
比較可能な共通KPI
投資信託の販売会社における比較可能な共通ＫＰＩ

令和4年3月末基準

本分析評価情報、ノウハウなどをはじめとした一切の知的財産権は、株式会社QUICK に帰属します。

株式会社QUICK は、投資信託の分析評価情報の内容については、万全を期していますが、その正確性、信頼性についてなん
ら保証するものではありません。



運用損益別顧客比率

投資信託を保有しているお客様につきまして、基準日（令和4年3月末）時点の保有有価証券に係る購入時以降の累積
の運用損益（手数料控除後）を算出し、運用損益別にお客様の比率を示した指標です。

投資信託の運用損益別顧客比率

運用損益の区分 顧客数 割合

+50％以上 26 3.3%

+30%以上+50%未満 135 16.9%

+10%以上+30%未満 365 45.7%

0%以上+10%未満 156 19.5%

-10%以上0%未満 85 10.6%

-30%以上-10%未満 24 3.0%

-50%以上-30%未満 5 0.6%

-50%未満 3 0.4%

合計 799 100.0%
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運用損益がプラスのお客様 85.4％

※数値は過去の実績であり、将来における運用損益（投資信託のリスク・リターン）をお約束（保証、示唆）するものではありません。


運用損益比率

																								投資信託の運用損益別顧客比率 トウシシンタク ウンヨウ ソンエキ ベツ コキャクヒリツ

																								運用損益の区分 ウンヨウ ソンエキ クブン		顧客数 コキャクスウ		割合 ワリアイ

																								+50％以上 イジョウ		26		3.3%

																								+30%以上+50%未満 イジョウ ミマン		135		16.9%

																								+10%以上+30%未満 イジョウ ミマン		365		45.7%

																								0%以上+10%未満 イジョウ ミマン		156		19.5%

																								-10%以上0%未満 イジョウ ミマン		85		10.6%

																								-30%以上-10%未満 イジョウ ミマン		24		3.0%

																								-50%以上-30%未満 イジョウ ミマン		5		0.6%

																								-50%未満 ミマン		3		0.4%

																								合計 ゴウケイ		799		100.0%



割合	

+50％以上	+30%以上+50%未満	+10%以上+30%未満	0%以上+10%未満	-10%以上0%未満	-30%以上-10%未満	-50%以上-30%未満	-50%未満	3.2540675844806008E-2	0.16896120150187735	0.45682102628285359	0.19524405506883605	0.10638297872340426	3.0037546933667083E-2	6.2578222778473091E-3	3.7546933667083854E-3	





運用損益がプラスのお客様　85.4％



コスト・リターン

																						銘柄名 メイガラメイ		コスト(%)		リターン(%)

																				1		MHAM J-REIT インデックスファンド(毎月決算型)		1.05		5.89

																				2		ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし）		2.33		12.36

																				3		ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）		2.31		9.21

																				4		ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）		1.82		2.08

																				5		ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）		0.99		-0.19

																				6		ニッセイ世界リートオープン（毎月決算型）		2.20		8.29

																				7		インデックスファンド２２５		1.01		9.51

																				8		ダイワ好配当日本株投信（季節点描）		1.93		5.19

																				9		ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－		2.37		16.96

																				10		世界のサイフ		1.41		0.86

																				11		グローバル・フィンテック株式ファンド		2.48		16.60

																				12		ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）		0.21		15.27

																				13		ＧＷ７つの卵		2.53		7.82

																				14		ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり）		2.33		9.20

																				15		グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）		1.03		0.00

																				16		ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）		1.82		2.87

																				17		ｉＦｒｅｅ ８資産バランス		0.24		6.70

																				18		高金利国際機関債ファンド（毎月決算型）		1.87		0.00

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

																				20		ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス		0.15		10.00

										コスト（%）				リターン(%)

						残高加重平均値				1.72				7.10



リターン(%)	1.0449999999999999	2.3319999999999999	2.3099999999999996	1.8149999999999999	0.99	2.2000000000000002	1.012	1.925	2.3650000000000002	1.4090500000000001	2.4750000000000001	0.20899999999999999	2.5300000000000002	2.3319999999999999	1.034	1.8149999999999999	0.24199999999999999	1.8699999999999999	1.7050000000000001	0.154	5.89	12.36	9.2100000000000009	2.08	-0.19	8.2899999999999991	9.51	5.19	16.96	0.86	16.600000000000001	15.27	7.82	9.1999999999999993	0	2.87	6.7	0	2.16	10	残高加重平均値	残高加重平均



1.7223440281897666	7.0992663410894608	コスト

リターン

（高）

（低）

（高）

（低）



リスク・リターン

																						銘柄名 メイ エ ナ		リスク(%)		リターン(%)

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

																				2		ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし）		16.80		12.36

																				3		ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）		17.90		9.21

																				4		ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）		9.80		2.08

																				5		ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）		1.20		-0.19

																				6		ニッセイ世界リートオープン（毎月決算型）		20.06		8.29

																				7		インデックスファンド２２５		16.44		9.51

																				8		ダイワ好配当日本株投信（季節点描）		15.51		5.19

																				9		ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－		20.71		16.96

																				10		世界のサイフ		8.64		0.86

																				11		グローバル・フィンテック株式ファンド		27.84		16.60

																				12		ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）		17.04		15.27

																				13		ＧＷ７つの卵		11.14		7.82

																				14		ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり）		15.40		9.20

																				15		グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）		0.00		0.00

																				16		ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）		7.45		2.87

																				17		ｉＦｒｅｅ ８資産バランス		10.12		6.70

																				18		高金利国際機関債ファンド（毎月決算型）		12.77		0.00

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

																				20		ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス		16.44		10.00

										リスク（%）				リターン(%)

						残高加重平均値				13.23				7.10



リターン(%)	14.7	16.8	17.899999999999999	9.8000000000000007	1.2	20.059999999999999	16.440000000000001	15.51	20.71	8.64	27.84	17.04	11.14	15.4	0	7.45	10.119999999999999	12.77	4.12	16.440000000000001	5.89	12.36	9.2100000000000009	2.08	-0.19	8.2899999999999991	9.51	5.19	16.96	0.86	16.600000000000001	15.27	7.82	9.1999999999999993	0	2.87	6.7	0	2.16	10	残高加重平均値	残高加重平均

13.227757549023623	7.0992663410894608	リスク

リターン

（高）

（低）

（高）

（低）





投資信託預り残高上位20銘柄のコスト・リターン

設定後5年以上の投資信託の預り残高上位20銘柄について、銘柄毎および預り残高加重平均の「コストとリターンの
関係」を示した指標です。

銘柄名 コスト(%) リターン(%)

1 MHAM J-REIT インデックスファンド(毎月決算型) 1.05 5.89
2 ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし） 2.33 12.36
3 ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） 2.31 9.21
4 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型） 1.82 2.08
5 ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） 0.99 -0.19
6 ニッセイ世界リートオープン（毎月決算型） 2.20 8.29
7 インデックスファンド２２５ 1.01 9.51
8 ダイワ好配当日本株投信（季節点描） 1.93 5.19
9 ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ 2.37 16.96
10 世界のサイフ 1.41 0.86
11 グローバル・フィンテック株式ファンド 2.48 16.60
12 ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） 0.21 15.27
13 ＧＷ７つの卵 2.53 7.82
14 ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり） 2.33 9.20
15 グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型） 1.03 0.00
16 ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） 1.82 2.87
17 ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 0.24 6.70
18 高金利国際機関債ファンド（毎月決算型） 1.87 0.00
19 グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） 1.71 2.16
20 ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス 0.15 10.00

コスト（%） リターン(%)

残高加重平均値 1.66 7.23

残高加重平均
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運用損益比率

																								投資信託の運用損益別顧客比率 トウシシンタク ウンヨウ ソンエキ ベツ コキャクヒリツ

																								運用損益の区分 ウンヨウ ソンエキ クブン		顧客数 コキャクスウ		割合 ワリアイ

																								+50％以上 イジョウ		26		3.3%

																								+30%以上+50%未満 イジョウ ミマン		135		16.9%

																								+10%以上+30%未満 イジョウ ミマン		365		45.7%

																								0%以上+10%未満 イジョウ ミマン		156		19.5%

																								-10%以上0%未満 イジョウ ミマン		85		10.6%

																								-30%以上-10%未満 イジョウ ミマン		24		3.0%

																								-50%以上-30%未満 イジョウ ミマン		5		0.6%

																								-50%未満 ミマン		3		0.4%

																								合計 ゴウケイ		799		100.0%



割合	

+50％以上	+30%以上+50%未満	+10%以上+30%未満	0%以上+10%未満	-10%以上0%未満	-30%以上-10%未満	-50%以上-30%未満	-50%未満	3.2540675844806008E-2	0.16896120150187735	0.45682102628285359	0.19524405506883605	0.10638297872340426	3.0037546933667083E-2	6.2578222778473091E-3	3.7546933667083854E-3	





運用損益がプラスのお客様　85.4％



コスト・リターン

																						銘柄名 メイガラメイ		コスト(%)		リターン(%)

																				1		MHAM J-REIT インデックスファンド(毎月決算型)		1.05		5.89

																				2		ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし）		2.33		12.36

																				3		ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）		2.31		9.21

																				4		ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）		1.82		2.08

																				5		ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）		0.99		-0.19

																				6		ニッセイ世界リートオープン（毎月決算型）		2.20		8.29

																				7		インデックスファンド２２５		1.01		9.51

																				8		ダイワ好配当日本株投信（季節点描）		1.93		5.19

																				9		ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－		2.37		16.96

																				10		世界のサイフ		1.41		0.86

																				11		グローバル・フィンテック株式ファンド		2.48		16.60

																				12		ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）		0.21		15.27

																				13		ＧＷ７つの卵		2.53		7.82

																				14		ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり）		2.33		9.20

																				15		グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）		1.03		0.00

																				16		ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）		1.82		2.87

																				17		ｉＦｒｅｅ ８資産バランス		0.24		6.70

																				18		高金利国際機関債ファンド（毎月決算型）		1.87		0.00

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

																				20		ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス		0.15		10.00

										コスト（%）				リターン(%)

						残高加重平均値				1.66				7.23





リターン(%)	1.0449999999999999	2.3319999999999999	2.3099999999999996	1.8149999999999999	0.99	2.2000000000000002	1.012	1.925	2.3650000000000002	1.4090500000000001	2.4750000000000001	0.20899999999999999	2.5300000000000002	2.3319999999999999	1.034	1.8149999999999999	0.24199999999999999	1.8699999999999999	1.7050000000000001	0.154	5.89	12.36	9.2100000000000009	2.08	-0.19	8.2899999999999991	9.51	5.19	16.96	0.86	16.600000000000001	15.27	7.82	9.1999999999999993	0	2.87	6.7	0	2.16	10	残高加重平均値	残高加重平均



1.66	7.23	コスト

リターン

（高）

（低）

（高）

（低）



リスク・リターン

																						銘柄名 メイ エ ナ		リスク(%)		リターン(%)

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

																				2		ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし）		16.80		12.36

																				3		ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）		17.90		9.21

																				4		ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）		9.80		2.08

																				5		ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）		1.20		-0.19

																				6		ニッセイ世界リートオープン（毎月決算型）		20.06		8.29

																				7		インデックスファンド２２５		16.44		9.51

																				8		ダイワ好配当日本株投信（季節点描）		15.51		5.19

																				9		ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－		20.71		16.96

																				10		世界のサイフ		8.64		0.86

																				11		グローバル・フィンテック株式ファンド		27.84		16.60

																				12		ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）		17.04		15.27

																				13		ＧＷ７つの卵		11.14		7.82

																				14		ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり）		15.40		9.20

																				15		グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）		0.00		0.00

																				16		ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）		7.45		2.87

																				17		ｉＦｒｅｅ ８資産バランス		10.12		6.70

																				18		高金利国際機関債ファンド（毎月決算型）		12.77		0.00

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

																				20		ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス		16.44		10.00

										リスク（%）				リターン(%)

						残高加重平均値				14.16				7.23





リターン(%)	14.7	16.8	17.899999999999999	9.8000000000000007	1.2	20.059999999999999	16.440000000000001	15.51	20.71	8.64	27.84	17.04	11.14	15.4	0	7.45	10.119999999999999	12.77	4.12	16.440000000000001	5.89	12.36	9.2100000000000009	2.08	-0.19	8.2899999999999991	9.51	5.19	16.96	0.86	16.600000000000001	15.27	7.82	9.1999999999999993	0	2.87	6.7	0	2.16	10	残高加重平均値	残高加重平均

14.16	7.23	リスク

リターン

（高）

（低）

（高）

（低）





投資信託預り残高上位20銘柄のリスク・リターン

設定後5年以上の投資信託の預り残高上位20銘柄について、銘柄毎および預り残高加重平均の「リスクとリターンの
関係」を示した指標です。

銘柄名 リスク(%) リターン(%)

1 MHAM J-REIT インデックスファンド(毎月決算型) 14.70 5.89
2 ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし） 16.80 12.36
3 ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） 17.90 9.21
4 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型） 9.80 2.08
5 ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） 1.20 -0.19
6 ニッセイ世界リートオープン（毎月決算型） 20.06 8.29
7 インデックスファンド２２５ 16.44 9.51
8 ダイワ好配当日本株投信（季節点描） 15.51 5.19
9 ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－ 20.71 16.96
10 世界のサイフ 8.64 0.86
11 グローバル・フィンテック株式ファンド 27.84 16.60
12 ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） 17.04 15.27
13 ＧＷ７つの卵 11.14 7.82
14 ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり） 15.40 9.20
15 グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型） 0.00 0.00
16 ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） 7.45 2.87
17 ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 10.12 6.70
18 高金利国際機関債ファンド（毎月決算型） 12.77 0.00
19 グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） 4.12 2.16
20 ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス 16.44 10.00

リスク（%） リターン(%)

残高加重平均値 14.16 7.23

残高加重平均

-5

0

5

10

15

20

0 5 10 15 20 25 30

リ
タ
ー
ン

リスク

（高）（低）

（高）

（低）


運用損益比率

																								投資信託の運用損益別顧客比率 トウシシンタク ウンヨウ ソンエキ ベツ コキャクヒリツ

																								運用損益の区分 ウンヨウ ソンエキ クブン		顧客数 コキャクスウ		割合 ワリアイ

																								+50％以上 イジョウ		26		3.3%

																								+30%以上+50%未満 イジョウ ミマン		135		16.9%

																								+10%以上+30%未満 イジョウ ミマン		365		45.7%

																								0%以上+10%未満 イジョウ ミマン		156		19.5%

																								-10%以上0%未満 イジョウ ミマン		85		10.6%

																								-30%以上-10%未満 イジョウ ミマン		24		3.0%

																								-50%以上-30%未満 イジョウ ミマン		5		0.6%

																								-50%未満 ミマン		3		0.4%

																								合計 ゴウケイ		799		100.0%



割合	

+50％以上	+30%以上+50%未満	+10%以上+30%未満	0%以上+10%未満	-10%以上0%未満	-30%以上-10%未満	-50%以上-30%未満	-50%未満	3.2540675844806008E-2	0.16896120150187735	0.45682102628285359	0.19524405506883605	0.10638297872340426	3.0037546933667083E-2	6.2578222778473091E-3	3.7546933667083854E-3	





運用損益がプラスのお客様　85.4％



コスト・リターン

																						銘柄名 メイガラメイ		コスト(%)		リターン(%)

																				1		MHAM J-REIT インデックスファンド(毎月決算型)		1.05		5.89

																				2		ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし）		2.33		12.36

																				3		ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）		2.31		9.21

																				4		ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）		1.82		2.08

																				5		ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）		0.99		-0.19

																				6		ニッセイ世界リートオープン（毎月決算型）		2.20		8.29

																				7		インデックスファンド２２５		1.01		9.51

																				8		ダイワ好配当日本株投信（季節点描）		1.93		5.19

																				9		ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－		2.37		16.96

																				10		世界のサイフ		1.41		0.86

																				11		グローバル・フィンテック株式ファンド		2.48		16.60

																				12		ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）		0.21		15.27

																				13		ＧＷ７つの卵		2.53		7.82

																				14		ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり）		2.33		9.20

																				15		グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）		1.03		0.00

																				16		ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）		1.82		2.87

																				17		ｉＦｒｅｅ ８資産バランス		0.24		6.70

																				18		高金利国際機関債ファンド（毎月決算型）		1.87		0.00

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

																				20		ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス		0.15		10.00

										コスト（%）				リターン(%)

						残高加重平均値				1.66				7.23





リターン(%)	1.0449999999999999	2.3319999999999999	2.3099999999999996	1.8149999999999999	0.99	2.2000000000000002	1.012	1.925	2.3650000000000002	1.4090500000000001	2.4750000000000001	0.20899999999999999	2.5300000000000002	2.3319999999999999	1.034	1.8149999999999999	0.24199999999999999	1.8699999999999999	1.7050000000000001	0.154	5.89	12.36	9.2100000000000009	2.08	-0.19	8.2899999999999991	9.51	5.19	16.96	0.86	16.600000000000001	15.27	7.82	9.1999999999999993	0	2.87	6.7	0	2.16	10	残高加重平均値	残高加重平均



1.66	7.23	コスト

リターン

（高）

（低）

（高）

（低）



リスク・リターン

																						銘柄名 メイ エ ナ		リスク(%)		リターン(%)

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

																				2		ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし）		16.80		12.36

																				3		ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）		17.90		9.21

																				4		ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）		9.80		2.08

																				5		ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）		1.20		-0.19

																				6		ニッセイ世界リートオープン（毎月決算型）		20.06		8.29

																				7		インデックスファンド２２５		16.44		9.51

																				8		ダイワ好配当日本株投信（季節点描）		15.51		5.19

																				9		ロボット・テクノロジー関連株ファンド －ロボテック－		20.71		16.96

																				10		世界のサイフ		8.64		0.86

																				11		グローバル・フィンテック株式ファンド		27.84		16.60

																				12		ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）		17.04		15.27

																				13		ＧＷ７つの卵		11.14		7.82

																				14		ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり）		15.40		9.20

																				15		グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型）		0.00		0.00

																				16		ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）		7.45		2.87

																				17		ｉＦｒｅｅ ８資産バランス		10.12		6.70

																				18		高金利国際機関債ファンド（毎月決算型）		12.77		0.00

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

																				20		ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス		16.44		10.00

										リスク（%）				リターン(%)

						残高加重平均値				14.16				7.23





リターン(%)	14.7	16.8	17.899999999999999	9.8000000000000007	1.2	20.059999999999999	16.440000000000001	15.51	20.71	8.64	27.84	17.04	11.14	15.4	0	7.45	10.119999999999999	12.77	4.12	16.440000000000001	5.89	12.36	9.2100000000000009	2.08	-0.19	8.2899999999999991	9.51	5.19	16.96	0.86	16.600000000000001	15.27	7.82	9.1999999999999993	0	2.87	6.7	0	2.16	10	残高加重平均値	残高加重平均

14.16	7.23	リスク

リターン

（高）

（低）

（高）

（低）




	投資信託の販売会社における比較可能な共通ＫＰＩ
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4

