
令和 4 年１１月１日 
淡路日の出農業協同組合 

 

お客さま本位の業務運営に関する取組方針 
 
ＪＡグループは、食と農を基軸として地域に根ざした協同組合として、助け合いの精神

のもとに、持続可能な農業と豊かで暮らしやすい地域社会の実現を理念として掲げていま
す。 
 当組合では、「組合員とともに農業と地域社会の未来に貢献するＪＡづくり」という経営
理念のもと、平成２９年３月に金融庁より公表された「顧客本位の業務運営に関する原則」
を採択するとともに、組合員・利用者の皆様の安定的な資産形成・資産運用に貢献するた
め、以下の取組姿勢を制定しました。 
 今後、本方針に基づく取組みの状況を定期的に公表するとともに、よりお客さま本位の
業務運営を実現するため、本方針を必要に応じて見直してまいります。 
 
１． お客さまへの最適な商品提供 
（１） お客さまに提供する金融商品は、特定の投資運用会社に偏ることなく、社会情勢

や手数料の水準等も踏まえたうえで、お客さまの多様なニーズにお応えできるも
のを選定いたします。なお、当組合は、金融商品の組成に携わっておりません。
【原則２本文および（注）、原則３（注）、原則６本文および（注２・３）】 

① 金融商品の選定にあたっては、お客さまの資産形成・資産運用に貢献するため、
長期・積立・分散投資の多様なニーズにお応えできるよう、農林中央金庫が外部
評価機関を活用し、定性・定量面から選定した金融商品（ＪＡバンクセレクトフ
ァンド）を採用いたします。また、「ＪＡバンクセレクトファンドマップ」を活
用し、分かりやすく判断しやすい資材を提供いたします。 

② お客さまの資産形成・資産運用に最適な商品提案をするため、税制優遇制度
（NISA、つみたて NISA、iDeCo）を活用し、長期・積立・分散投資による長期
的な視点で大切な資産を育てるお手伝いをいたします。 
また、お客さまとの対面での提案を大切にし、ニーズに合った商品提案に努めま
す。 
 

２． お客さま本位のご提案と情報提供 
（１） お客さまの金融知識・経験・資産の状況およびお取引の目的に照らし、常にお客

さまに最適な商品をご提案いたします。 
【原則２本文および（注）、原則５本文および（注１～５）、原則６本文および（注



１、２、４、５）】 
当組合は、総合事業の強みを発揮し、金融商品に限らずワンストップでの商品提
供を行います。またお客さまごとにライフイベントや金融知識・経験・資産の状
況やニーズや目的等を一人一人お伺いし、一緒に考え寄り添い、お客さまに最適
な商品のご提案をいたします。 
 

（２） お客さまにふさわしいサービスの提供 
【原則２本文および（注）、原則５本文および（注１～５）、原則６本文および（注
１、２、４、５）】 

① お客さまの資産形成・資産運用を効果的にサポートするため、ご自身でタイムリ
ーに時価情報等を把握することができる「ＪＡバンクアプリ」を投資ご契約者に
ご案内し、投資判断に必要な情報を幅広く提供するとともに、今後も必要な情報
は随時ご説明し、資産形成・資産運用やライフプランを含めた生活の不安や悩み
に対し真摯に向き合い、寄り添い、自分のこととして考えます。 

② お客さまに対しては、ＪＡバンク独自の「資産運用ガイダンス」という資材を活
用し、資産形成・資産運用の必要性から運用手法までご理解いただけるように丁
寧に分かりやすく説明いたします。 
 

（３） お客さまの投資判断に資するよう、商品のリスク特性・手数料・その他重要な事
項について分かりやすくご説明し、必要な情報を十分にご提供いたします。 
【原則４、原則５本文および（注１～５）、原則６本文および（注１、２、４、５）】 

① お客さまに資産形成・資産運用の必要性をお伝えすること以上に、資産を育てる
こと、投資そのものの魅力や楽しさを伝えていきます。わたしたちは、お客さま
のニーズや利益に沿う適切な商品を選定します。また、選定理由について十分な
説明を行うことで、より信頼され、永く愛される取引金融機関であり続けること
を大切にしています。 

② お客さまの投資・商品選択の判断に資するよう、「ＪＡバンクセレクトファンド
マップ」を活用し、商品のリスク特性について資材を提供するとともに、お客さ
ま目線に立った分かりやすい説明に努めます。 

③ アフターフォローの訪問基準として、取引残高報告書の送付のタイミングを基準
にご契約者さまへお伺いし、財産の状況・投資目的・リスク許容度の変更等がな
いか丁寧に確認してまいります。 
また、アフターフォローの際は、「各種報告書類の見方」や「月刊マーケットレ
ター」等を活用し、分かりやすい説明に努めます。 
 

（４） お客さまにご負担いただく手数料については、お客さまの投資判断に資するよう、



丁寧かつ分かりやすい説明に努めます。 
【原則４、原則５本文（注１～５）、原則６本文および（注１、２、４、５）】 
お客さまからいただく手数料や報酬は商品・サービスのご購入に関するアドバイ
スやアフターフォロー、運用コストなど、提供するサービスの対価として適正な
水準に設定します。 
 

３． 利益相反の適切な管理 
（１） 商品選定や情報提供にあたり、お客さまの利益を不当に害することがないように、

「利益相反管理方針」に基づき適切に管理いたします。【原則３本文および（注）】 
ＪＡグループでは、サービスの高度化を目指して、グループ会社や運用会社と共
創に取組んでおります。利益相反の発生する可能性がある取引につきましては、
利益相反管理方針に基づき適切に管理を行うとともに月次・年次の定期モニタリ
ングにより適切に管理いたします。 
 

４． お客さま本位の業務運営を実現するための人材の育成と態勢の構築 
（１） 研修による指導や資格取得の推進を通じて高度な専門性を有し誠実・公正な業

務を行うことができる人材を育成し、お客さま本位の業務運営を実現するため
の態勢を構築いたします。 
【原則２本文および（注）、原則６（注５）原則７本文および（注）】 
お客さまへの最適な金融サービスの提供を行うため、専門性を有した人材の育
成を図るとともに、資産形成・資産運用に精通した担当者を幅広く育てるため、
各種研修会や勉強会を定期的に開催するなど継続育成に努めます。 
また、資産形成・資産運用は働く世代であるわたしたちにも必要なことである
ため、自身の資産形成を積極的に進め、金融リテラシーの向上に努めます。 
 

５． お客さま本位の業務運営にかかる成果指標（ＫＰＩ） 
（１） 当組合における「お客さま本位の業務運営」の取組状況をご確認いただけるよ

うに成果指標を定期的に公表し、より良い業務運営につなげてまいります。 
【原則２本文および（注）】 
「お客さま本位の業務運営に関する取組み状況およびＫＰＩ実績値の公表につ
いて」として、当組合のホームページにお客さま本位の良質な金融商品・サー
ビスを提供する金融事業者をお客さまが選ぶ上で比較することのできる統一的
な指標を公表いたします。 

 
（※）上記の原則および注番号は、金融庁が公表している「顧客本位の業務運営に関する
原則」（２０２１年１月改訂）との対応を示しています。 



当組合は、「組合員とともに農業と地域社会の未来に貢献するＪＡづくり」を経
営理念として、「お客さま本位の業務運営に関する取組方針」を公表するとともに、
組合員・利用者の皆さまの安定的な資産形成・資産運用に貢献するため、相談・
提案型推進を実践しており、今回その取組状況を公表いたします。
また、上記とあわせ「お客様本位の良質な金融商品・サービスを提供する金融事

業者をお客さまが選ぶ上で比較することのできる統一的な指標」（「比較可能な
共通ＫＰＩ」）も同時に公表いたします。

淡路日の出農業協同組合

お客さま本位の業務運営に関する取組状況および
ＫＰＩ実績値の公表について

2022年11月1日
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Ⅰ.取組状況

• 特定の投資運用会社に偏ることなく、社会情勢や手数料の水準等も踏まえたうえで、お客さまの
多様なニーズにお応えし、長期安定的な資産形成・運用に資する最適な投資信託を取り扱ってお
ります。なお、当組合は、金融商品の組成に携わっておりません。

• JAバンク全体では商品新規導入を行う際は、第三者評価機関からの意見を伺いながら、お客様
のニーズに合った商品を取入れ、パフォーマンスが芳しくない場合は取扱いを行わない等、定期的な
商品ラインアップの見直しを行っております。それにより以下のように商品数が増減いたします

カテゴリ 国内 海外
債券型 １

（前年度末：１）
５

（前年度末：５）
株式型 ５

（前年度末：５）
６

（前年度末：５）
REIT型 ２

（前年度末：２）
３

（前年度末：３）
バランス型 ９

（前年度末：９）

＜投資信託の取扱い商品ラインナップ（2022年3月末時点）＞

※ 現在、新規でお申込みいただけないファンドも含まれておりますが、公社債投信は含んでおりません。

【原則２本文および（注）、原則３（注）原則６本文および（注２、３）】１ お客さまへの最適な商品提供
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• お客さまに安定的な運用成果をご享受いただくために、資産運用ガイダンス等を用いて適切な情
報提供を行うとともに、お客さまの金融知識・経験・財産、ニーズや目的に合わせて、分散投資・
長期投資の有用性をご提案した結果、「投信つみたて」を利用されるお客さまが増加しました。

２ お客さま本位のご提案と情報提供①

＜投信つみたて契約件数の推移＞ ＜購入額に占める毎月分配型ファンドの比率＞
（件）

【原則２本文および（注）、原則５本文および(注１～５）、原則６本文および（注１、２、4、５）】

Ⅰ.取組状況
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２ お客さま本位のご提案と情報提供②

• お客さまの投資判断に資するよう、資産運用ガイダンス等を用いて、「お金を取り巻く環境」「資産
形成・運用の必要性」「リスク・リターン」「資産分散」「長期投資」「時間分散」「税制優遇」等に
ついて分かりやすくご説明を行い、ＪＡバンクセレクトファンドマップや販売用資料・目論見書等を
用いて商品のリスク特性・手数料等の重要な事項について丁寧にご説明を実施しました。

• なお、2022年4月から重要情報シートを導入しております。

【原則4、原則5本文および（注1～5）、原則6本文および（注1、2、4、5）】

Ⅰ.取組状況
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• ＪＡバンクでは、お客さまへの商品選定や情報提供にあたり、お客さまの利益を不当に害すること
がないように、「利益相反管理方針」に基づき、適切に管理しております。

３ 利益相反の適切な管理

• ＪＡバンクでは、高度な専門性を有し誠実・公正な業務を行うことができる人材を育成し、お客さ
ま本位の業務運営を実現するための態勢を構築するため、現在各種研修や勉強会の実施、資
格の取得を推進しております。

４ お客さま本位の業務運営を実現するための人材の育成と態勢の構築

【原則３本文および（注）】

【原則2本文および（注）、原則6（注5）】
【原則７本文および（注）】

Ⅰ.取組状況
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Ⅱ.比較可能な共通ＫＰＩ

• 「運用損益別顧客比率」は、資産運用ガイダンス等を用いて、お客さまへ「長期・分散投資」や「つ
みたて投資」をご提案してきたことにより、2022年3月末時点では全体の88％のお客さまの損益
がプラスとなりました。

１ 運用損益別顧客比率

お客さまのうち88％の
損益がプラス
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• ＪＡバンクでは、取扱うファンドの運用実績をお客さま本位の業務運営の観点に基づきチェックし、
運用実績が優良なファンドを選定しております。また、お客さまの多様なニーズに合わせた商品を提
案しております。

• 2022年3月末時点の預り残高上位20銘柄の平均コスト1.26％、平均リスク11.12％に対して、
平均リターンは7.80％でした。

２ 投資信託預り残高上位20銘柄のコスト・リターン/リスク・リターン（1/3）（2022年３月末）

＜預り残高上位20銘柄のコスト・リターン＞ ＜預り残高上位20銘柄のリスク・リターン＞

※ 各ファンドのコスト・リスク・リターンは、次のページに記載しております。
※赤い点は平均値を示しています。

Ⅱ.比較可能な共通ＫＰＩ
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• 2021年3月末時点の預り残高上位20銘柄の平均コスト1.35％、平均リスク11.50％に対して、
平均リターンは6.15％となりました。

２ 投資信託預り残高上位20銘柄のコスト・リターン/リスク・リターン（2/3）（2021年３月末）

＜預り残高上位20銘柄のコスト・リターン＞ ＜預り残高上位20銘柄のリスク・リターン＞

※ 各ファンドのコスト・リスク・リターンは、次のページに記載しております。
※赤い点は平均値を示しています。

Ⅱ.比較可能な共通ＫＰＩ



9

• 2020年3月末時点の預り残高上位20銘柄の平均コスト1.38％、平均リスク11.27％に対して、
平均リターンは-1.04％でした。

２ 投資信託預り残高上位20銘柄のコスト・リターン/リスク・リターン（3/3）（2020年３月末）

＜預り残高上位20銘柄のコスト・リターン＞ ＜預り残高上位20銘柄のリスク・リターン＞

※ 各ファンドのコスト・リスク・リターンは、次のページに記載しております。
※赤い点は平均値を示しています。

Ⅱ.比較可能な共通ＫＰＩ
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２ 投資信託預り残高上位20銘柄のコスト・リターン/リスク・リターン（1/3）（2022年３月末）

※ 2022年３月末基準時点における共通ＫＰＩの対象となるファンド数は11本となります。
※ 当指標は、設立から5年が経過したファンドを対象として、リターン・リスク・コストを算出して表示しております。

Ⅱ.比較可能な共通ＫＰＩ

リターン
（年率）

リスク
（年率）

コスト
全体

1 8.19% 9.42% 0.58%

2 12.81% 16.91% 1.54%

3 2.80% 7.69% 1.43%

4 2.16% 4.12% 1.71%

5 2.36% 2.76% 0.91%

6 12.69% 17.12% 1.96%

7 6.72% 10.33% 1.76%

8 9.53% 16.42% 0.91%

9 6.67% 9.44% 1.38%

10 6.52% 16.48% 1.39%

11 6.73% 15.61% 1.54%

12

13

14

15

16

17

18

19

20

7.80% 11.12% 1.26%

セゾン資産形成の達人ファンド セゾン投信（株）

ファンド名 運用会社

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド セゾン投信（株）

ＤＩＡＭハッピークローバー毎月決算コース アセットマネジメントOne（株）

グローバル・ソブリン・オープン毎月決算型 三菱UFJ国際投信（株）

Oneニッポン債券オープン アセットマネジメントOne（株）

ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン 大和アセットマネジメント（株）

ＪＡ資産設計ファンド（積極型） 農林中金全共連アセットマネジメント（株）

農中日経２２５オープン 農林中金全共連アセットマネジメント（株）

世界の財産３分法ファンド（毎月分配型） 日興アセットマネジメント（株）

ＮＺＡＭ日本好配当株オープン３ヵ月決算型 農林中金全共連アセットマネジメント（株）

ＤＩＡＭ世界好配当株オープン毎月決算 アセットマネジメントOne（株）

残高上位20ファンドの残高合計／残高加重平均値


預り残高上位20銘柄のリスク・コスト・リターン

				【公表用】シート コウヒョウ ヨウ コウヨウ														※行・列の追加削除不可 ギョウ レツ ツイカ サクジョ フカ												【作業用】シート サギョウヨウ

				投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI トウシ シンタク ハンバイ ガイシャ ヒカク カノウ キョウツウ																										【作業手順】 サギョウ テジュン

																														・黄色セルに金融機関コード（4ケタ）を入力することで当該農協のデータ取得が可能 キイロ キンユウ キカン ニュウリョク トウガイ ノウキョウ シュトク カノウ

				○投資信託の預り残高上位20銘柄（設定後５年以上経過したもの）のコスト・リターン トウシ シンタク アズカ ザンダカ ジョウイ メイガラ セッテイ ゴ ネン イジョウ ケイカ

				○投資信託の預り残高上位20銘柄（設定後５年以上経過したもの）のリスク・リターン トウシ シンタク アズカ ザンダカ ジョウイ メイガラ セッテイ ゴ ネン イジョウ ケイカ



																		農協名：		淡路日の出農業協同組合														金融機関コード				基準年月（YYYYMM：例2020年3月→202003） キジュン ネンゲツ レイ ネン ガツ

																		基準年月：		202203												入力→ ニュウリョク		7363				202203

																														基準年月		順位		金融機関名（漢字		ファンドコード		ファンド名		販売手数料率		純資産残高 ジュンシサン		コスト（グラフ用） ヨウ		リスク		リターン		運用会社 ウンヨウ ガイシャ

																														202203				淡路日の出農業協同組合				残高上位20ファンドの残高加重平均値 ザンダカ ジョウイ ザンダカ カジュウ ヘイキン アタイ				9,730,330		1.26%

菅野: 菅野:
エラー回避のため配列数式を使用
（数式入力後Ctrl+Shift+Enter）
※Ｘ行・Ｙ行も同じ		11.12%		7.80%

																														202203		1		淡路日の出農業協同組合		960001		セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド		960001		2,456,445		0.58%		9.42%		8.19%		セゾン投信（株）

																														202203		2		淡路日の出農業協同組合		960002		セゾン資産形成の達人ファンド		960002		2,348,418		1.54%		16.91%		12.81%		セゾン投信（株）

																														202203		3		淡路日の出農業協同組合		313517		ＤＩＡＭハッピークローバー毎月決算コース		313517		1,257,468		1.43%		7.69%		2.80%		アセットマネジメントOne（株）

																														202203		4		淡路日の出農業協同組合		148013		グローバル・ソブリン・オープン毎月決算型		148013		924,313		1.71%		4.12%		2.16%		三菱UFJ国際投信（株）

																														202203		5		淡路日の出農業協同組合		313565		Oneニッポン債券オープン		313565		590,693		0.91%		2.76%		2.36%		アセットマネジメントOne（株）

																														202203		6		淡路日の出農業協同組合		3030		ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン		3030		539,128		1.96%		17.12%		12.69%		大和アセットマネジメント（株）

																														202203		7		淡路日の出農業協同組合		140823		ＪＡ資産設計ファンド（積極型）		140823		529,763		1.76%		10.33%		6.72%		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

																														202203		8		淡路日の出農業協同組合		140816		農中日経２２５オープン		140816		407,449		0.91%		16.42%		9.53%		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

																														202203		9		淡路日の出農業協同組合		940607		世界の財産３分法ファンド（毎月分配型）		940607		308,898		1.38%		9.44%		6.67%		日興アセットマネジメント（株）

																														202203		10		淡路日の出農業協同組合		140825		ＮＺＡＭ日本好配当株オープン３ヵ月決算型		140825		188,852		1.39%		16.48%		6.52%		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

																														202203		11		淡路日の出農業協同組合		313521		ＤＩＡＭ世界好配当株オープン毎月決算		313521		178,903		1.54%		15.61%		6.73%		アセットマネジメントOne（株）

																														202203														ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		

																														202203														ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		

																														202203														ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		

																														202203														ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		

																														202203														ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		

																														202203														ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		

																														202203														ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		

																														202203														ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		

						残高加重平均値 ザンダカ カジュウ ヘイキンチ		コスト		リターン								残高加重平均値 ザンダカ カジュウ ヘイキンチ		リスク		リターン								202203														ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		

								1.26%		7.80%										11.12%		7.80%

				【預り残高上位20銘柄（設定後5年以上経過したもの）】 アズカ ザンダカ ジョウイ メイガラ セッテイ ゴ ネン イジョウ ケイカ

						ファンド名 メイ										運用会社 ウンヨウ ガイシャ						リターン
（年率） ネンリツ		リスク
（年率） ネンリツ		コスト
全体 ゼンタイ				【定義（金融庁公表内容より一部抜粋）】 テイギ キンユウチョウ コウヒョウ ナイヨウ イチブ バッスイ

				1		セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド										セゾン投信（株）						8.19%		9.42%		0.58%				・コスト：基準日時点の販売手数料率（消費税込み）の1/5と信託報酬率（同左）の合計値 キジュンビ ジテン ハンバイ テスウリョウ リツ ショウヒ ゼイコミ シンタク ホウシュウ リツ ドウ ヒダリ ゴウケイチ

				2		セゾン資産形成の達人ファンド										セゾン投信（株）						12.81%		16.91%		1.54%				　・販売手数料率：目論見書上の上限ではなく、取扱い時の最低販売金額での料率 ハンバイ テスウリョウ リツ モクロミショ ジョウ ジョウゲン トリアツカ ジ サイテイ ハンバイ キンガク リョウリツ

				3		ＤＩＡＭハッピークローバー毎月決算コース										アセットマネジメントOne（株）						2.80%		7.69%		1.43%				　・信託報酬率：目論見書上の実質的な信託報酬率の上限（その他の費用・手数料は含まず） シンタク ホウシュウ リツ モクロミショ ジョウ ジッシツテキ シンタク ホウシュウ リツ ジョウゲン タ ヒヨウ テスウリョウ フク

				4		グローバル・ソブリン・オープン毎月決算型										三菱UFJ国際投信（株）						2.16%		4.12%		1.71%				・リスク：過去5年間の月次リターンの標準偏差（年率換算） カコ ネンカン ゲツジ ヒョウジュン ヘンサ ネンリツ カンサン

				5		Oneニッポン債券オープン										アセットマネジメントOne（株）						2.36%		2.76%		0.91%				・リターン：過去5年間のトータルリターン（年率換算、月次騰落率をもとに算出） カコ ネンカン ネンリツ カンサン ゲツジ トウラクリツ サンシュツ

				6		ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン										大和アセットマネジメント（株）						12.69%		17.12%		1.96%				・20銘柄のコスト、リスク、リターンを加重平均した値をプロットし、数値を記載 メイガラ カジュウ ヘイキン アタイ スウチ キサイ

				7		ＪＡ資産設計ファンド（積極型）										農林中金全共連アセットマネジメント（株）						6.72%		10.33%		1.76%				・純資産残高は代金計算日ベースで算出 ジュンシサン ザンダカ ダイキン ケイサン ビ サンシュツ

				8		農中日経２２５オープン										農林中金全共連アセットマネジメント（株）						9.53%		16.42%		0.91%				・グラフ目盛はコストを1％、リスクを5％、リターンを5％間隔とする メモリ カンカク

				9		世界の財産３分法ファンド（毎月分配型）										日興アセットマネジメント（株）						6.67%		9.44%		1.38%

				10		ＮＺＡＭ日本好配当株オープン３ヵ月決算型										農林中金全共連アセットマネジメント（株）						6.52%		16.48%		1.39%

				11		ＤＩＡＭ世界好配当株オープン毎月決算										アセットマネジメントOne（株）						6.73%		15.61%		1.54%

				12																						

				13																						

				14																						

				15																						

				16																						

				17																						

				18																						

				19																						

				20																						

						残高上位20ファンドの残高合計／残高加重平均値 ザンダカ ジョウイ ザンダカ ゴウケイ ザンダカ カジュウ ヘイキンチ																7.80%		11.12%		1.26%



















リターン	1.261696994552086E-2	5.7999999999999996E-3	1.54E-2	1.43E-2	1.7049999999999999E-2	9.130000000000001E-3	1.958E-2	1.7600000000000001E-2	9.1299999999999992E-3	1.3749999999999998E-2	1.3860000000000001E-2	1.54E-2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	7.7975419623888043E-2	8.1868104991519308E-2	0.12806277824263779	2.7972534487772149E-2	2.1590337412394467E-2	2.3619899930661381E-2	0.12692096838494416	6.7198128609919916E-2	9.5251301822727896E-2	6.6731120315898673E-2	6.5197851037553711E-2	6.7257654272159018E-2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.11116918235671844	9.4228816442119542E-2	0.16908207111816656	7.6925893683265648E-2	4.115500061239894	1E-2	2.7582514274507346E-2	0.17119854843925414	0.10326351190274054	0.16419799249000183	9.4378303821542442E-2	0.16479163052816806	0.15608945058312942	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	7.7975419623888043E-2	8.1868104991519308E-2	0.12806277824263779	2.7972534487772149E-2	2.1590337412394467E-2	2.3619899930661381E-2	0.12692096838494416	6.7198128609919916E-2	9.5251301822727896E-2	6.6731120315898673E-2	6.5197851037553711E-2	6.7257654272159018E-2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	

28_兵庫県

		基準年月		順位		金融機関コード		金融機関コード＆順位 キンユウ キカン ジュンイ		県コード ケン		金融機関名（漢字		ユーザーコード		接続用ファンドコード		投信保管残高		ファンド名		コスト		リターン		リスク		運用会社 ウンヨウ ガイシャ

		201903		1		9999		201903999901		0		ＪＡバンク合計 ゴウケイ				2531198B		5626171913		農中日経２２５オープン		0.00972		0.0878		0.157		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		201903		2		9999		201903999902		0		ＪＡバンク合計 ゴウケイ				4312056		4832391530		ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン		0.019224		0.0953		0.1373		大和証券投資信託委託（株）

		201903		3		9999		201903999903		0		ＪＡバンク合計 ゴウケイ				2314059		3807958153		世界の財産３分法ファンド（毎月分配型）		0.0135		0.0567		0.0815		日興アセットマネジメント（株）

		201903		4		9999		201903999904		0		ＪＡバンク合計 ゴウケイ				47311037		2882713143		ＤＩＡＭハッピークローバー毎月決算コース		0.01404		0.0015		0.0772		アセットマネジメントOne（株）

		201903		5		9999		201903999905		0		ＪＡバンク合計 ゴウケイ				25311083		1161565123		ＮＺＡＭ日本好配当株オープン３ヵ月決算型		0.013608		0.0806		0.1625		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		201903		6		9999		201903999906		0		ＪＡバンク合計 ゴウケイ				2531200C		868734747		ＪＡ日本債券ファント゛		0.004752		0.0158		0.0173		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		201903		7		9999		201903999907		0		ＪＡバンク合計 ゴウケイ				25312012		805396490		ＪＡ資産設計ファンド（成長型）		0.01512		0.0448		0.0764		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		201903		8		9999		201903999908		0		ＪＡバンク合計 ゴウケイ				2531112B		793802682		Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（毎月分配型）		0.00648		0.0876		0.0878		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		201903		9		9999		201903999909		0		ＪＡバンク合計 ゴウケイ				25311986		743087078		ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン		0.00918		0.0727		0.1534		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		201903		10		9999		201903999910		0		ＪＡバンク合計 ゴウケイ				25311012		630057799		ＪＡ資産設計ファンド（安定型）		0.01404		0.0308		0.0434		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		201903		11		9999		201903999911		0		ＪＡバンク合計 ゴウケイ				25313012		540874356		ＪＡ資産設計ファンド（積極型）		0.01728		0.0534		0.1073		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		201903		12		9999		201903999912		0		ＪＡバンク合計 ゴウケイ				1131197C		353869751		グローバル・ソブリン・オープン毎月決算型		0.01674		0.0148		0.0634		三菱UFJ国際投信（株）

		201903		13		9999		201903999913		0		ＪＡバンク合計 ゴウケイ				47311056		348765855		ＤＩＡＭ世界好配当株オープン毎月決算		0.01512		0.0359		0.1356		アセットマネジメントOne（株）

		201903		14		9999		201903999914		0		ＪＡバンク合計 ゴウケイ				2531100C		324908384		ＪＡ日本株式ファンド		0.0162		0.0669		0.1564		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		201903		15		9999		201903999915		0		ＪＡバンク合計 ゴウケイ				2531300C		282627970		ＪＡ海外株式ファンド		0.02052		0.0828		0.1449		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		201903		16		9999		201903999916		0		ＪＡバンク合計 ゴウケイ				2531400C		176032139		ＪＡ海外債券ファンド		0.0162		0.0102		0.073		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		201903		17		9999		201903999917		0		ＪＡバンク合計 ゴウケイ				2531106A		97126177		ＪＡ海外債券ファンド（隔月分配型）		0.0162		0.0102		0.0727		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		201903		18		9999		201903999918		0		ＪＡバンク合計 ゴウケイ				25311981		91085751		農中ＵＳ債券オープン		0.01026		0.0153		0.0847		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202003		2		9999		202003999902		0		ＪＡバンク全体 ゼンタイ		9999		003030		3367302074		ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン		0.01958		-0.0144362561		0.1678892523		大和アセットマネジメント（株）

		202003		18		9999		202003999918		0		ＪＡバンク全体 ゼンタイ		9999		140811		90721533		農中ＵＳ債券オープン		0.01045		-0.0126010161		0.0732918991		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202003		9		9999		202003999909		0		ＪＡバンク全体 ゼンタイ		9999		140814		582549602		ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン		0.00935		-0.002743417		0.162013104		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202003		1		9999		202003999901		0		ＪＡバンク全体 ゼンタイ		9999		140816		4304338385		農中日経２２５オープン		0.00913		0.0113561675		0.1708576115		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202003		13		9999		202003999913		0		ＪＡバンク全体 ゼンタイ		9999		140817		269821601		ＪＡ日本株式ファンド		0.0165		-0.0071636592		0.1666291167		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202003		5		9999		202003999905		0		ＪＡバンク全体 ゼンタイ		9999		140818		926030196		ＪＡ日本債券ファンド		0.00484		0.0094253017		0.0207335662		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202003		15		9999		202003999915		0		ＪＡバンク全体 ゼンタイ		9999		140819		228566022		ＪＡ海外株式ファンド		0.0209		-0.0200004774		0.1617027163		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202003		16		9999		202003999916		0		ＪＡバンク全体 ゼンタイ		9999		140820		181546567		ＪＡ海外債券ファンド		0.0165		-0.004177577		0.0597891085		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202003		8		9999		202003999908		0		ＪＡバンク全体 ゼンタイ		9999		140821		636096592		ＪＡ資産設計ファンド（安定型）		0.0143		0.0020252897		0.0468095587		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202003		7		9999		202003999907		0		ＪＡバンク全体 ゼンタイ		9999		140822		678028544		ＪＡ資産設計ファンド（成長型）		0.0154		0.0008593358		0.0812943607		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202003		11		9999		202003999911		0		ＪＡバンク全体 ゼンタイ		9999		140823		462044761		ＪＡ資産設計ファンド（積極型）		0.0176		-0.0074899319		0.1142481066		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202003		17		9999		202003999917		0		ＪＡバンク全体 ゼンタイ		9999		140824		97884982		ＪＡ海外債券ファンド（隔月分配型）		0.0165		-0.0044114734		0.0595502572		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202003		6		9999		202003999906		0		ＪＡバンク全体 ゼンタイ		9999		140825		718839921		ＮＺＡＭ日本好配当株オープン３ヵ月決算型		0.01386		-0.0051670095		0.1820597764		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202003		10		9999		202003999910		0		ＪＡバンク全体 ゼンタイ		9999		140826		568535057		Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（毎月分配型）		0.0066		0.001643747		0.1343636527		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202003		12		9999		202003999912		0		ＪＡバンク全体 ゼンタイ		9999		148013		333263895		グローバル・ソブリン・オープン毎月決算型		0.01705		-0.0055966289		0.0518686015		三菱UFJ国際投信（株）

		202003		4		9999		202003999904		0		ＪＡバンク全体 ゼンタイ		9999		313517		2424192497		ＤＩＡＭハッピークローバー毎月決算コース		0.0143		-0.0302818934		0.0744462692		アセットマネジメントOne（株）

		202003		14		9999		202003999914		0		ＪＡバンク全体 ゼンタイ		9999		313521		261322099		ＤＩＡＭ世界好配当株オープン毎月決算		0.0154		-0.0337101178		0.1576047989		アセットマネジメントOne（株）

		202003		3		9999		202003999903		0		ＪＡバンク全体 ゼンタイ		9999		940607		3026901324		世界の財産３分法ファンド（毎月分配型）		0.01375		-0.0027799477		0.0936090007		日興アセットマネジメント（株）

		202003		19		9999		202003999919		0		ＪＡバンク全体 ゼンタイ		9999		960001		67602881		セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド		0.0059		0.0081004657		0.1041144082		セゾン投信（株）

		202003		20		9999		202003999920		0		ＪＡバンク全体 ゼンタイ		9999		960002		55470967		セゾン資産形成の達人ファンド		0.0155		0.0246189441		0.1772089522		セゾン投信（株）

		202103		2		9999		202103999902		0		ＪＡバンク全体 ゼンタイ		9999		3030		4198274872		ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン		0.01958		0.0643		0.165		大和アセットマネジメント（株）

		202103		20		9999		202103999920		0		ＪＡバンク全体 ゼンタイ		9999		140811		83131062		農中ＵＳ債券オープン		0.01045		0.0027		0.069		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202103		8		9999		202103999908		0		ＪＡバンク全体 ゼンタイ		9999		140814		751367249		ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン		0.00935		0.0955		0.1521		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202103		1		9999		202103999901		0		ＪＡバンク全体 ゼンタイ		9999		140816		5184157168		農中日経２２５オープン		0.00913		0.1327		0.1656		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202103		15		9999		202103999915		0		ＪＡバンク全体 ゼンタイ		9999		140817		335225222		ＪＡ日本株式ファンド		0.0165		0.1054		0.1566		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202103		5		9999		202103999905		0		ＪＡバンク全体 ゼンタイ		9999		140818		1096390495		ＪＡ日本債券ファンド		0.00484		-0.0026		0.0191		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202103		14		9999		202103999914		0		ＪＡバンク全体 ゼンタイ		9999		140819		352863259		ＪＡ海外株式ファンド		0.0209		0.0737		0.1649		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202103		18		9999		202103999918		0		ＪＡバンク全体 ゼンタイ		9999		140820		162476486		ＪＡ海外債券ファンド		0.0165		0.0102		0.055		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202103		10		9999		202103999910		0		ＪＡバンク全体 ゼンタイ		9999		140821		606784608		ＪＡ資産設計ファンド（安定型）		0.0143		0.0271		0.0452		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202103		9		9999		202103999909		0		ＪＡバンク全体 ゼンタイ		9999		140822		733849064		ＪＡ資産設計ファンド（成長型）		0.0154		0.0502		0.0777		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202103		11		9999		202103999911		0		ＪＡバンク全体 ゼンタイ		9999		140823		518259100		ＪＡ資産設計ファンド（積極型）		0.0176		0.066		0.1082		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202103		19		9999		202103999919		0		ＪＡバンク全体 ゼンタイ		9999		140824		96272482		ＪＡ海外債券ファンド（隔月分配型）		0.0165		0.0099		0.0548		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202103		7		9999		202103999907		0		ＪＡバンク全体 ゼンタイ		9999		140825		775967593		ＮＺＡＭ日本好配当株オープン３ヵ月決算型		0.01386		0.0871		0.178		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202103		6		9999		202103999906		0		ＪＡバンク全体 ゼンタイ		9999		140826		844104302		Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（毎月分配型）		0.0066		0.0475		0.1419		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202103		17		9999		202103999917		0		ＪＡバンク全体 ゼンタイ		9999		148013		247309950		グローバル・ソブリン・オープン毎月決算型		0.01705		0.0097		0.0486		三菱UFJ国際投信（株）

		202103		4		9999		202103999904		0		ＪＡバンク全体 ゼンタイ		9999		313517		2487122812		ＤＩＡＭハッピークローバー毎月決算コース		0.0143		0.0176		0.0714		アセットマネジメントOne（株）

		202103		16		9999		202103999916		0		ＪＡバンク全体 ゼンタイ		9999		313521		334537804		ＤＩＡＭ世界好配当株オープン毎月決算		0.0154		0.0497		0.159		アセットマネジメントOne（株）

		202103		3		9999		202103999903		0		ＪＡバンク全体 ゼンタイ		9999		940607		3283592526		世界の財産３分法ファンド（毎月分配型）		0.01375		0.0524		0.0939		日興アセットマネジメント（株）

		202103		13		9999		202103999913		0		ＪＡバンク全体 ゼンタイ		9999		960001		431441502		セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド		0.0059		0.0701		0.1		セゾン投信（株）

		202103		12		9999		202103999912		0		ＪＡバンク全体 ゼンタイ		9999		960002		488777090		セゾン資産形成の達人ファンド		0.0155		0.1355		0.1699		セゾン投信（株）

		202109		2		9999		202109999902		0		ＪＡバンク全体 ゼンタイ		9999		3030		4247699953		ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン		0.01958		0.1010146142		0.160852738		大和アセットマネジメント（株）

		202109		5		9999		202109999905		0		ＪＡバンク全体 ゼンタイ		9999		313565		1678329894		Oneニッポン債券オープン		0.00913		0.0209461739		0.0304636123		アセットマネジメントOne（株）

		202109		10		9999		202109999910		0		ＪＡバンク全体 ゼンタイ		9999		140814		753231240		ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン		0.00935		0.1078117704		0.1449184089		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202109		1		9999		202109999901		0		ＪＡバンク全体 ゼンタイ		9999		140816		5555538244		農中日経２２５オープン		0.00913		0.1387235496		0.1601273976		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202109		16		9999		202109999916		0		ＪＡバンク全体 ゼンタイ		9999		140817		334529434		ＪＡ日本株式ファンド		0.0165		0.1248752268		0.1509604204		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202109		6		9999		202109999906		0		ＪＡバンク全体 ゼンタイ		9999		140818		1079821035		ＪＡ日本債券ファンド		0.00484		-0.0032548355		0.0171517356		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202109		15		9999		202109999915		0		ＪＡバンク全体 ゼンタイ		9999		140819		400290878		ＪＡ海外株式ファンド		0.0209		0.1079999989		0.1565573849		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202109		19		9999		202109999919		0		ＪＡバンク全体 ゼンタイ		9999		140820		157872979		ＪＡ海外債券ファンド		0.0165		0.030877619		0.0443584032		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202109		13		9999		202109999913		0		ＪＡバンク全体 ゼンタイ		9999		140821		583179208		ＪＡ資産設計ファンド（安定型）		0.0143		0.0346569888		0.0428996326		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202109		11		9999		202109999911		0		ＪＡバンク全体 ゼンタイ		9999		140822		731218884		ＪＡ資産設計ファンド（成長型）		0.0154		0.0636781263		0.0730376208		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202109		14		9999		202109999914		0		ＪＡバンク全体 ゼンタイ		9999		140823		524609758		ＪＡ資産設計ファンド（積極型）		0.0176		0.0852346167		0.1015971365		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202109		20		9999		202109999920		0		ＪＡバンク全体 ゼンタイ		9999		140824		95410246		ＪＡ海外債券ファンド（隔月分配型）		0.0165		0.0305661379		0.0441586892		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202109		12		9999		202109999912		0		ＪＡバンク全体 ゼンタイ		9999		140825		627558308		ＮＺＡＭ日本好配当株オープン３ヵ月決算型		0.01386		0.0966165855		0.1668962583		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202109		8		9999		202109999908		0		ＪＡバンク全体 ゼンタイ		9999		140826		812786042		Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（毎月分配型）		0.0066		0.0617782995		0.1426215161		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202109		18		9999		202109999918		0		ＪＡバンク全体 ゼンタイ		9999		148013		234152855		グローバル・ソブリン・オープン毎月決算型		0.01705		0.0269890792		0.041137482		三菱UFJ国際投信（株）

		202109		4		9999		202109999904		0		ＪＡバンク全体 ゼンタイ		9999		313517		2348905838		ＤＩＡＭハッピークローバー毎月決算コース		0.0143		0.0299818801		0.0683873859		アセットマネジメントOne（株）

		202109		17		9999		202109999917		0		ＪＡバンク全体 ゼンタイ		9999		313521		329209831		ＤＩＡＭ世界好配当株オープン毎月決算		0.0154		0.0748404505		0.1543712249		アセットマネジメントOne（株）

		202109		3		9999		202109999903		0		ＪＡバンク全体 ゼンタイ		9999		940607		3261711031		世界の財産３分法ファンド（毎月分配型）		0.01375		0.0721815881		0.0892847276		日興アセットマネジメント（株）

		202109		9		9999		202109999909		0		ＪＡバンク全体 ゼンタイ		9999		960001		784737199		セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド		0.0059		0.0925958851		0.090035363		セゾン投信（株）

		202109		7		9999		202109999907		0		ＪＡバンク全体 ゼンタイ		9999		960002		999776067		セゾン資産形成の達人ファンド		0.0155		0.1547485945		0.1576547262		セゾン投信（株）

		202203		2		9999		202203999902		0		ＪＡバンク全体 ゼンタイ		9999		3030		4676668667		ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン		0.01958		0.1269209684		0.1711985484		大和アセットマネジメント（株）

		202203		4		9999		202203999904		0		ＪＡバンク全体 ゼンタイ		9999		313565		2829816999		Oneニッポン債券オープン		0.00913		0.0236198999		0.0275825143		アセットマネジメントOne（株）

		202203		21		9999		202203999921		0		ＪＡバンク全体 ゼンタイ		9999		140811		66304937		農中US債券ｵｰﾌﾟﾝ		0.01045		0.0202480467		0.0521497894		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202203		11		9999		202203999911		0		ＪＡバンク全体 ゼンタイ		9999		140814		718854406		ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン		0.00935		0.0700465954		0.1467153294		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202203		1		9999		202203999901		0		ＪＡバンク全体 ゼンタイ		9999		140816		6395009326		農中日経２２５オープン		0.00913		0.0952513018		0.1641979925		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202203		17		9999		202203999917		0		ＪＡバンク全体 ゼンタイ		9999		140817		306485575		ＪＡ日本株式ファンド		0.0165		0.0824505753		0.1535012515		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202203		8		9999		202203999908		0		ＪＡバンク全体 ゼンタイ		9999		140818		1068759562		ＪＡ日本債券ファンド		0.00264		-0.0025941706		0.0169711448		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202203		15		9999		202203999915		0		ＪＡバンク全体 ゼンタイ		9999		140819		478190974		ＪＡ海外株式ファンド		0.0209		0.1112616248		0.159804479		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202203		19		9999		202203999919		0		ＪＡバンク全体 ゼンタイ		9999		140820		132642852		ＪＡ海外債券ファンド		0.0165		0.0252375918		0.0430773307		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202203		13		9999		202203999913		0		ＪＡバンク全体 ゼンタイ		9999		140821		555751126		ＪＡ資産設計ファンド（安定型）		0.0143		0.0269258785		0.0442100429		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202203		10		9999		202203999910		0		ＪＡバンク全体 ゼンタイ		9999		140822		725882507		ＪＡ資産設計ファンド（成長型）		0.0154		0.0492414526		0.074461463		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202203		14		9999		202203999914		0		ＪＡバンク全体 ゼンタイ		9999		140823		527566862		ＪＡ資産設計ファンド（積極型）		0.0176		0.0671981286		0.1032635119		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202203		20		9999		202203999920		0		ＪＡバンク全体 ゼンタイ		9999		140824		96247395		ＪＡ海外債券ファンド（隔月分配型）		0.0165		0.0248940039		0.042949667		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202203		12		9999		202203999912		0		ＪＡバンク全体 ゼンタイ		9999		140825		598953927		ＮＺＡＭ日本好配当株オープン３ヵ月決算型		0.01386		0.065197851		0.1647916305		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202203		9		9999		202203999909		0		ＪＡバンク全体 ゼンタイ		9999		140826		816983602		Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（毎月分配型）		0.0066		0.0602477489		0.149038289		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202203		18		9999		202203999918		0		ＪＡバンク全体 ゼンタイ		9999		148013		218807693		グローバル・ソブリン・オープン毎月決算型		0.01705		0.0215903374		0.0411550006		三菱UFJ国際投信（株）

		202203		5		9999		202203999905		0		ＪＡバンク全体 ゼンタイ		9999		313517		2354476273		ＤＩＡＭハッピークローバー毎月決算コース		0.0143		0.0279725345		0.0769258937		アセットマネジメントOne（株）

		202203		16		9999		202203999916		0		ＪＡバンク全体 ゼンタイ		9999		313521		351166707		ＤＩＡＭ世界好配当株オープン毎月決算		0.0154		0.0672576543		0.1560894506		アセットマネジメントOne（株）

		202203		3		9999		202203999903		0		ＪＡバンク全体 ゼンタイ		9999		940607		3182290271		世界の財産３分法ファンド（毎月分配型）		0.01375		0.0667311203		0.0943783038		日興アセットマネジメント（株）

		202203		7		9999		202203999907		0		ＪＡバンク全体 ゼンタイ		9999		960001		1373890447		セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド		0.0058		0.081868105		0.0942288164		セゾン投信（株）

		202203		6		9999		202203999906		0		ＪＡバンク全体 ゼンタイ		9999		960002		1856308815		セゾン資産形成の達人ファンド		0.0154		0.1280627782		0.1690820711		セゾン投信（株）

		201903		1		9928		201903992801		28		兵庫県合計 ヒョウゴ				4312056		201369211		ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン		0.019224		0.0953		0.1373		大和証券投資信託委託（株）

		201903		2		9928		201903992802		28		兵庫県合計 ヒョウゴ				2314059		107148268		世界の財産３分法ファンド（毎月分配型）		0.0135		0.0567		0.0815		日興アセットマネジメント（株）

		201903		3		9928		201903992803		28		兵庫県合計 ヒョウゴ				47311037		42421116		ＤＩＡＭハッピークローバー毎月決算コース		0.01404		0.0015		0.0772		アセットマネジメントOne（株）

		201903		4		9928		201903992804		28		兵庫県合計 ヒョウゴ				2531198B		27724643		農中日経２２５オープン		0.00972		0.0878		0.157		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		201903		5		9928		201903992805		28		兵庫県合計 ヒョウゴ				1131197C		12522956		グローバル・ソブリン・オープン毎月決算型		0.01674		0.0148		0.0634		三菱UFJ国際投信（株）

		201903		6		9928		201903992806		28		兵庫県合計 ヒョウゴ				25311986		12251702		ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン		0.00918		0.0727		0.1534		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		201903		7		9928		201903992807		28		兵庫県合計 ヒョウゴ				25311083		7385250		ＮＺＡＭ日本好配当株オープン３ヵ月決算型		0.013608		0.0806		0.1625		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		201903		8		9928		201903992808		28		兵庫県合計 ヒョウゴ				25313012		5915691		ＪＡ資産設計ファンド（積極型）		0.01728		0.0534		0.1073		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		201903		9		9928		201903992809		28		兵庫県合計 ヒョウゴ				2531300C		3299554		ＪＡ海外株式ファンド		0.02052		0.0828		0.1449		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		201903		10		9928		201903992810		28		兵庫県合計 ヒョウゴ				47311056		3270308		ＤＩＡＭ世界好配当株オープン毎月決算		0.01512		0.0359		0.1356		アセットマネジメントOne（株）

		201903		11		9928		201903992811		28		兵庫県合計 ヒョウゴ				2531400C		1564384		ＪＡ海外債券ファンド		0.0162		0.0102		0.073		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		201903		12		9928		201903992812		28		兵庫県合計 ヒョウゴ				2531100C		1178014		ＪＡ日本株式ファンド		0.0162		0.0669		0.1564		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		201903		13		9928		201903992813		28		兵庫県合計 ヒョウゴ				2531106A		913034		ＪＡ海外債券ファンド（隔月分配型）		0.0162		0.0102		0.0727		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		201903		14		9928		201903992814		28		兵庫県合計 ヒョウゴ				2531200C		796954		ＪＡ日本債券ファント゛		0.004752		0.0158		0.0173		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		201903		15		9928		201903992815		28		兵庫県合計 ヒョウゴ				25311012		705155		ＪＡ資産設計ファンド（安定型）		0.01404		0.0308		0.0434		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		201903		16		9928		201903992816		28		兵庫県合計 ヒョウゴ				25311981		377818		農中ＵＳ債券オープン		0.01026		0.0153		0.0847		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		201903		17		9928		201903992817		28		兵庫県合計 ヒョウゴ				25312012		265235		ＪＡ資産設計ファンド（成長型）		0.01512		0.0448		0.0764		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		201903		18		9928		201903992818		28		兵庫県合計 ヒョウゴ				2531112B		21345		Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（毎月分配型）		0.00648		0.0876		0.0878		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		201903		1		3028		201903302801		28		兵庫県信用農業協同組合連合会				2531100C		582616		ＪＡ日本株式ファンド		0.0162		0.0669		0.1564		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		201903		2		3028		201903302802		28		兵庫県信用農業協同組合連合会				2531198B		322038		農中日経２２５オープン		0.00972		0.0878		0.157		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		201903		3		3028		201903302803		28		兵庫県信用農業協同組合連合会				2531300C		88543		ＪＡ海外株式ファンド		0.02052		0.0828		0.1449		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		201903		4		3028		201903302804		28		兵庫県信用農業協同組合連合会				2314059		87936		世界の財産３分法ファンド（毎月分配型）		0.0135		0.0567		0.0815		日興アセットマネジメント（株）

		201903		5		3028		201903302805		28		兵庫県信用農業協同組合連合会				47311037		36055		ＤＩＡＭハッピークローバー毎月決算コース		0.01404		0.0015		0.0772		アセットマネジメントOne（株）

		201903		6		3028		201903302806		28		兵庫県信用農業協同組合連合会				25311981		19065		農中ＵＳ債券オープン		0.01026		0.0153		0.0847		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		201903		1		7213		201903721301		28		兵庫六甲農業協同組合				25311986		9509047		ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン		0.00918		0.0727		0.1534		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		201903		2		7213		201903721302		28		兵庫六甲農業協同組合				25313012		5827660		ＪＡ資産設計ファンド（積極型）		0.01728		0.0534		0.1073		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		201903		3		7213		201903721303		28		兵庫六甲農業協同組合				47311037		1985949		ＤＩＡＭハッピークローバー毎月決算コース		0.01404		0.0015		0.0772		アセットマネジメントOne（株）

		201903		4		7213		201903721304		28		兵庫六甲農業協同組合				2531100C		595398		ＪＡ日本株式ファンド		0.0162		0.0669		0.1564		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		201903		5		7213		201903721305		28		兵庫六甲農業協同組合				2531198B		346332		農中日経２２５オープン		0.00972		0.0878		0.157		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		201903		6		7213		201903721306		28		兵庫六甲農業協同組合				2531400C		267450		ＪＡ海外債券ファンド		0.0162		0.0102		0.073		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		201903		7		7213		201903721307		28		兵庫六甲農業協同組合				25312012		265235		ＪＡ資産設計ファンド（成長型）		0.01512		0.0448		0.0764		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		201903		8		7213		201903721308		28		兵庫六甲農業協同組合				25311981		259897		農中ＵＳ債券オープン		0.01026		0.0153		0.0847		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		201903		9		7213		201903721309		28		兵庫六甲農業協同組合				4312056		159841		ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン		0.019224		0.0953		0.1373		大和証券投資信託委託（株）

		201903		10		7213		201903721310		28		兵庫六甲農業協同組合				2531112B		21345		Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（毎月分配型）		0.00648		0.0876		0.0878		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		201903		11		7213		201903721311		28		兵庫六甲農業協同組合				47311056		21065		ＤＩＡＭ世界好配当株オープン毎月決算		0.01512		0.0359		0.1356		アセットマネジメントOne（株）

		201903		1		7239		201903723901		28		あかし農業協同組合				2531198B		17570		農中日経２２５オープン		0.00972		0.0878		0.157		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		201903		1		7240		201903724001		28		兵庫南農業協同組合				4312056		27973722		ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン		0.019224		0.0953		0.1373		大和証券投資信託委託（株）

		201903		2		7240		201903724002		28		兵庫南農業協同組合				47311037		4758511		ＤＩＡＭハッピークローバー毎月決算コース		0.01404		0.0015		0.0772		アセットマネジメントOne（株）

		201903		3		7240		201903724003		28		兵庫南農業協同組合				2314059		3720749		世界の財産３分法ファンド（毎月分配型）		0.0135		0.0567		0.0815		日興アセットマネジメント（株）

		201903		4		7240		201903724004		28		兵庫南農業協同組合				1131197C		3671787		グローバル・ソブリン・オープン毎月決算型		0.01674		0.0148		0.0634		三菱UFJ国際投信（株）

		201903		5		7240		201903724005		28		兵庫南農業協同組合				47311056		607540		ＤＩＡＭ世界好配当株オープン毎月決算		0.01512		0.0359		0.1356		アセットマネジメントOne（株）

		201903		6		7240		201903724006		28		兵庫南農業協同組合				25311986		109511		ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン		0.00918		0.0727		0.1534		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		201903		1		7249		201903724901		28		みのり農業協同組合				2314059		6218387		世界の財産３分法ファンド（毎月分配型）		0.0135		0.0567		0.0815		日興アセットマネジメント（株）

		201903		2		7249		201903724902		28		みのり農業協同組合				4312056		3300469		ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン		0.019224		0.0953		0.1373		大和証券投資信託委託（株）

		201903		3		7249		201903724903		28		みのり農業協同組合				47311037		2274715		ＤＩＡＭハッピークローバー毎月決算コース		0.01404		0.0015		0.0772		アセットマネジメントOne（株）

		201903		4		7249		201903724904		28		みのり農業協同組合				2531198B		2084492		農中日経２２５オープン		0.00972		0.0878		0.157		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		201903		5		7249		201903724905		28		みのり農業協同組合				25311083		1319687		ＮＺＡＭ日本好配当株オープン３ヵ月決算型		0.013608		0.0806		0.1625		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		201903		1		7264		201903726401		28		兵庫みらい農業協同組合				4312056		431047		ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン		0.019224		0.0953		0.1373		大和証券投資信託委託（株）

		201903		1		7288		201903728801		28		兵庫西農業協同組合				2531198B		1435032		農中日経２２５オープン		0.00972		0.0878		0.157		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		201903		2		7288		201903728802		28		兵庫西農業協同組合				2531300C		115971		ＪＡ海外株式ファンド		0.02052		0.0828		0.1449		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		201903		3		7288		201903728803		28		兵庫西農業協同組合				25311986		89779		ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン		0.00918		0.0727		0.1534		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		201903		4		7288		201903728804		28		兵庫西農業協同組合				2314059		71469		世界の財産３分法ファンド（毎月分配型）		0.0135		0.0567		0.0815		日興アセットマネジメント（株）

		201903		1		7338		201903733801		28		たじま農業協同組合				4312056		58368830		ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン		0.019224		0.0953		0.1373		大和証券投資信託委託（株）

		201903		2		7338		201903733802		28		たじま農業協同組合				2314059		40092649		世界の財産３分法ファンド（毎月分配型）		0.0135		0.0567		0.0815		日興アセットマネジメント（株）

		201903		3		7338		201903733803		28		たじま農業協同組合				47311037		17698525		ＤＩＡＭハッピークローバー毎月決算コース		0.01404		0.0015		0.0772		アセットマネジメントOne（株）

		201903		4		7338		201903733804		28		たじま農業協同組合				2531198B		16840244		農中日経２２５オープン		0.00972		0.0878		0.157		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		201903		5		7338		201903733805		28		たじま農業協同組合				25311083		5902650		ＮＺＡＭ日本好配当株オープン３ヵ月決算型		0.013608		0.0806		0.1625		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		201903		6		7338		201903733806		28		たじま農業協同組合				2531106A		913034		ＪＡ海外債券ファンド（隔月分配型）		0.0162		0.0102		0.0727		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		201903		7		7338		201903733807		28		たじま農業協同組合				2531200C		371869		ＪＡ日本債券ファント゛		0.004752		0.0158		0.0173		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		201903		1		7353		201903735301		28		丹波ひかみ農業協同組合				4312056		100630216		ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン		0.019224		0.0953		0.1373		大和証券投資信託委託（株）

		201903		2		7353		201903735302		28		丹波ひかみ農業協同組合				2314059		56148030		世界の財産３分法ファンド（毎月分配型）		0.0135		0.0567		0.0815		日興アセットマネジメント（株）

		201903		3		7353		201903735303		28		丹波ひかみ農業協同組合				47311037		11074677		ＤＩＡＭハッピークローバー毎月決算コース		0.01404		0.0015		0.0772		アセットマネジメントOne（株）

		201903		4		7353		201903735304		28		丹波ひかみ農業協同組合				1131197C		7941706		グローバル・ソブリン・オープン毎月決算型		0.01674		0.0148		0.0634		三菱UFJ国際投信（株）

		201903		5		7353		201903735305		28		丹波ひかみ農業協同組合				2531198B		6347852		農中日経２２５オープン		0.00972		0.0878		0.157		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		201903		6		7353		201903735306		28		丹波ひかみ農業協同組合				2531300C		3095040		ＪＡ海外株式ファンド		0.02052		0.0828		0.1449		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		201903		7		7353		201903735307		28		丹波ひかみ農業協同組合				47311056		2494887		ＤＩＡＭ世界好配当株オープン毎月決算		0.01512		0.0359		0.1356		アセットマネジメントOne（株）

		201903		8		7353		201903735308		28		丹波ひかみ農業協同組合				25311986		1612787		ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン		0.00918		0.0727		0.1534		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		201903		9		7353		201903735309		28		丹波ひかみ農業協同組合				2531400C		1296934		ＪＡ海外債券ファンド		0.0162		0.0102		0.073		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		201903		10		7353		201903735310		28		丹波ひかみ農業協同組合				25311012		705155		ＪＡ資産設計ファンド（安定型）		0.01404		0.0308		0.0434		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		201903		11		7353		201903735311		28		丹波ひかみ農業協同組合				2531200C		425085		ＪＡ日本債券ファント゛		0.004752		0.0158		0.0173		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		201903		12		7353		201903735312		28		丹波ひかみ農業協同組合				25311981		98856		農中ＵＳ債券オープン		0.01026		0.0153		0.0847		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		201903		1		7363		201903736301		28		淡路日の出農業協同組合				47311037		1194154		ＤＩＡＭハッピークローバー毎月決算コース		0.01404		0.0015		0.0772		アセットマネジメントOne（株）

		201903		2		7363		201903736302		28		淡路日の出農業協同組合				25311986		930578		ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン		0.00918		0.0727		0.1534		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		201903		3		7363		201903736303		28		淡路日の出農業協同組合				1131197C		909463		グローバル・ソブリン・オープン毎月決算型		0.01674		0.0148		0.0634		三菱UFJ国際投信（株）

		201903		4		7363		201903736304		28		淡路日の出農業協同組合				2314059		809048		世界の財産３分法ファンド（毎月分配型）		0.0135		0.0567		0.0815		日興アセットマネジメント（株）

		201903		5		7363		201903736305		28		淡路日の出農業協同組合				4312056		410710		ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン		0.019224		0.0953		0.1373		大和証券投資信託委託（株）

		201903		6		7363		201903736306		28		淡路日の出農業協同組合				2531198B		311136		農中日経２２５オープン		0.00972		0.0878		0.157		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		201903		7		7363		201903736307		28		淡路日の出農業協同組合				25311083		162913		ＮＺＡＭ日本好配当株オープン３ヵ月決算型		0.013608		0.0806		0.1625		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		201903		8		7363		201903736308		28		淡路日の出農業協同組合				47311056		146816		ＤＩＡＭ世界好配当株オープン毎月決算		0.01512		0.0359		0.1356		アセットマネジメントOne（株）

		201903		9		7363		201903736309		28		淡路日の出農業協同組合				25313012		88031		ＪＡ資産設計ファンド（積極型）		0.01728		0.0534		0.1073		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		201903		1		7373		201903737301		28		あわじ島農業協同組合				4312056		10094376		ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン		0.019224		0.0953		0.1373		大和証券投資信託委託（株）

		201903		2		7373		201903737302		28		あわじ島農業協同組合				47311037		3398530		ＤＩＡＭハッピークローバー毎月決算コース		0.01404		0.0015		0.0772		アセットマネジメントOne（株）

		201903		3		7373		201903737303		28		あわじ島農業協同組合				2531198B		19947		農中日経２２５オープン		0.00972		0.0878		0.157		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202003		1		9928		202003992801		28		兵庫県合計 ヒョウゴ		9928		003030		148964058		ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン		0.01958		-0.0144362561		0.1678892523		大和アセットマネジメント（株）

		202003		19		9928		202003992819		28		兵庫県合計 ヒョウゴ		9928		140811		381372		農中ＵＳ債券オープン		0.01045		-0.0126010161		0.0732918991		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202003		5		9928		202003992805		28		兵庫県合計 ヒョウゴ		9928		140814		11895068		ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン		0.00935		-0.002743417		0.162013104		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202003		4		9928		202003992804		28		兵庫県合計 ヒョウゴ		9928		140816		21965443		農中日経２２５オープン		0.00913		0.0113561675		0.1708576115		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202003		14		9928		202003992814		28		兵庫県合計 ヒョウゴ		9928		140817		1138293		ＪＡ日本株式ファンド		0.0165		-0.0071636592		0.1666291167		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202003		16		9928		202003992816		28		兵庫県合計 ヒョウゴ		9928		140818		910986		ＪＡ日本債券ファンド		0.00484		0.0094253017		0.0207335662		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202003		10		9928		202003992810		28		兵庫県合計 ヒョウゴ		9928		140819		2667232		ＪＡ海外株式ファンド		0.0209		-0.0200004774		0.1617027163		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202003		12		9928		202003992812		28		兵庫県合計 ヒョウゴ		9928		140820		1626109		ＪＡ海外債券ファンド		0.0165		-0.004177577		0.0597891085		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202003		17		9928		202003992817		28		兵庫県合計 ヒョウゴ		9928		140821		673865		ＪＡ資産設計ファンド（安定型）		0.0143		0.0020252897		0.0468095587		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202003		20		9928		202003992820		28		兵庫県合計 ヒョウゴ		9928		140822		247791		ＪＡ資産設計ファンド（成長型）		0.0154		0.0008593358		0.0812943607		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202003		9		9928		202003992809		28		兵庫県合計 ヒョウゴ		9928		140823		2750488		ＪＡ資産設計ファンド（積極型）		0.0176		-0.0074899319		0.1142481066		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202003		15		9928		202003992815		28		兵庫県合計 ヒョウゴ		9928		140824		937872		ＪＡ海外債券ファンド（隔月分配型）		0.0165		-0.0044114734		0.0595502572		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202003		8		9928		202003992808		28		兵庫県合計 ヒョウゴ		9928		140825		6076555		ＮＺＡＭ日本好配当株オープン３ヵ月決算型		0.01386		-0.0051670095		0.1820597764		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202003		7		9928		202003992807		28		兵庫県合計 ヒョウゴ		9928		140826		10845045		Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（毎月分配型）		0.0066		0.001643747		0.1343636527		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202003		6		9928		202003992806		28		兵庫県合計 ヒョウゴ		9928		148013		10860964		グローバル・ソブリン・オープン毎月決算型		0.01705		-0.0055966289		0.0518686015		三菱UFJ国際投信（株）

		202003		3		9928		202003992803		28		兵庫県合計 ヒョウゴ		9928		313517		39245179		ＤＩＡＭハッピークローバー毎月決算コース		0.0143		-0.0302818934		0.0744462692		アセットマネジメントOne（株）

		202003		11		9928		202003992811		28		兵庫県合計 ヒョウゴ		9928		313521		2627541		ＤＩＡＭ世界好配当株オープン毎月決算		0.0154		-0.0337101178		0.1576047989		アセットマネジメントOne（株）

		202003		2		9928		202003992802		28		兵庫県合計 ヒョウゴ		9928		940607		88367286		世界の財産３分法ファンド（毎月分配型）		0.01375		-0.0027799477		0.0936090007		日興アセットマネジメント（株）

		202003		18		9928		202003992818		28		兵庫県合計 ヒョウゴ		9928		960001		480612		セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド		0.0059		0.0081004657		0.1041144082		セゾン投信（株）

		202003		13		9928		202003992813		28		兵庫県合計 ヒョウゴ		9928		960002		1143482		セゾン資産形成の達人ファンド		0.0155		0.0246189441		0.1772089522		セゾン投信（株）

		202003		1		3028		202003302801		28		兵庫県信用農業協同組合連合会		7135		140817		515554		ＪＡ日本株式ファンド		0.0165		-0.0071636592		0.1666291167		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202003		2		3028		202003302802		28		兵庫県信用農業協同組合連合会		7135		140816		290203		農中日経２２５オープン		0.00913		0.0113561675		0.1708576115		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202003		3		3028		202003302803		28		兵庫県信用農業協同組合連合会		7135		940607		80066		世界の財産３分法ファンド（毎月分配型）		0.01375		-0.0027799477		0.0936090007		日興アセットマネジメント（株）

		202003		4		3028		202003302804		28		兵庫県信用農業協同組合連合会		7135		140819		71576		ＪＡ海外株式ファンド		0.0209		-0.0200004774		0.1617027163		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202003		5		3028		202003302805		28		兵庫県信用農業協同組合連合会		7135		313517		32210		ＤＩＡＭハッピークローバー毎月決算コース		0.0143		-0.0302818934		0.0744462692		アセットマネジメントOne（株）

		202003		6		3028		202003302806		28		兵庫県信用農業協同組合連合会		7135		140811		19244		農中ＵＳ債券オープン		0.01045		-0.0126010161		0.0732918991		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202003		1		7213		202003721301		28		兵庫六甲農業協同組合		7353		140814		9285650		ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン		0.00935		-0.002743417		0.162013104		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202003		2		7213		202003721302		28		兵庫六甲農業協同組合		7353		140823		2564380		ＪＡ資産設計ファンド（積極型）		0.0176		-0.0074899319		0.1142481066		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202003		3		7213		202003721303		28		兵庫六甲農業協同組合		7353		313517		2161074		ＤＩＡＭハッピークローバー毎月決算コース		0.0143		-0.0302818934		0.0744462692		アセットマネジメントOne（株）

		202003		4		7213		202003721304		28		兵庫六甲農業協同組合		7353		960002		937549		セゾン資産形成の達人ファンド		0.0155		0.0246189441		0.1772089522		セゾン投信（株）

		202003		5		7213		202003721305		28		兵庫六甲農業協同組合		7353		140817		622739		ＪＡ日本株式ファンド		0.0165		-0.0071636592		0.1666291167		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202003		6		7213		202003721306		28		兵庫六甲農業協同組合		7353		140816		418018		農中日経２２５オープン		0.00913		0.0113561675		0.1708576115		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202003		7		7213		202003721307		28		兵庫六甲農業協同組合		7353		960001		377936		セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド		0.0059		0.0081004657		0.1041144082		セゾン投信（株）

		202003		8		7213		202003721308		28		兵庫六甲農業協同組合		7353		140820		278003		ＪＡ海外債券ファンド		0.0165		-0.004177577		0.0597891085		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202003		9		7213		202003721309		28		兵庫六甲農業協同組合		7353		140811		262342		農中ＵＳ債券オープン		0.01045		-0.0126010161		0.0732918991		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202003		10		7213		202003721310		28		兵庫六甲農業協同組合		7353		140822		247791		ＪＡ資産設計ファンド（成長型）		0.0154		0.0008593358		0.0812943607		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202003		11		7213		202003721311		28		兵庫六甲農業協同組合		7353		003030		121830		ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン		0.01958		-0.0144362561		0.1678892523		大和アセットマネジメント（株）

		202003		12		7213		202003721312		28		兵庫六甲農業協同組合		7353		140826		18449		Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（毎月分配型）		0.0066		0.001643747		0.1343636527		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202003		13		7213		202003721313		28		兵庫六甲農業協同組合		7353		313521		17461		ＤＩＡＭ世界好配当株オープン毎月決算		0.0154		-0.0337101178		0.1576047989		アセットマネジメントOne（株）

		202003		1		7239		202003723901		28		あかし農業協同組合		7354		313517		9113254		ＤＩＡＭハッピークローバー毎月決算コース		0.0143		-0.0302818934		0.0744462692		アセットマネジメントOne（株）

		202003		2		7239		202003723902		28		あかし農業協同組合		7354		960002		40392		セゾン資産形成の達人ファンド		0.0155		0.0246189441		0.1772089522		セゾン投信（株）

		202003		3		7239		202003723903		28		あかし農業協同組合		7354		140816		15912		農中日経２２５オープン		0.00913		0.0113561675		0.1708576115		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202003		1		7240		202003724001		28		兵庫南農業協同組合		7355		003030		20610476		ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン		0.01958		-0.0144362561		0.1678892523		大和アセットマネジメント（株）

		202003		2		7240		202003724002		28		兵庫南農業協同組合		7355		313517		4251170		ＤＩＡＭハッピークローバー毎月決算コース		0.0143		-0.0302818934		0.0744462692		アセットマネジメントOne（株）

		202003		3		7240		202003724003		28		兵庫南農業協同組合		7355		940607		3350769		世界の財産３分法ファンド（毎月分配型）		0.01375		-0.0027799477		0.0936090007		日興アセットマネジメント（株）

		202003		4		7240		202003724004		28		兵庫南農業協同組合		7355		148013		2434182		グローバル・ソブリン・オープン毎月決算型		0.01705		-0.0055966289		0.0518686015		三菱UFJ国際投信（株）

		202003		5		7240		202003724005		28		兵庫南農業協同組合		7355		313521		488030		ＤＩＡＭ世界好配当株オープン毎月決算		0.0154		-0.0337101178		0.1576047989		アセットマネジメントOne（株）

		202003		6		7240		202003724006		28		兵庫南農業協同組合		7355		140814		98413		ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン		0.00935		-0.002743417		0.162013104		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202003		1		7249		202003724901		28		みのり農業協同組合		7356		940607		5661348		世界の財産３分法ファンド（毎月分配型）		0.01375		-0.0027799477		0.0936090007		日興アセットマネジメント（株）

		202003		2		7249		202003724902		28		みのり農業協同組合		7356		003030		2676692		ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン		0.01958		-0.0144362561		0.1678892523		大和アセットマネジメント（株）

		202003		3		7249		202003724903		28		みのり農業協同組合		7356		313517		2038960		ＤＩＡＭハッピークローバー毎月決算コース		0.0143		-0.0302818934		0.0744462692		アセットマネジメントOne（株）

		202003		4		7249		202003724904		28		みのり農業協同組合		7356		140825		1105009		ＮＺＡＭ日本好配当株オープン３ヵ月決算型		0.01386		-0.0051670095		0.1820597764		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202003		5		7249		202003724905		28		みのり農業協同組合		7356		140816		499801		農中日経２２５オープン		0.00913		0.0113561675		0.1708576115		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202003		6		7249		202003724906		28		みのり農業協同組合		7356		960002		67171		セゾン資産形成の達人ファンド		0.0155		0.0246189441		0.1772089522		セゾン投信（株）

		202003		1		7264		202003726401		28		兵庫みらい農業協同組合		7357		003030		328540		ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン		0.01958		-0.0144362561		0.1678892523		大和アセットマネジメント（株）

		202003		1		7288		202003728801		28		兵庫西農業協同組合		7359		140826		10826596		Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（毎月分配型）		0.0066		0.001643747		0.1343636527		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202003		2		7288		202003728802		28		兵庫西農業協同組合		7359		140816		1286648		農中日経２２５オープン		0.00913		0.0113561675		0.1708576115		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202003		3		7288		202003728803		28		兵庫西農業協同組合		7359		140819		93746		ＪＡ海外株式ファンド		0.0209		-0.0200004774		0.1617027163		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202003		4		7288		202003728804		28		兵庫西農業協同組合		7359		140814		80681		ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン		0.00935		-0.002743417		0.162013104		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202003		5		7288		202003728805		28		兵庫西農業協同組合		7359		940607		64362		世界の財産３分法ファンド（毎月分配型）		0.01375		-0.0027799477		0.0936090007		日興アセットマネジメント（株）

		202003		1		7338		202003733801		28		たじま農業協同組合		7362		003030		44288120		ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン		0.01958		-0.0144362561		0.1678892523		大和アセットマネジメント（株）

		202003		2		7338		202003733802		28		たじま農業協同組合		7362		940607		32261342		世界の財産３分法ファンド（毎月分配型）		0.01375		-0.0027799477		0.0936090007		日興アセットマネジメント（株）

		202003		3		7338		202003733803		28		たじま農業協同組合		7362		140816		13227182		農中日経２２５オープン		0.00913		0.0113561675		0.1708576115		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202003		4		7338		202003733804		28		たじま農業協同組合		7362		313517		8594327		ＤＩＡＭハッピークローバー毎月決算コース		0.0143		-0.0302818934		0.0744462692		アセットマネジメントOne（株）

		202003		5		7338		202003733805		28		たじま農業協同組合		7362		140825		4838018		ＮＺＡＭ日本好配当株オープン３ヵ月決算型		0.01386		-0.0051670095		0.1820597764		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202003		6		7338		202003733806		28		たじま農業協同組合		7362		140824		937872		ＪＡ海外債券ファンド（隔月分配型）		0.0165		-0.0044114734		0.0595502572		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202003		7		7338		202003733807		28		たじま農業協同組合		7362		140818		369747		ＪＡ日本債券ファンド		0.00484		0.0094253017		0.0207335662		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202003		8		7338		202003733808		28		たじま農業協同組合		7362		960002		21099		セゾン資産形成の達人ファンド		0.0155		0.0246189441		0.1772089522		セゾン投信（株）

		202003		1		7353		202003735301		28		丹波ひかみ農業協同組合		7363		003030		72931456		ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン		0.01958		-0.0144362561		0.1678892523		大和アセットマネジメント（株）

		202003		2		7353		202003735302		28		丹波ひかみ農業協同組合		7363		940607		46720373		世界の財産３分法ファンド（毎月分配型）		0.01375		-0.0027799477		0.0936090007		日興アセットマネジメント（株）

		202003		3		7353		202003735303		28		丹波ひかみ農業協同組合		7363		313517		8947760		ＤＩＡＭハッピークローバー毎月決算コース		0.0143		-0.0302818934		0.0744462692		アセットマネジメントOne（株）

		202003		4		7353		202003735304		28		丹波ひかみ農業協同組合		7363		148013		7512865		グローバル・ソブリン・オープン毎月決算型		0.01705		-0.0055966289		0.0518686015		三菱UFJ国際投信（株）

		202003		5		7353		202003735305		28		丹波ひかみ農業協同組合		7363		140816		5852136		農中日経２２５オープン		0.00913		0.0113561675		0.1708576115		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202003		6		7353		202003735306		28		丹波ひかみ農業協同組合		7363		140819		2501910		ＪＡ海外株式ファンド		0.0209		-0.0200004774		0.1617027163		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202003		7		7353		202003735307		28		丹波ひかみ農業協同組合		7363		313521		2004115		ＤＩＡＭ世界好配当株オープン毎月決算		0.0154		-0.0337101178		0.1576047989		アセットマネジメントOne（株）

		202003		8		7353		202003735308		28		丹波ひかみ農業協同組合		7363		140814		1449329		ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン		0.00935		-0.002743417		0.162013104		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202003		9		7353		202003735309		28		丹波ひかみ農業協同組合		7363		140820		1348106		ＪＡ海外債券ファンド		0.0165		-0.004177577		0.0597891085		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202003		10		7353		202003735310		28		丹波ひかみ農業協同組合		7363		140821		673865		ＪＡ資産設計ファンド（安定型）		0.0143		0.0020252897		0.0468095587		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202003		11		7353		202003735311		28		丹波ひかみ農業協同組合		7363		140818		541239		ＪＡ日本債券ファンド		0.00484		0.0094253017		0.0207335662		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202003		12		7353		202003735312		28		丹波ひかみ農業協同組合		7363		140811		99786		農中ＵＳ債券オープン		0.01045		-0.0126010161		0.0732918991		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202003		1		7362		202003736201		28		丹波ささやま農業協同組合		7364		960001		18518		セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド		0.0059		0.0081004657		0.1041144082		セゾン投信（株）

		202003		1		7363		202003736301		28		淡路日の出農業協同組合		7365		313517		1066835		ＤＩＡＭハッピークローバー毎月決算コース		0.0143		-0.0302818934		0.0744462692		アセットマネジメントOne（株）

		202003		2		7363		202003736302		28		淡路日の出農業協同組合		7365		140814		980995		ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン		0.00935		-0.002743417		0.162013104		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202003		3		7363		202003736303		28		淡路日の出農業協同組合		7365		148013		913917		グローバル・ソブリン・オープン毎月決算型		0.01705		-0.0055966289		0.0518686015		三菱UFJ国際投信（株）

		202003		4		7363		202003736304		28		淡路日の出農業協同組合		7365		003030		313042		ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン		0.01958		-0.0144362561		0.1678892523		大和アセットマネジメント（株）

		202003		5		7363		202003736305		28		淡路日の出農業協同組合		7365		140816		278368		農中日経２２５オープン		0.00913		0.0113561675		0.1708576115		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202003		6		7363		202003736306		28		淡路日の出農業協同組合		7365		940607		229026		世界の財産３分法ファンド（毎月分配型）		0.01375		-0.0027799477		0.0936090007		日興アセットマネジメント（株）

		202003		7		7363		202003736307		28		淡路日の出農業協同組合		7365		140823		186108		ＪＡ資産設計ファンド（積極型）		0.0176		-0.0074899319		0.1142481066		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202003		8		7363		202003736308		28		淡路日の出農業協同組合		7365		140825		133528		ＮＺＡＭ日本好配当株オープン３ヵ月決算型		0.01386		-0.0051670095		0.1820597764		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202003		9		7363		202003736309		28		淡路日の出農業協同組合		7365		313521		117935		ＤＩＡＭ世界好配当株オープン毎月決算		0.0154		-0.0337101178		0.1576047989		アセットマネジメントOne（株）

		202003		10		7363		202003736310		28		淡路日の出農業協同組合		7365		960001		84158		セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド		0.0059		0.0081004657		0.1041144082		セゾン投信（株）

		202003		11		7363		202003736311		28		淡路日の出農業協同組合		7365		960002		77271		セゾン資産形成の達人ファンド		0.0155		0.0246189441		0.1772089522		セゾン投信（株）

		202003		1		7373		202003737301		28		あわじ島農業協同組合		7366		003030		7693902		ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン		0.01958		-0.0144362561		0.1678892523		大和アセットマネジメント（株）

		202003		2		7373		202003737302		28		あわじ島農業協同組合		7366		313517		3039589		ＤＩＡＭハッピークローバー毎月決算コース		0.0143		-0.0302818934		0.0744462692		アセットマネジメントOne（株）

		202003		3		7373		202003737303		28		あわじ島農業協同組合		7366		140816		97175		農中日経２２５オープン		0.00913		0.0113561675		0.1708576115		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202103		1		9928		202103992801		28		兵庫県合計 ヒョウゴ		9928		3030		189799001		ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン		0.01958		0.0643		0.165		大和アセットマネジメント（株）

		202103		19		9928		202103992819		28		兵庫県合計 ヒョウゴ		9928		140811		385324		農中ＵＳ債券オープン		0.01045		0.0027		0.069		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202103		5		9928		202103992805		28		兵庫県合計 ヒョウゴ		9928		140814		17778400		ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン		0.00935		0.0955		0.1521		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202103		4		9928		202103992804		28		兵庫県合計 ヒョウゴ		9928		140816		35271891		農中日経２２５オープン		0.00913		0.1327		0.1656		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202103		15		9928		202103992815		28		兵庫県合計 ヒョウゴ		9928		140817		1832533		ＪＡ日本株式ファンド		0.0165		0.1054		0.1566		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202103		10		9928		202103992810		28		兵庫県合計 ヒョウゴ		9928		140818		6189402		ＪＡ日本債券ファンド		0.00484		-0.0026		0.0191		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202103		11		9928		202103992811		28		兵庫県合計 ヒョウゴ		9928		140819		3985290		ＪＡ海外株式ファンド		0.0209		0.0737		0.1649		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202103		16		9928		202103992816		28		兵庫県合計 ヒョウゴ		9928		140820		1383730		ＪＡ海外債券ファンド		0.0165		0.0102		0.055		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202103		18		9928		202103992818		28		兵庫県合計 ヒョウゴ		9928		140821		755567		ＪＡ資産設計ファンド（安定型）		0.0143		0.0271		0.0452		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202103		20		9928		202103992820		28		兵庫県合計 ヒョウゴ		9928		140822		302871		ＪＡ資産設計ファンド（成長型）		0.0154		0.0502		0.0777		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202103		12		9928		202103992812		28		兵庫県合計 ヒョウゴ		9928		140823		3949684		ＪＡ資産設計ファンド（積極型）		0.0176		0.066		0.1082		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202103		17		9928		202103992817		28		兵庫県合計 ヒョウゴ		9928		140824		951056		ＪＡ海外債券ファンド（隔月分配型）		0.0165		0.0099		0.0548		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202103		8		9928		202103992808		28		兵庫県合計 ヒョウゴ		9928		140825		8508171		ＮＺＡＭ日本好配当株オープン３ヵ月決算型		0.01386		0.0871		0.178		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202103		6		9928		202103992806		28		兵庫県合計 ヒョウゴ		9928		140826		15188235		Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（毎月分配型）		0.0066		0.0475		0.1419		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202103		7		9928		202103992807		28		兵庫県合計 ヒョウゴ		9928		148013		10623135		グローバル・ソブリン・オープン毎月決算型		0.01705		0.0097		0.0486		三菱UFJ国際投信（株）

		202103		3		9928		202103992803		28		兵庫県合計 ヒョウゴ		9928		313517		45184352		ＤＩＡＭハッピークローバー毎月決算コース		0.0143		0.0176		0.0714		アセットマネジメントOne（株）

		202103		14		9928		202103992814		28		兵庫県合計 ヒョウゴ		9928		313521		2822334		ＤＩＡＭ世界好配当株オープン毎月決算		0.0154		0.0497		0.159		アセットマネジメントOne（株）

		202103		2		9928		202103992802		28		兵庫県合計 ヒョウゴ		9928		940607		106870135		世界の財産３分法ファンド（毎月分配型）		0.01375		0.0524		0.0939		日興アセットマネジメント（株）

		202103		13		9928		202103992813		28		兵庫県合計 ヒョウゴ		9928		960001		3908303		セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド		0.0059		0.0701		0.1		セゾン投信（株）

		202103		9		9928		202103992809		28		兵庫県合計 ヒョウゴ		9928		960002		7680476		セゾン資産形成の達人ファンド		0.0155		0.1355		0.1699		セゾン投信（株）

		202103		1		3028		202103302801		28		兵庫県信用農業協同組合連合会		7135		140817		770178		ＪＡ日本株式ファンド		0.0165		0.1054		0.1566		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202103		2		3028		202103302802		28		兵庫県信用農業協同組合連合会		7135		140816		447993		農中日経２２５オープン		0.00913		0.1327		0.1656		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202103		3		3028		202103302803		28		兵庫県信用農業協同組合連合会		7135		140819		106948		ＪＡ海外株式ファンド		0.0209		0.0737		0.1649		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202103		4		3028		202103302804		28		兵庫県信用農業協同組合連合会		7135		940607		100763		世界の財産３分法ファンド（毎月分配型）		0.01375		0.0524		0.0939		日興アセットマネジメント（株）

		202103		5		3028		202103302805		28		兵庫県信用農業協同組合連合会		7135		313517		37420		ＤＩＡＭハッピークローバー毎月決算コース		0.0143		0.0176		0.0714		アセットマネジメントOne（株）

		202103		6		3028		202103302806		28		兵庫県信用農業協同組合連合会		7135		140811		19443		農中ＵＳ債券オープン		0.01045		0.0027		0.069		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202103		1		7213		202103721301		28		兵庫六甲農業協同組合		7353		140814		14092518		ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン		0.00935		0.0955		0.1521		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202103		2		7213		202103721302		28		兵庫六甲農業協同組合		7353		960002		6366277		セゾン資産形成の達人ファンド		0.0155		0.1355		0.1699		セゾン投信（株）

		202103		3		7213		202103721303		28		兵庫六甲農業協同組合		7353		140823		3567719		ＪＡ資産設計ファンド（積極型）		0.0176		0.066		0.1082		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202103		4		7213		202103721304		28		兵庫六甲農業協同組合		7353		960001		2428297		セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド		0.0059		0.0701		0.1		セゾン投信（株）

		202103		5		7213		202103721305		28		兵庫六甲農業協同組合		7353		313517		1252277		ＤＩＡＭハッピークローバー毎月決算コース		0.0143		0.0176		0.0714		アセットマネジメントOne（株）

		202103		6		7213		202103721306		28		兵庫六甲農業協同組合		7353		140817		1062355		ＪＡ日本株式ファンド		0.0165		0.1054		0.1566		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202103		7		7213		202103721307		28		兵庫六甲農業協同組合		7353		140826		847111		Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（毎月分配型）		0.0066		0.0475		0.1419		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202103		8		7213		202103721308		28		兵庫六甲農業協同組合		7353		140816		515627		農中日経２２５オープン		0.00913		0.1327		0.1656		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202103		9		7213		202103721309		28		兵庫六甲農業協同組合		7353		140822		302871		ＪＡ資産設計ファンド（成長型）		0.0154		0.0502		0.0777		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202103		10		7213		202103721310		28		兵庫六甲農業協同組合		7353		140811		265061		農中ＵＳ債券オープン		0.01045		0.0027		0.069		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202103		11		7213		202103721311		28		兵庫六甲農業協同組合		7353		140818		200501		ＪＡ日本債券ファンド		0.00484		-0.0026		0.0191		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202103		12		7213		202103721312		28		兵庫六甲農業協同組合		7353		3030		164941		ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン		0.01958		0.0643		0.165		大和アセットマネジメント（株）

		202103		13		7213		202103721313		28		兵庫六甲農業協同組合		7353		313521		23821		ＤＩＡＭ世界好配当株オープン毎月決算		0.0154		0.0497		0.159		アセットマネジメントOne（株）

		202103		1		7239		202103723901		28		あかし農業協同組合		7354		313517		10587178		ＤＩＡＭハッピークローバー毎月決算コース		0.0143		0.0176		0.0714		アセットマネジメントOne（株）

		202103		2		7239		202103723902		28		あかし農業協同組合		7354		140818		4969682		ＪＡ日本債券ファンド		0.00484		-0.0026		0.0191		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202103		3		7239		202103723903		28		あかし農業協同組合		7354		960001		407638		セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド		0.0059		0.0701		0.1		セゾン投信（株）

		202103		4		7239		202103723904		28		あかし農業協同組合		7354		960002		391897		セゾン資産形成の達人ファンド		0.0155		0.1355		0.1699		セゾン投信（株）

		202103		5		7239		202103723905		28		あかし農業協同組合		7354		140816		294037		農中日経２２５オープン		0.00913		0.1327		0.1656		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202103		1		7240		202103724001		28		兵庫南農業協同組合		7355		3030		25874916		ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン		0.01958		0.0643		0.165		大和アセットマネジメント（株）

		202103		2		7240		202103724002		28		兵庫南農業協同組合		7355		313517		6023217		ＤＩＡＭハッピークローバー毎月決算コース		0.0143		0.0176		0.0714		アセットマネジメントOne（株）

		202103		3		7240		202103724003		28		兵庫南農業協同組合		7355		940607		3998679		世界の財産３分法ファンド（毎月分配型）		0.01375		0.0524		0.0939		日興アセットマネジメント（株）

		202103		4		7240		202103724004		28		兵庫南農業協同組合		7355		148013		2497917		グローバル・ソブリン・オープン毎月決算型		0.01705		0.0097		0.0486		三菱UFJ国際投信（株）

		202103		5		7240		202103724005		28		兵庫南農業協同組合		7355		960001		660110		セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド		0.0059		0.0701		0.1		セゾン投信（株）

		202103		6		7240		202103724006		28		兵庫南農業協同組合		7355		960002		331875		セゾン資産形成の達人ファンド		0.0155		0.1355		0.1699		セゾン投信（株）

		202103		7		7240		202103724007		28		兵庫南農業協同組合		7355		140826		165615		Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（毎月分配型）		0.0066		0.0475		0.1419		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202103		8		7240		202103724008		28		兵庫南農業協同組合		7355		140816		155197		農中日経２２５オープン		0.00913		0.1327		0.1656		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202103		9		7240		202103724009		28		兵庫南農業協同組合		7355		140814		139184		ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン		0.00935		0.0955		0.1521		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202103		1		7249		202103724901		28		みのり農業協同組合		7356		940607		7123551		世界の財産３分法ファンド（毎月分配型）		0.01375		0.0524		0.0939		日興アセットマネジメント（株）

		202103		2		7249		202103724902		28		みのり農業協同組合		7356		3030		3778016		ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン		0.01958		0.0643		0.165		大和アセットマネジメント（株）

		202103		3		7249		202103724903		28		みのり農業協同組合		7356		313517		2109955		ＤＩＡＭハッピークローバー毎月決算コース		0.0143		0.0176		0.0714		アセットマネジメントOne（株）

		202103		4		7249		202103724904		28		みのり農業協同組合		7356		140825		1578334		ＮＺＡＭ日本好配当株オープン３ヵ月決算型		0.01386		0.0871		0.178		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202103		5		7249		202103724905		28		みのり農業協同組合		7356		140816		775502		農中日経２２５オープン		0.00913		0.1327		0.1656		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202103		1		7264		202103726401		28		兵庫みらい農業協同組合		7357		3030		444800		ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン		0.01958		0.0643		0.165		大和アセットマネジメント（株）

		202103		1		7288		202103728801		28		兵庫西農業協同組合		7359		140826		14175509		Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（毎月分配型）		0.0066		0.0475		0.1419		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202103		2		7288		202103728802		28		兵庫西農業協同組合		7359		140816		1975573		農中日経２２５オープン		0.00913		0.1327		0.1656		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202103		3		7288		202103728803		28		兵庫西農業協同組合		7359		140819		140074		ＪＡ海外株式ファンド		0.0209		0.0737		0.1649		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202103		4		7288		202103728804		28		兵庫西農業協同組合		7359		140814		113781		ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン		0.00935		0.0955		0.1521		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202103		5		7288		202103728805		28		兵庫西農業協同組合		7359		940607		80095		世界の財産３分法ファンド（毎月分配型）		0.01375		0.0524		0.0939		日興アセットマネジメント（株）

		202103		6		7288		202103728806		28		兵庫西農業協同組合		7359		960001		44604		セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド		0.0059		0.0701		0.1		セゾン投信（株）

		202103		1		7338		202103733801		28		たじま農業協同組合		7362		3030		59191792		ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン		0.01958		0.0643		0.165		大和アセットマネジメント（株）

		202103		2		7338		202103733802		28		たじま農業協同組合		7362		940607		37135084		世界の財産３分法ファンド（毎月分配型）		0.01375		0.0524		0.0939		日興アセットマネジメント（株）

		202103		3		7338		202103733803		28		たじま農業協同組合		7362		140816		21163148		農中日経２２５オープン		0.00913		0.1327		0.1656		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202103		4		7338		202103733804		28		たじま農業協同組合		7362		313517		9999786		ＤＩＡＭハッピークローバー毎月決算コース		0.0143		0.0176		0.0714		アセットマネジメントOne（株）

		202103		5		7338		202103733805		28		たじま農業協同組合		7362		140825		6743712		ＮＺＡＭ日本好配当株オープン３ヵ月決算型		0.01386		0.0871		0.178		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202103		6		7338		202103733806		28		たじま農業協同組合		7362		140824		951056		ＪＡ海外債券ファンド（隔月分配型）		0.0165		0.0099		0.0548		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202103		7		7338		202103733807		28		たじま農業協同組合		7362		140818		365252		ＪＡ日本債券ファンド		0.00484		-0.0026		0.0191		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202103		8		7338		202103733808		28		たじま農業協同組合		7362		960002		30298		セゾン資産形成の達人ファンド		0.0155		0.1355		0.1699		セゾン投信（株）

		202103		1		7353		202103735301		28		丹波ひかみ農業協同組合		7363		3030		89504217		ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン		0.01958		0.0643		0.165		大和アセットマネジメント（株）

		202103		2		7353		202103735302		28		丹波ひかみ農業協同組合		7363		940607		58146951		世界の財産３分法ファンド（毎月分配型）		0.01375		0.0524		0.0939		日興アセットマネジメント（株）

		202103		3		7353		202103735303		28		丹波ひかみ農業協同組合		7363		313517		10401916		ＤＩＡＭハッピークローバー毎月決算コース		0.0143		0.0176		0.0714		アセットマネジメントOne（株）

		202103		4		7353		202103735304		28		丹波ひかみ農業協同組合		7363		140816		9223669		農中日経２２５オープン		0.00913		0.1327		0.1656		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202103		5		7353		202103735305		28		丹波ひかみ農業協同組合		7363		148013		7201276		グローバル・ソブリン・オープン毎月決算型		0.01705		0.0097		0.0486		三菱UFJ国際投信（株）

		202103		6		7353		202103735306		28		丹波ひかみ農業協同組合		7363		140819		3738268		ＪＡ海外株式ファンド		0.0209		0.0737		0.1649		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202103		7		7353		202103735307		28		丹波ひかみ農業協同組合		7363		313521		2642982		ＤＩＡＭ世界好配当株オープン毎月決算		0.0154		0.0497		0.159		アセットマネジメントOne（株）

		202103		8		7353		202103735308		28		丹波ひかみ農業協同組合		7363		140814		2043892		ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン		0.00935		0.0955		0.1521		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202103		9		7353		202103735309		28		丹波ひかみ農業協同組合		7363		140820		1383730		ＪＡ海外債券ファンド		0.0165		0.0102		0.055		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202103		10		7353		202103735310		28		丹波ひかみ農業協同組合		7363		140821		755567		ＪＡ資産設計ファンド（安定型）		0.0143		0.0271		0.0452		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202103		11		7353		202103735311		28		丹波ひかみ農業協同組合		7363		140818		653967		ＪＡ日本債券ファンド		0.00484		-0.0026		0.0191		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202103		12		7353		202103735312		28		丹波ひかみ農業協同組合		7363		140811		100820		農中ＵＳ債券オープン		0.01045		0.0027		0.069		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202103		1		7362		202103736201		28		丹波ささやま農業協同組合		7364		960001		90096		セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド		0.0059		0.0701		0.1		セゾン投信（株）

		202103		1		7363		202103736301		28		淡路日の出農業協同組合		7365		140814		1389025		ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン		0.00935		0.0955		0.1521		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202103		2		7363		202103736302		28		淡路日の出農業協同組合		7365		313517		1239378		ＤＩＡＭハッピークローバー毎月決算コース		0.0143		0.0176		0.0714		アセットマネジメントOne（株）

		202103		3		7363		202103736303		28		淡路日の出農業協同組合		7365		148013		923942		グローバル・ソブリン・オープン毎月決算型		0.01705		0.0097		0.0486		三菱UFJ国際投信（株）

		202103		4		7363		202103736304		28		淡路日の出農業協同組合		7365		140816		426440		農中日経２２５オープン		0.00913		0.1327		0.1656		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202103		5		7363		202103736305		28		淡路日の出農業協同組合		7365		3030		423816		ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン		0.01958		0.0643		0.165		大和アセットマネジメント（株）

		202103		6		7363		202103736306		28		淡路日の出農業協同組合		7365		140823		381965		ＪＡ資産設計ファンド（積極型）		0.0176		0.066		0.1082		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202103		7		7363		202103736307		28		淡路日の出農業協同組合		7365		940607		285012		世界の財産３分法ファンド（毎月分配型）		0.01375		0.0524		0.0939		日興アセットマネジメント（株）

		202103		8		7363		202103736308		28		淡路日の出農業協同組合		7365		960002		263989		セゾン資産形成の達人ファンド		0.0155		0.1355		0.1699		セゾン投信（株）

		202103		9		7363		202103736309		28		淡路日の出農業協同組合		7365		960001		240337		セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド		0.0059		0.0701		0.1		セゾン投信（株）

		202103		10		7363		202103736310		28		淡路日の出農業協同組合		7365		140825		186125		ＮＺＡＭ日本好配当株オープン３ヵ月決算型		0.01386		0.0871		0.178		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202103		11		7363		202103736311		28		淡路日の出農業協同組合		7365		313521		155531		ＤＩＡＭ世界好配当株オープン毎月決算		0.0154		0.0497		0.159		アセットマネジメントOne（株）

		202103		1		7373		202103737301		28		あわじ島農業協同組合		7366		3030		10416503		ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン		0.01958		0.0643		0.165		大和アセットマネジメント（株）

		202103		2		7373		202103737302		28		あわじ島農業協同組合		7366		313517		3533225		ＤＩＡＭハッピークローバー毎月決算コース		0.0143		0.0176		0.0714		アセットマネジメントOne（株）

		202103		3		7373		202103737303		28		あわじ島農業協同組合		7366		960002		296140		セゾン資産形成の達人ファンド		0.0155		0.1355		0.1699		セゾン投信（株）

		202103		4		7373		202103737304		28		あわじ島農業協同組合		7366		140816		294705		農中日経２２５オープン		0.00913		0.1327		0.1656		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202103		5		7373		202103737305		28		あわじ島農業協同組合		7366		960001		37221		セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド		0.0059		0.0701		0.1		セゾン投信（株）

		202109		1		9928		202109992801		28		兵庫県合計 ヒョウゴ		9928		3030		203914159		ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン		0.01958		0.1010146142		0.160852738		大和アセットマネジメント（株）

		202109		8		9928		202109992808		28		兵庫県合計 ヒョウゴ		9928		313565		11146973		Oneニッポン債券オープン		0.00913		0.0209461739		0.0304636123		アセットマネジメントOne（株）

		202109		6		9928		202109992806		28		兵庫県合計 ヒョウゴ		9928		140814		17524826		ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン		0.00935		0.1078117704		0.1449184089		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202109		4		9928		202109992804		28		兵庫県合計 ヒョウゴ		9928		140816		32782957		農中日経２２５オープン		0.00913		0.1387235496		0.1601273976		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202109		16		9928		202109992816		28		兵庫県合計 ヒョウゴ		9928		140817		1984649		ＪＡ日本株式ファンド		0.0165		0.1248752268		0.1509604204		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202109		12		9928		202109992812		28		兵庫県合計 ヒョウゴ		9928		140818		6262017		ＪＡ日本債券ファンド		0.00484		-0.0032548355		0.0171517356		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202109		14		9928		202109992814		28		兵庫県合計 ヒョウゴ		9928		140819		4236758		ＪＡ海外株式ファンド		0.0209		0.1079999989		0.1565573849		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202109		17		9928		202109992817		28		兵庫県合計 ヒョウゴ		9928		140820		1388611		ＪＡ海外債券ファンド		0.0165		0.030877619		0.0443584032		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202109		19		9928		202109992819		28		兵庫県合計 ヒョウゴ		9928		140821		768504		ＪＡ資産設計ファンド（安定型）		0.0143		0.0346569888		0.0428996326		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202109		20		9928		202109992820		28		兵庫県合計 ヒョウゴ		9928		140822		311557		ＪＡ資産設計ファンド（成長型）		0.0154		0.0636781263		0.0730376208		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202109		13		9928		202109992813		28		兵庫県合計 ヒョウゴ		9928		140823		4239467		ＪＡ資産設計ファンド（積極型）		0.0176		0.0852346167		0.1015971365		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202109		18		9928		202109992818		28		兵庫県合計 ヒョウゴ		9928		140824		948859		ＪＡ海外債券ファンド（隔月分配型）		0.0165		0.0305661379		0.0441586892		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202109		11		9928		202109992811		28		兵庫県合計 ヒョウゴ		9928		140825		8718326		ＮＺＡＭ日本好配当株オープン３ヵ月決算型		0.01386		0.0966165855		0.1668962583		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202109		7		9928		202109992807		28		兵庫県合計 ヒョウゴ		9928		140826		16842660		Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（毎月分配型）		0.0066		0.0617782995		0.1426215161		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202109		9		9928		202109992809		28		兵庫県合計 ヒョウゴ		9928		148013		10540767		グローバル・ソブリン・オープン毎月決算型		0.01705		0.0269890792		0.041137482		三菱UFJ国際投信（株）

		202109		3		9928		202109992803		28		兵庫県合計 ヒョウゴ		9928		313517		41550129		ＤＩＡＭハッピークローバー毎月決算コース		0.0143		0.0299818801		0.0683873859		アセットマネジメントOne（株）

		202109		15		9928		202109992815		28		兵庫県合計 ヒョウゴ		9928		313521		2893196		ＤＩＡＭ世界好配当株オープン毎月決算		0.0154		0.0748404505		0.1543712249		アセットマネジメントOne（株）

		202109		2		9928		202109992802		28		兵庫県合計 ヒョウゴ		9928		940607		101702046		世界の財産３分法ファンド（毎月分配型）		0.01375		0.0721815881		0.0892847276		日興アセットマネジメント（株）

		202109		10		9928		202109992810		28		兵庫県合計 ヒョウゴ		9928		960001		8786929		セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド		0.0059		0.0925958851		0.090035363		セゾン投信（株）

		202109		5		9928		202109992805		28		兵庫県合計 ヒョウゴ		9928		960002		19219078		セゾン資産形成の達人ファンド		0.0155		0.1547485945		0.1576547262		セゾン投信（株）

		202109		1		3028		202109302801		28		兵庫県信用農業協同組合連合会		7135		140816		451961		農中日経２２５オープン		0.00913		0.1387235496		0.1601273976		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202109		2		3028		202109302802		28		兵庫県信用農業協同組合連合会		7135		140817		806361		ＪＡ日本株式ファンド		0.0165		0.1248752268		0.1509604204		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202109		3		3028		202109302803		28		兵庫県信用農業協同組合連合会		7135		140819		113698		ＪＡ海外株式ファンド		0.0209		0.1079999989		0.1565573849		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202109		4		3028		202109302804		28		兵庫県信用農業協同組合連合会		7135		313517		36425		ＤＩＡＭハッピークローバー毎月決算コース		0.0143		0.0299818801		0.0683873859		アセットマネジメントOne（株）

		202109		5		3028		202109302805		28		兵庫県信用農業協同組合連合会		7135		940607		105926		世界の財産３分法ファンド（毎月分配型）		0.01375		0.0721815881		0.0892847276		日興アセットマネジメント（株）

		202109		1		7213		202109721301		28		兵庫六甲農業協同組合		7353		3030		179998		ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン		0.01958		0.1010146142		0.160852738		大和アセットマネジメント（株）

		202109		2		7213		202109721302		28		兵庫六甲農業協同組合		7353		140814		15129511		ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン		0.00935		0.1078117704		0.1449184089		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202109		3		7213		202109721303		28		兵庫六甲農業協同組合		7353		140816		599257		農中日経２２５オープン		0.00913		0.1387235496		0.1601273976		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202109		4		7213		202109721304		28		兵庫六甲農業協同組合		7353		140817		1178288		ＪＡ日本株式ファンド		0.0165		0.1248752268		0.1509604204		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202109		5		7213		202109721305		28		兵庫六甲農業協同組合		7353		140818		200914		ＪＡ日本債券ファンド		0.00484		-0.0032548355		0.0171517356		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202109		6		7213		202109721306		28		兵庫六甲農業協同組合		7353		140822		311557		ＪＡ資産設計ファンド（成長型）		0.0154		0.0636781263		0.0730376208		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202109		7		7213		202109721307		28		兵庫六甲農業協同組合		7353		140823		3781712		ＪＡ資産設計ファンド（積極型）		0.0176		0.0852346167		0.1015971365		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202109		8		7213		202109721308		28		兵庫六甲農業協同組合		7353		140826		883244		Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（毎月分配型）		0.0066		0.0617782995		0.1426215161		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202109		9		7213		202109721309		28		兵庫六甲農業協同組合		7353		313517		1343724		ＤＩＡＭハッピークローバー毎月決算コース		0.0143		0.0299818801		0.0683873859		アセットマネジメントOne（株）

		202109		10		7213		202109721310		28		兵庫六甲農業協同組合		7353		313521		24762		ＤＩＡＭ世界好配当株オープン毎月決算		0.0154		0.0748404505		0.1543712249		アセットマネジメントOne（株）

		202109		11		7213		202109721311		28		兵庫六甲農業協同組合		7353		960001		3713117		セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド		0.0059		0.0925958851		0.090035363		セゾン投信（株）

		202109		12		7213		202109721312		28		兵庫六甲農業協同組合		7353		960002		9542869		セゾン資産形成の達人ファンド		0.0155		0.1547485945		0.1576547262		セゾン投信（株）

		202109		1		7239		202109723901		28		あかし農業協同組合		7354		140816		509718		農中日経２２５オープン		0.00913		0.1387235496		0.1601273976		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202109		2		7239		202109723902		28		あかし農業協同組合		7354		140818		4979881		ＪＡ日本債券ファンド		0.00484		-0.0032548355		0.0171517356		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202109		3		7239		202109723903		28		あかし農業協同組合		7354		140826		192284		Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（毎月分配型）		0.0066		0.0617782995		0.1426215161		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202109		4		7239		202109723904		28		あかし農業協同組合		7354		313517		10305806		ＤＩＡＭハッピークローバー毎月決算コース		0.0143		0.0299818801		0.0683873859		アセットマネジメントOne（株）

		202109		5		7239		202109723905		28		あかし農業協同組合		7354		313565		5995181		Oneニッポン債券オープン		0.00913		0.0209461739		0.0304636123		アセットマネジメントOne（株）

		202109		6		7239		202109723906		28		あかし農業協同組合		7354		960001		1294142		セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド		0.0059		0.0925958851		0.090035363		セゾン投信（株）

		202109		7		7239		202109723907		28		あかし農業協同組合		7354		960002		1947331		セゾン資産形成の達人ファンド		0.0155		0.1547485945		0.1576547262		セゾン投信（株）

		202109		1		7240		202109724001		28		兵庫南農業協同組合		7355		3030		28259464		ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン		0.01958		0.1010146142		0.160852738		大和アセットマネジメント（株）

		202109		2		7240		202109724002		28		兵庫南農業協同組合		7355		140814		145152		ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン		0.00935		0.1078117704		0.1449184089		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202109		3		7240		202109724003		28		兵庫南農業協同組合		7355		140816		361414		農中日経２２５オープン		0.00913		0.1387235496		0.1601273976		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202109		4		7240		202109724004		28		兵庫南農業協同組合		7355		140826		494586		Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（毎月分配型）		0.0066		0.0617782995		0.1426215161		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202109		5		7240		202109724005		28		兵庫南農業協同組合		7355		148013		2504710		グローバル・ソブリン・オープン毎月決算型		0.01705		0.0269890792		0.041137482		三菱UFJ国際投信（株）

		202109		6		7240		202109724006		28		兵庫南農業協同組合		7355		313517		5716727		ＤＩＡＭハッピークローバー毎月決算コース		0.0143		0.0299818801		0.0683873859		アセットマネジメントOne（株）

		202109		7		7240		202109724007		28		兵庫南農業協同組合		7355		313565		3465806		Oneニッポン債券オープン		0.00913		0.0209461739		0.0304636123		アセットマネジメントOne（株）

		202109		8		7240		202109724008		28		兵庫南農業協同組合		7355		940607		4183252		世界の財産３分法ファンド（毎月分配型）		0.01375		0.0721815881		0.0892847276		日興アセットマネジメント（株）

		202109		9		7240		202109724009		28		兵庫南農業協同組合		7355		960001		1728727		セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド		0.0059		0.0925958851		0.090035363		セゾン投信（株）

		202109		10		7240		202109724010		28		兵庫南農業協同組合		7355		960002		1767486		セゾン資産形成の達人ファンド		0.0155		0.1547485945		0.1576547262		セゾン投信（株）

		202109		1		7249		202109724901		28		みのり農業協同組合		7356		3030		4191239		ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン		0.01958		0.1010146142		0.160852738		大和アセットマネジメント（株）

		202109		2		7249		202109724902		28		みのり農業協同組合		7356		140816		1101389		農中日経２２５オープン		0.00913		0.1387235496		0.1601273976		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202109		3		7249		202109724903		28		みのり農業協同組合		7356		140825		1645311		ＮＺＡＭ日本好配当株オープン３ヵ月決算型		0.01386		0.0966165855		0.1668962583		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202109		4		7249		202109724904		28		みのり農業協同組合		7356		140826		473607		Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（毎月分配型）		0.0066		0.0617782995		0.1426215161		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202109		5		7249		202109724905		28		みのり農業協同組合		7356		313517		2053880		ＤＩＡＭハッピークローバー毎月決算コース		0.0143		0.0299818801		0.0683873859		アセットマネジメントOne（株）

		202109		6		7249		202109724906		28		みのり農業協同組合		7356		313565		99487		Oneニッポン債券オープン		0.00913		0.0209461739		0.0304636123		アセットマネジメントOne（株）

		202109		7		7249		202109724907		28		みのり農業協同組合		7356		960001		297777		セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド		0.0059		0.0925958851		0.090035363		セゾン投信（株）

		202109		8		7249		202109724908		28		みのり農業協同組合		7356		960002		311277		セゾン資産形成の達人ファンド		0.0155		0.1547485945		0.1576547262		セゾン投信（株）

		202109		1		7264		202109726401		28		兵庫みらい農業協同組合		7357		3030		485405		ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン		0.01958		0.1010146142		0.160852738		大和アセットマネジメント（株）

		202109		2		7264		202109726402		28		兵庫みらい農業協同組合		7357		960001		223905		セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド		0.0059		0.0925958851		0.090035363		セゾン投信（株）

		202109		3		7264		202109726403		28		兵庫みらい農業協同組合		7357		960002		775455		セゾン資産形成の達人ファンド		0.0155		0.1547485945		0.1576547262		セゾン投信（株）

		202109		1		7274		202109727401		28		加古川市南農業協同組合		7358		960002		118182		セゾン資産形成の達人ファンド		0.0155		0.1547485945		0.1576547262		セゾン投信（株）

		202109		1		7288		202109728801		28		兵庫西農業協同組合		7359		140814		118659		ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン		0.00935		0.1078117704		0.1449184089		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202109		2		7288		202109728802		28		兵庫西農業協同組合		7359		140816		1985369		農中日経２２５オープン		0.00913		0.1387235496		0.1601273976		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202109		3		7288		202109728803		28		兵庫西農業協同組合		7359		140819		148915		ＪＡ海外株式ファンド		0.0209		0.1079999989		0.1565573849		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202109		4		7288		202109728804		28		兵庫西農業協同組合		7359		140826		14798939		Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（毎月分配型）		0.0066		0.0617782995		0.1426215161		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202109		5		7288		202109728805		28		兵庫西農業協同組合		7359		940607		83792		世界の財産３分法ファンド（毎月分配型）		0.01375		0.0721815881		0.0892847276		日興アセットマネジメント（株）

		202109		6		7288		202109728806		28		兵庫西農業協同組合		7359		960001		349577		セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド		0.0059		0.0925958851		0.090035363		セゾン投信（株）

		202109		7		7288		202109728807		28		兵庫西農業協同組合		7359		960002		2183103		セゾン資産形成の達人ファンド		0.0155		0.1547485945		0.1576547262		セゾン投信（株）

		202109		1		7316		202109731601		28		相生市農業協同組合		7360		960001		9929		セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド		0.0059		0.0925958851		0.090035363		セゾン投信（株）

		202109		2		7316		202109731602		28		相生市農業協同組合		7360		960002		138514		セゾン資産形成の達人ファンド		0.0155		0.1547485945		0.1576547262		セゾン投信（株）

		202109		1		7326		202109732601		28		ハリマ農業協同組合		7361		140816		2046871		農中日経２２５オープン		0.00913		0.1387235496		0.1601273976		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202109		2		7326		202109732602		28		ハリマ農業協同組合		7361		313565		991562		Oneニッポン債券オープン		0.00913		0.0209461739		0.0304636123		アセットマネジメントOne（株）

		202109		3		7326		202109732603		28		ハリマ農業協同組合		7361		960001		24887		セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド		0.0059		0.0925958851		0.090035363		セゾン投信（株）

		202109		4		7326		202109732604		28		ハリマ農業協同組合		7361		960002		102580		セゾン資産形成の達人ファンド		0.0155		0.1547485945		0.1576547262		セゾン投信（株）

		202109		1		7338		202109733801		28		たじま農業協同組合		7362		3030		64331507		ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン		0.01958		0.1010146142		0.160852738		大和アセットマネジメント（株）

		202109		2		7338		202109733802		28		たじま農業協同組合		7362		140816		18133863		農中日経２２５オープン		0.00913		0.1387235496		0.1601273976		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202109		3		7338		202109733803		28		たじま農業協同組合		7362		140818		366003		ＪＡ日本債券ファンド		0.00484		-0.0032548355		0.0171517356		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202109		4		7338		202109733804		28		たじま農業協同組合		7362		140824		948859		ＪＡ海外債券ファンド（隔月分配型）		0.0165		0.0305661379		0.0441586892		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202109		5		7338		202109733805		28		たじま農業協同組合		7362		140825		6883045		ＮＺＡＭ日本好配当株オープン３ヵ月決算型		0.01386		0.0966165855		0.1668962583		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202109		6		7338		202109733806		28		たじま農業協同組合		7362		313517		9739635		ＤＩＡＭハッピークローバー毎月決算コース		0.0143		0.0299818801		0.0683873859		アセットマネジメントOne（株）

		202109		7		7338		202109733807		28		たじま農業協同組合		7362		940607		36366084		世界の財産３分法ファンド（毎月分配型）		0.01375		0.0721815881		0.0892847276		日興アセットマネジメント（株）

		202109		8		7338		202109733808		28		たじま農業協同組合		7362		960001		318803		セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド		0.0059		0.0925958851		0.090035363		セゾン投信（株）

		202109		9		7338		202109733809		28		たじま農業協同組合		7362		960002		899022		セゾン資産形成の達人ファンド		0.0155		0.1547485945		0.1576547262		セゾン投信（株）

		202109		1		7353		202109735301		28		丹波ひかみ農業協同組合		7363		3030		94636641		ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン		0.01958		0.1010146142		0.160852738		大和アセットマネジメント（株）

		202109		2		7353		202109735302		28		丹波ひかみ農業協同組合		7363		140814		2131504		ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン		0.00935		0.1078117704		0.1449184089		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202109		3		7353		202109735303		28		丹波ひかみ農業協同組合		7363		140816		7165272		農中日経２２５オープン		0.00913		0.1387235496		0.1601273976		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202109		4		7353		202109735304		28		丹波ひかみ農業協同組合		7363		140818		715219		ＪＡ日本債券ファンド		0.00484		-0.0032548355		0.0171517356		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202109		5		7353		202109735305		28		丹波ひかみ農業協同組合		7363		140819		3974145		ＪＡ海外株式ファンド		0.0209		0.1079999989		0.1565573849		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202109		6		7353		202109735306		28		丹波ひかみ農業協同組合		7363		140820		1388611		ＪＡ海外債券ファンド		0.0165		0.030877619		0.0443584032		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202109		7		7353		202109735307		28		丹波ひかみ農業協同組合		7363		140821		768504		ＪＡ資産設計ファンド（安定型）		0.0143		0.0346569888		0.0428996326		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202109		8		7353		202109735308		28		丹波ひかみ農業協同組合		7363		148013		7113600		グローバル・ソブリン・オープン毎月決算型		0.01705		0.0269890792		0.041137482		三菱UFJ国際投信（株）

		202109		9		7353		202109735309		28		丹波ひかみ農業協同組合		7363		313517		7707316		ＤＩＡＭハッピークローバー毎月決算コース		0.0143		0.0299818801		0.0683873859		アセットマネジメントOne（株）

		202109		10		7353		202109735310		28		丹波ひかみ農業協同組合		7363		313521		2709017		ＤＩＡＭ世界好配当株オープン毎月決算		0.0154		0.0748404505		0.1543712249		アセットマネジメントOne（株）

		202109		11		7353		202109735311		28		丹波ひかみ農業協同組合		7363		940607		60664824		世界の財産３分法ファンド（毎月分配型）		0.01375		0.0721815881		0.0892847276		日興アセットマネジメント（株）

		202109		1		7362		202109736201		28		丹波ささやま農業協同組合		7364		960001		154312		セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド		0.0059		0.0925958851		0.090035363		セゾン投信（株）

		202109		2		7362		202109736202		28		丹波ささやま農業協同組合		7364		960002		89614		セゾン資産形成の達人ファンド		0.0155		0.1547485945		0.1576547262		セゾン投信（株）

		202109		1		7363		202109736301		28		淡路日の出農業協同組合		7365		3030		462505		ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン		0.01958		0.1010146142		0.160852738		大和アセットマネジメント（株）

		202109		2		7363		202109736302		28		淡路日の出農業協同組合		7365		140816		427843		農中日経２２５オープン		0.00913		0.1387235496		0.1601273976		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202109		3		7363		202109736303		28		淡路日の出農業協同組合		7365		140823		457755		ＪＡ資産設計ファンド（積極型）		0.0176		0.0852346167		0.1015971365		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202109		4		7363		202109736304		28		淡路日の出農業協同組合		7365		140825		189970		ＮＺＡＭ日本好配当株オープン３ヵ月決算型		0.01386		0.0966165855		0.1668962583		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202109		5		7363		202109736305		28		淡路日の出農業協同組合		7365		148013		922457		グローバル・ソブリン・オープン毎月決算型		0.01705		0.0269890792		0.041137482		三菱UFJ国際投信（株）

		202109		6		7363		202109736306		28		淡路日の出農業協同組合		7365		313517		1206439		ＤＩＡＭハッピークローバー毎月決算コース		0.0143		0.0299818801		0.0683873859		アセットマネジメントOne（株）

		202109		7		7363		202109736307		28		淡路日の出農業協同組合		7365		313521		159417		ＤＩＡＭ世界好配当株オープン毎月決算		0.0154		0.0748404505		0.1543712249		アセットマネジメントOne（株）

		202109		8		7363		202109736308		28		淡路日の出農業協同組合		7365		313565		594937		Oneニッポン債券オープン		0.00913		0.0209461739		0.0304636123		アセットマネジメントOne（株）

		202109		9		7363		202109736309		28		淡路日の出農業協同組合		7365		940607		298168		世界の財産３分法ファンド（毎月分配型）		0.01375		0.0721815881		0.0892847276		日興アセットマネジメント（株）

		202109		10		7363		202109736310		28		淡路日の出農業協同組合		7365		960001		477639		セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド		0.0059		0.0925958851		0.090035363		セゾン投信（株）

		202109		11		7363		202109736311		28		淡路日の出農業協同組合		7365		960002		521298		セゾン資産形成の達人ファンド		0.0155		0.1547485945		0.1576547262		セゾン投信（株）

		202109		1		7373		202109737301		28		あわじ島農業協同組合		7366		3030		11367400		ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン		0.01958		0.1010146142		0.160852738		大和アセットマネジメント（株）

		202109		2		7373		202109737302		28		あわじ島農業協同組合		7366		313517		3440177		ＤＩＡＭハッピークローバー毎月決算コース		0.0143		0.0299818801		0.0683873859		アセットマネジメントOne（株）

		202109		3		7373		202109737303		28		あわじ島農業協同組合		7366		960001		194114		セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド		0.0059		0.0925958851		0.090035363		セゾン投信（株）

		202109		4		7373		202109737304		28		あわじ島農業協同組合		7366		960002		822347		セゾン資産形成の達人ファンド		0.0155		0.1547485945		0.1576547262		セゾン投信（株）

		202203		1		9928		202203992801		28		兵庫県合計 ヒョウゴ		9928		3030		227179770		ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン		0.01958		0.1269209684		0.1711985484		大和アセットマネジメント（株）

		202203		9		9928		202203992809		28		兵庫県合計 ヒョウゴ		9928		313565		14775032		Oneニッポン債券オープン		0.00913		0.0236198999		0.0275825143		アセットマネジメントOne（株）

		202203		20		9928		202203992820		28		兵庫県合計 ヒョウゴ		9928		140811		416793		農中US債券ｵｰﾌﾟﾝ		0.01045		0.0202480467		0.0521497894		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202203		7		9928		202203992807		28		兵庫県合計 ヒョウゴ		9928		140814		17411510		ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン		0.00935		0.0700465954		0.1467153294		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202203		5		9928		202203992805		28		兵庫県合計 ヒョウゴ		9928		140816		37408553		農中日経２２５オープン		0.00913		0.0952513018		0.1641979925		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202203		15		9928		202203992815		28		兵庫県合計 ヒョウゴ		9928		140817		1489270		ＪＡ日本株式ファンド		0.0165		0.0824505753		0.1535012515		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202203		17		9928		202203992817		28		兵庫県合計 ヒョウゴ		9928		140818		1319714		ＪＡ日本債券ファンド		0.00264		-0.0025941706		0.0169711448		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202203		12		9928		202203992812		28		兵庫県合計 ヒョウゴ		9928		140819		5111611		ＪＡ海外株式ファンド		0.0209		0.1112616248		0.159804479		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202203		16		9928		202203992816		28		兵庫県合計 ヒョウゴ		9928		140820		1400718		ＪＡ海外債券ファンド		0.0165		0.0252375918		0.0430773307		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202203		19		9928		202203992819		28		兵庫県合計 ヒョウゴ		9928		140821		767281		ＪＡ資産設計ファンド（安定型）		0.0143		0.0269258785		0.0442100429		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202203		21		9928		202203992821		28		兵庫県合計 ヒョウゴ		9928		140822		313631		ＪＡ資産設計ファンド（成長型）		0.0154		0.0492414526		0.074461463		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202203		13		9928		202203992813		28		兵庫県合計 ヒョウゴ		9928		140823		4484941		ＪＡ資産設計ファンド（積極型）		0.0176		0.0671981286		0.1032635119		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202203		18		9928		202203992818		28		兵庫県合計 ヒョウゴ		9928		140824		951056		ＪＡ海外債券ファンド（隔月分配型）		0.0165		0.0248940039		0.042949667		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202203		10		9928		202203992810		28		兵庫県合計 ヒョウゴ		9928		140825		8752552		ＮＺＡＭ日本好配当株オープン３ヵ月決算型		0.01386		0.065197851		0.1647916305		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202203		8		9928		202203992808		28		兵庫県合計 ヒョウゴ		9928		140826		16605742		Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（毎月分配型）		0.0066		0.0602477489		0.149038289		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202203		11		9928		202203992811		28		兵庫県合計 ヒョウゴ		9928		148013		8297135		グローバル・ソブリン・オープン毎月決算型		0.01705		0.0215903374		0.0411550006		三菱UFJ国際投信（株）

		202203		4		9928		202203992804		28		兵庫県合計 ヒョウゴ		9928		313517		40708646		ＤＩＡＭハッピークローバー毎月決算コース		0.0143		0.0279725345		0.0769258937		アセットマネジメントOne（株）

		202203		14		9928		202203992814		28		兵庫県合計 ヒョウゴ		9928		313521		3247222		ＤＩＡＭ世界好配当株オープン毎月決算		0.0154		0.0672576543		0.1560894506		アセットマネジメントOne（株）

		202203		2		9928		202203992802		28		兵庫県合計 ヒョウゴ		9928		940607		102931919		世界の財産３分法ファンド（毎月分配型）		0.01375		0.0667311203		0.0943783038		日興アセットマネジメント（株）

		202203		6		9928		202203992806		28		兵庫県合計 ヒョウゴ		9928		960001		24604194		セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド		0.0058		0.081868105		0.0942288164		セゾン投信（株）

		202203		3		9928		202203992803		28		兵庫県合計 ヒョウゴ		9928		960002		55117037		セゾン資産形成の達人ファンド		0.0154		0.1280627782		0.1690820711		セゾン投信（株）

		202203		1		3028		202203302801		28		兵庫県信用農業協同組合連合会		7135		140816		430420		農中日経２２５オープン		0.00913		0.0952513018		0.1641979925		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202203		2		3028		202203302802		28		兵庫県信用農業協同組合連合会		7135		140817		302282		ＪＡ日本株式ファンド		0.0165		0.0824505753		0.1535012515		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202203		3		3028		202203302803		28		兵庫県信用農業協同組合連合会		7135		140819		137175		ＪＡ海外株式ファンド		0.0209		0.1112616248		0.159804479		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202203		4		3028		202203302804		28		兵庫県信用農業協同組合連合会		7135		940607		110262		世界の財産３分法ファンド（毎月分配型）		0.01375		0.0667311203		0.0943783038		日興アセットマネジメント（株）

		202203		5		3028		202203302805		28		兵庫県信用農業協同組合連合会		7135		313517		37966		ＤＩＡＭハッピークローバー毎月決算コース		0.0143		0.0279725345		0.0769258937		アセットマネジメントOne（株）

		202203		6		3028		202203302806		28		兵庫県信用農業協同組合連合会		7135		140811		21031		農中US債券ｵｰﾌﾟﾝ		0.01045		0.0202480467		0.0521497894		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202203		1		7213		202203721301		28		兵庫六甲農業協同組合		7353		140814		15088648		ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン		0.00935		0.0700465954		0.1467153294		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202203		2		7213		202203721302		28		兵庫六甲農業協同組合		7353		960002		14215602		セゾン資産形成の達人ファンド		0.0154		0.1280627782		0.1690820711		セゾン投信（株）

		202203		3		7213		202203721303		28		兵庫六甲農業協同組合		7353		960001		5366756		セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド		0.0058		0.081868105		0.0942288164		セゾン投信（株）

		202203		4		7213		202203721304		28		兵庫六甲農業協同組合		7353		140823		3955178		ＪＡ資産設計ファンド（積極型）		0.0176		0.0671981286		0.1032635119		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202203		5		7213		202203721305		28		兵庫六甲農業協同組合		7353		313517		1533282		ＤＩＡＭハッピークローバー毎月決算コース		0.0143		0.0279725345		0.0769258937		アセットマネジメントOne（株）

		202203		6		7213		202203721306		28		兵庫六甲農業協同組合		7353		140817		1186988		ＪＡ日本株式ファンド		0.0165		0.0824505753		0.1535012515		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202203		7		7213		202203721307		28		兵庫六甲農業協同組合		7353		140826		866104		Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（毎月分配型）		0.0066		0.0602477489		0.149038289		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202203		8		7213		202203721308		28		兵庫六甲農業協同組合		7353		140816		688789		農中日経２２５オープン		0.00913		0.0952513018		0.1641979925		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202203		9		7213		202203721309		28		兵庫六甲農業協同組合		7353		140822		313631		ＪＡ資産設計ファンド（成長型）		0.0154		0.0492414526		0.074461463		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202203		10		7213		202203721310		28		兵庫六甲農業協同組合		7353		140811		286708		農中US債券ｵｰﾌﾟﾝ		0.01045		0.0202480467		0.0521497894		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202203		11		7213		202203721311		28		兵庫六甲農業協同組合		7353		3030		209818		ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン		0.01958		0.1269209684		0.1711985484		大和アセットマネジメント（株）

		202203		12		7213		202203721312		28		兵庫六甲農業協同組合		7353		140818		197509		ＪＡ日本債券ファンド		0.00264		-0.0025941706		0.0169711448		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202203		13		7213		202203721313		28		兵庫六甲農業協同組合		7353		313521		28168		ＤＩＡＭ世界好配当株オープン毎月決算		0.0154		0.0672576543		0.1560894506		アセットマネジメントOne（株）

		202203		1		7239		202203723901		28		あかし農業協同組合		7354		313517		10754042		ＤＩＡＭハッピークローバー毎月決算コース		0.0143		0.0279725345		0.0769258937		アセットマネジメントOne（株）

		202203		2		7239		202203723902		28		あかし農業協同組合		7354		313565		6928454		Oneニッポン債券オープン		0.00913		0.0236198999		0.0275825143		アセットマネジメントOne（株）

		202203		3		7239		202203723903		28		あかし農業協同組合		7354		960002		5360050		セゾン資産形成の達人ファンド		0.0154		0.1280627782		0.1690820711		セゾン投信（株）

		202203		4		7239		202203723904		28		あかし農業協同組合		7354		140816		4677532		農中日経２２５オープン		0.00913		0.0952513018		0.1641979925		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202203		5		7239		202203723905		28		あかし農業協同組合		7354		960001		3530657		セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド		0.0058		0.081868105		0.0942288164		セゾン投信（株）

		202203		6		7239		202203723906		28		あかし農業協同組合		7354		140826		188940		Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（毎月分配型）		0.0066		0.0602477489		0.149038289		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202203		1		7240		202203724001		28		兵庫南農業協同組合		7355		3030		30070576		ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン		0.01958		0.1269209684		0.1711985484		大和アセットマネジメント（株）

		202203		2		7240		202203724002		28		兵庫南農業協同組合		7355		960002		8098179		セゾン資産形成の達人ファンド		0.0154		0.1280627782		0.1690820711		セゾン投信（株）

		202203		3		7240		202203724003		28		兵庫南農業協同組合		7355		313565		6242290		Oneニッポン債券オープン		0.00913		0.0236198999		0.0275825143		アセットマネジメントOne（株）

		202203		4		7240		202203724004		28		兵庫南農業協同組合		7355		960001		5564370		セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド		0.0058		0.081868105		0.0942288164		セゾン投信（株）

		202203		5		7240		202203724005		28		兵庫南農業協同組合		7355		940607		4333782		世界の財産３分法ファンド（毎月分配型）		0.01375		0.0667311203		0.0943783038		日興アセットマネジメント（株）

		202203		6		7240		202203724006		28		兵庫南農業協同組合		7355		313517		4180107		ＤＩＡＭハッピークローバー毎月決算コース		0.0143		0.0279725345		0.0769258937		アセットマネジメントOne（株）

		202203		7		7240		202203724007		28		兵庫南農業協同組合		7355		140826		544329		Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（毎月分配型）		0.0066		0.0602477489		0.149038289		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202203		8		7240		202203724008		28		兵庫南農業協同組合		7355		140816		522726		農中日経２２５オープン		0.00913		0.0952513018		0.1641979925		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202203		9		7240		202203724009		28		兵庫南農業協同組合		7355		148013		244847		グローバル・ソブリン・オープン毎月決算型		0.01705		0.0215903374		0.0411550006		三菱UFJ国際投信（株）

		202203		10		7240		202203724010		28		兵庫南農業協同組合		7355		140814		140761		ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン		0.00935		0.0700465954		0.1467153294		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202203		1		7249		202203724901		28		みのり農業協同組合		7356		3030		4961121		ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン		0.01958		0.1269209684		0.1711985484		大和アセットマネジメント（株）

		202203		2		7249		202203724902		28		みのり農業協同組合		7356		960002		2543230		セゾン資産形成の達人ファンド		0.0154		0.1280627782		0.1690820711		セゾン投信（株）

		202203		3		7249		202203724903		28		みのり農業協同組合		7356		313517		2140753		ＤＩＡＭハッピークローバー毎月決算コース		0.0143		0.0279725345		0.0769258937		アセットマネジメントOne（株）

		202203		4		7249		202203724904		28		みのり農業協同組合		7356		960001		1760445		セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド		0.0058		0.081868105		0.0942288164		セゾン投信（株）

		202203		5		7249		202203724905		28		みのり農業協同組合		7356		140825		1721188		ＮＺＡＭ日本好配当株オープン３ヵ月決算型		0.01386		0.065197851		0.1647916305		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202203		6		7249		202203724906		28		みのり農業協同組合		7356		140816		1048891		農中日経２２５オープン		0.00913		0.0952513018		0.1641979925		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202203		7		7249		202203724907		28		みのり農業協同組合		7356		140826		465360		Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（毎月分配型）		0.0066		0.0602477489		0.149038289		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202203		8		7249		202203724908		28		みのり農業協同組合		7356		313565		29671		Oneニッポン債券オープン		0.00913		0.0236198999		0.0275825143		アセットマネジメントOne（株）

		202203		1		7264		202203726401		28		兵庫みらい農業協同組合		7357		960002		5103268		セゾン資産形成の達人ファンド		0.0154		0.1280627782		0.1690820711		セゾン投信（株）

		202203		2		7264		202203726402		28		兵庫みらい農業協同組合		7357		960001		1879980		セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド		0.0058		0.081868105		0.0942288164		セゾン投信（株）

		202203		3		7264		202203726403		28		兵庫みらい農業協同組合		7357		3030		565822		ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン		0.01958		0.1269209684		0.1711985484		大和アセットマネジメント（株）

		202203		1		7274		202203727401		28		加古川市南農業協同組合		7358		960002		594512		セゾン資産形成の達人ファンド		0.0154		0.1280627782		0.1690820711		セゾン投信（株）

		202203		2		7274		202203727402		28		加古川市南農業協同組合		7358		960001		21144		セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド		0.0058		0.081868105		0.0942288164		セゾン投信（株）

		202203		1		7288		202203728801		28		兵庫西農業協同組合		7359		140826		14541009		Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（毎月分配型）		0.0066		0.0602477489		0.149038289		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202203		2		7288		202203728802		28		兵庫西農業協同組合		7359		960002		9517393		セゾン資産形成の達人ファンド		0.0154		0.1280627782		0.1690820711		セゾン投信（株）

		202203		3		7288		202203728803		28		兵庫西農業協同組合		7359		140816		1890737		農中日経２２５オープン		0.00913		0.0952513018		0.1641979925		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202203		4		7288		202203728804		28		兵庫西農業協同組合		7359		960001		1229960		セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド		0.0058		0.081868105		0.0942288164		セゾン投信（株）

		202203		5		7288		202203728805		28		兵庫西農業協同組合		7359		140819		179664		ＪＡ海外株式ファンド		0.0209		0.1112616248		0.159804479		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202203		6		7288		202203728806		28		兵庫西農業協同組合		7359		140814		115071		ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン		0.00935		0.0700465954		0.1467153294		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202203		7		7288		202203728807		28		兵庫西農業協同組合		7359		940607		86808		世界の財産３分法ファンド（毎月分配型）		0.01375		0.0667311203		0.0943783038		日興アセットマネジメント（株）

		202203		1		7316		202203731601		28		相生市農業協同組合		7360		960002		484713		セゾン資産形成の達人ファンド		0.0154		0.1280627782		0.1690820711		セゾン投信（株）

		202203		2		7316		202203731602		28		相生市農業協同組合		7360		960001		10518		セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド		0.0058		0.081868105		0.0942288164		セゾン投信（株）

		202203		1		7326		202203732601		28		ハリマ農業協同組合		7361		140816		2052597		農中日経２２５オープン		0.00913		0.0952513018		0.1641979925		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202203		2		7326		202203732602		28		ハリマ農業協同組合		7361		313565		983924		Oneニッポン債券オープン		0.00913		0.0236198999		0.0275825143		アセットマネジメントOne（株）

		202203		3		7326		202203732603		28		ハリマ農業協同組合		7361		960002		600372		セゾン資産形成の達人ファンド		0.0154		0.1280627782		0.1690820711		セゾン投信（株）

		202203		4		7326		202203732604		28		ハリマ農業協同組合		7361		960001		119551		セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド		0.0058		0.081868105		0.0942288164		セゾン投信（株）

		202203		1		7338		202203733801		28		たじま農業協同組合		7362		3030		74386012		ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン		0.01958		0.1269209684		0.1711985484		大和アセットマネジメント（株）

		202203		2		7338		202203733802		28		たじま農業協同組合		7362		940607		35241655		世界の財産３分法ファンド（毎月分配型）		0.01375		0.0667311203		0.0943783038		日興アセットマネジメント（株）

		202203		3		7338		202203733803		28		たじま農業協同組合		7362		140816		18865674		農中日経２２５オープン		0.00913		0.0952513018		0.1641979925		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202203		4		7338		202203733804		28		たじま農業協同組合		7362		313517		9336856		ＤＩＡＭハッピークローバー毎月決算コース		0.0143		0.0279725345		0.0769258937		アセットマネジメントOne（株）

		202203		5		7338		202203733805		28		たじま農業協同組合		7362		140825		6842512		ＮＺＡＭ日本好配当株オープン３ヵ月決算型		0.01386		0.065197851		0.1647916305		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202203		6		7338		202203733806		28		たじま農業協同組合		7362		960002		3679676		セゾン資産形成の達人ファンド		0.0154		0.1280627782		0.1690820711		セゾン投信（株）

		202203		7		7338		202203733807		28		たじま農業協同組合		7362		960001		1299576		セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド		0.0058		0.081868105		0.0942288164		セゾン投信（株）

		202203		8		7338		202203733808		28		たじま農業協同組合		7362		140824		951056		ＪＡ海外債券ファンド（隔月分配型）		0.0165		0.0248940039		0.042949667		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202203		9		7338		202203733809		28		たじま農業協同組合		7362		140818		359800		ＪＡ日本債券ファンド		0.00264		-0.0025941706		0.0169711448		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202203		1		7353		202203735301		28		丹波ひかみ農業協同組合		7363		3030		103196683		ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン		0.01958		0.1269209684		0.1711985484		大和アセットマネジメント（株）

		202203		2		7353		202203735302		28		丹波ひかみ農業協同組合		7363		940607		62850514		世界の財産３分法ファンド（毎月分配型）		0.01375		0.0667311203		0.0943783038		日興アセットマネジメント（株）

		202203		3		7353		202203735303		28		丹波ひかみ農業協同組合		7363		313517		7881567		ＤＩＡＭハッピークローバー毎月決算コース		0.0143		0.0279725345		0.0769258937		アセットマネジメントOne（株）

		202203		4		7353		202203735304		28		丹波ひかみ農業協同組合		7363		148013		7127975		グローバル・ソブリン・オープン毎月決算型		0.01705		0.0215903374		0.0411550006		三菱UFJ国際投信（株）

		202203		5		7353		202203735305		28		丹波ひかみ農業協同組合		7363		140816		6823738		農中日経２２５オープン		0.00913		0.0952513018		0.1641979925		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202203		6		7353		202203735306		28		丹波ひかみ農業協同組合		7363		140819		4794772		ＪＡ海外株式ファンド		0.0209		0.1112616248		0.159804479		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202203		7		7353		202203735307		28		丹波ひかみ農業協同組合		7363		313521		3040151		ＤＩＡＭ世界好配当株オープン毎月決算		0.0154		0.0672576543		0.1560894506		アセットマネジメントOne（株）

		202203		8		7353		202203735308		28		丹波ひかみ農業協同組合		7363		140814		2067030		ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン		0.00935		0.0700465954		0.1467153294		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202203		9		7353		202203735309		28		丹波ひかみ農業協同組合		7363		140820		1400718		ＪＡ海外債券ファンド		0.0165		0.0252375918		0.0430773307		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202203		10		7353		202203735310		28		丹波ひかみ農業協同組合		7363		140821		767281		ＪＡ資産設計ファンド（安定型）		0.0143		0.0269258785		0.0442100429		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202203		11		7353		202203735311		28		丹波ひかみ農業協同組合		7363		140818		762405		ＪＡ日本債券ファンド		0.00264		-0.0025941706		0.0169711448		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202203		12		7353		202203735312		28		丹波ひかみ農業協同組合		7363		140811		109054		農中US債券ｵｰﾌﾟﾝ		0.01045		0.0202480467		0.0521497894		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202203		1		7362		202203736201		28		丹波ささやま農業協同組合		7364		960001		512447		セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド		0.0058		0.081868105		0.0942288164		セゾン投信（株）

		202203		2		7362		202203736202		28		丹波ささやま農業協同組合		7364		960002		347857		セゾン資産形成の達人ファンド		0.0154		0.1280627782		0.1690820711		セゾン投信（株）

		202203		1		7363		202203736301		28		淡路日の出農業協同組合		7365		960001		2456445		セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド		0.0058		0.081868105		0.0942288164		セゾン投信（株）

		202203		2		7363		202203736302		28		淡路日の出農業協同組合		7365		960002		2348418		セゾン資産形成の達人ファンド		0.0154		0.1280627782		0.1690820711		セゾン投信（株）

		202203		3		7363		202203736303		28		淡路日の出農業協同組合		7365		313517		1257468		ＤＩＡＭハッピークローバー毎月決算コース		0.0143		0.0279725345		0.0769258937		アセットマネジメントOne（株）

		202203		4		7363		202203736304		28		淡路日の出農業協同組合		7365		148013		924313		グローバル・ソブリン・オープン毎月決算型		0.01705		0.0215903374		0.0411550006		三菱UFJ国際投信（株）

		202203		5		7363		202203736305		28		淡路日の出農業協同組合		7365		313565		590693		Oneニッポン債券オープン		0.00913		0.0236198999		0.0275825143		アセットマネジメントOne（株）

		202203		6		7363		202203736306		28		淡路日の出農業協同組合		7365		3030		539128		ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン		0.01958		0.1269209684		0.1711985484		大和アセットマネジメント（株）

		202203		7		7363		202203736307		28		淡路日の出農業協同組合		7365		140823		529763		ＪＡ資産設計ファンド（積極型）		0.0176		0.0671981286		0.1032635119		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202203		8		7363		202203736308		28		淡路日の出農業協同組合		7365		140816		407449		農中日経２２５オープン		0.00913		0.0952513018		0.1641979925		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202203		9		7363		202203736309		28		淡路日の出農業協同組合		7365		940607		308898		世界の財産３分法ファンド（毎月分配型）		0.01375		0.0667311203		0.0943783038		日興アセットマネジメント（株）

		202203		10		7363		202203736310		28		淡路日の出農業協同組合		7365		140825		188852		ＮＺＡＭ日本好配当株オープン３ヵ月決算型		0.01386		0.065197851		0.1647916305		農林中金全共連アセットマネジメント（株）

		202203		11		7363		202203736311		28		淡路日の出農業協同組合		7365		313521		178903		ＤＩＡＭ世界好配当株オープン毎月決算		0.0154		0.0672576543		0.1560894506		アセットマネジメントOne（株）

		202203		1		7373		202203737301		28		あわじ島農業協同組合		7366		3030		13250610		ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン		0.01958		0.1269209684		0.1711985484		大和アセットマネジメント（株）

		202203		2		7373		202203737302		28		あわじ島農業協同組合		7366		313517		3586605		ＤＩＡＭハッピークローバー毎月決算コース		0.0143		0.0279725345		0.0769258937		アセットマネジメントOne（株）

		202203		3		7373		202203737303		28		あわじ島農業協同組合		7366		960002		2223767		セゾン資産形成の達人ファンド		0.0154		0.1280627782		0.1690820711		セゾン投信（株）

		202203		4		7373		202203737304		28		あわじ島農業協同組合		7366		960001		852345		セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド		0.0058		0.081868105		0.0942288164		セゾン投信（株）
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２ 投資信託預り残高上位20銘柄のコスト・リターン/リスク・リターン（2/3）（2021年３月末）

※ 2021年３月末基準時点における共通ＫＰＩの対象となるファンド数は11本となります。
※ 当指標は、設立から5年が経過したファンドを対象として、リターン・リスク・コストを算出して表示しております。

Ⅱ.比較可能な共通ＫＰＩ

リターン
（年率）

リスク
（年率）

コスト
全体

1 9.55% 15.21% 0.94%

2 1.76% 7.14% 1.43%

3 0.97% 4.86% 1.71%

4 13.27% 16.56% 0.91%

5 6.43% 16.50% 1.96%

6 6.60% 10.82% 1.76%

7 5.24% 9.39% 1.38%

8 13.55% 16.99% 1.55%

9 7.01% 10.00% 0.59%

10 8.71% 17.80% 1.39%

11 4.97% 15.90% 1.54%

12

13

14

15

16

17

18

19

20

6.15% 11.50% 1.35%

ＤＩＡＭハッピークローバー毎月決算コース アセットマネジメントOne（株）

ファンド名 運用会社

ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン 農林中金全共連アセットマネジメント（株）

グローバル・ソブリン・オープン毎月決算型 三菱UFJ国際投信（株）

農中日経２２５オープン 農林中金全共連アセットマネジメント（株）

ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン 大和アセットマネジメント（株）

ＪＡ資産設計ファンド（積極型） 農林中金全共連アセットマネジメント（株）

世界の財産３分法ファンド（毎月分配型） 日興アセットマネジメント（株）

セゾン資産形成の達人ファンド セゾン投信（株）

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド セゾン投信（株）

ＮＺＡＭ日本好配当株オープン３ヵ月決算型 農林中金全共連アセットマネジメント（株）

ＤＩＡＭ世界好配当株オープン毎月決算 アセットマネジメントOne（株）

残高上位20ファンドの残高合計／残高加重平均値
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２ 投資信託預り残高上位20銘柄のコスト・リターン/リスク・リターン（3/3）（2020年３月末）

※ 2020年３月末基準時点における共通ＫＰＩの対象となるファンド数は11本となります。
※ 当指標は、設立から5年が経過したファンドを対象として、リターン・リスク・コストを算出して表示しております。

Ⅱ.比較可能な共通ＫＰＩ

リターン
（年率）

リスク
（年率）

コスト
全体

1 -3.03% 7.44% 1.43%

2 -0.27% 16.20% 0.94%

3 -0.56% 5.19% 1.71%

4 -1.44% 16.79% 1.96%

5 1.14% 17.09% 0.91%

6 -0.28% 9.36% 1.38%

7 -0.75% 11.42% 1.76%

8 -0.52% 18.21% 1.39%

9 -3.37% 15.76% 1.54%

10 0.81% 10.41% 0.59%

11 2.46% 17.72% 1.55%

12

13

14

15

16

17

18

19

20

-1.04% 11.27% 1.38%

ＪＡ　ＴＯＰＩＸオープン 農林中金全共連アセットマネジメント（株）

ファンド名 運用会社

ＤＩＡＭハッピークローバー毎月決算コース アセットマネジメントOne（株）

グローバル・ソブリン・オープン毎月決算型 三菱UFJ国際投信（株）

ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン 大和アセットマネジメント（株）

農中日経２２５オープン 農林中金全共連アセットマネジメント（株）

世界の財産３分法ファンド（毎月分配型） 日興アセットマネジメント（株）

ＪＡ資産設計ファンド（積極型） 農林中金全共連アセットマネジメント（株）

ＮＺＡＭ日本好配当株オープン３ヵ月決算型 農林中金全共連アセットマネジメント（株）

ＤＩＡＭ世界好配当株オープン毎月決算 アセットマネジメントOne（株）

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド セゾン投信（株）

セゾン資産形成の達人ファンド セゾン投信（株）

残高上位20ファンドの残高合計／残高加重平均値
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