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２０２０年５月２６日 

『フィデューシャリー・デューティー』への取組状況 

―2019年度―

ほくほくフィナンシャルグループの北陸銀行、北海道銀行、ほくほくＴＴ証券は、「地域共栄」という経営理念のもと、地域社会・お客さまとと
もに発展していくために、お客さまの資産運用・資産形成にかかわる業務について、「『フィデューシャリー・デューティー』への取組みに関する基本
方針」のもと、「お客さま本位」の業務運営を行っております。
2019 年度の各取組方針に係る取組状況を成果指標とともにご案内いたします。 

＜ほくほく FG共通の『フィデューシャリー・デューティー』への取組みに関する基本方針＞ 
1. お客さま本位の徹底 
2. お客さまの幅広いニーズにお応えできる商品ラインナップの充実 
3. お客さまへの情報提供の充実 
4. お客さま本位の提案・販売を行うための組織体制の維持・向上
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基本方針①お客さま本位の徹底 
「地域共栄」という経営理念のもと、お客さま本位の業務運営に努め、金融サービスの提供を通じて、地域経済の安定的発展やお客さまの生活向上に貢献してまいります 

2019 年度

北陸銀行

北海道銀行

取組方針  役職員は「『フィデューシャリー・デューティー』への取組みに関する基本方針」に基づく考動を行ってまいります。 

主な取組事項 

 『フィデューシャリー・デューティー』への取組みに関する基本方針確認をカリキュラムに組み込んだ集合研修を実施いたしました。 

 お客さまのライフステージ・ライフプランに合わせた、適切なコンサルティング提案を浸透させるため、ロールプレイングを全店で実施いたしました。

 お客さまの声の見える化を目的に NPS アンケートを実施いたしました。お客さまの声を職員にフィードバックし、今後の営業活動に活かしてま

いります。 

ほくほく TT証券

取組方針  役職員は「『フィデューシャリー・デューティー』への取組みに関する基本方針」に基づく考動を行ってまいります。 

主な取組事項 

 基本方針について朝礼等における読み合わせを継続実施し、「『フィデューシャリー・デューティー』への取組みに関する基本方針」を店内掲示

するとともにコンプライアンス勉強会を通じて徹底を図りました。 

 『フィデューシャリー・デューティー』への取り組みにおける留意事項の周知徹底を図りました。 

 お客さま本位の提案や販売が適切に行われているかについて、モニタリングを実施いたしました。 
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「お客さまアンケート」の実施 

＊「NPS®(Net Promoter Score®)」とは、お客さまが企業のブランドや商品・担当者に高い関心を持ち、「知人やご家族にどの位勧めたいと思うか」を数字に表したものです。 

高い評価を獲得するにはお客さまの担当者へ対する信頼や安心感が不可欠となります。

○北陸銀行、北海道銀行は、お客さまの声に真摯に耳を傾け、より良いサービスのご提供・商品のご案内に役立てるため、資産運用のお取引をいただいているお客さまへのアンケ
ート調査を実施しております。アンケートについては、NPS®*を活用しております。
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基本方針②お客さまの幅広いニーズにお応えできる商品ラインナップの充実 
 お客さまの様々な投資におけるリスクの許容度や、投資の目的・ニーズにお応えできるよう、投資信託や保険商品を含めた商品ラインナップの充実に努めるとともに、お客さまの状況に応じた運

用の提案により、資産形成をサポートしてまいります。 

 商品選定時には、グループ会社の商品に捉われることなく商品を選定してまいります。 

2019 年度

北陸銀行

北海道銀行

取組方針 

 お客さまの資金性格、投資目的、資力やリスク許容度等に応じ、お客さまに商品選択をしていただけるよう、商品ラインナップを見直してまいります。

 中長期的な資産形成・運用に資する商品のラインナップを充実させてまいります。  

 リスクを抑えた運用を希望されるお客さまのニーズに対応するため、低リスク商品のラインナップを整備してまいります。 

 少額から資産形成を始めるお客さまがご利用しやすいよう、積立て商品のラインナップを充実させてまいります。 

 商品選択時には、グループ会社の商品に捉われることなく商品を選定し、特にグループ会社の商品を選択する際は、「グループ内取引に関する規

定」の手続きに従い利益相反に留意しつつ選定してまいります。 

主な取組事項 

 北陸銀行では、投資信託についてこれまでラインナップにはない特徴を有した商品、「金」を投資対象とした商品等の４商品を新たに取扱開始いた

しました。保険については、これまでラインナップになかった養老保険、贈与資金の受け皿となる商品等の３商品を新規取扱開始いたしました。 

 北海道銀行では、投資信託についてお客さまのリスク許容度に応じた適切な提案をさせていただくため、バランス型ファンドのラインナップを拡充いたし

ました。保険については、お客さまの多様な保障ニーズに対応できるよう、外貨建終身保険、収入保障保険を新たに取扱開始いたしました。 

ほくほく TT 証券

取組方針 

 お客さまの資金性格、投資目的、資力やリスク許容度等に応じ、お客さまが商品選択をしていただけるよう、商品ラインナップを見直してまいります。

 商品ラインナップには、株式等の市場環境に大きく影響を受けるリスク・リターンの高い商品だけでなく、投資経験の少ないお客さま、高齢のお客さま

などの幅広いニーズにお応えできるようラインナップを整備してまいります。 

 商品選定時には、外部評価機関の評価も参考にしながら、お客さまにご満足いただける商品を選定してまいります。 

 グループ会社に当社の商品を提供する際は、「グループ内取引に関する規定」の手続きに従い利益相反に留意しつつ提供してまいります。 

主な取組事項 

 投資勧誘マトリックス等で分類される商品群や取扱い中の投資信託のマッピングを行うことによって、あらゆるお客様のニーズに応えられるよう商品選

定を行っております。 

 商品の新規導入時、商品導入検討チェックシートを活用し、商品特性・リスクや導入意義について検証を実施してまいります。 
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＜参考＞取組参考指標（20２０年３月末現在）

「積立型投資信託契約者数・年間積立額」

北陸銀行 北海道銀行
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「NISA利用者数」（単位：人）

北陸銀行 北海道銀行

○主に中長期の資産形成に資する提案を実施しております。積立型投資信託契約者数・年間積立額は年々増加しております。

指標
北陸銀行 ＮＩＳＡ利用者数 27,783 人 31,012 人

北海道銀行 ＮＩＳＡ利用者数 24,657 人 25,265 人
ＮＩＳＡ利用者数 1,522 人 1,448 人
ＮＩＳＡ利用残高 1,547 百万円 1,379 百万円
※「NIＳＡ利用者数」：お取引残高が１円以上の利用者数

2018年度末 2019年度末

ほくほくＴＴ証券
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「投資信託の販売上位１０銘柄」 

○今後マーケットの成長が予想される業界の株式を投資対象とするファンドや、値動きをつかみやすい日経平均株価に連動するファンドなど
株式に投資する商品へのニーズが高く販売の中心となりました。一方で、リスクを抑えたバランス型のファンドについても販売が伸びました。 

【2019年度】
順位 分配周期 販売金額 構成比
1 毎月 8,248 19.6%
2 年１回 4,293 10.2%
3 年１回 4,027 9.6%
4 毎月 3,241 7.7%
5 年１回 3,079 7.3%
6 年１回 1,989 4.7%
7 毎月 1,935 4.6%
8 年１回 1,522 3.6%
9 毎月 1,258 3.0%
10 年１回 1,252 3.0%

【2018年度】
順位 分配周期 販売金額 構成比
1 年１回 4,554 12.8%
2 毎月 4,020 11.3%
3 年１回 3,314 9.3%
4 年１回 3,294 9.3%
5 年１回 2,899 8.2%
6 年２回 1,764 5.0%
7 年１回 1,735 4.9%
8 年２回 1,496 4.2%
9 年２回 1,377 3.9%
10 毎月 1,284 3.6%

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） ピクテ投信投資顧問

単位：百万円・％
ファンド名 運用会社名

次世代通信関連 世界株式戦略ファンド「愛称：THE 5G」 三井住友トラスト・アセットマネジメント

ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジなし） 三菱ＵＦＪ国際投信
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴ インデックスファンド（毎月決算型）アセットマネジメントＯｎｅ

ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５ アセットマネジメントＯｎｅ
日経２２５ノーロードオープン アセットマネジメントＯｎｅ
ひふみプラス レオス・キャピタルワークス
ロボット・テクノロジー関連株ファンド－ロボテック－ 大和証券投資信託委託
グローバルＡＩファンド 三井住友ＤＳアセットマネジメント
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース） アセットマネジメントＯｎｅ

単位：百万円・％

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） ピクテ投信投資顧問
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド「愛称：THE 5G」 三井住友トラスト・アセットマネジメント

ファンド名 運用会社名

ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５ アセットマネジメントＯｎｅ
東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型） 東京海上アセットマネジメント
日経２２５ノーロードオープン アセットマネジメントＯｎｅ
プライムＯｎｅ2019-09 アセットマネジメントＯｎｅ

のむラップ・ファンド（普通型） 野村アセットマネジメント

ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴ インデックスファンド（毎月決算型）アセットマネジメントＯｎｅ
グローバルＡＩファンド 三井住友ＤＳアセットマネジメント
ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） 日興アセットマネジメント

北陸銀行
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北海道銀行

○お客さまのリスク許容度に合わせ、投資対象が複数の資産に分散されたバランス型のファンドが販売の中心となりました。
一方で、将来の資産形成等を目的として、主に積み立てによる時間分散を利用した購入により、国内外の株式を投資対象とするファンドも
販売が伸びました。

【2019年度】
順位 分配周期 販売金額 構成比
1 年１回 4,647 18.4%
2 年１回 4,128 16.4%
3 毎月 3,017 12.0%
4 毎月 1,861 7.4%
5 年１回 1,263 5.0%
6 年１回 990 3.9%
7 年１回 916 3.6%
8 毎月 794 3.1%
9 年１回 718 2.8%
10 年１回 596 2.4%

【2018年度】
順位 分配周期 販売金額 構成比
1 年１回 5,311 17.8%
2 毎月 5,054 16.9%
3 年１回 3,437 11.5%
4 年１回 2,095 7.0%
5 毎月 1,880 6.3%
6 年１回 1,301 4.4%
7 年２回 1,105 3.7%
8 年１回 1,052 3.5%
9 年１回 956 3.2%
10 年２回 527 1.8%

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) ピクテ投信投資顧問

単位：百万円・％
ファンド名 運用会社名

ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド ピクテ投信投資顧問

インデックスファンド２２５ 日興アセットマネジメント
グローバル・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型） 日興アセットマネジメント

ひふみプラス レオス・キャピタルワークス
東京海上・円資産バランスファンド（年１回決算型） 東京海上アセットマネジメント
東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型） 東京海上アセットマネジメント
のむラップ・ファンド（普通型） 野村アセットマネジメント
ＳＢＩ中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年２回決算型) SBIアセットマネジメント
ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンド ピクテ投信投資顧問

単位：百万円・％

ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド ピクテ投信投資顧問
東京海上・円資産バランスファンド（年１回決算型） 東京海上アセットマネジメント

ファンド名 運用会社名

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) ピクテ投信投資顧問
東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型） 東京海上アセットマネジメント
ひふみプラス レオス・キャピタルワークス
インデックスファンド２２５ 日興アセットマネジメント

SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド 三井住友トラストアセット

のむラップ・ファンド（普通型） 野村アセットマネジメント
ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） 日興アセットマネジメント
世界経済インデックスファンド 三井住友トラストアセット
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ほくほくＴＴ証券

○今後マーケットの成長が期待されるカテゴリーの株式等の資産を投資対象とするファンドや、分散投資による安定的な資産成長が中長期的に期
待できるバランス型ファンドの販売が伸びました。 

【2019年度】
順位 分配周期
1 年1回
2 年6回
3 毎月
4 毎月
5 年2回
6 年1回
7 毎月
8 年2回
9 年1回
10 年1回

【2018年度】
順位 分配周期
1 毎月
2 年1回
3 年1回
4 毎月
5 年1回
6 年1回
7 年2回
8 毎月
9 年1回
10 年2回

USマイクロキャップ株式ファンド ベイビュー・アセット・マネジメント

ファンド名 運用会社名
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース ピクテ投信投資顧問

グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) アセットマネジメントOne
netWINゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドBコース(為替ヘッジなし) ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) 三菱UFJ国際投信
ニッセイグローバル高配当株式プラス(毎月決算型) ニッセイアセットマネジメント
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり) 三菱UFJ国際投信
DIAMベトナム株式ファンド アセットマネジメントOne
T＆Dインド中小型株ファンド T＆Dアセットマネジメント
日本株式厳選ファンド・円コース 大和住銀投信投資顧問

グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型） 日興アセットマネジメント
グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型） 日興アセットマネジメント

ファンド名 運用会社名

ピクテ・バイオ医薬品Ｆ（毎月決算型）為替ヘッジなしコース ピクテ投信投資顧問
Ｊ－ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型） 三井住友トラスト・アセットマネジメント
米国分散投資戦略ファンド（５倍コース） 三井住友DSアセットマネジメント
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド 三井住友トラスト・アセットマネジメント

フューチャー・バイオテック 三井住友DSアセットマネジメント

ニッセイグローバル好配当株式プラス（毎月決算型） ニッセイアセットマネジメント
米国分散投資戦略ファンド（３倍コース） 三井住友DSアセットマネジメント
Ｊリート・アジアミックス・オープン（資産成長型） 三井住友DSアセットマネジメント
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基本方針③お客さまへの情報提供の充実 
 お客さまの投資目的・ニーズに沿った商品を提示し、商品の特性、リスク、手数料などについて、お客さまのご理解の状況を確認しながら、分かり易い説明を行ってまいります。

 手数料等に関して、お客さまにとって分かり易く説明してまいります。

 お客さまの運用状況や市場動向など、お客さまの投資判断のお役に立つ情報の提供に努めます。

 お客さまの資産運用・資産形成に関わる業務を行っている、「北陸銀行」、「北海道銀行」に加え、証券会社である「ほくほく TT 証券」の商品・サービスを活用することなどで、お客さまのニーズに

お応えできるよう、利益相反にも留意しつつグループ全体で取り組みます。

北陸銀行

北海道銀行

取組方針 

 商品の説明に際しては、お客さまの理解度を確認しながら説明するよう努めてまいります。 

 商品の提案・販売に際しては、お客さまの投資に関する知識や経験、財産の状況やお客さまが受け入れ可能なリスク、投資の目的などを把握した上

で、お客さまに商品およびサービスを提案してまいります。特にご高齢のお客さまや投資に関する知識や経験が十分でないお客さまに対しては、リスクを

抑えた商品を案内するなど、お客さまのニーズに沿った提案を行ってまいります。 

 お客さまの投資判断に資するため、商品ごとの手数料等について、お客さまにご理解いただけるように説明してまいります。

 パンフレットなどを活用した情報提供や、お客さま向けセミナーの開催などにより、お客さまの投資判断に資する情報提供を行ってまいります。 

 お客さまの運用状況や市場環境などを踏まえた情報提供に努めてまいります。 

 お客さまのニーズにお応えするため、ほくほくＴＴ証券などグループ会社の機能も活用し、グループ総合力を活かしたコンサルティングに取り組んでまいり

ます。 

主な取組事項 

 商品内容、手数料について、パンフレットやタブレット端末を活用し、分かりやすく丁寧な説明を実施いたしました。 

 お客さまのお役に立てるよう、資産形成セミナーや投資環境セミナー等の各種セミナーを定期的に開催いたしました。 

 投資信託や生命保険を保有されているお客さまに対するアフターフォローに加え、相場急落時に緊急フォローを実施し、お客さまへの情報提供を実施

いたしました。 

 北陸銀行、北海道銀行からほくほくＴＴ証券へお客さまの紹介を実施いたしました。また、ほくほく TT 証券からも相続ニーズを持つお客さまの紹介を

実施し、お客さまの幅広いニーズにお応えするため、グループ総合力を活かした提案を実施いたしました。 
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基本方針③お客さまへの情報提供の充実
 お客さまの投資目的・ニーズに沿った商品を提示し、商品の特性、リスク、手数料などについて、お客さまのご理解の状況を確認しながら、分かり易い説明を行ってまいります。

 手数料等に関して、お客さまにとって分かり易く説明してまいります。

 お客さまの運用状況や市場動向など、お客さまの投資判断のお役に立つ情報の提供に努めます。

 お客さまの資産運用・資産形成に関わる業務を行っている、「北陸銀行」、「北海道銀行」に加え、証券会社である「ほくほく TT 証券」の商品・サービスを活用することなどで、お客さまのニーズに

お応えできるよう、利益相反にも留意しつつグループ全体で取り組みます。

ほくほく TT 証券

取組方針 

 商品の説明に際しては、お客さまの理解度と商品性に応じて、分かりやすく情報提供を行ってまいります。 

 商品の提案・販売に際しては、お客さまの資産状況、取引経験、知識および取引目的・意向等の観点からニーズをお伺いした上で、お客さまに商品

およびサービスの提案を行ってまいります。 

 複雑またはリスクの高い商品については、社内販売資格保有者のみが勧誘できる体制を構築し、お客さまに説明を行ってまいります。 

 お客さまの投資判断に資するため、商品ごとの手数料等について、お客さまにご理解いただけるように説明してまいります。

 パンフレットなどを活用したお客さまへの案内や、お客さま向けセミナーの開催などによる情報提供を行い、お客さまへ投資知識の習得機会を提供いた

します。 

 お客さまの運用状況や市場環境などを踏まえた情報提供に努めてまいります。 

主な取組事項 

 お客さま向けセミナーについて、商品関連に加えて、相続関連、資産運用、税金関連等、お客さまのニーズに沿ったテーマで開催いたしました。 

 お客さまへのアフターフォローやヒアリングを徹底し、お客さまに必要な情報提供を行うとともに北陸銀行、北海道銀行との共催セミナーを開催いたしま

した。 

 各種冊子、パンフレットについては、お客さまが理解しやすいよう改訂に取り組んでおります。 
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「お客さまセミナーの開催状況」 

北陸銀行
投資信託セミナー（北陸三県）
開催月 主なテーマ 講師

5月・6月 世界経済とマーケット環境
ラサール・グローバルREITの運用報告とファインブレンドの運用報告 日興アセットマネジメント

10月・11月 東京オリンピックに向けた国内の景気動向
「人生100年時代」のマネープラン アセットマネジメントOne

ほくぎんプラザセミナー
年２４回開催
開催月 テーマ 講師 開催月 テーマ 講師

マーケット＆Jリートの見通し アセットマネジメントOne ライフプランセミナー～ゆとりある老後に向けた「資産形成」～ リテール推進部
高齢者の消費者被害と成年後見人 成年後見センター・リーガルサポート 国際社会とSDGs ニッセイアセットマネジメント

デジタルで変わる銀行取引 IT企画部 家族信託って何？ 谷道事務所
富山の地紅茶を知ろう 富山紅茶の会 今考えたい保険見直しのポイント～人生百年時代。今できることを考えてみましょう～ 住友生命
やさしい相続セミナー リテール推進部 グローバルマーケット観～2019年の総括と2020年の展望～ 三菱UFJ国際投信

ジェネリック医薬品を知ろう！ 富山市立富山市民病院 あなたの心臓はお元気ですか？～心臓の病気あれこれ～ 富山市立富山市民病院
人生100年時代のお金のはなし 三井住友海上プライマリー生命 円滑な相続と遺産分割のために リテール推進部

お金の革命！～フィンテックで変わる私たちの生活～ 日興アセットマネジメント 投資の原則とこれからの投資～今後の日本・世界経済とその投資機会～ あおぞら投信
日本株とJリートの見通し アセットマネジメントOne マーケット環境とAIの進歩 三井住友DSアセットマネジメント

知っておこう！ガンの基礎知識 アフラック生命 相続の民法改正について 日本生命
必見！これが相続対策～保険を活用した相続対策～ 第一フロンティア生命 知っておきたい介護について PDF生命

10分で出来る腰痛体操 富山市立富山市民病院 やさしいマネー塾 第一フロンティア生命

ほくぎんファボーレプラザセミナー
年１９回開催
開催月 テーマ 講師 開催月 テーマ 講師

10月 「がん」の知識 アフラック生命 不安を解消！～相続について考える～ 第一フロンティア生命
はじめよう デジタルマネーライフ～スマホの中に「わたし支店」～ デジタル戦略部 知らなきゃソンだよ～キャッシュレス・消費者還元事業～ デジタル戦略部

今すぐできる相続対策～争続にならないためには～ リテール推進部 外貨建資産運用の魅力 三井住友海上プライマリー生命
最近話題の先進医療をご紹介～先進医療をＶＲ体験してみましょう～ 三井住友海上あいおい生命 聞きなれない「贈与」っつ何？ 第一フロンティア生命
ライフプランセミナー ゆとりある老後に向けた「資産形成」 ほくぎんプラザ 円滑な相続と遺産分割のために 三井住友海上プライマリー生命

はじめよう デジタルマネーライフ～スマホの中に「わたし支店」～ デジタル戦略部 お得がいっぱい！iDeCo活用術 コンサルティング営業部
今すぐできる相続対策～争続にならないためには～ リテール推進部 セカンドライフセミナー 第一フロンティア生命
人生百年時代 いま考えておきたい保険のこと 住友生命 知らなきゃソンだよ～キャッシュレス・消費者還元事業～ デジタル戦略部

ライフプランセミナー ゆとりある老後に向けた「資産形成」 ほくぎんプラザ 人生100年時代～今から備えましょう～ 三井住友海上プライマリー生命

お得がいっぱい！iDeCo活用術 コンサルティング営業部

1月

11月

2月

12月

3月

7月 1月

8月 2月

9月 3月

4月 10月

5月 11月

6月 12月
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北海道銀行

ほくほくＴＴ証券 

投資環境セミナー（札幌・旭川・苫小牧・釧路・函館・北見・室蘭・帯広）
開催月 テーマ 講師

9月 「2019年後半 世界の投資環境」
～注目点とマーケット展望～ レッグ・メイソン・アセットマネジメント

本店他セミナー
開催月 テーマ 講師 開催月 テーマ 講師

渋澤健が語る＠渋沢栄一に学ぶよりよいお金の使い方
未来を信じる力を育むつみたて投資 コモンズ投信 9月 資産形成セミナー

～人生100年時代を生きるお金との向き合い方～ フィデリティ投信

自分たちの未来のための資産形成
～時代にあった資産形成の考え方～ ピクテ投信投資顧問 10月 資産形成セミナー

必見！急成長するサイバーセキュリティの世界 三菱UFJ国際投信

資産形成セミナー
～新しい時代に役立つお金の活かし方～ ピクテ投信投資顧問 11月 資産形成セミナー

～人生100年時代を生きるお金との向き合い方～ フィデリティ投信

資産形成セミナー
～コモンズ投信がお伝えする資産づくりのコツ～ コモンズ投信 12月 資産形成セミナー

～お得な非課税制度をフル活用～ コモンズ投信

不動産オーナーの為の相続対策と満室経営セミナー 常口アトム、司法書士 1月 相続・贈与セミナー
相続発生前の対策～暦年贈与の活用～ 税理士村上正城事務所

健康・医療セミナー
～がんについて知りましょう～ アフラック

7月 資産形成セミナー
～コモンズ投信がお伝えする資産づくりのコツ～ コモンズ投信

8月 資産形成セミナー
～これならデキる、怖くない！失敗したくない人の資産形成術～ 三菱UFJ国際投信

開催月 テーマ 講師

12月 ひふみアニュアルミーティング2019＠札幌
ひふみ投信・ひふみプラス運用報告会 レオス・キャピタルワークス

5月

6月

運用報告会

指標

顧客向けセミナー開催数・参加者数

2018年度 2019年度

32回 / 延べ480人参加 37回 / 延べ479人参加
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基本方針④お客さま本位の提案・販売を行うための組織体制の維持・向上
 商品・サービスについて、お客さま本位の業務運営の実現に向け、職員に対する教育・研修を充実させ、人材を育成してまいります。 

 インターネットなど、店頭以外のチャネルからお客さまが便利にサービスを利用できるよう、改善・投資を行ってまいります。

 お客さまのリスク許容度やニーズを踏まえた提案につながるように、業績評価のあり方の見直しと改善を行ってまいります。

 本基本方針が遵守されているか確認するガバナンス体制を構築してまいります 

北陸銀行

北海道銀行

取組方針 

 行内外の研修や FP （ファイナンシャル・プランナー）等外部資格の取得推奨や行内資格制度の拡充を通じ、商品や投資環境に関する知識・

スキルの強化を図り、人材の育成に努めてまいります。 

 タブレット端末の活用やインターネットによる照会サービス等により、お客さまの利便性向上に努めてまいります。 

 お客さまに適切な提案がなされ、お客さまの利益・ニーズに資する営業活動の実践につながるように、業績評価体系の見直しを行ってまいります。 

主な取組事項 

 行内研修や行内資格試験の実施により、担当者の専門知識習得と提案力強化を図りました。

 FP(ファイナンシャル・プランナー)等外部資格取得に向けた研修を実施いたしました。 

 タブレット端末にて全保険商品の契約を可能といたしました。 

 販売商品の偏りをなくすことを目的とした評価体系を取り入れております。 

ほくほく TT 証券

取組方針 

 研修や外部専門資格の取得推奨等を通じ、商品や投資環境に関する知識やスキルの強化を図り、お客さまのニーズに応えられるプロフェッショナ

ルな人材を育成してまいります。 

 当社では、インターネット取引や対面取引が利用できます。お客さまのご意向に応じた取引形態を用意しており、幅広い年齢層のお客さまにご利

用いただきやすい環境を整備してまいります。 

 お客さまに適切な提案がなされ、お客さまの利益・ニーズに資する営業活動の実践につながるように、顧客基盤の拡大や、預かり資産残高等の継

続的な拡大を評価する業績評価体系を導入してまいります。 

主な取組事項 

 外部のコンプライアンス勉強会・研修等に積極的に参加し、営業店長・営業員向けのコンプライアンス・ＦＤ研修を実施いたしました。 

 インターネット取引におけるお客さまの利便性向上を図るため、新たな機能の導入を実施いたしました。 

 「お客さま本位の業務運営」を徹底するために、業績評価体系を継続的に見直ししております。 
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「人財育成：ＦＰ資格取得者数」（単位：人）

北陸銀行 北海道銀行

指標
北陸銀行 ファイナンシャルプランナー（ＦＰ）資格取得者数（※） 1,248 人 1,275 人
北海道銀行 ファイナンシャルプランナー（ＦＰ）資格取得者数（※） 1,130 人 1,264 人

ほくほくＴＴ証券 ファイナンシャルプランナー（ＦＰ）・証券アナリスト資格取得者数

※ＦＰ資格範囲：ＦＰ技能士１級・２級、ＡＦＰ、ＣＦＰ

2018年度末 2019年度末

ＦＰ技能士1・2級  70名
ＣＦＰ・ＡＦＰ 4７名
証券アナリスト 3名

ＦＰ技能士1・2級  69名
ＣＦＰ・ＡＦＰ 49名
証券アナリスト 4名
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「投資信託・ファンドラップの運用損益別のお客さま割合」（2020年 3月末現在）  共通 KPI  

お客さまにご購入いただいた投資信託・ファンドラップの運用損益状況について、損益区分ごとのお客さまの割合をグラフ化しております。 

【投資信託】 

北陸銀行 北海道銀行

運用損益がプラスの個人のお客さま 
2019 年 3月末 77.3% → 2020 年 3月末 39.4％

運用損益がプラスの個人のお客さま 
2019 年 3月末 63.2％ → 2020 年 3月末 29.3％

運用損益プラス 運用損益プラス 



17 

ほくほく TT証券 

【投資信託】 【ファンドラップ】 

＜算出方法＞
・基準日時点で投資信託およびファンドラップを保有している個人のお客さまを対象とし、投資信託のトータルリターン通知制度に基づくトータルリターンを基準日時点の評価金額で除
して算出。（ETF、上場 REIT、公社債投信、私募投信、確定拠出年金で買い付けた投資信託は含まず）

・外貨建て投資信託の評価は、基準日時点の三菱UFJ 銀行が提示する公示レートを適用して算出。

運用損益がプラスの個人のお客さま 
2019 年 3月末 37.2％ → 2020 年 3月末 14.5％

運用損益がプラスの個人のお客さま 
2019 年 3月末 50.8% → 2020 年 3月末 7.5％

運用損益プラス 運用損益プラス 



18 

「投資信託の預り資産残高上位20銘柄のコスト・リターン、リスク・リターン」（2020 年 3月末現在） 共通 KPI 
お客さまにご購入いただいた投資信託の残高上位２０銘柄について、コストやリスクに対するリターンをグラフ化しております。 

北陸銀行

2020年 3月末 

※◆は預り残高上位20銘柄 残高加重平均値

【残高加重平均値】
2018年3月末 2019年3月末 2020年3月末 前年比

コスト 1.75% 1.72% 1.72% 0.00%
リターン 4.75% 5.02% -1.11% -6.13%
リスク 11.78% 10.87% 11.79% 0.92%

【投資信託の預り残高上位20銘柄】2020年3月末
運用会社

日興アセットマネジメント
ピクテ投信投資顧問

アセットマネジメントＯｎｅ
ニッセイアセットマネジメント
アセットマネジメントＯｎｅ
東京海上アセットマネジメント
ニッセイアセットマネジメント
日興アセットマネジメント
アセットマネジメントＯｎｅ
アセットマネジメントＯｎｅ
野村アセットマネジメント
フィデリティ投信
フィデリティ投信

日興アセットマネジメント
三菱ＵＦＪ国際投信
レオスキャピタルワークス
アセットマネジメントＯｎｅ
ニッセイアセットマネジメント
野村アセットマネジメント
アセットマネジメントＯｎｅ

フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド

三菱ＵＦＪ豪ドル債券インカムオープン

ニッセイ／パトナム・インカムオープン
世界銀行債券ファンド（毎月分配型）

DIAM パッシブ資産分散ファンド（愛称：三本の矢）
ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース２

のむラップ・ファンド（普通型）

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）
ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５

ニッセイ高金利国債券ファンド（愛称：スリーポイント）
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴ インデックスファンド（毎月決算型）

東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）

銘柄名

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

ニッセイ日本インカムオープン

フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド
高金利先進国債券オープン（毎月分配型）

ひふみプラス

日経２２５ノーロードオープン

ＤＩＡＭグローバル・アクティブ・バランスファンド

のむラップ・ファンド（保守型）
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（ご参考）「投資信託の預り資産残高上位20銘柄のコスト・リターン、リスク・リターン」（2018 年度末～2019年度末） 共通 KPI 

【投資信託の預り残高上位20銘柄】
運用会社

日興アセットマネジメント
ピクテ投信投資顧問

アセットマネジメントＯｎｅ
アセットマネジメントＯｎｅ
ニッセイアセットマネジメント
日興アセットマネジメント
ニッセイアセットマネジメント
アセットマネジメントＯｎｅ

フィデリティ投信
野村アセットマネジメント
アセットマネジメントＯｎｅ
三菱ＵＦＪ国際投信
フィデリティ投信

日興アセットマネジメント
アセットマネジメントＯｎｅ
東京海上アセットマネジメント
レオスキャピタルワークス
ニッセイアセットマネジメント
三井住友ＤＳアセットマネジメント

三菱ＵＦＪ国際投信

銘柄名

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）

ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴ インデックスファンド（毎月決算型）
ニッセイ高金利国債券ファンド（愛称：スリーポイント）

世界銀行債券ファンド（毎月分配型）
ニッセイ／パトナム・インカムオープン

DIAM パッシブ資産分散ファンド（愛称：三本の矢）
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド
のむラップ・ファンド（普通型）

ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース２

高成長インド・中型株式ファンド

三菱ＵＦＪ豪ドル債券インカムオープン
フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド

高金利先進国債券オープン（毎月分配型）
ＤＩＡＭグローバル・アクティブ・バランスファンド

東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）

トレンド・アロケーション・オープン

ひふみプラス
ニッセイ日本インカムオープン

【投資信託の預り残高上位20銘柄】
運用会社

日興アセットマネジメント
アセットマネジメントＯｎｅ
ニッセイアセットマネジメント
アセットマネジメントＯｎｅ
日興アセットマネジメント
ピクテ投信投資顧問
フィデリティ投信

三菱ＵＦＪ国際投信
ニッセイアセットマネジメント
アセットマネジメントＯｎｅ
アセットマネジメントＯｎｅ
日興アセットマネジメント
フィデリティ投信

野村アセットマネジメント
アセットマネジメントＯｎｅ
ニッセイアセットマネジメント
大和証券投資信託委託
三菱ＵＦＪ国際投信
三井住友アセットマネジメント

フィデリティ投信フィデリティ・日本成長株・ファンド

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）
トレンド・アロケーション・オープン

高金利先進国債券オープン（毎月分配型）
フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド
のむラップ・ファンド（普通型）

ＤＩＡＭ グローバル・アクティブ・バランスファンド
ニッセイ日本インカムオープン

銘柄名

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴ インデックスファンド（毎月決算型）
ニッセイ高金利国債券ファンド（愛称：スリーポイント）

ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
世界銀行債券ファンド（毎月分配型）

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド
三菱ＵＦＪ豪ドル債券インカムオープン
ニッセイ／パトナム・インカムオープン

DIAM パッシブ資産分散ファンド（愛称：三本の矢）
ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース２

高成長インド・中型株式ファンド

2018年 3月末 

2019年 3月末 
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北海道銀行

2020年 3月末 

※◆は預り残高上位20銘柄 残高加重平均値

【残高加重平均値】
2018年3月末 2019年3月末 2020年3月末 前年比

コスト 1.72% 1.72% 1.75% 0.03%
リターン 6.82% 5.20% 0.17% -5.03%
リスク 10.04% 9.28% 9.03% -0.25%

【投資信託の預り残高上位20銘柄】2020年3月末
運用会社

東京海上アセットマネジメント
レオス・キャピタルワークス
日興アセットマネジメント
ピクテ投信投資顧問
ピクテ投信投資顧問

東京海上アセットマネジメント
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント
大和証券投資信託委託
明治安田アセットマネジメント

レッグ・メイソン・アセット・マネジメント
日興アセットマネジメント
三菱ＵＦＪ国際投信
ベアリングス・ジャパン
野村アセットマネジメント
フィデリティ投信

野村アセットマネジメント
ＪＰモルガン・アセット・マネジメント
三井住友トラストアセットマネジメント
三井住友トラストアセットマネジメント
三井住友ＤＳアセットマネジメントコーポレート・ボンド・インカム（為替ノーヘッジ・コース）

ＪＰＭワールド・ＣＢ・オープン
世界経済インデックスファンド

インデックスファンド２２５

高金利ソブリンオープン

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｿﾌﾞﾘﾝ･ｵｰﾌﾟﾝ(毎月決算型)
ＢＡＭワールド・ボンド＆カレンシー・ファンド（毎月決算型）
のむラップ・ファンド（普通型）
フィデリティ･グローバル･ハイ･イールド･ファンド(毎月決算型)
野村インド債券ファンド（毎月分配型）

銘柄名

東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）
ひふみプラス
ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
東京海上・円資産バランスファンド（年１回決算型）
ＬＭグローバル・プラス（毎月分配型）
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）
パン・パシフィック外国債券オープン
ＬＭ・オーストラリア毎月分配型ファンド
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（ご参考）「投資信託の預り資産残高上位20銘柄のコスト・リターン、リスク・リターン」（2018 年度末～2019年度末）

2018年 3月末 

2019年 3月末 

【投資信託の預り残高上位20銘柄】
運用会社

日興アセットマネジメント
東京海上アセットマネジメント
レオス・キャピタルワークス
ピクテ投信投資顧問
ピクテ投信投資顧問

レッグ・メイソン・アセット・マネジメント

大和証券投資信託委託
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント

明治安田アセットマネジメント
フィデリティ投信

ベアリングス・ジャパン
日興アセットマネジメント
三菱ＵＦＪ国際投信
野村アセットマネジメント
野村アセットマネジメント
ＪＰモルガン・アセット・マネジメント
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント

イーストスプリング
三井住友アセットマネジメント
三井住友トラストアセットマネジメント

銘柄名

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）

ひふみプラス
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド
ＬＭグローバル・プラス（毎月分配型）
ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）
ＬＭ・オーストラリア毎月分配型ファンド
パン・パシフィック外国債券オープン

フィデリティ･グローバル･ハイ･イールド･ファンド(毎月決算型)
ＢＡＭワールド・ボンド＆カレンシー・ファンド（毎月決算型）

コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)

インデックスファンド２２５
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
野村インド債券ファンド（毎月分配型）

のむラップファンド（普通型）
ＪＰＭワールド・ＣＢ・オープン

高金利ソブリンオープン

ＬＭ・ブラジル国債ファンド（毎月分配型）
イーストスプリング・インド株式オープン

【投資信託の預り残高上位20銘柄】
運用会社

日興アセットマネジメント
東京海上アセットマネジメント
レオス・キャピタルワークス
大和証券投資信託委託

フィデリティ投信
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント

レッグ・メイソン・アセット・マネジメント

明治安田アセットマネジメント
ベアリングス・ジャパン
ピクテ投信投資顧問
野村アセットマネジメント
三菱ＵＦＪ国際投信
日興アセットマネジメント
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント

ピクテ投信投資顧問
アセットマネジメントOne
三井住友アセットマネジメント
アセットマネジメントOne
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント

東京海上アセットマネジメント

ひふみプラス

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜レアルコース＞

ＬＭ・ブラジル国債ファンド（毎月分配型）

ＬＭ・オーストラリア高配当株ファンド（毎月分配型）

コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)

東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり）

ＢＡＭワールド・ボンド＆カレンシー・ファンド（毎月決算型）

インデックスファンド２２５
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
野村インド債券ファンド（毎月分配型）

みずほUSハイイールドオープンBコース

ＬＭグローバル・プラス（毎月分配型）

ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

ＬＭ・オーストラリア毎月分配型ファンド

パン・パシフィック外国債券オープン

フィデリティ･グローバル･ハイ･イールド･ファンド(毎月決算型)

銘柄名
ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

ピクテ新興国インカム株式ファンド（毎月決算型）
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ほくほく TT証券

2020年 3月

※◆は預り残高上位20銘柄 残高加重平均値

【残高加重平均値】
2018年3月末 2019年3月末 2020年3月末 前年比

コスト 2.39% 2.45% 2.46% 0.01%
リターン 10.44% 6.94% -3.30% -10.24%
リスク 16.28% 17.89% 19.62% 1.73%

【投資信託の預り残高上位20銘柄】2020年3月末
運用会社

ピクテ・バイオ医薬品ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなしコース ピクテ投信投資顧問
ニッセイグローバル好配当株式プラス（毎月決算型） ニッセイアセットマネジメント
Ｊ－ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型） 三井住友トラスト・アセットマネジメント
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） ピクテ投信投資顧問
日本株厳選ファンド・円コース 三井住友DSアセットマネジメント
ニッポン中小型株ファンド 三井住友DSアセットマネジメント
ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） 日興アセットマネジメント
Ｊリート・アジアミックス・オープン（毎月決算型） 三井住友DSアセットマネジメント
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 三井住友DSアセットマネジメント
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド（毎月決算型） ニッセイアセットマネジメント
Ｊ-Ｓｔｏｃｋ アクティブ・オープン 三井住友DSアセットマネジメント
Ｔ＆Ｄインド中小型株ファンド T&Dアセットマネジメント
イーストスプリング・インドネシア株式オープン イーストスプリング・インベストメンツ
Ｊリート・アジアミックス・オープン（資産成長型） 三井住友DSアセットマネジメント
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース 三井住友DSアセットマネジメント
ＧＳアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース） アムンディ・ジャパン
新光 ＵＳ－ＲＥＩＴ オープン アセットマネジメントOne
日本株厳選ファンド・米ドルコース 三井住友DSアセットマネジメント

銘柄名



23 

（ご参考）「投資信託の預り資産残高上位20銘柄のコスト・リターン、リスク・リターン」（2018 年度末～2019年度末）

2018 年 3 月末 

2019年 3月末 

2018年 3月末 

【投資信託の預り残高上位20銘柄】
銘柄名 運用会社

ニッセイグローバル好配当株式プラス（毎月決算型） ニッセイアセットマネジメント
ピクテ・バイオ医薬品ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなしコース ピクテ投信投資顧問
T&Dインド中小型株ファンド T&Dアセットマネジメント
ニッポン中小型株ファンド 大和住銀投信投資顧問
日本株厳選ファンド・円コース 大和住銀投信投資顧問
ラサール・グローバルREITファンド（毎月分配型） 日興アセットマネジメント
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 大和住銀投信投資顧問
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） ピクテ投信投資顧問
J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型） 三井住友トラスト・アセットマネジメント

イーストスプリング・インドネシア株式オープン イーストスプリング・インベストメンツ
ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド（毎月決算型） ニッセイアセットマネジメント
J-Stockアクティブオープン 大和住銀投信投資顧問
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース 大和住銀投信投資顧問
日本株厳選ファンド・米ドルコース 大和住銀投信投資顧問
netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド Bコース（為替ヘッジなし） ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

新光 US-REIT オープン アセットマネジメントOne
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン 東京海上アセットマネジメント
Ｊリート・アジアミックス・オープン（資産成長型） 三井住友アセットマネジメント
GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

T&Dアジア・ダブルプレミア・ファンド T&Dアセットマネジメント

【投資信託の預り残高上位20銘柄】
銘柄名 運用会社

ニッセイグローバル好配当株式プラス（毎月決算型） ニッセイアセットマネジメント
Ｊ－Ｓｔｏｃｋ アクティブ・オープン 大和住銀投信投資顧問
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース（毎月分配型） 大和住銀投信投資顧問
ピクテ・バイオ医薬品ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなしコース ピクテ投信投資顧問
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 大和住銀投信投資顧問
日本株厳選ファンド・円コース 大和住銀投信投資顧問
ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） 日興アセットマネジメント
Ｔ＆Ｄインド中小型株ファンド T&Dアセットマネジメント
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） ピクテ投信投資顧問
ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド（毎月決算型） ニッセイアセットマネジメント
ｎｅｔＷＩＮ ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

ＧＳアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース） アムンディ・ジャパン
イーストスプリング・インドネシア株式オープン イーストスプリング・インベストメンツ
Ｊ－ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型） 三井住友トラスト・アセットマネジメント

ＬＭ・オーストラリア高配当株ファンド（毎月分配型） レッグ・メイソン・アセット・マネジメント
Ｔ＆Ｄアジア・ダブルプレミア・ファンド T&Dアセットマネジメント
ＧＳ日本株・プラス（通貨分散コース） ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース（毎月分配型） 大和住銀投信投資顧問
日本株厳選ファンド・アジア３通貨コース 大和住銀投信投資顧問

以 上


