011/11/16 #A －
東京電力（株） 第５３４回ＳＢ 2011/11/16 #A ネガティブ
東京電力（株） 第５３５回ＳＢ 2011/03/22 #AAA ネガティブ
東京電力（株） 第５３５回ＳＢ 2011/04/01 #AA －
東京電力（株） 第５３５回ＳＢ 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 第５３５回ＳＢ 2011/05/13 #A+ －
東京電力（株） 第５３５回ＳＢ 2011/05/13 #A+ ネガティブ
東京電力（株） 第５３５回ＳＢ 2011/11/16 #A －
東京電力（株） 第５３５回ＳＢ 2011/11/16 #A ネガティブ
東京電力（株） 第５３６回ＳＢ 2011/03/22 #AAA ネガティブ
東京電力（株） 第５３６回ＳＢ 2011/04/01 #AA －
東京電力（株） 第５３６回ＳＢ 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 第５３６回ＳＢ 2011/05/13 #A+ －
東京電力（株） 第５３６回ＳＢ 2011/05/13 #A+ ネガティブ
東京電力（株） 第５３６回ＳＢ 2011/11/16 #A －
東京電力（株） 第５３６回ＳＢ 2011/11/16 #A ネガティブ
東京電力（株） 第５３７回ＳＢ 2011/03/22 #AAA ネガティブ
東京電力（株） 第５３７回ＳＢ 2011/04/01 #AA －
東京電力（株） 第５３７回ＳＢ 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 第５３７回ＳＢ 2011/05/13 #A+ －
東京電力（株） 第５３７回ＳＢ 2011/05/13 #A+ ネガティブ
東京電力（株） 第５３７回ＳＢ 2011/11/16 #A －
東京電力（株） 第５３７回ＳＢ 2011/11/16 #A ネガティブ
東京電力（株） 第５３９回ＳＢ 2011/03/22 #AAA ネガティブ
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東京電力（株） 第５３９回ＳＢ 2011/04/01 #AA －
東京電力（株） 第５３９回ＳＢ 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 第５３９回ＳＢ 2011/05/13 #A+ －
東京電力（株） 第５３９回ＳＢ 2011/05/13 #A+ ネガティブ
東京電力（株） 第５３９回ＳＢ 2011/11/16 #A －
東京電力（株） 第５３９回ＳＢ 2011/11/16 #A ネガティブ
東京電力（株） 第５４０回ＳＢ 2011/03/22 #AAA ネガティブ
東京電力（株） 第５４０回ＳＢ 2011/04/01 #AA －
東京電力（株） 第５４０回ＳＢ 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 第５４０回ＳＢ 2011/05/13 #A+ －
東京電力（株） 第５４０回ＳＢ 2011/05/13 #A+ ネガティブ
東京電力（株） 第５４０回ＳＢ 2011/11/16 #A －
東京電力（株） 第５４０回ＳＢ 2011/11/16 #A ネガティブ
東京電力（株） 第５４１回ＳＢ 2011/03/22 #AAA ネガティブ
東京電力（株） 第５４１回ＳＢ 2011/04/01 #AA －
東京電力（株） 第５４１回ＳＢ 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 第５４１回ＳＢ 2011/05/13 #A+ －
東京電力（株） 第５４１回ＳＢ 2011/05/13 #A+ ネガティブ
東京電力（株） 第５４１回ＳＢ 2011/11/16 #A －
東京電力（株） 第５４１回ＳＢ 2011/11/16 #A ネガティブ
東京電力（株） 第５４２回ＳＢ 2011/03/22 #AAA ネガティブ
東京電力（株） 第５４２回ＳＢ 2011/04/01 #AA －
東京電力（株） 第５４２回ＳＢ 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 第５４２回ＳＢ 2011/05/13 #A+ －
東京電力（株） 第５４２回ＳＢ 2011/05/13 #A+ ネガティブ
東京電力（株） 第５４２回ＳＢ 2011/11/16 #A －
東京電力（株） 第５４２回ＳＢ 2011/11/16 #A ネガティブ
東京電力（株） 第５４３回ＳＢ 2011/03/22 #AAA ネガティブ
東京電力（株） 第５４３回ＳＢ 2011/04/01 #AA －
東京電力（株） 第５４３回ＳＢ 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 第５４３回ＳＢ 2011/05/13 消滅 －
東京電力（株） 第５４３回ＳＢ 2011/05/13 消滅 ネガティブ
東京電力（株） 第５４４回ＳＢ 2011/03/22 #AAA ネガティブ
東京電力（株） 第５４４回ＳＢ 2011/04/01 #AA －
東京電力（株） 第５４４回ＳＢ 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 第５４４回ＳＢ 2011/05/13 #A+ －
東京電力（株） 第５４４回ＳＢ 2011/05/13 #A+ ネガティブ
東京電力（株） 第５４４回ＳＢ 2011/11/16 #A －
東京電力（株） 第５４４回ＳＢ 2011/11/16 #A ネガティブ
東京電力（株） 第５４５回ＳＢ 2011/03/22 #AAA ネガティブ
東京電力（株） 第５４５回ＳＢ 2011/04/01 #AA －
東京電力（株） 第５４５回ＳＢ 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 第５４５回ＳＢ 2011/05/13 #A+ －
東京電力（株） 第５４５回ＳＢ 2011/05/13 #A+ ネガティブ
東京電力（株） 第５４５回ＳＢ 2011/11/16 #A －
東京電力（株） 第５４５回ＳＢ 2011/11/16 #A ネガティブ
東京電力（株） 第５４６回ＳＢ 2011/03/22 #AAA ネガティブ
東京電力（株） 第５４６回ＳＢ 2011/04/01 #AA －
東京電力（株） 第５４６回ＳＢ 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 第５４６回ＳＢ 2011/05/13 #A+ －
東京電力（株） 第５４６回ＳＢ 2011/05/13 #A+ ネガティブ
東京電力（株） 第５４６回ＳＢ 2011/11/16 #A －
東京電力（株） 第５４６回ＳＢ 2011/11/16 #A ネガティブ
東京電力（株） 第５４７回ＳＢ 2011/03/22 #AAA ネガティブ
東京電力（株） 第５４７回ＳＢ 2011/04/01 #AA －
東京電力（株） 第５４７回ＳＢ 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 第５４７回ＳＢ 2011/05/13 #A+ －
東京電力（株） 第５４７回ＳＢ 2011/05/13 #A+ ネガティブ
東京電力（株） 第５４７回ＳＢ 2011/11/16 #A －
東京電力（株） 第５４７回ＳＢ 2011/11/16 #A ネガティブ
東京電力（株） 第５４８回ＳＢ 2011/03/22 #AAA ネガティブ
東京電力（株） 第５４８回ＳＢ 2011/04/01 #AA －
東京電力（株） 第５４８回ＳＢ 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 第５４８回ＳＢ 2011/05/13 #A+ －
東京電力（株） 第５４８回ＳＢ 2011/05/13 #A+ ネガティブ

59 / 161 



発行体等 格付対象
公表日

(年/月/日)
格付

格付の見通し
/見直し方向

東京電力（株） 第５４８回ＳＢ 2011/11/16 #A －
東京電力（株） 第５４８回ＳＢ 2011/11/16 #A ネガティブ
東京電力（株） 第５４９回ＳＢ 2011/03/22 #AAA ネガティブ
東京電力（株） 第５４９回ＳＢ 2011/04/01 #AA －
東京電力（株） 第５４９回ＳＢ 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 第５４９回ＳＢ 2011/05/13 #A+ －
東京電力（株） 第５４９回ＳＢ 2011/05/13 #A+ ネガティブ
東京電力（株） 第５４９回ＳＢ 2011/11/16 #A －
東京電力（株） 第５４９回ＳＢ 2011/11/16 #A ネガティブ
東京電力（株） 第５５１回ＳＢ 2011/03/22 #AAA ネガティブ
東京電力（株） 第５５１回ＳＢ 2011/04/01 #AA －
東京電力（株） 第５５１回ＳＢ 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 第５５１回ＳＢ 2011/05/13 #A+ －
東京電力（株） 第５５１回ＳＢ 2011/05/13 #A+ ネガティブ
東京電力（株） 第５５１回ＳＢ 2011/11/16 #A －
東京電力（株） 第５５１回ＳＢ 2011/11/16 #A ネガティブ
東京電力（株） 第５５２回ＳＢ 2011/03/22 #AAA ネガティブ
東京電力（株） 第５５２回ＳＢ 2011/04/01 #AA －
東京電力（株） 第５５２回ＳＢ 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 第５５２回ＳＢ 2011/05/13 #A+ －
東京電力（株） 第５５２回ＳＢ 2011/05/13 #A+ ネガティブ
東京電力（株） 第５５２回ＳＢ 2011/11/16 #A －
東京電力（株） 第５５２回ＳＢ 2011/11/16 #A ネガティブ
東京電力（株） 第５５３回ＳＢ 2011/03/22 #AAA ネガティブ
東京電力（株） 第５５３回ＳＢ 2011/04/01 #AA －
東京電力（株） 第５５３回ＳＢ 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 第５５３回ＳＢ 2011/05/13 #A+ －
東京電力（株） 第５５３回ＳＢ 2011/05/13 #A+ ネガティブ
東京電力（株） 第５５３回ＳＢ 2011/11/16 #A －
東京電力（株） 第５５３回ＳＢ 2011/11/16 #A ネガティブ
東京電力（株） 第５５４回ＳＢ 2011/03/22 #AAA ネガティブ
東京電力（株） 第５５４回ＳＢ 2011/04/01 #AA －
東京電力（株） 第５５４回ＳＢ 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 第５５４回ＳＢ 2011/05/13 #A+ －
東京電力（株） 第５５４回ＳＢ 2011/05/13 #A+ ネガティブ
東京電力（株） 第５５４回ＳＢ 2011/11/16 #A －
東京電力（株） 第５５４回ＳＢ 2011/11/16 #A ネガティブ
東京電力（株） 第５５５回ＳＢ 2011/03/22 #AAA ネガティブ
東京電力（株） 第５５５回ＳＢ 2011/04/01 #AA －
東京電力（株） 第５５５回ＳＢ 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 第５５５回ＳＢ 2011/05/13 #A+ －
東京電力（株） 第５５５回ＳＢ 2011/05/13 #A+ ネガティブ
東京電力（株） 第５５５回ＳＢ 2011/11/16 #A －
東京電力（株） 第５５５回ＳＢ 2011/11/16 #A ネガティブ
東京電力（株） 第５５６回ＳＢ 2011/03/22 #AAA ネガティブ
東京電力（株） 第５５６回ＳＢ 2011/04/01 #AA －
東京電力（株） 第５５６回ＳＢ 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 第５５６回ＳＢ 2011/05/13 #A+ －
東京電力（株） 第５５６回ＳＢ 2011/05/13 #A+ ネガティブ
東京電力（株） 第５５６回ＳＢ 2011/11/16 #A －
東京電力（株） 第５５６回ＳＢ 2011/11/16 #A ネガティブ
東京電力（株） 第５５７回ＳＢ 2011/03/22 #AAA ネガティブ
東京電力（株） 第５５７回ＳＢ 2011/04/01 #AA －
東京電力（株） 第５５７回ＳＢ 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 第５５７回ＳＢ 2011/05/13 #A+ －
東京電力（株） 第５５７回ＳＢ 2011/05/13 #A+ ネガティブ
東京電力（株） 第５５７回ＳＢ 2011/11/16 #A －
東京電力（株） 第５５７回ＳＢ 2011/11/16 #A ネガティブ
東京電力（株） 第５５８回ＳＢ 2011/03/22 #AAA ネガティブ
東京電力（株） 第５５８回ＳＢ 2011/04/01 #AA －
東京電力（株） 第５５８回ＳＢ 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 第５５８回ＳＢ 2011/05/13 #A+ －
東京電力（株） 第５５８回ＳＢ 2011/05/13 #A+ ネガティブ
東京電力（株） 第５５８回ＳＢ 2011/11/16 #A －
東京電力（株） 第５５８回ＳＢ 2011/11/16 #A ネガティブ
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東京電力（株） 第５５９回ＳＢ 2011/03/22 #AAA ネガティブ
東京電力（株） 第５５９回ＳＢ 2011/04/01 #AA －
東京電力（株） 第５５９回ＳＢ 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 第５５９回ＳＢ 2011/05/13 #A+ －
東京電力（株） 第５５９回ＳＢ 2011/05/13 #A+ ネガティブ
東京電力（株） 第５５９回ＳＢ 2011/11/16 #A －
東京電力（株） 第５５９回ＳＢ 2011/11/16 #A ネガティブ
東京電力（株） 第５６０回ＳＢ 2011/03/22 #AAA ネガティブ
東京電力（株） 第５６０回ＳＢ 2011/04/01 #AA －
東京電力（株） 第５６０回ＳＢ 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 第５６０回ＳＢ 2011/05/13 #A+ －
東京電力（株） 第５６０回ＳＢ 2011/05/13 #A+ ネガティブ
東京電力（株） 第５６０回ＳＢ 2011/11/16 #A －
東京電力（株） 第５６０回ＳＢ 2011/11/16 #A ネガティブ
東京電力（株） 予備格付（発行登録債） 2011/03/22 #AAA ネガティブ
東京電力（株） 予備格付（発行登録債） 2011/04/01 #AA －
東京電力（株） 予備格付（発行登録債） 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 予備格付（発行登録債） 2011/05/13 #A+ －
東京電力（株） 予備格付（発行登録債） 2011/05/13 #A+ ネガティブ
東京電力（株） 予備格付（発行登録債） 2011/11/16 消滅 －
東京電力（株） 予備格付（発行登録債） 2011/11/16 消滅 ネガティブ
東京電力（株） 第５６１回ＳＢ 2011/03/22 #AAA ネガティブ
東京電力（株） 第５６１回ＳＢ 2011/04/01 #AA －
東京電力（株） 第５６１回ＳＢ 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 第５６１回ＳＢ 2011/05/13 #A+ －
東京電力（株） 第５６１回ＳＢ 2011/05/13 #A+ ネガティブ
東京電力（株） 第５６１回ＳＢ 2011/11/16 #A －
東京電力（株） 第５６１回ＳＢ 2011/11/16 #A ネガティブ
東京電力（株） 第５６２回ＳＢ 2011/03/22 #AAA ネガティブ
東京電力（株） 第５６２回ＳＢ 2011/04/01 #AA －
東京電力（株） 第５６２回ＳＢ 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 第５６２回ＳＢ 2011/05/13 #A+ －
東京電力（株） 第５６２回ＳＢ 2011/05/13 #A+ ネガティブ
東京電力（株） 第５６２回ＳＢ 2011/11/16 #A －
東京電力（株） 第５６２回ＳＢ 2011/11/16 #A ネガティブ
東京電力（株） 第５６３回ＳＢ 2011/03/22 #AAA ネガティブ
東京電力（株） 第５６３回ＳＢ 2011/04/01 #AA －
東京電力（株） 第５６３回ＳＢ 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 第５６３回ＳＢ 2011/05/13 #A+ －
東京電力（株） 第５６３回ＳＢ 2011/05/13 #A+ ネガティブ
東京電力（株） 第５６３回ＳＢ 2011/11/16 #A －
東京電力（株） 第５６３回ＳＢ 2011/11/16 #A ネガティブ
東京電力（株） 第５６４回ＳＢ 2011/03/22 #AAA ネガティブ
東京電力（株） 第５６４回ＳＢ 2011/04/01 #AA －
東京電力（株） 第５６４回ＳＢ 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 第５６４回ＳＢ 2011/05/13 #A+ －
東京電力（株） 第５６４回ＳＢ 2011/05/13 #A+ ネガティブ
東京電力（株） 第５６４回ＳＢ 2011/11/16 #A －
東京電力（株） 第５６４回ＳＢ 2011/11/16 #A ネガティブ
東京電力（株） 第５６５回ＳＢ 2011/03/22 #AAA ネガティブ
東京電力（株） 第５６５回ＳＢ 2011/04/01 #AA －
東京電力（株） 第５６５回ＳＢ 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 第５６５回ＳＢ 2011/05/13 #A+ －
東京電力（株） 第５６５回ＳＢ 2011/05/13 #A+ ネガティブ
東京電力（株） 第５６５回ＳＢ 2011/11/16 #A －
東京電力（株） 第５６５回ＳＢ 2011/11/16 #A ネガティブ
東京電力（株） 第５６６回ＳＢ 2011/03/22 #AAA ネガティブ
東京電力（株） 第５６６回ＳＢ 2011/04/01 #AA －
東京電力（株） 第５６６回ＳＢ 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 第５６６回ＳＢ 2011/05/13 #A+ －
東京電力（株） 第５６６回ＳＢ 2011/05/13 #A+ ネガティブ
東京電力（株） 第５６６回ＳＢ 2011/11/16 #A －
東京電力（株） 第５６６回ＳＢ 2011/11/16 #A ネガティブ
東京電力（株） 第５６７回ＳＢ 2011/03/22 #AAA ネガティブ
東京電力（株） 第５６７回ＳＢ 2011/04/01 #AA －
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東京電力（株） 第５６７回ＳＢ 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 第５６７回ＳＢ 2011/05/13 #A+ －
東京電力（株） 第５６７回ＳＢ 2011/05/13 #A+ ネガティブ
東京電力（株） 第５６７回ＳＢ 2011/11/16 #A －
東京電力（株） 第５６７回ＳＢ 2011/11/16 #A ネガティブ
東京電力（株） 第５６８回ＳＢ 2011/03/22 #AAA ネガティブ
東京電力（株） 第５６８回ＳＢ 2011/04/01 #AA －
東京電力（株） 第５６８回ＳＢ 2011/04/01 #AA ネガティブ
東京電力（株） 第５６８回ＳＢ 2011/05/13 #A+ －
東京電力（株） 第５６８回ＳＢ 2011/05/13 #A+ ネガティブ
東京電力（株） 第５６８回ＳＢ 2011/11/16 #A －
東京電力（株） 第５６８回ＳＢ 2011/11/16 #A ネガティブ
中部電力（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/04/27 J-1+ －
中部電力（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/06/06 J-1+ －
中部電力（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/09/22 J-1+ －
関西電力（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/04/27 J-1+ －
関西電力（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/06/06 J-1+ －
関西電力（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/09/22 J-1+ －
関西電力（株） 第４２２回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
関西電力（株） 第４２２回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
関西電力（株） 第４２２回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
関西電力（株） 第４２６回ＳＢ 2010/04/27 消滅 －
関西電力（株） 第４２７回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
関西電力（株） 第４２７回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
関西電力（株） 第４２７回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
関西電力（株） 第４２９回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
関西電力（株） 第４２９回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
関西電力（株） 第４２９回ＳＢ 2011/09/22 消滅 －
関西電力（株） 第４３０回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
関西電力（株） 第４３０回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
関西電力（株） 第４３０回ＳＢ 2011/09/22 消滅 －
関西電力（株） 第４３１回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
関西電力（株） 第４３１回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
関西電力（株） 第４３１回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
関西電力（株） 第４３２回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
関西電力（株） 第４３２回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
関西電力（株） 第４３２回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
関西電力（株） 第４３３回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
関西電力（株） 第４３３回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
関西電力（株） 第４３３回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
関西電力（株） 第４３５回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
関西電力（株） 第４３５回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
関西電力（株） 第４３５回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
関西電力（株） 第４３７回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
関西電力（株） 第４３７回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
関西電力（株） 第４３７回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
関西電力（株） 第４３８回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
関西電力（株） 第４３８回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
関西電力（株） 第４３８回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
関西電力（株） 第４３９回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
関西電力（株） 第４３９回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
関西電力（株） 第４３９回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
関西電力（株） 第４４０回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
関西電力（株） 第４４０回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
関西電力（株） 第４４０回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
関西電力（株） 第４４１回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
関西電力（株） 第４４１回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
関西電力（株） 第４４１回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
関西電力（株） 第４４２回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
関西電力（株） 第４４２回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
関西電力（株） 第４４２回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
関西電力（株） 第４４３回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
関西電力（株） 第４４３回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
関西電力（株） 第４４３回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
関西電力（株） 第４４４回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
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関西電力（株） 第４４４回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
関西電力（株） 第４４４回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
関西電力（株） 第４４６回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
関西電力（株） 第４４６回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
関西電力（株） 第４４６回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
関西電力（株） 長期優先債務 2010/04/27 AAA 安定的
関西電力（株） 長期優先債務 2011/06/06 AAA ネガティブ
関西電力（株） 長期優先債務 2011/09/22 AA+ ネガティブ
関西電力（株） 第４４７回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
関西電力（株） 第４４７回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
関西電力（株） 第４４７回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
関西電力（株） 第４４８回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
関西電力（株） 第４４８回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
関西電力（株） 第４４８回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
関西電力（株） 第４４９回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
関西電力（株） 第４４９回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
関西電力（株） 第４４９回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
関西電力（株） 第４５０回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
関西電力（株） 第４５０回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
関西電力（株） 第４５０回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
関西電力（株） 第４５１回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
関西電力（株） 第４５１回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
関西電力（株） 第４５１回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
関西電力（株） 第４５２回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
関西電力（株） 第４５２回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
関西電力（株） 第４５２回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
関西電力（株） 第４５３回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
関西電力（株） 第４５３回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
関西電力（株） 第４５３回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
関西電力（株） 第４５４回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
関西電力（株） 第４５４回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
関西電力（株） 第４５４回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
関西電力（株） 第４５５回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
関西電力（株） 第４５５回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
関西電力（株） 第４５５回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
関西電力（株） 第４５６回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
関西電力（株） 第４５６回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
関西電力（株） 第４５６回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
関西電力（株） 第４５７回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
関西電力（株） 第４５７回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
関西電力（株） 第４５７回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
関西電力（株） 第４５８回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
関西電力（株） 第４５８回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
関西電力（株） 第４５８回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
関西電力（株） 第４５９回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
関西電力（株） 第４５９回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
関西電力（株） 第４５９回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
関西電力（株） 第４６０回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
関西電力（株） 第４６０回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
関西電力（株） 第４６０回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
関西電力（株） 第４６１回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
関西電力（株） 第４６１回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
関西電力（株） 第４６１回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
関西電力（株） 第４６２回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
関西電力（株） 第４６２回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
関西電力（株） 第４６２回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
関西電力（株） 第４６３回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
関西電力（株） 第４６３回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
関西電力（株） 第４６３回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
関西電力（株） 第４６４回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
関西電力（株） 第４６４回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
関西電力（株） 第４６４回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
関西電力（株） 第４６５回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
関西電力（株） 第４６５回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
関西電力（株） 第４６５回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －

63 / 161 



発行体等 格付対象
公表日

(年/月/日)
格付

格付の見通し
/見直し方向

関西電力（株） 第４６６回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
関西電力（株） 第４６６回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
関西電力（株） 第４６６回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
関西電力（株） 第４６７回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
関西電力（株） 第４６７回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
関西電力（株） 第４６７回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
関西電力（株） 第４６８回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
関西電力（株） 第４６８回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
関西電力（株） 第４６８回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
関西電力（株） 第４６９回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
関西電力（株） 第４６９回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
関西電力（株） 第４６９回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
関西電力（株） 第４７０回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
関西電力（株） 第４７０回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
関西電力（株） 第４７０回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
関西電力（株） 第４７１回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
関西電力（株） 第４７１回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
関西電力（株） 第４７１回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
関西電力（株） 第４７２回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
関西電力（株） 第４７２回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
関西電力（株） 第４７２回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
関西電力（株） 第４７３回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
関西電力（株） 第４７３回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
関西電力（株） 第４７３回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
関西電力（株） 第４７４回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
関西電力（株） 第４７４回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
関西電力（株） 第４７４回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
関西電力（株） 第４７５回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
関西電力（株） 第４７５回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
関西電力（株） 第４７５回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
関西電力（株） 第４７６回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
関西電力（株） 第４７６回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
関西電力（株） 第４７６回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
関西電力（株） 第４７７回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
関西電力（株） 第４７７回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
関西電力（株） 第４７７回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
関西電力（株） 第４７８回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
関西電力（株） 第４７８回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
関西電力（株） 第４７８回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
関西電力（株） 第４７９回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
関西電力（株） 第４７９回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
関西電力（株） 第４７９回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
関西電力（株） 第４８０回ＳＢ 2010/06/04 AAA －
関西電力（株） 第４８０回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
関西電力（株） 第４８０回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
関西電力（株） 第４８１回ＳＢ 2010/06/04 AAA －
関西電力（株） 第４８１回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
関西電力（株） 第４８１回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
関西電力（株） 第４８２回ＳＢ 2010/07/15 AAA －
関西電力（株） 第４８２回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
関西電力（株） 第４８２回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
関西電力（株） 予備格付（発行登録債） 2010/08/09 AAA －
関西電力（株） 予備格付（発行登録債） 2011/06/06 AAA －
関西電力（株） 予備格付（発行登録債） 2011/09/22 AA+ －
関西電力（株） 第４８３回ＳＢ 2010/09/02 AAA －
関西電力（株） 第４８３回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
関西電力（株） 第４８３回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
関西電力（株） 第４８４回ＳＢ 2010/10/08 AAA －
関西電力（株） 第４８４回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
関西電力（株） 第４８４回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
関西電力（株） 第４８５回ＳＢ 2010/12/02 AAA －
関西電力（株） 第４８５回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
関西電力（株） 第４８５回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
中国電力（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/04/27 J-1+ －
中国電力（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/06/06 J-1+ －
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中国電力（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/09/22 J-1+ －
中国電力（株） 第３１９回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
中国電力（株） 第３１９回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
中国電力（株） 第３１９回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
中国電力（株） 第３２２回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
中国電力（株） 第３２２回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
中国電力（株） 第３２２回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
中国電力（株） 第３２８回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
中国電力（株） 第３２８回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
中国電力（株） 第３２８回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
中国電力（株） 第３２９回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
中国電力（株） 第３２９回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
中国電力（株） 第３２９回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
中国電力（株） 第３３０回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
中国電力（株） 第３３０回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
中国電力（株） 第３３０回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
中国電力（株） 第３３１回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
中国電力（株） 第３３１回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
中国電力（株） 第３３１回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
中国電力（株） 第３３３回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
中国電力（株） 第３３３回ＳＢ 2011/06/06 消滅 －
中国電力（株） 第３３４回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
中国電力（株） 第３３４回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
中国電力（株） 第３３４回ＳＢ 2011/09/22 消滅 －
中国電力（株） 第３３５回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
中国電力（株） 第３３５回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
中国電力（株） 第３３５回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
中国電力（株） 第３３７回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
中国電力（株） 第３３７回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
中国電力（株） 第３３７回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
中国電力（株） 第３３９回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
中国電力（株） 第３３９回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
中国電力（株） 第３３９回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
中国電力（株） 第３４０回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
中国電力（株） 第３４０回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
中国電力（株） 第３４０回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
中国電力（株） 第３４１回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
中国電力（株） 第３４１回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
中国電力（株） 第３４１回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
中国電力（株） 長期優先債務 2010/04/27 AAA 安定的
中国電力（株） 長期優先債務 2011/06/06 AAA ネガティブ
中国電力（株） 長期優先債務 2011/09/22 AA+ ネガティブ
中国電力（株） 第３４２回ＳＢ 2010/04/27 消滅 －
中国電力（株） 第３４３回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
中国電力（株） 第３４３回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
中国電力（株） 第３４３回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
中国電力（株） 第３４５回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
中国電力（株） 第３４５回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
中国電力（株） 第３４５回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
中国電力（株） 第３４６回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
中国電力（株） 第３４６回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
中国電力（株） 第３４６回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
中国電力（株） 第３４７回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
中国電力（株） 第３４７回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
中国電力（株） 第３４７回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
中国電力（株） 第３４８回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
中国電力（株） 第３４８回ＳＢ 2011/06/06 消滅 －
中国電力（株） 第３４９回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
中国電力（株） 第３４９回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
中国電力（株） 第３４９回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
中国電力（株） 第３５０回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
中国電力（株） 第３５０回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
中国電力（株） 第３５０回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
中国電力（株） 第３５１回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
中国電力（株） 第３５１回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
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中国電力（株） 第３５１回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
中国電力（株） 第３５２回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
中国電力（株） 第３５２回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
中国電力（株） 第３５２回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
中国電力（株） 第３５３回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
中国電力（株） 第３５３回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
中国電力（株） 第３５３回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
中国電力（株） 第３５４回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
中国電力（株） 第３５４回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
中国電力（株） 第３５４回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
中国電力（株） 第３５５回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
中国電力（株） 第３５５回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
中国電力（株） 第３５５回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
中国電力（株） 第３５６回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
中国電力（株） 第３５６回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
中国電力（株） 第３５６回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
中国電力（株） 第３５７回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
中国電力（株） 第３５７回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
中国電力（株） 第３５７回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
中国電力（株） 第３５８回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
中国電力（株） 第３５８回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
中国電力（株） 第３５８回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
中国電力（株） 第３５９回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
中国電力（株） 第３５９回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
中国電力（株） 第３５９回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
中国電力（株） 第３６０回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
中国電力（株） 第３６０回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
中国電力（株） 第３６０回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
中国電力（株） 第３６１回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
中国電力（株） 第３６１回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
中国電力（株） 第３６１回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
中国電力（株） 第３６２回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
中国電力（株） 第３６２回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
中国電力（株） 第３６２回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
中国電力（株） 第３６３回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
中国電力（株） 第３６３回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
中国電力（株） 第３６３回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
中国電力（株） 第３６４回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
中国電力（株） 第３６４回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
中国電力（株） 第３６４回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
中国電力（株） 第３６５回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
中国電力（株） 第３６５回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
中国電力（株） 第３６５回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
中国電力（株） 第３６６回ＳＢ 2010/05/14 AAA －
中国電力（株） 第３６６回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
中国電力（株） 第３６６回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
中国電力（株） 第３６７回ＳＢ 2010/07/07 AAA －
中国電力（株） 第３６７回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
中国電力（株） 第３６７回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
中国電力（株） 予備格付(発行登録債) 2010/07/29 AAA －
中国電力（株） 予備格付(発行登録債) 2011/06/06 AAA －
中国電力（株） 予備格付(発行登録債) 2011/09/22 AA+ －
中国電力（株） 第３６８回ＳＢ 2010/08/04 AAA －
中国電力（株） 第３６８回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
中国電力（株） 第３６８回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
中国電力（株） 第３６９回ＳＢ 2010/10/08 AAA －
中国電力（株） 第３６９回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
中国電力（株） 第３６９回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
中国電力（株） 第３７０回ＳＢ 2010/12/02 AAA －
中国電力（株） 第３７０回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
中国電力（株） 第３７０回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
北陸電力（株） 長期優先債務 2010/04/27 AAAp 安定的
北陸電力（株） 長期優先債務 2011/06/06 AAAp ネガティブ
北陸電力（株） 長期優先債務 2011/09/22 AA+p ネガティブ
東北電力（株） 長期優先債務 2010/04/27 AAAp 安定的
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東北電力（株） 長期優先債務 2011/06/06 AAAp ネガティブ
東北電力（株） 長期優先債務 2011/09/22 AA+p ネガティブ
四国電力（株） 長期優先債務 2010/04/27 AAAp 安定的
四国電力（株） 長期優先債務 2011/06/06 AAAp ネガティブ
四国電力（株） 長期優先債務 2011/09/22 AA+p ネガティブ
九州電力（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/04/27 J-1+ －
九州電力（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/06/06 J-1+ －
九州電力（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/09/22 J-1+ －
九州電力（株） 第３４８回ＳＢ 2010/04/27 消滅 －
九州電力（株） 第３４９回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
九州電力（株） 第３４９回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
九州電力（株） 第３４９回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
九州電力（株） 第３５１回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
九州電力（株） 第３５１回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
九州電力（株） 第３５１回ＳＢ 2011/09/22 消滅 －
九州電力（株） 第３５４回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
九州電力（株） 第３５４回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
九州電力（株） 第３５４回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
九州電力（株） 第３５９回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
九州電力（株） 第３５９回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
九州電力（株） 第３５９回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
九州電力（株） 第３６０回ＳＢ 2010/04/27 消滅 －
九州電力（株） 第３６３回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
九州電力（株） 第３６３回ＳＢ 2011/06/06 消滅 －
九州電力（株） 第３６６回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
九州電力（株） 第３６６回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
九州電力（株） 第３６６回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
九州電力（株） 第３６９回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
九州電力（株） 第３６９回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
九州電力（株） 第３６９回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
九州電力（株） 第３７１回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
九州電力（株） 第３７１回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
九州電力（株） 第３７１回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
九州電力（株） 第３７２回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
九州電力（株） 第３７２回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
九州電力（株） 第３７２回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
九州電力（株） 第３７３回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
九州電力（株） 第３７３回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
九州電力（株） 第３７３回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
九州電力（株） 第３７４回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
九州電力（株） 第３７４回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
九州電力（株） 第３７４回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
九州電力（株） 第３７６回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
九州電力（株） 第３７６回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
九州電力（株） 第３７６回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
九州電力（株） 第３７７回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
九州電力（株） 第３７７回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
九州電力（株） 第３７７回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
九州電力（株） 第３７９回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
九州電力（株） 第３７９回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
九州電力（株） 第３７９回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
九州電力（株） 第３８０回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
九州電力（株） 第３８０回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
九州電力（株） 第３８０回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
九州電力（株） 第３８２回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
九州電力（株） 第３８２回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
九州電力（株） 第３８２回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
九州電力（株） 第３８３回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
九州電力（株） 第３８３回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
九州電力（株） 第３８３回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
九州電力（株） 第３８４回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
九州電力（株） 第３８４回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
九州電力（株） 第３８４回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
九州電力（株） 第３８５回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
九州電力（株） 第３８５回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
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九州電力（株） 第３８５回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
九州電力（株） 第３８７回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
九州電力（株） 第３８７回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
九州電力（株） 第３８７回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
九州電力（株） 長期優先債務 2010/04/27 AAA 安定的
九州電力（株） 長期優先債務 2011/06/06 AAA ネガティブ
九州電力（株） 長期優先債務 2011/09/22 AA+ ネガティブ
九州電力（株） 第３８８回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
九州電力（株） 第３８８回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
九州電力（株） 第３８８回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
九州電力（株） 第３８９回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
九州電力（株） 第３８９回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
九州電力（株） 第３８９回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
九州電力（株） 第３９１回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
九州電力（株） 第３９１回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
九州電力（株） 第３９１回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
九州電力（株） 第３９２回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
九州電力（株） 第３９２回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
九州電力（株） 第３９２回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
九州電力（株） 第３９３回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
九州電力（株） 第３９３回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
九州電力（株） 第３９３回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
九州電力（株） 第３９４回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
九州電力（株） 第３９４回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
九州電力（株） 第３９４回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
九州電力（株） 第３９５回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
九州電力（株） 第３９５回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
九州電力（株） 第３９５回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
九州電力（株） 第３９６回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
九州電力（株） 第３９６回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
九州電力（株） 第３９６回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
九州電力（株） 第３９８回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
九州電力（株） 第３９８回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
九州電力（株） 第３９８回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
九州電力（株） 第３９９回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
九州電力（株） 第３９９回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
九州電力（株） 第３９９回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
九州電力（株） 第４００回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
九州電力（株） 第４００回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
九州電力（株） 第４００回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
九州電力（株） 第４０１回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
九州電力（株） 第４０１回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
九州電力（株） 第４０１回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
九州電力（株） 第４０２回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
九州電力（株） 第４０２回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
九州電力（株） 第４０２回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
九州電力（株） 第４０３回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
九州電力（株） 第４０３回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
九州電力（株） 第４０３回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
九州電力（株） 第４０４回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
九州電力（株） 第４０４回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
九州電力（株） 第４０４回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
九州電力（株） 第４０５回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
九州電力（株） 第４０５回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
九州電力（株） 第４０５回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
九州電力（株） 第４０６回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
九州電力（株） 第４０６回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
九州電力（株） 第４０６回ＳＢ 2011/09/22 消滅 －
九州電力（株） 第４０７回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
九州電力（株） 第４０７回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
九州電力（株） 第４０７回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
九州電力（株） 第４０８回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
九州電力（株） 第４０８回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
九州電力（株） 第４０８回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
九州電力（株） 第４０９回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
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九州電力（株） 第４０９回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
九州電力（株） 第４０９回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
九州電力（株） 第４１０回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
九州電力（株） 第４１０回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
九州電力（株） 第４１０回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
九州電力（株） 第４１１回ＳＢ 2010/05/13 AAA －
九州電力（株） 第４１１回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
九州電力（株） 第４１１回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
九州電力（株） 予備格付（発行登録債） 2010/07/20 AAA －
九州電力（株） 予備格付（発行登録債） 2011/06/06 AAA －
九州電力（株） 予備格付（発行登録債） 2011/09/22 AA+ －
九州電力（株） 第４１２回ＳＢ 2010/08/04 AAA －
九州電力（株） 第４１２回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
九州電力（株） 第４１２回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
九州電力（株） 第４１３回ＳＢ 2010/08/04 AAA －
九州電力（株） 第４１３回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
九州電力（株） 第４１３回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
九州電力（株） 第４１４回ＳＢ 2010/11/18 AAA －
九州電力（株） 第４１４回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
九州電力（株） 第４１４回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
九州電力（株） 第４１５回ＳＢ 2010/11/26 AAA －
九州電力（株） 第４１５回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
九州電力（株） 第４１５回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
九州電力（株） 第４１６回ＳＢ 2010/12/02 AAA －
九州電力（株） 第４１６回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
九州電力（株） 第４１６回ＳＢ 2011/09/22 AA+ －
北海道電力（株） 長期優先債務 2010/04/27 AAAp 安定的
北海道電力（株） 長期優先債務 2011/06/06 AAAp ネガティブ
北海道電力（株） 長期優先債務 2011/09/22 AA+p ネガティブ
沖縄電力（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/07/23 J-1+ －
沖縄電力（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/08/30 J-1+ －
沖縄電力（株） 第７回ＳＢ 2010/07/23 AAA －
沖縄電力（株） 第７回ＳＢ 2011/08/30 AAA －
沖縄電力（株） 第９回ＳＢ 2010/07/23 AAA －
沖縄電力（株） 第９回ＳＢ 2011/08/30 AAA －
沖縄電力（株） 第１１回ＳＢ 2010/07/23 AAA －
沖縄電力（株） 第１１回ＳＢ 2011/08/30 AAA －
沖縄電力（株） 長期優先債務 2010/07/23 AAA 安定的
沖縄電力（株） 長期優先債務 2011/08/30 AAA 安定的
東京瓦斯（株） 長期優先債務 2011/02/02 AAA 安定的
大阪瓦斯（株） 長期優先債務 2010/01/18 AA+p 安定的
大阪瓦斯（株） 長期優先債務 2011/04/25 AA+p 安定的
東邦瓦斯（株） 長期優先債務 2010/01/18 AA+p 安定的
東邦瓦斯（株） 長期優先債務 2011/04/25 AA+p 安定的
北海道瓦斯（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/01/18 J-1 －
北海道瓦斯（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/04/25 J-1 －
北海道瓦斯（株） 長期優先債務 2010/01/18 A 安定的
北海道瓦斯（株） 長期優先債務 2011/04/25 A 安定的
北海道瓦斯（株） 予備格付（発行登録債） 2010/01/18 A －
北海道瓦斯（株） 予備格付（発行登録債） 2011/04/25 消滅 －
北海道瓦斯（株） 第１０回無担保ＳＢ 2010/01/18 A －
北海道瓦斯（株） 第１０回無担保ＳＢ 2011/04/25 A －
北海道瓦斯（株） 第１１回無担保ＳＢ 2011/08/30 A －
北海道瓦斯（株） 第１２回無担保ＳＢ 2011/08/30 A －
北海道瓦斯（株） 予備格付（発行登録債） 2011/10/05 A －
広島ガス（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/01/18 J-1 －
広島ガス（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/04/25 J-1 －
広島ガス（株） 第５回無担保ＳＢ 2010/01/18 A －
広島ガス（株） 第５回無担保ＳＢ 2011/04/25 A －
広島ガス（株） 第６回無担保ＳＢ 2010/01/18 A －
広島ガス（株） 第６回無担保ＳＢ 2011/04/25 A －
広島ガス（株） 第７回無担保ＳＢ 2010/01/18 A －
広島ガス（株） 第７回無担保ＳＢ 2011/04/25 A －
広島ガス（株） 長期優先債務 2010/01/18 A 安定的
広島ガス（株） 長期優先債務 2011/04/25 A 安定的
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広島ガス（株） 第８回無担保ＳＢ 2010/01/18 A －
広島ガス（株） 第８回無担保ＳＢ 2011/04/25 A －
西部瓦斯（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/01/18 J-1+ －
西部瓦斯（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/04/25 J-1+ －
西部瓦斯（株） 第７回無担保ＳＢ 2010/01/18 AA- －
西部瓦斯（株） 第７回無担保ＳＢ 2011/04/25 AA- －
西部瓦斯（株） 長期優先債務 2010/01/18 AA- 安定的
西部瓦斯（株） 長期優先債務 2011/04/25 AA- 安定的
西部瓦斯（株） 予備格付（発行登録債） 2010/08/27 AA- －
西部瓦斯（株） 予備格付（発行登録債） 2011/04/25 AA- －
西部瓦斯（株） 第９回無担保ＳＢ 2010/10/15 AA- －
西部瓦斯（株） 第９回無担保ＳＢ 2011/04/25 AA- －
西部瓦斯（株） 第１０回無担保ＳＢ 2011/01/20 AA- －
西部瓦斯（株） 第１０回無担保ＳＢ 2011/04/25 AA- －
西部瓦斯（株） 第１１回無担保ＳＢ 2012/01/18 AA- －
中部瓦斯（株） 長期優先債務 2010/01/18 A- 安定的
中部瓦斯（株） 長期優先債務 2011/04/25 A- 安定的
東宝（株） 長期優先債務 2011/01/05 AA 安定的
東宝（株） 長期優先債務 2011/12/28 AA 安定的
（株）エヌ・ティ・ティ・データ 国内コマーシャルペーパー 2010/10/29 J-1+ －
（株）エヌ・ティ・ティ・データ 国内コマーシャルペーパー 2011/12/09 J-1+ －
（株）エヌ・ティ・ティ・データ 第１７回無担保ＳＢ 2010/10/29 消滅 －
（株）エヌ・ティ・ティ・データ 長期優先債務 2010/10/29 AA+ 安定的
（株）エヌ・ティ・ティ・データ 長期優先債務 2011/12/09 AA+ 安定的
（株）エヌ・ティ・ティ・データ 第２０回無担保ＳＢ 2010/10/29 AA+ －
（株）エヌ・ティ・ティ・データ 第２０回無担保ＳＢ 2011/12/09 AA+ －
（株）エヌ・ティ・ティ・データ 第２１回無担保ＳＢ 2010/10/29 AA+ －
（株）エヌ・ティ・ティ・データ 第２１回無担保ＳＢ 2011/12/09 AA+ －
（株）エヌ・ティ・ティ・データ 第２２回無担保ＳＢ 2010/10/29 AA+ －
（株）エヌ・ティ・ティ・データ 第２２回無担保ＳＢ 2011/12/09 AA+ －
（株）エヌ・ティ・ティ・データ 第２３回無担保ＳＢ 2010/10/29 AA+ －
（株）エヌ・ティ・ティ・データ 第２３回無担保ＳＢ 2011/12/09 AA+ －
（株）エヌ・ティ・ティ・データ 第２４回無担保ＳＢ 2010/10/29 AA+ －
（株）エヌ・ティ・ティ・データ 第２４回無担保ＳＢ 2011/12/09 AA+ －
（株）エヌ・ティ・ティ・データ 第２５回無担保ＳＢ 2010/10/29 AA+ －
（株）エヌ・ティ・ティ・データ 第２５回無担保ＳＢ 2011/12/09 AA+ －
（株）エヌ・ティ・ティ・データ 予備格付（発行登録債） 2010/10/29 AA+ －
（株）エヌ・ティ・ティ・データ 予備格付（発行登録債） 2011/12/09 AA+ －
（株）共立メンテナンス 長期優先債務 2010/10/28 BBB- 安定的
（株）共立メンテナンス 長期優先債務 2011/12/12 BBB- 安定的
（株）イチネンホールディングス 長期優先債務 2011/06/08 BBB- 安定的
（株）イチネンホールディングス 国内コマーシャルペーパー 2010/04/21 J-2 －
（株）イチネンホールディングス 国内コマーシャルペーパー 2011/06/08 J-2 －
（株）イチネンホールディングス 国内コマーシャルペーパー 2011/07/07 J-2 －
（株）アインファーマシーズ 長期優先債務 2010/09/28 BBB+ 安定的
（株）アインファーマシーズ 長期優先債務 2011/10/28 BBB+ 安定的
燦ホールディングス（株） 長期優先債務 2010/02/02 BBB 安定的
燦ホールディングス（株） 長期優先債務 2011/04/13 BBB 安定的
燦ホールディングス（株） 長期優先債務 2012/04/03 BBB 安定的
（株）カナモト 長期優先債務 2010/08/13 BBB- 安定的
（株）カナモト 長期優先債務 2011/08/23 BBB- 安定的
（株）東京ドーム 国内コマーシャルペーパー 2010/12/27 J-2 －
（株）東京ドーム 長期優先債務 2010/12/27 BBB- 安定的
（株）スクウェア・エニックス・ホール
ディングス

長期優先債務 2010/11/17 A 安定的

（株）スクウェア・エニックス・ホール
ディングス

長期優先債務 2011/11/18 A 安定的

ＳＣＳＫ（株） 第１回コーラブル無担保ＣＢ 2011/10/01 #BB+ －
ＳＣＳＫ（株） 第１回コーラブル無担保ＣＢ 2011/10/03 A －
ＳＣＳＫ（株） 長期優先債務 2011/10/03 A 安定的
ＳＣＳＫ（株） 長期優先債務 2011/10/11 撤回 安定的
ＳＣＳＫ（株） 長期優先債務 2011/10/03 A 安定的
セコム（株） 長期優先債務 2011/02/25 AA+ 安定的
セコム（株） 長期優先債務 2012/02/27 AA+ 安定的
（株）ＣＳＫ 長期優先債務 2011/02/24 #BB+ ポジティブ
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（株）ＣＳＫ 長期優先債務 2011/10/03 撤回 －
（株）ＣＳＫ ユーロ円建ＣＢ 2011/02/24 消滅 ポジティブ
（株）ＣＳＫ 第７回無担保ＣＢ 2011/02/24 #BB+ ポジティブ
（株）インテック 長期優先債務 2010/12/01 A- 安定的
（株）インテック 長期優先債務 2011/12/27 A- 安定的
ティアイエス（株） 長期優先債務 2010/12/01 A- 安定的
ティアイエス（株） 長期優先債務 2011/12/27 A- 安定的
丸紅建材リース（株） 長期優先債務 2010/11/16 BBB- ネガティブ
丸紅建材リース（株） 長期優先債務 2011/10/31 撤回 －
コナミ（株） 長期優先債務 2011/03/07 A 安定的
コナミ（株） 長期優先債務 2012/03/01 A ポジティブ
コナミ（株） 第６回無担保ＳＢ 2011/03/07 消滅 －
コナミ（株） 第７回無担保ＳＢ 2011/03/07 A －
コナミ（株） 第７回無担保ＳＢ 2012/03/01 A －
コナミ（株） 第８回無担保ＳＢ 2011/03/07 A －
コナミ（株） 第８回無担保ＳＢ 2012/03/01 A －
（株）ベネッセホールディングス 長期優先債務 2011/01/19 AA- 安定的
（株）ベネッセホールディングス 長期優先債務 2012/02/16 AA- 安定的
（株）ヤマダ電機 長期優先債務 2010/11/17 AA- 安定的
（株）ヤマダ電機 長期優先債務 2011/12/21 AA- 安定的
加藤産業（株） 長期優先債務 2010/08/11 A- 安定的
加藤産業（株） 長期優先債務 2011/08/05 A- 安定的
ＪＫホールディングス（株） 長期優先債務 2012/03/15 BBB- 安定的
ＪＫホールディングス（株） 国内コマーシャルペーパー 2012/03/15 J-2 －
（株）王将フードサービス 長期優先債務 2010/05/12 BBB+ 安定的
（株）王将フードサービス 長期優先債務 2011/05/06 BBB+ 安定的
（株）バロー 長期優先債務 2010/04/06 BBB+ 安定的
（株）バロー 長期優先債務 2011/05/23 A- 安定的
（株）バロー 第１回無担保ＳＢ 2011/07/21 A- －
ソフトバンク（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/02/17 J-1 －
ソフトバンク（株） 国内コマーシャルペーパー 2012/03/12 J-1 －
ソフトバンク（株） ユーロ円建ＣＢ 2011/02/17 A- －
ソフトバンク（株） ユーロ円建ＣＢ 2012/03/12 A －
ソフトバンク（株） ユーロ円建ＣＢ 2011/02/17 A- －
ソフトバンク（株） ユーロ円建ＣＢ 2011/06/22 消滅 －
ソフトバンク（株） 長期優先債務 2011/02/17 A- 安定的
ソフトバンク（株） 長期優先債務 2012/03/12 A 安定的
ソフトバンク（株） 第２５回無担保ＳＢ 2011/02/17 消滅 －
ソフトバンク（株） 第２６回無担保ＳＢ 2011/02/17 A- －
ソフトバンク（株） 第２６回無担保ＳＢ 2012/03/12 A －
ソフトバンク（株） 第２７回無担保ＳＢ 2011/02/17 消滅 －
ソフトバンク（株） 第２８回無担保ＳＢ 2011/02/17 A- －
ソフトバンク（株） 第２８回無担保ＳＢ 2012/03/12 A －
ソフトバンク（株） 第２９回無担保ＳＢ 2011/02/17 A- －
ソフトバンク（株） 第２９回無担保ＳＢ 2012/03/12 A －
ソフトバンク（株） 第３０回無担保ＳＢ 2011/02/17 A- －
ソフトバンク（株） 第３０回無担保ＳＢ 2012/03/12 A －
ソフトバンク（株） 第３１回無担保ＳＢ 2011/02/17 A- －
ソフトバンク（株） 第３１回無担保ＳＢ 2012/03/12 A －
ソフトバンク（株） 第３２回無担保ＳＢ 2011/02/17 A- －
ソフトバンク（株） 第３２回無担保ＳＢ 2012/03/12 A －
ソフトバンク（株） 第３３回無担保ＳＢ 2011/02/17 A- －
ソフトバンク（株） 第３３回無担保ＳＢ 2012/03/12 A －
ソフトバンク（株） 予備格付（発行登録債） 2011/02/17 A- －
ソフトバンク（株） 予備格付（発行登録債） 2012/03/12 A －
ソフトバンク（株） 第３４回無担保ＳＢ 2011/02/17 A- －
ソフトバンク（株） 第３４回無担保ＳＢ 2012/03/12 A －
ソフトバンク（株） 第３５回無担保ＳＢ 2011/02/17 A- －
ソフトバンク（株） 第３５回無担保ＳＢ 2012/03/12 A －
ソフトバンク（株） 第３６回無担保ＳＢ 2011/06/03 A- －
ソフトバンク（株） 第３６回無担保ＳＢ 2012/03/12 A －
ソフトバンク（株） 第３７回無担保ＳＢ 2011/06/03 A- －
ソフトバンク（株） 第３７回無担保ＳＢ 2012/03/12 A －
ソフトバンク（株） 第３８回無担保ＳＢ 2012/01/20 A- －
ソフトバンク（株） 第３８回無担保ＳＢ 2012/03/12 A －
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（株）サンドラッグ 長期優先債務 2010/08/20 A 安定的
（株）サンドラッグ 長期優先債務 2011/09/22 A ポジティブ
（株）東京デリカ 長期優先債務 2011/03/04 BBB 安定的
ジェコス（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/09/01 J-2 －
ジェコス（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/09/16 J-2 －
ジェコス（株） 長期優先債務 2010/09/01 BBB+ 安定的
ジェコス（株） 長期優先債務 2011/09/16 BBB+ 安定的
（株）ヤマザワ 長期優先債務 2010/11/18 BBB 安定的
（株）ヤマザワ 長期優先債務 2011/12/12 BBB 安定的
（株）ベルーナ 長期優先債務 2010/10/13 BBB 安定的
（株）ベルーナ 長期優先債務 2011/10/25 BBB+ 安定的
（株）商工組合中央金庫 長期優先債務 2010/10/21 AA+ 安定的
（株）商工組合中央金庫 長期優先債務 2011/11/09 AA+ 安定的
住友生命保険（相） 保険金支払能力 2010/10/06 A 安定的
住友生命保険（相） 保険金支払能力 2011/10/18 A 安定的
住友生命保険（相） 長期優先債務 2010/10/06 A 安定的
住友生命保険（相） 長期優先債務 2011/10/18 A 安定的
第一生命保険（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/09/27 J-1+ －
第一生命保険（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/10/18 J-1+ －
第一生命保険（株） 保険金支払能力 2010/09/27 A+ 安定的
第一生命保険（株） 保険金支払能力 2011/10/18 A+ 安定的
第一生命保険（株） 長期優先債務 2010/09/27 A+ 安定的
第一生命保険（株） 長期優先債務 2011/10/18 A+ 安定的
日本生命保険（相） 国内コマーシャルペーパー 2010/10/06 J-1+ －
日本生命保険（相） 国内コマーシャルペーパー 2011/10/18 J-1+ －
日本生命保険（相） 保険金支払能力 2010/10/06 AAp 安定的
日本生命保険（相） 保険金支払能力 2011/10/18 AAp 安定的
日本生命保険（相） 長期優先債務 2010/10/06 AAp 安定的
日本生命保険（相） 長期優先債務 2011/10/18 AAp 安定的
朝日生命保険（相） 保険金支払能力 2010/10/15 BB ネガティブ
朝日生命保険（相） 保険金支払能力 2011/10/04 BB ネガティブ
朝日生命保険（相） 保険金支払能力 2012/03/12 BB- ネガティブ
朝日生命保険（相） 長期優先債務 2010/10/15 BB ネガティブ
朝日生命保険（相） 長期優先債務 2011/10/04 BB ネガティブ
朝日生命保険（相） 長期優先債務 2012/03/12 BB- ネガティブ
共栄火災海上保険（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/01/05 J-1+ －
共栄火災海上保険（株） 国内コマーシャルペーパー 2012/02/13 J-1+ －
共栄火災海上保険（株） 長期優先債務 2011/01/05 A+ 安定的
共栄火災海上保険（株） 長期優先債務 2012/02/13 A+ 安定的
共栄火災海上保険（株） 保険金支払能力 2011/01/05 A+ 安定的
共栄火災海上保険（株） 保険金支払能力 2012/02/13 A+ 安定的
明治安田生命保険（相） 保険金支払能力 2010/10/06 A+ 安定的
明治安田生命保険（相） 保険金支払能力 2011/10/18 A+ 安定的
明治安田生命保険（相） 国内コマーシャルペーパー 2010/10/06 J-1+ －
明治安田生命保険（相） 国内コマーシャルペーパー 2011/10/18 J-1+ －
明治安田生命保険（相） 長期優先債務 2010/10/06 A+ 安定的
明治安田生命保険（相） 長期優先債務 2011/10/18 A+ 安定的
森ビル（株） 長期優先債務 2011/03/23 A- 安定的
森ビル（株） 長期優先債務 2012/01/31 A- 安定的
森ビル（株） 第二種優先株式 2011/03/23 BBB －
森ビル（株） 第二種優先株式 2012/01/31 BBB －
森ビル（株） 第一種優先株式 2011/03/23 BBB －
森ビル（株） 第一種優先株式 2012/01/31 BBB －
森ビル（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/03/23 J-1 －
森ビル（株） 国内コマーシャルペーパー 2012/01/31 J-1 －
森ビル（株） 第１回無担保ＳＢ 2011/03/23 A- －
森ビル（株） 第１回無担保ＳＢ 2012/01/31 A- －
森ビル（株） 第２回無担保ＳＢ 2011/03/23 A- －
森ビル（株） 第２回無担保ＳＢ 2012/01/31 A- －
森ビル（株） 第３回無担保ＳＢ 2011/03/23 A- －
森ビル（株） 第３回無担保ＳＢ 2012/01/31 A- －
森ビル（株） 第４回無担保ＳＢ 2011/03/23 A- －
森ビル（株） 第４回無担保ＳＢ 2012/01/31 A- －
森ビル（株） 予備格付（発行登録債） 2011/03/23 A- －
森ビル（株） 予備格付（発行登録債） 2012/01/31 A- －
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森ビル（株） 第５回無担保ＳＢ 2011/07/26 A- －
森ビル（株） 第５回無担保ＳＢ 2012/01/31 A- －
森ビル（株） 第６回無担保ＳＢ 2011/11/02 A- －
森ビル（株） 第６回無担保ＳＢ 2012/01/31 A- －
森ビル（株） 第７回無担保ＳＢ 2011/11/02 A- －
森ビル（株） 第７回無担保ＳＢ 2012/01/31 A- －
森ビル（株） 第８回無担保ＳＢ 2012/02/10 A- －
鴻池運輸（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/11/04 J-1 －
鴻池運輸（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/11/09 J-1 －
鴻池運輸（株） 第１５回無担保ＳＢ（私募） 2010/11/04 消滅 －
鴻池運輸（株） 長期優先債務 2010/11/04 A- 安定的
鴻池運輸（株） 長期優先債務 2011/11/09 A- 安定的
鴻池運輸（株） 第２４回無担保ＳＢ（私募） 2011/07/22 A- －
鴻池運輸（株） 第２４回無担保ＳＢ（私募） 2011/11/09 A- －
日本放送協会 第１０６回ＳＢ 2010/12/14 AAA －
日本放送協会 第１０６回ＳＢ 2011/12/29 消滅 －
日本放送協会 長期優先債務 2010/12/14 AAA 安定的
日本放送協会 長期優先債務 2011/12/29 AAA 安定的
三井生命保険（株） 保険金支払能力 2010/10/15 BBB 安定的
三井生命保険（株） 保険金支払能力 2011/10/04 BBB ネガティブ
三井生命保険（株） 長期優先債務 2010/10/15 BBB 安定的
三井生命保険（株） 長期優先債務 2011/10/04 BBB ネガティブ
アイフル（株） 第３７回無担保ＳＢ 2010/04/30 CCC －
アイフル（株） 第３７回無担保ＳＢ 2011/04/15 CCC －
アイフル（株） 第４２回無担保ＳＢ 2010/04/30 CCC －
アイフル（株） 第４２回無担保ＳＢ 2011/04/15 消滅 －
アイフル（株） 第４４回無担保ＳＢ 2010/04/30 CCC －
アイフル（株） 第４４回無担保ＳＢ 2011/04/15 消滅 －
アイフル（株） 第４５回無担保ＳＢ 2010/04/30 CCC －
アイフル（株） 第４５回無担保ＳＢ 2011/04/15 消滅 －
アイフル（株） 第４７回無担保ＳＢ 2010/04/30 CCC －
アイフル（株） 第４７回無担保ＳＢ 2011/04/15 CCC －
アイフル（株） 第５１回無担保ＳＢ 2010/04/30 CCC －
アイフル（株） 第５１回無担保ＳＢ 2011/04/15 CCC －
アイフル（株） 第５２回無担保ＳＢ 2010/04/30 CCC －
アイフル（株） 第５２回無担保ＳＢ 2011/04/15 CCC －
アイフル（株） 長期優先債務 2010/04/30 CCC ネガティブ
アイフル（株） 長期優先債務 2011/04/15 CCC ネガティブ
トーア再保険（株） 保険金支払能力 2010/07/13 AA+ 安定的
トーア再保険（株） 保険金支払能力 2011/11/01 AA+ 安定的
トーア再保険（株） 保険金支払能力 2012/03/13 AA+ 安定的
トーア再保険（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/07/13 J-1+ －
トーア再保険（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/11/01 J-1+ －
トーア再保険（株） 国内コマーシャルペーパー 2012/03/13 J-1+ －
トーア再保険（株） 長期優先債務 2010/07/13 AA+ 安定的
トーア再保険（株） 長期優先債務 2011/11/01 AA+ 安定的
トーア再保険（株） 長期優先債務 2012/03/13 AA+ 安定的
トーア再保険（株） 第1回利払繰延条項・期限前償還条項

付無担保SB（劣後）
2012/03/13 AA- －

（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ 第１０回無担保ＳＢ 2011/02/28 消滅 －
（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ 第１２回無担保ＳＢ 2011/02/28 消滅 －
（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ 長期優先債務 2011/02/28 AAA 安定的
（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ 長期優先債務 2012/02/29 AAA 安定的
（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ 第１５回無担保ＳＢ 2011/02/28 AAA －
（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ 第１５回無担保ＳＢ 2012/02/29 AAA －
（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ 第１６回無担保ＳＢ 2011/02/28 AAA －
（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ 第１６回無担保ＳＢ 2012/02/29 AAA －
（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ 第１７回無担保ＳＢ 2011/02/28 AAA －
（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ 第１７回無担保ＳＢ 2012/02/29 AAA －
（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ 第１８回無担保ＳＢ 2011/02/28 AAA －
（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ 第１８回無担保ＳＢ 2012/02/29 AAA －
（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ 予備格付（発行登録債） 2011/02/28 AAA －
（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ 予備格付（発行登録債） 2012/02/29 AAA －
（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ 予備格付（発行登録債） 2012/04/03 AAA －
ＮＴＴファイナンス（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/03/10 J-1+ －

73 / 161 



発行体等 格付対象
公表日

(年/月/日)
格付

格付の見通し
/見直し方向

ＮＴＴファイナンス（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/04/20 J-1+ －
ＮＴＴファイナンス（株） 長期優先債務 2010/03/10 AA+ 安定的
ＮＴＴファイナンス（株） 長期優先債務 2011/04/20 AA+ 安定的
ＮＴＴファイナンス（株） 第３０回無担保ＳＢ 2010/03/10 AA+ －
ＮＴＴファイナンス（株） 第３０回無担保ＳＢ 2011/04/20 消滅 －
ＮＴＴファイナンス（株） 第３１回無担保ＳＢ 2010/03/10 AA+ －
ＮＴＴファイナンス（株） 第３１回無担保ＳＢ 2011/04/20 消滅 －
ＮＴＴファイナンス（株） 第３２回無担保ＳＢ 2010/03/10 AA+ －
ＮＴＴファイナンス（株） 第３２回無担保ＳＢ 2011/04/20 AA+ －
ＮＴＴファイナンス（株） 第３３回無担保ＳＢ 2010/03/10 AA+ －
ＮＴＴファイナンス（株） 第３３回無担保ＳＢ 2011/04/20 AA+ －
ＮＴＴファイナンス（株） 第３４回無担保ＳＢ 2010/03/10 AA+ －
ＮＴＴファイナンス（株） 第３４回無担保ＳＢ 2011/04/20 AA+ －
ＮＴＴファイナンス（株） 第３５回無担保ＳＢ 2010/03/10 AA+ －
ＮＴＴファイナンス（株） 第３５回無担保ＳＢ 2011/04/20 AA+ －
ＮＴＴファイナンス（株） 第３６回無担保ＳＢ 2010/03/10 AA+ －
ＮＴＴファイナンス（株） 第３６回無担保ＳＢ 2011/04/20 AA+ －
ＮＴＴファイナンス（株） 第３７回無担保ＳＢ 2010/03/10 AA+ －
ＮＴＴファイナンス（株） 第３７回無担保ＳＢ 2011/04/20 AA+ －
ＮＴＴファイナンス（株） 第３８回無担保ＳＢ 2010/05/26 AA+ －
ＮＴＴファイナンス（株） 第３８回無担保ＳＢ 2011/04/20 AA+ －
ＮＴＴファイナンス（株） 予備格付（発行登録債） 2010/09/09 AA+ －
ＮＴＴファイナンス（株） 予備格付（発行登録債） 2011/04/20 AA+ －
ＮＴＴファイナンス（株） 第３９回無担保ＳＢ 2010/10/08 AA+ －
ＮＴＴファイナンス（株） 第３９回無担保ＳＢ 2011/04/20 AA+ －
ＮＴＴファイナンス（株） 第４０回無担保ＳＢ 2011/06/02 AA+ －
ＮＴＴファイナンス（株） 第４１回無担保ＳＢ 2011/10/05 AA+ －
大同生命保険（株） 保険金支払能力 2010/10/15 AA- 安定的
大同生命保険（株） 保険金支払能力 2011/09/15 A+ 安定的
大同生命保険（株） 長期優先債務 2010/10/15 AA- 安定的
大同生命保険（株） 長期優先債務 2011/09/15 A+ 安定的
電源開発（株） 第１回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
電源開発（株） 第１回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
電源開発（株） 第１回ＳＢ 2011/09/22 AAA －
電源開発（株） 第２回ＳＢ 2010/04/27 AAA －
電源開発（株） 第２回ＳＢ 2011/06/06 AAA －
電源開発（株） 第２回ＳＢ 2011/09/22 AAA －
電源開発（株） 第３回無担保ＳＢ 2010/04/27 AAA －
電源開発（株） 第３回無担保ＳＢ 2011/06/06 AAA －
電源開発（株） 第３回無担保ＳＢ 2011/09/22 AAA －
電源開発（株） 第４回無担保ＳＢ 2010/04/27 AAA －
電源開発（株） 第４回無担保ＳＢ 2011/06/06 AAA －
電源開発（株） 第４回無担保ＳＢ 2011/09/22 AAA －
電源開発（株） 第５回無担保ＳＢ 2010/04/27 AAA －
電源開発（株） 第５回無担保ＳＢ 2011/06/06 AAA －
電源開発（株） 第５回無担保ＳＢ 2011/09/22 AAA －
電源開発（株） 第６回無担保ＳＢ 2010/04/27 AAA －
電源開発（株） 第６回無担保ＳＢ 2011/06/06 AAA －
電源開発（株） 第６回無担保ＳＢ 2011/09/22 AAA －
電源開発（株） 第７回無担保ＳＢ 2010/04/27 AAA －
電源開発（株） 第７回無担保ＳＢ 2011/06/06 AAA －
電源開発（株） 第７回無担保ＳＢ 2011/09/22 AAA －
電源開発（株） 第８回無担保ＳＢ 2010/04/27 AAA －
電源開発（株） 第８回無担保ＳＢ 2011/06/06 AAA －
電源開発（株） 第８回無担保ＳＢ 2011/09/22 AAA －
電源開発（株） 第１０回無担保ＳＢ 2010/04/27 AAA －
電源開発（株） 第１０回無担保ＳＢ 2011/06/06 AAA －
電源開発（株） 第１０回無担保ＳＢ 2011/09/22 AAA －
電源開発（株） 第１１回無担保ＳＢ 2010/04/27 AAA －
電源開発（株） 第１１回無担保ＳＢ 2011/06/06 AAA －
電源開発（株） 第１１回無担保ＳＢ 2011/09/22 AAA －
電源開発（株） 第１２回無担保ＳＢ 2010/04/27 AAA －
電源開発（株） 第１２回無担保ＳＢ 2011/06/06 AAA －
電源開発（株） 第１２回無担保ＳＢ 2011/09/22 AAA －
電源開発（株） 第１３回無担保ＳＢ 2010/04/27 AAA －
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電源開発（株） 第１３回無担保ＳＢ 2011/06/06 AAA －
電源開発（株） 第１３回無担保ＳＢ 2011/09/22 AAA －
電源開発（株） 第１４回無担保ＳＢ 2010/04/27 AAA －
電源開発（株） 第１４回無担保ＳＢ 2011/06/06 AAA －
電源開発（株） 第１４回無担保ＳＢ 2011/09/22 AAA －
電源開発（株） 第１５回無担保ＳＢ 2010/04/27 AAA －
電源開発（株） 第１５回無担保ＳＢ 2011/06/06 AAA －
電源開発（株） 第１５回無担保ＳＢ 2011/09/22 AAA －
電源開発（株） 長期優先債務 2010/04/27 AAA 安定的
電源開発（株） 長期優先債務 2011/06/06 AAA ネガティブ
電源開発（株） 長期優先債務 2011/09/22 AAA ネガティブ
電源開発（株） 第１６回無担保ＳＢ 2010/04/27 AAA －
電源開発（株） 第１６回無担保ＳＢ 2011/06/06 AAA －
電源開発（株） 第１６回無担保ＳＢ 2011/09/22 AAA －
電源開発（株） 第１７回無担保ＳＢ 2010/04/27 AAA －
電源開発（株） 第１７回無担保ＳＢ 2011/06/06 AAA －
電源開発（株） 第１７回無担保ＳＢ 2011/09/22 AAA －
電源開発（株） 第１８回無担保ＳＢ 2010/04/27 AAA －
電源開発（株） 第１８回無担保ＳＢ 2011/06/06 AAA －
電源開発（株） 第１８回無担保ＳＢ 2011/09/22 AAA －
電源開発（株） 第１９回無担保ＳＢ 2010/04/27 AAA －
電源開発（株） 第１９回無担保ＳＢ 2011/06/06 AAA －
電源開発（株） 第１９回無担保ＳＢ 2011/09/22 AAA －
電源開発（株） 第２０回無担保ＳＢ 2010/04/27 AAA －
電源開発（株） 第２０回無担保ＳＢ 2011/06/06 AAA －
電源開発（株） 第２０回無担保ＳＢ 2011/09/22 AAA －
電源開発（株） 第２１回無担保ＳＢ 2010/04/27 AAA －
電源開発（株） 第２１回無担保ＳＢ 2011/06/06 AAA －
電源開発（株） 第２１回無担保ＳＢ 2011/09/22 AAA －
電源開発（株） 第２２回無担保ＳＢ 2010/04/27 AAA －
電源開発（株） 第２２回無担保ＳＢ 2011/06/06 AAA －
電源開発（株） 第２２回無担保ＳＢ 2011/09/22 AAA －
電源開発（株） 第２３回無担保ＳＢ 2010/04/27 AAA －
電源開発（株） 第２３回無担保ＳＢ 2011/06/06 AAA －
電源開発（株） 第２３回無担保ＳＢ 2011/09/22 AAA －
電源開発（株） 第２４回無担保ＳＢ 2010/04/27 AAA －
電源開発（株） 第２４回無担保ＳＢ 2011/06/06 AAA －
電源開発（株） 第２４回無担保ＳＢ 2011/09/22 AAA －
電源開発（株） 第２５回無担保ＳＢ 2010/04/27 AAA －
電源開発（株） 第２５回無担保ＳＢ 2011/06/06 AAA －
電源開発（株） 第２５回無担保ＳＢ 2011/09/22 AAA －
電源開発（株） 第２６回無担保ＳＢ 2010/04/27 AAA －
電源開発（株） 第２６回無担保ＳＢ 2011/06/06 AAA －
電源開発（株） 第２６回無担保ＳＢ 2011/09/22 AAA －
電源開発（株） 第２７回無担保ＳＢ 2010/04/27 AAA －
電源開発（株） 第２７回無担保ＳＢ 2011/06/06 AAA －
電源開発（株） 第２７回無担保ＳＢ 2011/09/22 AAA －
電源開発（株） 予備格付（発行登録債） 2010/04/27 AAA －
電源開発（株） 予備格付（発行登録債） 2011/06/06 AAA －
電源開発（株） 予備格付（発行登録債） 2011/06/28 撤回 －
電源開発（株） 第２８回無担保ＳＢ 2010/04/27 AAA －
電源開発（株） 第２８回無担保ＳＢ 2011/06/06 AAA －
電源開発（株） 第２８回無担保ＳＢ 2011/09/22 AAA －
電源開発（株） 第２９回無担保ＳＢ 2010/04/27 AAA －
電源開発（株） 第２９回無担保ＳＢ 2011/06/06 AAA －
電源開発（株） 第２９回無担保ＳＢ 2011/09/22 AAA －
電源開発（株） 第３０回無担保ＳＢ 2010/05/13 AAA －
電源開発（株） 第３０回無担保ＳＢ 2011/06/06 AAA －
電源開発（株） 第３０回無担保ＳＢ 2011/09/22 AAA －
電源開発（株） 第３１回無担保ＳＢ 2010/09/02 AAA －
電源開発（株） 第３１回無担保ＳＢ 2011/06/06 AAA －
電源開発（株） 第３１回無担保ＳＢ 2011/09/22 AAA －
電源開発（株） 第３２回無担保ＳＢ 2010/12/02 AAA －
電源開発（株） 第３２回無担保ＳＢ 2011/06/06 AAA －
電源開発（株） 第３２回無担保ＳＢ 2011/09/22 AAA －
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電源開発（株） 第３３回無担保ＳＢ 2011/02/17 AAA －
電源開発（株） 第３３回無担保ＳＢ 2011/06/06 AAA －
電源開発（株） 第３３回無担保ＳＢ 2011/09/22 AAA －
電源開発（株） 予備格付（発行登録債） 2011/07/07 AAA －
電源開発（株） 予備格付（発行登録債） 2011/09/22 AAA －
富士電機フィアス（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/11/11 J-2 －
富士電機フィアス（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/10/12 J-2 －
アフリカ開発銀行 第１回円貨従属債券 2010/09/27 AA+ －
アフリカ開発銀行 第１回円貨従属債券 2011/08/31 AA+ －
アフリカ開発銀行 米ドル建劣後債券 2010/09/27 AA+ －
アフリカ開発銀行 米ドル建劣後債券 2011/08/31 AA+ －
アフリカ開発銀行 ユーロ円変動利付債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 ユーロ円変動利付債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 ＦＸリンクユーロ円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 ＦＸリンクユーロ円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 ＦＸリンクユーロ円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 ＦＸリンクユーロ円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 ＦＸリンクユーロ円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 ＦＸリンクユーロ円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 ＦＸリンクユーロ円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 ＦＸリンクユーロ円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 ＦＸリンクユーロ円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 ＦＸリンクユーロ円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 ユーロ円／ＵＳ＄逆二通貨債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 ユーロ円／ＵＳ＄逆二通貨債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 ユーロ円／ＵＳ＄逆二通貨債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 ユーロ円／ＵＳ＄逆二通貨債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 ユーロ円／ＥＵＲ逆二通貨債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 ユーロ円／ＥＵＲ逆二通貨債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 ユーロ円／ＵＳ＄逆二通貨債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 ユーロ円／ＵＳ＄逆二通貨債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 ＦＸリンクユーロ円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 ＦＸリンクユーロ円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 ユーロ円／ＵＳ＄二通貨債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 ユーロ円／ＵＳ＄二通貨債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 ＦＸリンクユーロ円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 ＦＸリンクユーロ円債 2011/08/31 消滅 －
アフリカ開発銀行 ユーロ円／ＵＳ＄ステップアップ逆二通 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 ユーロ円／ＵＳ＄ステップアップ逆二通 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 ＦＸリンクユーロ円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 ＦＸリンクユーロ円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 ユーロ円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 ユーロ円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 ユーロ円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 ユーロ円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクユーロ円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクユーロ円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 ＦＸリンクユーロ円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 ＦＸリンクユーロ円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 ＦＸリンクユーロ円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 ＦＸリンクユーロ円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 ＦＸリンクユーロ円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 ＦＸリンクユーロ円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 ユーロ円／ＵＳ＄ステップアップ逆二通 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 ユーロ円／ＵＳ＄ステップアップ逆二通 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 ＦＸリンクユーロ円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 ＦＸリンクユーロ円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 ＦＸリンクユーロ円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 ＦＸリンクユーロ円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 ＦＸリンクユーロ円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 ＦＸリンクユーロ円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 ＦＸリンクユーロ円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 ＦＸリンクユーロ円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 ＨＫ＄債 2010/09/27 消滅 －
アフリカ開発銀行 ＨＫ＄債 2010/09/27 消滅 －
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アフリカ開発銀行 ＦＸリンクユーロ円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 ＦＸリンクユーロ円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 ユーロ円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 ユーロ円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 ＦＸリンクユーロ円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 ＦＸリンクユーロ円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 ＦＸリンクユーロ円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 ＦＸリンクユーロ円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 ＦＸリンクユーロ円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 ＦＸリンクユーロ円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 ＦＸリンクユーロ円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 ＦＸリンクユーロ円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 ＦＸリンクユーロ円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 ＦＸリンクユーロ円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 ユーロ円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 ユーロ円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 ＦＸリンクユーロ円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 ＦＸリンクユーロ円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 ＦＸリンクユーロ円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 ＦＸリンクユーロ円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルユーロ円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルユーロ円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 ＦＸリンクユーロ円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 ＦＸリンクユーロ円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 ＦＸリンクユーロ円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 ＦＸリンクユーロ円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルユーロ円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルユーロ円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクユーロ円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクユーロ円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクユーロ円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクユーロ円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 グローバル円／ＵＳ＄逆二通貨債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 グローバル円／ＵＳ＄逆二通貨債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 ＦＸリンク　グローバル円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 ＦＸリンク　グローバル円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 グローバル円／ＡＵ＄逆二通貨債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 グローバル円／ＡＵ＄逆二通貨債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 ＦＸリンクグローバル円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 ＦＸリンクグローバル円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 ＦＸリンクグローバル円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 ＦＸリンクグローバル円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 ＦＸリンクグローバル円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 ＦＸリンクグローバル円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 ＦＸリンクグローバル円債 2010/09/27 AAA －
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アフリカ開発銀行 ＦＸリンクグローバル円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 ＦＸリンクグローバル円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 ＦＸリンクグローバル円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 ＦＸリンクグローバル円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 ＦＸリンクグローバル円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 ＦＸリンクグローバル円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 ＦＸリンクグローバル円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 グローバルＵＳ＄建割引債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 グローバルＵＳ＄建割引債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 カナダドル建グローバル割引債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 カナダドル建グローバル割引債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 ＦＸリンクグローバル円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 ＦＸリンクグローバル円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 ＦＸリンクグローバル円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 ＦＸリンクグローバル円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2011/08/31 AAA －
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アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2011/07/30 消滅 －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブル変動金利グローバルＵＳ 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブル変動金利グローバルＵＳ 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンク円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンク円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 長期優先債務 2010/09/27 AAA 安定的
アフリカ開発銀行 長期優先債務 2011/08/31 AAA 安定的
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクパワードリバース

ユーロ円債
2010/09/27 AAA －

アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクパワードリバース
ユーロ円債

2011/08/31 AAA －

アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクキャップユーロ円債 2010/09/27 AAA －

アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクキャップユーロ円債 2011/08/31 AAA －

アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクユーロ円債 2010/09/27 AAA －

アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクユーロ円債 2011/08/31 AAA －

アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクユーロ円債 2010/09/27 AAA －

アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクユーロ円債 2011/08/31 AAA －

アフリカ開発銀行 カナダ・ドル建債 2010/09/27 AAA －

アフリカ開発銀行 カナダ・ドル建債 2011/08/31 AAA －

アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクキャップユーロ円債 2010/09/27 AAA －

アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクキャップユーロ円債 2011/08/31 AAA －

アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクユーロ円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクユーロ円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 ＦＸリンクユーロ円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 ＦＸリンクユーロ円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 南ア・ランド建債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 南ア・ランド建債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 南ア・ランド建債 2010/09/27 AAA －
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アフリカ開発銀行 南ア・ランド建債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 カナダ・ドル建債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 カナダ・ドル建債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 ＮＺ＄建債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 ＮＺ＄建債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 ＦＸリンクグローバル円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 ＦＸリンクグローバル円債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 南ア・ランド建債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 南ア・ランド建債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 ＵＧＸ建債 2010/09/27 消滅 －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクグローバル円債 2011/08/01 消滅 －
アフリカ開発銀行 ＵＳ＄建債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 ＵＳ＄建債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 ＵＳ＄建債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 ＵＳ＄建債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクユーロ円債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルＦＸリンクユーロ円債 2011/07/01 消滅 －
アフリカ開発銀行 ＵＳ＄建債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 ＵＳ＄建債 2011/08/31 消滅 －
アフリカ開発銀行 ＵＳ＄建グローバル債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 ＵＳ＄建グローバル債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 ＴＲＹ建グローバル債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 ＴＲＹ建グローバル債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 ＴＲＹ建グローバル債 2010/09/27 消滅 －
アフリカ開発銀行 ＺＡＲ建グローバル債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 ＺＡＲ建グローバル債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 ＣＨＦ建グローバル債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 ＣＨＦ建グローバル債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 ＧＨＳ建グローバル債 2010/09/27 消滅 －
アフリカ開発銀行 ＵＳ＄建グローバル債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 ＵＳ＄建グローバル債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 ＵＳ＄建グローバル債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 ＵＳ＄建グローバル債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 ＺＡＲ建グローバル債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 ＺＡＲ建グローバル債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 ＳＧＤ建グローバル債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 ＳＧＤ建グローバル債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 ＧＨＳ建グローバル債 2010/09/27 消滅 －
アフリカ開発銀行 ＵＳ＄建グローバル債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 ＵＳ＄建グローバル債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルゼロクーポンＵＳ＄建グロー

バル債
2010/09/27 AAA －

アフリカ開発銀行 コーラブルゼロクーポンＵＳ＄建グロー
バル債

2011/08/31 AAA －

アフリカ開発銀行 ＵＳ＄建グローバル債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 ＵＳ＄建グローバル債 2011/08/31 消滅 －
アフリカ開発銀行 ＺＡＲ建グローバル債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 ＺＡＲ建グローバル債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 ＵＳ＄建グローバル債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 ＵＳ＄建グローバル債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 ＺＭＫ建グローバル債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 ＺＭＫ建グローバル債 2011/08/31 消滅 －
アフリカ開発銀行 ＺＡＲ建グローバル債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 ＺＡＲ建グローバル債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 ＵＳ＄建グローバル債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 ＵＳ＄建グローバル債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 ＮＺ＄建グローバル債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 ＮＺ＄建グローバル債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルグローバルＵＳ＄債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルグローバルＵＳ＄債 2011/08/01 消滅 －
アフリカ開発銀行 ＺＡＲ建グローバル債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 ＺＡＲ建グローバル債 2011/08/31 AAA －
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アフリカ開発銀行 Ａ＄建グローバル債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 Ａ＄建グローバル債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 ＮＺ＄建グローバル債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 ＮＺ＄建グローバル債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 ＺＡＲ建グローバル債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 ＺＡＲ建グローバル債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 ＮＺ＄建グローバル債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 ＮＺ＄建グローバル債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 Ａ＄建グローバル債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 Ａ＄建グローバル債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 ＵＳ＄建グローバル債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 ＵＳ＄建グローバル債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 ＵＳ＄建グローバル債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 ＵＳ＄建グローバル債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルキャップ付グローバルＵＳ

＄建グローバル債
2010/09/27 AAA －

アフリカ開発銀行 コーラブルキャップ付グローバルＵＳ
＄建グローバル債

2011/08/31 AAA －

アフリカ開発銀行 コーラブルキャップ付グローバルＵＳ
＄建グローバル債

2012/02/01 消滅 －

アフリカ開発銀行 ＢＲＬ建円貨決済グローバル債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 ＢＲＬ建円貨決済グローバル債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 ＢＲＬ建円貨決済グローバル債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 ＢＲＬ建円貨決済グローバル債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 ＢＲＬ建グローバル債 2010/09/27 AAA －
アフリカ開発銀行 ＢＲＬ建グローバル債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 Ａ＄建グローバル債 2010/12/17 AAA －
アフリカ開発銀行 Ａ＄建グローバル債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 ＮＺ＄建グローバル債 2010/12/17 AAA －
アフリカ開発銀行 ＮＺ＄建グローバル債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 ＺＡＲ建グローバル債 2010/12/17 AAA －
アフリカ開発銀行 ＺＡＲ建グローバル債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 Ａ＄建グローバル債 2010/12/17 AAA －
アフリカ開発銀行 Ａ＄建グローバル債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 ＢＲＬ建円貨決済グローバル債 2010/12/17 AAA －
アフリカ開発銀行 ＢＲＬ建円貨決済グローバル債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 ＢＲＬ建円貨決済グローバル債 2010/12/17 AAA －
アフリカ開発銀行 ＢＲＬ建円貨決済グローバル債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 ＢＲＬ建円貨決済グローバル債 2011/02/07 AAA －
アフリカ開発銀行 ＢＲＬ建円貨決済グローバル債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルステップアップ固定/リバース

変動グローバル円債
2011/02/07 AAA －

アフリカ開発銀行 コーラブルステップアップ固定/リバース
変動グローバル円債

2011/08/31 AAA －

アフリカ開発銀行 コーラブルステップアップ固定/リバース
変動グローバル円債

2012/02/01 消滅 －

アフリカ開発銀行 ＺＡＲ建グローバル債 2011/02/07 AAA －
アフリカ開発銀行 ＺＡＲ建グローバル債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 Ａ＄建グローバル債 2011/02/07 AAA －
アフリカ開発銀行 Ａ＄建グローバル債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 Ａ＄建グローバル債 2011/02/07 AAA －
アフリカ開発銀行 Ａ＄建グローバル債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 ＢＲＬ建円貨決済グローバル債 2011/05/27 AAA －
アフリカ開発銀行 ＢＲＬ建円貨決済グローバル債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルキャップ付ＵＳ＄建グローバ 2011/05/27 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルキャップ付ＵＳ＄建グローバ 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルキャップ付ＵＳ＄建グローバ 2012/02/01 消滅 －
アフリカ開発銀行 ＵＳ＄建グローバル債 2011/05/27 AAA －
アフリカ開発銀行 ＵＳ＄建グローバル債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 ＺＡＲ建グローバル債 2011/05/27 AAA －
アフリカ開発銀行 ＺＡＲ建グローバル債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 ＵＳ＄建グローバル債 2011/05/27 AAA －
アフリカ開発銀行 ＵＳ＄建グローバル債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルステップアップ固定/逆変動

金利グローバル円債
2011/08/31 AAA －
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アフリカ開発銀行 A$建グローバル債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 ZAR建グローバル債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 TRY建割引グローバル債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルステップアップ固定/逆変動

金利グローバル円債
2011/08/31 AAA －

アフリカ開発銀行 コーラブル（6ヶ月不可）ステップアップ
US$建グローバル債

2011/08/31 AAA －

アフリカ開発銀行 コーラブル（6ヶ月不可）ステップアップ
US$建グローバル債

2012/02/10 消滅 －

アフリカ開発銀行 A$建グローバル債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 TRY建割引グローバル債 2011/08/31 AAA －
アフリカ開発銀行 NZ$建割引グローバル債 2011/11/29 AAA －
アフリカ開発銀行 US$建グローバル債 2011/11/29 AAA －
アフリカ開発銀行 US$建グローバル債 2011/11/29 AAA －
アフリカ開発銀行 ZAR建割引グローバル債 2011/11/29 AAA －
アフリカ開発銀行 VND建グローバル債 2011/11/29 AAA －
アフリカ開発銀行 コーラブルUS$建グローバル債 2011/11/29 AAA －
アフリカ開発銀行 ZAR建割引グローバル債 2011/11/29 AAA －
アフリカ開発銀行 ZAR建グローバル債 2011/11/29 AAA －
アフリカ開発銀行 ZAR建割引グローバル債 2011/11/29 AAA －
アジア開発銀行 第２１回円貨債券 2011/04/04 AAA －
アジア開発銀行 第２１回円貨債券 2012/04/05 AAA －
アジア開発銀行 長期優先債務 2011/04/04 AAA 安定的
アジア開発銀行 長期優先債務 2012/04/05 AAA 安定的
ビルバオ　ビスカヤ　アルヘンタリア 長期優先債務 2010/09/29 AA+p 安定的
ベルギー王国 自国通貨建長期優先債務 2010/04/01 AAA 安定的
ベルギー王国 自国通貨建長期優先債務 2011/06/30 AAA 安定的
ベルギー王国 長期優先債務 2010/04/01 AAA 安定的
ベルギー王国 長期優先債務 2011/06/30 AAA 安定的
ＢＴＭＵキュラソー・ホールディングス 共同ユーロＭＴＮ（永久劣後債） 2010/09/13 A+ －
ＢＴＭＵキュラソー・ホールディングス 共同ユーロＭＴＮ（永久劣後債） 2011/09/09 A+ －
ＢＴＭＵキュラソー・ホールディングス 共同ユーロＭＴＮ（期限付劣後債） 2010/09/13 AA- －
ＢＴＭＵキュラソー・ホールディングス 共同ユーロＭＴＮ（期限付劣後債） 2011/09/09 AA- －
ＢＴＭＵキュラソー・ホールディングス 共同ユーロＭＴＮ（保証） 2010/09/13 AA －
ＢＴＭＵキュラソー・ホールディングス 共同ユーロＭＴＮ（保証） 2011/09/09 AA －
オーストラリア連邦政府 長期優先債務 2011/02/24 AAA 安定的
オーストラリア連邦政府 自国通貨建長期優先債務 2011/02/24 AAA 安定的
ユーロモル  ＢＶ 共同ユーロＭＴＮ（保証） 2010/11/17 AA- －
ユーロモル  ＢＶ 共同ユーロＭＴＮ（保証） 2011/11/25 AA- －
ユーロモル  ＢＶ 共同ユーロＭＴＮ（保証） 2012/01/31 A+ －
欧州復興開発銀行 長期優先債務 2011/03/29 AAAp 安定的
カナダ輸出金融公社 長期優先債務 2010/08/09 AAA 安定的
カナダ輸出金融公社 長期優先債務 2011/08/01 AAA 安定的
カナダ輸出金融公社 自国通貨建長期優先債務 2010/08/09 AAA 安定的
カナダ輸出金融公社 自国通貨建長期優先債務 2011/08/01 AAA 安定的
カナダ輸出金融公社 第１回変動利付円貨債券 2010/08/09 AAA －
カナダ輸出金融公社 第１回変動利付円貨債券 2011/08/01 AAA －
香港特別行政区 長期優先債務 2011/03/28 AA+ 安定的
香港特別行政区 自国通貨建長期優先債務 2011/03/28 AA+ 安定的
米州開銀 ユーロ円債 2011/01/11 消滅 －
米州開銀 長期優先債務 2011/01/11 AAA 安定的
国際復興開発銀行 ユーロ円／A$,US$,EUR逆二通貨債 2010/09/29 AAA －
国際復興開発銀行 ユーロ円／A$,US$,EUR逆二通貨債 2012/03/23 AAA －
国際復興開発銀行 第１回円／ＵＳ＄逆二通貨債 2010/09/29 AAA －
国際復興開発銀行 第１回円／ＵＳ＄逆二通貨債 2012/03/23 AAA －
国際復興開発銀行 第２回円／ＵＳ＄逆二通貨債 2010/09/29 AAA －
国際復興開発銀行 第２回円／ＵＳ＄逆二通貨債 2012/03/23 AAA －
国際復興開発銀行 長期優先債務 2010/09/29 AAA 安定的
国際復興開発銀行 長期優先債務 2012/03/23 AAA 安定的
イタリア共和国政府 ２０１４年満期ユーロ円債 2011/03/30 AA －
イタリア共和国政府 ２０１４年満期ユーロ円債 2012/01/19 AA- －
イタリア共和国政府 ２０１４年満期ユーロ円債 2012/01/19 撤回 －
イタリア共和国政府 ２０１５年満期ユーロ円債 2011/03/30 AA －
イタリア共和国政府 ２０１５年満期ユーロ円債 2012/01/19 AA- －
イタリア共和国政府 ２０１５年満期ユーロ円債 2012/01/19 撤回 －
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イタリア共和国政府 ユーロ円債 2011/03/30 AA －
イタリア共和国政府 ユーロ円債 2012/01/19 AA- －
イタリア共和国政府 ユーロ円債 2012/01/19 撤回 －
イタリア共和国政府 ユーロ円債 2011/03/30 AA －
イタリア共和国政府 ユーロ円債 2012/01/19 AA- －
イタリア共和国政府 ユーロ円債 2012/01/19 撤回 －
イタリア共和国政府 自国通貨建長期優先債務 2011/03/30 AA 安定的
イタリア共和国政府 自国通貨建長期優先債務 2012/01/19 AA- ネガティブ
イタリア共和国政府 長期優先債務 2011/03/30 AA 安定的
イタリア共和国政府 長期優先債務 2012/01/19 AA- ネガティブ
韓国電力公社 米ドル建約定弁済付グローバル債 2011/02/02 A+ －
韓国電力公社 米ドル建約定弁済付グローバル債 2012/03/07 A+ －
韓国電力公社 米ドル建利払据置期間付グローバル債 2011/02/02 A+ －
韓国電力公社 米ドル建利払据置期間付グローバル債 2012/03/07 A+ －
韓国電力公社 長期優先債務 2011/02/02 A+ 安定的
韓国電力公社 長期優先債務 2012/03/07 A+ 安定的
韓国電力公社 自国通貨建長期優先債務 2011/02/02 AA- 安定的
韓国電力公社 自国通貨建長期優先債務 2012/03/07 AA- 安定的
マレーシア 長期優先債務 2010/05/28 A 安定的
マレーシア 長期優先債務 2011/07/21 A 安定的
マレーシア 自国通貨建長期優先債務 2010/05/28 A+ 安定的
マレーシア 自国通貨建長期優先債務 2011/07/21 A+ 安定的
丸紅ファイナンス・ホーランド 共同ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・

プログラム
2010/08/06 A －

丸紅ファイナンス・ホーランド 共同ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・
プログラム

2011/04/27 A+ －

丸紅ファイナンス・ホーランド 共同ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・
プログラム

2011/08/05 A+ －

MTBC ファイナンス　（アルーバ） 共同ユーロＭＴＮ（永久劣後債） 2010/12/13 A+ －
MTBC ファイナンス　（アルーバ） 共同ユーロＭＴＮ（永久劣後債） 2011/09/09 A+ －
MTBC ファイナンス　（アルーバ） 共同ユーロＭＴＮ（永久劣後債） 2011/12/19 撤回 －
MTBC ファイナンス　（アルーバ） 共同ユーロＭＴＮ(劣後保証) 2010/12/13 AA- －
MTBC ファイナンス　（アルーバ） 共同ユーロＭＴＮ(劣後保証) 2011/09/09 AA- －
MTBC ファイナンス　（アルーバ） 共同ユーロＭＴＮ(劣後保証) 2011/12/19 撤回 －
ハンガリー国立銀行 第２５回円貨債券 2011/03/31 BBB+ －
ハンガリー国立銀行 自国通貨建長期優先債務 2011/03/31 A- ネガティブ
ハンガリー国立銀行 自国通貨建長期優先債務 2012/04/03 BBB+ ネガティブ
ハンガリー国立銀行 長期優先債務 2011/03/31 BBB+ ネガティブ
ハンガリー国立銀行 長期優先債務 2012/04/03 BBB ネガティブ
ネクサス・アセット・ファンディング・
コーポレーション

資産担保コマーシャルペーパー 2010/09/14 J-1+ －

ネクサス・アセット・ファンディング・
コーポレーション

資産担保コマーシャルペーパー 2011/09/13 J-1+ －

ネクサス・アセット・ファンディング・
コーポレーション

資産担保コマーシャルペーパー 2012/04/02 J-1+ －

オリックス（カリビアン）Ｎ．Ｖ． 共同ユーロＭＴＮ 2010/08/09 A －
オリックス（カリビアン）Ｎ．Ｖ． 共同ユーロＭＴＮ 2011/12/29 撤回 －
オリックス  ＵＳＡ 共同ユーロＭＴＮ 2010/08/09 A －
オリックス  ＵＳＡ 共同ユーロＭＴＮ 2011/12/29 撤回 －
フィリピン共和国 自国通貨建長期優先債務 2010/04/20 BBB- 安定的
フィリピン共和国 自国通貨建長期優先債務 2011/04/28 BBB- ポジティブ
フィリピン共和国 長期優先債務 2010/04/20 BBB- 安定的
フィリピン共和国 長期優先債務 2011/04/28 BBB- ポジティブ
フィンランド北部電力 長期優先債務 2011/02/04 AA 安定的
フィンランド北部電力 長期優先債務 2011/12/27 AA 安定的
ポルトガル共和国 長期優先債務 2010/09/24 AA- 安定的
ポルトガル共和国 長期優先債務 2011/04/07 #AA- ネガティブ
ポルトガル共和国 長期優先債務 2012/01/19 A ネガティブ
ポルトガル共和国 自国通貨建長期優先債務 2010/09/24 AA- 安定的
ポルトガル共和国 自国通貨建長期優先債務 2011/04/07 #AA- ネガティブ
ポルトガル共和国 自国通貨建長期優先債務 2012/01/19 A ネガティブ
タイ石油開発公社 長期優先債務 2011/03/29 A- 安定的
タイ石油開発公社 長期優先債務 2012/04/04 A- 安定的
タイ石油開発公社 自国通貨建長期優先債務 2011/03/29 A 安定的
タイ石油開発公社 自国通貨建長期優先債務 2012/04/04 A 安定的
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ハンガリー共和国 長期優先債務 2011/03/31 BBB+ ネガティブ
ハンガリー共和国 長期優先債務 2012/04/03 BBB ネガティブ
ハンガリー共和国 自国通貨建長期優先債務 2011/03/31 A- ネガティブ
ハンガリー共和国 自国通貨建長期優先債務 2012/04/03 BBB+ ネガティブ
ハンガリー共和国 第３回円債 2011/03/31 BBB+ －
ハンガリー共和国 第４回円債 2011/03/31 BBB+ －
ハンガリー共和国 第４回円債 2012/04/03 BBB －
ハンガリー共和国 第５回円債 2011/03/31 BBB+ －
ハンガリー共和国 第５回円債 2012/04/03 BBB －
シンガポール共和国 長期優先債務 2010/08/05 AAA 安定的
シンガポール共和国 長期優先債務 2012/02/01 AAA 安定的
シンガポール共和国 自国通貨建長期優先債務 2010/08/05 AAA 安定的
シンガポール共和国 自国通貨建長期優先債務 2012/02/01 AAA 安定的
ルーマニア 長期優先債務 2010/12/17 BBB- 安定的
ルーマニア 長期優先債務 2011/12/28 BBB- 安定的
ルーマニア 自国通貨建長期優先債務 2010/12/17 BBB 安定的
ルーマニア 自国通貨建長期優先債務 2011/12/28 BBB 安定的
STB ファイナンス　ケイマン　リミテッド 共同ユーロＭＴＮ(永久劣後債) 2010/12/27 A －
STB ファイナンス　ケイマン　リミテッド 共同ユーロＭＴＮ(永久劣後債) 2011/09/09 A －
STB ファイナンス　ケイマン　リミテッド 共同ユーロＭＴＮ(永久劣後債) 2012/03/30 A －
STB ファイナンス　ケイマン　リミテッド 共同ユーロＭＴＮ(劣後保証) 2010/12/27 A+ －
STB ファイナンス　ケイマン　リミテッド 共同ユーロＭＴＮ(劣後保証) 2011/09/09 A+ －
STB ファイナンス　ケイマン　リミテッド 共同ユーロＭＴＮ(劣後保証) 2012/03/30 A+ －
スミトモ・ケミカル（Ｕ.Ｋ.） 共同ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・

プログラム
2010/04/01 A+ －

スミトモ・ケミカル（Ｕ.Ｋ.） 共同ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・
プログラム

2011/09/22 A+ －

スミトモ・ケミカル（Ｕ.Ｋ.） 共同ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・
プログラム

2011/11/25 撤回 －

サントリー・キャピタル 共同ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・
プログラム

2010/07/02 AA －

サントリー・キャピタル 共同ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・
プログラム

2011/06/21 AA －

フィンランド産業電力 長期優先債務 2011/02/04 AA 安定的
フィンランド産業電力 長期優先債務 2011/12/27 AA 安定的
タイ王国 自国通貨建長期優先債務 2011/03/29 A 安定的
タイ王国 自国通貨建長期優先債務 2012/04/04 A 安定的
タイ王国 長期優先債務 2011/03/29 A- 安定的
タイ王国 長期優先債務 2012/04/04 A- 安定的
カナダ政府 長期優先債務 2010/08/09 AAA 安定的
カナダ 長期優先債務 2011/07/13 AAA 安定的
カナダ政府 自国通貨建長期優先債務 2010/08/09 AAA 安定的
カナダ 自国通貨建長期優先債務 2011/07/13 AAA 安定的
中小企業銀行 長期優先債務 2011/02/02 A+ 安定的
中小企業銀行 長期優先債務 2012/03/01 A+ 安定的
中小企業銀行 自国通貨建長期優先債務 2011/02/02 AA- 安定的
中小企業銀行 自国通貨建長期優先債務 2012/03/01 AA- 安定的
中小企業銀行 第２回円債 2011/02/02 消滅 －
中小企業銀行 第４回円債 2011/02/02 A+ －
中小企業銀行 第４回円債 2012/03/01 A+ －
中小企業銀行 第５回円債 2011/02/02 消滅 －
中小企業銀行 第６回円債 2011/02/02 A+ －
中小企業銀行 第６回円債 2012/03/01 A+ －
中小企業銀行 第７回円債 2011/02/02 A+ －
中小企業銀行 第７回円債 2012/03/01 A+ －
中小企業銀行 第８回円債 2011/02/02 A+ －
中小企業銀行 第８回円債 2012/03/01 A+ －
ノルウェー王国 長期優先債務 2010/03/17 AAA 安定的
ノルウェー王国 長期優先債務 2011/05/06 AAA 安定的
ノルウェー王国 自国通貨建長期優先債務 2010/03/17 AAA 安定的
ノルウェー王国 自国通貨建長期優先債務 2011/05/06 AAA 安定的
韓国産業銀行 長期優先債務 2010/09/28 A+p 安定的
韓国産業銀行 長期優先債務 2012/02/22 A+p 安定的
韓国産業銀行 自国通貨建長期優先債務 2010/09/28 AA-p 安定的
韓国産業銀行 自国通貨建長期優先債務 2012/02/22 AA-p 安定的
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大韓民国 長期優先債務 2011/02/02 A+ 安定的
大韓民国 長期優先債務 2012/02/02 A+ 安定的
大韓民国 自国通貨建長期優先債務 2011/02/02 AA- 安定的
大韓民国 自国通貨建長期優先債務 2012/02/02 AA- 安定的
トルコ共和国政府 自国通貨建長期優先債務 2011/02/21 BB 安定的
トルコ共和国政府 長期優先債務 2011/02/21 BB 安定的
ＤｎＢ　ＮＯＲ　銀行 長期優先債務 2010/03/17 AA 安定的
DnB NOR 銀行 長期優先債務 2011/05/24 AA 安定的
みずほトラスト（アルバ） 共同ユーロＭＴＮ（永久劣後保証） 2010/09/13 A －
みずほトラスト（アルバ） 共同ユーロＭＴＮ（永久劣後保証） 2011/09/09 A －
みずほトラスト（アルバ） 共同ユーロＭＴＮ（劣後保証） 2010/09/13 A+ －
みずほトラスト（アルバ） 共同ユーロＭＴＮ（劣後保証） 2011/09/09 A+ －
（株）オリエンタルランド 第７回無担保ＳＢ 2010/12/27 AA －
（株）オリエンタルランド 第７回無担保ＳＢ 2012/02/07 AA －
（株）オリエンタルランド 長期優先債務 2010/12/27 AA 安定的
（株）オリエンタルランド 長期優先債務 2012/02/07 AA 安定的
（株）オリエンタルランド 第９回無担保ＳＢ 2010/12/27 AA －
（株）オリエンタルランド 第９回無担保ＳＢ 2012/02/07 AA －
（株）オリエンタルランド 第１０回無担保ＳＢ 2010/12/27 AA －
（株）オリエンタルランド 第１０回無担保ＳＢ 2012/02/07 AA －
（株）フェローテック 長期優先債務 2011/10/19 BBB 安定的
コーナン商事（株） 長期優先債務 2010/07/13 BBB 安定的
コーナン商事（株） 長期優先債務 2011/06/23 BBB+ 安定的
コーナン商事（株） 第５回コーラブル無担保ＣＢ 2010/07/13 BBB －
コーナン商事（株） 第５回コーラブル無担保ＣＢ 2011/06/23 BBB+ －
コーナン商事（株） 第５回コーラブル無担保ＣＢ 2011/11/14 消滅 －
（株）ドン・キホーテ 長期優先債務 2010/12/15 A 安定的
（株）ドン・キホーテ 長期優先債務 2012/01/16 A 安定的
（株）ドン・キホーテ 国内コマーシャルペーパー 2010/12/15 J-1 －
（株）ドン・キホーテ 国内コマーシャルペーパー 2012/01/16 J-1 －
（株）ドン・キホーテ 予備格付(発行登録債) 2010/12/15 消滅 －
（株）ドン・キホーテ 第３回無担保ＳＢ 2010/12/15 A －
（株）ドン・キホーテ 第３回無担保ＳＢ 2012/01/16 A －
（株）ドン・キホーテ 第４回無担保ＳＢ 2011/03/04 A －
（株）ドン・キホーテ 第４回無担保ＳＢ 2012/01/16 A －
（株）ドン・キホーテ 第５回無担保ＳＢ 2011/03/04 A －
（株）ドン・キホーテ 第５回無担保ＳＢ 2012/01/16 A －
（株）ドン・キホーテ 第６回無担保ＳＢ 2011/10/21 A －
（株）ドン・キホーテ 第６回無担保ＳＢ 2012/01/16 A －
（株）荘内銀行 長期優先債務 2010/12/21 BBB+ 安定的
（株）荘内銀行 長期優先債務 2012/02/09 BBB+ 安定的
（株）荘内銀行 第３回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/12/21 BBB －
（株）荘内銀行 第３回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2012/02/09 BBB －
（株）荘内銀行 第３回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2012/02/23 消滅 －
（株）北都銀行 長期優先債務 2010/12/21 BBB 安定的
（株）北都銀行 長期優先債務 2012/02/09 BBB 安定的
（株）鳥取銀行 長期優先債務 2010/09/30 BBB+ 安定的
（株）鳥取銀行 長期優先債務 2011/11/09 BBB+ ネガティブ
（株）鳥取銀行 第１回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/11/09 BBB －
（株）鳥取銀行 第２回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2012/02/29 BBB －
ポケットカード（株） 長期優先債務 2010/08/04 A- ネガティブ
ポケットカード（株） 長期優先債務 2011/07/26 A- 安定的
ポケットカード（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/10/21 J-1 －
ポケットカード（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/07/26 J-1 －
ポケットカード（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/09/29 J-1 －
ポケットカード（株） 予備格付（発行登録債） 2010/08/04 A- －
ポケットカード（株） 予備格付（発行登録債） 2011/07/26 消滅 －
ポケットカード（株） 予備格付（発行登録債） 2012/02/22 A- －
（株）きらやか銀行 長期優先債務 2010/10/26 #BBB- ポジティブ
（株）きらやか銀行 長期優先債務 2011/10/18 BBB- 安定的
（株）きらやか銀行 第１回コーラブル無担保ＳＢ（劣後）＜ 2011/01/19 BB+ －
（株）きらやか銀行 第１回コーラブル無担保ＳＢ（劣後）＜ 2011/01/19 #BB+ ポジティブ
（株）きらやか銀行 第１回コーラブル無担保ＳＢ（劣後）＜ 2011/10/18 BB+ －
（株）きらやか銀行 第３回コーラブル無担保ＳＢ（劣後）＜ 2011/03/08 BB+ －
（株）きらやか銀行 第３回コーラブル無担保ＳＢ（劣後）＜ 2011/03/08 #BB+ ポジティブ
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（株）きらやか銀行 第３回コーラブル無担保ＳＢ（劣後）＜ 2011/10/18 BB+ －
（株）長野銀行 長期優先債務 2011/03/03 BBB+ 安定的
（株）長野銀行 第１回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/03/03 BBB －
（株）長野銀行 第２回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/08/30 BBB －
（株）大光銀行 長期優先債務 2010/07/28 A 安定的
（株）大光銀行 長期優先債務 2011/07/29 A 安定的
（株）大光銀行 第１回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/07/28 A- －
（株）大光銀行 第１回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/07/29 A- －
イオンクレジットサービス（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/03/07 J-1 －
イオンクレジットサービス（株） 国内コマーシャルペーパー 2012/02/21 J-1 －
イオンクレジットサービス（株） 第５回無担保ＳＢ 2011/03/07 消滅 －
イオンクレジットサービス（株） 第６回無担保ＳＢ 2011/03/07 A+ －
イオンクレジットサービス（株） 第６回無担保ＳＢ 2012/02/21 A+ －
イオンクレジットサービス（株） 第７回無担保ＳＢ 2011/03/07 A+ －
イオンクレジットサービス（株） 第７回無担保ＳＢ 2012/02/21 A+ －
イオンクレジットサービス（株） 長期優先債務 2011/03/07 A+ 安定的
イオンクレジットサービス（株） 長期優先債務 2012/02/21 A+ 安定的
イオンクレジットサービス（株） 第８回無担保ＳＢ 2011/03/07 A+ －
イオンクレジットサービス（株） 第８回無担保ＳＢ 2012/02/21 A+ －
イオンクレジットサービス（株） 第９回無担保ＳＢ 2011/03/07 A+ －
イオンクレジットサービス（株） 第９回無担保ＳＢ 2012/02/21 A+ －
イオンクレジットサービス（株） 第１０回無担保ＳＢ 2011/04/13 A+ －
イオンクレジットサービス（株） 第１０回無担保ＳＢ 2012/02/21 A+ －
野村信託銀行（株） 長期優先債務 2009/12/28 AA- 安定的
野村信託銀行（株） 長期優先債務 2011/05/25 AA- 安定的
富士通リース（株） 長期優先債務 2011/02/02 A 安定的
富士通リース（株） 長期優先債務 2012/02/10 A ポジティブ
富士通リース（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/02/02 J-1 －
富士通リース（株） 国内コマーシャルペーパー 2012/02/10 J-1 －
（株）西松屋チェーン 長期優先債務 2010/11/09 A 安定的
（株）西松屋チェーン 長期優先債務 2011/10/17 A 安定的
（株）ダイナム 長期優先債務 2010/11/26 BBB 安定的
（株）ダイナム 国内コマーシャルペーパー 2010/11/26 J-2 －
（株）ジェーシービー 国内コマーシャルペーパー 2010/06/21 J-1+ －
（株）ジェーシービー 国内コマーシャルペーパー 2011/06/14 J-1+ －
（株）ジェーシービー 第９回無担保ＳＢ（私募） 2010/06/21 A+ －
（株）ジェーシービー 第９回無担保ＳＢ（私募） 2011/06/14 A+ －
（株）ジェーシービー 第１０回無担保ＳＢ（私募） 2010/06/21 A+ －
（株）ジェーシービー 第１０回無担保ＳＢ（私募） 2011/06/14 消滅 －
（株）ジェーシービー 第１２回無担保ＳＢ（私募） 2010/06/21 A+ －
（株）ジェーシービー 第１２回無担保ＳＢ（私募） 2011/06/14 A+ －
（株）ジェーシービー 第１３回無担保ＳＢ（私募） 2010/06/21 A+ －
（株）ジェーシービー 第１３回無担保ＳＢ（私募） 2011/06/14 A+ －
（株）ジェーシービー 第１４回無担保ＳＢ（私募） 2010/06/21 A+ －
（株）ジェーシービー 第１４回無担保ＳＢ（私募） 2011/06/14 A+ －
（株）ジェーシービー 第１５回無担保ＳＢ（私募） 2010/06/21 A+ －
（株）ジェーシービー 第１５回無担保ＳＢ（私募） 2011/06/14 A+ －
（株）ジェーシービー 長期優先債務 2010/06/21 A+ 安定的
（株）ジェーシービー 長期優先債務 2011/06/14 A+ 安定的
ケベック州 長期優先債務 2010/08/31 AA+ 安定的
ケベック州 長期優先債務 2011/07/20 AA+ 安定的
デンマーク王国 長期優先債務 2010/02/23 AAA 安定的
デンマーク王国 長期優先債務 2011/06/21 AAA 安定的
デンマーク王国 自国通貨建長期優先債務 2010/02/23 AAA 安定的
デンマーク王国 自国通貨建長期優先債務 2011/06/21 AAA 安定的
ＳＭＢＣキャピタル・マーケット会社 共同ユーロＭＴＮ 2010/09/13 AA- －
ＳＭＢＣキャピタル・マーケット会社 共同ユーロＭＴＮ 2011/09/09 AA- －
ＳＭＢＣキャピタル・マーケット会社 共同ユーロＭＴＮ　(短期債） 2010/09/13 J-1+ －
ＳＭＢＣキャピタル・マーケット会社 共同ユーロＭＴＮ　(短期債） 2011/09/09 J-1+ －
スミトモ・ケミカル・キャピタル・アメリカ 共同ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・

プログラム
2010/04/01 A+ －

スミトモ・ケミカル・キャピタル・アメリカ 共同ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・
プログラム

2011/09/22 A+ －

スミトモ・ケミカル・キャピタル・アメリカ 共同ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・
プログラム

2011/11/25 撤回 －
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インド共和国 長期優先債務 2010/10/20 BBB+ 安定的
インド共和国 長期優先債務 2011/12/09 BBB+ 安定的
インド共和国 自国通貨建長期優先債務 2010/10/20 BBB+ 安定的
インド共和国 自国通貨建長期優先債務 2011/12/09 BBB+ 安定的
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険（株） 保険金支払能力 2010/10/15 A 安定的
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険（株） 保険金支払能力 2011/09/15 A+ 安定的
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険（株） 長期優先債務 2010/10/15 A 安定的
Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険（株） 長期優先債務 2011/09/15 A+ 安定的
ＳＭＢＣファイナンスサービス（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/12/16 J-1 －
大田広域市 長期優先債務 2011/02/02 A+ 安定的
大田広域市 長期優先債務 2011/10/25 A+ 安定的
大田広域市 自国通貨建長期優先債務 2011/02/02 AA- 安定的
大田広域市 自国通貨建長期優先債務 2011/10/25 AA- 安定的
ＩＣＩＣＩ　Ｂａｎｋ　Ｌｉｍｉｔｅｄ 長期優先債務 2010/11/26 BBB+ 安定的
ICICI Bank Limited 長期優先債務 2011/12/09 BBB+ 安定的
昭和リース（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/10/28 J-2 －
昭和リース（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/12/08 J-2 －
昭和リース（株） 長期優先債務 2010/10/28 BBB 安定的
昭和リース（株） 長期優先債務 2011/12/08 BBB 安定的
ソニー生命保険（株） 保険金支払能力 2010/08/19 AA 安定的
ソニー生命保険（株） 保険金支払能力 2011/09/08 AA 安定的
ソニー生命保険（株） 長期優先債務 2010/08/19 AA 安定的
ソニー生命保険（株） 長期優先債務 2011/09/08 AA 安定的
東銀リース（株） 予備格付（想定債券） 2010/10/18 A －
東銀リース（株） 予備格付（想定債券） 2011/11/18 A －
東銀リース（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/10/18 J-1 －
東銀リース（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/11/18 J-1 －
東銀リース（株） ユーロＭＴＮ 2010/11/26 A －
東銀リース（株） ユーロＭＴＮ 2011/11/18 A －
東銀リース（株） ユーロＭＴＮ 2011/11/22 A －
東銀リース（株） 長期優先債務 2010/10/18 A 安定的
東銀リース（株） 長期優先債務 2011/11/18 A 安定的
メキシコ合衆国 自国通貨建長期優先債務 2010/09/27 A+ 安定的
メキシコ合衆国 自国通貨建長期優先債務 2011/10/26 A+ 安定的
メキシコ合衆国 長期優先債務 2010/09/27 A- 安定的
メキシコ合衆国 長期優先債務 2011/10/26 A- 安定的
バーデン・ヴュルテンベルク州立銀行 ユーロ円/EUR,A$逆デュアルカレン

シー債（劣後）＜保証＞
2009/12/01 AAA －

バーデン・ヴュルテンベルク州立銀行 ユーロ円/EUR,A$逆デュアルカレン
シー債（劣後）＜保証＞

2011/06/22 AAA －

バーデン・ヴュルテンベルク州立銀行 外貨建長期優先債務 2009/12/01 AAA 安定的
バーデン・ヴュルテンベルク州立銀行 外貨建長期優先債務 2011/06/22 AAA 安定的
興銀リース（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/01/13 J-1 －
興銀リース（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/09/20 J-1 －
興銀リース（株） 国内コマーシャルペーパー 2012/02/01 J-1 －
興銀リース（株） 長期優先債務 2011/01/13 A 安定的
興銀リース（株） 長期優先債務 2011/09/20 A 安定的
興銀リース（株） 長期優先債務 2012/02/01 A 安定的
興銀リース（株） 予備格付(発行登録債) 2011/01/13 A －
興銀リース（株） 予備格付(発行登録債) 2011/09/20 消滅 －
興銀リース（株） 予備格付（発行登録債） 2011/09/22 A －
興銀リース（株） 予備格付（発行登録債） 2012/02/01 A －
鈴与（株） 第８回無担保ＳＢ（日本政策投資銀行 2010/07/13 AAA －
鈴与（株） 第８回無担保ＳＢ（日本政策投資銀行 2011/11/09 AAA －
大同火災海上保険（株） 保険金支払能力 2010/08/24 A- 安定的
大同火災海上保険（株） 保険金支払能力 2012/02/02 A- ネガティブ
大同火災海上保険（株） 長期優先債務 2010/08/24 A- 安定的
大同火災海上保険（株） 長期優先債務 2012/02/02 A- ネガティブ
セコム損害保険（株） 保険金支払能力 2011/02/25 AA 安定的
セコム損害保険（株） 保険金支払能力 2012/03/01 AA 安定的
セコム損害保険（株） 長期優先債務 2011/02/25 AA 安定的
セコム損害保険（株） 長期優先債務 2012/03/01 AA 安定的
朝日火災海上保険（株） 長期優先債務 2010/09/02 BBB+ 安定的
朝日火災海上保険（株） 長期優先債務 2011/11/09 BBB+ 安定的
日本地震再保険（株） 保険金支払能力 2010/09/27 AAp 安定的
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日本地震再保険（株） 保険金支払能力 2011/12/28 AAp 安定的
太陽生命保険（株） 保険金支払能力 2010/10/15 A+ 安定的
太陽生命保険（株） 保険金支払能力 2011/09/15 A+ 安定的
太陽生命保険（株） 長期優先債務 2010/10/15 A+ 安定的
太陽生命保険（株） 長期優先債務 2011/09/15 A+ 安定的
富国生命保険（相） 保険金支払能力 2010/10/15 A+p 安定的
富国生命保険（相） 保険金支払能力 2011/10/25 A+p 安定的
富国生命保険（相） 長期優先債務 2010/10/15 A+p 安定的
富国生命保険（相） 長期優先債務 2011/10/25 A+p 安定的
ＡＩＧエジソン生命保険（株） 保険金支払能力 2010/10/04 #A+ 方向性不確定
ＡＩＧエジソン生命保険（株） 保険金支払能力 2011/06/09 AA- 安定的
ＡＩＧエジソン生命保険（株） 保険金支払能力 2012/01/04 撤回 －
東京海上日動あんしん生命保険 保険金支払能力 2010/04/01 AAA 安定的
東京海上日動あんしん生命保険 保険金支払能力 2011/04/19 撤回 －
東京海上日動あんしん生命保険 長期優先債務 2010/04/01 AAA 安定的
東京海上日動あんしん生命保険 長期優先債務 2011/04/19 撤回 －
三井住友カード（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/06/02 J-1+ －
三井住友カード（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/04/25 J-1+ －
三井住友カード（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/09/12 J-1+ －
三井住友カード（株） 長期優先債務 2010/06/02 A+ 安定的
三井住友カード（株） 長期優先債務 2011/04/25 A+ 安定的
三井住友カード（株） 長期優先債務 2011/09/12 A+ ポジティブ
東京センチュリーリース（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/02/02 J-1 －
東京センチュリーリース（株） 国内コマーシャルペーパー 2012/02/10 J-1 －
東京センチュリーリース（株） ユーロＭＴＮ 2011/02/02 A －
東京センチュリーリース（株） ユーロＭＴＮ 2011/09/12 A －
東京センチュリーリース（株） ユーロＭＴＮ 2012/02/10 A －
東京センチュリーリース（株） 長期優先債務 2011/02/02 A 安定的
東京センチュリーリース（株） 長期優先債務 2012/02/10 A ポジティブ
東京センチュリーリース（株） 予備格付（発行登録債） 2011/02/02 消滅 －
東京センチュリーリース（株） 第１回無担保ＳＢ 2011/05/27 A －
東京センチュリーリース（株） 第１回無担保ＳＢ 2012/02/10 A －
東京センチュリーリース（株） 第２回無担保ＳＢ 2011/10/07 A －
東京センチュリーリース（株） 第２回無担保ＳＢ 2012/02/10 A －
東京センチュリーリース（株） 予備格付（発行登録債） 2012/02/10 A －
インドネシア共和国 自国通貨建長期優先債務 2010/07/13 BBB 安定的
インドネシア共和国 自国通貨建長期優先債務 2011/08/24 BBB 安定的
インドネシア共和国 長期優先債務 2010/07/13 BBB- 安定的
インドネシア共和国 長期優先債務 2011/08/24 BBB- 安定的
東芝ファイナンス（株） 長期優先債務 2010/06/18 BBB+ 安定的
東芝ファイナンス（株） 長期優先債務 2011/09/20 BBB+ 安定的
東芝ファイナンス（株） 長期優先債務 2012/01/31 撤回 －
東芝ファイナンス（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/06/18 J-2 －
東芝ファイナンス（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/09/20 J-2 －
東芝ファイナンス（株） 国内コマーシャルペーパー 2012/01/31 撤回 －
ＮＥＣキャピタルソリューション（株） 長期優先債務 2011/06/21 A- 安定的
ＮＥＣキャピタルソリューション（株） 予備格付（発行登録債） 2011/06/21 消滅 －
ＮＥＣキャピタルソリューション（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/06/21 J-1 －
ＮＥＣキャピタルソリューション（株） 第１回無担保ＳＢ 2011/06/21 A- －
ＮＥＣキャピタルソリューション（株） 第２回無担保ＳＢ 2011/06/21 A- －
日本土地建物（株） 長期優先債務 2009/11/24 A- 安定的
日本土地建物（株） 長期優先債務 2011/05/16 A- 安定的
楽天ＫＣ（株） 長期優先債務 2010/07/29 BBB+ 安定的
楽天ＫＣ（株） 長期優先債務 2011/06/02 #BBB+ 方向性不確定
楽天ＫＣ（株） 長期優先債務 2011/08/01 撤回 －
楽天ＫＣ（株） 短期優先債務 2010/07/29 J-2 －
楽天ＫＣ（株） 短期優先債務 2011/06/02 #J-2 方向性不確定
楽天ＫＣ（株） 短期優先債務 2011/08/01 撤回 －
楽天ＫＣ（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/03/10 J-2 －
楽天ＫＣ（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/06/02 #J-2 方向性不確定
楽天ＫＣ（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/08/01 撤回 －
芙蓉総合リース（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/10/04 J-1 －
芙蓉総合リース（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/11/14 J-1 －
芙蓉総合リース（株） 長期優先債務 2010/10/04 A 安定的
芙蓉総合リース（株） 長期優先債務 2011/11/14 A 安定的
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芙蓉総合リース（株） 予備格付（発行登録債） 2010/10/04 A －
芙蓉総合リース（株） 予備格付（発行登録債） 2011/11/14 A －
芙蓉総合リース（株） 第１回無担保ＳＢ 2011/03/02 A －
芙蓉総合リース（株） 第１回無担保ＳＢ 2011/11/14 A －
芙蓉総合リース（株） 第２回無担保ＳＢ 2011/09/02 A －
芙蓉総合リース（株） 第２回無担保ＳＢ 2011/11/14 A －
（株）日産フィナンシャルサービス 長期優先債務 2010/09/17 A 安定的
（株）日産フィナンシャルサービス 長期優先債務 2011/10/26 A+ 安定的
（株）日産フィナンシャルサービス 予備格付（発行登録債） 2010/09/17 A －
（株）日産フィナンシャルサービス 予備格付（発行登録債） 2011/10/26 消滅 －
ノムラ・グローバル・ファンディング ユーロ・ノート・プログラム 2010/07/30 AA- －
ノムラ・グローバル・ファンディング ユーロ・ノート・プログラム 2011/05/25 AA- －
ノムラ・グローバル・ファンディング ユーロ・ノート・プログラム 2011/07/29 撤回 －
リゾートトラスト（株） 長期優先債務 2010/12/09 BBB+ 安定的
リゾートトラスト（株） 長期優先債務 2012/01/18 BBB+ 安定的
リゾートトラスト（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/12/09 J-2 －
リゾートトラスト（株） 国内コマーシャルペーパー 2012/01/18 J-2 －
（株）タカラトミー 長期優先債務 2011/03/11 #BBB ネガティブ
（株）タカラトミー 長期優先債務 2011/11/02 BBB 安定的
大和証券キャピタル・マーケッツ（株） 長期優先債務 2011/01/21 A+ 安定的
大和証券キャピタル・マーケッツ（株） 長期優先債務 2011/05/06 A+ 安定的
大和証券キャピタル・マーケッツ（株） 長期優先債務 2012/01/12 A 安定的
丸紅ヨーロッパ 共同ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・

プログラム
2010/08/06 A －

丸紅ヨーロッパ 共同ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・
プログラム

2011/04/27 A+ －

丸紅ヨーロッパ 共同ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・
プログラム

2011/08/05 A+ －

ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス ユーロ・ノート・プログラム 2010/07/30 AA- －
ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス ユーロ・ノート・プログラム 2011/05/25 AA- －
ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス ユーロ・ノート・プログラム 2011/07/29 AA- －
ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス 豪ドル建債 2010/09/14 AA- －
ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス 豪ドル建債 2011/05/25 AA- －
ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス ＵＳ＄建債 2010/09/14 AA- －
ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス ＵＳ＄建債 2011/05/25 AA- －
ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス 豪ドル建債（保証） 2011/03/10 AA- －
ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス 豪ドル建債（保証） 2011/05/25 AA- －
ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス ＵＳ＄建債（保証） 2011/03/10 AA- －
ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス ＵＳ＄建債（保証） 2011/05/25 AA- －
ドイツ銀行 長期優先債務 2011/01/14 AA-p 安定的
ナショナル・オーストラリア銀行 長期優先債務 2010/04/16 AAp 安定的
大和証券（株） 長期優先債務 2009/12/28 A+ 安定的
大和証券（株） 長期優先債務 2011/05/06 A+ 安定的
大和証券（株） 長期優先債務 2012/01/12 A 安定的
日本国 自国通貨建長期優先債務 2010/09/22 AAA 安定的
日本国 自国通貨建長期優先債務 2011/10/28 AAA 安定的
日本国 長期優先債務 2010/09/22 AAA 安定的
日本国 長期優先債務 2011/10/28 AAA 安定的
大豊工業（株） 長期優先債務 2010/10/15 A- 安定的
大豊工業（株） 長期優先債務 2011/10/26 A- 安定的
信金中央金庫 長期優先債務 2010/05/24 AA 安定的
信金中央金庫 長期優先債務 2011/06/15 AA 安定的
安田倉庫（株） 長期優先債務 2011/03/25 BBB+ 安定的
安田倉庫（株） 長期優先債務 2012/03/26 BBB+ 安定的
（株）シーエーシー 長期優先債務 2010/07/20 BBB+ 安定的
（株）シーエーシー 長期優先債務 2011/11/07 BBB+ 安定的
オリックスオーストラリア（セキュリ
ティーズ）PTY

共同ユーロＭＴＮ 2010/08/09 A －

オリックスオーストラリア（セキュリ
ティーズ）PTY

共同ユーロＭＴＮ 2011/12/29 撤回 －

サントリー・ヨーロッパ 共同ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・
プログラム

2010/07/02 AA －

サントリー・ヨーロッパ 共同ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・
プログラム

2011/06/21 AA －

日本カーソリューションズ（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/12/21 J-1 －
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日本カーソリューションズ（株） 国内コマーシャルペーパー 2012/01/18 J-1 －
日本カーソリューションズ（株） 予備格付（想定債券） 2010/12/21 A －
日本カーソリューションズ（株） 予備格付（想定債券） 2012/01/18 A －
日本カーソリューションズ（株） 第１回無担保ＳＢ（私募) 2010/12/21 消滅 －
日本カーソリューションズ（株） 長期優先債務 2010/12/21 A 安定的
日本カーソリューションズ（株） 長期優先債務 2012/01/18 A 安定的
日本原子力発電（株） 長期優先債務 2010/04/27 AA 安定的
日本原子力発電（株） 長期優先債務 2011/06/06 AA ネガティブ
日本原子力発電（株） 長期優先債務 2011/09/22 AA- ネガティブ
日本原子力発電（株） 予備格付（発行登録債） 2010/04/27 AA －
日本原子力発電（株） 予備格付（発行登録債） 2011/06/06 消滅 －
日本原子力発電（株） 第２回無担保ＳＢ 2010/04/27 AA －
日本原子力発電（株） 第２回無担保ＳＢ 2011/06/06 AA －
日本原子力発電（株） 第２回無担保ＳＢ 2011/09/22 AA- －
日本原子力発電（株） 第３回無担保ＳＢ 2010/09/09 AA －
日本原子力発電（株） 第３回無担保ＳＢ 2011/06/06 AA －
日本原子力発電（株） 第３回無担保ＳＢ 2011/09/22 AA- －
日本原子力発電（株） 第４回無担保ＳＢ 2011/02/09 AA －
日本原子力発電（株） 第４回無担保ＳＢ 2011/06/06 AA －
日本原子力発電（株） 第４回無担保ＳＢ 2011/09/22 AA- －
日本原子力発電（株） 予備格付（発行登録債） 2011/09/30 AA- －
ベクター・アセット・ファンディング・
コーポレーション

資産担保コマーシャルペーパー 2010/09/14 J-1+ －

ベクター・アセット・ファンディング・
コーポレーション

資産担保コマーシャルペーパー 2011/09/13 J-1+ －

ベクター・アセット・ファンディング・
コーポレーション

資産担保コマーシャルペーパー 2012/04/02 J-1+ －

タカタ（株） 長期優先債務 2011/03/22 A 安定的
タカタ（株） 長期優先債務 2012/04/03 A 安定的
タカタ（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/03/22 J-1 －
タカタ（株） 国内コマーシャルペーパー 2012/04/03 J-1 －
タカタ（株） 予備格付（発行登録債） 2011/03/22 A －
タカタ（株） 第１回無担保ＳＢ 2011/03/22 A －
タカタ（株） 第１回無担保ＳＢ 2012/04/03 A －
タカタ（株） 第２回無担保ＳＢ 2012/02/28 A －
タカタ（株） 第２回無担保ＳＢ 2012/04/03 A －
荒川化学工業（株） 長期優先債務 2010/09/02 A- 安定的
荒川化学工業（株） 長期優先債務 2011/10/13 A- 安定的
荒川化学工業（株） 第１回無担保ＳＢ 2010/12/14 A- －
荒川化学工業（株） 第１回無担保ＳＢ 2011/10/13 A- －
東日本電信電話（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/02/28 J-1+ －
東日本電信電話（株） 国内コマーシャルペーパー 2012/02/29 J-1+ －
アメリカ合衆国 長期優先債務 2010/11/12 AAA 安定的
アメリカ合衆国 長期優先債務 2012/03/09 AAA 安定的
アメリカ合衆国 自国通貨建長期優先債務 2010/11/12 AAA 安定的
アメリカ合衆国 自国通貨建長期優先債務 2012/03/09 AAA 安定的
グレートブリテンおよび北アイルランド
連合王国

自国通貨建長期優先債務 2011/02/16 AAA 安定的

グレートブリテンおよび北アイルランド
連合王国

長期優先債務 2011/02/16 AAA 安定的

フランス共和国 長期優先債務 2010/11/11 AAA 安定的
フランス共和国 長期優先債務 2012/01/19 AAA 安定的
フランス共和国 自国通貨建長期優先債務 2010/11/11 AAA 安定的
フランス共和国 自国通貨建長期優先債務 2012/01/19 AAA 安定的
ドイツ連邦共和国 長期優先債務 2010/12/20 AAA 安定的
ドイツ連邦共和国 長期優先債務 2012/01/18 AAA 安定的
ドイツ連邦共和国 自国通貨建長期優先債務 2010/12/20 AAA 安定的
ドイツ連邦共和国 自国通貨建長期優先債務 2012/01/18 AAA 安定的
チェコ共和国 長期優先債務 2010/03/01 A 安定的
チェコ共和国 長期優先債務 2011/05/27 A 安定的
チェコ共和国 自国通貨建長期優先債務 2010/03/01 A+ 安定的
チェコ共和国 自国通貨建長期優先債務 2011/05/27 A+ 安定的
スロバキア共和国 長期優先債務 2010/01/27 A+ 安定的
スロバキア共和国 長期優先債務 2011/05/06 A+ 安定的
スロバキア共和国 自国通貨建長期優先債務 2010/01/27 A+ 安定的
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スロバキア共和国 自国通貨建長期優先債務 2011/05/06 A+ 安定的
エムティービーシー・ハウジングロー
ン・コーポレーション

Ａ号円貨社債 2000/05/30 AAA －

エムティービーシー・ハウジングロー
ン・コーポレーション

Ａ号円貨社債 2011/08/10 消滅 －

エムティービーシー・ハウジングロー
ン・コーポレーション

Ｂ号円貨社債 2010/03/29 AAA －

エムティービーシー・ハウジングロー
ン・コーポレーション

Ｂ号円貨社債 2011/12/09 消滅 －

エムティービーシー・ハウジングロー
ン・コーポレーション

Ｃ号円貨社債 2010/03/29 AAA －

エムティービーシー・ハウジングロー
ン・コーポレーション

Ｃ号円貨社債 2011/12/09 消滅 －

エムティービーシー・ハウジングロー
ン・コーポレーション

Ｄ号円貨社債 2000/05/30 BBB －

エムティービーシー・ハウジングロー
ン・コーポレーション

Ｄ号円貨社債 2011/12/09 消滅 －

ルノー・エス・エー 長期優先債務 2010/11/26 A- 安定的
ルノー 長期優先債務 2011/12/09 A- 安定的
ルノー・エス・エー 第５回円債 2010/11/26 A- －
ルノー 第５回円債 2011/12/09 A- －
ルノー・エス・エー 第６回円債 2010/11/26 A- －
ルノー 第６回円債 2011/12/09 消滅 －
ルノー・エス・エー 第８回円債 2010/11/26 A- －
ルノー 第８回円債 2011/12/09 A- －
ルノー・エス・エー 第９回円債 2010/12/03 A- －
ルノー 第９回円債 2011/12/09 A- －
ルノー 第１０回円債 2011/12/13 A- －
特定目的会社クオーク・マスタートラ
スト・シニア

第５回Ｅ号特定社債 2002/02/07 AAA －

特定目的会社クオーク・マスタートラ
スト・シニア

第６回Ｅ号特定社債 2002/06/07 AAA －

西日本電信電話（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/02/28 J-1+ －
西日本電信電話（株） 国内コマーシャルペーパー 2012/02/29 J-1+ －
愛知県 平成２０年度第７回公募公債 2011/02/02 AAA －
愛知県 平成２０年度第７回公募公債 2012/01/26 AAA －
愛知県 平成２０年度第８回公募公債(２０年) 2011/02/02 AAA －
愛知県 平成２０年度第８回公募公債(２０年) 2012/01/26 AAA －
愛知県 平成２０年度第９回公募公債(５年) 2011/02/02 AAA －
愛知県 平成２０年度第９回公募公債(５年) 2012/01/26 AAA －
愛知県 平成２０年度第１０回公募公債 2011/02/02 AAA －
愛知県 平成２０年度第１０回公募公債 2012/01/26 AAA －
愛知県 平成２１年度第１回公募公債 2011/02/02 AAA －
愛知県 平成２１年度第１回公募公債 2012/01/26 AAA －
愛知県 平成２１年度第２回公募公債 2011/02/02 AAA －
愛知県 平成２１年度第２回公募公債 2012/01/26 AAA －
愛知県 平成２１年度第３回公募公債 2011/02/02 AAA －
愛知県 平成２１年度第３回公募公債 2012/01/26 AAA －
愛知県 平成２１年度第４回公募公債（５年） 2011/02/02 AAA －
愛知県 平成２１年度第４回公募公債（５年） 2012/01/26 AAA －
愛知県 平成２１年度第５回公募公債（２０年） 2011/02/02 AAA －
愛知県 平成２１年度第５回公募公債（２０年） 2012/01/26 AAA －
愛知県 平成２１年度第６回公募公債（１０年） 2011/02/02 AAA －
愛知県 平成２１年度第６回公募公債（１０年） 2012/01/26 AAA －
愛知県 平成２１年度第１回あいち県民債 2011/02/02 AAA －
愛知県 平成２１年度第１回あいち県民債 2012/01/26 AAA －
愛知県 平成２１年度第７回公募公債（１０年） 2011/02/02 AAA －
愛知県 平成２１年度第７回公募公債（１０年） 2012/01/26 AAA －
愛知県 平成２１年度第８回公債 2011/02/02 AAA －
愛知県 平成２１年度第８回公債 2012/01/26 AAA －
愛知県 平成２１年度第８回公募公債（１０年） 2011/02/02 AAA －
愛知県 平成２１年度第８回公募公債（１０年） 2012/01/26 AAA －
愛知県 平成２１年度第９回公募公債（５年） 2011/02/02 AAA －
愛知県 平成２１年度第９回公募公債（５年） 2012/01/26 AAA －
愛知県 平成２１年度第１０回公募公債（１０年） 2011/02/02 AAA －
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愛知県 平成２１年度第１０回公募公債（１０年） 2012/01/26 AAA －
愛知県 平成２１年度第１０回公債 2011/02/02 AAA －
愛知県 平成２１年度第１０回公債 2012/01/26 AAA －
愛知県 平成２１年度第１１回公募公債（１０年） 2011/02/02 AAA －
愛知県 平成２１年度第１１回公募公債（１０年） 2012/01/26 AAA －
愛知県 平成２１年度第１２回公募公債（１０年） 2011/02/02 AAA －
愛知県 平成２１年度第１２回公募公債（１０年） 2012/01/26 AAA －
愛知県 平成２１年度第１３回公募公債（５年） 2011/02/02 AAA －
愛知県 平成２１年度第１３回公募公債（５年） 2012/01/26 AAA －
愛知県 平成２１年度第１４回公募公債（３０年） 2011/02/02 AAA －
愛知県 平成２１年度第１４回公募公債（３０年） 2012/01/26 AAA －
愛知県 平成２１年度第１５回公募公債（１０年） 2011/02/02 AAA －
愛知県 平成２１年度第１５回公募公債（１０年） 2012/01/26 AAA －
愛知県 平成２１年度第１６回公募公債（２０年） 2011/02/02 AAA －
愛知県 平成２１年度第１６回公募公債（２０年） 2012/01/26 AAA －
愛知県 平成２１年度第１７回公募公債（１０年） 2011/02/02 AAA －
愛知県 平成２１年度第１７回公募公債（１０年） 2012/01/26 AAA －
愛知県 平成２１年度第２回あいち県民債 2011/02/02 AAA －
愛知県 平成２１年度第２回あいち県民債 2012/01/26 AAA －
愛知県 平成２１年度第２０回公債 2011/02/02 AAA －
愛知県 平成２１年度第２０回公債 2012/01/26 AAA －
愛知県 平成２１年度第１８回公募公債（２年） 2011/02/02 AAA －
愛知県 平成２１年度第１８回公募公債（２年） 2012/01/26 消滅 －
愛知県 平成２１年度第１９回公募公債（１０年） 2011/02/02 AAA －
愛知県 平成２１年度第１９回公募公債（１０年） 2012/01/26 AAA －
愛知県 平成２２年度第１回公募公債（１０年） 2011/02/02 AAA －
愛知県 平成２２年度第１回公募公債（１０年） 2012/01/26 AAA －
愛知県 平成２２年度第２回公募公債（５年） 2011/02/02 AAA －
愛知県 平成２２年度第２回公募公債（５年） 2012/01/26 AAA －
愛知県 平成２２年度第３回公募公債（１０年） 2011/02/02 AAA －
愛知県 平成２２年度第３回公募公債（１０年） 2012/01/26 AAA －
愛知県 平成２２年度第４回公募公債（２０年） 2011/02/02 AAA －
愛知県 平成２２年度第４回公募公債（２０年） 2012/01/26 AAA －
愛知県 平成２２年度第５回公募公債（１０年） 2011/02/02 AAA －
愛知県 平成２２年度第５回公募公債（１０年） 2012/01/26 AAA －
愛知県 平成２２年度第６回公募公債（１０年） 2011/02/02 AAA －
愛知県 平成２２年度第６回公募公債（１０年） 2012/01/26 AAA －
愛知県 平成２２年度第７回公募公債（１０年） 2011/02/02 AAA －
愛知県 平成２２年度第７回公募公債（１０年） 2012/01/26 AAA －
愛知県 平成２２年度第８回公募公債（２０年） 2011/02/02 AAA －
愛知県 平成２２年度第８回公募公債（２０年） 2012/01/26 AAA －
愛知県 平成２２年度第１回あいち県民債 2011/02/02 AAA －
愛知県 平成２２年度第１回あいち県民債 2012/01/26 AAA －
愛知県 平成２２年度第９回公募公債（１０年） 2011/02/02 AAA －
愛知県 平成２２年度第９回公募公債（１０年） 2012/01/26 AAA －
愛知県 平成２２年度第１０回公募公債（５年） 2011/02/02 AAA －
愛知県 平成２２年度第１０回公募公債（５年） 2012/01/26 AAA －
愛知県 平成２２年度第１１回公募公債（１０年） 2011/02/02 AAA －
愛知県 平成２２年度第１１回公募公債（１０年） 2012/01/26 AAA －
愛知県 平成２２年度第１２回公募公債（１０年） 2011/02/02 AAA －
愛知県 平成２２年度第１２回公募公債（１０年） 2012/01/26 AAA －
愛知県 平成２２年度第１３回公募公債（３０年） 2011/02/02 AAA －
愛知県 平成２２年度第１３回公募公債（３０年） 2012/01/26 AAA －
愛知県 平成２２年度第１４回公募公債（２０年） 2011/02/02 AAA －
愛知県 平成２２年度第１４回公募公債（２０年） 2012/01/26 AAA －
愛知県 平成２２年度第１５回公募公債（１０年） 2011/02/02 AAA －
愛知県 平成２２年度第１５回公募公債（１０年） 2012/01/26 AAA －
愛知県 平成２２年度第１６回公募公債（１０年） 2011/02/02 AAA －
愛知県 平成２２年度第１６回公募公債（１０年） 2012/01/26 AAA －
愛知県 平成２２年度第１７回公募公債（２年） 2011/02/04 AAA －
愛知県 平成２２年度第１７回公募公債（２年） 2012/01/26 AAA －
愛知県 平成２２年度第２回あいち県民債 2011/02/08 AAA －
愛知県 平成２２年度第２回あいち県民債 2012/01/26 AAA －
愛知県 平成２２年度第１８回公募公債（１０年） 2011/02/10 AAA －
愛知県 平成２２年度第１８回公募公債（１０年） 2012/01/26 AAA －

92 / 161 



発行体等 格付対象
公表日

(年/月/日)
格付

格付の見通し
/見直し方向

愛知県 平成２２年度第１９回公募公債（１０年） 2011/03/18 AAA －
愛知県 平成２２年度第１９回公募公債（１０年） 2012/01/26 AAA －
愛知県 平成２３年度第１回公募公債（１０年） 2011/04/15 AAA －
愛知県 平成２３年度第１回公募公債（１０年） 2012/01/26 AAA －
愛知県 平成２３年度第２回公募公債（５年） 2011/05/11 AAA －
愛知県 平成２３年度第２回公募公債（５年） 2012/01/26 AAA －
愛知県 平成２３年度第３回公募公債（１０年） 2011/05/18 AAA －
愛知県 平成２３年度第３回公募公債（１０年） 2012/01/26 AAA －
愛知県 平成２３年度第４回公募公債（１０年） 2011/06/15 AAA －
愛知県 平成２３年度第４回公募公債（１０年） 2012/01/26 AAA －
愛知県 平成２３年度第５回公募公債（２０年） 2011/06/17 AAA －
愛知県 平成２３年度第５回公募公債（２０年） 2012/01/26 AAA －
愛知県 平成２３年度第６回公募公債（５年） 2011/07/01 AAA －
愛知県 平成２３年度第６回公募公債（５年） 2012/01/26 AAA －
愛知県 平成２３年度第１回あいち県民債 2011/07/06 AAA －
愛知県 平成２３年度第１回あいち県民債 2012/01/26 AAA －
愛知県 平成２３年度第７回公募公債（１０年） 2011/07/15 AAA －
愛知県 平成２３年度第７回公募公債（１０年） 2012/01/26 AAA －
愛知県 平成２３年度第８回公募公債（１０年） 2011/08/10 AAA －
愛知県 平成２３年度第８回公募公債（１０年） 2012/01/26 AAA －
愛知県 平成２３年度第９回公募公債（１０年） 2011/09/15 AAA －
愛知県 平成２３年度第９回公募公債（１０年） 2012/01/26 AAA －
愛知県 平成２３年度第１０回公募公債（５年） 2011/10/05 AAA －
愛知県 平成２３年度第１０回公募公債（５年） 2012/01/26 AAA －
愛知県 平成２３年度第１１回公募公債（１０年） 2011/10/13 AAA －
愛知県 平成２３年度第１１回公募公債（１０年） 2012/01/26 AAA －
愛知県 平成２３年度第１２回公募公債（３０年） 2011/10/21 AAA －
愛知県 平成２３年度第１２回公募公債（３０年） 2012/01/26 AAA －
愛知県 平成２３年度第１３回公募公債（１５年） 2011/11/02 AAA －
愛知県 平成２３年度第１３回公募公債（１５年） 2012/01/26 AAA －
愛知県 平成２３年度第１４回公募公債（１０年） 2011/11/16 AAA －
愛知県 平成２３年度第１４回公募公債（１０年） 2012/01/26 AAA －
愛知県 平成２３年度第１５回公募公債（１０年） 2011/12/09 AAA －
愛知県 平成２３年度第１５回公募公債（１０年） 2012/01/26 AAA －
愛知県 平成２３年度第１６回公募公債（２０年） 2012/01/17 AAA －
愛知県 平成２３年度第１６回公募公債（２０年） 2012/01/26 AAA －
愛知県 平成２３年度第１７回公募公債（１０年） 2012/01/18 AAA －
愛知県 平成２３年度第１７回公募公債（１０年） 2012/01/26 AAA －
愛知県 平成２３年度第１８回公募公債（７年） 2012/02/03 AAA －
愛知県 平成２３年度第２回あいち県民債 2012/02/08 AAA －
愛知県 平成２３年度第１９回公募公債（１０年） 2012/02/16 AAA －
愛知県 平成２３年度第２０回公募公債（１０年） 2012/03/16 AAA －
三菱ＵＦＪセキュリティーズインターナ
ショナル

ユーロＭＴＮ 2010/09/13 AA －

三菱ＵＦＪセキュリティーズインターナ
ショナル

ユーロＭＴＮ 2011/09/09 AA －

三菱ＵＦＪセキュリティーズインターナ
ショナル

ユーロＭＴＮ（期限付劣後債） 2010/09/13 AA- －

三菱ＵＦＪセキュリティーズインターナ
ショナル

ユーロＭＴＮ（期限付劣後債） 2011/09/09 AA- －

三菱ＵＦＪセキュリティーズインターナ
ショナル

予備格付(コーラブル・円償還条項付円
/A$デュアルカレンシー債)

2011/08/01 AA －

三菱ＵＦＪセキュリティーズインターナ
ショナル

予備格付(コーラブル・円償還条項付円
/A$デュアルカレンシー債)

2011/08/19 撤回 －

三菱ＵＦＪセキュリティーズインターナ
ショナル

予備格付(コーラブル・円償還条項付円
/A$デュアルカレンシー債)

2011/08/01 AA －

三菱ＵＦＪセキュリティーズインターナ
ショナル

予備格付(コーラブル・円償還条項付円
/A$デュアルカレンシー債)

2011/08/19 撤回 －

三菱ＵＦＪセキュリティーズインターナ
ショナル

コーラブル・円償還条項付円/A$デュア
ルカレンシー債

2011/08/19 AA －

三菱ＵＦＪセキュリティーズインターナ
ショナル

コーラブル・円償還条項付円/A$デュア
ルカレンシー債

2011/09/09 AA －

三菱ＵＦＪセキュリティーズインターナ
ショナル

コーラブル・円償還条項付円/A$デュア
ルカレンシー債

2011/08/19 AA －
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三菱ＵＦＪセキュリティーズインターナ
ショナル

コーラブル・円償還条項付円/A$デュア
ルカレンシー債

2011/09/09 AA －

三菱ＵＦＪセキュリティーズインターナ
ショナル

予備格付(コーラブル・円償還条項付円
/A$デュアルカレンシー債)

2011/08/31 AA －

三菱ＵＦＪセキュリティーズインターナ
ショナル

予備格付(コーラブル・円償還条項付円
/A$デュアルカレンシー債)

2011/09/09 AA －

三菱ＵＦＪセキュリティーズインターナ
ショナル

予備格付(コーラブル・円償還条項付円
/A$デュアルカレンシー債)

2011/09/14 撤回 －

三菱ＵＦＪセキュリティーズインターナ
ショナル

予備格付(コーラブル・円償還条項付円
/A$デュアルカレンシー債)

2011/08/31 AA －

三菱ＵＦＪセキュリティーズインターナ
ショナル

予備格付(コーラブル・円償還条項付円
/A$デュアルカレンシー債)

2011/09/09 AA －

三菱ＵＦＪセキュリティーズインターナ
ショナル

予備格付(コーラブル・円償還条項付円
/A$デュアルカレンシー債)

2011/09/14 撤回 －

三菱ＵＦＪセキュリティーズインターナ
ショナル

コーラブル・円償還条項付円/A$デュア
ルカレンシー債

2011/09/14 AA －

三菱ＵＦＪセキュリティーズインターナ
ショナル

コーラブル・円償還条項付円/A$デュア
ルカレンシー債

2012/03/19 消滅 －

三菱ＵＦＪセキュリティーズインターナ
ショナル

コーラブル・円償還条項付円/A$デュア
ルカレンシー債

2011/09/14 AA －

ポーランド共和国 長期優先債務 2011/03/07 A- 安定的
ポーランド共和国 長期優先債務 2012/04/03 A- 安定的
ポーランド共和国 自国通貨建長期優先債務 2011/03/07 A 安定的
ポーランド共和国 自国通貨建長期優先債務 2012/04/03 A 安定的
ポーランド共和国 第３回円債 2011/03/07 A- －
ポーランド共和国 第４回円債 2011/03/07 A- －
ポーランド共和国 第５回円債 2011/03/07 A- －
ポーランド共和国 第５回円債 2012/04/03 A- －
ポーランド共和国 第６回円債 2011/03/07 A- －
ポーランド共和国 第６回円債 2012/04/03 A- －
ポーランド共和国 第７回円債 2011/03/07 A- －
ポーランド共和国 第７回円債 2012/04/03 A- －
ポーランド共和国 第８回円債 2011/03/07 A- －
ポーランド共和国 第８回円債 2012/04/03 A- －
ポーランド共和国 第９回円債 2011/03/07 A- －
ポーランド共和国 第９回円債 2012/04/03 A- －
ポーランド共和国 予備格付（第１０回円債） 2011/07/01 A- －
ポーランド共和国 予備格付（第１０回円債） 2011/07/08 撤回 －
ポーランド共和国 第１０回円債 2011/07/08 A- －
ポーランド共和国 第１０回円債 2012/04/03 A- －
日本マスタートラスト信託銀行（株） 長期優先債務 2010/12/20 AA+ 安定的
日本マスタートラスト信託銀行（株） 長期優先債務 2011/12/14 AA+ 安定的
日本マスタートラスト信託銀行（株） 短期優先債務 2010/12/20 J-1+ －
日本マスタートラスト信託銀行（株） 短期優先債務 2011/12/14 J-1+ －
中央三井アセット信託銀行（株） 長期優先債務 2010/12/27 AA- 安定的
中央三井アセット信託銀行（株） 長期優先債務 2011/09/09 AA- 安定的
中央三井アセット信託銀行（株） 長期優先債務 2012/03/30 AA- 安定的
日本トラスティ・サービス信託銀行 長期優先債務 2010/12/20 AA+ 安定的
日本トラスティ・サービス信託銀行 長期優先債務 2011/12/14 AA+ 安定的
日本トラスティ・サービス信託銀行 短期優先債務 2010/12/20 J-1+ －
日本トラスティ・サービス信託銀行 短期優先債務 2011/12/14 J-1+ －
イオン九州（株） 長期優先債務 2011/03/07 A 安定的
イオン九州（株） 長期優先債務 2012/02/21 A 安定的
イオン九州（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/03/07 J-1 －
イオン九州（株） 国内コマーシャルペーパー 2012/02/21 J-1 －
総合メディカル（株） 長期優先債務 2010/10/12 BBB 安定的
総合メディカル（株） 長期優先債務 2011/10/28 BBB 安定的
日証金信託銀行（株） 長期優先債務 2010/07/30 A+ 安定的
日証金信託銀行（株） 長期優先債務 2011/08/10 A+ 安定的
日証金信託銀行（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/07/30 J-1+ －
日証金信託銀行（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/08/10 J-1+ －
ニッセイ・リース（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/12/21 J-1 －
ニッセイ・リース（株） 国内コマーシャルペーパー 2012/01/18 J-1 －
JETS International Two Limited Series 65 2011/09/28 AA －
JETS International Two Limited Series 66 2011/11/07 AA- －
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JETS International Two Limited Series 69 2012/01/25 AA －
JETS International Two Limited Series 55 2012/01/25 AA －
Earls Seven Limited 予備格付（Series 380） 2011/10/21 BBB+ －
Earls Seven Limited 予備格付（Series 380） 2011/10/27 撤回 －
Earls Seven Limited Series 380 2011/10/27 BBB+ －
Earls Seven Limited Series 380 2012/03/13 A- －
東京短資（株） 長期優先債務 2010/05/13 A- 安定的
東京短資（株） 長期優先債務 2011/06/13 A- 安定的
東京短資（株） 短期優先債務 2010/05/13 J-1 －
東京短資（株） 短期優先債務 2011/06/13 J-1 －
東京合同ファイナンス（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/03/12 J-1 －
東京合同ファイナンス（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/04/05 J-1 －
東京合同ファイナンス（株） 国内コマーシャルペーパー 2012/03/22 J-1 －
オランダ王国 長期優先債務 2010/02/25 AAA 安定的
オランダ王国 長期優先債務 2011/07/05 AAA 安定的
オランダ王国 自国通貨建長期優先債務 2010/02/25 AAA 安定的
オランダ王国 自国通貨建長期優先債務 2011/07/05 AAA 安定的
フィンランド共和国 長期優先債務 2010/12/27 AAA 安定的
フィンランド共和国 長期優先債務 2012/04/02 AAA 安定的
フィンランド共和国 自国通貨建長期優先債務 2010/12/27 AAA 安定的
フィンランド共和国 自国通貨建長期優先債務 2012/04/02 AAA 安定的
東京海上フィナンシャルソリューショ
ンズ証券会社

長期優先債務 2010/04/01 AAA 安定的

東京海上フィナンシャルソリューショ
ンズ証券会社

長期優先債務 2011/04/19 AAA ネガティブ

東京海上フィナンシャルソリューショ
ンズ証券会社

長期優先債務 2011/08/25 AAA 安定的

東京海上フィナンシャルソリューショ
ンズ証券会社

ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログ
ラム

2010/04/01 AAA －

東京海上フィナンシャルソリューショ
ンズ証券会社

ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログ
ラム

2011/04/19 AAA －

東京海上フィナンシャルソリューショ
ンズ証券会社

ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログ
ラム

2011/08/25 AAA －

独立行政法人水資源機構 第１回ＳＢ 2010/12/06 消滅 －
独立行政法人水資源機構 第２回ＳＢ 2010/12/06 AA+ －
独立行政法人水資源機構 第２回ＳＢ 2012/02/13 AA+ －
独立行政法人水資源機構 第３回ＳＢ 2010/12/06 AA+ －
独立行政法人水資源機構 第３回ＳＢ 2012/02/13 AA+ －
独立行政法人水資源機構 長期優先債務 2010/12/06 AA+ 安定的
独立行政法人水資源機構 長期優先債務 2012/02/13 AA+ 安定的
独立行政法人水資源機構 第１回ＳＢ 2010/12/06 AA+ －
独立行政法人水資源機構 第１回ＳＢ 2012/02/13 AA+ －
独立行政法人水資源機構 第３回ＳＢ 2010/12/06 AA+ －
独立行政法人水資源機構 第３回ＳＢ 2012/02/13 AA+ －
独立行政法人水資源機構 第６回ＳＢ 2010/12/06 消滅 －
独立行政法人水資源機構 第７回ＳＢ 2010/12/06 AA+ －
独立行政法人水資源機構 第７回ＳＢ 2012/02/13 AA+ －
（株）日本製紙グループ本社 第６回無担保ＳＢ 2010/10/01 A+ －
（株）日本製紙グループ本社 第６回無担保ＳＢ 2011/11/22 A+ －
（株）日本製紙グループ本社 長期優先債務 2010/10/01 A+ 安定的
（株）日本製紙グループ本社 長期優先債務 2011/11/22 A+ ネガティブ
（株）日本製紙グループ本社 第７回無担保ＳＢ 2010/10/01 消滅 －
（株）日本製紙グループ本社 第８回無担保ＳＢ 2010/10/01 A+ －
（株）日本製紙グループ本社 第８回無担保ＳＢ 2011/11/22 A+ －
（株）日本製紙グループ本社 第９回無担保ＳＢ 2010/10/01 A+ －
（株）日本製紙グループ本社 第９回無担保ＳＢ 2011/11/22 A+ －
（株）日本製紙グループ本社 予備格付（発行登録債） 2010/10/01 消滅 －
（株）日本製紙グループ本社 第１０回無担保ＳＢ 2010/10/01 A+ －
（株）日本製紙グループ本社 第１０回無担保ＳＢ 2011/11/22 A+ －
（株）日本製紙グループ本社 第１１回無担保ＳＢ 2010/12/02 A+ －
（株）日本製紙グループ本社 第１１回無担保ＳＢ 2011/11/22 A+ －
綜研化学（株） 長期優先債務 2010/10/05 BBB 安定的
綜研化学（株） 長期優先債務 2011/10/19 BBB 安定的
（株）三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー 長期優先債務 2010/09/13 AA- 安定的
（株）三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー 長期優先債務 2011/09/09 AA- 安定的
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（株）札幌北洋ホールディングス 長期優先債務 2010/03/30 A- 安定的
（株）札幌北洋ホールディングス 長期優先債務 2011/04/27 A- 安定的
コカ・コーラ　セントラル　ジャパン 長期優先債務 2010/05/21 A+ 安定的
コカ・コーラ　セントラル　ジャパン 長期優先債務 2011/05/20 A+ 安定的
カルチュア・コンビニエンス・クラブ 長期優先債務 2011/02/03 #BBB ネガティブ
カルチュア・コンビニエンス・クラブ 長期優先債務 2011/11/30 撤回 －
独立行政法人日本学生支援機構 長期優先債務 2010/12/22 AA+ 安定的
独立行政法人日本学生支援機構 長期優先債務 2012/01/24 AA+ 安定的
独立行政法人日本学生支援機構 第７回ＳＢ 2010/12/22 消滅 －
独立行政法人日本学生支援機構 第８回ＳＢ 2010/12/22 消滅 －
独立行政法人日本学生支援機構 第１４回ＳＢ 2010/12/22 消滅 －
独立行政法人日本学生支援機構 第１６回ＳＢ 2010/12/22 消滅 －
独立行政法人日本学生支援機構 第１７回ＳＢ 2010/12/22 AA+ －
独立行政法人日本学生支援機構 第１７回ＳＢ 2012/01/24 AA+ －
独立行政法人日本学生支援機構 第１８回ＳＢ 2010/12/22 AA+ －
独立行政法人日本学生支援機構 第１８回ＳＢ 2012/01/24 消滅 －
独立行政法人日本学生支援機構 第１９回ＳＢ 2010/12/22 AA+ －
独立行政法人日本学生支援機構 第１９回ＳＢ 2012/01/24 AA+ －
独立行政法人日本学生支援機構 第２０回ＳＢ 2010/12/22 AA+ －
独立行政法人日本学生支援機構 第２０回ＳＢ 2012/01/24 AA+ －
独立行政法人日本学生支援機構 第２１回ＳＢ 2010/12/22 AA+ －
独立行政法人日本学生支援機構 第２１回ＳＢ 2012/01/24 AA+ －
独立行政法人日本学生支援機構 第２２回ＳＢ 2011/01/27 AA+ －
独立行政法人日本学生支援機構 第２２回ＳＢ 2012/01/24 AA+ －
独立行政法人日本学生支援機構 第２３回ＳＢ 2011/06/28 AA+ －
独立行政法人日本学生支援機構 第２３回ＳＢ 2012/01/24 AA+ －
独立行政法人日本学生支援機構 第２４回ＳＢ 2011/09/06 AA+ －
独立行政法人日本学生支援機構 第２４回ＳＢ 2012/01/24 AA+ －
独立行政法人日本学生支援機構 第２５回ＳＢ 2011/10/27 AA+ －
独立行政法人日本学生支援機構 第２５回ＳＢ 2012/01/24 AA+ －
独立行政法人日本学生支援機構 第２６回ＳＢ 2012/01/26 AA+ －
松井証券（株） 長期優先債務 2010/12/10 BBB+ 安定的
松井証券（株） 長期優先債務 2011/07/01 撤回 －
松井証券（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/12/10 J-2 －
松井証券（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/07/01 撤回 －
松井証券（株） 予備格付（発行登録債） 2010/12/10 BBB+ －
松井証券（株） 予備格付（発行登録債） 2011/07/01 撤回 －
野村ホールディングス（株） 長期優先債務 2009/12/28 AA- 安定的
野村ホールディングス（株） 長期優先債務 2011/05/25 AA- 安定的
野村ホールディングス（株） 第５回無担保ＳＢ 2009/12/28 AA- －
野村ホールディングス（株） 第５回無担保ＳＢ 2011/05/25 消滅 －
野村ホールディングス（株） 第６回無担保ＳＢ 2009/12/28 AA- －
野村ホールディングス（株） 第６回無担保ＳＢ 2011/05/25 AA- －
野村ホールディングス（株） 第７回無担保ＳＢ 2009/12/28 AA- －
野村ホールディングス（株） 第７回無担保ＳＢ 2011/05/25 AA- －
野村ホールディングス（株） 第８回無担保ＳＢ 2009/12/28 AA- －
野村ホールディングス（株） 第８回無担保ＳＢ 2011/05/25 AA- －
野村ホールディングス（株） 第９回無担保ＳＢ 2009/12/28 AA- －
野村ホールディングス（株） 第９回無担保ＳＢ 2011/05/25 AA- －
野村ホールディングス（株） 第１０回無担保ＳＢ 2009/12/28 AA- －
野村ホールディングス（株） 第１０回無担保ＳＢ 2011/05/25 AA- －
野村ホールディングス（株） 第１１回無担保ＳＢ 2009/12/28 AA- －
野村ホールディングス（株） 第１１回無担保ＳＢ 2011/05/25 消滅 －
野村ホールディングス（株） 第１回無担保ＣＢ（劣後） 2009/12/28 A+ －
野村ホールディングス（株） 第１回無担保ＣＢ（劣後） 2011/05/25 A+ －
野村ホールディングス（株） 第１回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2009/12/28 A+ －
野村ホールディングス（株） 第１回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/05/25 A+ －
野村ホールディングス（株） 第１回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/12/26 消滅 －
野村ホールディングス（株） 第１２回無担保ＳＢ 2009/12/28 AA- －
野村ホールディングス（株） 第１２回無担保ＳＢ 2011/05/25 AA- －
野村ホールディングス（株） 第１３回無担保ＳＢ 2009/12/28 AA- －
野村ホールディングス（株） 第１３回無担保ＳＢ 2011/05/25 AA- －
野村ホールディングス（株） 第１４回無担保ＳＢ 2009/12/28 AA- －
野村ホールディングス（株） 第１４回無担保ＳＢ 2011/05/25 AA- －
野村ホールディングス（株） 第１５回無担保ＳＢ 2009/12/28 AA- －
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野村ホールディングス（株） 第１５回無担保ＳＢ 2011/05/25 AA- －
野村ホールディングス（株） 第１６回無担保ＳＢ 2009/12/28 AA- －
野村ホールディングス（株） 第１６回無担保ＳＢ 2011/05/25 AA- －
野村ホールディングス（株） 第１７回無担保ＳＢ 2009/12/28 AA- －
野村ホールディングス（株） 第１７回無担保ＳＢ 2011/05/25 AA- －
野村ホールディングス（株） 第１８回無担保ＳＢ 2009/12/28 AA- －
野村ホールディングス（株） 第１８回無担保ＳＢ 2011/05/25 AA- －
野村ホールディングス（株） 第２０回無担保ＳＢ 2010/03/10 AA- －
野村ホールディングス（株） 第２０回無担保ＳＢ 2011/05/25 AA- －
野村ホールディングス（株） 第２１回無担保ＳＢ 2010/03/10 AA- －
野村ホールディングス（株） 第２１回無担保ＳＢ 2011/05/25 AA- －
野村ホールディングス（株） 第１９回無担保ＳＢ 2010/03/12 AA- －
野村ホールディングス（株） 第１９回無担保ＳＢ 2011/05/25 AA- －
野村ホールディングス（株） 第２２回無担保ＳＢ 2010/06/16 AA- －
野村ホールディングス（株） 第２２回無担保ＳＢ 2011/05/25 AA- －
野村ホールディングス（株） 第２３回無担保ＳＢ 2010/06/16 AA- －
野村ホールディングス（株） 第２３回無担保ＳＢ 2011/05/25 AA- －
野村ホールディングス（株） 第２４回無担保ＳＢ 2010/06/16 AA- －
野村ホールディングス（株） 第２４回無担保ＳＢ 2011/05/25 AA- －
野村ホールディングス（株） 第２５回無担保ＳＢ 2010/09/15 AA- －
野村ホールディングス（株） 第２５回無担保ＳＢ 2011/05/25 AA- －
野村ホールディングス（株） 第２６回無担保ＳＢ 2010/09/15 AA- －
野村ホールディングス（株） 第２６回無担保ＳＢ 2011/05/25 AA- －
野村ホールディングス（株） 第２７回無担保ＳＢ 2010/09/15 AA- －
野村ホールディングス（株） 第２７回無担保ＳＢ 2011/05/25 AA- －
野村ホールディングス（株） 第２回無担保ＳＢ（劣後） 2010/11/19 A+ －
野村ホールディングス（株） 第２回無担保ＳＢ（劣後） 2011/05/25 A+ －
野村ホールディングス（株） 第３回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/11/19 A+ －
野村ホールディングス（株） 第３回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/05/25 A+ －
野村ホールディングス（株） 第４回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/11/19 A+ －
野村ホールディングス（株） 第４回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/05/25 A+ －
野村ホールディングス（株） 第５回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/11/29 A+ －
野村ホールディングス（株） 第５回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/05/25 A+ －
野村ホールディングス（株） 第２８回無担保ＳＢ 2011/04/12 AA- －
野村ホールディングス（株） 第２８回無担保ＳＢ 2011/05/25 AA- －
野村ホールディングス（株） 予備(第1回コーラブル無担保SB<劣後

及び条件付債務免除特約付>)
2011/11/22 A+ －

野村ホールディングス（株） 予備(第1回コーラブル無担保SB<劣後
及び条件付債務免除特約付>)

2011/12/09 撤回 －

野村ホールディングス（株） 予備(第2回コーラブル無担保SB<劣後
及び条件付債務免除特約付>)

2011/11/22 A+ －

野村ホールディングス（株） 予備(第2回コーラブル無担保SB<劣後
及び条件付債務免除特約付>)

2011/12/09 撤回 －

野村ホールディングス（株） 第1回コーラブル無担保SB(劣後及び条
件付債務免除特約付)

2011/12/09 A+ －

野村ホールディングス（株） 第2回コーラブル無担保SB(劣後及び条
件付債務免除特約付)

2011/12/09 A+ －

富士生命保険（株） 保険金支払能力 2011/02/10 #A- ポジティブ
富士生命保険（株） 保険金支払能力 2011/07/06 A 安定的
富士生命保険（株） 長期優先債務 2011/02/10 #A- ポジティブ
富士生命保険（株） 長期優先債務 2011/07/06 A 安定的
フコクしんらい生命保険（株） 保険金支払能力 2010/10/15 A+ 安定的
フコクしんらい生命保険（株） 保険金支払能力 2011/10/25 A+ 安定的
フコクしんらい生命保険（株） 長期優先債務 2010/10/15 A+ 安定的
フコクしんらい生命保険（株） 長期優先債務 2011/10/25 A+ 安定的
大田リバーサイド・エクスプレスウェ
イ・ファンディング・ピーエルシー

第１回円債 2011/02/02 A+ －

大田リバーサイド・エクスプレスウェ
イ・ファンディング・ピーエルシー

第１回円債 2011/10/25 消滅 －

大田リバーサイド・エクスプレスウェ
イ・ファンディング・ピーエルシー

予備格付（第２回円債） 2011/10/25 A+ －

大田リバーサイド・エクスプレスウェ
イ・ファンディング・ピーエルシー

予備格付（第２回円債） 2011/11/04 撤回 －

大田リバーサイド・エクスプレスウェ
イ・ファンディング・ピーエルシー

予備格付（第４回円債） 2011/10/25 A+ －
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大田リバーサイド・エクスプレスウェ
イ・ファンディング・ピーエルシー

予備格付（第４回円債） 2011/11/04 撤回 －

大田リバーサイド・エクスプレスウェ
イ・ファンディング・ピーエルシー

第２回円債 2011/11/04 A+ －

大田リバーサイド・エクスプレスウェ
イ・ファンディング・ピーエルシー

第４回円債 2011/11/04 A+ －

大田リバーサイド・エクスプレスウェ
イ・ファンディング・ピーエルシー

第３回円債 2011/11/04 A+ －

東京地下鉄（株） 第３４０回ＳＢ 2010/12/02 AAA －
東京地下鉄（株） 第３４０回ＳＢ 2011/11/21 AAA －
東京地下鉄（株） 第３４１回ＳＢ 2010/12/02 AAA －
東京地下鉄（株） 第３４１回ＳＢ 2011/11/21 AAA －
東京地下鉄（株） 第３４２回ＳＢ 2010/12/02 AAA －
東京地下鉄（株） 第３４２回ＳＢ 2011/11/21 AAA －
東京地下鉄（株） 第３４３回ＳＢ 2010/12/02 AAA －
東京地下鉄（株） 第３４３回ＳＢ 2011/11/21 AAA －
東京地下鉄（株） 第３４４回ＳＢ 2010/12/02 AAA －
東京地下鉄（株） 第３４４回ＳＢ 2011/11/21 AAA －
東京地下鉄（株） 第３４５回ＳＢ 2010/12/02 AAA －
東京地下鉄（株） 第３４５回ＳＢ 2011/11/21 AAA －
東京地下鉄（株） 第３４６回ＳＢ 2010/12/02 AAA －
東京地下鉄（株） 第３４６回ＳＢ 2011/11/21 AAA －
東京地下鉄（株） 第３４７回ＳＢ 2010/12/02 AAA －
東京地下鉄（株） 第３４７回ＳＢ 2011/11/21 AAA －
東京地下鉄（株） 長期優先債務 2010/12/02 AAA 安定的
東京地下鉄（株） 長期優先債務 2011/11/21 AAA 安定的
東京地下鉄（株） 第１回ＳＢ 2010/12/02 AAA －
東京地下鉄（株） 第１回ＳＢ 2011/11/21 AAA －
東京地下鉄（株） 第２回ＳＢ 2010/12/02 AAA －
東京地下鉄（株） 第２回ＳＢ 2011/11/21 AAA －
東京地下鉄（株） 第３回ＳＢ 2010/12/02 AAA －
東京地下鉄（株） 第３回ＳＢ 2011/11/21 AAA －
東京地下鉄（株） 第４回ＳＢ 2010/12/02 AAA －
東京地下鉄（株） 第４回ＳＢ 2011/11/21 AAA －
東京地下鉄（株） 第５回ＳＢ 2010/12/02 AAA －
東京地下鉄（株） 第５回ＳＢ 2011/11/21 AAA －
東京地下鉄（株） 第６回ＳＢ 2010/12/02 AAA －
東京地下鉄（株） 第６回ＳＢ 2011/11/21 AAA －
東京地下鉄（株） 第７回ＳＢ 2010/12/02 AAA －
東京地下鉄（株） 第７回ＳＢ 2011/11/21 AAA －
東京地下鉄（株） 第８回ＳＢ 2010/12/02 AAA －
東京地下鉄（株） 第８回ＳＢ 2011/11/21 AAA －
東京地下鉄（株） 第９回ＳＢ 2010/12/02 AAA －
東京地下鉄（株） 第９回ＳＢ 2011/11/21 AAA －
東京地下鉄（株） 第１０回ＳＢ 2010/12/02 AAA －
東京地下鉄（株） 第１０回ＳＢ 2011/11/21 AAA －
東京地下鉄（株） 第１１回ＳＢ 2011/12/02 AAA －
東京地下鉄（株） 第１２回ＳＢ 2011/12/02 AAA －
（株）日本エスコン 長期優先債務 2009/06/22 C ネガティブ
（株）日本エスコン 長期優先債務 2011/06/30 撤回 －
ユーシーカード（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/11/19 J-1 －
ユーシーカード（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/12/21 J-1 －
都市再生機構 第４回ＳＢ 2011/02/16 AA －
都市再生機構 第４回ＳＢ 2012/02/10 AA －
都市再生機構 第６回ＳＢ 2011/02/16 AA －
都市再生機構 第６回ＳＢ 2012/02/10 AA －
都市再生機構 第７回ＳＢ 2011/02/16 AA －
都市再生機構 第７回ＳＢ 2012/02/10 AA －
都市再生機構 第１０回ＳＢ 2011/02/16 AA －
都市再生機構 第１０回ＳＢ 2012/02/10 AA －
都市再生機構 長期優先債務 2011/02/16 AA 安定的
都市再生機構 長期優先債務 2012/02/10 AA 安定的
都市再生機構 第２回ＳＢ 2011/02/16 AA －
都市再生機構 第２回ＳＢ 2012/02/10 AA －
都市再生機構 第３回ＳＢ 2011/02/16 AA －
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都市再生機構 第３回ＳＢ 2012/02/10 AA －
都市再生機構 第６回ＳＢ 2011/02/16 AA －
都市再生機構 第６回ＳＢ 2012/02/10 AA －
都市再生機構 第８回ＳＢ 2011/02/16 AA －
都市再生機構 第８回ＳＢ 2012/02/10 AA －
都市再生機構 第９回ＳＢ 2011/02/16 AA －
都市再生機構 第９回ＳＢ 2012/02/10 AA －
都市再生機構 第１１回ＳＢ 2011/02/16 AA －
都市再生機構 第１１回ＳＢ 2012/02/10 AA －
都市再生機構 第１２回ＳＢ 2011/02/16 消滅 －
都市再生機構 第１３回ＳＢ 2011/02/16 AA －
都市再生機構 第１３回ＳＢ 2012/02/10 AA －
都市再生機構 第１４回ＳＢ 2011/02/16 AA －
都市再生機構 第１４回ＳＢ 2012/02/10 AA －
都市再生機構 第１５回ＳＢ 2011/02/16 AA －
都市再生機構 第１５回ＳＢ 2012/02/10 AA －
都市再生機構 第１６回ＳＢ 2011/02/16 AA －
都市再生機構 第１６回ＳＢ 2012/02/10 AA －
都市再生機構 第１７回ＳＢ 2011/02/16 AA －
都市再生機構 第１７回ＳＢ 2012/02/10 AA －
都市再生機構 第１８回ＳＢ 2011/02/16 AA －
都市再生機構 第１８回ＳＢ 2012/02/10 AA －
都市再生機構 第１９回ＳＢ 2011/02/16 AA －
都市再生機構 第１９回ＳＢ 2012/02/10 AA －
都市再生機構 第２０回ＳＢ 2011/02/16 AA －
都市再生機構 第２０回ＳＢ 2012/02/10 AA －
都市再生機構 第２１回ＳＢ 2011/02/16 AA －
都市再生機構 第２１回ＳＢ 2012/02/10 AA －
都市再生機構 第２２回ＳＢ 2011/02/16 消滅 －
都市再生機構 第２３回ＳＢ 2011/02/16 AA －
都市再生機構 第２３回ＳＢ 2012/02/10 AA －
都市再生機構 第２４回ＳＢ 2011/02/16 AA －
都市再生機構 第２４回ＳＢ 2012/02/10 AA －
都市再生機構 第２５回ＳＢ 2011/02/16 消滅 －
都市再生機構 第２７回ＳＢ 2011/02/16 AA －
都市再生機構 第２７回ＳＢ 2012/02/10 AA －
都市再生機構 第２８回ＳＢ 2011/02/16 AA －
都市再生機構 第２８回ＳＢ 2012/02/10 AA －
都市再生機構 第２９回ＳＢ 2011/02/16 AA －
都市再生機構 第２９回ＳＢ 2012/02/10 AA －
都市再生機構 第３０回ＳＢ 2011/02/16 AA －
都市再生機構 第３０回ＳＢ 2012/02/10 AA －
都市再生機構 第３１回ＳＢ 2011/02/16 AA －
都市再生機構 第３１回ＳＢ 2012/02/10 AA －
都市再生機構 第３２回ＳＢ 2011/02/16 AA －
都市再生機構 第３２回ＳＢ 2012/02/10 AA －
都市再生機構 第３３回ＳＢ 2011/02/16 AA －
都市再生機構 第３３回ＳＢ 2012/02/10 AA －
都市再生機構 第３４回ＳＢ 2011/02/16 AA －
都市再生機構 第３４回ＳＢ 2012/02/10 AA －
都市再生機構 第３５回ＳＢ 2011/02/16 AA －
都市再生機構 第３５回ＳＢ 2012/02/10 AA －
都市再生機構 第３６回ＳＢ 2011/02/16 AA －
都市再生機構 第３６回ＳＢ 2012/02/10 AA －
都市再生機構 第３７回ＳＢ 2011/02/16 AA －
都市再生機構 第３７回ＳＢ 2012/02/10 AA －
都市再生機構 第３８回ＳＢ 2011/02/16 AA －
都市再生機構 第３８回ＳＢ 2012/02/10 AA －
都市再生機構 第３９回ＳＢ 2011/02/16 AA －
都市再生機構 第３９回ＳＢ 2012/02/10 AA －
都市再生機構 第４０回ＳＢ 2011/02/16 AA －
都市再生機構 第４０回ＳＢ 2012/02/10 AA －
都市再生機構 第４１回ＳＢ 2011/02/16 AA －
都市再生機構 第４１回ＳＢ 2012/02/10 AA －
都市再生機構 第４２回ＳＢ 2011/02/16 AA －
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都市再生機構 第４２回ＳＢ 2012/02/10 AA －
都市再生機構 第４３回ＳＢ 2011/02/16 AA －
都市再生機構 第４３回ＳＢ 2012/02/10 AA －
都市再生機構 第４４回ＳＢ 2011/02/16 AA －
都市再生機構 第４４回ＳＢ 2012/02/10 AA －
都市再生機構 第４５回ＳＢ 2011/02/16 AA －
都市再生機構 第４５回ＳＢ 2012/02/10 AA －
都市再生機構 第４６回ＳＢ 2011/02/16 AA －
都市再生機構 第４６回ＳＢ 2012/02/10 AA －
都市再生機構 第４７回ＳＢ 2011/02/17 AA －
都市再生機構 第４７回ＳＢ 2012/02/10 AA －
都市再生機構 第４８回ＳＢ 2011/02/17 AA －
都市再生機構 第４８回ＳＢ 2012/02/10 AA －
都市再生機構 第４９回ＳＢ 2011/02/17 AA －
都市再生機構 第４９回ＳＢ 2012/02/10 AA －
都市再生機構 第５０回ＳＢ 2011/06/21 AA －
都市再生機構 第５０回ＳＢ 2012/02/10 AA －
都市再生機構 第５１回ＳＢ 2011/06/21 AA －
都市再生機構 第５１回ＳＢ 2012/02/10 AA －
都市再生機構 第５２回ＳＢ 2011/06/21 AA －
都市再生機構 第５２回ＳＢ 2012/02/10 AA －
都市再生機構 第５３回ＳＢ 2011/09/09 AA －
都市再生機構 第５３回ＳＢ 2012/02/10 AA －
都市再生機構 第５４回ＳＢ 2011/09/09 AA －
都市再生機構 第５４回ＳＢ 2012/02/10 AA －
都市再生機構 第５５回ＳＢ 2011/09/09 AA －
都市再生機構 第５５回ＳＢ 2012/02/10 AA －
都市再生機構 第５６回ＳＢ 2011/11/11 AA －
都市再生機構 第５６回ＳＢ 2012/02/10 AA －
都市再生機構 第５７回ＳＢ 2011/11/11 AA －
都市再生機構 第５７回ＳＢ 2012/02/10 AA －
都市再生機構 第５８回ＳＢ 2011/11/11 AA －
都市再生機構 第５８回ＳＢ 2012/02/10 AA －
都市再生機構 第５９回ＳＢ 2012/02/10 AA －
都市再生機構 第６０回ＳＢ 2012/02/10 AA －
都市再生機構 第６１回ＳＢ 2012/02/10 AA －
摂津水都信用金庫 長期優先債務 2011/02/28 BBB+ 安定的
摂津水都信用金庫 長期優先債務 2012/03/13 BBB+ 安定的
埼玉縣信用金庫 長期優先債務 2010/06/04 A- 安定的
埼玉縣信用金庫 長期優先債務 2011/06/03 A- 安定的
（株）ゲオ 長期優先債務 2010/01/05 BBB 安定的
（株）ゲオホールディングス 長期優先債務 2012/03/28 BBB 安定的
（株）ジャパンネット銀行 長期優先債務 2011/02/18 A 安定的
（株）ジャパンネット銀行 長期優先債務 2011/12/22 A 安定的
（株）エディオン 長期優先債務 2011/07/13 A- 安定的
国際紙パルプ商事（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/10/27 J-2 －
国際紙パルプ商事（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/11/02 J-2 －
（株）Ｊ－オイルミルズ 長期優先債務 2011/01/26 A- 安定的
（株）Ｊ－オイルミルズ 長期優先債務 2011/12/26 A- 安定的
（株）山田債権回収管理総合事務所 長期優先債務 2010/06/18 BB+ 安定的
（株）山田債権回収管理総合事務所 長期優先債務 2011/07/14 BB+ 安定的
（株）山田債権回収管理総合事務所 スペシャルサービサー 2010/06/18 S3- －
（株）山田債権回収管理総合事務所 スペシャルサービサー 2011/07/14 S3- －
東京海上ホールディングス（株） 長期優先債務 2010/04/01 AAA 安定的
東京海上ホールディングス（株） 長期優先債務 2011/04/19 AAA ネガティブ
東京海上ホールディングス（株） 長期優先債務 2011/08/25 AAA 安定的
西武信用金庫 長期優先債務 2010/06/21 A- ポジティブ
西武信用金庫 長期優先債務 2011/06/20 A 安定的
トラスト・メゾン特定目的会社 クラスＡ２特定社債 2010/04/01 AAA －
トラスト・メゾン特定目的会社 クラスＡ２特定社債 2011/09/13 AAA －
トラスト・メゾン特定目的会社 クラスＡ２特定社債 2011/10/21 消滅 －
トラスト・メゾン特定目的会社 クラスＡ３特定社債 2010/04/01 AAA －
トラスト・メゾン特定目的会社 クラスＡ３特定社債 2011/09/13 AAA －
トラスト・メゾン特定目的会社 クラスＢ特定社債 2010/04/01 AA －
トラスト・メゾン特定目的会社 クラスＢ特定社債 2011/09/13 AA －
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トラスト・メゾン特定目的会社 クラスＣ特定社債 2010/04/01 A －
トラスト・メゾン特定目的会社 クラスＣ特定社債 2011/09/13 A －
トラスト・メゾン特定目的会社 クラスＤ特定社債 2010/09/14 A- －
トラスト・メゾン特定目的会社 クラスＤ特定社債 2011/09/13 A －
Voyager II Limited Series 013 2011/01/18 AA- －
Voyager II Limited Series 013 2011/09/13 AA- －
Voyager II Limited Series 014 2011/04/26 AA- －
Voyager II Limited Series 014 2011/09/13 AA- －
Voyager II Limited Series 015 2011/09/12 AA- －
Voyager II Limited series 016 2011/11/01 AA- －
セントラル短資（株） 長期優先債務 2010/05/13 A- 安定的
セントラル短資（株） 長期優先債務 2011/06/13 A- 安定的
セントラル短資（株） 短期優先債務 2010/05/13 J-1 －
セントラル短資（株） 短期優先債務 2011/06/13 J-1 －
岡崎信用金庫 長期優先債務 2010/11/02 A 安定的
岡崎信用金庫 長期優先債務 2011/11/01 A 安定的
みずほインターナショナル 共同ユーロＭＴＮ 2010/09/13 AA- －
みずほインターナショナル 共同ユーロＭＴＮ 2011/09/09 AA- －
みずほインターナショナル 共同ＭＴＮプログラム 2011/01/28 AA- －
みずほインターナショナル 共同ＭＴＮプログラム 2011/09/09 AA- －
碧海信用金庫 長期優先債務 2010/11/02 A+ 安定的
碧海信用金庫 長期優先債務 2011/11/01 A+ 安定的
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス 長期優先債務 2010/10/05 AA 安定的
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス 長期優先債務 2011/10/05 AA 安定的
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス 国内コマーシャルペーパー 2010/10/05 J-1+ －
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス 国内コマーシャルペーパー 2011/10/05 J-1+ －
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス 第７回無担保ＳＢ 2010/10/05 AA －
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス 第７回無担保ＳＢ 2011/10/05 消滅 －
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス 第８回無担保ＳＢ 2010/10/05 AA －
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス 第８回無担保ＳＢ 2011/10/05 AA －
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス 第９回無担保ＳＢ 2010/10/05 AA －
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス 第９回無担保ＳＢ 2011/10/05 AA －
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス 第１回取得条項付無担保ＣＢ(劣後) 2010/10/05 A+ －
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス 第１回取得条項付無担保ＣＢ(劣後) 2011/10/05 A+ －
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス 第１０回無担保ＳＢ 2010/10/05 消滅 －
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス 第１１回無担保ＳＢ 2010/10/05 AA －
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス 第１１回無担保ＳＢ 2011/10/05 AA －
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス 第１２回無担保ＳＢ 2010/10/05 AA －
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス 第１２回無担保ＳＢ 2011/10/05 AA －
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス 予備格付（発行登録債） 2010/10/05 消滅 －
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス 第１３回無担保ＳＢ 2010/10/05 AA －
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス 第１３回無担保ＳＢ 2011/10/05 AA －
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス 第１４回無担保ＳＢ 2010/10/05 AA －
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス 第１４回無担保ＳＢ 2011/10/05 AA －
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス 第１５回無担保ＳＢ 2010/10/05 AA －
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス 第１５回無担保ＳＢ 2011/10/05 AA －
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス 第１６回無担保ＳＢ 2010/10/05 AA －
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス 第１６回無担保ＳＢ 2011/10/05 AA －
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス 第１７回無担保ＳＢ 2011/06/02 AA －
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス 第１７回無担保ＳＢ 2011/10/05 AA －
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス 予備格付（発行登録債） 2011/07/07 AA －
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス 予備格付（発行登録債） 2011/10/05 AA －
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス 第１８回無担保ＳＢ 2011/08/30 AA －
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス 第１８回無担保ＳＢ 2011/10/05 AA －
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス 第１９回無担保ＳＢ 2011/08/30 AA －
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス 第１９回無担保ＳＢ 2011/10/05 AA －
ブルガリア共和国 長期優先債務 2010/10/22 BBB 安定的
ブルガリア共和国 長期優先債務 2011/07/01 撤回 －
ブルガリア共和国 自国通貨建長期優先債務 2010/10/22 BBB+ 安定的
ブルガリア共和国 自国通貨建長期優先債務 2011/07/01 撤回 －
トラスト・メゾン・ツー特定目的会社 クラスＡ１－１特定社債 2010/04/01 AAA －
トラスト・メゾン・ツー特定目的会社 クラスＡ１－１特定社債 2011/08/22 消滅 －
トラスト・メゾン・ツー特定目的会社 クラスＡ１－２特定社債 2010/04/01 AAA －
トラスト・メゾン・ツー特定目的会社 クラスＡ１－２特定社債 2011/08/22 消滅 －
トラスト・メゾン・ツー特定目的会社 クラスＡ２－１特定社債 2010/04/01 AAA －
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トラスト・メゾン・ツー特定目的会社 クラスＡ２－２特定社債 2010/04/01 AAA －
トラスト・メゾン・ツー特定目的会社 クラスＢ特定社債 2010/04/01 AA- －
トラスト・メゾン・ツー特定目的会社 クラスＣ特定社債 2010/04/01 A- －
トラスト・メゾン・ツー特定目的会社 クラスＤ特定社債 2010/09/14 A- －
（株）東京スター銀行 長期優先債務 2010/02/03 BBB+ 安定的
（株）東京スター銀行 長期優先債務 2011/05/31 BBB+ ネガティブ
（株）東京スター銀行 ユーロＭＴＮ（優先債） 2010/02/03 BBB+ －
（株）東京スター銀行 ユーロＭＴＮ（優先債） 2011/05/31 BBB+ －
（株）東京スター銀行 ユーロＭＴＮ（優先債） 2011/09/29 撤回 －
（株）東京スター銀行 ユーロＭＴＮ（期限付劣後債） 2010/02/03 BBB －
（株）東京スター銀行 ユーロＭＴＮ（期限付劣後債） 2011/05/31 BBB －
（株）東京スター銀行 ユーロＭＴＮ（期限付劣後債） 2011/09/29 撤回 －
（株）東京スター銀行 ユーロＭＴＮ（永久劣後債） 2010/02/03 BBB- －
（株）東京スター銀行 ユーロＭＴＮ（永久劣後債） 2011/05/31 BBB- －
（株）東京スター銀行 ユーロＭＴＮ（永久劣後債） 2011/09/29 撤回 －
（株）東京スター銀行 第１回無担保ＳＢ 2010/02/03 BBB+ －
（株）東京スター銀行 第１回無担保ＳＢ 2011/05/31 消滅 －
（株）東京スター銀行 第２回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/02/03 BBB －
（株）東京スター銀行 第２回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/05/31 BBB －
（株）東京スター銀行 第２回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2012/02/08 消滅 －
（株）東京スター銀行 第３回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/02/03 BBB －
（株）東京スター銀行 第３回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/05/31 BBB －
（株）東京スター銀行 第５回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/03/23 BBB －
（株）東京スター銀行 第５回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/05/31 BBB －
（株）東京スター銀行 第８回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/09/01 BBB －
（株）東京スター銀行 第８回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/05/31 BBB －
（株）東京スター銀行 予備格付（第９回コーラブル無担保ＳＢ

＜劣後＞）
2011/07/28 BBB －

（株）東京スター銀行 予備格付（第９回コーラブル無担保ＳＢ
＜劣後＞）

2011/09/21 撤回 －

（株）東京スター銀行 予備格付（第１０回コーラブル無担保Ｓ
Ｂ＜劣後＞）

2011/07/28 BBB －

（株）東京スター銀行 予備格付（第１０回コーラブル無担保Ｓ
Ｂ＜劣後＞）

2011/09/21 撤回 －

（株）東京スター銀行 第９回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/21 BBB －
（株）東京スター銀行 第１０回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/21 BBB －
しずおか信用金庫 長期優先債務 2010/11/04 A- 安定的
しずおか信用金庫 長期優先債務 2011/11/04 A- 安定的
広島信用金庫 長期優先債務 2010/06/04 A- 安定的
広島信用金庫 長期優先債務 2011/06/07 A- ポジティブ
（株）埼玉りそな銀行 長期優先債務 2010/09/13 A 安定的
（株）埼玉りそな銀行 長期優先債務 2011/09/09 A+ 安定的
（株）埼玉りそな銀行 短期優先債務 2010/09/13 J-1 －
（株）埼玉りそな銀行 短期優先債務 2011/09/09 J-1+ －
（株）三井住友銀行 第７回無担保ＳＢ 2010/09/13 AA- －
（株）三井住友銀行 第７回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA- －
（株）三井住友銀行 第４回無担保ＳＢ（劣後特約付） 2010/09/13 消滅 －
（株）三井住友銀行 第５回無担保社債（劣後特約付） 2010/09/13 A+ －
（株）三井住友銀行 第５回無担保社債（劣後特約付） 2011/09/09 A+ －
（株）三井住友銀行 長期優先債務 2010/09/13 AA- 安定的
（株）三井住友銀行 長期優先債務 2011/09/09 AA- ポジティブ
（株）三井住友銀行 短期優先債務 2010/09/13 J-1+ －
（株）三井住友銀行 短期優先債務 2011/09/09 J-1+ －
（株）三井住友銀行 国内コマーシャルペーパー 2010/09/13 J-1+ －
（株）三井住友銀行 国内コマーシャルペーパー 2011/09/09 J-1+ －
（株）三井住友銀行 第６回無担保ＳＢ（劣後特約付） 2010/09/13 A+ －
（株）三井住友銀行 第６回無担保ＳＢ（劣後特約付） 2011/09/09 A+ －
（株）三井住友銀行 共同ユーロＭＴＮ 2010/09/13 AA- －
（株）三井住友銀行 共同ユーロＭＴＮ 2011/09/09 AA- －
（株）三井住友銀行 共同ユーロＭＴＮ（期限付劣後債） 2010/09/13 A+ －
（株）三井住友銀行 共同ユーロＭＴＮ（期限付劣後債） 2011/09/09 A+ －
（株）三井住友銀行 共同ユーロＭＴＮ（永久劣後債） 2010/09/13 A －
（株）三井住友銀行 共同ユーロＭＴＮ（永久劣後債） 2011/09/09 A －
（株）三井住友銀行 共同ユーロＭＴＮ　(短期債） 2010/09/13 J-1+ －
（株）三井住友銀行 共同ユーロＭＴＮ　(短期債） 2011/09/09 J-1+ －
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（株）三井住友銀行 第７回無担保ＳＢ（劣後） 2010/09/13 A+ －
（株）三井住友銀行 第７回無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 A+ －
（株）三井住友銀行 第２２回無担保変動利付ＳＢ 2010/09/13 AA- －
（株）三井住友銀行 第２２回無担保変動利付ＳＢ 2011/09/09 AA- －
（株）三井住友銀行 第２３回無担保変動利付ＳＢ 2010/09/13 AA- －
（株）三井住友銀行 第２３回無担保変動利付ＳＢ 2011/09/09 AA- －
（株）三井住友銀行 第２４回無担保変動利付ＳＢ 2010/09/13 AA- －
（株）三井住友銀行 第２４回無担保変動利付ＳＢ 2011/09/09 AA- －
（株）三井住友銀行 第２５回無担保変動利付ＳＢ 2010/09/13 AA- －
（株）三井住友銀行 第２５回無担保変動利付ＳＢ 2011/09/09 AA- －
（株）三井住友銀行 第２６回期限前償還条項付無担保ＳＢ 2010/09/13 AA- －
（株）三井住友銀行 第２６回期限前償還条項付無担保ＳＢ 2011/09/09 AA- －
（株）三井住友銀行 第８回無担保ＳＢ（劣後） 2010/09/13 A+ －
（株）三井住友銀行 第８回無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 A+ －
（株）三井住友銀行 第３１回期限前償還条項付無担保変動

利付ＳＢ
2010/09/13 AA- －

（株）三井住友銀行 第３１回期限前償還条項付無担保変動
利付ＳＢ

2011/09/09 AA- －

（株）三井住友銀行 第９回無担保ＳＢ（劣後） 2010/09/13 A+ －
（株）三井住友銀行 第９回無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 A+ －
（株）三井住友銀行 第３３回期限前償還条項付無担保変動

利付ＳＢ
2010/09/13 AA- －

（株）三井住友銀行 第３３回期限前償還条項付無担保変動
利付ＳＢ

2011/09/09 AA- －

（株）三井住友銀行 第３５回無担保ＳＢ 2010/09/13 消滅 －
（株）三井住友銀行 第３６回無担保ＳＢ 2010/09/13 消滅 －
（株）三井住友銀行 第３７回無担保ＳＢ 2010/09/13 AA- －
（株）三井住友銀行 第３７回無担保ＳＢ 2011/09/09 消滅 －
（株）三井住友銀行 第３８回無担保ＳＢ 2010/09/13 AA- －
（株）三井住友銀行 第３８回無担保ＳＢ 2011/09/09 消滅 －
（株）三井住友銀行 第１０回無担保ＳＢ（劣後） 2010/09/13 A+ －
（株）三井住友銀行 第１０回無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 A+ －
（株）三井住友銀行 第３９回無担保ＳＢ 2010/09/13 AA- －
（株）三井住友銀行 第３９回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA- －
（株）三井住友銀行 第４０回無担保ＳＢ 2010/09/13 AA- －
（株）三井住友銀行 第４０回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA- －
（株）三井住友銀行 第４１回無担保ＳＢ 2010/09/13 AA- －
（株）三井住友銀行 第４１回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA- －
（株）三井住友銀行 第１１回無担保ＳＢ（劣後） 2010/09/13 A+ －
（株）三井住友銀行 第１１回無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 A+ －
（株）三井住友銀行 第４２回無担保ＳＢ 2010/09/13 AA- －
（株）三井住友銀行 第４２回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA- －
（株）三井住友銀行 第４３回無担保ＳＢ 2010/09/13 AA- －
（株）三井住友銀行 第４３回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA- －
（株）三井住友銀行 第４４回無担保ＳＢ 2010/09/13 AA- －
（株）三井住友銀行 第４４回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA- －
（株）三井住友銀行 第１２回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/09/13 A+ －
（株）三井住友銀行 第１２回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 A+ －
（株）三井住友銀行 第１３回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/09/13 A+ －
（株）三井住友銀行 第１３回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 A+ －
（株）三井住友銀行 第４５回無担保ＳＢ 2010/09/13 AA- －
（株）三井住友銀行 第４５回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA- －
（株）三井住友銀行 第１５回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/09/13 A+ －
（株）三井住友銀行 第１５回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 A+ －
（株）三井住友銀行 第１６回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/09/13 A+ －
（株）三井住友銀行 第１６回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 A+ －
（株）三井住友銀行 第１７回無担保ＳＢ（劣後） 2010/09/13 A+ －
（株）三井住友銀行 第１７回無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 A+ －
（株）三井住友銀行 第１４回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/09/13 A+ －
（株）三井住友銀行 第１４回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 A+ －
（株）三井住友銀行 第１４回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2012/03/09 消滅 －
（株）三井住友銀行 第４６回無担保ＳＢ 2010/09/13 AA- －
（株）三井住友銀行 第４６回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA- －
（株）三井住友銀行 第４７回無担保ＳＢ 2010/09/13 AA- －
（株）三井住友銀行 第４７回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA- －

103 / 161 



発行体等 格付対象
公表日

(年/月/日)
格付

格付の見通し
/見直し方向

（株）三井住友銀行 第１８回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/09/13 A+ －
（株）三井住友銀行 第１８回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 A+ －
（株）三井住友銀行 第１９回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/09/13 A+ －
（株）三井住友銀行 第１９回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 A+ －
（株）三井住友銀行 第２０回無担保ＳＢ（劣後） 2010/09/13 A+ －
（株）三井住友銀行 第２０回無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 A+ －
（株）三井住友銀行 第４８回無担保ＳＢ 2010/09/13 AA- －
（株）三井住友銀行 第４８回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA- －
（株）三井住友銀行 第２１回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/09/13 A+ －
（株）三井住友銀行 第２１回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 A+ －
（株）三井住友銀行 第４９回無担保ＳＢ 2010/09/13 AA- －
（株）三井住友銀行 第４９回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA- －
（株）三井住友銀行 予備格付（発行登録債） 2010/09/13 AA- －
（株）三井住友銀行 予備格付（発行登録債） 2011/09/09 AA- －
（株）三井住友銀行 予備格付（発行登録債）＜期限付劣後 2010/09/13 A+ －
（株）三井住友銀行 予備格付（発行登録債）＜期限付劣後 2011/09/09 A+ －
（株）三井住友銀行 予備格付（発行登録債）＜永久劣後債 2010/09/13 A －
（株）三井住友銀行 予備格付（発行登録債）＜永久劣後債 2011/09/09 A －
（株）三井住友銀行 第５０回無担保ＳＢ 2010/09/13 AA- －
（株）三井住友銀行 第５０回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA- －
（株）三井住友銀行 第２２回無担保ＳＢ（劣後） 2010/09/17 A+ －
（株）三井住友銀行 第２２回無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 A+ －
（株）三井住友銀行 第５１回無担保ＳＢ 2010/10/08 AA- －
（株）三井住友銀行 第５１回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA- －
（株）三井住友銀行 第２３回無担保ＳＢ（劣後） 2010/12/10 A+ －
（株）三井住友銀行 第２３回無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 A+ －
（株）三井住友銀行 第５２回無担保ＳＢ 2011/01/14 AA- －
（株）三井住友銀行 第５２回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA- －
（株）三井住友銀行 第５３回無担保ＳＢ 2011/04/15 AA- －
（株）三井住友銀行 第５３回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA- －
（株）三井住友銀行 第２４回無担保ＳＢ（劣後） 2011/05/25 A+ －
（株）三井住友銀行 第２４回無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 A+ －
（株）三井住友銀行 第２５回無担保ＳＢ（劣後） 2011/05/25 A+ －
（株）三井住友銀行 第２５回無担保ＳＢ（劣後） 2011/09/09 A+ －
（株）三井住友銀行 第５４回無担保ＳＢ 2011/07/13 AA- －
（株）三井住友銀行 第５４回無担保ＳＢ 2011/09/09 AA- －
（株）三井住友銀行 第５５回無担保ＳＢ 2011/10/14 AA- －
（株）三井住友銀行 第２６回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/10/14 A+ －
（株）三井住友銀行 第２７回無担保ＳＢ（劣後） 2011/10/14 A+ －
（株）三井住友銀行 第２８回無担保ＳＢ（劣後） 2011/12/13 A+ －
（株）三井住友銀行 第５６回無担保ＳＢ 2012/01/13 AA- －
（株）三井住友銀行 第２９回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2012/03/02 A+ －
双日（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/11/22 J-2 －
双日（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/10/27 J-2 －
双日（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/12/13 J-2 －
双日（株） 長期優先債務 2010/11/22 BBB 安定的
双日（株） 長期優先債務 2011/12/13 BBB 安定的
双日（株） 第１０回無担保ＳＢ 2010/11/22 消滅 －
双日（株） 第１１回無担保ＳＢ 2010/11/22 BBB －
双日（株） 第１１回無担保ＳＢ 2011/12/13 消滅 －
双日（株） 第１３回無担保ＳＢ 2010/11/22 BBB －
双日（株） 第１３回無担保ＳＢ 2011/12/13 BBB －
双日（株） 第１４回無担保ＳＢ 2010/11/22 BBB －
双日（株） 第１４回無担保ＳＢ 2011/12/13 BBB －
双日（株） 第１５回無担保ＳＢ 2010/11/22 BBB －
双日（株） 第１５回無担保ＳＢ 2011/12/13 BBB －
双日（株） 第１６回無担保ＳＢ 2010/11/22 消滅 －
双日（株） 第１７回無担保ＳＢ 2010/11/22 BBB －
双日（株） 第１７回無担保ＳＢ 2011/12/13 BBB －
双日（株） 第１８回無担保ＳＢ 2010/11/22 BBB －
双日（株） 第１８回無担保ＳＢ 2011/12/13 BBB －
双日（株） 第１９回無担保ＳＢ 2010/11/22 BBB －
双日（株） 第１９回無担保ＳＢ 2011/12/13 BBB －
双日（株） 第２０回無担保ＳＢ 2010/11/22 BBB －
双日（株） 第２０回無担保ＳＢ 2011/12/13 BBB －
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双日（株） 予備格付（発行登録債） 2010/11/29 BBB －
双日（株） 予備格付（発行登録債） 2011/12/13 BBB －
双日（株） 第２１回無担保ＳＢ 2011/06/15 BBB －
双日（株） 第２１回無担保ＳＢ 2011/12/13 BBB －
双日（株） 第２２回無担保ＳＢ 2011/08/30 BBB －
双日（株） 第２２回無担保ＳＢ 2011/12/13 BBB －
双日（株） 第２３回無担保ＳＢ 2011/08/30 BBB －
双日（株） 第２３回無担保ＳＢ 2011/12/13 BBB －
双日（株） 第２４回無担保ＳＢ 2012/02/24 BBB －
セゾン自動車火災保険（株） 保険金支払能力 2010/04/01 A+ 安定的
セゾン自動車火災保険（株） 保険金支払能力 2011/04/19 A+ ネガティブ
セゾン自動車火災保険（株） 保険金支払能力 2011/08/25 A+ ネガティブ
セゾン自動車火災保険（株） 長期優先債務 2010/04/01 A+ 安定的
セゾン自動車火災保険（株） 長期優先債務 2011/04/19 A+ ネガティブ
セゾン自動車火災保険（株） 長期優先債務 2011/08/25 A+ ネガティブ
ＳＭＢＣインターナショナル・ファイナ
ンス・エヌ・ブイ

共同ユーロＭＴＮ（期限付劣後債） 2010/09/13 A+ －

ＳＭＢＣインターナショナル・ファイナ
ンス・エヌ・ブイ

共同ユーロＭＴＮ（期限付劣後債） 2011/09/09 A+ －

ＳＭＢＣインターナショナル・ファイナ
ンス・エヌ・ブイ

共同ユーロＭＴＮ（永久劣後債） 2010/09/13 A －

ＳＭＢＣインターナショナル・ファイナ
ンス・エヌ・ブイ

共同ユーロＭＴＮ（永久劣後債） 2011/09/09 A －

岡三証券（株） 長期優先債務 2011/01/24 BBB 安定的
岡三証券（株） 長期優先債務 2012/03/23 BBB 安定的
ナブテスコ（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/09/06 J-1 －
ナブテスコ（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/09/27 J-1 －
ナブテスコ（株） 長期優先債務 2010/09/06 A 安定的
ナブテスコ（株） 長期優先債務 2011/09/27 A 安定的
ナブテスコ（株） 予備格付（発行登録債） 2011/11/28 A －
ナブテスコ（株） 第１回無担保ＳＢ 2011/12/09 A －
コベルコ建機（株） 長期優先債務 2010/10/05 A- 安定的
コベルコ建機（株） 長期優先債務 2011/10/28 A- 安定的
コベルコ建機（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/10/05 J-1 －
コベルコ建機（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/10/28 J-1 －
（株）ＵＣＳ 長期優先債務 2010/03/29 BBB 安定的
（株）ＵＣＳ 長期優先債務 2011/04/20 BBB 安定的
（株）ＵＣＳ 長期優先債務 2012/04/03 BBB 安定的
（株）ＵＣＳ 国内コマーシャルペーパー 2010/03/29 J-2 －
（株）ＵＣＳ 国内コマーシャルペーパー 2011/04/20 J-2 －
（株）ＵＣＳ 国内コマーシャルペーパー 2012/04/03 J-2 －
社会医療法人ジャパンメディカルアラ
イアンス

長期優先債務 2011/03/28 BBB+ 安定的

（株）ほくほくフィナンシャルグループ 長期優先債務 2010/03/09 A 安定的
（株）ほくほくフィナンシャルグループ 長期優先債務 2011/04/05 A 安定的
（株）ほくほくフィナンシャルグループ 長期優先債務 2012/03/14 A 安定的
関西国際空港（株） 長期優先債務 2009/09/03 AA 安定的
関西国際空港（株） 長期優先債務 2011/05/23 AA 安定的
関西国際空港（株） 第３回ＳＢ 2009/09/03 AA －
関西国際空港（株） 第３回ＳＢ 2011/05/23 AA －
関西国際空港（株） 第４回ＳＢ 2009/09/03 AA －
関西国際空港（株） 第４回ＳＢ 2011/05/23 AA －
関西国際空港（株） 第５回ＳＢ 2009/09/03 AA －
関西国際空港（株） 第５回ＳＢ 2011/05/23 AA －
関西国際空港（株） 第６回ＳＢ 2009/09/03 AA －
関西国際空港（株） 第６回ＳＢ 2011/05/23 AA －
関西国際空港（株） 第７回ＳＢ 2009/09/03 AA －
関西国際空港（株） 第７回ＳＢ 2011/05/23 AA －
関西国際空港（株） 第８回ＳＢ 2009/09/03 AA －
関西国際空港（株） 第８回ＳＢ 2011/05/23 AA －
関西国際空港（株） 第９回ＳＢ 2009/09/03 AA －
関西国際空港（株） 第９回ＳＢ 2011/05/23 AA －
関西国際空港（株） 第１０回ＳＢ 2009/09/03 AA －
関西国際空港（株） 第１０回ＳＢ 2011/05/23 AA －
関西国際空港（株） 第１１回ＳＢ 2009/09/03 AA －
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関西国際空港（株） 第１１回ＳＢ 2011/05/23 AA －
関西国際空港（株） 第１２回ＳＢ 2009/09/03 AA －
関西国際空港（株） 第１２回ＳＢ 2011/05/23 AA －
関西国際空港（株） 第１３回ＳＢ 2009/09/03 AA －
関西国際空港（株） 第１３回ＳＢ 2011/05/23 AA －
関西国際空港（株） 第１４回ＳＢ 2009/09/03 AA －
関西国際空港（株） 第１４回ＳＢ 2011/05/23 消滅 －
関西国際空港（株） 第１５回ＳＢ 2009/09/03 AA －
関西国際空港（株） 第１５回ＳＢ 2011/05/23 AA －
関西国際空港（株） 第１６回ＳＢ 2009/09/03 AA －
関西国際空港（株） 第１６回ＳＢ 2011/05/23 AA －
関西国際空港（株） 第１７回ＳＢ 2009/09/03 AA －
関西国際空港（株） 第１７回ＳＢ 2011/05/23 AA －
関西国際空港（株） 第１８回ＳＢ 2009/09/04 AA －
関西国際空港（株） 第１８回ＳＢ 2011/05/23 AA －
関西国際空港（株） 第１９回ＳＢ 2009/09/04 AA －
関西国際空港（株） 第１９回ＳＢ 2011/05/23 AA －
関西国際空港（株） 第２０回ＳＢ 2009/09/04 AA －
関西国際空港（株） 第２０回ＳＢ 2011/05/23 AA －
関西国際空港（株） 第２１回ＳＢ 2010/01/28 AA －
関西国際空港（株） 第２１回ＳＢ 2011/05/23 AA －
関西国際空港（株） 第２２回ＳＢ 2010/01/28 AA －
関西国際空港（株） 第２２回ＳＢ 2011/05/23 AA －
関西国際空港（株） 予備格付（発行登録債） 2010/07/20 AA －
関西国際空港（株） 予備格付（発行登録債） 2011/05/23 AA －
関西国際空港（株） 第２３回ＳＢ 2010/07/22 AA －
関西国際空港（株） 第２３回ＳＢ 2011/05/23 AA －
関西国際空港（株） 第２４回ＳＢ 2010/07/22 AA －
関西国際空港（株） 第２４回ＳＢ 2011/05/23 AA －
関西国際空港（株） 第２５回ＳＢ 2010/07/22 AA －
関西国際空港（株） 第２５回ＳＢ 2011/05/23 AA －
関西国際空港（株） 第２６回ＳＢ 2010/10/14 AA －
関西国際空港（株） 第２６回ＳＢ 2011/05/23 AA －
関西国際空港（株） 第２７回ＳＢ 2011/02/16 AA －
関西国際空港（株） 第２７回ＳＢ 2011/05/23 AA －
関西国際空港（株） 第２８回ＳＢ 2011/02/16 AA －
関西国際空港（株） 第２８回ＳＢ 2011/05/23 AA －
関西国際空港（株） 第２９回ＳＢ 2011/02/16 AA －
関西国際空港（株） 第２９回ＳＢ 2011/05/23 AA －
関西国際空港（株） 第３０回ＳＢ 2011/09/09 AA －
関西国際空港（株） 第３１回ＳＢ 2011/09/09 AA －
関西国際空港（株） 第３２回ＳＢ 2011/09/09 AA －
関西国際空港（株） 第３３回ＳＢ 2011/12/08 AA －
関西国際空港（株） 第３４回ＳＢ 2011/12/08 AA －
関西国際空港（株） 第３５回ＳＢ 2011/12/08 AA －
関西国際空港（株） 第３６回ＳＢ 2012/02/16 AA －
関西国際空港（株） 第３７回ＳＢ 2012/02/16 AA －
関西国際空港（株） 第３８回ＳＢ 2012/02/16 AA －
苫小牧信用金庫 長期優先債務 2011/02/02 A 安定的
苫小牧信用金庫 長期優先債務 2012/03/27 A 安定的
学校法人共立女子学園 長期優先債務 2011/01/26 A+ 安定的
学校法人共立女子学園 長期優先債務 2012/01/26 A+ 安定的
三協・立山ホールディングス（株） 長期優先債務 2010/11/09 BBB- 安定的
三協・立山ホールディングス（株） 長期優先債務 2011/11/07 BBB- 安定的
（株）ジーエス・ユアサ　コーポレー 長期優先債務 2011/01/28 BBB+ 安定的
（株）ジーエス・ユアサ　コーポレー 長期優先債務 2012/03/16 BBB+ 安定的
（株）ジーエス・ユアサ　コーポレー 国内コマーシャルペーパー 2011/01/28 J-2 －
（株）ジーエス・ユアサ　コーポレー 国内コマーシャルペーパー 2012/03/16 J-2 －
静清信用金庫 長期優先債務 2010/06/21 A- 安定的
静清信用金庫 長期優先債務 2011/06/14 A- 安定的
ソニー銀行（株） 長期優先債務 2010/11/18 AA- 安定的
ソニー銀行（株） 長期優先債務 2012/01/31 AA- 安定的
札幌信用金庫 長期優先債務 2010/06/21 A- ポジティブ
札幌信用金庫 長期優先債務 2011/06/17 A 安定的
（株）高知銀行 長期優先債務 2010/10/25 BBB 安定的
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（株）高知銀行 長期優先債務 2011/10/06 BBB 安定的
（株）高知銀行 第１回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2010/10/25 BBB- －
（株）高知銀行 第１回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/10/06 BBB- －
岐阜信用金庫 長期優先債務 2010/07/16 BBB+ 安定的
岐阜信用金庫 長期優先債務 2011/08/26 BBB+ 安定的
ソフトバンクテレコム（株） 長期優先債務 2011/02/17 A- 安定的
ソフトバンクテレコム（株） 長期優先債務 2011/12/07 撤回 安定的
伊藤忠丸紅鉄鋼（株） 長期優先債務 2010/09/03 A 安定的
伊藤忠丸紅鉄鋼（株） 長期優先債務 2011/11/10 A 安定的
東濃信用金庫 長期優先債務 2010/06/21 A- 安定的
東濃信用金庫 長期優先債務 2011/06/13 A- 安定的
横浜信用金庫 長期優先債務 2010/06/18 A- 安定的
横浜信用金庫 長期優先債務 2011/06/22 A- 安定的
三菱電機クレジット（株） 長期優先債務 2010/12/28 BBB+ 安定的
三菱電機クレジット（株） 長期優先債務 2012/02/03 BBB+ 安定的
三菱電機クレジット（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/03/03 J-2 －
三菱電機クレジット（株） 国内コマーシャルペーパー 2012/02/03 J-2 －
医療法人社団　慶友会 長期優先債務 2009/12/03 BB+ ポジティブ
医療法人社団　慶友会 長期優先債務 2011/12/19 BBB- 安定的
西京信用金庫 長期優先債務 2011/06/24 A- 安定的
マネックスグループ（株） 長期優先債務 2010/12/09 BBB 安定的
マネックスグループ（株） 長期優先債務 2011/04/21 #BBB ネガティブ
マネックスグループ（株） 長期優先債務 2011/11/25 BBB 安定的
マネックスグループ（株） ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログ 2010/12/09 BBB －
マネックスグループ（株） ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログ 2011/04/21 #BBB ネガティブ
マネックスグループ（株） ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログ 2011/11/25 BBB －
日本調剤（株） 長期優先債務 2011/01/19 BBB 安定的
日本調剤（株） 長期優先債務 2012/03/27 BBB- 安定的
日本調剤（株） 予備格付（発行登録債） 2011/03/24 BBB －
日本調剤（株） 予備格付（発行登録債） 2012/03/27 BBB- －
日本調剤（株） 第３回無担保ＳＢ 2011/07/15 BBB －
日本調剤（株） 第３回無担保ＳＢ 2012/03/27 BBB- －
日本調剤（株） 第４回無担保ＳＢ 2011/07/15 BBB －
日本調剤（株） 第４回無担保ＳＢ 2012/03/27 BBB- －
尼崎信用金庫 長期優先債務 2010/11/02 A 安定的
尼崎信用金庫 長期優先債務 2011/11/04 A 安定的
（株）新銀行東京 長期優先債務 2010/07/07 BBB- 安定的
（株）新銀行東京 長期優先債務 2011/07/13 BBB- 安定的
（株）新銀行東京 ユーロＭＴＮプログラム 2010/07/07 BBB- －
（株）新銀行東京 ユーロＭＴＮプログラム 2011/07/13 BBB- －
（株）新銀行東京 ユーロＭＴＮプログラム 2011/11/28 撤回 －
（株）新銀行東京 ユーロＭＴＮプログラム（劣後） 2010/07/07 BB+ －
（株）新銀行東京 ユーロＭＴＮプログラム（劣後） 2011/07/13 BB+ －
（株）新銀行東京 ユーロＭＴＮプログラム（劣後） 2011/11/28 撤回 －
学校法人青山学院 長期優先債務 2010/02/15 AA+ 安定的
学校法人青山学院 長期優先債務 2012/03/30 AA+ 安定的
Phoenix JT Limited 劣後債（ソフトバンク保証） 2011/02/17 A- －
Phoenix JT Limited 劣後債（ソフトバンク保証） 2011/12/15 消滅 －
瀬戸信用金庫 長期優先債務 2011/04/04 A- 安定的
稚内信用金庫 長期優先債務 2011/02/02 A 安定的
稚内信用金庫 長期優先債務 2012/03/27 A 安定的
オリックス不動産投資法人 長期優先債務 2011/01/12 AA- 安定的
オリックス不動産投資法人 長期優先債務 2012/03/08 AA- 安定的
オリックス不動産投資法人 第４回無担保ＳＢ 2011/01/21 AA- －
オリックス不動産投資法人 第４回無担保ＳＢ 2012/03/08 AA- －
グローバル・ワン不動産投資法人 長期優先債務 2010/07/02 AA- 安定的
グローバル・ワン不動産投資法人 長期優先債務 2011/07/21 AA- 安定的
グローバル・ワン不動産投資法人 第２回無担保ＳＢ 2010/07/02 AA- －
グローバル・ワン不動産投資法人 第２回無担保ＳＢ 2011/07/21 AA- －
グローバル・ワン不動産投資法人 予備格付（発行登録債） 2010/07/02 AA- －
グローバル・ワン不動産投資法人 予備格付（発行登録債） 2011/07/21 消滅 －
グローバル・ワン不動産投資法人 第３回無担保ＳＢ 2010/09/17 AA- －
グローバル・ワン不動産投資法人 第３回無担保ＳＢ 2011/07/21 AA- －
グローバル・ワン不動産投資法人 第４回無担保ＳＢ 2010/09/17 AA- －
グローバル・ワン不動産投資法人 第４回無担保ＳＢ 2011/07/21 AA- －
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グローバル・ワン不動産投資法人 予備格付（発行登録債） 2011/09/28 AA- －
ユナイテッド・アーバン投資法人 長期優先債務 2011/07/19 AA- 安定的
ユナイテッド・アーバン投資法人 第５回無担保ＳＢ 2011/12/02 AA- －
ユナイテッド・アーバン投資法人 第６回無担保ＳＢ 2011/12/02 AA- －
エルピーダメモリ（株） 長期優先債務 2010/06/22 BBB 安定的
エルピーダメモリ（株） 長期優先債務 2012/02/02 #BBB ネガティブ
エルピーダメモリ（株） 長期優先債務 2012/02/14 #BBB- －
エルピーダメモリ（株） 長期優先債務 2012/02/14 #BBB- ネガティブ
エルピーダメモリ（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/06/22 J-2 －
エルピーダメモリ（株） 国内コマーシャルペーパー 2012/02/02 #J-2 ネガティブ
エルピーダメモリ（株） 国内コマーシャルペーパー 2012/02/14 #J-2 －
エルピーダメモリ（株） 国内コマーシャルペーパー 2012/02/14 #J-2 ネガティブ
エルピーダメモリ（株） 第２回無担保ＳＢ 2010/06/22 BBB －
エルピーダメモリ（株） 第２回無担保ＳＢ 2012/02/02 #BBB ネガティブ
エルピーダメモリ（株） 第２回無担保ＳＢ 2012/02/14 消滅 －
エルピーダメモリ（株） 第２回無担保ＳＢ 2012/02/14 消滅 ネガティブ
エルピーダメモリ（株） 第４回無担保ＳＢ 2010/06/22 BBB －
エルピーダメモリ（株） 第４回無担保ＳＢ 2012/02/02 #BBB ネガティブ
エルピーダメモリ（株） 第４回無担保ＳＢ 2012/02/14 #BBB- －
エルピーダメモリ（株） 第４回無担保ＳＢ 2012/02/14 #BBB- ネガティブ
エルピーダメモリ（株） 第５回無担保ＳＢ 2010/06/22 消滅 －
エルピーダメモリ（株） 第６回無担保ＳＢ 2010/06/22 BBB －
エルピーダメモリ（株） 第６回無担保ＳＢ 2012/02/02 #BBB ネガティブ
エルピーダメモリ（株） 第６回無担保ＳＢ 2012/02/14 #BBB- －
エルピーダメモリ（株） 第６回無担保ＳＢ 2012/02/14 #BBB- ネガティブ
エルピーダメモリ（株） 予備格付（発行登録債） 2010/06/22 消滅 －
エルピーダメモリ（株） 第２回コーラブル無担保ＣＢ 2010/10/08 BBB －
エルピーダメモリ（株） 第２回コーラブル無担保ＣＢ 2012/02/02 #BBB ネガティブ
エルピーダメモリ（株） 第２回コーラブル無担保ＣＢ 2012/02/14 #BBB- －
エルピーダメモリ（株） 第２回コーラブル無担保ＣＢ 2012/02/14 #BBB- ネガティブ
エルピーダメモリ（株） 第３回コーラブル無担保ＣＢ 2011/07/11 BBB －
エルピーダメモリ（株） 第３回コーラブル無担保ＣＢ 2012/02/02 #BBB ネガティブ
エルピーダメモリ（株） 第３回コーラブル無担保ＣＢ 2012/02/14 #BBB- －
エルピーダメモリ（株） 第３回コーラブル無担保ＣＢ 2012/02/14 #BBB- ネガティブ
あおぞら信託銀行（受託者）・竹田綜
合病院（譲渡者）

竹田綜合病院・保険診療報酬債権信
託優先受益権(11-02)

2011/02/16 消滅 －

あおぞら信託銀行（受託者）・竹田綜
合病院（譲渡者）

竹田綜合病院・診療報酬債権信託優
先受益権(11-03)

2011/03/15 消滅 －

あおぞら信託銀行（受託者）・竹田綜
合病院（譲渡者）

竹田綜合病院・診療報酬債権信託優
先受益権(11-04)

2011/04/14 消滅 －

あおぞら信託銀行（受託者）・竹田綜
合病院（譲渡者）

竹田綜合病院・診療報酬債権信託優
先受益権(11-05)

2011/05/13 消滅 －

あおぞら信託銀行（受託者）・竹田綜
合病院（譲渡者）

竹田綜合病院・診療報酬債権信託優
先受益権(11-06)

2011/06/15 消滅 －

あおぞら信託銀行（受託者）・竹田綜
合病院（譲渡者）

竹田綜合病院・診療報酬債権信託優
先受益権(11-07)

2011/07/14 消滅 －

あおぞら信託銀行（受託者）・竹田綜
合病院（譲渡者）

竹田綜合病院・診療報酬債権信託優
先受益権(11-08)

2011/08/15 消滅 －

あおぞら信託銀行（受託者）・竹田綜
合病院（譲渡者）

竹田綜合病院・診療報酬債権信託優
先受益権(11-09)

2011/09/15 消滅 －

あおぞら信託銀行（受託者）・竹田綜
合病院（譲渡者）

竹田綜合病院・診療報酬債権信託優
先受益権(11-10)

2011/10/14 消滅 －

あおぞら信託銀行（受託者）・竹田綜
合病院（譲渡者）

竹田綜合病院・診療報酬債権信託優
先受益権(11-11)

2011/11/15 消滅 －

あおぞら信託銀行（受託者）・竹田綜
合病院（譲渡者）

竹田綜合病院・診療報酬債権信託優
先受益権(11-12)

2011/12/15 消滅 －

あおぞら信託銀行（受託者）・竹田綜
合病院（譲渡者）

竹田綜合病院・診療報酬債権信託優
先受益権(12-01)

2012/01/13 消滅 －

あおぞら信託銀行（受託者）・竹田綜
合病院（譲渡者）

竹田綜合病院・診療報酬債権信託優
先受益権(12-02)

2012/02/15 J-1+ －

あおぞら信託銀行（受託者）・竹田綜
合病院（譲渡者）

予備格付（竹田綜合病院診療報酬債
権信託優先受益権プログラム)

2012/02/17 J-1+ －

あおぞら信託銀行（受託者）・竹田綜
合病院（譲渡者）

予備格付（竹田綜合病院診療報酬債
権信託優先受益権プログラム)

2012/03/15 撤回 －
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あおぞら信託銀行（受託者）・竹田綜
合病院（譲渡者）

竹田綜合病院診療報酬債権信託優先
受益権プログラム

2012/03/15 J-1+ －

京都信用金庫 長期優先債務 2010/04/19 A- 安定的
京都信用金庫 長期優先債務 2011/05/12 A- 安定的
京都信用金庫 短期優先債務 2010/04/19 J-1 －
京都信用金庫 短期優先債務 2011/05/12 J-1 －
高山信用金庫 長期優先債務 2010/06/04 BBB+ ネガティブ
高山信用金庫 長期優先債務 2011/06/21 BBB 安定的
青梅信用金庫 長期優先債務 2011/01/31 BBB+ 安定的
青梅信用金庫 長期優先債務 2012/02/21 BBB+ 安定的
（株）ジュピターテレコム 長期優先債務 2010/06/07 A 安定的
（株）ジュピターテレコム 長期優先債務 2011/11/29 A 安定的
（株）ジュピターテレコム 第１回無担保ＳＢ 2010/06/07 A －
（株）ジュピターテレコム 第１回無担保ＳＢ 2011/11/29 A －
（株）ジュピターテレコム 予備格付（発行登録債） 2010/06/07 A －
（株）ジュピターテレコム 予備格付（発行登録債） 2011/11/29 A －
現代キャピタル・サービシズ・インク 長期優先債務 2010/07/21 A 安定的
現代キャピタル・サービシズ・インク 長期優先債務 2011/09/01 A 安定的
現代キャピタル・サービシズ・インク 第６回円債 2010/11/12 A －
現代キャピタル・サービシズ・インク 第６回円債 2011/09/01 A －
現代キャピタル・サービシズ・インク 第７回円債 2010/11/12 A －
現代キャピタル・サービシズ・インク 第７回円債 2011/09/01 A －
スロベニア共和国 長期優先債務 2011/02/03 AA 安定的
スロベニア共和国 自国通貨建長期優先債務 2011/02/03 AA 安定的
NOMURA BANK INTERNATIONAL
PLC

ユーロ・ノート・プログラム 2011/02/04 AA- －

NOMURA BANK INTERNATIONAL
PLC

ユーロ・ノート・プログラム 2011/05/25 AA- －

NOMURA BANK INTERNATIONAL
PLC

ユーロ・ノート・プログラム 2011/07/29 AA- －

NOMURA BANK INTERNATIONAL
PLC

ユーロ・ノート・プログラム 2011/08/05 AA- －

NOMURA BANK INTERNATIONAL
PLC

ユーロ・ノート・プログラム 2011/02/04 AA- －

NOMURA BANK INTERNATIONAL
PLC

ユーロ・ノート・プログラム 2011/05/25 AA- －

NOMURA BANK INTERNATIONAL
PLC

ユーロ・ノート・プログラム 2011/07/29 AA- －

NOMURA BANK INTERNATIONAL
PLC

ユーロ・ノート・プログラム 2011/08/05 AA- －

NOMURA BANK INTERNATIONAL
PLC

長期優先債務 2009/12/28 AA- 安定的

NOMURA BANK INTERNATIONAL
PLC

長期優先債務 2011/05/25 AA- 安定的

（株）クレハ 長期優先債務 2010/05/11 A 安定的
（株）クレハ 長期優先債務 2011/06/02 A 安定的
（株）クレハ 第１回無担保ＳＢ 2010/05/11 A －
（株）クレハ 第１回無担保ＳＢ 2011/06/02 A －
（株）クレハ 第２回無担保ＳＢ 2010/05/11 A －
（株）クレハ 第２回無担保ＳＢ 2011/06/02 A －
（株）クレハ 予備格付（発行登録債） 2010/05/11 A －
（株）クレハ 予備格付（発行登録債） 2011/06/02 A －
（株）クレハ 第３回無担保ＳＢ 2010/09/09 A －
（株）クレハ 第３回無担保ＳＢ 2011/06/02 A －
（株）クレハ 国内コマーシャルペーパー 2010/11/22 J-1 －
（株）クレハ 国内コマーシャルペーパー 2011/06/02 J-1 －
（株）クレハ 第４回無担保ＳＢ 2011/10/13 A －
東和産業（株） 長期優先債務 2010/05/10 BBB 安定的
東和産業（株） 長期優先債務 2011/10/14 撤回 －
財団法人脳神経疾患研究所 長期優先債務 2010/09/30 BBB+ 安定的
財団法人脳神経疾患研究所 長期優先債務 2011/11/07 BBB+ 安定的
医療法人　徳真会グループ 長期優先債務 2009/04/06 BB ポジティブ
上田八木短資（株） 長期優先債務 2010/05/13 A- 安定的
上田八木短資（株） 長期優先債務 2011/06/13 A- 安定的
上田八木短資（株） 短期優先債務 2010/05/13 J-1 －
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上田八木短資（株） 短期優先債務 2011/06/13 J-1 －
太平洋セメント（株） 長期優先債務 2011/02/03 BBBp 安定的
プライムクエスト・スリー（株） 第１回Ａ－１号無担保ＳＢ 2005/06/30 AAA －
プライムクエスト・スリー（株） 第１回Ａ－２号無担保ＳＢ 2005/06/30 AAA －
プライムクエスト・スリー（株） 第１回Ｂ－１号無担保ＳＢ 2005/06/30 AA －
プライムクエスト・スリー（株） 第１回Ｂ－２号無担保ＳＢ 2005/06/30 AA －
プライムクエスト・スリー（株） 第１回Ｃ－１号無担保ＳＢ 2005/06/30 A －
プライムクエスト・スリー（株） 第１回Ｃ－２号無担保ＳＢ 2005/06/30 A －
プライムクエスト・フォー（株） 第１回Ａ－１号無担保ＳＢ 2005/06/30 AAA －
プライムクエスト・フォー（株） 第１回Ａ－２号無担保ＳＢ 2005/06/30 AAA －
プライムクエスト・フォー（株） 第１回Ｂ号無担保ＳＢ 2005/06/30 AA －
プライムクエスト・フォー（株） 第１回Ｃ号無担保ＳＢ 2005/06/30 A －
ヤンマー（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/05/21 J-2 －
ヤンマー（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/06/27 J-2 －
（株）アコーディア・ゴルフ 長期優先債務 2010/06/28 BBB+ ポジティブ
（株）アコーディア・ゴルフ 長期優先債務 2011/07/11 BBB+ ポジティブ
（株）アコーディア・ゴルフ 第１回無担保ＳＢ 2010/06/28 BBB+ －
（株）アコーディア・ゴルフ 第１回無担保ＳＢ 2011/07/11 消滅 －
（株）アコーディア・ゴルフ 予備格付（発行登録債） 2010/07/05 BBB+ －
（株）アコーディア・ゴルフ 予備格付（発行登録債） 2011/07/11 BBB+ －
（株）アコーディア・ゴルフ 国内コマーシャルペーパー 2010/07/05 J-2 －
（株）アコーディア・ゴルフ 国内コマーシャルペーパー 2011/07/11 J-2 －
（株）アコーディア・ゴルフ 第２回無担保ＳＢ 2010/08/26 BBB+ －
（株）アコーディア・ゴルフ 第２回無担保ＳＢ 2011/07/11 BBB+ －
（株）アコーディア・ゴルフ 第３回無担保ＳＢ 2011/12/13 BBB+ －
オクターブリミテッド シリーズ４債券 2011/01/13 AA- －
オクターブリミテッド シリーズ４債券 2011/06/30 AA- －
住友生命基金流動化特定目的会社 第１回特定社債 2010/10/07 消滅 －
興和不動産（株） 貸付A 2011/02/21 消滅 －
興和不動産（株） 貸付B 2011/02/21 消滅 －
興和不動産（株） 長期優先債務 2011/02/21 BBB+ 安定的
興和不動産（株） 長期優先債務 2012/01/31 BBB+ 安定的
興和不動産（株） 長期優先債務 2012/03/26 #BBB+ ポジティブ
興和不動産（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/05/16 J-2 －
興和不動産（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/11/28 J-2 －
興和不動産（株） 国内コマーシャルペーパー 2012/01/31 J-2 －
興和不動産（株） 国内コマーシャルペーパー 2012/03/26 #J-2 ポジティブ
インド輸出入銀行 長期優先債務 2010/11/11 BBB+ 安定的
インド輸出入銀行 長期優先債務 2011/12/12 BBB+ 安定的
インド輸出入銀行 自国通貨建長期優先債務 2010/11/11 BBB+ 安定的
インド輸出入銀行 自国通貨建長期優先債務 2011/12/12 BBB+ 安定的
インド輸出入銀行 第２回円債 2010/11/11 消滅 －
インド輸出入銀行 予備格付（ユーロ円債） 2012/03/27 BBB+ －
インド輸出入銀行 予備格付（ユーロ豪ドル債） 2012/03/27 BBB+ －
インド輸出入銀行 予備格付（ユーロ南アフリカランド債） 2012/03/27 BBB+ －
みずほ信託銀行（受託者）・共友リー
ス（委託者）

第８回共友リース・リース料債権優先受
益権

2006/02/27 AAA －

みずほ信託銀行（受託者）・共友リー
ス（委託者）

第８回共友リース・リース料債権優先受
益権

2011/09/27 消滅 －

みずほ信託銀行（受託者）・共友リー
ス（委託者）

第９回共友リース優先受益権
（KYLP0608)

2006/08/25 AAA －

みずほ信託銀行（受託者）・共友リー
ス（委託者）

第９回共友リース優先受益権
（KYLP0608)

2011/12/27 消滅 －

みずほ信託銀行（受託者）・共友リー
ス（委託者）

第１０回共友リース優先受益権
(KYLP0702）

2007/02/26 AAA －

ネオ・フロンティア・ファンディング・
コーポレーション富山支店

北陸銀行Ｃ社手形債権ABL10-11-1 2010/11/25 消滅 －

ネオ・フロンティア・ファンディング・
コーポレーション富山支店

北陸銀行Ｃ社手形債権ABL10-11-2 2010/11/25 消滅 －

ネオ・フロンティア・ファンディング・
コーポレーション富山支店

中大実業手形債権ABL10-12 2010/12/20 消滅 －

ネオ・フロンティア・ファンディング・
コーポレーション富山支店

北陸銀行Ｃ社手形債権ABL11-01-2 2011/01/25 消滅 －

ネオ・フロンティア・ファンディング・
コーポレーション富山支店

北陸銀行Ｃ社手形債権ABL11-01-1 2011/01/25 消滅 －
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ネオ・フロンティア・ファンディング・
コーポレーション富山支店

ジューテック手形債権ABL11-02 2011/02/18 消滅 －

ネオ・フロンティア・ファンディング・
コーポレーション富山支店

中大実業手形債権ABL11-03 2011/03/24 消滅 －

ネオ・フロンティア・ファンディング・
コーポレーション富山支店

北陸銀行Ｃ社手形債権ABL11-03-1 2011/03/25 消滅 －

ネオ・フロンティア・ファンディング・
コーポレーション富山支店

北陸銀行Ｃ社手形債権ABL11-03-2 2011/03/25 消滅 －

ネオ・フロンティア・ファンディング・
コーポレーション富山支店

ジューテック手形債権ABL11-05 2011/05/13 消滅 －

ネオ・フロンティア・ファンディング・
コーポレーション富山支店

北陸銀行Ｃ社手形債権ABL11-05-1 2011/05/25 消滅 －

ネオ・フロンティア・ファンディング・
コーポレーション富山支店

北陸銀行Ｃ社手形債権ABL11-05-2 2011/05/25 消滅 －

ネオ・フロンティア・ファンディング・
コーポレーション富山支店

中大実業手形債権ABL11-05 2011/05/27 消滅 －

ネオ・フロンティア・ファンディング・
コーポレーション富山支店

北陸銀行Ｃ社手形債権ABL11-07-1 2011/07/25 消滅 －

ネオ・フロンティア・ファンディング・
コーポレーション富山支店

北陸銀行Ｃ社手形債権ABL11-07-2 2011/07/25 消滅 －

ネオ・フロンティア・ファンディング・
コーポレーション富山支店

ジューテック手形債権ABL11-07 2011/07/26 消滅 －

ネオ・フロンティア・ファンディング・
コーポレーション富山支店

ジューテック手形債権ABL11-09 2011/09/15 消滅 －

ネオ・フロンティア・ファンディング・
コーポレーション富山支店

北陸銀行Ｃ社手形債権ABL11-09-1 2011/09/22 消滅 －

ネオ・フロンティア・ファンディング・
コーポレーション富山支店

北陸銀行Ｃ社手形債権ABL11-09-2 2011/09/22 消滅 －

ネオ・フロンティア・ファンディング・
コーポレーション富山支店

ジューテック手形債権ABL11-11 2011/11/04 消滅 －

ネオ・フロンティア・ファンディング・
コーポレーション富山支店

北陸銀行Ｃ社手形債権ABL11-11-1 2011/11/25 J-1+ －

ネオ・フロンティア・ファンディング・
コーポレーション富山支店

北陸銀行Ｃ社手形債権ABL11-11-2 2011/11/25 J-2 －

ネオ・フロンティア・ファンディング・
コーポレーション富山支店

ジューテック手形債権ABL12-01 2012/01/06 消滅 －

ネオ・フロンティア・ファンディング・
コーポレーション富山支店

北陸銀行Ｃ社手形債権ABL12-01-1 2012/01/25 J-1+ －

ネオ・フロンティア・ファンディング・
コーポレーション富山支店

北陸銀行Ｃ社手形債権ABL12-01-2 2012/01/25 J-2 －

ネオ・フロンティア・ファンディング・
コーポレーション富山支店

ジューテック手形債権ABL12-03 2012/03/05 J-1+ －

ネオ・フロンティア・ファンディング・
コーポレーション富山支店

北陸銀行Ｃ社手形債権ABL12-03-1 2012/03/23 J-1+ －

ネオ・フロンティア・ファンディング・
コーポレーション富山支店

北陸銀行Ｃ社手形債権ABL12-03-2 2012/03/23 J-2 －

東芝住宅ローンサービス（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/06/18 J-2 －
東芝住宅ローンサービス（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/09/20 J-2 －
東芝住宅ローンサービス（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/12/07 #J-2 ポジティブ
東芝住宅ローンサービス（株） 長期優先債務 2010/06/18 BBB 安定的
東芝住宅ローンサービス（株） 長期優先債務 2011/09/20 BBB 安定的
東芝住宅ローンサービス（株） 長期優先債務 2011/12/07 #BBB ポジティブ
エイチビー・アセット・ファンディング・
コーポレーション広島支店

モルテン手形債権ABL11-01 2011/01/31 消滅 －

エイチビー・アセット・ファンディング・
コーポレーション広島支店

モルテン手形債権ABL11-02 2011/02/28 消滅 －

エイチビー・アセット・ファンディング・
コーポレーション広島支店

モルテン手形債権ABL11-03 2011/03/31 消滅 －

エイチビー・アセット・ファンディング・
コーポレーション広島支店

戸田工業手形債権ABL11-03 2011/03/31 消滅 －

エイチビー・アセット・ファンディング・
コーポレーション広島支店

モルテン手形債権ABL11-04 2011/04/28 消滅 －

エイチビー・アセット・ファンディング・
コーポレーション広島支店

早川ゴム手形債権ABL11-05 2011/05/27 消滅 －
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エイチビー・アセット・ファンディング・
コーポレーション広島支店

戸田工業手形債権ABL11-05 2011/05/31 消滅 －

エイチビー・アセット・ファンディング・
コーポレーション広島支店

モルテン手形債権ABL11-05 2011/05/31 消滅 －

エイチビー・アセット・ファンディング・
コーポレーション広島支店

早川ゴム手形債権ABL11-06 2011/06/28 消滅 －

エイチビー・アセット・ファンディング・
コーポレーション広島支店

モルテン手形債権ABL11-06 2011/06/30 消滅 －

エイチビー・アセット・ファンディング・
コーポレーション広島支店

モルテン手形債権ABL11-07 2011/07/29 消滅 －

エイチビー・アセット・ファンディング・
コーポレーション広島支店

早川ゴム手形債権ABL11-07 2011/07/29 消滅 －

エイチビー・アセット・ファンディング・
コーポレーション広島支店

戸田工業手形債権ABL11-07 2011/07/29 消滅 －

エイチビー・アセット・ファンディング・
コーポレーション広島支店

早川ゴム手形債権ABL11-08 2011/08/30 消滅 －

エイチビー・アセット・ファンディング・
コーポレーション広島支店

モルテン手形債権ABL11-08 2011/08/31 消滅 －

エイチビー・アセット・ファンディング・
コーポレーション広島支店

早川ゴム手形債権ABL11-09 2011/09/29 消滅 －

エイチビー・アセット・ファンディング・
コーポレーション広島支店

モルテン手形債権ABL11-09 2011/09/30 消滅 －

エイチビー・アセット・ファンディング・
コーポレーション広島支店

戸田工業手形債権ABL11-09 2011/09/30 消滅 －

エイチビー・アセット・ファンディング・
コーポレーション広島支店

早川ゴム手形債権ABL11-10 2011/10/28 消滅 －

エイチビー・アセット・ファンディング・
コーポレーション広島支店

モルテン手形債権ABL11-10 2011/10/31 消滅 －

エイチビー・アセット・ファンディング・
コーポレーション広島支店

早川ゴム手形債権ABL11-11 2011/11/29 消滅 －

エイチビー・アセット・ファンディング・
コーポレーション広島支店

戸田工業手形債権ABL11-11 2011/11/30 J-1 －

エイチビー・アセット・ファンディング・
コーポレーション広島支店

モルテン手形債権ABL11-11 2011/11/30 消滅 －

エイチビー・アセット・ファンディング・
コーポレーション広島支店

早川ゴム手形債権ABL11-12 2011/12/28 消滅 －

エイチビー・アセット・ファンディング・
コーポレーション広島支店

モルテン手形債権ABL11-12 2011/12/29 消滅 －

エイチビー・アセット・ファンディング・
コーポレーション広島支店

早川ゴム手形債権ABL12-01 2012/01/30 消滅 －

エイチビー・アセット・ファンディング・
コーポレーション広島支店

モルテン手形債権ABL12-01 2012/01/31 J-1 －

エイチビー・アセット・ファンディング・
コーポレーション広島支店

戸田工業手形債権ABL12-01 2012/01/31 J-1 －

エイチビー・アセット・ファンディング・
コーポレーション広島支店

早川ゴム手形債権ABL12-02 2012/02/28 J-1 －

エイチビー・アセット・ファンディング・
コーポレーション広島支店

モルテン手形債権ABL12-02 2012/02/29 J-1 －

エイチビー・アセット・ファンディング・
コーポレーション広島支店

早川ゴム手形債権ABL12-03 2012/03/29 J-1 －

エイチビー・アセット・ファンディング・
コーポレーション広島支店

戸田工業手形債権ABL12-03 2012/03/30 J-1 －

エイチビー・アセット・ファンディング・
コーポレーション広島支店

モルテン手形債権ABL12-03 2012/03/30 J-1 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

福岡銀行C社手形債権ABL10-11 2010/11/29 消滅 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

福岡銀行A社手形債権ABL10-12 2010/12/22 消滅 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

福岡銀行B社手形債権ABL10-12 2010/12/24 消滅 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

福岡銀行C社手形債権ABL10-12 2010/12/27 消滅 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

福岡銀行A社手形債権ABL11-01 2011/01/25 消滅 －
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有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

福岡銀行B社手形債権ABL11-01 2011/01/27 消滅 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

福岡銀行C社手形債権ABL11-01 2011/01/28 消滅 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

福岡銀行A社手形債権ABL11-02 2011/02/23 消滅 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

福岡銀行B社手形債権ABL11-02 2011/02/24 消滅 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

福岡銀行C社手形債権ABL11-02 2011/02/25 消滅 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

福岡銀行A社手形債権ABL11-03 2011/03/24 消滅 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

福岡銀行B社手形債権ABL11-03 2011/03/29 消滅 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

福岡銀行C社手形債権ABL11-03 2011/03/30 消滅 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

予備格付（福岡銀行A社手形債権
ABL11-04）

2011/04/14 J-1 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

予備格付（福岡銀行A社手形債権
ABL11-04）

2011/04/21 撤回 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

予備格付（福岡銀行B社手形債権
ABL11-04）

2011/04/14 J-1 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

予備格付（福岡銀行B社手形債権
ABL11-04）

2011/04/26 撤回 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

予備格付（福岡銀行C社手形債権
ABL11-04）

2011/04/15 J-1 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

予備格付（福岡銀行C社手形債権
ABL11-04）

2011/04/27 撤回 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

福岡銀行A社手形債権ABL11-04 2011/04/21 消滅 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

福岡銀行B社手形債権ABL11-04 2011/04/26 消滅 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

福岡銀行C社手形債権ABL11-04 2011/04/27 消滅 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

予備格付（福岡銀行A社手形債権
ABL11-05）

2011/05/17 J-1 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

予備格付（福岡銀行A社手形債権
ABL11-05）

2011/05/24 撤回 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

予備格付（福岡銀行B社手形債権
ABL11-05）

2011/05/17 J-1 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

予備格付（福岡銀行B社手形債権
ABL11-05）

2011/05/27 撤回 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

予備格付（福岡銀行C社手形債権
ABL11-05）

2011/05/19 J-1 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

予備格付（福岡銀行C社手形債権
ABL11-05）

2011/05/30 撤回 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

福岡銀行A社手形債権ABL11-05 2011/05/24 消滅 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

福岡銀行B社手形債権ABL11-05 2011/05/27 消滅 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

福岡銀行C社手形債権ABL11-05 2011/05/30 消滅 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

予備格付（福岡銀行A社手形債権
ABL11-06）

2011/06/13 J-1 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

予備格付（福岡銀行A社手形債権
ABL11-06）

2011/06/22 撤回 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

予備格付（福岡銀行B社手形債権
ABL11-06）

2011/06/16 J-1 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

予備格付（福岡銀行B社手形債権
ABL11-06）

2011/06/28 撤回 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

予備格付（福岡銀行C社手形債権
ABL11-06）

2011/06/17 J-1 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

予備格付（福岡銀行C社手形債権
ABL11-06）

2011/06/29 撤回 －
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有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

福岡銀行A社手形債権ABL11-06 2011/06/22 消滅 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

福岡銀行B社手形債権ABL11-06 2011/06/28 消滅 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

福岡銀行C社手形債権ABL11-06 2011/06/29 消滅 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

予備格付（福岡銀行A社手形債権
ABL11-07）

2011/07/13 J-1 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

予備格付（福岡銀行A社手形債権
ABL11-07）

2011/07/22 撤回 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

予備格付（福岡銀行B社手形債権
ABL11-07）

2011/07/14 J-1 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

予備格付（福岡銀行B社手形債権
ABL11-07）

2011/07/27 撤回 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

予備格付（福岡銀行C社手形債権
ABL11-07）

2011/07/15 J-1 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

予備格付（福岡銀行C社手形債権
ABL11-07）

2011/07/28 撤回 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

福岡銀行A社手形債権ABL11-07 2011/07/22 消滅 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

福岡銀行B社手形債権ABL11-07 2011/07/27 消滅 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

福岡銀行C社手形債権ABL11-07 2011/07/28 消滅 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

予備格付（福岡銀行A社手形債権
ABL11-08）

2011/08/12 J-1 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

予備格付（福岡銀行A社手形債権
ABL11-08）

2011/08/23 撤回 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

予備格付（福岡銀行B社手形債権
ABL11-08）

2011/08/12 J-1 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

予備格付（福岡銀行B社手形債権
ABL11-08）

2011/08/29 撤回 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

予備格付（福岡銀行C社手形債権
ABL11-08）

2011/08/18 J-1 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

予備格付（福岡銀行C社手形債権
ABL11-08）

2011/08/30 撤回 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

福岡銀行A社手形債権ABL11-08 2011/08/23 消滅 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

福岡銀行B社手形債権ABL11-08 2011/08/29 消滅 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

福岡銀行C社手形債権ABL11-08 2011/08/30 消滅 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

予備格付（福岡銀行A社手形債権
ABL11-09）

2011/09/13 J-1 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

予備格付（福岡銀行A社手形債権
ABL11-09）

2011/09/22 撤回 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

予備格付（福岡銀行B社手形債権
ABL11-09）

2011/09/13 J-1 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

予備格付（福岡銀行B社手形債権
ABL11-09）

2011/09/28 撤回 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

予備格付（福岡銀行C社手形債権
ABL11-09）

2011/09/14 J-1 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

予備格付（福岡銀行C社手形債権
ABL11-09）

2011/09/29 撤回 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

予備格付（福岡銀行D社手形債権
ABL11-09）

2011/09/22 J-1 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

予備格付（福岡銀行D社手形債権
ABL11-09）

2011/09/29 撤回 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

福岡銀行A社手形債権ABL11-09 2011/09/22 消滅 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

福岡銀行B社手形債権ABL11-09 2011/09/28 消滅 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

福岡銀行C社手形債権ABL11-09 2011/09/29 消滅 －
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有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

福岡銀行D社手形債権ABL11-09 2011/09/29 消滅 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

予備格付（福岡銀行B社手形債権
ABL11-10）

2011/10/14 J-1 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

予備格付（福岡銀行B社手形債権
ABL11-10）

2011/10/27 撤回 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

予備格付（福岡銀行A社手形債権
ABL11-10）

2011/10/14 J-1 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

予備格付（福岡銀行A社手形債権
ABL11-10）

2011/10/24 撤回 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

予備格付（福岡銀行C社手形債権
ABL11-10）

2011/10/18 J-1 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

予備格付（福岡銀行C社手形債権
ABL11-10）

2011/10/28 撤回 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

福岡銀行A社手形債権ABL11-10 2011/10/24 消滅 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

福岡銀行B社手形債権ABL11-10 2011/10/27 消滅 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

福岡銀行C社手形債権ABL11-10 2011/10/28 消滅 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

予備格付（福岡銀行B社手形債権
ABL11-11）

2011/11/11 J-1 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

予備格付（福岡銀行B社手形債権
ABL11-11）

2011/11/28 撤回 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

予備格付（福岡銀行A社手形債権
ABL11-11）

2011/11/16 J-1 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

予備格付（福岡銀行A社手形債権
ABL11-11）

2011/11/24 撤回 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

予備格付（福岡銀行C社手形債権
ABL11-11）

2011/11/16 J-1 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

予備格付（福岡銀行C社手形債権
ABL11-11）

2011/11/29 撤回 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

福岡銀行A社手形債権ABL11-11 2011/11/24 消滅 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

福岡銀行B社手形債権ABL11-11 2011/11/28 消滅 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

福岡銀行C社手形債権ABL11-11 2011/11/29 J-1 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

予備格付（福岡銀行A社手形債権
ABL11-12）

2011/12/13 J-1 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

予備格付（福岡銀行A社手形債権
ABL11-12）

2011/12/21 撤回 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

予備格付（福岡銀行B社手形債権
ABL11-12）

2011/12/13 J-1 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

予備格付（福岡銀行B社手形債権
ABL11-12）

2011/12/26 撤回 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

予備格付（福岡銀行C社手形債権
ABL11-12）

2011/12/14 J-1 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

予備格付（福岡銀行C社手形債権
ABL11-12）

2011/12/27 撤回 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

福岡銀行A社手形債権ABL11-12 2011/12/21 J-1 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

福岡銀行B社手形債権ABL11-12 2011/12/26 消滅 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

福岡銀行C社手形債権ABL11-12 2011/12/27 J-1 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

予備格付（福岡銀行B社手形債権
ABL12-01)

2012/01/13 J-1 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

予備格付（福岡銀行B社手形債権
ABL12-01)

2012/01/27 撤回 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

予備格付（福岡銀行A社手形債権
ABL12-01）

2012/01/17 J-1 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

予備格付（福岡銀行A社手形債権
ABL12-01）

2012/01/25 撤回 －
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有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

予備格付（福岡銀行C社手形債権
ABL12-01)

2012/01/18 J-1 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

予備格付（福岡銀行C社手形債権
ABL12-01)

2012/01/30 撤回 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

福岡銀行A社手形債権ABL12-01 2012/01/25 J-1 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

福岡銀行B社手形債権ABL12-01 2012/01/27 J-1 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

福岡銀行C社手形債権ABL12-01 2012/01/30 J-1 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

予備格付（福岡銀行A社手形債権
ABL12-02）

2012/02/15 J-1 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

予備格付（福岡銀行A社手形債権
ABL12-02）

2012/02/22 撤回 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

予備格付（福岡銀行B社手形債権
ABL12-02）

2012/02/15 J-1 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

予備格付（福岡銀行B社手形債権
ABL12-02）

2012/02/27 撤回 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

予備格付（福岡銀行C社手形債権
ABL12-02）

2012/02/15 J-1 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

予備格付（福岡銀行C社手形債権
ABL12-02）

2012/02/28 撤回 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

福岡銀行A社手形債権ABL12-02 2012/02/22 J-1 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

福岡銀行B社手形債権ABL12-02 2012/02/27 J-1 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

福岡銀行C社手形債権ABL12-02 2012/02/28 J-1 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

予備格付（福岡銀行A社手形債権
ABL12-03）

2012/03/14 J-1 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

予備格付（福岡銀行A社手形債権
ABL12-03）

2012/03/22 撤回 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

予備格付（福岡銀行B社手形債権
ABL12-03）

2012/03/15 J-1 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

予備格付（福岡銀行B社手形債権
ABL12-03）

2012/03/28 撤回 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

予備格付（福岡銀行C社手形債権
ABL12-03）

2012/03/16 J-1 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

予備格付（福岡銀行C社手形債権
ABL12-03）

2012/03/29 撤回 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

福岡銀行A社手形債権ABL12-03 2012/03/22 J-1 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

福岡銀行B社手形債権ABL12-03 2012/03/28 J-1 －

有限会社ジュピター・アセット・コーポ
レーション

福岡銀行C社手形債権ABL12-03 2012/03/29 J-1 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL10-09(K病院) 2010/09/15 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

ナラサキスタックス売掛債権ABL11-02
B号ABL-2

2011/02/21 J-3 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

ナラサキスタックス売掛債権ABL11-02
B号ABL-2

2011/05/02 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-03(B病院） 2011/03/11 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-03(E病院) 2011/03/16 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険調剤報酬債権ABL11-03(サンクー
ル)

2011/03/16 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-03(K病院) 2011/03/16 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-03(杏和会) 2011/03/17 J-1 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-03(杏和会) 2011/04/28 消滅 －
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プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-03(L病院） 2011/03/18 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-03(F病院） 2011/03/18 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-03(I病院) 2011/03/18 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-03(旭豊会
旭川三愛病院)

2011/03/22 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-03(G病院) 2011/03/18 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-03(H病院) 2011/03/18 J-1 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-03(H病院) 2011/04/28 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

ナラサキスタックス売掛債権ABL11-03
B号ABL-1

2011/03/22 J-3 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

ナラサキスタックス売掛債権ABL11-03
B号ABL-1

2011/05/02 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

ナラサキスタックス売掛債権ABL11-03
B号ABL-2

2011/03/22 J-3 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

ナラサキスタックス売掛債権ABL11-03
B号ABL-2

2011/05/31 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険調剤報酬債権ABL11-03(難波薬
局)

2011/03/23 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-03(J病院) 2011/03/23 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-03(C病院） 2011/03/23 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-03(M病院) 2011/03/23 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-03-2(D病
院)

2011/03/29 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-04(B病院） 2011/04/12 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-04(K病院) 2011/04/15 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-04(E病院) 2011/04/18 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-04(杏和会) 2011/04/18 J-1 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-04(杏和会) 2011/05/31 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険調剤報酬債権ABL11-04(サンクー
ル)

2011/04/18 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-04(I病院) 2011/04/19 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-04(F病院) 2011/04/19 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-04(L病院) 2011/04/19 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-04(H病院) 2011/04/20 J-1 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-04(H病院) 2011/05/31 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-04(C病院) 2011/04/21 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

ナラサキスタックス売掛債権ABL11-04
B号ABL-1

2011/04/20 J-3 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

ナラサキスタックス売掛債権ABL11-04
B号ABL-1

2011/05/31 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

ナラサキスタックス売掛債権ABL11-04
B号ABL-2

2011/04/20 J-3 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

ナラサキスタックス売掛債権ABL11-04
B号ABL-2

2011/06/30 消滅 －
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プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-04(旭豊会
旭川三愛病院)

2011/04/21 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-04(J病院) 2011/04/21 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-04(G病院) 2011/04/21 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-04(M病院) 2011/04/21 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険調剤報酬債権ABL11-04(難波薬
局)

2011/04/25 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-05(D病院) 2011/05/06 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-05(B病院） 2011/05/11 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-05(K病院) 2011/05/17 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-05(E病院) 2011/05/18 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-05(杏和会) 2011/05/18 J-1 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-05(杏和会) 2011/06/30 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険調剤報酬債権ABL11-05(サンクー
ル)

2011/05/18 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-05(I病院) 2011/05/19 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-05(F病院) 2011/05/19 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

ナラサキスタックス売掛債権ABL11-05
B号ABL-1

2011/05/19 J-3 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

ナラサキスタックス売掛債権ABL11-05
B号ABL-1

2011/06/30 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

ナラサキスタックス売掛債権ABL11-05
B号ABL-2

2011/05/19 J-3 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

ナラサキスタックス売掛債権ABL11-05
B号ABL-2

2011/08/01 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-05(L病院) 2011/05/19 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-05(C病院) 2011/05/20 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-05(H病院) 2011/05/20 J-1 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-05(H病院) 2011/06/30 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-05(G病院) 2011/05/20 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-05(旭豊会
旭川三愛病院)

2011/05/23 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-05(M病院) 2011/05/23 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-05(J病院) 2011/05/24 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険調剤報酬債権ABL11-05(難波薬
局)

2011/05/25 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-06(D病院) 2011/06/08 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-06(B病院） 2011/06/13 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-06(E病院) 2011/06/16 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-06(I病院) 2011/06/17 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-06(K病院) 2011/06/17 消滅 －
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プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-06(杏和会) 2011/06/16 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険調剤報酬債権ABL11-06(サンクー
ル)

2011/06/16 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-06(F病院) 2011/06/20 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

ナラサキスタックス売掛債権ABL11-06
B号ABL-1

2011/06/20 J-3 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

ナラサキスタックス売掛債権ABL11-06
B号ABL-1

2011/08/01 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

ナラサキスタックス売掛債権ABL11-06
B号ABL-2

2011/06/20 J-3 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

ナラサキスタックス売掛債権ABL11-06
B号ABL-2

2011/08/31 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-06(L病院) 2011/06/20 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-06(G病院） 2011/06/21 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-06(H病院) 2011/06/21 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-06(旭豊会
旭川三愛病院)

2011/06/22 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-06(C病院） 2011/06/22 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-06(M病院) 2011/06/22 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-06(J病院) 2011/06/23 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険調剤報酬債権ABL11-06(難波薬
局)

2011/06/27 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-07(D病院) 2011/07/06 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-07(B病院） 2011/07/12 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-07(杏和会) 2011/07/15 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-07(E病院) 2011/07/15 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険調剤報酬債権ABL11-07(サンクー
ル)

2011/07/15 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-07(K病院) 2011/07/15 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-07(L病院) 2011/07/19 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-07(F病院) 2011/07/19 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-07(I病院) 2011/07/20 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

ナラサキスタックス売掛債権ABL11-07
B号ABL-1

2011/07/20 J-3 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

ナラサキスタックス売掛債権ABL11-07
B号ABL-1

2011/08/31 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

ナラサキスタックス売掛債権ABL11-07
B号ABL-2

2011/07/20 J-3 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

ナラサキスタックス売掛債権ABL11-07
B号ABL-2

2011/09/30 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-07(H病院) 2011/07/20 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-07(C病院） 2011/07/21 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-07(G病院） 2011/07/21 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-07(M病院) 2011/07/21 消滅 －
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発行体等 格付対象
公表日

(年/月/日)
格付

格付の見通し
/見直し方向

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-07(旭豊会
旭川三愛病院)

2011/07/21 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-07(J病院) 2011/07/25 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険調剤報酬債権ABL11-07(難波薬
局)

2011/07/25 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-08(D病院) 2011/08/08 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-08(B病院） 2011/08/10 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-08(E病院) 2011/08/17 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-08(K病院) 2011/08/17 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険調剤報酬債権ABL11-08(サンクー
ル)

2011/08/17 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-08(杏和会) 2011/08/18 J-1 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-08(杏和会) 2011/09/30 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-08(I病院) 2011/08/18 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-08(L病院) 2011/08/19 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-08(G病院） 2011/08/19 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-08(F病院) 2011/08/19 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

ナラサキスタックス売掛債権ABL11-08
B号ABL-1

2011/08/19 J-3 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

ナラサキスタックス売掛債権ABL11-08
B号ABL-1

2011/09/30 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

ナラサキスタックス売掛債権ABL11-08
B号ABL-2

2011/08/19 J-3 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

ナラサキスタックス売掛債権ABL11-08
B号ABL-2

2011/10/31 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-08(H病院) 2011/08/22 J-1 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-08(H病院) 2011/09/30 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-08(旭豊会
旭川三愛病院)

2011/08/23 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-08(C病院） 2011/08/23 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-08(J病院) 2011/08/23 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-08(M病院) 2011/08/23 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険調剤報酬債権ABL11-08(難波薬
局)

2011/08/24 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-09(D病院) 2011/09/07 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-09(B病院） 2011/09/13 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-09(E病院) 2011/09/15 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-09(杏和会) 2011/09/15 J-1 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-09(杏和会) 2011/10/31 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険調剤報酬債権ABL11-09(サンクー
ル)

2011/09/15 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-09(L病院) 2011/09/15 消滅 －
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(年/月/日)
格付

格付の見通し
/見直し方向

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-09(F病院) 2011/09/15 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-09(K病院) 2011/09/16 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

ナラサキスタックス売掛債権ABL11-09
B号ABL-1

2011/09/16 J-3 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

ナラサキスタックス売掛債権ABL11-09
B号ABL-1

2011/10/31 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

ナラサキスタックス売掛債権ABL11-09
B号ABL-2

2011/09/16 J-3 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

ナラサキスタックス売掛債権ABL11-09
B号ABL-2

2011/11/30 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-09(C病院) 2011/09/20 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-09(G病院) 2011/09/20 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-09(H病院) 2011/09/20 J-1 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-09(H病院) 2011/10/31 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-09(M病院) 2011/09/21 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-09(I病院) 2011/09/20 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-09(J病院) 2011/09/21 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-09(旭豊会
旭川三愛病院)

2011/09/21 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険調剤報酬債権ABL11-09(難波薬
局)

2011/09/21 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-09-2(D病
院)

2011/09/30 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-10(B病院） 2011/10/12 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-10(K病院) 2011/10/17 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-10(E病院) 2011/10/18 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-10(杏和会) 2011/10/18 J-1 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-10(杏和会) 2011/11/30 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険調剤報酬債権ABL11-10(サンクー
ル)

2011/10/18 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-10(C病院） 2011/10/21 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-10(L病院) 2011/10/19 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-10(I病院) 2011/10/19 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-10(F病院) 2011/10/19 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABLプログラム(静和
会石井病院)

2011/10/20 J-1 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-10(H病院) 2011/10/20 J-1 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-10(H病院) 2011/11/30 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-10(M病院) 2011/10/21 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-10(旭豊会
旭川三愛病院)

2011/10/21 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-10（G病院） 2011/10/21 消滅 －
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(年/月/日)
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格付の見通し
/見直し方向

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険調剤報酬債権ABL11-10(難波薬
局)

2011/10/24 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

ナラサキスタックス売掛債権ABL11-10
B号ABL-1

2011/10/25 J-3 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

ナラサキスタックス売掛債権ABL11-10
B号ABL-1

2011/11/30 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

ナラサキスタックス売掛債権ABL11-10
B号ABL-2

2011/10/25 J-3 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

ナラサキスタックス売掛債権ABL11-10
B号ABL-2

2012/01/04 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-11(D病院) 2011/11/08 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-11(B病院） 2011/11/11 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-11(G病院） 2011/11/11 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-11(E病院) 2011/11/16 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-11(K病院) 2011/11/16 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-11(I病院) 2011/11/16 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険調剤報酬債権ABL11-11(サンクー
ル)

2011/11/16 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-11（杏和会） 2011/11/17 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-11(L病院) 2011/11/18 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-11(旭豊会
旭川三愛病院)

2011/11/21 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-11(F病院) 2011/11/18 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-11(C病院） 2011/11/22 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-11(H病院) 2011/11/21 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-11(M病院) 2011/11/22 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険調剤報酬債権ABL11-11(難波薬
局)

2011/11/22 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

ナラサキスタックス売掛債権ABL11-11
B号ABL-1

2011/11/22 J-3 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

ナラサキスタックス売掛債権ABL11-11
B号ABL-1

2012/01/04 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

ナラサキスタックス売掛債権ABL11-11
B号ABL-2

2011/11/22 J-3 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

ナラサキスタックス売掛債権ABL11-11
B号ABL-2

2012/01/31 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-12(D病院) 2011/12/07 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-12(B病院） 2011/12/13 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-12（杏和会） 2011/12/15 J-1 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-12(L病院) 2011/12/16 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-12(C病院） 2011/12/20 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-12(K病院) 2011/12/15 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-12(E病院) 2011/12/16 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険調剤報酬債権ABL11-12(サンクー
ル)

2011/12/16 消滅 －
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プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-12(F病院) 2011/12/16 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-12(I病院) 2011/12/19 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

ナラサキスタックス売掛債権ABL11-12
B号ABL-1

2011/12/20 J-3 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

ナラサキスタックス売掛債権ABL11-12
B号ABL-1

2012/01/31 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

ナラサキスタックス売掛債権ABL11-12
B号ABL-2

2011/12/20 J-3 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

ナラサキスタックス売掛債権ABL11-12
B号ABL-2

2012/02/29 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-12(旭豊会
旭川三愛病院)

2011/12/20 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-12(G病院） 2011/12/20 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-12(H病院) 2011/12/20 J-1 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL11-12(M病院) 2011/12/21 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険調剤報酬債権ABL11-12(難波薬
局)

2011/12/26 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL12-01(D病院) 2012/01/05 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL12-01(B病院) 2012/01/11 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABLプログラム(N病
院)

2012/01/13 J-1 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL12-01(K病院) 2012/01/13 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

ナラサキスタックス売掛債権ABL12-01
B号ABL-1

2012/01/18 J-3 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

ナラサキスタックス売掛債権ABL12-01
B号ABL-1

2012/02/29 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

ナラサキスタックス売掛債権ABL12-01
B号ABL-2

2012/01/18 J-3 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL12-01(E病院) 2012/01/18 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL12-01(杏和会) 2012/01/18 J-1 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL12-01(L病院) 2012/01/19 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険調剤報酬債権ABL12-01(サンクー
ル)

2012/01/18 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL12-01(F病院) 2012/01/19 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL12-01(旭豊会
旭川三愛病院)

2012/01/23 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL12-01(I病院) 2012/01/20 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険調剤報酬債権ABL12-01(難波薬
局)

2012/01/23 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL12-01(H病院) 2012/01/20 J-1 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL12-01(G病院) 2012/01/20 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL12-01(C病院） 2012/01/20 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL12-01(M病院) 2012/01/24 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL12-02(D病院) 2012/02/08 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL12-02(B病院） 2012/02/13 消滅 －
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プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL12-02(K病院) 2012/02/16 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL12-02(M病院) 2012/02/16 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL12-02(E病院) 2012/02/16 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険調剤報酬債権ABL12-02(サンクー
ル)

2012/02/16 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

ナラサキスタックス売掛債権ABL12-02
B号ABL-1

2012/02/16 J-3 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

ナラサキスタックス売掛債権ABL12-02
B号ABL-2

2012/02/16 J-3 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL12-02(I病院) 2012/02/17 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL12-02(杏和会) 2012/02/17 J-1 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL12-02(旭豊会
旭川三愛病院)

2012/02/22 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL12-01(L病院) 2012/02/20 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL12-02(F病院) 2012/02/20 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL12-02(G病院) 2012/02/21 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABLプログラム(H病
院)

2012/02/21 J-1 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL12-02(C病院） 2012/02/22 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険調剤報酬債権ABLプログラム（難
波薬局）

2012/02/23 J-1 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL12-03(D病院) 2012/03/07 消滅 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL12-03(B病院） 2012/03/13 J-1 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL12-03(E病院) 2012/03/15 J-1 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL12-03(K病院) 2012/03/14 J-1 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL12-03(杏和会) 2012/03/16 J-1 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険調剤報酬債権ABL12-03(サンクー
ル)

2012/03/15 J-1 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL12-03(L病院) 2012/03/16 J-1 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL12-03(F病院) 2012/03/16 J-1 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL12-03(G病院) 2012/03/16 J-1 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL12-03(I病院) 2012/03/19 J-1 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

ナラサキスタックス売掛債権ABL12-03
B号ABL-1

2012/03/21 J-3 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

ナラサキスタックス売掛債権ABL12-03
B号ABL-2

2012/03/21 J-3 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL12-03(旭豊会
旭川三愛病院)

2012/03/21 J-1 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL12-03(C病院） 2012/03/21 J-1 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABLプログラム(M病
院)

2012/03/22 J-1 －

プログレス・ファンディング・コーポ
レーション

保険診療報酬債権ABL12-03-2(D病
院)

2012/03/28 J-1 －

ヒューリック（株） 長期優先債務 2011/01/25 A 安定的
ヒューリック（株） 長期優先債務 2011/12/20 #A ネガティブ
ヒューリック（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/01/25 J-1 －
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ヒューリック（株） 国内コマーシャルペーパー 2012/02/24 J-1 －
ヒューリック（株） 予備格付（発行登録債） 2011/01/25 A －
ヒューリック（株） 予備格付（発行登録債） 2011/12/20 消滅 ネガティブ
ヒューリック（株） 第１回無担保ＳＢ 2011/01/25 A －
ヒューリック（株） 第１回無担保ＳＢ 2011/12/20 #A ネガティブ
マネックス証券（株） 長期優先債務 2010/12/09 BBB 安定的
マネックス証券（株） 長期優先債務 2011/04/21 #BBB ネガティブ
マネックス証券（株） 長期優先債務 2011/11/25 BBB 安定的
マネックス証券（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/12/09 J-2 －
マネックス証券（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/11/25 J-2 －
アンデス開発公社 長期優先債務 2010/12/08 AA- 安定的
アンデス開発公社 長期優先債務 2012/02/10 AA- 安定的
アンデス開発公社 第８回円債 2010/12/08 AA- －
アンデス開発公社 第８回円債 2012/02/10 AA- －
アンデス開発公社 ユーロ円債 2010/12/08 AA- －
アンデス開発公社 ユーロ円債 2012/02/10 AA- －
アンデス開発公社 第１０回円債 2010/12/08 AA- －
アンデス開発公社 第１０回円債 2012/02/10 AA- －
アンデス開発公社 第１１回円債 2010/12/08 AA- －
アンデス開発公社 第１１回円債 2012/02/10 AA- －
アンデス開発公社 予備格付（第１２回円債） 2011/06/03 AA- －
アンデス開発公社 予備格付（第１２回円債） 2011/06/10 撤回 －
アンデス開発公社 第１２回円債 2011/06/10 AA- －
アンデス開発公社 第１２回円債 2012/02/10 AA- －
丸善石油化学（株） 長期優先債務 2011/02/25 BBB+ 安定的
丸善石油化学（株） 長期優先債務 2011/09/05 BBB+ 安定的
学校法人國學院大學 長期優先債務 2011/03/29 AA 安定的
学校法人國學院大學 長期優先債務 2012/03/23 AA 安定的
（株）西京銀行 長期優先債務 2011/02/15 BBB ポジティブ
（株）ＳＵＭＣＯ 長期優先債務 2010/12/08 A ネガティブ
（株）ＳＵＭＣＯ 長期優先債務 2012/02/02 A- ネガティブ
（株）ＳＵＭＣＯ 国内コマーシャルペーパー 2010/12/08 J-1 －
（株）ＳＵＭＣＯ 国内コマーシャルペーパー 2012/02/02 J-1 －
（株）ＳＵＭＣＯ 予備格付（発行登録債） 2010/12/08 消滅 －
農中信託銀行（受託者）・CK 予備格付（CK11050） 2011/05/25 J-1+ －
農中信託銀行（受託者）・CK 予備格付（CK11050） 2011/05/30 撤回 －
農中信託銀行（受託者）・CK CK11050 2011/05/30 消滅 －
カブドットコム証券（株） 長期優先債務 2010/09/13 A+ 安定的
カブドットコム証券（株） 長期優先債務 2011/09/09 A+ 安定的
カブドットコム証券（株） 短期優先債務 2010/09/13 J-1 －
カブドットコム証券（株） 短期優先債務 2011/09/09 J-1 －
安田不動産（株） 長期優先債務 2010/09/02 BBB+ 安定的
安田不動産（株） 長期優先債務 2011/09/05 BBB+ 安定的
安田不動産（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/09/02 J-2 －
安田不動産（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/09/05 J-2 －
ファンタスティック・ファンディング・
コーポレーション東京支店

テラル手形債権ABL10-11 2010/11/30 消滅 －

ファンタスティック・ファンディング・
コーポレーション東京支店

テラル手形債権ABL10-12 2010/12/28 消滅 －

ファンタスティック・ファンディング・
コーポレーション東京支店

テラル手形債権ABL11-01 2011/01/31 消滅 －

ファンタスティック・ファンディング・
コーポレーション東京支店

テラル手形債権ABL11-02 2011/02/28 消滅 －

ファンタスティック・ファンディング・
コーポレーション東京支店

テラル手形債権ABL11-03 2011/03/31 消滅 －

ファンタスティック・ファンディング・
コーポレーション東京支店

テラル手形債権ABL11-04 2011/04/28 消滅 －

ファンタスティック・ファンディング・
コーポレーション東京支店

テラル手形債権ABL11-05 2011/05/31 消滅 －

ファンタスティック・ファンディング・
コーポレーション東京支店

テラル手形債権ABL11-06 2011/06/30 消滅 －

ファンタスティック・ファンディング・
コーポレーション東京支店

テラル手形債権ABL11-07 2011/07/29 消滅 －

ファンタスティック・ファンディング・
コーポレーション東京支店

テラル手形債権ABL11-08 2011/08/31 消滅 －
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ファンタスティック・ファンディング・
コーポレーション東京支店

テラル手形債権ABL11-09 2011/09/30 消滅 －

ファンタスティック・ファンディング・
コーポレーション東京支店

テラル手形債権ABL11-10 2011/10/31 消滅 －

ファンタスティック・ファンディング・
コーポレーション東京支店

テラル手形債権ABL11-11 2011/11/30 消滅 －

ファンタスティック・ファンディング・
コーポレーション東京支店

テラル手形債権ABL11-12 2011/12/28 J-1+ －

ファンタスティック・ファンディング・
コーポレーション東京支店

テラル手形債権ABL12-01 2012/01/31 J-1+ －

ファンタスティック・ファンディング・
コーポレーション東京支店

テラル手形債権ABL12-02 2012/02/29 J-1+ －

ファンタスティック・ファンディング・
コーポレーション東京支店

テラル手形債権ABL12-03 2012/03/30 J-1+ －

農中信託銀行（受託者）・SE SE10120 2010/12/24 消滅 －
農中信託銀行（受託者）・SE SE11020 2011/02/28 消滅 －
農中信託銀行（受託者）・SE SE11021 2011/02/28 消滅 －
農中信託銀行（受託者）・SE 予備格付(SE11050) 2011/05/18 J-1+ －
農中信託銀行（受託者）・SE 予備格付(SE11050) 2011/05/31 撤回 －
農中信託銀行（受託者）・SE SE11050 2011/05/31 消滅 －
農中信託銀行（受託者）・SE 予備格付(SE11090) 2011/09/22 J-1+ －
農中信託銀行（受託者）・SE 予備格付(SE11090) 2011/09/30 撤回 －
農中信託銀行（受託者）・SE 予備格付(SE11091) 2011/09/22 J-1+ －
農中信託銀行（受託者）・SE 予備格付(SE11091) 2011/09/30 撤回 －
農中信託銀行（受託者）・SE SE11090 2011/09/30 消滅 －
農中信託銀行（受託者）・SE SE11091 2011/09/30 消滅 －
農中信託銀行（受託者）・SE 予備格付（SE11100） 2011/10/21 J-1+ －
農中信託銀行（受託者）・SE 予備格付（SE11100） 2011/10/31 撤回 －
農中信託銀行（受託者）・SE 予備格付（SE11101） 2011/10/21 J-1+ －
農中信託銀行（受託者）・SE 予備格付（SE11101） 2011/10/31 撤回 －
農中信託銀行（受託者）・SE SE11100 2011/10/31 消滅 －
農中信託銀行（受託者）・SE SE11101 2011/10/31 消滅 －
農中信託銀行（受託者）・SE 予備格付（SE11120） 2011/12/19 J-1+ －
農中信託銀行（受託者）・SE 予備格付（SE11120） 2011/12/28 撤回 －
農中信託銀行（受託者）・SE SE11120 2011/12/28 J-1+ －
農中信託銀行（受託者）・SE 予備格付（SE12010） 2012/01/23 J-1+ －
農中信託銀行（受託者）・SE 予備格付（SE12010） 2012/01/31 撤回 －
農中信託銀行（受託者）・SE 予備格付（SE12011） 2012/01/23 J-1+ －
農中信託銀行（受託者）・SE 予備格付（SE12011） 2012/01/31 撤回 －
農中信託銀行（受託者）・SE SE12010 2012/01/31 J-1+ －
農中信託銀行（受託者）・SE SE12011 2012/01/31 J-1+ －
農中信託銀行（受託者）・SE 予備格付（SE12020） 2012/02/20 J-1+ －
農中信託銀行（受託者）・SE 予備格付（SE12020） 2012/02/29 撤回 －
農中信託銀行（受託者）・SE 予備格付（SE12021） 2012/02/20 J-1+ －
農中信託銀行（受託者）・SE 予備格付（SE12021） 2012/02/29 撤回 －
農中信託銀行（受託者）・SE SE12020 2012/02/29 J-1+ －
農中信託銀行（受託者）・SE SE12021 2012/02/29 J-1+ －
農中信託銀行（受託者）・SE 予備格付（SE12030） 2012/03/22 J-1+ －
農中信託銀行（受託者）・SE 予備格付（SE12030） 2012/03/30 撤回 －
農中信託銀行（受託者）・SE 予備格付（SE12031） 2012/03/22 J-1+ －
農中信託銀行（受託者）・SE 予備格付（SE12031） 2012/03/30 撤回 －
農中信託銀行（受託者）・SE SE12030 2012/03/30 J-1+ －
農中信託銀行（受託者）・SE SE12031 2012/03/30 J-1+ －
農中信託銀行（受託者）・KA KA10120 2010/12/29 消滅 －
農中信託銀行（受託者）・KA KA11010 2011/01/31 消滅 －
農中信託銀行（受託者）・KA KA11020 2011/02/28 消滅 －
農中信託銀行（受託者）・KA KA11030 2011/03/30 消滅 －
農中信託銀行（受託者）・KA 予備格付(KA11040) 2011/04/19 J-1+ －
農中信託銀行（受託者）・KA 予備格付(KA11040) 2011/04/28 撤回 －
農中信託銀行（受託者）・KA KA11040 2011/04/28 消滅 －
農中信託銀行（受託者）・KA 予備格付(KA11050) 2011/05/20 J-1+ －
農中信託銀行（受託者）・KA 予備格付(KA11050) 2011/05/31 撤回 －
農中信託銀行（受託者）・KA KA11050 2011/05/31 消滅 －
農中信託銀行（受託者）・KA 予備格付(KA11070) 2011/07/20 J-1+ －
農中信託銀行（受託者）・KA 予備格付(KA11070) 2011/07/28 撤回 －
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農中信託銀行（受託者）・KA KA11070 2011/07/28 消滅 －
農中信託銀行（受託者）・KA 予備格付(KA11080) 2011/08/18 J-1+ －
農中信託銀行（受託者）・KA 予備格付(KA11080) 2011/08/30 撤回 －
農中信託銀行（受託者）・KA KA11080 2011/08/30 消滅 －
農中信託銀行（受託者）・KA 予備格付(KA11100) 2011/10/19 J-1+ －
農中信託銀行（受託者）・KA 予備格付(KA11100) 2011/10/28 撤回 －
農中信託銀行（受託者）・KA KA11100 2011/10/28 消滅 －
農中信託銀行（受託者）・KA 予備格付(KA11110) 2011/11/18 J-1+ －
農中信託銀行（受託者）・KA 予備格付(KA11110) 2011/11/29 撤回 －
農中信託銀行（受託者）・KA KA11110 2011/11/29 消滅 －
農中信託銀行（受託者）・KA 予備格付 (KA11120) 2011/12/19 J-1+ －
農中信託銀行（受託者）・KA 予備格付 (KA11120) 2011/12/29 撤回 －
農中信託銀行（受託者）・KA KA11120 2011/12/29 J-1+ －
農中信託銀行（受託者）・KA 予備格付（KA12010) 2012/01/20 J-1+ －
農中信託銀行（受託者）・KA 予備格付（KA12010) 2012/01/30 撤回 －
農中信託銀行（受託者）・KA KA12010 2012/01/30 J-1+ －
農中信託銀行（受託者）・KA 予備格付(KA12020) 2012/02/16 J-1+ －
農中信託銀行（受託者）・KA 予備格付(KA12020) 2012/02/28 撤回 －
農中信託銀行（受託者）・KA KA12020 2012/02/28 J-1+ －
農中信託銀行（受託者）・KA 予備格付（KA12030） 2012/03/19 J-1+ －
農中信託銀行（受託者）・KA 予備格付（KA12030） 2012/03/29 撤回 －
農中信託銀行（受託者）・KA KA12030 2012/03/29 J-1+ －
信金中金債権流動化（株） 第１回無担保ＳＢ 2010/05/24 A+ －
信金中金債権流動化（株） 第１回無担保ＳＢ 2011/06/16 A+ －
東京国際空港ターミナル（株） シニアローン A 2012/03/30 AA- －
有限会社あけぼのインベストメント 野原産業手形債権ABL10-12 2010/12/28 消滅 －
有限会社あけぼのインベストメント 野原産業手形債権ABL11-01 2011/01/31 消滅 －
有限会社あけぼのインベストメント 野原産業手形債権ABL11-02 2011/02/28 消滅 －
有限会社あけぼのインベストメント 野原産業手形債権ABL11-03 2011/03/31 消滅 －
有限会社あけぼのインベストメント 野原産業手形債権ABL11-04 2011/04/28 消滅 －
有限会社あけぼのインベストメント 野原産業手形債権ABL11-05 2011/05/31 消滅 －
有限会社あけぼのインベストメント 野原産業手形債権ABL11-06 2011/06/30 消滅 －
有限会社あけぼのインベストメント 野原産業手形債権ABL11-07 2011/07/29 消滅 －
有限会社あけぼのインベストメント 野原産業手形債権ABL11-08 2011/08/31 消滅 －
有限会社あけぼのインベストメント 野原産業手形債権ABL11-09 2011/09/30 消滅 －
有限会社あけぼのインベストメント 野原産業手形債権ABL11-10 2011/10/31 消滅 －
有限会社あけぼのインベストメント 野原産業手形債権ABL11-11 2011/11/30 消滅 －
有限会社あけぼのインベストメント 野原産業手形債権ABL11-12 2011/12/28 J-1 －
有限会社あけぼのインベストメント 野原産業手形債権ABL12-01 2012/01/31 J-1 －
有限会社あけぼのインベストメント 野原産業手形債権ABL12-02 2012/02/29 J-1 －
有限会社あけぼのインベストメント 野原産業手形債権ABL12-03 2012/03/30 J-1 －
（株）セブン＆アイ・ホールディングス 長期優先債務 2011/02/24 AA+ 安定的
（株）セブン＆アイ・ホールディングス 長期優先債務 2012/02/07 AA+ 安定的
（株）産業経済新聞社 長期優先債務 2010/09/10 BBB 安定的
（株）産業経済新聞社 長期優先債務 2011/09/13 BBB 安定的
（株）産業経済新聞社 第１回無担保ＳＢ 2010/09/10 BBB －
（株）産業経済新聞社 第１回無担保ＳＢ 2011/09/13 消滅 －
（株）産業経済新聞社 第２回無担保ＳＢ 2010/09/10 BBB －
（株）産業経済新聞社 第２回無担保ＳＢ 2011/09/13 BBB －
出光興産（株） 長期優先債務 2010/09/09 A- 安定的
出光興産（株） 長期優先債務 2011/12/12 A- 安定的
出光興産（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/09/09 J-1 －
出光興産（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/12/12 J-1 －
（株）紀陽ホールディングス 長期優先債務 2012/03/07 A- 安定的
KP KP11010 2011/01/31 消滅 －
KP KP11020 2011/02/28 消滅 －
農中信託銀行（受託者）・IW IW11030 2011/03/31 消滅 －
農中信託銀行（受託者）・IW 予備格付(IW11060) 2011/06/14 消滅 －
農中信託銀行（受託者）・IW 予備格付(IW11060-1) 2011/06/27 J-1+ －
農中信託銀行（受託者）・IW 予備格付(IW11060-1) 2011/06/30 撤回 －
農中信託銀行（受託者）・IW IW11060-1 2011/06/30 消滅 －
農中信託銀行（受託者）・IW 予備格付(IW11090) 2011/09/13 J-1+ －
農中信託銀行（受託者）・IW 予備格付(IW11090) 2011/09/30 撤回 －
農中信託銀行（受託者）・IW IW11090 2011/09/30 消滅 －
農中信託銀行（受託者）・IW 予備格付(IW11120) 2011/12/15 J-1+ －
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農中信託銀行（受託者）・IW 予備格付(IW11120) 2011/12/29 撤回 －
農中信託銀行（受託者）・IW IW11120 2011/12/29 消滅 －
農中信託銀行（受託者）・IW 予備格付(IW12030) 2012/03/16 J-1+ －
農中信託銀行（受託者）・IW 予備格付(IW12030) 2012/03/30 撤回 －
農中信託銀行（受託者）・IW IW12030 2012/03/30 J-1+ －
農中信託銀行（受託者）・メディカル
システムネットワーク（委託者）

MSNW Trust Certificate 11020 2011/02/25 消滅 －

農中信託銀行（受託者）・メディカル
システムネットワーク（委託者）

MSNW Trust Certificate 11030 2011/03/25 消滅 －

農中信託銀行（受託者）・メディカル
システムネットワーク（委託者）

予備格付（MSNW Trust Certificate
11040）

2011/04/19 J-1+ －

農中信託銀行（受託者）・メディカル
システムネットワーク（委託者）

予備格付（MSNW Trust Certificate
11040）

2011/04/25 撤回 －

農中信託銀行（受託者）・メディカル
システムネットワーク（委託者）

MSNW Trust Certificate 11040 2011/04/25 消滅 －

農中信託銀行（受託者）・メディカル
システムネットワーク（委託者）

予備格付（MSNW Trust Certificate
11050）

2011/05/19 J-1+ －

農中信託銀行（受託者）・メディカル
システムネットワーク（委託者）

予備格付（MSNW Trust Certificate
11050）

2011/05/25 撤回 －

農中信託銀行（受託者）・メディカル
システムネットワーク（委託者）

MSNW Trust Certificate 11050 2011/05/25 消滅 －

農中信託銀行（受託者）・メディカル
システムネットワーク（委託者）

予備格付（MSNW Trust Certificate
11060）

2011/06/21 J-1+ －

農中信託銀行（受託者）・メディカル
システムネットワーク（委託者）

予備格付（MSNW Trust Certificate
11060）

2011/06/27 撤回 －

農中信託銀行（受託者）・メディカル
システムネットワーク（委託者）

MSNW Trust Certificate 11060 2011/06/27 消滅 －

農中信託銀行（受託者）・メディカル
システムネットワーク（委託者）

予備格付（MSNW Trust Certificate
11070）

2011/07/20 J-1+ －

農中信託銀行（受託者）・メディカル
システムネットワーク（委託者）

予備格付（MSNW Trust Certificate
11070）

2011/07/25 撤回 －

農中信託銀行（受託者）・メディカル
システムネットワーク（委託者）

MSNW Trust Certificate 11070 2011/07/25 消滅 －

農中信託銀行（受託者）・メディカル
システムネットワーク（委託者）

予備格付（MSNW Trust Certificate
11080）

2011/08/18 J-1+ －

農中信託銀行（受託者）・メディカル
システムネットワーク（委託者）

予備格付（MSNW Trust Certificate
11080）

2011/08/25 撤回 －

農中信託銀行（受託者）・メディカル
システムネットワーク（委託者）

MSNW Trust Certificate 11080 2011/08/25 消滅 －

農中信託銀行（受託者）・メディカル
システムネットワーク（委託者）

予備格付（MSNW Trust Certificate
11090）

2011/09/16 J-1+ －

農中信託銀行（受託者）・メディカル
システムネットワーク（委託者）

予備格付（MSNW Trust Certificate
11090）

2011/09/26 撤回 －

農中信託銀行（受託者）・メディカル
システムネットワーク（委託者）

MSNW Trust Certificate 11090 2011/09/26 消滅 －

農中信託銀行（受託者）・メディカル
システムネットワーク（委託者）

予備格付（MSNW Trust Certificate
11100）

2011/10/19 J-1+ －

農中信託銀行（受託者）・メディカル
システムネットワーク（委託者）

予備格付（MSNW Trust Certificate
11100）

2011/10/25 撤回 －

農中信託銀行（受託者）・メディカル
システムネットワーク（委託者）

MSNW Trust Certificate 11100 2011/10/25 消滅 －

農中信託銀行（受託者）・メディカル
システムネットワーク（委託者）

予備格付（MSNW Trust Certificate
11110）

2011/11/18 J-1+ －

農中信託銀行（受託者）・メディカル
システムネットワーク（委託者）

予備格付（MSNW Trust Certificate
11110）

2011/11/25 撤回 －

農中信託銀行（受託者）・メディカル
システムネットワーク（委託者）

MSNW Trust Certificate 11110 2011/11/25 消滅 －

農中信託銀行（受託者）・メディカル
システムネットワーク（委託者）

予備格付（MSNW Trust Certificate
11120）

2011/12/19 J-1+ －

農中信託銀行（受託者）・メディカル
システムネットワーク（委託者）

予備格付（MSNW Trust Certificate
11120）

2011/12/26 撤回 －

農中信託銀行（受託者）・メディカル
システムネットワーク（委託者）

MSNW Trust Certificate 11120 2011/12/26 消滅 －

農中信託銀行（受託者）・メディカル
システムネットワーク（委託者）

予備格付（MSNW Trust Certificate
12010）

2012/01/19 J-1+ －
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農中信託銀行（受託者）・メディカル
システムネットワーク（委託者）

予備格付（MSNW Trust Certificate
12010）

2012/01/25 撤回 －

農中信託銀行（受託者）・メディカル
システムネットワーク（委託者）

MSNW Trust Certificate 12010 2012/01/25 消滅 －

農中信託銀行（受託者）・メディカル
システムネットワーク（委託者）

予備格付（MSNW Trust Certificate
12020）

2012/02/17 J-1+ －

農中信託銀行（受託者）・メディカル
システムネットワーク（委託者）

予備格付（MSNW Trust Certificate
12020）

2012/02/27 撤回 －

農中信託銀行（受託者）・メディカル
システムネットワーク（委託者）

MSNW Trust Certificate 12020 2012/02/27 J-1+ －

農中信託銀行（受託者）・メディカル
システムネットワーク（委託者）

予備格付（MSNW Trust Certificate
12030）

2012/03/19 J-1+ －

農中信託銀行（受託者）・メディカル
システムネットワーク（委託者）

予備格付（MSNW Trust Certificate
12030）

2012/03/26 撤回 －

農中信託銀行（受託者）・メディカル
システムネットワーク（委託者）

MSNW Trust Certificate 12030 2012/03/26 J-1+ －

農中信託銀行（受託者）・KY KY11030 2011/03/31 消滅 －
農中信託銀行（受託者）・KY 予備格付(KY11060) 2011/06/27 J-2 －
農中信託銀行（受託者）・KY 予備格付(KY11060) 2011/06/30 撤回 －
農中信託銀行（受託者）・KY KY11060 2011/06/30 消滅 －
農中信託銀行（受託者）・KY 予備格付(KY11090) 2011/09/27 J-2 －
農中信託銀行（受託者）・KY 予備格付(KY11090) 2011/09/30 撤回 －
農中信託銀行（受託者）・KY KY11090 2011/09/30 消滅 －
農中信託銀行（受託者）・KY 予備格付(KY11120) 2011/12/27 J-2 －
農中信託銀行（受託者）・KY 予備格付(KY11120) 2011/12/29 撤回 －
農中信託銀行（受託者）・KY KY11120 2011/12/29 消滅 －
農中信託銀行（受託者）・KY 予備格付(KY12030) 2012/03/23 J-2 －
農中信託銀行（受託者）・KY 予備格付(KY12030) 2012/03/30 撤回 －
農中信託銀行（受託者）・KY KY12030 2012/03/30 J-2 －
みずほ信託銀行（受託者）・DOWA
ホールディングス（委託者）

DOWAホールディングス10121第２受益
権

2010/12/29 消滅 －

みずほ信託銀行（受託者）・DOWA
ホールディングス（委託者）

DOWAホールディングス10121第１受益
権

2010/12/29 消滅 －

みずほ信託銀行（受託者）・DOWA
ホールディングス（委託者）

DOWAホールディングス11010第２受益
権

2011/01/28 消滅 －

みずほ信託銀行（受託者）・DOWA
ホールディングス（委託者）

DOWAホールディングス11010第１受益
権

2011/01/28 消滅 －

みずほ信託銀行（受託者）・DOWA
ホールディングス（委託者）

DOWAホールディングス11011第２受益
権

2011/01/28 消滅 －

みずほ信託銀行（受託者）・DOWA
ホールディングス（委託者）

DOWAホールディングス11011第１受益
権

2011/01/28 消滅 －

みずほ信託銀行（受託者）・DOWA
ホールディングス（委託者）

DOWAホールディングス11020第２受益
権

2011/02/25 消滅 －

みずほ信託銀行（受託者）・DOWA
ホールディングス（委託者）

DOWAホールディングス11020第１受益
権

2011/02/25 消滅 －

みずほ信託銀行（受託者）・DOWA
ホールディングス（委託者）

DOWAホールディングス11021第２受益
権

2011/02/25 消滅 －

みずほ信託銀行（受託者）・DOWA
ホールディングス（委託者）

DOWAホールディングス11021第１受益
権

2011/02/25 消滅 －

みずほ信託銀行（受託者）・DOWA
ホールディングス（委託者）

DOWAホールディングス11030第２受益
権

2011/03/30 消滅 －

みずほ信託銀行（受託者）・DOWA
ホールディングス（委託者）

DOWAホールディングス11030第１受益
権

2011/03/30 消滅 －

みずほ信託銀行（受託者）・DOWA
ホールディングス（委託者）

DOWAホールディングス11031第２受益
権

2011/03/30 消滅 －

みずほ信託銀行（受託者）・DOWA
ホールディングス（委託者）

DOWAホールディングス11031第１受益
権

2011/03/30 消滅 －

みずほ信託銀行（受託者）・DOWA
ホールディングス（委託者）

DOWAホールディングス11040第２受益
権

2011/04/27 消滅 －

みずほ信託銀行（受託者）・DOWA
ホールディングス（委託者）

DOWAホールディングス11040第１受益
権

2011/04/27 消滅 －

みずほ信託銀行（受託者）・DOWA
ホールディングス（委託者）

DOWAホールディングス11041第２受益
権

2011/04/27 消滅 －

みずほ信託銀行（受託者）・DOWA
ホールディングス（委託者）

DOWAホールディングス11041第１受益
権

2011/04/27 消滅 －
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みずほ信託銀行（受託者）・DOWA
ホールディングス（委託者）

DOWAホールディングス11050第２受益
権

2011/05/30 消滅 －

みずほ信託銀行（受託者）・DOWA
ホールディングス（委託者）

DOWAホールディングス11050第１受益
権

2011/05/30 消滅 －

みずほ信託銀行（受託者）・DOWA
ホールディングス（委託者）

DOWAホールディングス11051第２受益
権

2011/05/30 消滅 －

みずほ信託銀行（受託者）・DOWA
ホールディングス（委託者）

DOWAホールディングス11051第１受益
権

2011/05/30 消滅 －

みずほ信託銀行（受託者）・DOWA
ホールディングス（委託者）

DOWAホールディングス11060第２受益
権

2011/06/29 消滅 －

みずほ信託銀行（受託者）・DOWA
ホールディングス（委託者）

DOWAホールディングス11060第１受益
権

2011/06/29 消滅 －

みずほ信託銀行（受託者）・DOWA
ホールディングス（委託者）

DOWAホールディングス11061第２受益
権

2011/06/29 消滅 －

みずほ信託銀行（受託者）・DOWA
ホールディングス（委託者）

DOWAホールディングス11061第１受益
権

2011/06/29 消滅 －

みずほ信託銀行（受託者）・DOWA
ホールディングス（委託者）

DOWAホールディングス11070第２受益
権

2011/07/28 消滅 －

みずほ信託銀行（受託者）・DOWA
ホールディングス（委託者）

DOWAホールディングス11070第１受益
権

2011/07/28 消滅 －

みずほ信託銀行（受託者）・DOWA
ホールディングス（委託者）

DOWAホールディングス11071第２受益
権

2011/07/28 消滅 －

みずほ信託銀行（受託者）・DOWA
ホールディングス（委託者）

DOWAホールディングス11071第１受益
権

2011/07/28 消滅 －

みずほ信託銀行（受託者）・DOWA
ホールディングス（委託者）

DOWAホールディングス11080第２受益
権

2011/08/30 消滅 －

みずほ信託銀行（受託者）・DOWA
ホールディングス（委託者）

DOWAホールディングス11080第１受益
権

2011/08/30 消滅 －

みずほ信託銀行（受託者）・DOWA
ホールディングス（委託者）

DOWAホールディングス11081第２受益
権

2011/08/30 消滅 －

みずほ信託銀行（受託者）・DOWA
ホールディングス（委託者）

DOWAホールディングス11081第１受益
権

2011/08/30 消滅 －

みずほ信託銀行（受託者）・DOWA
ホールディングス（委託者）

DOWAホールディングス11090第２受益
権

2011/09/29 消滅 －

みずほ信託銀行（受託者）・DOWA
ホールディングス（委託者）

DOWAホールディングス11090第１受益
権

2011/09/29 消滅 －

みずほ信託銀行（受託者）・DOWA
ホールディングス（委託者）

DOWAホールディングス11091第２受益
権

2011/09/29 消滅 －

みずほ信託銀行（受託者）・DOWA
ホールディングス（委託者）

DOWAホールディングス11091第１受益
権

2011/09/29 消滅 －

みずほ信託銀行（受託者）・DOWA
ホールディングス（委託者）

DOWAホールディングス11100第2受益
権

2011/10/28 消滅 －

みずほ信託銀行（受託者）・DOWA
ホールディングス（委託者）

DOWAホールディングス11100第1受益
権

2011/10/28 消滅 －

みずほ信託銀行（受託者）・DOWA
ホールディングス（委託者）

DOWAホールディングス11101第2受益
権

2011/10/28 消滅 －

みずほ信託銀行（受託者）・DOWA
ホールディングス（委託者）

DOWAホールディングス11101第1受益
権

2011/10/28 消滅 －

みずほ信託銀行（受託者）・DOWA
ホールディングス（委託者）

DOWAホールディングス11110第2受益
権

2011/11/29 消滅 －

みずほ信託銀行（受託者）・DOWA
ホールディングス（委託者）

DOWAホールディングス11110第1受益
権

2011/11/29 消滅 －

みずほ信託銀行（受託者）・DOWA
ホールディングス（委託者）

DOWAホールディングス11111第2受益
権

2011/11/29 消滅 －

みずほ信託銀行（受託者）・DOWA
ホールディングス（委託者）

DOWAホールディングス11111第1受益
権

2011/11/29 消滅 －

みずほ信託銀行（受託者）・DOWA
ホールディングス（委託者）

DOWAホールディングス11120第2受益
権

2011/12/29 消滅 －

みずほ信託銀行（受託者）・DOWA
ホールディングス（委託者）

DOWAホールディングス11120第1受益
権

2011/12/29 消滅 －

みずほ信託銀行（受託者）・DOWA
ホールディングス（委託者）

DOWAホールディングス11121第2受益
権

2011/12/29 J-1 －

みずほ信託銀行（受託者）・DOWA
ホールディングス（委託者）

DOWAホールディングス11121第1受益
権

2011/12/29 J-1+ －
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みずほ信託銀行（受託者）・DOWA
ホールディングス（委託者）

DOWAホールディングス12010第2受益
権

2012/01/30 J-1 －

みずほ信託銀行（受託者）・DOWA
ホールディングス（委託者）

DOWAホールディングス12010第1受益
権

2012/01/30 J-1+ －

みずほ信託銀行（受託者）・DOWA
ホールディングス（委託者）

DOWAホールディングス12011第2受益
権

2012/01/30 J-1 －

みずほ信託銀行（受託者）・DOWA
ホールディングス（委託者）

DOWAホールディングス12011第1受益
権

2012/01/30 J-1+ －

みずほ信託銀行（受託者）・DOWA
ホールディングス（委託者）

DOWAホールディングス12020第2受益
権

2012/02/28 J-1 －

みずほ信託銀行（受託者）・DOWA
ホールディングス（委託者）

DOWAホールディングス12020第1受益
権

2012/02/28 J-1+ －

みずほ信託銀行（受託者）・DOWA
ホールディングス（委託者）

DOWAホールディングス12021第2受益
権

2012/02/28 J-1 －

みずほ信託銀行（受託者）・DOWA
ホールディングス（委託者）

DOWAホールディングス12021第1受益
権

2012/02/28 J-1+ －

みずほ信託銀行（受託者）・DOWA
ホールディングス（委託者）

DOWAホールディングス12030第2受益
権

2012/03/29 J-1 －

みずほ信託銀行（受託者）・DOWA
ホールディングス（委託者）

DOWAホールディングス12030第1受益
権

2012/03/29 J-1+ －

みずほ信託銀行（受託者）・DOWA
ホールディングス（委託者）

DOWAホールディングス12031第2受益
権

2012/03/29 J-1 －

みずほ信託銀行（受託者）・DOWA
ホールディングス（委託者）

DOWAホールディングス12031第1受益
権

2012/03/29 J-1+ －

ビー・エヌ・ピー・パリバ 長期優先債務 2010/02/01 AAp 安定的
ビー・エヌ・ピー・パリバ 長期優先債務 2011/04/28 AAp 安定的
ビー・エヌ・ピー・パリバ 長期優先債務 2011/11/14 撤回 －
（株）八千代銀行 長期優先債務 2010/12/07 BBB+ 安定的
（株）八千代銀行 長期優先債務 2012/01/17 BBB+ 安定的
中米経済統合銀行 長期優先債務 2010/11/29 A+ 安定的
中米経済統合銀行 長期優先債務 2012/02/10 A+ 安定的
中米経済統合銀行 第２回円債 2010/11/29 消滅 －
テレフォニカ・エセ・アー 長期優先債務 2011/02/07 A 安定的
テレフォニカ・エセ・アー 長期優先債務 2012/03/23 A ネガティブ
Paroo Company Limited 予備格付（Series 53） 2011/11/16 A- －
Paroo Company Limited 予備格付（Series 53） 2011/11/25 撤回 －
Paroo Company Limited Series 53 2011/11/25 A- －
Paroo Company Limited Series 53 2012/03/13 A －
Paroo Company Limited 予備格付（Series 54） 2012/02/10 AA －
Paroo Company Limited 予備格付（Series 54） 2012/02/24 撤回 －
Paroo Company Limited Series 54 2012/02/24 AA －
Paroo Company Limited 予備格付（Series 56） 2012/03/09 AA －
Paroo Company Limited 予備格付（Series 56） 2012/03/26 撤回 －
Paroo Company Limited 予備格付（Series 57） 2012/03/16 A+ －
Paroo Company Limited 予備格付（Series 57） 2012/03/29 撤回 －
Paroo Company Limited Series 56 2012/03/26 AA －
Paroo Company Limited Series 57 2012/03/29 A+ －
スペイン王国 長期優先債務 2010/09/22 AAA 安定的
スペイン王国 長期優先債務 2012/01/18 AA+ ネガティブ
スペイン王国 自国通貨建長期優先債務 2010/09/22 AAA 安定的
スペイン王国 自国通貨建長期優先債務 2012/01/18 AA+ ネガティブ
みずほ信託銀行（受託者）・池田銀行
（委託者）

クラスＡ－２号優先受益権 2006/09/26 AAA －

みずほ信託銀行（受託者）・池田銀行
（委託者）

クラスＡ－４号優先受益権 2006/09/26 AAA －

財団法人　竹田綜合病院 長期優先債務 2010/08/12 A- 安定的
財団法人　竹田綜合病院 長期優先債務 2011/12/06 A- 安定的
（株）富山第一銀行 長期優先債務 2011/02/28 A 安定的
（株）富山第一銀行 長期優先債務 2012/03/06 A 安定的
（株）佐賀共栄銀行 長期優先債務 2011/03/15 BBB 安定的
（株）佐賀共栄銀行 第１回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2011/03/15 BBB- －
（株）佐賀共栄銀行 第１回コーラブル無担保ＳＢ（劣後） 2012/02/15 消滅 －
（株）佐賀共栄銀行 第２回コーラブル無担保ＳＢ（劣後）＜ 2011/03/15 BBB- －
アールビーエー・アセット・ファンディ
ング・コーポレーション東京支店

キムラ手形債権ABL10-12 2010/12/24 消滅 －
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アールビーエー・アセット・ファンディ
ング・コーポレーション東京支店

アドヴァンス手形債権ABL10-12 2010/12/28 消滅 －

アールビーエー・アセット・ファンディ
ング・コーポレーション東京支店

キムラ手形債権ABL11-03 2011/03/25 消滅 －

アールビーエー・アセット・ファンディ
ング・コーポレーション東京支店

アドヴァンス手形債権ABL11-03 2011/03/30 消滅 －

アールビーエー・アセット・ファンディ
ング・コーポレーション東京支店

キムラ手形債権ABL11-06 2011/06/27 消滅 －

アールビーエー・アセット・ファンディ
ング・コーポレーション東京支店

アドヴァンス手形債権ABL11-06 2011/06/29 消滅 －

アールビーエー・アセット・ファンディ
ング・コーポレーション東京支店

キムラ手形債権ABL11-09 2011/09/26 消滅 －

アールビーエー・アセット・ファンディ
ング・コーポレーション東京支店

アドヴァンス手形債権ABL11-09 2011/09/29 消滅 －

アールビーエー・アセット・ファンディ
ング・コーポレーション東京支店

キムラ手形債権ABL11-12 2011/12/26 J-1 －

アールビーエー・アセット・ファンディ
ング・コーポレーション東京支店

アドヴァンス手形債権ABL11-12 2011/12/28 J-1 －

アールビーエー・アセット・ファンディ
ング・コーポレーション東京支店

キムラ手形債権ABL12-03 2012/03/26 J-1 －

アールビーエー・アセット・ファンディ
ング・コーポレーション東京支店

アドヴァンス手形債権ABL12-03 2012/03/29 J-1 －

Neon Capital Limited Series 378 2011/02/14 AA- －
Neon Capital Limited Series 378 2011/07/29 消滅 －
Neon Capital Limited 予備格付(Series 473) 2011/11/04 A －
Neon Capital Limited 予備格付(Series 473) 2011/11/14 撤回 －
Neon Capital Limited Series 473 2011/11/14 A －
Neon Capital Limited Series 473 2012/01/04 A －
ＷＢＳ　ＦＵＮＤＩＮＧ ローン　クラス　Ａ１ 2007/12/14 AA- －
ＷＢＳ　ＦＵＮＤＩＮＧ ローン　クラス　Ａ１ 2011/08/10 消滅 －
ＷＢＳ　ＦＵＮＤＩＮＧ ローン　クラス　Ａ２ 2007/12/14 AA- －
ＷＢＳ　ＦＵＮＤＩＮＧ ローン　クラス　Ａ２ 2011/08/10 消滅 －
ＷＢＳ　ＦＵＮＤＩＮＧ ノート　クラス　Ａ 2007/12/14 AA- －
ＷＢＳ　ＦＵＮＤＩＮＧ ノート　クラス　Ａ 2011/08/10 消滅 －
ＷＢＳ　ＦＵＮＤＩＮＧ ローン　クラス　Ｂ１ 2007/12/14 A- －
ＷＢＳ　ＦＵＮＤＩＮＧ ローン　クラス　Ｂ１ 2011/11/10 消滅 －
太陽石油（株） 長期優先債務 2010/09/09 BBB- 安定的
太陽石油（株） 長期優先債務 2011/12/20 BBB- 安定的
太陽石油（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/09/09 J-2 －
太陽石油（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/12/20 J-2 －
（株）三菱ケミカルホールディングス 長期優先債務 2010/07/29 A+ 安定的
（株）三菱ケミカルホールディングス 長期優先債務 2011/12/22 A+ 安定的
（株）三菱ケミカルホールディングス 予備格付（発行登録債） 2010/08/24 A+ －
（株）三菱ケミカルホールディングス 予備格付（発行登録債） 2011/12/22 A+ －
（株）三菱ケミカルホールディングス 第１回無担保ＳＢ 2011/09/06 A+ －
（株）三菱ケミカルホールディングス 第１回無担保ＳＢ 2011/12/22 A+ －
（株）三菱ケミカルホールディングス 第２回無担保ＳＢ 2011/09/06 A+ －
（株）三菱ケミカルホールディングス 第２回無担保ＳＢ 2011/12/22 A+ －
中国銀行（受託者）・アマノ（委託者） 予備格付（アマノ手形債権信託受益権

11-09）
2011/09/16 J-1+ －

中国銀行（受託者）・アマノ（委託者） 予備格付（アマノ手形債権信託受益権
11-09）

2011/09/22 撤回 －

中国銀行（受託者）・アマノ（委託者） アマノ手形債権信託優先受益権11-09 2011/09/22 消滅 －
CYPHER LIMITED シリーズ１０債券 2010/06/29 AA- －
CYPHER LIMITED シリーズ１０債券 2011/06/30 消滅 －
CYPHER LIMITED シリーズ５６債券 2011/03/18 A- －
CYPHER LIMITED シリーズ５６債券 2011/07/06 消滅 －
CYPHER LIMITED シリーズ７９ 2011/09/12 AA- －
CYPHER LIMITED Series 104 2011/11/21 AA- －
Cypher Limited シリーズ115 2011/12/21 AA- －
Cypher Limited シリーズ115 2011/12/27 A+ －
Cypher Limited シリーズ133 2012/03/12 A －
有限会社フロンティア・アセット・コー
ポレーション

百五銀行B社手形債権ABL11-01 2011/01/27 消滅 －
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有限会社フロンティア・アセット・コー
ポレーション

百五銀行B社手形債権ABL11-02 2011/02/24 消滅 －

有限会社フロンティア・アセット・コー
ポレーション

百五銀行B社手形債権ABL11-03 2011/03/29 消滅 －

有限会社フロンティア・アセット・コー
ポレーション

予備格付（百五銀行B社手形債権
ABL11-04）

2011/04/21 J-1 －

有限会社フロンティア・アセット・コー
ポレーション

予備格付（百五銀行B社手形債権
ABL11-04）

2011/04/26 撤回 －

有限会社フロンティア・アセット・コー
ポレーション

百五銀行B社手形債権ABL11-04 2011/04/26 消滅 －

有限会社フロンティア・アセット・コー
ポレーション

予備格付（百五銀行B社手形債権
ABL11-05）

2011/05/24 J-1 －

有限会社フロンティア・アセット・コー
ポレーション

予備格付（百五銀行B社手形債権
ABL11-05）

2011/05/27 撤回 －

有限会社フロンティア・アセット・コー
ポレーション

百五銀行B社手形債権ABL11-05 2011/05/27 消滅 －

有限会社フロンティア・アセット・コー
ポレーション

予備格付（百五銀行B社手形債権
ABL11-06）

2011/06/23 J-1 －

有限会社フロンティア・アセット・コー
ポレーション

予備格付（百五銀行B社手形債権
ABL11-06）

2011/06/28 撤回 －

有限会社フロンティア・アセット・コー
ポレーション

百五銀行B社手形債権ABL11-06 2011/06/28 消滅 －

有限会社フロンティア・アセット・コー
ポレーション

予備格付（百五銀行B社手形債権
ABL11-07）

2011/07/22 J-1 －

有限会社フロンティア・アセット・コー
ポレーション

予備格付（百五銀行B社手形債権
ABL11-07）

2011/07/27 撤回 －

有限会社フロンティア・アセット・コー
ポレーション

百五銀行B社手形債権ABL11-07 2011/07/27 消滅 －

有限会社フロンティア・アセット・コー
ポレーション

予備格付（百五銀行B社手形債権
ABL11-08）

2011/08/24 J-1 －

有限会社フロンティア・アセット・コー
ポレーション

予備格付（百五銀行B社手形債権
ABL11-08）

2011/08/29 撤回 －

有限会社フロンティア・アセット・コー
ポレーション

百五銀行B社手形債権ABL11-08 2011/08/29 消滅 －

有限会社フロンティア・アセット・コー
ポレーション

予備格付（百五銀行B社手形債権
ABL11-09）

2011/09/22 J-1 －

有限会社フロンティア・アセット・コー
ポレーション

予備格付（百五銀行B社手形債権
ABL11-09）

2011/09/28 撤回 －

有限会社フロンティア・アセット・コー
ポレーション

百五銀行B社手形債権ABL11-09 2011/09/28 消滅 －

有限会社フロンティア・アセット・コー
ポレーション

予備格付（百五銀行B社手形債権
ABL11-10）

2011/10/24 J-1 －

有限会社フロンティア・アセット・コー
ポレーション

予備格付（百五銀行B社手形債権
ABL11-10）

2011/10/27 撤回 －

有限会社フロンティア・アセット・コー
ポレーション

百五銀行B社手形債権ABL11-10 2011/10/27 消滅 －

有限会社フロンティア・アセット・コー
ポレーション

予備格付（百五銀行B社手形債権
ABL11-11）

2011/11/21 J-1 －

有限会社フロンティア・アセット・コー
ポレーション

予備格付（百五銀行B社手形債権
ABL11-11）

2011/11/25 撤回 －

有限会社フロンティア・アセット・コー
ポレーション

百五銀行B社手形債権ABL11-11 2011/11/25 J-1 －

有限会社フロンティア・アセット・コー
ポレーション

予備格付（百五銀行B社手形債権
ABL11-12）

2011/12/21 J-1 －

有限会社フロンティア・アセット・コー
ポレーション

予備格付（百五銀行B社手形債権
ABL11-12）

2011/12/27 撤回 －

有限会社フロンティア・アセット・コー
ポレーション

百五銀行B社手形債権ABL11-12 2011/12/27 J-1 －

有限会社フロンティア・アセット・コー
ポレーション

予備格付（百五銀行B社手形債権
ABL12-01）

2012/01/24 J-1 －

有限会社フロンティア・アセット・コー
ポレーション

予備格付（百五銀行B社手形債権
ABL12-01）

2012/01/27 撤回 －

有限会社フロンティア・アセット・コー
ポレーション

百五銀行B社手形債権ABL12-01 2012/01/27 J-1 －
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有限会社フロンティア・アセット・コー
ポレーション

予備格付（百五銀行B社手形債権
ABL12-02）

2012/02/21 J-1 －

有限会社フロンティア・アセット・コー
ポレーション

予備格付（百五銀行B社手形債権
ABL12-02）

2012/02/24 撤回 －

有限会社フロンティア・アセット・コー
ポレーション

百五銀行B社手形債権ABL12-02 2012/02/24 J-1 －

ケネディクス不動産投資法人 長期優先債務 2011/02/04 A 安定的
ケネディクス不動産投資法人 長期優先債務 2012/02/14 A ポジティブ
ケネディクス不動産投資法人 第２回無担保ＳＢ 2011/02/04 A －
ケネディクス不動産投資法人 第２回無担保ＳＢ 2012/02/14 A －
ケネディクス不動産投資法人 第１回無担保ＳＢ 2011/02/04 A －
ケネディクス不動産投資法人 第１回無担保ＳＢ 2012/02/14 消滅 －
ケネディクス不動産投資法人 予備格付（発行登録債） 2011/02/04 A －
ケネディクス不動産投資法人 予備格付（発行登録債） 2012/02/14 A －
ケネディクス不動産投資法人 第３回無担保ＳＢ 2011/09/08 A －
ケネディクス不動産投資法人 第３回無担保ＳＢ 2012/02/14 A －
ケネディクス不動産投資法人 第４回無担保ＳＢ 2012/03/02 A －
NS Preferred Capital ユーロ円建交換権付優先出資証券 2010/10/05 A+ －
NS Preferred Capital ユーロ円建交換権付優先出資証券 2011/10/05 A+ －
森ヒルズリート投資法人 長期優先債務 2011/01/17 AA- ネガティブ
森ヒルズリート投資法人 第１回無担保ＳＢ 2011/01/17 AA- －
森ヒルズリート投資法人 第２回無担保ＳＢ 2011/01/17 AA- －
森ヒルズリート投資法人 予備格付（発行登録債） 2011/01/17 消滅 －
森ヒルズリート投資法人 第３回無担保ＳＢ 2011/01/17 AA- －
森ヒルズリート投資法人 第４回無担保ＳＢ 2011/01/17 AA- －
森ヒルズリート投資法人 第５回無担保ＳＢ 2011/02/10 AA- －
広島市信用組合 長期優先債務 2011/03/23 A- 安定的
広島市信用組合 長期優先債務 2012/03/29 A- ポジティブ
住友信託銀行（受託者）・芙蓉総合
リース（委託者）

コントロールドアモチ優先受益権 2006/12/08 AAA －

住友信託銀行（受託者）・芙蓉総合
リース（委託者）

コントロールドアモチ優先受益権 2011/04/28 消滅 －

住友信託銀行（受託者）・芙蓉総合
リース（委託者）

パススルー優先受益権 2006/12/08 AAA －

住友信託銀行（受託者）・芙蓉総合
リース（委託者）

パススルー優先受益権 2011/04/28 消滅 －

パシフィックゴルフグループインター
ナショナルホールディングス（株）

長期優先債務 2010/06/28 BBB+ 安定的

ＰＧＭホールディングス（株） 長期優先債務 2011/06/14 BBB+ 安定的
ＰＧＭホールディングス（株） 長期優先債務 2011/10/26 #BBB+ 方向性不確定
ＰＧＭホールディングス（株） 長期優先債務 2012/02/24 BBB+ 安定的
パシフィックゴルフグループインター
ナショナルホールディングス（株）

予備格付（発行登録債） 2010/06/28 BBB+ －

ＰＧＭホールディングス（株） 予備格付（発行登録債） 2011/06/14 BBB+ －
ＰＧＭホールディングス（株） 予備格付（発行登録債） 2011/10/26 #BBB+ 方向性不確定
ＰＧＭホールディングス（株） 予備格付（発行登録債） 2012/02/24 BBB+ －
ＰＧＭホールディングス（株） 第１回無担保ＳＢ 2010/09/10 BBB+ －
ＰＧＭホールディングス（株） 第１回無担保ＳＢ 2011/06/14 BBB+ －
ＰＧＭホールディングス（株） 第１回無担保ＳＢ 2011/10/26 #BBB+ 方向性不確定
ＰＧＭホールディングス（株） 第１回無担保ＳＢ 2012/02/24 BBB+ －
Ｊ－ＷＢＳ　ＦＵＮＤＩＮＧ　ＫＫ ノート　クラス　Ｂ２ 2007/12/14 A- －
Ｊ－ＷＢＳ　ＦＵＮＤＩＮＧ　ＫＫ ノート　クラス　Ｂ２ 2011/11/15 消滅 －
地銀共同ファンディング（株） 麻生商事手形債権ABL11-01 2011/01/28 消滅 －
地銀共同ファンディング（株） 麻生商事手形債権ABL11-02 2011/02/25 消滅 －
地銀共同ファンディング（株） キャタピラー九州手形債権ABL11-03 2011/03/23 消滅 －
地銀共同ファンディング（株） 麻生商事手形債権ABL11-03 2011/03/25 消滅 －
地銀共同ファンディング（株） 予備格付（麻生商事手形債権ABL11- 2011/05/23 J-1 －
地銀共同ファンディング（株） 予備格付（麻生商事手形債権ABL11- 2011/05/30 撤回 －
地銀共同ファンディング（株） 麻生商事手形債権ABL11-05 2011/05/30 消滅 －
地銀共同ファンディング（株） 予備格付（麻生商事手形債権ABL11- 2011/06/17 J-1 －
地銀共同ファンディング（株） 予備格付（麻生商事手形債権ABL11- 2011/06/29 撤回 －
地銀共同ファンディング（株） 麻生商事手形債権ABL11-06 2011/06/29 消滅 －
地銀共同ファンディング（株） 予備格付（麻生商事手形債権ABL11- 2011/07/21 J-1 －
地銀共同ファンディング（株） 予備格付（麻生商事手形債権ABL11- 2011/07/28 撤回 －
地銀共同ファンディング（株） 麻生商事手形債権ABL11-07 2011/07/28 消滅 －
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地銀共同ファンディング（株） 麻生商事手形債権ABL11-08 2011/08/23 J-1 －
地銀共同ファンディング（株） 麻生商事手形債権ABL11-08 2011/08/30 撤回 －
地銀共同ファンディング（株） 麻生商事手形債権ABL11-08 2011/08/30 消滅 －
地銀共同ファンディング（株） 予備格付（麻生商事手形債権ABL11- 2011/09/22 J-1 －
地銀共同ファンディング（株） 予備格付（麻生商事手形債権ABL11- 2011/09/29 撤回 －
地銀共同ファンディング（株） 麻生商事手形債権ABL11-09 2011/09/29 消滅 －
地銀共同ファンディング（株） 予備格付（麻生商事手形債権ABL11- 2011/10/21 J-1 －
地銀共同ファンディング（株） 予備格付（麻生商事手形債権ABL11- 2011/10/28 撤回 －
地銀共同ファンディング（株） 麻生商事手形債権ABL11-10 2011/10/28 消滅 －
地銀共同ファンディング（株） 予備格付（麻生商事手形債権ABL11- 2011/12/20 J-1 －
地銀共同ファンディング（株） 予備格付（麻生商事手形債権ABL11- 2011/12/28 撤回 －
地銀共同ファンディング（株） 麻生商事手形債権ABL11-12 2011/12/28 消滅 －
地銀共同ファンディング（株） 予備格付（麻生商事手形債権ABL12- 2012/01/23 J-1 －
地銀共同ファンディング（株） 予備格付（麻生商事手形債権ABL12- 2012/01/30 撤回 －
地銀共同ファンディング（株） 麻生商事手形債権ABL12-01 2012/01/30 J-1 －
地銀共同ファンディング（株） 予備格付（キャタピラー九州手形債権

ABL12-02）
2012/02/20 J-1 －

地銀共同ファンディング（株） 予備格付（キャタピラー九州手形債権
ABL12-02）

2012/02/27 撤回 －

地銀共同ファンディング（株） 予備格付（麻生商事手形債権ABL12- 2012/02/21 J-1 －
地銀共同ファンディング（株） 予備格付（麻生商事手形債権ABL12- 2012/02/28 撤回 －
地銀共同ファンディング（株） キャタピラー九州手形債権ABL12-02 2012/02/27 J-1 －
地銀共同ファンディング（株） 麻生商事手形債権ABL12-02 2012/02/28 J-1 －
地銀共同ファンディング（株） 予備格付（麻生商事手形債権ABL12- 2012/03/22 J-1 －
地銀共同ファンディング（株） 予備格付（麻生商事手形債権ABL12- 2012/03/29 撤回 －
地銀共同ファンディング（株） 予備格付（キャタピラー九州手形債権

ABL12-03）
2012/03/22 J-1 －

地銀共同ファンディング（株） 予備格付（キャタピラー九州手形債権
ABL12-03）

2012/03/29 撤回 －

地銀共同ファンディング（株） 麻生商事手形債権ABL12-03 2012/03/29 J-1 －
地銀共同ファンディング（株） キャタピラー九州手形債権ABL12-03 2012/03/29 J-1 －
九州大学 長期優先債務 2011/03/16 AAA 安定的
九州大学 長期優先債務 2012/03/22 AAA 安定的
大栄不動産（株） 長期優先債務 2011/03/24 BBB 安定的
大栄不動産（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/03/24 J-2 －
（株）日本ビジネスリース 国内コマーシャルペーパー 2010/10/29 J-1 －
社団法人しんきん保証基金 長期優先債務 2010/05/24 A 安定的
社団法人しんきん保証基金 長期優先債務 2011/06/15 A 安定的
医療法人　玉昌会 長期優先債務 2010/10/07 BBB- 安定的
医療法人　玉昌会 長期優先債務 2011/09/26 BBB- 安定的
住友信託銀行（受託者）・山陰信販
（委託者）

山陰信販個品割賦債権優先受益権（シ
リーズ２）

2008/03/28 AAA －

インド鉄道金融公社 長期優先債務 2011/02/23 BBB+ 安定的
インド鉄道金融公社 長期優先債務 2012/03/09 BBB+ 安定的
インド鉄道金融公社 自国通貨建長期優先債務 2011/02/23 BBB+ 安定的
インド鉄道金融公社 自国通貨建長期優先債務 2012/03/09 BBB+ 安定的
インド鉄道金融公社 第１回円債 2011/02/23 消滅 －
学校法人桜美林学園 長期優先債務 2010/04/16 A 安定的
学校法人桜美林学園 長期優先債務 2011/04/14 A 安定的
福岡リート投資法人 長期優先債務 2011/02/08 AA- 安定的
日本賃貸住宅投資法人 長期優先債務 2010/11/16 A- 安定的
日本賃貸住宅投資法人 長期優先債務 2012/01/18 A- 安定的
ＹＡＣ ＷＢＢＬ(事業キャッシュフロー対応貸付) 2010/04/15 BBB －
ＹＡＣ ＷＢＢＬ(事業キャッシュフロー対応貸付) 2011/04/08 消滅 －
ＪＦＥ商事ホールディングス（株） 長期優先債務 2010/11/08 A+ 安定的
ＪＦＥ商事ホールディングス（株） 長期優先債務 2011/12/07 A+ ポジティブ
（株）アサックス 国内コマーシャルペーパー 2010/07/30 J-2 －
（株）アサックス 国内コマーシャルペーパー 2011/07/15 J-2 －
常和ホールディングス（株） 長期優先債務 2010/12/14 BBB+ 安定的
常和ホールディングス（株） 長期優先債務 2011/10/17 BBB+ 安定的
セントラル短資ＦＸ（株） 長期優先債務 2010/07/06 BBB+ ネガティブ
セントラル短資ＦＸ（株） 長期優先債務 2011/07/21 BBB 安定的
三菱UFJセキュリティーズインターナ
ショナル（EMTN）

Series 8529 Credit Linked Notes due
March 2015

2011/04/13 AA －
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三菱UFJセキュリティーズインターナ
ショナル（EMTN）

Series 8529 Credit Linked Notes due
March 2015

2011/09/13 AA －

三菱UFJセキュリティーズインターナ
ショナル（EMTN）

Series 8545 Credit Linked Notes due
March 2015

2011/04/18 AA －

三菱UFJセキュリティーズインターナ
ショナル（EMTN）

Series 8545 Credit Linked Notes due
March 2015

2011/09/13 AA －

三菱UFJセキュリティーズインターナ
ショナル（EMTN）

Series 8546 Credit Linked Notes due
March 2015

2011/04/18 AA －

三菱UFJセキュリティーズインターナ
ショナル（EMTN）

Series 8546 Credit Linked Notes due
March 2015

2011/09/13 AA －

三菱UFJセキュリティーズインターナ
ショナル（EMTN）

Series 8568 Credit Linked Notes due
March 2015

2011/05/09 AA －

三菱UFJセキュリティーズインターナ
ショナル（EMTN）

Series 8568 Credit Linked Notes due
March 2015

2011/09/13 AA －

三菱UFJセキュリティーズインターナ
ショナル（EMTN）

Series 8569 Credit Linked Notes due
March 2015

2011/05/09 AA －

三菱UFJセキュリティーズインターナ
ショナル（EMTN）

Series 8569 Credit Linked Notes due
March 2015

2011/09/13 AA －

三菱UFJセキュリティーズインターナ
ショナル（EMTN）

Series 8569 Credit Linked Notes due
March 2015

2011/10/06 AA －

ロシア連邦 自国通貨建長期優先債務 2010/05/17 BBB+ 安定的
ロシア連邦 自国通貨建長期優先債務 2011/06/16 BBB+ ポジティブ
ロシア連邦 長期優先債務 2010/05/17 BBB 安定的
ロシア連邦 長期優先債務 2011/06/16 BBB ポジティブ
特種東海製紙（株） 長期優先債務 2011/03/03 BBB 安定的
野村不動産レジデンシャル投資法人 長期優先債務 2011/01/25 AA 安定的
野村不動産レジデンシャル投資法人 長期優先債務 2012/02/08 AA 安定的
野村不動産レジデンシャル投資法人 第１回無担保ＳＢ 2011/02/09 AA －
野村不動産レジデンシャル投資法人 第１回無担保ＳＢ 2012/02/08 AA －
野村不動産レジデンシャル投資法人 第2回無担保SB 2012/02/08 AA －
森トラスト総合リート投資法人 長期優先債務 2010/09/24 AA 安定的
森トラスト総合リート投資法人 長期優先債務 2011/11/02 AA 安定的
森トラスト総合リート投資法人 第１回無担保ＳＢ 2011/02/16 AA －
森トラスト総合リート投資法人 第１回無担保ＳＢ 2011/11/02 AA －
森トラスト総合リート投資法人 第２回無担保ＳＢ 2012/02/10 AA －
野村不動産ホールディングス（株） 長期優先債務 2011/05/30 A 安定的
野村不動産ホールディングス（株） 長期優先債務 2012/03/12 A 安定的
野村不動産ホールディングス（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/05/30 J-1 －
野村不動産ホールディングス（株） 国内コマーシャルペーパー 2012/03/12 J-1 －
野村不動産ホールディングス（株） 予備格付（発行登録債） 2011/10/21 A －
野村不動産ホールディングス（株） 予備格付（発行登録債） 2012/03/12 A －
大和ハウス・レジデンシャル投資法人 長期優先債務 2011/12/12 AA- 安定的
大和ハウス・レジデンシャル投資法人 第１回無担保ＳＢ 2012/03/02 AA- －
（株）ふくおかフィナンシャルグループ 長期優先債務 2011/01/28 A 安定的
（株）ふくおかフィナンシャルグループ 長期優先債務 2012/01/25 A 安定的
（株）ふくおかフィナンシャルグループ 国内コマーシャルペーパー 2011/01/28 J-1 －
（株）ふくおかフィナンシャルグループ 国内コマーシャルペーパー 2012/01/25 J-1 －
（株）東北銀行 長期優先債務 2010/10/06 BBB+ 安定的
（株）東北銀行 長期優先債務 2011/10/18 BBB 安定的
一橋大学 長期優先債務 2010/02/16 AAA 安定的
一橋大学 長期優先債務 2012/01/31 AAA 安定的
新日鉄エンジニアリング（株） 長期優先債務 2010/10/05 AA- 安定的
新日鉄エンジニアリング（株） 長期優先債務 2011/10/31 AA- 安定的
新日鉄エンジニアリング（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/10/05 J-1+ －
新日鉄エンジニアリング（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/10/31 J-1+ －
（株）タケエイ 長期優先債務 2010/04/30 BB+ 安定的
（株）タケエイ 長期優先債務 2011/04/06 撤回 －
医療法人社団　如水会 長期優先債務 2007/12/04 BBB- 安定的
医療法人社団　如水会 長期優先債務 2011/04/28 撤回 －
学校法人クラーク学園 長期優先債務 2010/08/31 BBB 安定的
東北総合信用保証（株） 長期優先債務 2010/09/06 BBB+ 安定的
東北総合信用保証（株） 長期優先債務 2011/05/20 撤回 －
（株）マネーパートナーズグループ 短期優先債務 2010/07/06 J-3 －
（株）マネーパートナーズグループ 短期優先債務 2011/07/21 J-3 －
ブラジル連邦共和国 長期優先債務 2011/02/01 BBB 安定的
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ブラジル連邦共和国 自国通貨建長期優先債務 2011/02/01 BBB+ 安定的
タイ石油公社 長期優先債務 2011/03/29 A- 安定的
タイ石油公社 長期優先債務 2012/04/04 A- 安定的
タイ石油公社 自国通貨建長期優先債務 2011/03/29 A 安定的
タイ石油公社 自国通貨建長期優先債務 2012/04/04 A 安定的
タイ石油公社 第１回円債 2011/03/29 A- －
タイ石油公社 第１回円債 2012/04/04 A- －
（株）仙台銀行 長期優先債務 2010/10/26 #BBB ネガティブ
（株）仙台銀行 長期優先債務 2011/10/18 BBB- 安定的
楽天カード（株） 長期優先債務 2011/07/11 BBB+ 安定的
楽天カード（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/07/29 J-2 －
テレフォニカ・ヨーロッパB.V. 第１回円債（２００７） 2011/02/07 A －
テレフォニカ・ヨーロッパB.V. 第１回円債（２００７） 2012/03/23 A －
テレフォニカ・ヨーロッパB.V. 第１回変動利付円債（２００７） 2011/02/07 A －
テレフォニカ・ヨーロッパB.V. 第１回変動利付円債（２００７） 2012/03/23 A －
ＪＦＥ商事（株） 長期優先債務 2010/11/08 A+ 安定的
ＪＦＥ商事（株） 長期優先債務 2011/12/07 A+ ポジティブ
ＪＦＥ商事（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/11/08 J-1 －
ＪＦＥ商事（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/12/07 J-1 －
住友生命第２回基金流動化特定目
的会社

第１回特定社債 2010/10/07 A- －

住友生命第２回基金流動化特定目
的会社

第１回特定社債 2011/10/19 A- －

Ｊ．フロント　リテイリング（株） 長期優先債務 2010/03/08 A ネガティブ
Ｊ．フロント　リテイリング（株） 長期優先債務 2011/05/12 A ネガティブ
Ｊ．フロント　リテイリング（株） 長期優先債務 2012/03/21 A 安定的
Ｊ．フロント　リテイリング（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/02/01 J-1 －
Ｊ．フロント　リテイリング（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/05/12 J-1 －
Ｊ．フロント　リテイリング（株） 国内コマーシャルペーパー 2012/03/21 J-1 －
Ｊ．フロント　リテイリング（株） 予備格付（発行登録債） 2012/02/07 A －
Ｊ．フロント　リテイリング（株） 予備格付（発行登録債） 2012/03/21 A －
マケドニア共和国 長期優先債務 2009/11/02 BB+ 安定的
マケドニア共和国 長期優先債務 2012/01/24 撤回 －
マケドニア共和国 自国通貨建長期優先債務 2009/11/02 BBB- 安定的
マケドニア共和国 自国通貨建長期優先債務 2012/01/24 撤回 －
産業ファンド投資法人 長期優先債務 2012/01/18 AA- 安定的
中国銀行（受託者）・倉敷成人病セン
ター（委託者）

診療報酬債権信託受益権11-03 2011/03/18 消滅 －

中国銀行（受託者）・倉敷成人病セン
ター（委託者）

予備格付（診療報酬債権信託受益権
11-04）

2011/04/13 J-1 －

中国銀行（受託者）・倉敷成人病セン
ター（委託者）

予備格付（診療報酬債権信託受益権
11-04）

2011/04/18 撤回 －

中国銀行（受託者）・倉敷成人病セン
ター（委託者）

診療報酬債権信託受益権11-04 2011/04/18 消滅 －

中国銀行（受託者）・倉敷成人病セン
ター（委託者）

予備格付（保険診療報酬債権信託受
益権11-05）

2011/05/12 J-1 －

中国銀行（受託者）・倉敷成人病セン
ター（委託者）

予備格付（保険診療報酬債権信託受
益権11-05）

2011/05/17 撤回 －

中国銀行（受託者）・倉敷成人病セン
ター（委託者）

保険診療報酬債権信託受益権11-05 2011/05/17 消滅 －

中国銀行（受託者）・倉敷成人病セン
ター（委託者）

予備格付（保険診療報酬債権信託受
益権11-06）

2011/06/14 J-1 －

中国銀行（受託者）・倉敷成人病セン
ター（委託者）

予備格付（保険診療報酬債権信託受
益権11-06）

2011/06/17 撤回 －

中国銀行（受託者）・倉敷成人病セン
ター（委託者）

保険診療報酬債権信託受益権11-06 2011/06/17 消滅 －

中国銀行（受託者）・倉敷成人病セン
ター（委託者）

予備格付（保険診療報酬債権信託受
益権11-07）

2011/07/13 J-1 －

中国銀行（受託者）・倉敷成人病セン
ター（委託者）

予備格付（保険診療報酬債権信託受
益権11-07）

2011/07/19 撤回 －

中国銀行（受託者）・倉敷成人病セン
ター（委託者）

保険診療報酬債権信託受益権11-07 2011/07/19 消滅 －

中国銀行（受託者）・倉敷成人病セン
ター（委託者）

予備格付（保険診療報酬債権信託受
益権11-08)

2011/08/12 J-1 －
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中国銀行（受託者）・倉敷成人病セン
ター（委託者）

予備格付（保険診療報酬債権信託受
益権11-08)

2011/08/17 撤回 －

中国銀行（受託者）・倉敷成人病セン
ター（委託者）

保険診療報酬債権信託受益権11-08 2011/08/17 消滅 －

中国銀行（受託者）・倉敷成人病セン
ター（委託者）

予備格付（保険診療報酬債権信託受
益権11-09)

2011/09/14 J-1 －

中国銀行（受託者）・倉敷成人病セン
ター（委託者）

予備格付（保険診療報酬債権信託受
益権11-09)

2011/09/20 撤回 －

中国銀行（受託者）・倉敷成人病セン
ター（委託者）

保険診療報酬債権信託受益権11-09 2011/09/20 消滅 －

中国銀行（受託者）・倉敷成人病セン
ター（委託者）

予備格付（保険診療報酬債権信託受
益権11-10)

2011/10/13 J-1 －

中国銀行（受託者）・倉敷成人病セン
ター（委託者）

予備格付（保険診療報酬債権信託受
益権11-10)

2011/10/18 撤回 －

中国銀行（受託者）・倉敷成人病セン
ター（委託者）

保険診療報酬債権信託受益権11-10 2011/10/18 消滅 －

中国銀行（受託者）・倉敷成人病セン
ター（委託者）

予備格付（保険診療報酬債権信託受
益権11-11)

2011/11/14 J-1 －

中国銀行（受託者）・倉敷成人病セン
ター（委託者）

予備格付（保険診療報酬債権信託受
益権11-11)

2011/11/17 撤回 －

中国銀行（受託者）・倉敷成人病セン
ター（委託者）

保険診療報酬債権信託受益権11-11 2011/11/17 消滅 －

中国銀行（受託者）・倉敷成人病セン
ター（委託者）

予備格付（保険診療報酬債権信託受
益権11-12)

2011/12/14 J-1 －

中国銀行（受託者）・倉敷成人病セン
ター（委託者）

予備格付（保険診療報酬債権信託受
益権11-12)

2011/12/19 撤回 －

中国銀行（受託者）・倉敷成人病セン
ター（委託者）

保険診療報酬債権信託受益権11-12 2011/12/19 消滅 －

中国銀行（受託者）・倉敷成人病セン
ター（委託者）

予備格付（保険診療報酬債権信託受
益権12-01)

2012/01/12 J-1 －

中国銀行（受託者）・倉敷成人病セン
ター（委託者）

予備格付（保険診療報酬債権信託受
益権12-01)

2012/01/17 撤回 －

中国銀行（受託者）・倉敷成人病セン
ター（委託者）

保険診療報酬債権信託受益権12-01 2012/01/17 消滅 －

中国銀行（受託者）・倉敷成人病セン
ター（委託者）

予備格付（保険診療報酬債権信託受
益権12-02)

2012/02/13 J-1 －

中国銀行（受託者）・倉敷成人病セン
ター（委託者）

予備格付（保険診療報酬債権信託受
益権12-02)

2012/02/17 撤回 －

中国銀行（受託者）・倉敷成人病セン
ター（委託者）

保険診療報酬債権信託受益権12-02 2012/02/17 消滅 －

中国銀行（受託者）・倉敷成人病セン
ター（委託者）

予備格付（保険診療報酬債権信託受
益権12-03)

2012/03/13 J-1 －

中国銀行（受託者）・倉敷成人病セン
ター（委託者）

予備格付（保険診療報酬債権信託受
益権12-03)

2012/03/19 撤回 －

中国銀行（受託者）・倉敷成人病セン
ター（委託者）

保険診療報酬債権信託受益権12-03 2012/03/19 J-1 －

出光クレジット（株） 長期優先債務 2011/03/29 A- 安定的
出光クレジット（株） 長期優先債務 2012/03/27 A- 安定的
出光クレジット（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/03/29 J-1 －
出光クレジット（株） 国内コマーシャルペーパー 2012/03/27 J-1 －
上田ハーロー（株） 長期優先債務 2010/07/06 BBB+ ネガティブ
上田ハーロー（株） 長期優先債務 2011/07/21 BBB 安定的
ＭＭＣダイヤモンドファイナンス（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/03/31 J-1 －
AEON Thana Sinsap Public Co.,Ltd. 長期優先債務 2011/03/30 A- 安定的
AEON Thana Sinsap Public Co.,Ltd. 長期優先債務 2012/02/21 A- 安定的
(株）福邦銀行 長期優先債務 2010/04/30 BBB ネガティブ
(株）福邦銀行 長期優先債務 2011/05/31 BBB 安定的
ハンファケミカル 長期優先債務 2011/04/04 BBB+ 安定的
ハンファケミカル 長期優先債務 2012/04/03 BBB+ 安定的
（株）ＨＣ綾瀬川住宅 貸付B 2010/09/06 AAA －
（株）ＨＣ綾瀬川住宅 貸付B 2011/09/27 AAA －
ＩＴホールディングス（株） 長期優先債務 2010/12/01 A- 安定的
ＩＴホールディングス（株） 長期優先債務 2011/12/27 A- 安定的
りそな銀行（受託者）・昭和リース（委
託者）

昭和リース・リース料債権優先受益権０
８ー０３

2008/03/31 AAA －
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住友信託銀行（受託者）・三協立山ア
ルミ（委託者）

三協立山アルミ手形債権優先信託受
益権10-12-2

2010/12/29 消滅 －

住友信託銀行（受託者）・三協立山ア
ルミ（委託者）

三協立山アルミ手形債権信託受益権
11-01-1

2011/01/31 消滅 －

住友信託銀行（受託者）・三協立山ア
ルミ（委託者）

三協立山アルミ手形債権信託受益権
11-01-2

2011/01/31 消滅 －

住友信託銀行（受託者）・三協立山ア
ルミ（委託者）

三協立山アルミ手形債権信託受益権
11-02-1

2011/02/28 消滅 －

住友信託銀行（受託者）・三協立山ア
ルミ（委託者）

三協立山アルミ手形債権信託受益権
11-02-2

2011/02/28 消滅 －

住友信託銀行（受託者）・三協立山ア
ルミ（委託者）

三協立山アルミ手形債権信託受益権
11-03-1

2011/03/31 消滅 －

住友信託銀行（受託者）・三協立山ア
ルミ（委託者）

三協立山アルミ手形債権信託受益権
11-03-2

2011/03/31 消滅 －

住友信託銀行（受託者）・三協立山ア
ルミ（委託者）

予備格付（三協立山アルミ手形債権信
託受益権11-04-2）

2011/04/26 J-1+ －

住友信託銀行（受託者）・三協立山ア
ルミ（委託者）

予備格付（三協立山アルミ手形債権信
託受益権11-04-2）

2011/04/28 撤回 －

住友信託銀行（受託者）・三協立山ア
ルミ（委託者）

予備格付（三協立山アルミ手形債権信
託受益権11-04-1）

2011/04/26 J-1+ －

住友信託銀行（受託者）・三協立山ア
ルミ（委託者）

予備格付（三協立山アルミ手形債権信
託受益権11-04-1）

2011/04/28 撤回 －

住友信託銀行（受託者）・三協立山ア
ルミ（委託者）

三協立山アルミ手形債権優先信託受
益権11-04-1

2011/04/28 消滅 －

住友信託銀行（受託者）・三協立山ア
ルミ（委託者）

三協立山アルミ手形債権優先信託受
益権11-04-2

2011/04/28 消滅 －

住友信託銀行（受託者）・三協立山ア
ルミ（委託者）

予備格付（三協立山アルミ手形債権信
託受益権11-05-2）

2011/05/23 J-1+ －

住友信託銀行（受託者）・三協立山ア
ルミ（委託者）

予備格付（三協立山アルミ手形債権信
託受益権11-05-2）

2011/05/27 J-1+ －

住友信託銀行（受託者）・三協立山ア
ルミ（委託者）

予備格付（三協立山アルミ手形債権信
託受益権11-05-2）

2011/05/31 撤回 －

住友信託銀行（受託者）・三協立山ア
ルミ（委託者）

予備格付（三協立山アルミ手形債権信
託受益権11-05-1）

2011/05/23 J-1+ －

住友信託銀行（受託者）・三協立山ア
ルミ（委託者）

予備格付（三協立山アルミ手形債権信
託受益権11-05-1）

2011/05/27 J-1+ －

住友信託銀行（受託者）・三協立山ア
ルミ（委託者）

予備格付（三協立山アルミ手形債権信
託受益権11-05-1）

2011/05/31 撤回 －

住友信託銀行（受託者）・三協立山ア
ルミ（委託者）

三協立山アルミ手形債権優先信託受
益権11-05-1

2011/05/31 消滅 －

住友信託銀行（受託者）・三協立山ア
ルミ（委託者）

三協立山アルミ手形債権優先信託受
益権11-05-2

2011/05/31 消滅 －

住友信託銀行（受託者）・三協立山ア
ルミ（委託者）

予備格付（三協立山アルミ手形債権信
託受益権11-06-1）

2011/06/27 J-1+ －

住友信託銀行（受託者）・三協立山ア
ルミ（委託者）

予備格付（三協立山アルミ手形債権信
託受益権11-06-1）

2011/06/30 撤回 －

住友信託銀行（受託者）・三協立山ア
ルミ（委託者）

予備格付（三協立山アルミ手形債権信
託受益権11-06-2）

2011/06/27 J-1+ －

住友信託銀行（受託者）・三協立山ア
ルミ（委託者）

予備格付（三協立山アルミ手形債権信
託受益権11-06-2）

2011/06/30 撤回 －

住友信託銀行（受託者）・三協立山ア
ルミ（委託者）

三協立山アルミ手形債権信託受益権
11-06-1

2011/06/30 消滅 －

住友信託銀行（受託者）・三協立山ア
ルミ（委託者）

三協立山アルミ手形債権信託受益権
11-06-2

2011/06/30 消滅 －

住友信託銀行（受託者）・三協立山ア
ルミ（委託者）

予備格付（三協立山アルミ手形債権信
託受益権11-07-1）

2011/07/27 J-1+ －

住友信託銀行（受託者）・三協立山ア
ルミ（委託者）

予備格付（三協立山アルミ手形債権信
託受益権11-07-1）

2011/07/29 撤回 －

住友信託銀行（受託者）・三協立山ア
ルミ（委託者）

予備格付（三協立山アルミ手形債権信
託受益権11-07-2）

2011/07/27 J-1+ －

住友信託銀行（受託者）・三協立山ア
ルミ（委託者）

予備格付（三協立山アルミ手形債権信
託受益権11-07-2）

2011/07/29 撤回 －

住友信託銀行（受託者）・三協立山ア
ルミ（委託者）

三協立山アルミ手形債権優先信託受
益権11-07-1

2011/07/29 消滅 －
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住友信託銀行（受託者）・三協立山ア
ルミ（委託者）

三協立山アルミ手形債権優先信託受
益権11-07-2

2011/07/29 消滅 －

住友信託銀行（受託者）・三協立山ア
ルミ（委託者）

予備格付（三協立山アルミ手形債権信
託受益権11-08-1）

2011/08/26 J-1+ －

住友信託銀行（受託者）・三協立山ア
ルミ（委託者）

予備格付（三協立山アルミ手形債権信
託受益権11-08-1）

2011/08/31 撤回 －

住友信託銀行（受託者）・三協立山ア
ルミ（委託者）

予備格付（三協立山アルミ手形債権信
託受益権11-08-2）

2011/08/26 J-1+ －

住友信託銀行（受託者）・三協立山ア
ルミ（委託者）

予備格付（三協立山アルミ手形債権信
託受益権11-08-2）

2011/08/31 撤回 －

住友信託銀行（受託者）・三協立山ア
ルミ（委託者）

三協立山アルミ手形債権優先信託受
益権11-08-1

2011/08/31 消滅 －

住友信託銀行（受託者）・三協立山ア
ルミ（委託者）

三協立山アルミ手形債権優先信託受
益権11-08-2

2011/08/31 消滅 －

住友信託銀行（受託者）・三協立山ア
ルミ（委託者）

予備格付（三協立山アルミ手形債権信
託受益権11-09-1）

2011/09/28 J-1+ －

住友信託銀行（受託者）・三協立山ア
ルミ（委託者）

予備格付（三協立山アルミ手形債権信
託受益権11-09-1）

2011/09/30 撤回 －

住友信託銀行（受託者）・三協立山ア
ルミ（委託者）

予備格付（三協立山アルミ手形債権信
託受益権11-09-2）

2011/09/28 J-1+ －

住友信託銀行（受託者）・三協立山ア
ルミ（委託者）

予備格付（三協立山アルミ手形債権信
託受益権11-09-2）

2011/09/30 撤回 －

住友信託銀行（受託者）・三協立山ア
ルミ（委託者）

三協立山アルミ手形債権優先信託受
益権11-09-1

2011/09/30 消滅 －

住友信託銀行（受託者）・三協立山ア
ルミ（委託者）

三協立山アルミ手形債権優先信託受
益権11-09-2

2011/09/30 消滅 －

住友信託銀行（受託者）・三協立山ア
ルミ（委託者）

予備格付（三協立山アルミ手形債権信
託受益権11-10-1）

2011/10/27 J-1+ －

住友信託銀行（受託者）・三協立山ア
ルミ（委託者）

予備格付（三協立山アルミ手形債権信
託受益権11-10-1）

2011/10/31 撤回 －

住友信託銀行（受託者）・三協立山ア
ルミ（委託者）

予備格付（三協立山アルミ手形債権信
託受益権11-10-2）

2011/10/27 J-1+ －

住友信託銀行（受託者）・三協立山ア
ルミ（委託者）

予備格付（三協立山アルミ手形債権信
託受益権11-10-2）

2011/10/31 撤回 －

住友信託銀行（受託者）・三協立山ア
ルミ（委託者）

三協立山アルミ手形債権信託受益権
11-10-1

2011/10/31 消滅 －

住友信託銀行（受託者）・三協立山ア
ルミ（委託者）

三協立山アルミ手形債権信託受益権
11-10-2

2011/10/31 消滅 －

住友信託銀行（受託者）・三協立山ア
ルミ（委託者）

予備格付（三協立山アルミ手形債権信
託受益権11-11-1）

2011/11/28 J-1+ －

住友信託銀行（受託者）・三協立山ア
ルミ（委託者）

予備格付（三協立山アルミ手形債権信
託受益権11-11-1）

2011/11/30 撤回 －

住友信託銀行（受託者）・三協立山ア
ルミ（委託者）

予備格付（三協立山アルミ手形債権信
託受益権11-11-2）

2011/11/28 J-1+ －

住友信託銀行（受託者）・三協立山ア
ルミ（委託者）

予備格付（三協立山アルミ手形債権信
託受益権11-11-2）

2011/11/30 撤回 －

住友信託銀行（受託者）・三協立山ア
ルミ（委託者）

三協立山アルミ手形債権信託受益権
11-11-1

2011/11/30 消滅 －

住友信託銀行（受託者）・三協立山ア
ルミ（委託者）

三協立山アルミ手形債権信託受益権
11-11-2

2011/11/30 消滅 －

住友信託銀行（受託者）・三協立山ア
ルミ（委託者）

予備格付（三協立山アルミ手形債権信
託受益権11-12-1）

2011/12/22 J-1+ －

住友信託銀行（受託者）・三協立山ア
ルミ（委託者）

予備格付（三協立山アルミ手形債権信
託受益権11-12-1）

2011/12/27 撤回 －

住友信託銀行（受託者）・三協立山ア
ルミ（委託者）

予備格付（三協立山アルミ手形債権信
託受益権11-12-2）

2011/12/22 J-1+ －

住友信託銀行（受託者）・三協立山ア
ルミ（委託者）

予備格付（三協立山アルミ手形債権信
託受益権11-12-2）

2011/12/27 撤回 －

住友信託銀行（受託者）・三協立山ア
ルミ（委託者）

三協立山アルミ手形債権信託受益権
11-12-1

2011/12/27 消滅 －

住友信託銀行（受託者）・三協立山ア
ルミ（委託者）

三協立山アルミ手形債権信託受益権
11-12-2

2011/12/27 J-1+ －

住友信託銀行（受託者）・三協立山ア
ルミ（委託者）

予備格付（三協立山アルミ手形債権信
託受益権12-01-1）

2012/01/27 J-1+ －
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住友信託銀行（受託者）・三協立山ア
ルミ（委託者）

予備格付（三協立山アルミ手形債権信
託受益権12-01-1）

2012/01/31 撤回 －

住友信託銀行（受託者）・三協立山ア
ルミ（委託者）

予備格付（三協立山アルミ手形債権信
託受益権12-01-2）

2012/01/27 J-1+ －

住友信託銀行（受託者）・三協立山ア
ルミ（委託者）

予備格付（三協立山アルミ手形債権信
託受益権12-01-2）

2012/01/31 撤回 －

住友信託銀行（受託者）・三協立山ア
ルミ（委託者）

三協立山アルミ手形債権優先信託受
益権12-01-1

2012/01/31 J-1+ －

住友信託銀行（受託者）・三協立山ア
ルミ（委託者）

三協立山アルミ手形債権優先信託受
益権12-01-2

2012/01/31 J-1+ －

住友信託銀行（受託者）・三協立山ア
ルミ（委託者）

予備格付（三協立山アルミ手形債権信
託受益権12-02-1）

2012/02/24 J-1+ －

住友信託銀行（受託者）・三協立山ア
ルミ（委託者）

予備格付（三協立山アルミ手形債権信
託受益権12-02-1）

2012/02/29 撤回 －

住友信託銀行（受託者）・三協立山ア
ルミ（委託者）

予備格付（三協立山アルミ手形債権信
託受益権12-02-2）

2012/02/24 J-1+ －

住友信託銀行（受託者）・三協立山ア
ルミ（委託者）

予備格付（三協立山アルミ手形債権信
託受益権12-02-2）

2012/02/29 撤回 －

住友信託銀行（受託者）・三協立山ア
ルミ（委託者）

三協立山アルミ手形債権信託優先受
益権12-02-1

2012/02/29 J-1+ －

住友信託銀行（受託者）・三協立山ア
ルミ（委託者）

三協立山アルミ手形債権信託優先受
益権12-02-2

2012/02/29 J-1+ －

住友信託銀行（受託者）・三協立山ア
ルミ（委託者）

予備格付（三協立山アルミ手形債権信
託優先受益権12-03-1）

2012/03/27 J-1+ －

住友信託銀行（受託者）・三協立山ア
ルミ（委託者）

予備格付（三協立山アルミ手形債権信
託優先受益権12-03-1）

2012/03/30 撤回 －

住友信託銀行（受託者）・三協立山ア
ルミ（委託者）

予備格付（三協立山アルミ手形債権信
託優先受益権12-03-2）

2012/03/27 J-1+ －

住友信託銀行（受託者）・三協立山ア
ルミ（委託者）

予備格付（三協立山アルミ手形債権信
託優先受益権12-03-2）

2012/03/30 撤回 －

住友信託銀行（受託者）・三協立山ア
ルミ（委託者）

三協立山アルミ手形債権優先信託受
益権12-03-1

2012/03/30 J-1+ －

住友信託銀行（受託者）・三協立山ア
ルミ（委託者）

三協立山アルミ手形債権優先信託受
益権12-03-2

2012/03/30 J-1+ －

りそな銀行（受託者）・エー・アンド・デ
イ（委託者）

エー・アンド・デイ手形債権信託受益権
10-12

2010/12/27 消滅 －

りそな銀行（受託者）・エー・アンド・デ
イ（委託者）

エー・アンド・デイ手形債権信託受益権
11-01

2011/01/27 消滅 －

りそな銀行（受託者）・エー・アンド・デ
イ（委託者）

エー・アンド・デイ手形債権信託受益権
11-02

2011/02/24 消滅 －

りそな銀行（受託者）・エー・アンド・デ
イ（委託者）

エー・アンド・デイ手形債権信託受益権
11-03

2011/03/29 消滅 －

宗教法人在日本南プレスビテリアン
ミッション・淀川キリスト教病院

長期優先債務 2010/09/09 A 安定的

宗教法人在日本南プレスビテリアン
ミッション・淀川キリスト教病院

長期優先債務 2011/09/01 A 安定的

國民銀行 長期優先債務 2010/06/18 A+ 安定的
國民銀行 長期優先債務 2011/08/23 A+ 安定的
國民銀行 第２回変動利付円債 2010/06/18 A+ －
國民銀行 第２回変動利付円債 2011/08/23 消滅 －
國民銀行 第２回円債 2010/06/18 A+ －
國民銀行 第２回円債 2011/08/23 消滅 －
國民銀行 第３回円債 2010/07/21 A+ －
國民銀行 第３回円債 2011/08/23 A+ －
國民銀行 第４回円債 2010/07/21 A+ －
國民銀行 第４回円債 2011/08/23 A+ －
國民銀行 第５回円債 2012/02/02 A+ －
國民銀行 第６回円債 2012/02/02 A+ －
特別医療法人　敬愛会 長期優先債務 2010/12/16 BBB+ ポジティブ
特別医療法人　敬愛会 長期優先債務 2012/03/29 A- 安定的
シティグループ・ジャパン・ホールディ
ングス（株）

第９回無担保ＳＢ 2010/05/28 A －

シティグループ・ジャパン・ホールディ
ングス（株）

第９回無担保ＳＢ 2011/12/28 A －
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シティグループ・ジャパン・ホールディ
ングス（株）

長期優先債務 2010/05/28 A- 安定的

シティグループ・ジャパン・ホールディ
ングス（株）

長期優先債務 2011/12/28 A- ネガティブ

シティグループ・ジャパン・ホールディ
ングス（株）

短期優先債務 2010/05/28 J-1 －

シティグループ・ジャパン・ホールディ
ングス（株）

短期優先債務 2011/12/28 J-1 －

新韓カード 長期優先債務 2010/06/08 A 安定的
新韓カード 長期優先債務 2011/08/15 A 安定的
学校法人国士舘 長期優先債務 2010/02/01 AA- 安定的
学校法人国士舘 長期優先債務 2011/04/21 AA- 安定的
（株）島根銀行 長期優先債務 2011/11/15 BBB 安定的
ソフトバンクモバイル（レッシー） リース料・ローン債権 2008/06/30 AA- －
ソフトバンクモバイル（レッシー） ソフトバンクモバイル向けリース料・ロー

ン債権
2011/11/15 A- －

ソフトバンクモバイル（レッシー） ソフトバンクモバイル向けリース料・ロー
ン債権

2012/03/13 A －

りそな銀行（受託者）・TMFS（委託 貸付Ｂ信託受益権 2010/09/06 AAA －
りそな銀行（受託者）・TMFS（委託 貸付Ｂ信託受益権 2011/09/27 AAA －
三菱重工環境・化学エンジニアリング 長期優先債務 2010/09/01 A+ 安定的
三菱重工環境・化学エンジニアリング 長期優先債務 2011/11/10 A+ 安定的
あおぞら信託銀行（受託者）・ジャスト
オートリーシング（委託者）

オートリース料債権ＡＢＬ 2009/12/28 AAA －

駿河台開発特定目的会社 予備格付（A号貸付） 2010/10/15 AA －
駿河台開発特定目的会社 予備格付（A号貸付） 2011/11/18 AA －
駿河台開発特定目的会社 第2回A号貸付（第1回実行分） 2010/11/04 AA －
駿河台開発特定目的会社 第2回A号貸付（第1回実行分） 2011/11/18 AA －
駿河台開発特定目的会社 第2回B号貸付 2010/11/04 A －
駿河台開発特定目的会社 第2回B号貸付 2011/11/18 A －
駿河台開発特定目的会社 第2回A号貸付（第2回実行分） 2011/09/30 AA －
駿河台開発特定目的会社 第2回A号貸付（第2回実行分） 2011/11/18 AA －
駿河台開発特定目的会社 第2回A号貸付（第3回実行分） 2012/03/30 AA －
合同会社ＰＯＲＴ志 合同会社ＰＯＲＴ志ＡＢＬ 2008/08/22 消滅 －
日本生命２００８基金特定目的会社 第１回特定社債 2010/10/07 AA- －
日本生命２００８基金特定目的会社 第１回特定社債 2011/10/19 AA- －
伊藤忠トレジャリーセンターアジア 共同ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・

プログラム
2010/09/03 A+ －

伊藤忠トレジャリーセンターアジア 共同ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・
プログラム

2011/04/27 AA- －

伊藤忠トレジャリーセンターアジア 共同ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・
プログラム

2011/09/05 AA- －

ナショナル･グリッド･ガス・ピーエル 長期優先債務 2010/11/30 A 安定的
ナショナル･グリッド･ガス・ピーエル 長期優先債務 2012/04/06 A 安定的
ＪＡ三井リース（株） 長期優先債務 2010/10/22 A- 安定的
ＪＡ三井リース（株） 長期優先債務 2011/11/10 A- ポジティブ
ＪＡ三井リース（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/10/22 J-1 －
ＪＡ三井リース（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/11/10 J-1 －
学校法人東洋大学 長期優先債務 2011/01/12 AA 安定的
学校法人東洋大学 長期優先債務 2012/01/11 AA 安定的
（株）日本政策金融公庫 第２回ＳＢ（旧国際協力銀行債） 2010/10/04 消滅 －
（株）日本政策金融公庫 第４回ＳＢ（旧国際協力銀行債） 2010/10/04 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第４回ＳＢ（旧国際協力銀行債） 2011/10/19 消滅 －
（株）日本政策金融公庫 第６回ＳＢ（旧国際協力銀行債） 2010/10/04 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第６回ＳＢ（旧国際協力銀行債） 2011/10/19 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第８回ＳＢ（旧国際協力銀行債） 2010/10/04 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第８回ＳＢ（旧国際協力銀行債） 2011/10/19 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第６回ＳＢ（旧中小企業金融公庫債） 2010/10/04 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第６回ＳＢ（旧中小企業金融公庫債） 2011/10/19 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第１０回ＳＢ（旧国際協力銀行債） 2010/10/04 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第１０回ＳＢ（旧国際協力銀行債） 2011/10/19 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第１２回ＳＢ（旧国際協力銀行債） 2010/10/04 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第１２回ＳＢ（旧国際協力銀行債） 2011/10/19 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第１３回ＳＢ（旧国際協力銀行債） 2010/10/04 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第１３回ＳＢ（旧国際協力銀行債） 2011/10/19 AAA －
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（株）日本政策金融公庫 第12回SB（旧中小企業金融公庫債） 2010/10/04 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第12回SB（旧中小企業金融公庫債） 2011/10/19 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第１３回ＳＢ（旧中小企業金融公庫債） 2010/10/04 消滅 －
（株）日本政策金融公庫 第１５回ＳＢ（旧国際協力銀行債） 2010/10/04 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第１５回ＳＢ（旧国際協力銀行債） 2011/10/19 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第１６回ＳＢ（旧国際協力銀行債） 2010/10/04 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第１６回ＳＢ（旧国際協力銀行債） 2011/10/19 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第１５回ＳＢ（旧中小企業金融公庫債） 2010/10/04 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第１５回ＳＢ（旧中小企業金融公庫債） 2011/10/19 消滅 －
（株）日本政策金融公庫 第１７回ＳＢ（旧中小企業金融公庫債） 2010/10/04 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第１７回ＳＢ（旧中小企業金融公庫債） 2011/10/19 消滅 －
（株）日本政策金融公庫 第１８回ＳＢ（旧国際協力銀行債） 2010/10/04 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第１８回ＳＢ（旧国際協力銀行債） 2011/10/19 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第１９回ＳＢ（旧国際協力銀行債） 2010/10/04 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第１９回ＳＢ（旧国際協力銀行債） 2011/10/19 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第２０回ＳＢ（旧中小企業金融公庫債） 2010/10/04 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第２０回ＳＢ（旧中小企業金融公庫債） 2011/10/19 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第２１回ＳＢ（旧国際協力銀行債） 2010/10/04 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第２１回ＳＢ（旧国際協力銀行債） 2011/10/19 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第２１回ＳＢ（旧中小企業金融公庫債） 2010/10/04 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第２１回ＳＢ（旧中小企業金融公庫債） 2011/10/19 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第２３回ＳＢ（旧中小企業金融公庫債） 2010/10/04 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第２３回ＳＢ（旧中小企業金融公庫債） 2011/10/19 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第２２回ＳＢ（旧国際協力銀行債） 2010/10/04 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第２２回ＳＢ（旧国際協力銀行債） 2011/10/19 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第２３回ＳＢ（旧国際協力銀行債） 2010/10/04 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第２３回ＳＢ（旧国際協力銀行債） 2011/10/19 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第２５回ＳＢ（旧国民生活金融公庫債） 2010/10/04 消滅 －
（株）日本政策金融公庫 第２４回ＳＢ（旧国際協力銀行債） 2010/10/04 消滅 －
（株）日本政策金融公庫 第２５回ＳＢ（旧国際協力銀行債） 2010/10/04 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第２５回ＳＢ（旧国際協力銀行債） 2011/10/19 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第２４回ＳＢ（旧中小企業金融公庫債） 2010/10/04 消滅 －
（株）日本政策金融公庫 第２７回ＳＢ（旧国民生活金融公庫債） 2010/10/04 消滅 －
（株）日本政策金融公庫 第２６回ＳＢ（旧中小企業金融公庫債） 2010/10/04 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第２６回ＳＢ（旧中小企業金融公庫債） 2011/10/19 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第３０回ＳＢ（旧国民生活金融公庫債） 2010/10/04 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第３０回ＳＢ（旧国民生活金融公庫債） 2011/10/19 消滅 －
（株）日本政策金融公庫 第３２回ＳＢ（旧国民生活金融公庫債） 2010/10/04 消滅 －
（株）日本政策金融公庫 第２６回ＳＢ（旧国際協力銀行債） 2010/10/04 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第２６回ＳＢ（旧国際協力銀行債） 2011/10/19 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第２７回ＳＢ（旧国際協力銀行債） 2010/10/04 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第２７回ＳＢ（旧国際協力銀行債） 2011/10/19 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第２８回ＳＢ（旧国際協力銀行債） 2010/10/04 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第２８回ＳＢ（旧国際協力銀行債） 2011/10/19 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第２９回ＳＢ（旧国際協力銀行債） 2010/10/04 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第２９回ＳＢ（旧国際協力銀行債） 2011/10/19 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第３０回ＳＢ（旧中小企業金融公庫債） 2010/10/04 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第３０回ＳＢ（旧中小企業金融公庫債） 2011/10/19 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第３６回ＳＢ（旧国民生活金融公庫債） 2010/10/04 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第３６回ＳＢ（旧国民生活金融公庫債） 2011/10/19 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第３０回ＳＢ（旧国際協力銀行債） 2010/10/04 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第３０回ＳＢ（旧国際協力銀行債） 2011/10/19 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第３８回ＳＢ（旧国民生活金融公庫債） 2010/10/04 消滅 －
（株）日本政策金融公庫 第３２回ＳＢ（旧中小企業金融公庫債） 2010/10/04 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第３２回ＳＢ（旧中小企業金融公庫債） 2011/10/19 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第３１回ＳＢ（旧国際協力銀行債） 2010/10/04 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第３１回ＳＢ（旧国際協力銀行債） 2011/10/19 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第３３回ＳＢ（旧中小企業金融公庫債） 2010/10/04 消滅 －
（株）日本政策金融公庫 長期優先債務 2010/10/04 AAA 安定的
（株）日本政策金融公庫 長期優先債務 2011/10/19 AAA 安定的
（株）日本政策金融公庫 第１回ＳＢ 2010/10/04 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第１回ＳＢ 2011/10/19 消滅 －
（株）日本政策金融公庫 第２回ＳＢ 2010/10/04 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第２回ＳＢ 2011/10/19 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第３回ＳＢ 2010/10/04 AAA －
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（株）日本政策金融公庫 第３回ＳＢ 2011/10/19 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第４回ＳＢ 2010/10/04 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第４回ＳＢ 2011/10/19 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第５回ＳＢ 2010/10/04 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第５回ＳＢ 2011/10/19 消滅 －
（株）日本政策金融公庫 第６回ＳＢ 2010/10/04 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第６回ＳＢ 2011/10/19 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第７回ＳＢ 2010/10/04 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第７回ＳＢ 2011/10/19 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第８回ＳＢ 2010/10/04 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第８回ＳＢ 2011/10/19 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第９回ＳＢ 2010/10/04 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第９回ＳＢ 2011/10/19 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第１０回ＳＢ 2010/10/04 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第１０回ＳＢ 2011/10/19 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第１１回ＳＢ 2010/10/04 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第１１回ＳＢ 2011/10/19 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第１２回ＳＢ 2010/10/04 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第１２回ＳＢ 2011/10/19 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第１３回ＳＢ 2010/10/22 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第１３回ＳＢ 2011/10/19 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第１４回ＳＢ 2010/10/22 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第１４回ＳＢ 2011/10/19 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第１５回ＳＢ 2010/10/22 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第１５回ＳＢ 2011/10/19 AAA －
（株）日本政策金融公庫 予備格付（発行登録債） 2011/03/24 AAA －
（株）日本政策金融公庫 予備格付（発行登録債） 2011/10/19 消滅 －
（株）日本政策金融公庫 第１６回ＳＢ 2011/04/26 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第１６回ＳＢ 2011/10/19 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第１７回ＳＢ 2011/04/26 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第１７回ＳＢ 2011/10/19 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第１８回ＳＢ 2011/04/26 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第１８回ＳＢ 2011/10/19 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第１９回ＳＢ 2011/07/26 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第１９回ＳＢ 2011/10/19 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第２０回ＳＢ 2011/07/26 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第２０回ＳＢ 2011/10/19 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第２１回ＳＢ 2011/10/21 AAA －
（株）日本政策金融公庫 第２２回ＳＢ 2011/10/21 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第５回ＳＢ 2010/07/13 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第５回ＳＢ 2011/11/09 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第７回ＳＢ 2010/07/13 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第７回ＳＢ 2011/11/09 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第９回ＳＢ 2010/07/13 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第９回ＳＢ 2011/11/09 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第１１回ＳＢ 2010/07/13 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第１１回ＳＢ 2011/11/09 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第１３回ＳＢ 2010/07/13 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第１３回ＳＢ 2011/11/09 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第１６回ＳＢ 2010/07/13 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第１６回ＳＢ 2011/11/09 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第１７回ＳＢ 2010/07/13 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第１７回ＳＢ 2011/11/09 消滅 －
（株）日本政策投資銀行 第１９回ＳＢ 2010/07/13 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第１９回ＳＢ 2011/11/09 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第２０回ＳＢ 2010/07/13 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第２０回ＳＢ 2011/11/09 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第２２回ＳＢ 2010/07/13 消滅 －
（株）日本政策投資銀行 第２４回ＳＢ 2010/07/13 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第２４回ＳＢ 2011/11/09 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第２５回ＳＢ 2010/07/13 消滅 －
（株）日本政策投資銀行 第２６回ＳＢ 2010/07/13 消滅 －
（株）日本政策投資銀行 第２７回ＳＢ 2010/07/13 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第２７回ＳＢ 2011/11/09 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第２８回ＳＢ 2010/07/13 AAA －
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（株）日本政策投資銀行 第２８回ＳＢ 2011/11/09 消滅 －
（株）日本政策投資銀行 第２９回ＳＢ 2010/07/13 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第２９回ＳＢ 2011/11/09 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第３０回ＳＢ 2010/07/13 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第３０回ＳＢ 2011/11/09 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第３１回ＳＢ 2010/07/13 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第３１回ＳＢ 2011/11/09 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第３２回ＳＢ 2010/07/13 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第３２回ＳＢ 2011/11/09 消滅 －
（株）日本政策投資銀行 第３３回ＳＢ 2010/07/13 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第３３回ＳＢ 2011/11/09 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第３４回ＳＢ 2010/07/13 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第３４回ＳＢ 2011/11/09 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第３５回ＳＢ 2010/07/13 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第３５回ＳＢ 2011/11/09 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第３６回ＳＢ 2010/07/13 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第３６回ＳＢ 2011/11/09 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第３７回ＳＢ 2010/07/13 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第３７回ＳＢ 2011/11/09 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第３８回ＳＢ 2010/07/13 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第３８回ＳＢ 2011/11/09 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第３９回ＳＢ 2010/07/13 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第３９回ＳＢ 2011/11/09 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第４０回ＳＢ 2010/07/13 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第４０回ＳＢ 2011/11/09 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第４１回ＳＢ 2010/07/13 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第４１回ＳＢ 2011/11/09 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第４２回ＳＢ 2010/07/13 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第４２回ＳＢ 2011/11/09 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第４３回ＳＢ 2010/07/13 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第４３回ＳＢ 2011/11/09 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第４４回ＳＢ 2010/07/13 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第４４回ＳＢ 2011/11/09 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第４５回ＳＢ 2010/07/13 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第４５回ＳＢ 2011/11/09 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第４６回ＳＢ 2010/07/13 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第４６回ＳＢ 2011/11/09 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第４７回ＳＢ 2010/07/13 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第４７回ＳＢ 2011/11/09 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第４８回ＳＢ 2010/07/13 消滅 －
（株）日本政策投資銀行 第４９回ＳＢ 2010/07/13 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第４９回ＳＢ 2011/11/09 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第５０回ＳＢ 2010/07/13 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第５０回ＳＢ 2011/11/09 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第５１回ＳＢ 2010/07/13 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第５１回ＳＢ 2011/11/09 AAA －
（株）日本政策投資銀行 長期優先債務 2010/07/13 AAA 安定的
（株）日本政策投資銀行 長期優先債務 2011/11/09 AAA 安定的
（株）日本政策投資銀行 第１回無担保ＳＢ 2010/07/13 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第１回無担保ＳＢ 2011/11/09 消滅 －
（株）日本政策投資銀行 第２回無担保ＳＢ 2010/07/13 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第２回無担保ＳＢ 2011/11/09 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第３回無担保ＳＢ 2010/07/13 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第３回無担保ＳＢ 2011/11/09 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第４回無担保ＳＢ 2010/07/13 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第４回無担保ＳＢ 2011/11/09 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第５回無担保ＳＢ 2010/07/13 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第５回無担保ＳＢ 2011/11/09 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第６回無担保ＳＢ 2010/07/13 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第６回無担保ＳＢ 2011/11/09 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第７回無担保ＳＢ 2010/07/13 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第７回無担保ＳＢ 2011/11/09 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第８回無担保ＳＢ 2010/07/13 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第８回無担保ＳＢ 2011/11/09 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第９回無担保ＳＢ 2010/07/13 AAA －
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（株）日本政策投資銀行 第９回無担保ＳＢ 2011/11/09 AAA －
（株）日本政策投資銀行 予備格付（発行登録債） 2010/08/26 AAA －
（株）日本政策投資銀行 予備格付（発行登録債） 2011/11/09 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第１０回無担保ＳＢ 2010/10/08 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第１０回無担保ＳＢ 2011/11/09 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第１１回無担保ＳＢ 2010/10/08 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第１１回無担保ＳＢ 2011/11/09 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第１２回無担保ＳＢ 2011/04/08 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第１２回無担保ＳＢ 2011/11/09 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第１３回無担保ＳＢ 2011/04/08 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第１３回無担保ＳＢ 2011/11/09 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第１４回無担保ＳＢ 2011/05/18 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第１４回無担保ＳＢ 2011/11/09 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第１５回無担保ＳＢ 2011/07/15 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第１５回無担保ＳＢ 2011/11/09 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第１６回無担保ＳＢ 2011/07/15 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第１６回無担保ＳＢ 2011/11/09 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第１７回無担保ＳＢ 2011/08/09 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第１７回無担保ＳＢ 2011/11/09 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第１８回無担保ＳＢ 2011/10/12 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第１８回無担保ＳＢ 2011/11/09 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第１９回無担保ＳＢ 2011/10/12 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第１９回無担保ＳＢ 2011/11/09 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第２０回無担保ＳＢ 2012/01/18 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第２１回無担保ＳＢ 2012/01/18 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第２２回無担保ＳＢ 2012/02/08 AAA －
（株）日本政策投資銀行 第２３回無担保ＳＢ 2012/02/08 AAA －
テンプホールディングス（株） 長期優先債務 2011/03/16 A- 安定的
テンプホールディングス（株） 長期優先債務 2012/03/27 A- 安定的
テンプホールディングス（株） 第１回コーラブル無担保ＣＢ 2011/03/16 A- －
テンプホールディングス（株） 第１回コーラブル無担保ＣＢ 2012/03/27 A- －
ARLO XII Limited Series 2011(CLN-1) 2011/02/03 AA- －
ARLO XII Limited Series 2011(CLN-2) 2011/02/03 A+ －
ARLO XII Limited Series 2011(CLN-2) 2011/10/06 A+ －
ARLO XII Limited Series 2011(CLN-3) 2011/02/15 AA- －
ARLO XII Limited Series 2011(CLN-3) 2011/12/16 AA- －
ARLO XII Limited Series 2011(CLN-3) 2012/02/02 A+ －
ARLO XII Limited Series 2011(CLN-4) 2011/03/08 AA- －
ARLO XII Limited Series 2011(CLN-4) 2011/12/16 AA- －
ARLO XII Limited Series 2011(CLN-4) 2012/02/02 A+ －
ARLO XII Limited Series 2011(CLN-5) 2011/03/24 AA- －
ARLO XII Limited Series 2011(CLN-9) 2011/05/12 AA- －
ARLO XII Limited Series 2011(CLN-9) 2011/12/16 AA- －
ARLO XII Limited Series 2011(CLN-9) 2012/02/02 A+ －
ARLO XII Limited Series 2011(CLN-10) 2011/06/14 AA- －
ARLO XII Limited Series 2011(CLN-11) 2011/08/04 AA- －
ARLO XII Limited Series 2011(CLN-12) 2011/08/29 A+ －
ARLO XII Limited Series 2011(CLN-12) 2011/10/06 A+ －
ARLO XII Limited Series 2011(CLN-13) 2011/09/13 A+ －
ARLO XII Limited Series 2011(CLN-13) 2011/10/06 A+ －
(株）西武ホールディングス 長期優先債務 2011/01/27 BBB+ 安定的
(株）西武ホールディングス 長期優先債務 2012/01/30 BBB+ 安定的
フランス　テレコム　エス・アー 長期優先債務 2011/03/08 A 安定的
フランス　テレコム　エス・アー 長期優先債務 2012/03/15 A 安定的
フランス　テレコム　エス・アー 第１回円債 2011/03/08 A －
フランス　テレコム　エス・アー 第１回円債 2012/03/15 A －
フランス　テレコム　エス・アー 第１回変動利付円債 2011/03/08 A －
フランス　テレコム　エス・アー 第１回変動利付円債 2012/03/15 A －
フランス　テレコム　エス・アー 第２回円債 2011/11/17 A －
フランス　テレコム　エス・アー 第２回円債 2012/03/15 A －
（株）ゼンショーホールディングス 長期優先債務 2011/11/09 BBB 安定的
（株）ゼンショーホールディングス 国内コマーシャルペーパー 2012/03/21 J-2 －
特定医療法人　茜会 長期優先債務 2011/04/01 BBB- 安定的
新韓銀行 長期優先債務 2010/06/11 A+ 安定的
新韓銀行 長期優先債務 2011/08/15 A+ 安定的
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TC Preferred Capital ユーロ円建永久優先出資証券 Series A 2011/03/08 BBB －
TC Preferred Capital ユーロ円建永久優先出資証券 Series A 2012/01/24 BBB －
TC Preferred Capital ユーロ円建永久優先出資証券 Series B 2011/03/08 BBB －
TC Preferred Capital ユーロ円建永久優先出資証券 Series B 2012/01/24 BBB －
明治ホールディングス（株） 長期優先債務 2010/02/08 A+ 安定的
明治ホールディングス（株） 長期優先債務 2011/04/01 A+ 安定的
明治ホールディングス（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/02/08 J-1 －
明治ホールディングス（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/04/01 J-1 －
明治ホールディングス（株） 第１回無担保ＳＢ 2011/09/16 A+ －
明治ホールディングス（株） 第２回無担保ＳＢ 2011/09/16 A+ －
明治ホールディングス（株） 予備格付（発行登録債） 2011/09/16 A+ －
（株）バイタルケーエスケー・ホール
ディングス

長期優先債務 2010/06/03 BBB ポジティブ

シャープファイナンス（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/10/04 J-1 －
シャープファイナンス（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/09/30 J-1 －
シャープファイナンス（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/11/14 J-1 －
シャープファイナンス（株） 長期優先債務 2010/10/04 A 安定的
シャープファイナンス（株） 長期優先債務 2011/11/14 A 安定的
サントリーホールディングス（株） 第１７回無担保ＳＢ 2010/07/02 AA －
サントリーホールディングス（株） 第１７回無担保ＳＢ 2011/06/21 AA －
サントリーホールディングス（株） 第１８回無担保ＳＢ 2010/07/02 AA －
サントリーホールディングス（株） 第１８回無担保ＳＢ 2011/06/21 AA －
サントリーホールディングス（株） 第１９回無担保ＳＢ 2010/07/02 AA －
サントリーホールディングス（株） 第１９回無担保ＳＢ 2011/06/21 AA －
サントリーホールディングス（株） 第２１回無担保ＳＢ 2010/07/02 AA －
サントリーホールディングス（株） 第２１回無担保ＳＢ 2011/06/21 AA －
サントリーホールディングス（株） 長期優先債務 2010/07/02 AA 安定的
サントリーホールディングス（株） 長期優先債務 2011/06/21 AA 安定的
サントリーホールディングス（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/07/02 J-1+ －
サントリーホールディングス（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/06/21 J-1+ －
サントリーホールディングス（株） 共同ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・

プログラム
2010/07/02 AA －

サントリーホールディングス（株） 共同ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・
プログラム

2011/06/21 AA －

サントリーホールディングス（株） 第２回無担保ＳＢ 2010/07/02 AA －
サントリーホールディングス（株） 第２回無担保ＳＢ 2011/06/21 AA －
サントリーホールディングス（株） 第１回無担保ＳＢ 2010/07/02 AA －
サントリーホールディングス（株） 第１回無担保ＳＢ 2011/06/21 AA －
サントリーホールディングス（株） 第３回無担保ＳＢ 2010/07/02 AA －
サントリーホールディングス（株） 第３回無担保ＳＢ 2011/06/21 AA －
サントリーホールディングス（株） 第４回無担保ＳＢ 2010/07/02 AA －
サントリーホールディングス（株） 第４回無担保ＳＢ 2011/06/21 AA －
サントリーホールディングス（株） 第１回利払繰延条項・期限前償還条項

付無担保ＳＢ（劣後）
2011/06/21 A+ －

サントリーホールディングス（株） 第２回利払繰延条項・期限前償還条項
付無担保ＳＢ（劣後）

2011/06/21 A+ －

サントリーホールディングス（株） ローン（劣後）トランシェＢ 2011/12/29 A+ －
サントリーホールディングス（株） ローン（劣後）トランシェＡ 2011/12/29 A+ －
東海東京証券（株） 長期優先債務 2011/01/25 BBB 安定的
東海東京証券（株） 長期優先債務 2012/03/23 BBB 安定的
東海東京証券（株） 短期優先債務 2011/01/25 J-2 －
東海東京証券（株） 短期優先債務 2012/03/23 J-2 －
東海東京証券（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/01/25 J-2 －
東海東京証券（株） 国内コマーシャルペーパー 2012/03/23 J-2 －
フランス電力 長期優先債務 2010/08/11 AA+ 安定的
フランス電力 長期優先債務 2012/03/07 AA+ 安定的
フランス電力 第１回円貨債券 2010/08/11 AA+ －
フランス電力 第１回円貨債券 2012/03/07 AA+ －
フランス電力 第１回変動利付円貨債 2010/08/11 AA+ －
フランス電力 第１回変動利付円貨債 2012/03/07 AA+ －
フランス電力 第２回円貨債券 2010/08/11 AA+ －
フランス電力 第２回円貨債券 2012/03/07 AA+ －
フランス電力 第３回円貨債券 2010/08/11 AA+ －
フランス電力 第３回円貨債券 2012/03/07 AA+ －
アリアンツ生命保険（株） 長期優先債務 2010/08/06 A 安定的
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アリアンツ生命保険（株） 長期優先債務 2011/10/21 撤回 －
アリアンツ生命保険（株） 保険金支払能力 2010/08/06 A 安定的
アリアンツ生命保険（株） 保険金支払能力 2011/10/21 撤回 －
住信・パナソニックフィナンシャル
サービス（株）

長期優先債務 2010/12/27 A+ 安定的

住信・パナソニックフィナンシャル
サービス（株）

長期優先債務 2011/07/14 A+ 安定的

住信・パナソニックフィナンシャル
サービス（株）

国内コマーシャルペーパー 2010/04/01 J-1 －

住信・パナソニックフィナンシャル
サービス（株）

国内コマーシャルペーパー 2011/07/14 J-1 －

住信・パナソニックフィナンシャル
サービス（株）

短期優先債務 2010/04/01 J-1 －

住信・パナソニックフィナンシャル
サービス（株）

短期優先債務 2011/07/14 J-1 －

ＧＤＦ　スエズ　エスアー 長期優先債務 2010/10/19 AA+ 安定的
ＧＤＦ　スエズ　エスアー 長期優先債務 2012/03/08 AA+ 安定的
ＧＤＦ　スエズ　エスアー 第１回円貨債券 2010/10/19 AA+ －
ＧＤＦ　スエズ　エスアー 第１回円貨債券 2012/03/08 AA+ －
（株）パスモ コミットメントライン 2010/09/28 AA- －
（株）パスモ コミットメントライン 2011/10/21 AA- －
日本生命２００９基金特定目的会社 第１回Ａ号特定社債 2010/10/07 AA- －
日本生命２００９基金特定目的会社 第１回Ａ号特定社債 2011/10/19 AA- －
日本生命２００９基金特定目的会社 第１回Ｂ号特定社債 2010/10/07 AA- －
日本生命２００９基金特定目的会社 第１回Ｂ号特定社債 2011/10/19 AA- －
Sunrise オートリース料債権ABL 2010/08/02 AAA －
Sunrise オートリース料債権ABL 2011/12/12 AAA －
合同会社ＰＯＲＴ恩 合同会社ＰＯＲＴ恩ＡＢＬ２ 2009/08/28 AA －
合同会社ＰＯＲＴ恩 合同会社ＰＯＲＴ恩ＡＢＬ１ 2009/08/28 AA- －
伊藤忠トレジャリーセンターヨーロッパ 共同ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・

プログラム
2010/09/03 A+ －

伊藤忠トレジャリーセンターヨーロッパ 共同ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・
プログラム

2011/04/27 AA- －

伊藤忠トレジャリーセンターヨーロッパ 共同ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・
プログラム

2011/09/05 AA- －

NSR Trust 予備格付（第2号優先受益権） 2011/08/12 AA －
NSR Trust 予備格付（第2号優先受益権） 2011/09/16 撤回 －
NSR Trust 第２号優先受益権 2011/09/16 AA －
SD Preferred Capital ユーロ円建交換権付永久優先出資証 2010/09/24 BBB- －
SD Preferred Capital ユーロ円建交換権付永久優先出資証 2011/09/15 BBB －
地銀共同ファンディング（株）・七十七
銀行

マンスリークリア型カードショッピング債
権ABL<NLS> 11-03

2011/03/22 消滅 －

地銀共同ファンディング（株）・七十七
銀行

予備格付（カードショッピング債権
ABL<NLS>11-09）

2011/09/12 J-3 －

地銀共同ファンディング（株）・七十七
銀行

予備格付（カードショッピング債権
ABL<NLS>11-09）

2011/09/27 撤回 －

地銀共同ファンディング（株）・七十七
銀行

カードショッピング債権ABL<NLS>11-
09

2011/09/27 消滅 －

地銀共同ファンディング（株）・七十七
銀行

マンスリークリア型カードショッピング債
権ABL<NLS> 11-10

2011/10/21 消滅 －

地銀共同ファンディング（株）・七十七
銀行

マンスリークリア型カードショッピング債
権ABL<NLS> 11-11

2011/11/22 消滅 －

地銀共同ファンディング（株）・七十七
銀行

マンスリークリア型カードショッピング債
権ABL<NLS> 11-12

2011/12/22 消滅 －

地銀共同ファンディング（株）・七十七
銀行

マンスリークリア型カードショッピング債
権ABL<NLS>12-01

2012/01/23 消滅 －

地銀共同ファンディング（株）・七十七
銀行

マンスリークリア型カードショッピング債
権ABL<NLS>12-02

2012/02/22 消滅 －

地銀共同ファンディング（株）・七十七
銀行

マンスリークリア型カードショッピング債
権ABL<NLS> 12-03

2012/03/23 J-3 －

日興コーディアル証券（株） 長期優先債務 2010/09/13 AA- 安定的
SMBC 日興証券（株） 長期優先債務 2011/09/09 AA- ポジティブ
フィデアホールディングス（株） 長期優先債務 2010/12/21 BBB+ 安定的
フィデアホールディングス（株） 長期優先債務 2012/02/09 BBB+ 安定的
地銀共同ファンディング（株）・北越銀 手形債権ABL11-02（A社） 2011/02/28 消滅 －
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地銀共同ファンディング（株）・北越銀 手形債権ABL12-03（新潟県所在のA 2012/03/30 J-1+ －
（株）ＳＢＪ銀行 長期優先債務 2010/07/30 BBB+ 安定的
（株）ＳＢＪ銀行 長期優先債務 2011/08/15 BBB+ 安定的
（株）ＳＢＪ銀行 国内コマーシャルペーパー 2011/11/22 J-2 －
AvanStrate（株） 長期優先債務 2009/11/11 A- 安定的
AvanStrate（株） 長期優先債務 2011/06/10 A- 安定的
AvanStrate（株） 第１回無担保ＳＢ 2010/10/29 A- －
AvanStrate（株） 第１回無担保ＳＢ 2011/06/10 A- －
AvanStrate（株） 第２回無担保ＳＢ 2010/10/29 A- －
AvanStrate（株） 第２回無担保ＳＢ 2011/06/10 A- －
ソフトバンクモバイル（レッシー）・ リース料・ローン債権 2009/12/04 AA- －
ソフトバンクモバイル（レッシー）・
091204

ソフトバンクモバイル向けリース料・ロー
ン債権

2011/11/15 A- －

ソフトバンクモバイル（レッシー）・
091204

ソフトバンクモバイル向けリース料・ロー
ン債権

2012/03/13 A －

ソフトバンクモバイル（レッシー）・
091228

ソフトバンクモバイル向けリース料・ロー
ン債権

2009/12/28 AA- －

ソフトバンクモバイル（レッシー）・
091228

ソフトバンクモバイル向けリース料・ロー
ン債権

2011/11/15 A- －

ソフトバンクモバイル（レッシー）・
091228

ソフトバンクモバイル向けリース料・ロー
ン債権

2012/03/13 A －

学校法人神奈川大学 長期優先債務 2011/01/14 AA 安定的
学校法人神奈川大学 長期優先債務 2012/01/13 AA 安定的
合同会社ＰＯＲＴ慶 合同会社ＰＯＲＴ慶ＡＢＬ 2010/03/18 A －
合同会社ＰＯＲＴ慶 合同会社ＰＯＲＴ慶ＡＢＬ 2011/04/28 A+ －
アドバンス・レジデンス投資法人 長期優先債務 2011/07/26 AA- 安定的
アドバンス・レジデンス投資法人 第１３回無担保ＳＢ 2011/09/02 AA- －
アドバンス・レジデンス投資法人 第１４回無担保ＳＢ 2011/09/02 AA- －
ソフトバンクモバイル（レッシー）・
100331

ソフトバンクモバイル向けリース料・ロー
ン債権

2010/03/31 AA- －

ソフトバンクモバイル（レッシー）・
100331

ソフトバンクモバイル向けリース料・ロー
ン債権

2011/11/15 A- －

ソフトバンクモバイル（レッシー）・
100331

ソフトバンクモバイル向けリース料・ロー
ン債権

2012/03/13 A －

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 長期優先債務 2010/09/13 AA 安定的
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 長期優先債務 2011/09/09 AA 安定的
ＪＸホールディングス（株） 第１回無担保ＳＢ 2010/07/01 A+ －
ＪＸホールディングス（株） 第１回無担保ＳＢ 2010/07/01 A+ －
ＪＸホールディングス（株） 第１回無担保ＳＢ（旧新日鉱ホールディ

ングス債）
2011/06/06 A+ －

ＪＸホールディングス（株） 第２回無担保ＳＢ 2010/07/01 A+ －
ＪＸホールディングス（株） 第２回無担保ＳＢ 2010/07/01 A+ －
ＪＸホールディングス（株） 第２回無担保ＳＢ（旧新日鉱ホールディ

ングス債）
2011/06/06 A+ －

ＪＸホールディングス（株） 第３回無担保ＳＢ 2010/07/01 A+ －
ＪＸホールディングス（株） 第３回無担保ＳＢ 2010/07/01 A+ －
ＪＸホールディングス（株） 第３回無担保ＳＢ（旧新日鉱ホールディ

ングス債）
2011/06/06 A+ －

ＪＸホールディングス（株） 長期優先債務 2010/04/01 A+ 安定的
ＪＸホールディングス（株） 長期優先債務 2011/06/06 A+ 安定的
ＪＸホールディングス（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/04/01 J-1 －
ＪＸホールディングス（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/06/06 J-1 －
ＪＸホールディングス（株） 第１回無担保ＳＢ 2010/12/10 A+ －
ＪＸホールディングス（株） 第１回無担保ＳＢ 2011/06/06 A+ －
ＪＸホールディングス（株） 第２回無担保ＳＢ 2010/12/10 A+ －
ＪＸホールディングス（株） 第２回無担保ＳＢ 2011/06/06 A+ －
ＪＸホールディングス（株） 第３回無担保ＳＢ 2010/12/10 A+ －
ＪＸホールディングス（株） 第３回無担保ＳＢ 2011/06/06 A+ －
ＪＸホールディングス（株） 予備格付（発行登録債） 2011/08/01 A+ －
トモニホールディングス（株） 長期優先債務 2011/04/22 A- 安定的
米国みずほ証券 共同ＭＴＮプログラム 2011/01/28 AA- －
米国みずほ証券 共同ＭＴＮプログラム 2011/09/09 AA- －
新生信託銀行（受託者）・委託者非 特定金銭信託受益権 2129005 2010/11/25 消滅 －
新生信託銀行（受託者）・委託者非 特定金銭信託受益権2129006 2011/01/28 消滅 －
新生信託銀行（受託者）・委託者非 特定金銭信託受益権2129007 2011/04/22 J-1+ －

149 / 161 



発行体等 格付対象
公表日

(年/月/日)
格付

格付の見通し
/見直し方向

新生信託銀行（受託者）・委託者非 特定金銭信託受益権2129007 2011/11/15 消滅 －
新生信託銀行（受託者）・委託者非 特定金銭信託受益権2129008 2011/07/29 J-1+ －
新生信託銀行（受託者）・委託者非 特定金銭信託受益権2129008 2011/11/15 J-1 －
新生信託銀行（受託者）・委託者非 特定金銭信託受益権2129008 2012/03/13 消滅 －
新生信託銀行（受託者）・委託者非 特定金銭信託受益権2129009 2011/10/25 J-1+ －
新生信託銀行（受託者）・委託者非 特定金銭信託受益権2129009 2011/11/15 J-1 －
新生信託銀行（受託者）・委託者非 特定金銭信託受益権2129009 2012/03/13 J-1 －
新生信託銀行（受託者）・委託者非 特定金銭信託受益権2129010 2011/12/20 J-1 －
新生信託銀行（受託者）・委託者非 特定金銭信託受益権2129010 2012/03/13 J-1 －
新生信託銀行（受託者）・委託者非 特定金銭信託受益権2129011 2012/02/23 J-1 －
新生信託銀行（受託者）・委託者非 特定金銭信託受益権2129011 2012/03/13 J-1 －
エムジーリース（株） 国内コマーシャルペーパー 2010/11/04 J-1 －
エムジーリース（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/11/11 J-1 －
H100630 A号貸付（第2回実行分） 2011/01/11 AA －
H100630 A号貸付（第3回実行分） 2011/07/11 AA －
H100630 A号貸付（第4回実行分） 2012/01/12 AA －
日本生命２０１０基金特定目的会社 第１回特定社債 2010/10/07 AA- －
日本生命２０１０基金特定目的会社 第１回特定社債 2011/10/19 AA- －
住友生命第３回基金流動化特定目
的会社

第１回特定社債 2010/10/07 A- －

住友生命第３回基金流動化特定目
的会社

第１回特定社債 2011/10/19 A- －

船舶投資ファンド2号匿名組合 匿名組合出資金返還請求権 2011/01/17 BB －
船舶投資ファンド2号匿名組合 匿名組合出資金返還請求権 2011/06/24 BB －
船舶投資ファンド2号匿名組合 匿名組合出資金返還請求権 2011/09/30 BB －
船舶投資ファンド2号匿名組合 匿名組合出資金返還請求権 2012/02/29 BB －
船舶投資ファンド2号匿名組合 匿名組合出資金返還請求権 2012/03/30 BB －
Mitsubishi UFJ Securities Holdings
Co., Ltd（EMTN）

Series 01500M2652 Credit Linked
Notes

2010/11/18 AA- －

Mitsubishi UFJ Securities Holdings
Co., Ltd（EMTN）

Series 01500M2652 Credit Linked
Notes

2011/12/16 AA- －

Mitsubishi UFJ Securities Holdings
Co., Ltd（EMTN）

Series 01500M2652 Credit Linked
Notes

2012/02/02 A+ －

Mitsubishi UFJ Securities Holdings
Co., Ltd（EMTN）

Series 01601M2853 Credit Linked
Notes

2010/12/13 A+ －

Mitsubishi UFJ Securities Holdings
Co., Ltd（EMTN）

Series 01601M2853 Credit Linked
Notes

2011/10/06 A+ －

Mitsubishi UFJ Securities Holdings
Co., Ltd（EMTN）

Series 01659M2951 Credit Linked
Notes

2011/01/11 AA- －

Mitsubishi UFJ Securities Holdings
Co., Ltd（EMTN）

Series 01659M2951 Credit Linked
Notes

2011/10/06 AA- －

Mitsubishi UFJ Securities Holdings
Co., Ltd（EMTN）

Series 01758M3107 Credit Linked
Notes

2011/02/16 AA- －

Mitsubishi UFJ Securities Holdings
Co., Ltd（EMTN）

Series 01758M3107 Credit Linked
Notes

2011/10/06 AA- －

ハナ銀行 長期優先債務 2010/12/28 #A+ ネガティブ
ハナ銀行 長期優先債務 2011/07/19 #A+ ネガティブ
ハナ銀行 長期優先債務 2012/02/27 A+ 安定的
ハナ銀行 第１回円債 2010/12/28 #A+ ネガティブ
ハナ銀行 第１回円債 2011/07/19 消滅 ネガティブ
ハナ銀行 第２回円債 2010/12/28 #A+ ネガティブ
ハナ銀行 第２回円債 2011/07/19 #A+ ネガティブ
ハナ銀行 第２回円債 2012/02/27 A+ －
ハナ銀行 予備格付（第３回円債） 2011/07/19 A+ －
ハナ銀行 予備格付（第３回円債） 2011/07/19 #A+ ネガティブ
ハナ銀行 予備格付（第３回円債） 2011/08/04 撤回 －
ハナ銀行 予備格付（第４回円債） 2011/07/19 A+ －
ハナ銀行 予備格付（第４回円債） 2011/07/19 #A+ ネガティブ
ハナ銀行 予備格付（第４回円債） 2011/08/04 撤回 －
ハナ銀行 第３回円債 2011/08/04 A+ －
ハナ銀行 第３回円債 2011/08/04 #A+ ネガティブ
ハナ銀行 第３回円債 2012/02/27 A+ －
ハナ銀行 第４回円債 2011/08/04 A+ －
ハナ銀行 第４回円債 2011/08/04 #A+ ネガティブ
ハナ銀行 第４回円債 2012/02/27 A+ －
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伊藤忠トレジャリーセンターアメリカ 共同ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・
プログラム

2010/09/03 A+ －

伊藤忠トレジャリーセンターアメリカ 共同ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・
プログラム

2011/04/27 AA- －

伊藤忠トレジャリーセンターアメリカ 共同ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・
プログラム

2011/09/05 AA- －

Leveraged Lakes Leveraged Lakes1 信託受益権 2011/01/27 BBB －
Leveraged Lakes Leveraged Lakes1 信託受益権 2012/02/07 BBB －
Leveraged Lakes Leveraged Lakes2 信託受益権 2011/01/27 BBB －
Leveraged Lakes Leveraged Lakes2 信託受益権 2012/02/07 BBB －
合同会社ＰＯＲＴ快 合同会社ＰＯＲＴ快ＡＢＬ 2010/09/27 AA- －
りそな銀行（受託者）・日本和装クレ
ジット（委託者）

日本和装クレジット割賦債権流動化
201010

2010/10/20 A －

りそな銀行（受託者）・日本和装クレ
ジット（委託者）

日本和装クレジット割賦債権流動化
201010

2011/10/18 A －

りそな銀行（受託者）・日本和装クレ
ジット（委託者）

日本和装クレジット割賦債権流動化
201010

2011/12/22 消滅 －

りそな銀行（受託者）・日本和装クレ
ジット（委託者）

予備格付(日本和装クレジット割賦債権
流動化201110)

2011/10/11 A －

りそな銀行（受託者）・日本和装クレ
ジット（委託者）

予備格付(日本和装クレジット割賦債権
流動化201110)

2011/10/18 撤回 －

りそな銀行（受託者）・日本和装クレ
ジット（委託者）

日本和装クレジット割賦債権流動化
201110

2011/10/18 A －

りそな銀行（受託者）・日本和装クレ
ジット（委託者）

予備格付(日本和装クレジット割賦債権
流動化201203)

2012/03/21 A －

りそな銀行（受託者）・日本和装クレ
ジット（委託者）

予備格付(日本和装クレジット割賦債権
流動化201203)

2012/03/28 撤回 －

りそな銀行（受託者）・日本和装クレ
ジット（委託者）

日本和装クレジット割賦債権流動化
201203

2012/03/28 A －

（株）ミライト・ホールディングス 長期優先債務 2010/10/01 A- 安定的
（株）ミライト・ホールディングス 長期優先債務 2011/11/21 A- 安定的
住信不動産ローン＆ファイナンス 長期優先債務 2010/12/27 A+ 安定的
住信不動産ローン＆ファイナンス 長期優先債務 2011/11/18 A+ 安定的
住信不動産ローン＆ファイナンス 国内コマーシャルペーパー 2011/07/29 J-1 －
住信不動産ローン＆ファイナンス 国内コマーシャルペーパー 2011/11/18 J-1 －
京橋開発特定目的会社 A号貸付（第1回実行分） 2010/11/10 AA- －
京橋開発特定目的会社 A号貸付（第1回実行分） 2011/12/28 AA- －
農中信託銀行（受託者）・NC クラスA貸付（第1回実行分） 2010/11/30 AA- －
農中信託銀行（受託者）・NC クラスA貸付（第1回実行分） 2011/12/28 AA- －
農中信託銀行（受託者）・NC クラスB貸付 2010/11/30 AA- －
農中信託銀行（受託者）・NC クラスB貸付 2011/12/28 AA- －
住友信託銀行（受託者）・三菱UFJモ
ルガン・スタンレー証券（委託者）

住友信託銀行CLL2010-02 2010/11/30 A －

住友信託銀行（受託者）・三菱UFJモ
ルガン・スタンレー証券（委託者）

住友信託銀行CLL2010-02 2011/10/28 A+ －

合同会社ＰＯＲＴ悟 合同会社ＰＯＲＴ悟ＡＢＬ 2010/12/22 A －
合同会社ＰＯＲＴ悟 合同会社ＰＯＲＴ悟ＡＢＬ 2011/04/28 A+ －
船舶投資ファンド1号匿名組合 匿名組合出資金返還請求権 2011/03/16 BB －
船舶投資ファンド1号匿名組合 匿名組合出資金返還請求権 2011/06/24 BB －
船舶投資ファンド1号匿名組合 匿名組合出資金返還請求権 2011/09/30 BB －
船舶投資ファンド1号匿名組合 匿名組合出資金返還請求権 2011/10/25 BB －
船舶投資ファンド1号匿名組合 匿名組合出資金返還請求権 2012/02/29 BB －
船舶投資ファンド1号匿名組合 匿名組合出資金返還請求権 2012/03/30 BB －
釜山銀行 長期優先債務 2011/01/25 A 安定的
釜山銀行 長期優先債務 2011/09/28 A 安定的
釜山銀行 第１回円債 2011/02/10 A －
釜山銀行 第１回円債 2011/09/28 A －
釜山銀行 第２回円債 2011/02/10 A －
釜山銀行 第２回円債 2011/09/28 A －
210051 210051 2011/01/31 AAA －
210051 210051 2012/03/30 AAA －
100313 ABLプログラム100313 2011/02/04 J-1+ －
リース料債権ABL1103 リース料債権ABL1103 2011/03/31 AAA －
りそな銀行(201103_リース料債権流
動化)

201103_リース料債権流動化　投資家受
益権

2011/03/31 AAA －
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りそな銀行(201103_リース料債権流
動化)

201103_リース料債権流動化　投資家受
益権

2012/03/28 AAA －

野村信託銀行（信託型ABL2011-03） ABL1 2011/03/29 AA- －
野村信託銀行（信託型ABL2011-03） ABL1 2012/03/29 AA- －
野村信託銀行（信託型ABL2011-03） ABL2 2011/03/29 AA- －
野村信託銀行（信託型ABL2011-03） ABL2 2012/03/29 AA- －
野村信託銀行（信託型ABL2011-03） ABL3 2011/03/29 A －
野村信託銀行（信託型ABL2011-03） ABL3 2012/03/29 A －
りそな銀行（受託者）・埼玉りそな銀行 予備格付（A社手形債権優先信託受益

権11-04）
2011/04/13 J-1+ －

りそな銀行（受託者）・埼玉りそな銀行 予備格付（A社手形債権優先信託受益
権11-04）

2011/04/26 撤回 －

りそな銀行（受託者）・埼玉りそな銀行 A社手形債権優先信託受益権11-04 2011/04/26 消滅 －
りそな銀行（受託者）・埼玉りそな銀行 予備格付（A社手形債権優先信託受益

権11-05）
2011/05/16 J-1+ －

りそな銀行（受託者）・埼玉りそな銀行 予備格付（A社手形債権優先信託受益
権11-05）

2011/05/27 撤回 －

りそな銀行（受託者）・埼玉りそな銀行 A社手形債権優先信託受益権11-05 2011/05/27 消滅 －
りそな銀行（受託者）・埼玉りそな銀行 予備格付（A社手形債権優先信託受益

権11-06）
2011/06/14 J-1+ －

りそな銀行（受託者）・埼玉りそな銀行 予備格付（A社手形債権優先信託受益
権11-06）

2011/06/28 撤回 －

りそな銀行（受託者）・埼玉りそな銀行 A社手形債権優先信託受益権11-06 2011/06/28 消滅 －
りそな銀行（受託者）・埼玉りそな銀行 予備格付（A社手形債権優先信託受益

権11-07）
2011/07/12 J-1+ －

りそな銀行（受託者）・埼玉りそな銀行 予備格付（A社手形債権優先信託受益
権11-07）

2011/07/27 撤回 －

りそな銀行（受託者）・埼玉りそな銀行 A社手形債権優先信託受益権11-07 2011/07/27 消滅 －
りそな銀行（受託者）・埼玉りそな銀行 予備格付（A社手形債権優先信託受益

権11-08）
2011/08/15 J-1+ －

りそな銀行（受託者）・埼玉りそな銀行 予備格付（A社手形債権優先信託受益
権11-08）

2011/08/29 撤回 －

りそな銀行（受託者）・埼玉りそな銀行 A社手形債権優先信託受益権11-08 2011/08/29 消滅 －
りそな銀行（受託者）・埼玉りそな銀行 予備格付（A社手形債権優先信託受益

権11-09）
2011/09/13 J-1+ －

りそな銀行（受託者）・埼玉りそな銀行 予備格付（A社手形債権優先信託受益
権11-09）

2011/09/28 撤回 －

りそな銀行（受託者）・埼玉りそな銀行 A社手形債権優先信託受益権11-09 2011/09/28 消滅 －
りそな銀行（受託者）・埼玉りそな銀行 予備格付（A社手形債権優先信託受益

権11-10）
2011/10/12 J-1+ －

りそな銀行（受託者）・埼玉りそな銀行 予備格付（A社手形債権優先信託受益
権11-10）

2011/10/27 撤回 －

りそな銀行（受託者）・埼玉りそな銀行 埼玉りそな銀行A社手形債権優先信託
受益権11-10

2011/10/27 消滅 －

りそな銀行（受託者）・埼玉りそな銀行 予備格付（A社手形債権優先信託受益
権11-11）

2011/11/10 J-1+ －

りそな銀行（受託者）・埼玉りそな銀行 予備格付（A社手形債権優先信託受益
権11-11）

2011/11/28 撤回 －

りそな銀行（受託者）・埼玉りそな銀行 A社手形債権優先信託受益権11-11 2011/11/28 消滅 －
りそな銀行（受託者）・埼玉りそな銀行 予備格付（A社手形債権優先信託受益

権11-12）
2011/12/13 J-1+ －

りそな銀行（受託者）・埼玉りそな銀行 予備格付（A社手形債権優先信託受益
権11-12）

2011/12/28 撤回 －

りそな銀行（受託者）・埼玉りそな銀行 A社手形債権優先信託受益権11-12 2011/12/28 消滅 －
りそな銀行（受託者）・埼玉りそな銀行 予備格付（A社手形債権優先信託受益

権12-01）
2012/01/13 J-1+ －

りそな銀行（受託者）・埼玉りそな銀行 予備格付（A社手形債権優先信託受益
権12-01）

2012/01/27 撤回 －

りそな銀行（受託者）・埼玉りそな銀行 A社手形債権優先信託受益権12-01 2012/01/27 J-1+ －
りそな銀行（受託者）・埼玉りそな銀行 予備格付（A社手形債権優先信託受益

権12-02）
2012/02/09 J-1+ －

りそな銀行（受託者）・埼玉りそな銀行 予備格付（A社手形債権優先信託受益
権12-02）

2012/02/23 撤回 －

りそな銀行（受託者）・埼玉りそな銀行 A社手形債権優先信託受益権12-02 2012/02/23 J-1+ －
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住友生命第4回基金流動化特定目的
会社

予備格付（第１回特定社債） 2011/07/13 A- －

住友生命第4回基金流動化特定目的
会社

予備格付（第１回特定社債） 2011/08/09 撤回 －

住友生命第4回基金流動化特定目的
会社

第1回特定社債 2011/08/09 A- －

住友生命第4回基金流動化特定目的
会社

第1回特定社債 2011/10/19 A- －

日本生命２０１１基金特定目的会社 予備格付(第１回Ａ号特定社債) 2011/07/11 AA- －
日本生命２０１１基金特定目的会社 予備格付(第１回Ａ号特定社債) 2011/08/05 撤回 －
日本生命２０１１基金特定目的会社 予備格付(第１回Ｂ号特定社債) 2011/07/11 AA- －
日本生命２０１１基金特定目的会社 予備格付(第１回Ｂ号特定社債) 2011/08/05 撤回 －
日本生命２０１１基金特定目的会社 第１回Ａ号特定社債 2011/08/05 AA- －
日本生命２０１１基金特定目的会社 第１回Ａ号特定社債 2011/10/19 AA- －
日本生命２０１１基金特定目的会社 第１回Ｂ号特定社債 2011/08/05 AA- －
日本生命２０１１基金特定目的会社 第１回Ｂ号特定社債 2011/10/19 AA- －
明治安田生命２０１１基金特定目的会 予備格付(第１回特定社債) 2011/07/12 A －
明治安田生命２０１１基金特定目的会 予備格付(第１回特定社債) 2011/08/05 撤回 －
明治安田生命２０１１基金特定目的会 第１回特定社債 2011/08/05 A －
明治安田生命２０１１基金特定目的会 第１回特定社債 2011/10/19 A －
MHCB-GCLO-S 2011-1 A号保証契約 2011/07/28 AA- －
MHCB-GCLO-S 2011-1 B号保証契約 2011/07/28 A －
テアトル債権回収（株） スペシャルサービサー 2011/08/18 S2- －
野村信託銀行（1099472） 予備格付（ABL） 2011/08/02 AA- －
野村信託銀行（1099472） 予備格付（ABL） 2011/08/12 撤回 －
野村信託銀行（1099472） ABL 2011/08/12 AA- －
トータテ東白島特定目的会社 予備格付（第１回特定社債） 2011/08/23 A －
トータテ東白島特定目的会社 予備格付（第１回特定社債） 2011/09/20 撤回 －
トータテ東白島特定目的会社 予備格付（甲号貸付） 2011/08/23 A －
トータテ東白島特定目的会社 予備格付（甲号貸付） 2011/09/20 撤回 －
トータテ東白島特定目的会社 第１回特定社債 2011/09/20 A －
トータテ東白島特定目的会社 甲号貸付 2011/09/20 A －
SFJ Capital Preferred (Restricted Voting) Securities 2011/08/29 BBB+ －
SFJ Capital Preferred (Restricted Voting) Securities 2012/03/12 A- －
住友信託銀行(受託者)・みずほ証券
(委託者)

住友信託銀行CLLMH2011-01 2011/08/30 A －

アメリカ・モバイル 長期優先債務 2011/09/14 A 安定的
アメリカ・モバイル 予備格付（第１回円債） 2011/10/05 A －
アメリカ・モバイル 予備格付（第１回円債） 2011/10/21 撤回 －
アメリカ・モバイル 予備格付（弟２回円債） 2011/10/05 A －
アメリカ・モバイル 予備格付（弟２回円債） 2011/10/21 撤回 －
アメリカ・モバイル 予備格付（第１回変動利付円債） 2011/10/05 A －
アメリカ・モバイル 予備格付（第１回変動利付円債） 2011/10/21 撤回 －
アメリカ・モバイル 予備格付（第２回変動利付円債） 2011/10/05 A －
アメリカ・モバイル 予備格付（第２回変動利付円債） 2011/10/21 撤回 －
アメリカ・モバイル 第１回円債 2011/10/21 A －
アメリカ・モバイル 第２回円債 2011/10/21 A －
野村信託銀行（2011-09） ABL1 (110007) 2011/09/08 AA －
野村信託銀行（2011-09） ABL1 (110007) 2011/10/06 AA －
野村信託銀行（2011-09） ABL2 (110006) 2011/09/08 AA- －
野村信託銀行（2011-09） ABL2 (110006) 2011/11/11 AA- －
野村信託銀行（2011-09） ABL3 (110005) 2011/09/08 A+ －
リース料債権ABL1109 予備格付（リース料債権ABL1109） 2011/09/22 AAA －
リース料債権ABL1109 予備格付（リース料債権ABL1109） 2011/09/30 撤回 －
リース料債権ABL1109 リース料債権ABL1109 2011/09/30 AAA －
しんきん信託銀行(受託者)・三菱東
京UFJ銀行(委託者)2100311

信託受益権2100311 2011/09/22 A+ －

西部石油（株） 国内コマーシャルペーパー 2011/11/21 J-2 －
みずほ信託銀行（受託者）・日本モー
ゲージサービス（委託者）

ABLプログラム 2011/09/30 J-1+ －

有限会社デュエット・ファンディング・
コーポレーション 1

予備格付（第20回ABL トランシェA） 2011/11/25 J-1 －

有限会社デュエット・ファンディング・
コーポレーション 1

予備格付（第20回ABL トランシェA） 2011/12/28 撤回 －
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有限会社デュエット・ファンディング・
コーポレーション 1

予備格付（第20回ABL トランシェB） 2011/11/25 J-1 －

有限会社デュエット・ファンディング・
コーポレーション 1

予備格付（第20回ABL トランシェB） 2011/12/28 撤回 －

有限会社デュエット・ファンディング・
コーポレーション 1

予備格付（第20回ABL トランシェC） 2011/11/25 J-1 －

有限会社デュエット・ファンディング・
コーポレーション 1

予備格付（第20回ABL トランシェC） 2011/12/28 撤回 －

有限会社デュエット・ファンディング・
コーポレーション 1

第20回ABL トランシェＡ 2011/12/28 消滅 －

有限会社デュエット・ファンディング・
コーポレーション 1

第20回ABL トランシェB 2011/12/28 J-1 －

有限会社デュエット・ファンディング・
コーポレーション 1

第20回ABL トランシェB 2012/03/14 J-1 －

有限会社デュエット・ファンディング・
コーポレーション 1

第20回ABL トランシェC 2011/12/28 J-1 －

有限会社デュエット・ファンディング・
コーポレーション 1

第20回ABL トランシェC 2012/03/14 J-1 －

有限会社デュエット・ファンディング・
コーポレーション 1

予備格付（第21回ABL トランシェA） 2012/02/27 J-1 －

有限会社デュエット・ファンディング・
コーポレーション 1

予備格付（第21回ABL トランシェA） 2012/03/30 撤回 －

有限会社デュエット・ファンディング・
コーポレーション 1

予備格付（第21回ABL トランシェB） 2012/02/27 J-1 －

有限会社デュエット・ファンディング・
コーポレーション 1

予備格付（第21回ABL トランシェB） 2012/03/30 撤回 －

有限会社デュエット・ファンディング・
コーポレーション 1

予備格付（第21回ABL トランシェC） 2012/02/27 J-1 －

有限会社デュエット・ファンディング・
コーポレーション 1

予備格付（第21回ABL トランシェC） 2012/03/30 撤回 －

有限会社デュエット・ファンディング・
コーポレーション 1

第21回ABL トランシェＡ 2012/03/30 J-1 －

有限会社デュエット・ファンディング・
コーポレーション 1

第21回ABL トランシェＢ 2012/03/30 J-1 －

有限会社デュエット・ファンディング・
コーポレーション 1

第21回ABL トランシェＣ 2012/03/30 J-1 －

有限会社デュエット・ファンディング・
コーポレーション 2

予備格付（第7回ABL トランシェB） 2011/11/01 J-1 －

有限会社デュエット・ファンディング・
コーポレーション 2

予備格付（第7回ABL トランシェB） 2011/11/29 撤回 －

有限会社デュエット・ファンディング・
コーポレーション 2

予備格付（第7回ABL トランシェA） 2011/11/01 J-1 －

有限会社デュエット・ファンディング・
コーポレーション 2

予備格付（第7回ABL トランシェA） 2011/11/29 撤回 －

有限会社デュエット・ファンディング・
コーポレーション 2

第7回ABL トランシェB 2011/11/29 J-1 －

有限会社デュエット・ファンディング・
コーポレーション 2

第7回ABL トランシェB 2012/03/14 J-1 －

有限会社デュエット・ファンディング・
コーポレーション 2

第7回ABL トランシェA 2011/11/29 J-1 －

有限会社デュエット・ファンディング・
コーポレーション 2

第7回ABL トランシェA 2012/03/14 J-1 －

有限会社デュエット・ファンディング・
コーポレーション 2

予備格付（第8回ABL トランシェB） 2011/12/16 J-1 －

有限会社デュエット・ファンディング・
コーポレーション 2

予備格付（第8回ABL トランシェB） 2012/01/31 撤回 －

有限会社デュエット・ファンディング・
コーポレーション 2

予備格付（第8回ABL トランシェA） 2011/12/16 J-1 －

有限会社デュエット・ファンディング・
コーポレーション 2

予備格付（第8回ABL トランシェA） 2012/01/31 撤回 －

有限会社デュエット・ファンディング・
コーポレーション 2

第8回ABL 2012/01/31 J-1 －

有限会社デュエット・ファンディング・
コーポレーション 2

第8回ABL 2012/03/14 J-1 －
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しんきん信託銀行（受託者）・三菱東
京UFJ銀行(委託者)2100312

予備格付（信託受益権2100312） 2011/11/25 AA- －

しんきん信託銀行（受託者）・三菱東
京UFJ銀行(委託者)2100312

予備格付（信託受益権2100312） 2011/12/21 撤回 －

しんきん信託銀行（受託者）・三菱東
京UFJ銀行(委託者)2100312

信託受益権(2100312) 2011/12/21 AA- －

合同会社アンビエントガーデン和泉 D号ローン 2011/11/30 BBB －
有価証券信託受益権(00008514） 有価証券信託受益権(00008514) 2011/12/09 A －
有価証券信託受益権(00008514） 有価証券信託受益権(00008514) 2012/03/27 A －
Willow No.2 (Cayman) Series 002 2012/01/06 AA- －
Willow No.2 (Cayman) Series 003 2012/01/19 A －
しんきん信託銀行(受託者)・三菱東
京UFJ銀行(委託者)2100313

予備格付（信託受益権2100313） 2012/01/16 AA- －

しんきん信託銀行(受託者)・三菱東
京UFJ銀行(委託者)2100313

予備格付（信託受益権2100313） 2012/02/09 撤回 －

しんきん信託銀行(受託者)・三菱東
京UFJ銀行(委託者)2100313

信託受益権2100313 2012/02/09 AA- －

三菱UFJ信託銀行ABL 予備格付（三菱UFJ信託ABL 900014) 2012/01/18 AA －
三菱UFJ信託銀行ABL 予備格付（三菱UFJ信託ABL 900014) 2012/01/31 撤回 －
三菱UFJ信託銀行ABL 予備格付（三菱UFJ信託ABL 900015) 2012/01/18 AA －
三菱UFJ信託銀行ABL 予備格付（三菱UFJ信託ABL 900015) 2012/01/31 撤回 －
三菱UFJ信託銀行ABL 三菱UFJ信託ABL 900014 2012/01/31 AA －
三菱UFJ信託銀行ABL 三菱UFJ信託ABL 900015 2012/01/31 AA －
しんきん信託銀行(受託者)・三菱東
京UFJ銀行(委託者)2100314

予備格付（信託受益権2100314） 2012/01/20 A+ －

しんきん信託銀行(受託者)・三菱東
京UFJ銀行(委託者)2100314

予備格付（信託受益権2100314） 2012/02/21 撤回 －

しんきん信託銀行(受託者)・三菱東
京UFJ銀行(委託者)2100314

信託受益権2100314 2012/02/21 A+ －

野村信託銀行（2012-01） ABL (120001) 2012/01/27 A+ －
IBJL東芝リース（株） 長期優先債務 2012/02/01 A 安定的
IBJL東芝リース（株） 国内コマーシャルペーパー 2012/02/01 J-1 －
サトーホールディングス（株） 長期優先債務 2012/03/28 BBB+ 安定的
クレジットリンクローン 2000314 予備格付（クレジットリンクローン 2012/02/03 AA- －
クレジットリンクローン 2000314 予備格付（クレジットリンクローン 2012/02/07 撤回 －
クレジットリンクローン 2000314 クレジットリンクローン 2000314 2012/02/07 AA- －
クレジットリンクローン 2000315 予備格付（クレジットリンクローン 2012/02/08 AA- －
クレジットリンクローン 2000315 予備格付（クレジットリンクローン 2012/02/14 撤回 －
クレジットリンクローン 2000315 クレジットリンクローン 2000315 2012/02/14 AA- －
有価証券信託受益権 00008571 有価証券信託受益権（00008571） 2012/02/10 A －
有価証券信託受益権 00008570 有価証券信託受益権 (00008570) 2012/02/15 A+ －
みずほ信託銀行（受託者）・豊和銀行
（委託者）

予備格付（A1号優先受益権） 2012/02/22 AAA －

みずほ信託銀行（受託者）・豊和銀行
（委託者）

予備格付（A1号優先受益権） 2012/03/21 撤回 －

みずほ信託銀行（受託者）・豊和銀行
（委託者）

予備格付（A1号ABL） 2012/02/22 AAA －

みずほ信託銀行（受託者）・豊和銀行
（委託者）

予備格付（A1号ABL） 2012/03/21 撤回 －

みずほ信託銀行（受託者）・豊和銀行
（委託者）

予備格付（A2号優先受益権） 2012/02/22 AAA －

みずほ信託銀行（受託者）・豊和銀行
（委託者）

予備格付（A2号優先受益権） 2012/03/21 撤回 －

みずほ信託銀行（受託者）・豊和銀行
（委託者）

予備格付（A2号ABL） 2012/02/22 AAA －

みずほ信託銀行（受託者）・豊和銀行
（委託者）

予備格付（A2号ABL） 2012/03/21 撤回 －

みずほ信託銀行（受託者）・豊和銀行
（委託者）

予備格付（A3号優先受益権） 2012/02/22 AAA －

みずほ信託銀行（受託者）・豊和銀行
（委託者）

予備格付（A3号優先受益権） 2012/03/21 撤回 －

みずほ信託銀行（受託者）・豊和銀行
（委託者）

予備格付（メザニン受益権） 2012/02/22 BBB- －

みずほ信託銀行（受託者）・豊和銀行
（委託者）

予備格付（メザニン受益権） 2012/03/21 撤回 －
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みずほ信託銀行（受託者）・豊和銀行
（委託者）

予備格付（サービサー受益権） 2012/02/22 BBB- －

みずほ信託銀行（受託者）・豊和銀行
（委託者）

予備格付（サービサー受益権） 2012/03/21 撤回 －

みずほ信託銀行（受託者）・豊和銀行
（委託者）

A1号優先受益権 2012/03/21 AAA －

みずほ信託銀行（受託者）・豊和銀行
（委託者）

A1号ABL 2012/03/21 AAA －

みずほ信託銀行（受託者）・豊和銀行
（委託者）

A2号優先受益権 2012/03/21 AAA －

みずほ信託銀行（受託者）・豊和銀行
（委託者）

A3号優先受益権 2012/03/21 AAA －

みずほ信託銀行（受託者）・豊和銀行
（委託者）

メザニン受益権 2012/03/21 BBB- －

みずほ信託銀行（受託者）・豊和銀行
（委託者）

サービサー受益権 2012/03/21 BBB- －

SPARC II Limited 予備格付（Series IH13） 2012/02/21 A- －
SPARC II Limited 予備格付（Series IH13） 2012/02/27 撤回 －
SPARC II Limited Series IH13 2012/02/27 A- －
SPARC II Limited Series IH13 2012/03/13 A －
SPARC II Limited Series FU2 2012/03/07 AA- －
池袋ファンディング有限会社 シニアB貸付 2012/02/29 BBB- －
三菱UFJ信託銀行（受託者）・委託者
非公表

予備格付（リース料債権証券化
201203）

2012/03/26 AAA －

三菱UFJ信託銀行（受託者）・委託者
非公表

予備格付（リース料債権証券化
201203）

2012/03/30 撤回 －

三菱UFJ信託銀行（受託者）・委託者
非公表

リース料債権証券化201203 2012/03/30 AAA －

Sunlight 予備格付（シリーズ2012-3　優先受益 2012/03/08 AAA －
Sunlight 予備格付（シリーズ2012-3　優先受益 2012/03/16 撤回 －
Sunlight シリーズ2012-3　優先受益権 2012/03/16 AAA －
クレジットリンクローン2000321 予備格付（クレジットリンクローン 2012/03/14 AA- －
クレジットリンクローン2000321 予備格付（クレジットリンクローン 2012/03/26 撤回 －
クレジットリンクローン2000321 クレジットリンクローン 2000321 2012/03/26 AA- －
クレジットリンクローン2000322 予備格付（クレジットリンクローン 2012/03/14 A －
クレジットリンクローン2000322 予備格付（クレジットリンクローン 2012/03/26 撤回 －
クレジットリンクローン2000322 クレジットリンクローン 2000322 2012/03/26 A －
野村信託銀行（2012-03） ABL1（120003） 2012/03/15 AA- －
野村信託銀行（2012-03） ABL2（120004） 2012/03/15 AA －
合同会社フランクフルト クラスAローン 2012/03/30 A －
合同会社フランクフルト クラスB-1ローン 2012/03/30 BBB －
合同会社フランクフルト クラスB-2ローン 2012/03/30 BBB- －
合同会社フランクフルト クラスCローン 2012/03/30 A －
信託向けクレジットリンクローン 信託向けクレジットリンクローン 2000319 2012/03/21 AA －
信託向けクレジットリンクローン 信託向けクレジットリンクローン 2000320 2012/03/21 AA- －
三菱UFJ信託銀行(受託者)・三菱UFJ
モルガン・スタンレー証券（委託者）

Triangulum Occident A号受益権 2012/03/27 AAA －

三菱UFJ信託銀行(受託者)・三菱UFJ
モルガン・スタンレー証券（委託者）

Triangulum Occident B号受益権 2012/03/27 A- －

622544286 622544286 2010/06/09 BB －
622544286 622544286 2011/04/21 撤回 －
BK001 担保付ローン 2011/02/22 A- －
BK001 担保付ローン 2011/09/30 撤回 －
MK002 担保付ローン 2011/02/22 A- －
MK002 担保付ローン 2011/06/30 撤回 －
みずほ信託銀行 みずほ信託銀行信託受益権060469 2011/03/22 AA- －
みずほ信託銀行 みずほ信託銀行信託受益権060469 2011/05/11 消滅 －
みずほ信託銀行 みずほ信託銀行信託受益権070018 2011/03/22 AA- －
みずほ信託銀行 みずほ信託銀行信託受益権070018 2011/08/11 消滅 －
WBS FUNDING COMPANY WBS Class A1 Funding Loan 2011/03/11 AA- －
WBS FUNDING COMPANY WBS Class A1 Funding Loan 2011/08/10 消滅 －
WBS FUNDING COMPANY WBS Class A2 Funding Loan 2011/03/11 AA- －
WBS FUNDING COMPANY WBS Class A2 Funding Loan 2011/08/10 消滅 －
WBS FUNDING COMPANY WBS Class A Funding Notes 2011/03/11 AA- －
WBS FUNDING COMPANY WBS Class A Funding Notes 2011/08/10 消滅 －

156 / 161 



発行体等 格付対象
公表日

(年/月/日)
格付

格付の見通し
/見直し方向

WBS FUNDING COMPANY WBS Class B1 Funding Loan 2011/03/11 A- －
WBS FUNDING COMPANY WBS Class B1 Funding Loan 2011/11/10 消滅 －
J-WBS Funding KK WBS Class B2 Funding Notes 2011/03/11 A- －
J-WBS Funding KK WBS Class B2 Funding Notes 2011/11/15 消滅 －
スリー・ジー・ファンディング シグナス　ローン　シリーズ1 2011/03/11 AA- －
スリー・ジー・ファンディング シグナス　ローン　シリーズ1 2011/11/14 A- －
スリー・ジー・ファンディング シグナス　ローン　シリーズ1 2012/03/12 A －
住友信託銀行(みずほ証券) ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾓﾊﾞｲﾙ向けﾘｰｽ料・ﾛｰﾝ債権流

動化ｼﾘｰｽﾞ1A号受益権
2011/03/11 AA- －

住友信託銀行(みずほ証券) ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾓﾊﾞｲﾙ向けﾘｰｽ料・ﾛｰﾝ債権流
動化ｼﾘｰｽﾞ1A号受益権

2011/11/14 A- －

住友信託銀行(みずほ証券) ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾓﾊﾞｲﾙ向けﾘｰｽ料・ﾛｰﾝ債権流
動化ｼﾘｰｽﾞ1A号受益権

2012/03/12 A －

住友信託銀行(みずほ証券) ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾓﾊﾞｲﾙ向けﾘｰｽ料・ﾛｰﾝ債権流
動化ｼﾘｰｽﾞ1C号受益権

2011/03/11 AA- －

住友信託銀行(みずほ証券) ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾓﾊﾞｲﾙ向けﾘｰｽ料・ﾛｰﾝ債権流
動化ｼﾘｰｽﾞ1C号受益権

2011/11/14 A- －

住友信託銀行(みずほ証券) ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾓﾊﾞｲﾙ向けﾘｰｽ料・ﾛｰﾝ債権流
動化ｼﾘｰｽﾞ1C号受益権

2012/03/12 A －

住友信託銀行(みずほ証券) ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾓﾊﾞｲﾙ向けﾘｰｽ料・ﾛｰﾝ債権流
動化ｼﾘｰｽﾞ1D号受益権

2011/03/11 AA- －

住友信託銀行(みずほ証券) ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾓﾊﾞｲﾙ向けﾘｰｽ料・ﾛｰﾝ債権流
動化ｼﾘｰｽﾞ1D号受益権

2011/11/14 A- －

住友信託銀行(みずほ証券) ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾓﾊﾞｲﾙ向けﾘｰｽ料・ﾛｰﾝ債権流
動化ｼﾘｰｽﾞ1D号受益権

2012/03/12 A －

住友信託銀行(みずほ証券) ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾓﾊﾞｲﾙ向けﾘｰｽ料・ﾛｰﾝ債権流
動化ｼﾘｰｽﾞ2D号受益権

2011/03/11 AA- －

住友信託銀行(みずほ証券) ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾓﾊﾞｲﾙ向けﾘｰｽ料・ﾛｰﾝ債権流
動化ｼﾘｰｽﾞ2D号受益権

2011/11/14 A- －

住友信託銀行(みずほ証券) ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾓﾊﾞｲﾙ向けﾘｰｽ料・ﾛｰﾝ債権流
動化ｼﾘｰｽﾞ2D号受益権

2012/03/12 A －

住友信託銀行(みずほ証券) ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾓﾊﾞｲﾙ向けﾘｰｽ料・ﾛｰﾝ債権流
動化ｼﾘｰｽﾞ2A号受益権

2011/03/11 AA- －

住友信託銀行(みずほ証券) ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾓﾊﾞｲﾙ向けﾘｰｽ料・ﾛｰﾝ債権流
動化ｼﾘｰｽﾞ2A号受益権

2011/11/14 A- －

住友信託銀行(みずほ証券) ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾓﾊﾞｲﾙ向けﾘｰｽ料・ﾛｰﾝ債権流
動化ｼﾘｰｽﾞ2A号受益権

2012/03/12 A －

住友信託銀行(みずほ証券) ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾓﾊﾞｲﾙ向けﾘｰｽ料・ﾛｰﾝ債権流
動化 ﾘﾊﾟｯｸC号受益権 

2011/03/11 AA- －

住友信託銀行(みずほ証券) ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾓﾊﾞｲﾙ向けﾘｰｽ料・ﾛｰﾝ債権流
動化 ﾘﾊﾟｯｸC号受益権 

2011/11/14 A- －

住友信託銀行(みずほ証券) ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾓﾊﾞｲﾙ向けﾘｰｽ料・ﾛｰﾝ債権流
動化 ﾘﾊﾟｯｸC号受益権 

2012/03/12 A －

住友信託銀行(みずほ証券) ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾓﾊﾞｲﾙ向けﾘｰｽ料・ﾛｰﾝ債権流
動化 ﾘﾊﾟｯｸD受益権 

2011/03/11 AA- －

住友信託銀行(みずほ証券) ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾓﾊﾞｲﾙ向けﾘｰｽ料・ﾛｰﾝ債権流
動化 ﾘﾊﾟｯｸD受益権 

2011/11/14 A- －

住友信託銀行(みずほ証券) ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾓﾊﾞｲﾙ向けﾘｰｽ料・ﾛｰﾝ債権流
動化 ﾘﾊﾟｯｸD受益権 

2012/03/12 A －

住友信託銀行(みずほ証券) ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾓﾊﾞｲﾙ向けﾘｰｽ料・ﾛｰﾝ債権流
動化 ﾘﾊﾟｯｸ信託ABL

2011/03/11 AA- －

住友信託銀行(みずほ証券) ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾓﾊﾞｲﾙ向けﾘｰｽ料・ﾛｰﾝ債権流
動化 ﾘﾊﾟｯｸ信託ABL

2011/11/14 A- －

住友信託銀行(みずほ証券) ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾓﾊﾞｲﾙ向けﾘｰｽ料・ﾛｰﾝ債権流
動化 ﾘﾊﾟｯｸ信託ABL

2012/03/12 A －

スリー・ジー・ファンディング シグナス　ローン　シリーズ2 2011/03/11 AA- －
スリー・ジー・ファンディング シグナス　ローン　シリーズ2 2011/11/14 A- －
スリー・ジー・ファンディング シグナス　ローン　シリーズ2 2012/03/12 A －
三菱UFJ信託銀行(NECリース) ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾓﾊﾞｲﾙ向けﾘｰｽ料債券・ﾛｰﾝ債

権流動化信託ABL
2011/03/11 AA- －

三菱UFJ信託銀行(NECリース) ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾓﾊﾞｲﾙ向けﾘｰｽ料債券・ﾛｰﾝ債
権流動化信託ABL

2011/11/14 A- －

三菱UFJ信託銀行(NECリース) ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾓﾊﾞｲﾙ向けﾘｰｽ料債券・ﾛｰﾝ債
権流動化信託ABL

2012/03/12 A －
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住友信託銀行(みずほ証券) ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾓﾊﾞｲﾙ向けﾘｰｽ料・ﾛｰﾝ債権流
動化ｼﾘｰｽﾞ3A号受益権

2011/03/11 AA- －

住友信託銀行(みずほ証券) ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾓﾊﾞｲﾙ向けﾘｰｽ料・ﾛｰﾝ債権流
動化ｼﾘｰｽﾞ3A号受益権

2011/11/14 A- －

住友信託銀行(みずほ証券) ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾓﾊﾞｲﾙ向けﾘｰｽ料・ﾛｰﾝ債権流
動化ｼﾘｰｽﾞ3A号受益権

2012/03/12 A －

住友信託銀行(みずほ証券) ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾓﾊﾞｲﾙ向けﾘｰｽ料・ﾛｰﾝ債権流
動化ｼﾘｰｽﾞ3C号受益権

2011/03/11 AA- －

住友信託銀行(みずほ証券) ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾓﾊﾞｲﾙ向けﾘｰｽ料・ﾛｰﾝ債権流
動化ｼﾘｰｽﾞ3C号受益権

2011/11/14 A- －

住友信託銀行(みずほ証券) ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾓﾊﾞｲﾙ向けﾘｰｽ料・ﾛｰﾝ債権流
動化ｼﾘｰｽﾞ3C号受益権

2012/03/12 A －

住友信託銀行(みずほ証券) ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾓﾊﾞｲﾙ向けﾘｰｽ料・ﾛｰﾝ債権流
動化ｼﾘｰｽﾞ3D号受益権

2011/03/11 AA- －

住友信託銀行(みずほ証券) ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾓﾊﾞｲﾙ向けﾘｰｽ料・ﾛｰﾝ債権流
動化ｼﾘｰｽﾞ3D号受益権

2011/11/14 A- －

住友信託銀行(みずほ証券) ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾓﾊﾞｲﾙ向けﾘｰｽ料・ﾛｰﾝ債権流
動化ｼﾘｰｽﾞ3D号受益権

2012/03/12 A －

みずほ信託銀行（池田泉州銀行） クラスB号優先受益権 2010/03/29 BBB+ －
みずほ信託銀行（池田泉州銀行） クラスB号優先受益権 2011/05/26 BBB+ －
みずほ信託銀行（池田泉州銀行） セラー受益権 2010/03/29 BBB+ －
みずほ信託銀行（池田泉州銀行） セラー受益権 2011/05/26 BBB+ －
J-Bear Funding Limited Series 38 2010/06/25 AAA －
J-Bear Funding Limited Series 38 2011/06/30 消滅 －
Paroo Company Limited Series 35 2010/06/25 AAA －
Paroo Company Limited Series 35 2011/06/30 消滅 －
MARC Finance Limited Series 222 A2号債券 2010/10/06 BB+ －
MARC Finance Limited Series 222 A2号債券 2011/05/11 消滅 －
Mitsubishi UFJ Securities
Internarional plc

Series 3285 2010/06/25 A+ －

Mitsubishi UFJ Securities
Internarional plc

Series 3285 2011/06/27 消滅 －

JETS International Two Limited Series 46 2010/06/25 AA －
JETS International Two Limited Series 46 2011/04/20 消滅 －
Mitsubishi UFJ Securities
Internarional plc

Series 4362 2010/06/25 AA －

Mitsubishi UFJ Securities
Internarional plc

Series 4362 2010/06/25 AA －

Mitsubishi UFJ Securities
Internarional plc

Series 4362 2011/06/28 AA －

Mitsubishi UFJ Securities
Internarional plc

Series 4362 2011/06/28 AA －

Neon Capital Limited Series 227 2010/06/25 A- －
Neon Capital Limited Series 227 2011/06/28 A+ －
Neon Capital Limited Series 227 2011/09/26 #A+ －
Neon Capital Limited Series 227 2011/10/03 A- －
Neon Capital Limited Series 227 2012/02/28 #A- ネガティブ
Neon Capital Limited Series 227 2012/03/06 BB －
Neon Capital Limited Series 234 2010/06/25 BBB －
Neon Capital Limited Series 234 2011/06/28 A+ －
Neon Capital Limited Series 234 2012/02/09 #A+ ネガティブ
Neon Capital Limited Series 234 2012/02/28 #A+ ネガティブ
Neon Capital Limited Series 234 2012/03/06 BBB －
Neon Capital Limited Series 236 2010/06/25 A －
Neon Capital Limited Series 236 2011/06/28 A+ －
Neon Capital Limited Series 236 2012/02/09 #A+ ネガティブ
Neon Capital Limited Series 236 2012/03/06 A －
ARLO Ⅱ　Limited Series 2007(CSO-Leyburn) 2010/06/25 AAA －
ARLO Ⅱ　Limited Series 2007(CSO-Leyburn) 2011/06/28 AAA －
シンキン・リミティッド 第1回変動利付円貨社債（責任財産限

定特約付及び適格機関投資家限定）
2011/03/30 A －

シンキン・リミティッド 第1回変動利付円貨社債（責任財産限
定特約付及び適格機関投資家限定）

2011/12/20 消滅 －

Nomura Bank International plc Credit Linked Note #999 2010/10/06 AA- －
Nomura Bank International plc Credit Linked Note #999 2011/05/26 AA- －
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Nomura Bank International plc Credit Linked Note #999 2011/10/04 AA- －
Arch Finance Limited Series 2008-01 2011/02/24 AA+ －
Arch Finance Limited Series 2008-01 2012/01/26 AA+ －
IRIS Limited 20081029 Loan 2011/02/24 AA+ －
IRIS Limited 20081029 Loan 2012/01/26 AA+ －
Mitsubishi UFJ Securities Co.,Ltd. Series 01041V7060 Credit Linked 2010/04/16 A+ －
Mitsubishi UFJ Securities Co.,Ltd. Series 01041V7060 Credit Linked 2011/04/28 AA- －
JETS International Two Limited Series 47 2010/09/08 AA －
JETS International Two Limited Series 47 2011/09/08 AA －
Mitsubishi UFJ Securities Holdings
Co.,Ltd

Series 01472M2584　Credit　Linked
Notes

2010/10/05 AA- －

Mitsubishi UFJ Securities Holdings
Co.,Ltd

Series 01472M2584　Credit　Linked
Notes

2011/10/04 AA- －

Mitsubishi UFJ Securities Holdings
Co.,Ltd

Series 01430M2510　Credit　Linked
Notes

2010/10/05 A+ －

Mitsubishi UFJ Securities Holdings
Co.,Ltd

Series 01430M2510　Credit　Linked
Notes

2011/10/04 A+ －

野村信託銀行株式会社向けローン
(信託契約番号1069007)

- 2010/03/02 A －

野村信託銀行株式会社向けローン
(信託契約番号1069007)

- 2011/05/06 A －

野村信託銀行株式会社向けローン
(信託契約番号1069007)

- 2012/03/22 A －

三菱UFJ信託銀行 責任財産限定特約ローン(19422) 2010/09/08 AA －
三菱UFJ信託銀行 責任財産限定特約ローン(19422) 2011/09/13 AA －
三菱UFJ信託銀行 責任財産限定特約ローン(19422) 2011/12/31 消滅 －
三菱UFJ信託銀行 信託受益権(19422） 2010/09/08 AA －
三菱UFJ信託銀行 信託受益権(19422） 2011/09/13 AA －
三菱UFJ信託銀行 信託受益権(19422） 2011/12/31 消滅 －
しんきん信託銀行 信託受益権(7100901) 2011/02/24 AA- －
しんきん信託銀行 信託受益権(7100901) 2012/03/19 AA- －
しんきん信託銀行 信託受益権（7153208）  2010/03/31 BBB- －
しんきん信託銀行 信託受益権（7153208）  2011/06/30 BBB- －
しんきん信託銀行 信託受益権（7153208）  2011/10/28 BBB- －
しんきん信託銀行 信託受益権（7153208）  2012/03/28 消滅 －
しんきん信託銀行 信託受益権（7153209） 2010/10/26 #BBB- ネガティブ
しんきん信託銀行 信託受益権（7153209） 2011/10/19 BB+ －
しんきん信託銀行 信託受益権（7153209） 2012/01/31 消滅 －
- ターコイズ・トラスト 2010/03/12 AAA －
- ターコイズ・トラスト 2011/05/06 AAA －
TRD1/08 TRD1/08 2011/02/24 AAA －
TRD1/08 TRD1/08 2012/03/13 AAA －
TRM1/08 TRM1/08 2011/02/24 AAA －
TRM1/08 TRM1/08 2012/03/13 AAA －
- TF60573 2011/03/03 AAA －
- TF60573 2012/03/26 AAA －
- TF60573 2011/03/03 AAA －
- TF60573 2012/03/26 AAA －
- TF70308 2011/03/03 AAA －
- TF70308 2012/03/26 AAA －
- TF70308 2011/03/03 AAA －
- TF70308 2012/03/26 AAA －
- TF70739 2011/03/03 AAA －
- TF70739 2012/03/26 AAA －
- TF70739 2011/03/03 AAA －
- TF70739 2012/03/26 AAA －
- TF80258 2011/03/03 AAA －
- TF80258 2012/03/26 AAA －
- TF80258 2011/03/03 AAA －
- TF80258 2012/03/26 AAA －
- TF80904 2011/03/03 AAA －
- TF80904 2012/03/26 AAA －
- TF80904 2011/03/03 AAA －
- TF80904 2012/03/26 AAA －
- 700740-01 2010/06/29 AAA －
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- 700740-01 2011/06/29 AAA －
- 700740-01 2012/03/26 AAA －
- 700740-01 2010/06/29 AAA －
- 700740-01 2011/06/29 AAA －
- 700740-01 2012/03/26 AAA －
TF90528 TF90528 2011/03/03 AAA －
TF90528 TF90528 2012/03/26 AAA －
TF90528 TF90528 2011/03/03 AAA －
TF90528 TF90528 2012/03/26 AAA －
210047 優先受益権210047 2011/03/03 AAA －
210047 優先受益権210047 2012/03/26 AAA －
- 優先受益権210039 2011/03/03 AAA －
- 優先受益権210039 2012/03/26 AAA －
- Concerted 1 2011/02/15 AAA －
- Concerted 1 2012/03/29 AAA －
- Concerted 2 2011/02/15 AAA －
- Concerted 2 2012/03/29 AAA －
- リース料債権　優先受益権　210019　第

一号優先受益権
2010/03/23 AAA －

- リース料債権　優先受益権　210019　第
一号優先受益権

2011/05/06 AAA －

70-210071 011 2011/03/30 AAA －
70-210071 011 2012/03/16 AAA －
70-210071 013 2011/03/30 AA －
70-210071 013 2012/03/16 AAA －
70-210071 014 2011/03/30 AA －
70-210071 014 2012/03/16 AA －
70-210071 015 2011/03/30 A －
70-210071 015 2012/03/16 A －
70-210071 016 2011/03/30 AA －
70-210071 016 2012/03/16 AA －
70-210071 017 2011/03/30 A+ －
70-210071 017 2012/03/16 A+ －
TRM2/08 優先受益権 2011/02/24 AAA －
TRM2/08 優先受益権 2012/03/13 AAA －
TRM2/08 ABL 2011/02/24 AAA －
TRM2/08 ABL 2012/03/13 AAA －
TRM2/08 担保付ローン 2011/02/24 AA- －
TRM2/08 担保付ローン 2012/03/13 AA- －
210030 リース債権信託（210030） 2011/02/25 AAA －
210030 リース債権信託（210030） 2012/03/13 AAA －
YTC0908口 ABL 2010/11/09 AAA －
YTC0908口 ABL 2011/12/07 AAA －
- リース料債権　信託ABL 16-03002 2010/03/23 AAA －
- リース料債権　信託ABL 16-03002 2011/05/06 AAA －
- リース料債権　信託ABL 16-03002 2011/09/30 消滅 －
合同会社かもめサービス 第2号ABL 2011/01/17 AA －
合同会社かもめサービス 第2号ABL 2011/4/28 消滅 －
210040 210040リース料債権信託ABL 2010/11/09 AAA －
210040 210040リース料債権信託ABL 2011/12/07 AAA －
- 210028 2011/03/03 AAA －
- 210028 2012/03/27 AAA －
090260 ABL 2010/11/09 AAA －
090260 ABL 2011/12/07 AAA －
- NSR Trust 2010/11/09 AA －
- NSR Trust 2011/08/31 消滅 －
090261 ABL 2010/11/09 AAA －
090261 ABL 2011/12/30 消滅 －
- 090096 2011/02/25 AAA －
- 090096 2012/03/13 AAA －
220049 220049 2010/09/30 AAA －
220049 220049 2011/12/12 AAA －
DMFオートローン債権信託受益権 第1号優先受益権 2011/03/03 AAA －
DMFオートローン債権信託受益権 第1号優先受益権 2012/03/02 AAA －
DMFオートローン債権信託受益権 第2号優先受益権 2011/03/03 AAA －
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DMFオートローン債権信託受益権 第2号優先受益権 2011/12/31 消滅 －
MFDオートローン0909 A1号特金受益権 2010/10/27 AAA －
MFDオートローン0909 A1号特金受益権 2011/10/31 AAA －
MFDオートローン0909 A1号特金受益権 2012/01/09 消滅 －
MFDオートローン0909 特金信託ABL 2010/10/27 AAA －
MFDオートローン0909 特金信託ABL 2011/10/31 AAA －
MFDオートローン0909 特金信託ABL 2012/01/09 消滅 －
MFDオートローン0909 B号特金受益権 2010/10/27 AAA －
MFDオートローン0909 B号特金受益権 2011/10/31 AAA －
MFDオートローン0909 B号特金受益権 2012/01/09 消滅 －
080319 Ａ号貸付 2011/03/30 AA －
080319 Ａ号貸付 2011/10/31 消滅 －
080319 B号貸付 2011/03/30 BBB －
080319 B号貸付 2011/10/31 消滅 －
090327 ローンA 2010/05/18 AAA －
090327 ローンA 2011/05/27 AAA －
090327 ローンA 2012/01/31 消滅 －
H100630 第1回A号貸付 2010/06/30 AA －
H100630 第1回A号貸付 2011/07/11 AA －
S100630 B号貸付 2010/06/30 A+ －
S100630 B号貸付 2011/07/11 A+ －
100319 A1号貸付 2011/03/30 A+ －
100319 A1号貸付 2012/03/30 A+ －
100319 A2号貸付 2011/03/30 A+ －
100319 A2号貸付 2012/03/30 A+ －
100331 クラスA貸付 2011/03/01 AA+ －
100331 クラスA貸付 2012/03/09 AA+ －
100331 クラスB貸付 2011/03/01 BBB －
100331 クラスB貸付 2012/03/09 BBB －
- 070131ABL 2011/03/01 AAA －
- 070131ABL 2012/01/31 消滅 －
新生信託銀行 2129003 2010/09/24 J-1+ －
新生信託銀行 2129003 2011/05/24 消滅 －
みずほ信託銀行 ADK信託受益権 2010/07/29 J-2 －
みずほ信託銀行 ADK信託受益権 2011/07/26 J-2 －
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