
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当行は地域金融機関として、お客さまのご繁栄と地域経済社会の成長発

展のために誠実に業務に取り組んでおります。今後もお客さま本位の業務

運営を一層強化するために以下の方針を策定し、その取組状況について定

期的に公表してまいります。
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0.0%
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4 

（単位：百万円）

運用損益別お客さま比率【共通 KPI
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（４）生命保険 コスト・リターン【共通 KPI】 

  残高上位 20 商品（但し、販売開始 60 カ月以上）の加重平均値 

 コスト リターン 

加重平均 0.95% 1.08% 

 

 

銘柄別コスト・リターン（2022 年 3 月末） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 商品名 コスト リターン 

① しあわせ、ずっと 0.97% 0.86% 

② プレミアレシーブ（外貨建） 0.94% 1.96% 

③ プレミアギフト（豪ドル建） 0.86% 0.76% 

④ プレミアジャンプ（終身） 1.03% 0.28% 

⑤ ライフロングセレクト PG3 0.88% 1.15% 

⑥ アップサイドプラス 1.33% 1.98% 

⑦ プレミアジャンプ（年金） 1.10% 0.36% 

⑧ しあわせ、ずっと NZ 1.28% 0.52% 

⑨ えがお、ひろがる 1.26% 0.13% 

⑩ デュアルドリーム 1.39% 1.25% 

⑪ ロングドリーム GOLD 0.84% 1.15% 

⑫ アドバンテージセレクト 0.49% 2.67% 

⑬ サニーガーデン 0.73% 0.80% 

⑭ ビーウィズユー（豪ﾄﾞﾙ/US ﾄﾞﾙ） 0.84% 1.59% 

⑮ ファイブステップセレクト 0.45% 3.39% 

⑯ やさしさ、つなぐ 1.12% 0.54% 

⑰ 三大陸 0.53% 1.01% 

⑱ シリウスハーモニー 0.18% 2.62% 

⑲ シリウスプラス 0.11% 3.13% 

⑳ シリウスデュアル 0.12% 3.10% 

 加重平均 0.95% 1.08% 



 

 

 

 

 

 

 

 

〇 投資信託

（１）過去
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のお取引状況 

か年（年度末）の

0.2% 0.4%

11,564 

2017年度

）の投資信託残高の推移

0.4% 0.6%

【コスト・リターン

11,342 

2018年度

6 

投資信託残高の推移（単位

0.6% 0.8%
コスト

コスト・リターン

8,809 

年度 2019年度

（単位:百万円）

1.0%
コスト

コスト・リターン】

8,809 

11,672 

年度 2020

百万円） 

1.2% 1.4%

11,672 

13,543 

2020年度 2021

1.4% 1.6%

13,543 

2021年度
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（２）投資信託運用損益別お客さま比率【共通 KPI】 

  2022 年 3 月末における、お客さまの運用損益において、プラス先の比率は全体の 71.6％

となっております。 

 

☆お客さま運用損益プラス先比率の推移 

2022 年 3 月末 71.6％ 

2021 年 3 月末 81.1％ 

2020 年 3 月末 40.2％ 

 

 

 

（３）投資信託預かり残高上位 20 銘柄コスト・リターン、リスク・リターン【共通 KPI】 

  残高上位 20 銘柄（設定期間 5年超のファンドのみ）における平均の「コスト」、「リター

ン」、「リスク」は下記のとなりました。 

 

コスト リスク リターン 

2.10％ 15.44％ 9.85％ 

 

4.7%
7.4%

32.1%

15.5%

9.7%

15.3%

9.1%
6.1%

0.2% 0.3%

4.8%

13.6%

20.5%

43.4%

12.1%

5.1%

1.3% 0.8%

9.3%

17.0%

22.7%

30.7%

13.0%

5.3%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

運用損益率別お客さま比率

2020年3月末 2021年3月末 2022年3月末
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2022 年 3 月末時点 

ファンド名 コスト リスク リターン 

① ダイワ・US-REIT・オープン B（為替ヘッジなし）（受取） 2.11% 16.80% 12.36% 

② グローバル･ロボティクス株式 F（年 2回決算型）受取 2.71% 19.45% 16.64% 

③ 日経 225 ノーロードオープン 0.88% 16.44% 9.13% 

④ ｱｼﾞｱ・ｵｾｱﾆｱ好配当成長株ｵｰﾌﾟﾝ（毎月分配型）（受取） 2.42% 17.37% 2.89% 

⑤ インド債券ファンド（毎月分配型）受取 2.46% 9.60% 3.53% 

⑥ みずほＵＳハイイールドオープンＢコース(分配金受取) 2.20% 10.28% 5.55% 

⑦ 投資のソムリエ一般口 1.98% 2.99% 1.32% 

⑧ グローバル･ソブリン･オープン（毎月決算型） 1.71% 4.12% 2.16% 

⑨ 財産３分法ファンド（不動産･債券･株式）毎月分配型 1.49% 8.69% 4.26% 

⑩ アジア好利回りリート・ファンド（分配金受取） 2.51% 17.74% 9.25% 

⑪ ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン(分配金受取) 2.07% 17.12% 12.69% 

⑫ グローバルＡＩファンド（受取） 2.59% 24.29% 25.61% 

⑬ ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型） 1.16% 14.70% 5.89% 

⑭ ﾊｲｸﾞﾚｰﾄﾞ･ｵｾｱﾆｱ･ﾎﾞﾝﾄﾞ･ｵｰﾌﾟﾝ（毎月分配型） 1.82% 9.80% 2.08% 

⑮ グローバル・ロボティクス（1年決算型）受取 2.71% 19.54% 16.57% 

⑯ ジャパン・エクセレント一般口 2.26% 18.42% 2.36% 

⑰ 高成長インド・中型株式ファンド 2.84% 25.07% 10.24% 

⑱ グローバル・フィンテック株式ファンド（受取） 2.59% 27.84% 16.60% 

⑲ 米国連続増配成長株オープン(女神さま・オープン）一般口 2.26% 15.24% 15.09% 

⑳ 世界の財産３分法ファンド（不動産･債券･株式）毎月分配型 1.49% 9.44% 6.67% 

 

 

  

【2022 年 3 月末】 
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【2021 年 3 月末】 

   

 

            

 

 

【2020 年 3 月末】 
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（４）平均保有期間の推移（各年度末） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：年） 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

全ファンド 1.8 2.8 2.3 2.2 3.3 

除くノーロード 2.6 3.8 2.8 2.5 3.7 

      

 

（５）積立投資信託（定時定額）、「つみたてＮＩＳＡ」の口座数とファンド数の推移 

 

 

  2017年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

定時定額 口座数 844 1,067 1,225 1,288 1,719 

〃 ﾌｧﾝﾄﾞ数 1,186 1,828 2,581 2,892 3,586 

内「つみたて NISA」 口座数 68 254 394 467 641 

〃 ﾌｧﾝﾄﾞ数 90 523 854 1,073 1,382 

 

（単位：千円） 

 2019 年 3 月 2020 年 3 月 2021 年 3 月 2022 年 3 月 

1 ヶ月の振替金額 19,953 18,924 20,958 28,168 
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〇 「とやま保険プラザ」の無料相談の流れ 

 保険の専門スタッフが複数社の保険商品の中から、中立・公正な立場でお客さまに最適な

保障プランをご提案しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



〇 専門家による個別相談会の実施

 お客さまの最善の利益を追求するため、下記のとおり相続専門税理士、ファイナンシャル

プランナーによる個別相談会を定期的（

 

【提携専門家】

  ・

  ・

   

 

 

 

2. 利益相反の適切な管理

取

組

方

針 

営を的確に実践するための行内業績評価を整備してまいります。

（ご参考）

・当行は、当行の同一グループに属する別の会社から商品の提供を受けておりません。

・当行は、当行また

取

組

状

況 

売員がお客さま本位の提案を行うことができる評価体系としております。

な収益の獲得を目的とした乗換販売は行内業績評価を低く設定しております。

 

 

 

 

 

 

専門家による個別相談会の実施

お客さまの最善の利益を追求するため、下記のとおり相続専門税理士、ファイナンシャル

プランナーによる個別相談会を定期的（

【提携専門家】

・相続専門税理士：久野

・ファイナンシャルプランナー：黒田

 

利益相反の適切な管理

販売手数料等の高い商品や過度な乗換販売が発生しないよう、お客さま本位の業務運

営を的確に実践するための行内業績評価を整備してまいります。

（ご参考） 

・当行は、当行の同一グループに属する別の会社から商品の提供を受けておりません。

・当行は、当行また

従いまして、当行が取引関係を有する企業を資産運用先として選ぶことはありません。

投資信託の商品毎に異なる販売手数料について、インセンティブを一律化するなど販

売員がお客さま本位の提案を行うことができる評価体系としております。

な収益の獲得を目的とした乗換販売は行内業績評価を低く設定しております。

 

 

 

 

専門家による個別相談会の実施

お客さまの最善の利益を追求するため、下記のとおり相続専門税理士、ファイナンシャル

プランナーによる個別相談会を定期的（

【提携専門家】 

相続専門税理士：久野 

ファイナンシャルプランナー：黒田

利益相反の適切な管理 

販売手数料等の高い商品や過度な乗換販売が発生しないよう、お客さま本位の業務運

営を的確に実践するための行内業績評価を整備してまいります。

・当行は、当行の同一グループに属する別の会社から商品の提供を受けておりません。

・当行は、当行またはグループ内において金融商品の資産運用部門を有しておりません。

従いまして、当行が取引関係を有する企業を資産運用先として選ぶことはありません。

投資信託の商品毎に異なる販売手数料について、インセンティブを一律化するなど販

売員がお客さま本位の提案を行うことができる評価体系としております。

な収益の獲得を目的とした乗換販売は行内業績評価を低く設定しております。

専門家による個別相談会の実施 

お客さまの最善の利益を追求するため、下記のとおり相続専門税理士、ファイナンシャル

プランナーによる個別相談会を定期的（2021

 綾子氏（久野綾子税理士事務所

ファイナンシャルプランナー：黒田

販売手数料等の高い商品や過度な乗換販売が発生しないよう、お客さま本位の業務運

営を的確に実践するための行内業績評価を整備してまいります。

・当行は、当行の同一グループに属する別の会社から商品の提供を受けておりません。

はグループ内において金融商品の資産運用部門を有しておりません。

従いまして、当行が取引関係を有する企業を資産運用先として選ぶことはありません。

投資信託の商品毎に異なる販売手数料について、インセンティブを一律化するなど販

売員がお客さま本位の提案を行うことができる評価体系としております。

な収益の獲得を目的とした乗換販売は行内業績評価を低く設定しております。

12 

お客さまの最善の利益を追求するため、下記のとおり相続専門税理士、ファイナンシャル

2021 年度はそれぞれ年

綾子氏（久野綾子税理士事務所

ファイナンシャルプランナー：黒田 尚子氏（黒田尚子

販売手数料等の高い商品や過度な乗換販売が発生しないよう、お客さま本位の業務運

営を的確に実践するための行内業績評価を整備してまいります。

・当行は、当行の同一グループに属する別の会社から商品の提供を受けておりません。

はグループ内において金融商品の資産運用部門を有しておりません。

従いまして、当行が取引関係を有する企業を資産運用先として選ぶことはありません。

投資信託の商品毎に異なる販売手数料について、インセンティブを一律化するなど販

売員がお客さま本位の提案を行うことができる評価体系としております。

な収益の獲得を目的とした乗換販売は行内業績評価を低く設定しております。

お客さまの最善の利益を追求するため、下記のとおり相続専門税理士、ファイナンシャル

年度はそれぞれ年

綾子氏（久野綾子税理士事務所 所長）

尚子氏（黒田尚子 FP

販売手数料等の高い商品や過度な乗換販売が発生しないよう、お客さま本位の業務運

営を的確に実践するための行内業績評価を整備してまいります。

・当行は、当行の同一グループに属する別の会社から商品の提供を受けておりません。

はグループ内において金融商品の資産運用部門を有しておりません。

従いまして、当行が取引関係を有する企業を資産運用先として選ぶことはありません。

投資信託の商品毎に異なる販売手数料について、インセンティブを一律化するなど販

売員がお客さま本位の提案を行うことができる評価体系としております。

な収益の獲得を目的とした乗換販売は行内業績評価を低く設定しております。

お客さまの最善の利益を追求するため、下記のとおり相続専門税理士、ファイナンシャル

年度はそれぞれ年 4回）に開催しています。

所長） 

FP オフィス代表）

販売手数料等の高い商品や過度な乗換販売が発生しないよう、お客さま本位の業務運

営を的確に実践するための行内業績評価を整備してまいります。 

・当行は、当行の同一グループに属する別の会社から商品の提供を受けておりません。

はグループ内において金融商品の資産運用部門を有しておりません。

従いまして、当行が取引関係を有する企業を資産運用先として選ぶことはありません。

投資信託の商品毎に異なる販売手数料について、インセンティブを一律化するなど販

売員がお客さま本位の提案を行うことができる評価体系としております。

な収益の獲得を目的とした乗換販売は行内業績評価を低く設定しております。

お客さまの最善の利益を追求するため、下記のとおり相続専門税理士、ファイナンシャル

回）に開催しています。

オフィス代表） 

販売手数料等の高い商品や過度な乗換販売が発生しないよう、お客さま本位の業務運

・当行は、当行の同一グループに属する別の会社から商品の提供を受けておりません。

はグループ内において金融商品の資産運用部門を有しておりません。

従いまして、当行が取引関係を有する企業を資産運用先として選ぶことはありません。

投資信託の商品毎に異なる販売手数料について、インセンティブを一律化するなど販

売員がお客さま本位の提案を行うことができる評価体系としております。また、短期的

な収益の獲得を目的とした乗換販売は行内業績評価を低く設定しております。 

お客さまの最善の利益を追求するため、下記のとおり相続専門税理士、ファイナンシャル 

回）に開催しています。 

 

販売手数料等の高い商品や過度な乗換販売が発生しないよう、お客さま本位の業務運

・当行は、当行の同一グループに属する別の会社から商品の提供を受けておりません。 

はグループ内において金融商品の資産運用部門を有しておりません。 

従いまして、当行が取引関係を有する企業を資産運用先として選ぶことはありません。 

投資信託の商品毎に異なる販売手数料について、インセンティブを一律化するなど販

また、短期的



3. 手数料の明確化

取

組

方

針 

やすく説明することに努め、ホームページ、商品パンフレット、タブレット端末等を活

用して積極的に開示してまいります。

取

組

状

況 

(1)

(2)

(3)

 

〇 ホームページ上での手数料明示

投資信託の販売手数料、信託報酬等については、当行

示ししております。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 重要情報シート

 手数料等がどのようなサービスの対価に関するものかを含め、分かりやすい情報提供に努

めております。

 

 

 

 

 

 

 

 

手数料の明確化

商品の販売に

やすく説明することに努め、ホームページ、商品パンフレット、タブレット端末等を活

用して積極的に開示してまいります。

(1) 投資信託の販売手数料に関しては、契約締結前交付書面（交付

て、分かりやすく

トフォン等でも手数料情報をご確認いただけるよう、分かりやすく

整えております。

(2) 生命保険商品については、お客さまにご負担いただく費用とは別に金融商品の提供

会社（生命保険会社）から販売代理店手数料を受け取っており

明示して分かり

(3) 重要情報シートの導入により、信託報酬などの継続的にいただく手数料についても

類似商品の平均値を示しながら、お客さまに比較検討しやすい提案に努めておりま

す。 

ホームページ上での手数料明示

投資信託の販売手数料、信託報酬等については、当行

示ししております。

重要情報シート

手数料等がどのようなサービスの対価に関するものかを含め、分かりやすい情報提供に努

めております。 

手数料の明確化 

商品の販売に際し、お客さまにご負担いただく各金融商品の手数料等の情報を分かり

やすく説明することに努め、ホームページ、商品パンフレット、タブレット端末等を活

用して積極的に開示してまいります。

投資信託の販売手数料に関しては、契約締結前交付書面（交付

て、分かりやすくご説明できるよう努めております。

トフォン等でも手数料情報をご確認いただけるよう、分かりやすく

整えております。 

生命保険商品については、お客さまにご負担いただく費用とは別に金融商品の提供

生命保険会社）から販売代理店手数料を受け取っており

して分かりやすくご説明できるよう努めております。

重要情報シートの導入により、信託報酬などの継続的にいただく手数料についても

類似商品の平均値を示しながら、お客さまに比較検討しやすい提案に努めておりま

ホームページ上での手数料明示

投資信託の販売手数料、信託報酬等については、当行

示ししております。 

重要情報シートの導入 

手数料等がどのようなサービスの対価に関するものかを含め、分かりやすい情報提供に努

際し、お客さまにご負担いただく各金融商品の手数料等の情報を分かり

やすく説明することに努め、ホームページ、商品パンフレット、タブレット端末等を活

用して積極的に開示してまいります。

投資信託の販売手数料に関しては、契約締結前交付書面（交付

ご説明できるよう努めております。

トフォン等でも手数料情報をご確認いただけるよう、分かりやすく

生命保険商品については、お客さまにご負担いただく費用とは別に金融商品の提供

生命保険会社）から販売代理店手数料を受け取っており

やすくご説明できるよう努めております。

重要情報シートの導入により、信託報酬などの継続的にいただく手数料についても

類似商品の平均値を示しながら、お客さまに比較検討しやすい提案に努めておりま

ホームページ上での手数料明示 

投資信託の販売手数料、信託報酬等については、当行

手数料等がどのようなサービスの対価に関するものかを含め、分かりやすい情報提供に努
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際し、お客さまにご負担いただく各金融商品の手数料等の情報を分かり

やすく説明することに努め、ホームページ、商品パンフレット、タブレット端末等を活

用して積極的に開示してまいります。 

投資信託の販売手数料に関しては、契約締結前交付書面（交付

ご説明できるよう努めております。

トフォン等でも手数料情報をご確認いただけるよう、分かりやすく

生命保険商品については、お客さまにご負担いただく費用とは別に金融商品の提供

生命保険会社）から販売代理店手数料を受け取っており

やすくご説明できるよう努めております。

重要情報シートの導入により、信託報酬などの継続的にいただく手数料についても

類似商品の平均値を示しながら、お客さまに比較検討しやすい提案に努めておりま

投資信託の販売手数料、信託報酬等については、当行

手数料等がどのようなサービスの対価に関するものかを含め、分かりやすい情報提供に努

際し、お客さまにご負担いただく各金融商品の手数料等の情報を分かり

やすく説明することに努め、ホームページ、商品パンフレット、タブレット端末等を活

投資信託の販売手数料に関しては、契約締結前交付書面（交付

ご説明できるよう努めております。また、ホームページ、ス

トフォン等でも手数料情報をご確認いただけるよう、分かりやすく

生命保険商品については、お客さまにご負担いただく費用とは別に金融商品の提供

生命保険会社）から販売代理店手数料を受け取っており

やすくご説明できるよう努めております。

重要情報シートの導入により、信託報酬などの継続的にいただく手数料についても

類似商品の平均値を示しながら、お客さまに比較検討しやすい提案に努めておりま

投資信託の販売手数料、信託報酬等については、当行ホームページ

手数料等がどのようなサービスの対価に関するものかを含め、分かりやすい情報提供に努

際し、お客さまにご負担いただく各金融商品の手数料等の情報を分かり

やすく説明することに努め、ホームページ、商品パンフレット、タブレット端末等を活

投資信託の販売手数料に関しては、契約締結前交付書面（交付目論見書

また、ホームページ、ス

トフォン等でも手数料情報をご確認いただけるよう、分かりやすく

生命保険商品については、お客さまにご負担いただく費用とは別に金融商品の提供

生命保険会社）から販売代理店手数料を受け取っており、商品概要

やすくご説明できるよう努めております。 

重要情報シートの導入により、信託報酬などの継続的にいただく手数料についても

類似商品の平均値を示しながら、お客さまに比較検討しやすい提案に努めておりま

ホームページ上でも分かり

手数料等がどのようなサービスの対価に関するものかを含め、分かりやすい情報提供に努

際し、お客さまにご負担いただく各金融商品の手数料等の情報を分かり

やすく説明することに努め、ホームページ、商品パンフレット、タブレット端末等を活

目論見書）等を用い

また、ホームページ、ス

トフォン等でも手数料情報をご確認いただけるよう、分かりやすく開示する環境を

生命保険商品については、お客さまにご負担いただく費用とは別に金融商品の提供

、商品概要等により

重要情報シートの導入により、信託報酬などの継続的にいただく手数料についても

類似商品の平均値を示しながら、お客さまに比較検討しやすい提案に努めておりま

上でも分かりやすくお

手数料等がどのようなサービスの対価に関するものかを含め、分かりやすい情報提供に努

際し、お客さまにご負担いただく各金融商品の手数料等の情報を分かり 

やすく説明することに努め、ホームページ、商品パンフレット、タブレット端末等を活

等を用い

また、ホームページ、スマー

開示する環境を

生命保険商品については、お客さまにご負担いただく費用とは別に金融商品の提供

等により

重要情報シートの導入により、信託報酬などの継続的にいただく手数料についても

類似商品の平均値を示しながら、お客さまに比較検討しやすい提案に努めておりま

やすくお 

手数料等がどのようなサービスの対価に関するものかを含め、分かりやすい情報提供に努



4. 重要な情報の分かりやすい提供

取

組

方

針 

(1)

(2)

(3)

（ご参考）

・

・当行は、仕組債の販売を行っておりません。

取

組

状

況 

(1)

(2)

(3)

(4)

 

〇 重要情報シート

重要情報シートにて、コストと運用実績や費用、換金・解約の条件等重要

いただきやすいよう

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要な情報の分かりやすい提供

(1) 金融商品のご提案にあたっては、お客さまの金融知識や投資経験に合わせて商品内

容や各種リスク等重要な情報をお客さまに分かりやすく

いります。

(2) お客さまに最適な商品を

え、リスクと運用実績に関するさまざまな情報

情報シート等を活用し、分かりやすくご説明して

(3) お客さま

り、お客さまの投資判断に役立つ客観的な情報の提供に努めてまいります。

（ご参考） 

・当行は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等を行っておりません。

・当行は、仕組債の販売を行っておりません。

(1) 生命保険

を提示しながら商品内容、各種リスク、過去の実績等について、タブレット端末等

を活用し、分かりやすく丁寧な説明に努めて

(2) お客さまのご意向に沿って、

商品で比較検討しやすいよう、各商品のメリット・デメリット等をわかりやすく説

明し、お客さまにご判断いただける

(3) 重要情報シートの導入により、リスクと運用実績についてご検

ンドの属するカテゴリーの平均値との比較を分かり

より正確なご判断をいただけるよう努めております。また、保有期間別のリターン

をグラフでお示しすることで、長期投資の有効性をご説明しています。

(4) お客さまの

ボット・アドバイザー」

重要情報シート

重要情報シートにて、コストと運用実績や費用、換金・解約の条件等重要

いただきやすいよう

重要な情報の分かりやすい提供

金融商品のご提案にあたっては、お客さまの金融知識や投資経験に合わせて商品内

容や各種リスク等重要な情報をお客さまに分かりやすく

いります。 

お客さまに最適な商品を

え、リスクと運用実績に関するさまざまな情報

情報シート等を活用し、分かりやすくご説明して

お客さまのお取引経験等に合わせて

、お客さまの投資判断に役立つ客観的な情報の提供に努めてまいります。

当行は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等を行っておりません。

・当行は、仕組債の販売を行っておりません。

生命保険商品は保険会

を提示しながら商品内容、各種リスク、過去の実績等について、タブレット端末等

を活用し、分かりやすく丁寧な説明に努めて

お客さまのご意向に沿って、

商品で比較検討しやすいよう、各商品のメリット・デメリット等をわかりやすく説

明し、お客さまにご判断いただける

重要情報シートの導入により、リスクと運用実績についてご検

ンドの属するカテゴリーの平均値との比較を分かり

より正確なご判断をいただけるよう努めております。また、保有期間別のリターン

をグラフでお示しすることで、長期投資の有効性をご説明しています。

お客さまのご意向に沿った商品選択をサポートするた

ボット・アドバイザー」

重要情報シートの活用 

重要情報シートにて、コストと運用実績や費用、換金・解約の条件等重要

いただきやすいように、図やグラフ等を

重要な情報の分かりやすい提供 

金融商品のご提案にあたっては、お客さまの金融知識や投資経験に合わせて商品内

容や各種リスク等重要な情報をお客さまに分かりやすく

お客さまに最適な商品をお選びいただけるよう、

え、リスクと運用実績に関するさまざまな情報

情報シート等を活用し、分かりやすくご説明して

のお取引経験等に合わせて

、お客さまの投資判断に役立つ客観的な情報の提供に努めてまいります。

当行は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等を行っておりません。

・当行は、仕組債の販売を行っておりません。

は保険会社提供のパンフレット、投資信託は投信会社提供の目論見書

を提示しながら商品内容、各種リスク、過去の実績等について、タブレット端末等

を活用し、分かりやすく丁寧な説明に努めて

お客さまのご意向に沿って、類似商品など複数の金融商品をご提案した上で、複数

商品で比較検討しやすいよう、各商品のメリット・デメリット等をわかりやすく説

明し、お客さまにご判断いただける

重要情報シートの導入により、リスクと運用実績についてご検

ンドの属するカテゴリーの平均値との比較を分かり

より正確なご判断をいただけるよう努めております。また、保有期間別のリターン

をグラフでお示しすることで、長期投資の有効性をご説明しています。

意向に沿った商品選択をサポートするた

ボット・アドバイザー」等のコンテンツを提供しております。

重要情報シートにて、コストと運用実績や費用、換金・解約の条件等重要

に、図やグラフ等を用いながら、
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金融商品のご提案にあたっては、お客さまの金融知識や投資経験に合わせて商品内

容や各種リスク等重要な情報をお客さまに分かりやすく

お選びいただけるよう、

え、リスクと運用実績に関するさまざまな情報

情報シート等を活用し、分かりやすくご説明して

のお取引経験等に合わせて、ご利用いただける情報コンテンツの充実を図

、お客さまの投資判断に役立つ客観的な情報の提供に努めてまいります。

当行は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等を行っておりません。

・当行は、仕組債の販売を行っておりません。 

社提供のパンフレット、投資信託は投信会社提供の目論見書

を提示しながら商品内容、各種リスク、過去の実績等について、タブレット端末等

を活用し、分かりやすく丁寧な説明に努めて

類似商品など複数の金融商品をご提案した上で、複数

商品で比較検討しやすいよう、各商品のメリット・デメリット等をわかりやすく説

明し、お客さまにご判断いただけるよう努めております

重要情報シートの導入により、リスクと運用実績についてご検

ンドの属するカテゴリーの平均値との比較を分かり

より正確なご判断をいただけるよう努めております。また、保有期間別のリターン

をグラフでお示しすることで、長期投資の有効性をご説明しています。

意向に沿った商品選択をサポートするた

のコンテンツを提供しております。

重要情報シートにて、コストと運用実績や費用、換金・解約の条件等重要

用いながら、

金融商品のご提案にあたっては、お客さまの金融知識や投資経験に合わせて商品内

容や各種リスク等重要な情報をお客さまに分かりやすく

お選びいただけるよう、お客さまのニーズやご意向を踏ま

え、リスクと運用実績に関するさまざまな情報や類似商品との比較等

情報シート等を活用し、分かりやすくご説明してまいります。

ご利用いただける情報コンテンツの充実を図

、お客さまの投資判断に役立つ客観的な情報の提供に努めてまいります。

当行は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等を行っておりません。

社提供のパンフレット、投資信託は投信会社提供の目論見書

を提示しながら商品内容、各種リスク、過去の実績等について、タブレット端末等

を活用し、分かりやすく丁寧な説明に努めております。

類似商品など複数の金融商品をご提案した上で、複数

商品で比較検討しやすいよう、各商品のメリット・デメリット等をわかりやすく説

よう努めております

重要情報シートの導入により、リスクと運用実績についてご検

ンドの属するカテゴリーの平均値との比較を分かりやすく示すことで、お客さまに

より正確なご判断をいただけるよう努めております。また、保有期間別のリターン

をグラフでお示しすることで、長期投資の有効性をご説明しています。

意向に沿った商品選択をサポートするため、当行ホームページに「ロ

のコンテンツを提供しております。

重要情報シートにて、コストと運用実績や費用、換金・解約の条件等重要

用いながら、分かりやすく

金融商品のご提案にあたっては、お客さまの金融知識や投資経験に合わせて商品内

容や各種リスク等重要な情報をお客さまに分かりやすくご提供できるよう努めてま

お客さまのニーズやご意向を踏ま

や類似商品との比較等

まいります。 

ご利用いただける情報コンテンツの充実を図

、お客さまの投資判断に役立つ客観的な情報の提供に努めてまいります。

当行は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等を行っておりません。

社提供のパンフレット、投資信託は投信会社提供の目論見書

を提示しながら商品内容、各種リスク、過去の実績等について、タブレット端末等

おります。 

類似商品など複数の金融商品をご提案した上で、複数

商品で比較検討しやすいよう、各商品のメリット・デメリット等をわかりやすく説

よう努めております。 

重要情報シートの導入により、リスクと運用実績についてご検討いただく当該ファ

やすく示すことで、お客さまに

より正確なご判断をいただけるよう努めております。また、保有期間別のリターン

をグラフでお示しすることで、長期投資の有効性をご説明しています。

め、当行ホームページに「ロ

のコンテンツを提供しております。 

重要情報シートにて、コストと運用実績や費用、換金・解約の条件等重要

分かりやすくご説明してまいります。

金融商品のご提案にあたっては、お客さまの金融知識や投資経験に合わせて商品内

提供できるよう努めてま

お客さまのニーズやご意向を踏ま

や類似商品との比較等について重要

ご利用いただける情報コンテンツの充実を図

、お客さまの投資判断に役立つ客観的な情報の提供に努めてまいります。 

当行は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等を行っておりません。

社提供のパンフレット、投資信託は投信会社提供の目論見書

を提示しながら商品内容、各種リスク、過去の実績等について、タブレット端末等

類似商品など複数の金融商品をご提案した上で、複数

商品で比較検討しやすいよう、各商品のメリット・デメリット等をわかりやすく説

討いただく当該ファ

やすく示すことで、お客さまに

より正確なご判断をいただけるよう努めております。また、保有期間別のリターン

をグラフでお示しすることで、長期投資の有効性をご説明しています。 

め、当行ホームページに「ロ

重要情報シートにて、コストと運用実績や費用、換金・解約の条件等重要な情報をご理解

ご説明してまいります。

金融商品のご提案にあたっては、お客さまの金融知識や投資経験に合わせて商品内

提供できるよう努めてま

お客さまのニーズやご意向を踏ま

について重要

ご利用いただける情報コンテンツの充実を図

 

当行は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等を行っておりません。 

社提供のパンフレット、投資信託は投信会社提供の目論見書

を提示しながら商品内容、各種リスク、過去の実績等について、タブレット端末等

類似商品など複数の金融商品をご提案した上で、複数

商品で比較検討しやすいよう、各商品のメリット・デメリット等をわかりやすく説

討いただく当該ファ

やすく示すことで、お客さまに

より正確なご判断をいただけるよう努めております。また、保有期間別のリターン

め、当行ホームページに「ロ

な情報をご理解 

ご説明してまいります。 
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お客さまへ生命保険のご提案をする際に、ご理解を深めていただくための対話を促進する

ため、重要情報シートに質問事例を記載し、回答事例を従業員と共有することで、お客さま

への重要な情報の分かりやすいご提供に努めております。 

 

 質問例 回答例 

① 

あなたの会社が提供する商品のうち、こ

の商品が、私の知識、経験、財産状況、

ライフプラン、投資目的に照らして、ふ

さわしいという機能は何か。 

・富山銀行では、お客さまにふさわしい金融商品・サービ

スを提供できるよう、「お客さま質問票」により、お客さ

まの状況にふさわしい金融商品・サービスの提供のため

の必要な情報を、具体的に把握するよう努めております。 

・この情報を基に、お客さまの金融商品の購入目的とリス

ク許容度によって、どの金融商品がお客さまにふさわし

いかを選別してまいります。 

② 

この商品を購入した場合、どのようなフ

ォローアップを受けることができるの

か。 

・お客さまのさまざまなライフステージやニースに応じた

有意義な情報提供の機会として、各種セミナー、相談会

を開催しております。 

・相続対策として、相続専門税理士との提携によるお客さ

ま向け「個別相続相談会」を定期的に開催しております。 

・資産形成層の方々に対しては、ファイナンシャルプラン

ナーとの提携による、お客さまのライフプランに対する

「個別相談会」を定期的に開催しております。 

③ 

相対的にリスクが低い類似商品はあるの

か。あればその商品について説明してほ

しい。 

・当行ホームページの「保険商品一覧」から「個人年金保

険」「終身保険」等のカテゴリー別に様々な商品の検索 

が可能です。 

④ 
費用がより安い類似商品はあるのか。あ

ればその商品について説明してほしい。 

・当行ホームページの「保険商品一覧」から「個人年金保 

険」「終身保険」等のカテゴリー別に様々な商品の検索

が可能です。 

⑤ 

あなたの会社が得る手数料が高い商品な

ど、私の利益よりあなたの会社やあなた

の利益を優先した商品を私に薦めていな

いか。 

私の利益よりあなたの会社やあなたの利

益を優先する可能性がある場合、あなた

の会社では、どのような対策をとってい

るのか。 

・販売手数料等の高い商品や過度な乗換販売が発生しない

よう、お客さま本位の業務運営を的確に実践するための

行内業績評価を整備しております。 

・当行は、当行の同一グループに属する別の会社から商品

の提供は受けておりません。 

・当行は、当行またはグループ内において金融商品の資産

運用部門を有しておりません。従いまして、当行が取引

関係を有する企業を資産運用先として選ぶことはありま

せん。 

 

 

 



〇 オンラインコンテンツの充実

 富山銀行ホームページ、スマートフォンから、お客さまにとって利用しやすいオンライン

コンテンツの充実に努めております。

 

（１）「ロボット・アドバイザー」

当行が取り扱っているファンドの中から、お客さまのご意向に沿ったファンドを客観的に

お勧めするなど、お客さまの投資デビューやファンド選びをサポートします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）

  年齢、積立額、運用利回りの入力で、長期・積立・分散投資のメリットをご提案してお

ります。

 

 

 

 

 

 

 

（３）

お客さまの相続対策のお悩みに、相続税を試算してお示しし、生前贈与等との比較にお

役立ていただいております。

オンラインコンテンツの充実

富山銀行ホームページ、スマートフォンから、お客さまにとって利用しやすいオンライン

コンテンツの充実に努めております。

「ロボット・アドバイザー」

当行が取り扱っているファンドの中から、お客さまのご意向に沿ったファンドを客観的に

お勧めするなど、お客さまの投資デビューやファンド選びをサポートします。

 

（２）つみたて NISA

年齢、積立額、運用利回りの入力で、長期・積立・分散投資のメリットをご提案してお

ります。 

 

  

（３）相続シミュレーション

お客さまの相続対策のお悩みに、相続税を試算してお示しし、生前贈与等との比較にお

役立ていただいております。

  

 

 

 

 

 

 

 

オンラインコンテンツの充実

富山銀行ホームページ、スマートフォンから、お客さまにとって利用しやすいオンライン

コンテンツの充実に努めております。

「ロボット・アドバイザー」

当行が取り扱っているファンドの中から、お客さまのご意向に沿ったファンドを客観的に

お勧めするなど、お客さまの投資デビューやファンド選びをサポートします。

NISA 節税シミュレーション

年齢、積立額、運用利回りの入力で、長期・積立・分散投資のメリットをご提案してお

相続シミュレーション 

お客さまの相続対策のお悩みに、相続税を試算してお示しし、生前贈与等との比較にお

役立ていただいております。

オンラインコンテンツの充実 

富山銀行ホームページ、スマートフォンから、お客さまにとって利用しやすいオンライン

コンテンツの充実に努めております。 

「ロボット・アドバイザー」 

当行が取り扱っているファンドの中から、お客さまのご意向に沿ったファンドを客観的に

お勧めするなど、お客さまの投資デビューやファンド選びをサポートします。

節税シミュレーション

年齢、積立額、運用利回りの入力で、長期・積立・分散投資のメリットをご提案してお

 

お客さまの相続対策のお悩みに、相続税を試算してお示しし、生前贈与等との比較にお

役立ていただいております。 
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富山銀行ホームページ、スマートフォンから、お客さまにとって利用しやすいオンライン

当行が取り扱っているファンドの中から、お客さまのご意向に沿ったファンドを客観的に

お勧めするなど、お客さまの投資デビューやファンド選びをサポートします。

節税シミュレーション 

年齢、積立額、運用利回りの入力で、長期・積立・分散投資のメリットをご提案してお

お客さまの相続対策のお悩みに、相続税を試算してお示しし、生前贈与等との比較にお

富山銀行ホームページ、スマートフォンから、お客さまにとって利用しやすいオンライン

当行が取り扱っているファンドの中から、お客さまのご意向に沿ったファンドを客観的に

お勧めするなど、お客さまの投資デビューやファンド選びをサポートします。

年齢、積立額、運用利回りの入力で、長期・積立・分散投資のメリットをご提案してお

お客さまの相続対策のお悩みに、相続税を試算してお示しし、生前贈与等との比較にお

富山銀行ホームページ、スマートフォンから、お客さまにとって利用しやすいオンライン

当行が取り扱っているファンドの中から、お客さまのご意向に沿ったファンドを客観的に

お勧めするなど、お客さまの投資デビューやファンド選びをサポートします。

年齢、積立額、運用利回りの入力で、長期・積立・分散投資のメリットをご提案してお

お客さまの相続対策のお悩みに、相続税を試算してお示しし、生前贈与等との比較にお

富山銀行ホームページ、スマートフォンから、お客さまにとって利用しやすいオンライン

当行が取り扱っているファンドの中から、お客さまのご意向に沿ったファンドを客観的に

お勧めするなど、お客さまの投資デビューやファンド選びをサポートします。 

年齢、積立額、運用利回りの入力で、長期・積立・分散投資のメリットをご提案してお

お客さまの相続対策のお悩みに、相続税を試算してお示しし、生前贈与等との比較にお

富山銀行ホームページ、スマートフォンから、お客さまにとって利用しやすいオンライン 

当行が取り扱っているファンドの中から、お客さまのご意向に沿ったファンドを客観的に 

年齢、積立額、運用利回りの入力で、長期・積立・分散投資のメリットをご提案してお 

お客さまの相続対策のお悩みに、相続税を試算してお示しし、生前贈与等との比較にお 
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（４）ファンドランキング 

お客さまへの商品情報等の分かりやすい提供の一環として、当行取扱いのファンドの 

  トータルリターン（１年）、シャープレシオ（１年）等のランキングをお示ししておりま 

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. お客さまにふさわしいサービスの提供 

取

組

方

針 

(1) お客さまにふさわしい金融商品・サービスを提供できるよう、お客さまの資産状況

や投資経験等の情報やライフプラン等を踏まえたご意向等を総合的にお伺いしてま

いります。 

(2) お客さまのライフプランにおける多様なニーズにお応えするため、目的毎に豊富な

商品ラインアップを整備するよう努めてまいります。 

(3) 金融商品が「お客さまにふさわしいか」の確認・検証及び販売基準について、お客

さまの金融商品の「購入目的」や「リスク許容度」、「年齢」等によってご提案商品

を選定してまいります。 

(4) お客さまに長期的に安心して金融商品をお持ちいただけるよう、きめ細かいアフタ

ーサービスに努めてまいります。 

(5) お客さまのさまざまなライフステージやニーズに応じて、金融取引に関する基本的

な知識を習得していただける情報提供に努めてまいります。 

（ご参考） 

当行は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等を行っておりません。 

また、金融商品の組成に携わっておりません。 

取

組

状

況 

(1) 「お客さま質問票」により、お客さまの資産状況、取引経験、知識及び取引目的・

ニーズ等お客さまにふさわしい金融商品・サービスの提供のために必要な情報を具

体的に把握するよう努めております。特に、「投資に対する考え」についてお伺いし

たお客さまの情報に基づき、適正な金融商品等を提供いたします。 

(2) お客さまのニーズに沿ったご提案ができるよう、カテゴリーや目的ごとに選択肢が

広がるよう商品を取り揃えております。また、新商品の導入にあたっては、商品企

画部署で導入の合理的根拠を検証し、お客さまの利便性向上に加え、コンプライア

ンス・リスク管理およびお客さま保護等管理面からも、導入の妥当性や適法性につ

いて厳格に審議を行ったうえで商品の選定を行っております。 



(3)

(4)

(5)

 

〇 お客さま質問票（兼顧客カード）

 富山銀行では、お客さまに金融商品の販売・推奨等を行う際は、投信・保険帳票電子化ア

プリ（

するお考えやご契約の目的等を把握し、お客さまにふさわしい金融商品のご提案を行うため、

お客さまと対話を重ね、ご意向を把握するよう努めております。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                          

(3) 生命保険について

等の分かり

選択を推奨しております。投資信託については、「株式」「債券」「

型および投資対象地域等

明することで、お客さまに適切な商品を

(4) 投資信託をお持

案内し、

をご契約のお客さまへもアフターフォロー

(5) お客さまのさまざまなライフステージやニーズに応じた有意義な情報提供の機会と

して、各種セミナー、相談会を開催しております。相続対策として、相続専門税理

士との提携による、お客さま向け「個別相続相談会」を定期的に開催（年

ております。資産形成層

による、

ます。また、お客さま向け「資産運用セミナー」を適宜開催しております。

お客さま質問票（兼顧客カード）

富山銀行では、お客さまに金融商品の販売・推奨等を行う際は、投信・保険帳票電子化ア

プリ（iPad）を使用し、お客さまの資産状況や投資経験（経験年数）、お取引動機。投資に対

するお考えやご契約の目的等を把握し、お客さまにふさわしい金融商品のご提案を行うため、

お客さまと対話を重ね、ご意向を把握するよう努めております。

                          

                          

生命保険については、お客さまのニーズを「ふやす」「のこす」「そなえる」

等の分かりやすい言葉で表現し、適切なコンサルティングによって、合理的な商品

選択を推奨しております。投資信託については、「株式」「債券」「

型および投資対象地域等

明することで、お客さまに適切な商品を

投資信託をお持ちのお客さまに対しては、定期的に投資ファンドの損益状況

案内し、ご要望、ニーズ等について確認しております。また、

をご契約のお客さまへもアフターフォロー

お客さまのさまざまなライフステージやニーズに応じた有意義な情報提供の機会と

して、各種セミナー、相談会を開催しております。相続対策として、相続専門税理

士との提携による、お客さま向け「個別相続相談会」を定期的に開催（年

ております。資産形成層

による、ライフプランに対する「個別相談会」を定期的（年

ます。また、お客さま向け「資産運用セミナー」を適宜開催しております。

お客さま質問票（兼顧客カード）

富山銀行では、お客さまに金融商品の販売・推奨等を行う際は、投信・保険帳票電子化ア

）を使用し、お客さまの資産状況や投資経験（経験年数）、お取引動機。投資に対

するお考えやご契約の目的等を把握し、お客さまにふさわしい金融商品のご提案を行うため、

お客さまと対話を重ね、ご意向を把握するよう努めております。

                          

                          

は、お客さまのニーズを「ふやす」「のこす」「そなえる」

やすい言葉で表現し、適切なコンサルティングによって、合理的な商品

選択を推奨しております。投資信託については、「株式」「債券」「

型および投資対象地域等の特徴を明示し、その

明することで、お客さまに適切な商品を

ちのお客さまに対しては、定期的に投資ファンドの損益状況

要望、ニーズ等について確認しております。また、

をご契約のお客さまへもアフターフォロー

お客さまのさまざまなライフステージやニーズに応じた有意義な情報提供の機会と

して、各種セミナー、相談会を開催しております。相続対策として、相続専門税理

士との提携による、お客さま向け「個別相続相談会」を定期的に開催（年

ております。資産形成層の方々に

ライフプランに対する「個別相談会」を定期的（年

ます。また、お客さま向け「資産運用セミナー」を適宜開催しております。

お客さま質問票（兼顧客カード） 

富山銀行では、お客さまに金融商品の販売・推奨等を行う際は、投信・保険帳票電子化ア

）を使用し、お客さまの資産状況や投資経験（経験年数）、お取引動機。投資に対

するお考えやご契約の目的等を把握し、お客さまにふさわしい金融商品のご提案を行うため、

お客さまと対話を重ね、ご意向を把握するよう努めております。
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は、お客さまのニーズを「ふやす」「のこす」「そなえる」

やすい言葉で表現し、適切なコンサルティングによって、合理的な商品

選択を推奨しております。投資信託については、「株式」「債券」「

の特徴を明示し、その

明することで、お客さまに適切な商品をご選択いただけるよう努めております。

ちのお客さまに対しては、定期的に投資ファンドの損益状況

要望、ニーズ等について確認しております。また、

をご契約のお客さまへもアフターフォローコールを

お客さまのさまざまなライフステージやニーズに応じた有意義な情報提供の機会と

して、各種セミナー、相談会を開催しております。相続対策として、相続専門税理

士との提携による、お客さま向け「個別相続相談会」を定期的に開催（年

に対しては、ファイナンシャルプランナーとの提携

ライフプランに対する「個別相談会」を定期的（年

ます。また、お客さま向け「資産運用セミナー」を適宜開催しております。

富山銀行では、お客さまに金融商品の販売・推奨等を行う際は、投信・保険帳票電子化ア

）を使用し、お客さまの資産状況や投資経験（経験年数）、お取引動機。投資に対

するお考えやご契約の目的等を把握し、お客さまにふさわしい金融商品のご提案を行うため、

お客さまと対話を重ね、ご意向を把握するよう努めております。

                          

                          

は、お客さまのニーズを「ふやす」「のこす」「そなえる」

やすい言葉で表現し、適切なコンサルティングによって、合理的な商品

選択を推奨しております。投資信託については、「株式」「債券」「

の特徴を明示し、その時点での運用状況

選択いただけるよう努めております。

ちのお客さまに対しては、定期的に投資ファンドの損益状況

要望、ニーズ等について確認しております。また、

コールを実施

お客さまのさまざまなライフステージやニーズに応じた有意義な情報提供の機会と

して、各種セミナー、相談会を開催しております。相続対策として、相続専門税理

士との提携による、お客さま向け「個別相続相談会」を定期的に開催（年

対しては、ファイナンシャルプランナーとの提携

ライフプランに対する「個別相談会」を定期的（年

ます。また、お客さま向け「資産運用セミナー」を適宜開催しております。

富山銀行では、お客さまに金融商品の販売・推奨等を行う際は、投信・保険帳票電子化ア

）を使用し、お客さまの資産状況や投資経験（経験年数）、お取引動機。投資に対

するお考えやご契約の目的等を把握し、お客さまにふさわしい金融商品のご提案を行うため、

お客さまと対話を重ね、ご意向を把握するよう努めております。

                          ☛チェックポイント

                          ・運用期間が長期であるか

・投資に関するお考えについて、

元本の安全性と収益性のどちら

を重視しているか

・資金の性格が余裕資金であるか

 

は、お客さまのニーズを「ふやす」「のこす」「そなえる」

やすい言葉で表現し、適切なコンサルティングによって、合理的な商品

選択を推奨しております。投資信託については、「株式」「債券」「REIT

時点での運用状況を分かりやすく説

選択いただけるよう努めております。

ちのお客さまに対しては、定期的に投資ファンドの損益状況

要望、ニーズ等について確認しております。また、70 歳以上の生命保険

実施しております。

お客さまのさまざまなライフステージやニーズに応じた有意義な情報提供の機会と

して、各種セミナー、相談会を開催しております。相続対策として、相続専門税理

士との提携による、お客さま向け「個別相続相談会」を定期的に開催（年

対しては、ファイナンシャルプランナーとの提携

ライフプランに対する「個別相談会」を定期的（年 4回）に開催しており

ます。また、お客さま向け「資産運用セミナー」を適宜開催しております。

富山銀行では、お客さまに金融商品の販売・推奨等を行う際は、投信・保険帳票電子化ア

）を使用し、お客さまの資産状況や投資経験（経験年数）、お取引動機。投資に対

するお考えやご契約の目的等を把握し、お客さまにふさわしい金融商品のご提案を行うため、

お客さまと対話を重ね、ご意向を把握するよう努めております。 

☛チェックポイント

・運用期間が長期であるか

・投資に関するお考えについて、

元本の安全性と収益性のどちら

を重視しているか

・資金の性格が余裕資金であるか

は、お客さまのニーズを「ふやす」「のこす」「そなえる」「わたす」

やすい言葉で表現し、適切なコンサルティングによって、合理的な商品

REIT」「バランス」

を分かりやすく説

選択いただけるよう努めております。

ちのお客さまに対しては、定期的に投資ファンドの損益状況等

歳以上の生命保険

しております。 

お客さまのさまざまなライフステージやニーズに応じた有意義な情報提供の機会と

して、各種セミナー、相談会を開催しております。相続対策として、相続専門税理

士との提携による、お客さま向け「個別相続相談会」を定期的に開催（年 4回）し

対しては、ファイナンシャルプランナーとの提携

回）に開催しており

ます。また、お客さま向け「資産運用セミナー」を適宜開催しております。 

富山銀行では、お客さまに金融商品の販売・推奨等を行う際は、投信・保険帳票電子化ア

）を使用し、お客さまの資産状況や投資経験（経験年数）、お取引動機。投資に対

するお考えやご契約の目的等を把握し、お客さまにふさわしい金融商品のご提案を行うため、

☛チェックポイント 

・運用期間が長期であるか 

・投資に関するお考えについて、

元本の安全性と収益性のどちら

を重視しているか 

・資金の性格が余裕資金であるか

「わたす」

やすい言葉で表現し、適切なコンサルティングによって、合理的な商品

」「バランス」

を分かりやすく説

選択いただけるよう努めております。 

等をご

歳以上の生命保険

お客さまのさまざまなライフステージやニーズに応じた有意義な情報提供の機会と

して、各種セミナー、相談会を開催しております。相続対策として、相続専門税理

回）し

対しては、ファイナンシャルプランナーとの提携

回）に開催しており

 

富山銀行では、お客さまに金融商品の販売・推奨等を行う際は、投信・保険帳票電子化ア

）を使用し、お客さまの資産状況や投資経験（経験年数）、お取引動機。投資に対

するお考えやご契約の目的等を把握し、お客さまにふさわしい金融商品のご提案を行うため、

 

・投資に関するお考えについて、 

元本の安全性と収益性のどちら 

・資金の性格が余裕資金であるか 
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〇 当行の金融商品ラインアップの状況（2022 年 3 月末時点） 

【生命保険 一時払保険商品数】 

のこす＋つかう のこす わたす そなえる ふやす 合計 

定期支払型 相続重視型 生前贈与 介護 個人年金  

   4 8 4 3 7 26 

 

【生命保険 平準払保険商品数（「保険プラザ」取扱い）】 

終身 （うち緩和型） 個人年金 介護 医療 （うち緩和型） がん 

18 5 3 5 24 7 10 

特定疾病 収入保障 所得保障 定期保険 学資保険  合計 

7 10 3 8 2  90 

 

【投資信託】 

国内債券 国際債券 国内株式 国際株式 REIT バランス 
つみたて

NISA 用 
合計 

1 10 9 28 4 19 11 82 

 

 

〇 ご高齢のお客さまや当行でお借入いただいているお客さまへの販売・推奨 

 お客さまのご年齢や当行でのお借入の有無等に応じて、取扱いルールや確認プロセスを設 

け、不適切な販売の防止に努めております。 

 当行では、75 歳以上のお客さまに対して商品の販売・推奨等を行う場合は、担当者と支店

長等の上席と複数でお客さまにご理解いただいていることを確認しながら受付を行っており

ます。 

 また、保険商品のご提案にあたっては、同居のご家族の方のご同席をお願いしております。 

 

 

〇 生命保険の販売状況について 

（１）一時払生命保険商品の加入目的別販売状況（2021 年度） 

（単位：件、百万円） 

 のこす+つかう 

定期支払型 

のこす 

相続重視型 

わたす 

生前贈与 

そなえる 

介護 

ふやす 

個人年金 

その他 合計 

契約件数 481 245 47 72 367 17 1,229 

販売額 2,167 1,320 620 523 1,625 155 6,410 

販売額比率 33.8% 20.6% 9.7% 8.2% 25.4% 2.4% 100.0% 
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（２）「とやま保険プラザ」カテゴリー別 商品販売状況（2021 年度） 

ｶﾃｺﾞﾘｰ 医療 緩和型医療 がん 収入保障 定期  

件数 598 102 303 101 39  

ｶﾃｺﾞﾘｰ 個人年金 平準終身 介護 生保その他 火災 合計 

件数 34 131 50 18 20 1,396 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,167 
33.8%

1,320 
20.6%

620 
9.7%

523 
8.2%

1,625 
25.4%

155 
2.4%

販売額構成割合

のこす+つかう
（定期支払型）
のこす
（相続重視型）
わたす
（生前贈与）
そなえる
（介護）
ふやす
（個人年金）
その他

598
42.8%

102
7.3%

303
21.7%

101
7.2%

39
2.8%

34
2.4%

131
9.4%

50
3.6%

20
1.4%

18
1.3%

販売件数構成割合

医療保険

緩和型医療保険

がん保険

収入保障保険

定期保険

個人年金保険

平準払終身保険

介護保険

火災保険
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〇 投資信託の販売状況 

（１）投資目的（カテゴリー）別の保有残高の状況（2022 年 3 月末現在、単位：件・百万円） 

【国内】                         

 株式 債券 ＲＥＩＴ バランス 合計 

件数 1,211 17 217 0 1,445 

保有残高 850 25 153 0 1,028 

対前増減 122 6 ▲17 0 111 

残高占有率 6.3% 0.2% 1.1% 0.0% 7.6% 

 

【海外】 

 株式 債券 ＲＥＩＴ バランス 合計 

件数 4,906 1,157 1,383 2,229 9,675 

保有残高 5,773 1,317 2,686 2,740 12,515 

対前増減 1,358 ▲371 358 450 1,794 

残高占有率 42.6% 9.7% 19.8% 20.2% 92.4% 

 

【合計】 

 株式 債券 ＲＥＩＴ バランス 合計 

件数 6,117 1,174 1,600 2,229 11,120 

保有残高 6,623 1,342 2,839 2,740 13,543 

対前増減 1,480 ▲365 341 450 1,905 

残高占有率 48.9% 9.9% 21.0% 20.2% 100.0% 

 

  

 

 

 

 

48.9%
（6,623）

9.9%
（1,342）

21.0%
（2,839）

20.2%
（2,740）

保有残高構成割合

株式

債券

ＲＥＩＴ

バランス
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（２）投資目的（カテゴリー）別の販売状況（2021 年度） 

（単位：件、百万円） 

  株式 債券 ＲＥＩＴ バランス 合計 

国内 件数 249 2 8 0 259 

 販売額 746 7 22 0 775 

海外 件数 1,8281 5 258 433 2,524 

 販売額 3,392 620 550 1,110 5,672 

合計 件数 2,077 7 266 433 2,783 

 販売額 4,139 627 572 1,110 6,447 

販売比率 64.2％ 9.7% 8.9% 17.2% 100.0% 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 商品販売後のアフターフォロー 

 販売担当者には研修等を通じてアフターフォローの重要性を指導しており、相場の急変等

により投資信託の基準価額が下落した際には、お客さまに的確な情報提供等タイムリーなご

説明に努めております。 

 また、70 歳以上の生命保険をご契約いただいているお客さまに対し、毎年誕生月に定期的

なアフターフォローコールを実施しております。 

 

〇 お客さま向けセミナーや相談会の開催（2021 年度） 

 お客さまの資産運用や相続対策等のお役に立てるよう、タイムリーな情報提供に努めなが

ら、お客さまのライフステージやニーズに応じ、相談会形式で個別にかつお気軽にご相談い

ただける環境を整えております。 

 

 

64.2%
（4,139）

9.7%
（627）

8.9%
（572）

17.2%
（1,110）

販売額構成割合

株式

債券

ＲＥＩＴ

バランス
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 ☛ 当行の主要マーケットである富山県内において、人口に占める
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て、相続への備えをお客さまにご認識いただくことが地域金融機関としての重要な使命

であると考えております。

 落語で分かりやすく、そして楽しく相続についてご理解いただくために開催した

ナーは、入場制限している中でも約

だきました。

 相続専門税理士との提携による「無料相続相談会」の開催と合わせて、引き続き相続に

関するサービスの提供に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） マーケットセミナー（第

※新型コロナの感染拡大により

【テーマ】どうなる？今後のドル円・豪ドル円・株式相場

【日 時】12

【講 師】㈱ニッセイ基礎研究所

 

（２） 相続セミナー

【テーマ】相続・生前贈与に関する最近の事例と対応策

【日 時】11

【講 師】相続専門税理士

【テーマ】相続落語

税理士と落語家によるわかりやすい

【日 時】12

【講 師】落語家

一般社団法人相続診断協会

当行の主要マーケットである富山県内において、人口に占める

32.6％と全国平均（

て、相続への備えをお客さまにご認識いただくことが地域金融機関としての重要な使命

であると考えております。

落語で分かりやすく、そして楽しく相続についてご理解いただくために開催した

ナーは、入場制限している中でも約

だきました。

相続専門税理士との提携による「無料相続相談会」の開催と合わせて、引き続き相続に

関するサービスの提供に

マーケットセミナー（第

新型コロナの感染拡大により

どうなる？今後のドル円・豪ドル円・株式相場

12 月 4 日（土）

㈱ニッセイ基礎研究所

相続セミナー 

相続・生前贈与に関する最近の事例と対応策

11 月 19 日（金）・・・高岡、

相続専門税理士

】相続落語「天国からのラブレター」

税理士と落語家によるわかりやすい

12 月 8 日（水

落語家 桂 ひな太郎

一般社団法人相続診断協会

当行の主要マーケットである富山県内において、人口に占める

％と全国平均（28.6％）より高く

て、相続への備えをお客さまにご認識いただくことが地域金融機関としての重要な使命

であると考えております。

落語で分かりやすく、そして楽しく相続についてご理解いただくために開催した

ナーは、入場制限している中でも約

だきました。 

相続専門税理士との提携による「無料相続相談会」の開催と合わせて、引き続き相続に

関するサービスの提供に積極的に

マーケットセミナー（第 25 回） 

新型コロナの感染拡大により 9

どうなる？今後のドル円・豪ドル円・株式相場

日（土） 

㈱ニッセイ基礎研究所 上席エコノミスト

相続・生前贈与に関する最近の事例と対応策

日（金）・・・高岡、

相続専門税理士 久野 綾子

「天国からのラブレター」

税理士と落語家によるわかりやすい

水） 

ひな太郎 師匠

一般社団法人相続診断協会

当行の主要マーケットである富山県内において、人口に占める

％）より高く

て、相続への備えをお客さまにご認識いただくことが地域金融機関としての重要な使命

であると考えております。 

落語で分かりやすく、そして楽しく相続についてご理解いただくために開催した

ナーは、入場制限している中でも約

相続専門税理士との提携による「無料相続相談会」の開催と合わせて、引き続き相続に

積極的に努めてまいります。
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9 月開催予定から

どうなる？今後のドル円・豪ドル円・株式相場

上席エコノミスト

相続・生前贈与に関する最近の事例と対応策

日（金）・・・高岡、富山 2会場

綾子 氏 

「天国からのラブレター」 

税理士と落語家によるわかりやすい相続

師匠 

一般社団法人相続診断協会 提携税理士

当行の主要マーケットである富山県内において、人口に占める

％）より高く（令和 2年国勢調査より）

て、相続への備えをお客さまにご認識いただくことが地域金融機関としての重要な使命

落語で分かりやすく、そして楽しく相続についてご理解いただくために開催した

ナーは、入場制限している中でも約 100 人のお客さまに

相続専門税理士との提携による「無料相続相談会」の開催と合わせて、引き続き相続に

努めてまいります。

月開催予定から 12 月に延期

どうなる？今後のドル円・豪ドル円・株式相場 

上席エコノミスト 上野

相続・生前贈与に関する最近の事例と対応策 

会場 

 

相続の解説」

提携税理士 

当行の主要マーケットである富山県内において、人口に占める

年国勢調査より）

て、相続への備えをお客さまにご認識いただくことが地域金融機関としての重要な使命

落語で分かりやすく、そして楽しく相続についてご理解いただくために開催した

のお客さまにお集まりいただき、ご好評いた

相続専門税理士との提携による「無料相続相談会」の開催と合わせて、引き続き相続に

努めてまいります。 

月に延期 

 

上野 剛志 氏 

」 

当行の主要マーケットである富山県内において、人口に占める 65 歳以上の方の割合は

年国勢調査より）、マーケットの特性とし

て、相続への備えをお客さまにご認識いただくことが地域金融機関としての重要な使命

落語で分かりやすく、そして楽しく相続についてご理解いただくために開催した

お集まりいただき、ご好評いた

相続専門税理士との提携による「無料相続相談会」の開催と合わせて、引き続き相続に

歳以上の方の割合は

、マーケットの特性とし

て、相続への備えをお客さまにご認識いただくことが地域金融機関としての重要な使命

落語で分かりやすく、そして楽しく相続についてご理解いただくために開催した本セミ

お集まりいただき、ご好評いた

相続専門税理士との提携による「無料相続相談会」の開催と合わせて、引き続き相続に

歳以上の方の割合は 

、マーケットの特性とし 

て、相続への備えをお客さまにご認識いただくことが地域金融機関としての重要な使命 

本セミ 

お集まりいただき、ご好評いた 

相続専門税理士との提携による「無料相続相談会」の開催と合わせて、引き続き相続に 
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（３） 相続専門税理士によるお客さま向け「無料相続相談会」 

【日 時】6月 8日（火）、9月 7日（火）、12 月 2 日（木）、2022 年 2 月 18 日（金） 

【講 師】相続専門税理士 久野 綾子 氏 

☛ 2022 年度は、年間 6回開催予定です。 

 

（４） FP（ファイナンシャルプランナーによるお客さま向け「個別無料相談会」 

【日 時】 5 月 21 日（土）、8月 28 日（土）、11 月 6 日（土）、2月 19 日（土） 

【講 師】黒田尚子 FP オフィス代表 黒田 尚子 氏 

 

6. 従業員に対する適切な動機づけの枠組み等 

取

組

方

針 

従業員向けの各種研修や勉強会、FP 関連の資格取得の推奨等を通じて、高度な専門 

知識の取得とコンサルティング力向上に向けた人材育成に取り組んでまいります。 

取

組

状

況 

(1) 従業員への継続的な研修に加え、一流の経済専門家を招聘し、年に 4 回マーケット

セミナーを開催しております。開催回数は通算で 27 回に及び、従業員の相場観や世

界的な経済動向、長期的な経済展望を見通す力を養うことに努めています。また、

お客さまのさまざまなニーズに対する提案力を向上させるため、必要な知識の習得

と実践での活用に活かせるよう、FP2 級以上の資格取得を推奨しています。 

(2) 行内業績評価体系について、お預かりする資産の残高や長期分散投資に繋がる商品 

の販売に重点を置くため、投資信託は全ファンド（除くノーロード）一律の業績評

価とし、投信残高の増加に対する評価を加えております。また、生命保険販売は商

品のカテゴリー・通貨等、説明の難易度に応じて 5段階の評価としております。 

(3) お客さま本位の業務運営を営業現場で実践するにあたり、預かり資産営業の専門家

とアドバイザリー契約を結び、お客さまのお役に立てるご提案や考え方の具体例を

示し、預かり資産業務を推進していくうえで、地域金融機関としての使命ややりが

いを実感できるよう従業員をフォローアップしていく環境を整えます。 

(4) お客さま本位の業務運営をテーマに、専門講師を招聘して、役職階層別に研修を実

施し、従業員への徹底を図っております。 

 

○ 部店長向け研修の開催 

【テーマ】FD ルールを踏まえた預かり資産トップ営業、 

そして後継者・自律型人材を育てるコニュニケーション 

【目 的】営業現場でお客さま本位の業務運営を進めていくための、預かり資産営業におけ

るリーダーシップの発揮と部下を自律型人材に育成するコミュニケーションのポ

イントを理解する 

【日 時】2021 年 11 月 17 日（水） 

【講 師】株式会社セブンフォールド・ブリス 代表取締役 本田 賢広 氏 

※2022 年度も継続して開催予定です。 
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〇 預かり資産研修会「岡下塾」の開催 

 元 関西アーバン銀行（現：関西みらい銀行）専務取締役 

の岡下 和美氏を招聘し、「預かり資産業務の神髄」と題し、 

お客さま本位の業務運営の現場での実践手法について学びま 

した。 

 2022 年度より年 4回、従業員を対象にした相談会を開催し、 

営業現場でのお客さまへのご提案や課題解決に向けての悩み 

等を共有し、従業員の教育等フォローアップしていく環境を 

整えることで、従業員が納得できるお客さま本位の業務運営 

の実践に努めてまいります。 

 

 

〇 FP1 級・2級資格保有者数推移 

 お客さまの幅広いニーズに対する提案力を向上させるため、必要な知識を習得し、実践で 

活用出来るよう、FP2 級以上の資格取得を推進しております。 

（単位：人） 

 2020 年 3 月 2021 年 3 月 2022 年 3 月 

資格保有者数 125 128 131 

 

 

以 上 


