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携帯から基準価額を
ご確認いただけます 

 
■ 2 月の投資環境と基準価額の動き 

前半を中心に上昇傾向をたどる市場が多かったものの、

後半の反落で帳消しとなりました。前半の上昇は、米国株が

けん引しました。米国では、景況感を示す指標が強かったこ

とや、主要企業の業績が拡大していることから、先行きへの

期待が膨らみました。 

ただ、月の後半は、中東の政変が産油国リビアに波及し、

原油価格が急上昇したことから、株価は上下に大きく揺れ

る神経質な展開となりました。こうした中、すでに物価上昇

が進んでいる新興国の一部では、石油製品の値上がりで物

価がさらに押し上げられるとの懸念が強まり、株価はやや大

きく下落しました。他方、日本株は景気見通しの改善を受け

て、比較的堅調でした。 

外国為替市場では、中東の混乱拡大を背景に、安全資

産とみなされている円が買われる場面がありましたが、大き

な動きとはなりませんでした。なお、英国をはじめ欧州では、

物価上昇ピッチが速いとの警戒感が金融当局の中で強く、

近い将来の利上げも予想され始めました。このため、ユーロ

は対ドルで堅調に推移しました。 

組入れファンドは明暗が分かれました。日本株の上昇を

受けて さわかみファンド は値上がりしましたが、他の3ファ

ンドは値下がりとなりました。ニッポンコムジェスト・エマージ

ングマーケッツ・ファンド（以下、コムジェスト EM）は、新興国株価が軟調だったことから、5%を超える下落でした。 

おふくろファンドの基準価額は、2月 22日には月中高値となる 9,621円まで回復しました。日米株価の好調を背景に、

さわかみファンド と ALAMCO ハリス グローバル バリュー株ファンド 2007 の値上がりが寄与しました。しかし、月の後半の

株価反落が響き、月末は 9,300 円（前月末比-1.58%）で終わりました。 

 

■ 運用の状況 

1 月に引き続き、TMA 長期投資ファンドとコムジェスト EM を買い付けました。両ファンドは、このところ

やや軟調な推移が続いています。しかし、長期的な値上がりのみを一貫して目指しているファンドであり、

目先の値下がりや出遅れは、むしろ投資額を増やすチャンスであると考え、買い増しを行いました。 

月末の組入比率は、お客様からの入金を上回る金額を買い付けに充てたため、1 月末（91.43%）に比

べて若干高まり、92.20%となりました。  

 

  

＜基準価額の推移（円）＞ 
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浪花おふくろファンド　（愛称：おふくろファンド）　　基準日：2011/2/28
＜ファンド概況＞

基準価額　（1万口当たり）
純資産総額

指定投資信託（組入れファンド）

設定日
信託期間
決算日

＜資産構成比率＞

指定投資信託
短期金融資産（コール等）

（小数点第3位四捨五入）

＜期間別騰落率＞

1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 設定来

-1.58% 2.81% 10.86% 7.35% -7.00%
（小数点第3位四捨五入）

＜組入れファンドの内訳＞ （基準価額：11/2/25付け。騰落率：11/1/28と比較）

基準価額 月間騰落率 組入比率

8,372円 -1.31% 23.83%

12,986円 1.08% 20.45%

7,579円 -1.04% 25.06%

9,307円 -5.10% 22.86%
（小数点第3位四捨五入）

TMA長期投資

さわかみ

ALAMCOハリス　グローバル

コムジェスト・エマージング

9,300円
577,930,417円

4本

2008年4月8日

ファンド名

無期限

毎年3月3日

92.20%

7.80%
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  ■ 当面の投資環境見通し 

リビア情勢は相変わらず不透明で、政府と反体制派の

間の衝突は武力を使った内戦の様相も呈してきました。世

界最大の産油国であるサウジアラビアやその他の主要産

油国でも、政治情勢は不安定なままです。 

今のところ、原油価格がさらに急上昇する気配はないよ

うです。ただ、仮に上がらないまでも、現在程度の水準で

高止まりすれば、インフレ圧力が高まることになるでしょう。

インフレを抑えるために金融引き締め策が強化されれば、

先行きの景気に悪影響をもたらす可能性も増します。 

ただ、こうしたことが市場の共通認識となり、そのために

株価が下がるのであれば、ファンドマネージャーとしては歓

迎したいところです。悪材料を無視して株価が上がり続け

ると、後々の反動が大きくなってしまうからです。あまりにも

大きな株価変動は、その後も長い期間にわたって経済全

般に様々な悪影響をもたらし、企業活動にも停滞や後退

を強いることがあります。 

2 月後半から、中東情勢や原油価格を巡って株式市場

が急にギクシャクしてきたことは、投資家が慎重な姿勢を

取り戻しつつあることを示すものとして、むしろプラスに評価

していきたいと考えています。 

■ 運用方針について 

「金融引き締めによるマイナスは株価に織り込まれつつ

ある…」。これは、前月の月次レポートで、新興国の比率を

引き上げて行く方針をご説明した箇所の記述です。織り込

まれつつあるものの、すっかり織り込まれたわけではなかっ

たようで、P1 に書きましたとおり新興国株は下落、コムジェ

スト EM も月間で 5%以上の値下がりとなりました。 

しかし、多くの投資家が先行きを懸念して株式を売って

いる時こそ、長期投資家にとっては買い増しの大いなるチ

ャンスであると考えています。このため、他のファンドも含

め、買い増しを丹念に進めていく方針です。 

浪花おふくろファンド運用担当者 久保田 徹郎 

 

 

 

TMA長期投資ファンド 11/2/28

銘柄名 国 業種 比率(%)

1 ヒロセ電機 日本 電子部品 3.2

2 エア・ウォーター 日本 基礎素材 3.1

3 テルモ 日本 医薬品・ﾍﾙｽｹｱ 3.1

4 日立物流 日本 運輸 3.0

5 信越化学工業 日本 基礎素材 3.0

6 ファーストリテイリング 日本 小売り 2.9

7 MICROSOFT CORP ｱﾒﾘｶ ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ 2.9

8 キーエンス 日本 産業用ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 2.8

9 シマノ 日本 機械 2.8

10 HENNES & MAURITZ AB-B ｽｳｪｰﾃﾞﾝ 小売り 2.7

さわかみファンド 11/2/28

銘柄名 国 業種 比率(%)

1 トヨタ自動車 日本 輸送用機器 4.37

2 商船三井 日本 海運業 3.29

3 ブリヂストン 日本 ゴム製品 2.73

4 パナソニック 日本 電気機器 2.63

5 リコー 日本 電気機器 2.61

6 三菱重工業 日本 機械 2.53

7 国際石油開発帝石 日本 鉱業 2.28

8 花王 日本 化学 2.21

9 デンソー 日本 輸送用機器 1.91

10 ｾﾌﾞﾝ&ｱｲ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 日本 小売業 1.80

ALAMCOﾊﾘｽ　ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ　ﾊﾞﾘｭｰ株ﾌｧﾝﾄﾞ2007 11/2/28

銘柄名 国 業種 比率(%)

1 INTEL CORP ｱﾒﾘｶ 半導体・同製造装置 5.3

2 APPLIED MATERIALS ｱﾒﾘｶ 半導体・同製造装置 4.1

3 JULIUS BAER GROUP LTD スイス 各種金融 3.9

4 CARNIVAL CORP ｱﾒﾘｶ 消費者サービス 3.4

5 ALLIANZ SE ドイツ 保険 3.3

6 BANCO SANTANDER S.A ｽﾍﾟｲﾝ 銀行 3.3

7 FRANKLIN RESOURCES INC ｱﾒﾘｶ 各種金融 3.2

8 BANK OF NEW YORK MELLON CORP ｱﾒﾘｶ 各種金融 3.1

9 DIAGEO PLC ｲｷﾞﾘｽ 食品・飲料・タバコ 3.1

10 CREDIT SUISSE GROUP AG-REG スイス 各種金融 3.0

ﾆｯﾎﾟﾝｺﾑｼﾞｪｽﾄ・ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞﾏｰｹｯﾂ・ﾌｧﾝﾄﾞSA 11/2/28

銘柄名 国 業種 比率(%)

1 TAIWAN SEMICONDUCTOR-ADR 台湾 情報技術 5.7

2 GOLD FIELDS LTD 南ｱﾌﾘｶ 素材 4.5

3 ANGLOGOLD ASHANTI LTD 南ｱﾌﾘｶ 素材 4.3

4 JBS SA ﾌﾞﾗｼﾞﾙ 生活必需品 3.8

5 BUNGE LTD ｱﾒﾘｶ 生活必需品 3.5

6 HTC CORP 台湾 情報技術 3.3

7 NASPERS LTD-N SHS 南ｱﾌﾘｶ 一般消費財・ｻｰﾋﾞｽ 3.3

8 CHINA MOBILE LTD 中国 電気通信ｻｰﾋﾞｽ 3.1

9 RANDGOLD RES LTD マリ 素材 3.0

10 MTN GROUP LTD 南ｱﾌﾘｶ 電気通信ｻｰﾋﾞｽ 3.0

※『業種』の分類は各運用会社によって異なります。

※さわかみファンド以外のファンドは、マザーファンドにおける組入比率です。

＜各ファンドの組入れ上位10銘柄＞
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今日がどんなに平穏でも、明
日は常に不確かなものだ。 
例えば 1941 年 12 月 6日（筆者

注：日米開戦前日）、87 年 10 月
18 日（ニューヨーク株価大暴落
前日）、2001 年 9 月 10 日（同時
多発テロ前日）。 

 

人間の潜在力は、使い尽され
たというにはほど遠い。そし
て、その潜在力を解き放つアメ
リカのシステムは、依然として
健在であり有効である。 

 

マネーは機会に向かって流れるも

のであり、アメリカにはまだ膨大な機

会がある。 

 

■ファンドマネージャー 久保田徹郎からのメッセージ■ 

～ 原油の値上がり 何するものぞ！ ～ 

このところの原油価格の上昇が景気と株価にマイナスに作用する可能性は小さくありません。過去、原油価

格が大幅に上がった後は、多くのケースで景気は後退するか、よくてもスローダウンしてきました。 

ただ、原油価格が上がれば、あちこちで資源の開発が盛んになります。採算が合ってくるからです。また、石

油以外のエネルギー源、たとえば太陽電池や風力発電の購入や投資を増やす動きも盛んになるでしょう。自動

車はますますガソリン離れするでしょうし、ガソリンを使わない鉄道輸送も見直されるでしょう。 

石油は、化学製品の原料としても大量に使われていますが、原油価格が上がれば、石油以外の材料をより多く使う製品の開

発が進みます。最近のニュースで驚いたのですが、材料として二酸化炭素（CO2）を半分も使った樹脂製品の開発も進んでいる

ようです。このほかにも、企業は石油を節約するためにあらゆる手を打つはずです。 

困ったことが起これば何とかする、というのがこれまでの世界経済の歴史でした。それはこれからも続くでしょう。経済問題の解

決策を考えて実行するのは主として企業です。原油価格の値上がりは、短期的には景気や企業業績にマイナスとなる半面、新

たな産業の創出や企業の成長につながる可能性も秘めています。 

もうひとつ考えておきたいのは、石油価格の上昇はこれまで何度も起こってきた、という点です。何度も経験しているだけに、こ

れから起こりそうなことや、とるべき対策がある程度は分かっています。簡単ではないものの、先がまったく見えないわけではあり

ません。この点で、サブプライム・ローン問題、リーマンショックから広がった金融危機とは、かなり異なる面があるでしょう。 

そのリーマンショックからわずか 1 ヵ月後の大混乱の真っ最中に、「私は米国株を買っている」とニューヨーク・タイムズ紙

（2008 年 10 月 17 日付け）に寄稿した人がいます。米国の著名な投資家であり、バークシャー・ハサウェイ（Berkshire 

Hathaway※）という会社の経営者でもあるウォーレン・バフェット氏です。ちなみにダウ工業株30種平均（終値。以下同じ）は、こ

の前日が8,979 ドル。底値は翌2009年の3月9日の6,547 ドルでしたから、その後2,400 ドル以上も下がったことになります。

しかし、底からちょうど 2年後に当たる 2011年 3月 9日は 12,213 ドル。寄稿（と投資）のタイミングは早すぎたかも知れません

が、買って正解だったことは確かです。 

バフェット氏は、今をどう見ているのでしょうか。バークシャー・ハサウェイ社の直近（2011年2月28日）の年次報告書（アニュ

アル・レポート）に掲げられている、有名な「株主への手紙」（Ｐ3-4）からいくつか拾ってみますと… 

 

 

 

 

 

…先の分からない世の中であることを承知の上で、人間というものを信じ、

米国という国を信じている、という信念さえ感じさせる文章です。 
 

…マネーが流れ込むべき機会は、何もアメリカだけにあるのではない、というのが忘れてはいけない私からの補足です。 

 
 

※同社は、おふくろファンドが投資している TMA長期投資ファンドが保有している会社です。「おふくろ便り（2008年 11 月
14日号 Vo1. 3」の P3には、TMAのファンドマネージャー平山氏から送られてきた紹介文を転載しています。ご興味のあ
る方は弊社の以下の URL からご覧頂ければと思います。 また、「おふくろ便り」をもう一度読みたいという方は、弊社業務
管理部（電話：06-4790-6200）までお問い合わせください。次回の「おふくろ便り」に同封させて頂きます。
http://www.728ofukuro.jp/letters/items/tayori3_1.pdf  

浪花おふくろファンド運用担当者 
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■浪花のおふくろより心をこめて 
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「フクロウの愛称を募集しています」 

               

                                                                 

  

浪花おふくろファンド責任者 石津史子 

 

◆相続税改正のホント？◆ 

 今回の税制改正で、相続税の基礎控除額が引き下げられます。その影響で増税になると報道され、高

齢者の不安をつのらせています。これは本当です。 改正の内容は、相続税の基礎控除額が見直される 

ことです。     改正前  5000 万円+1000 万円×法定相続人の数 

            改正後  3000 万円+ 600 万円×法定相続人の数      

具体的には、今まで配偶者と子供2人が相続する場合、8000万円まで無税でしたが、改正後は、4800万円に引き下

げられます。その影響で相続財産が8000万円の場合、法定相続分通りに取得した場合に、配偶者はゼロで、子ども2人

で合計 175万円の税金が発生します。これは本当です。 

 相続税の改正で、すごい税金がかかるようになり、家を売らないと払えないと思いこんでいらっしゃる方もおられます。こ

れはウソ。現実を知ると不安も少なくなります。相続税の課税割合（死亡者数に対する相続税の申告件数）は 平成 21

年には 4.1%まで低下していましたが、今回の改正によって 6%台程度に高まると予想されています。これは本当です。それ

でも 100 人に 4人が 6人になった程度なのです。                                          中井 朱美 

■浪花おふくろファンドをご購入頂いているお客さま ■ 2011 年 2 月末日現在 
北海道から沖縄まで、43都道府県にお住いの714人（内法人4件）のお客さまに、おふくろファンドをご購入いただいています。 
毎月つみたてサービスは、61.9%（男性：53.2%、女性：70.3%）のお客さまにご利用いただいております。 
 

＜地域別口座数割合＞       ＜世代別・男女数 ＞割合…男性 47.9%、女性 52.1% 
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←今月はアメリカイメージのフクロウです。愛称は今月の「おふくろ便り」で発表します。 

●otayori@728ofukuro.jp  ●FAX 06-4790-6203左記メールか FAX で応募して下さい♪ 

 「たこやん」「おふくさん」「ケイタ君」「おねえサンバ」「元気守くん」…浪花おふくろファミリーの仲間がどん

どん増えてまいりました♪「それがファンドと、どんな関係があるというの？」と思われるかもしれません。 

フクロウのイメージキャラクターを作ろうと思ったのには、ちゃんと訳があるのです。実は･･･勉強会に参加さ

れた方が「やっぱり、難しいもんやなぁ…」という顔で帰っていかれるのをお見送りしながら、「どうしたら難解

な金融商品（浪花おふくろファンド）を理解して頂けるだろうか？」不甲斐無さを感じてずっと悩んでおりました。 

様々な特徴を持つフクロウのキャラクターを増やしたのは、視覚からイメージして頂けば、幾分でもファンドへ

の理解を深めて頂けるのではないかしら…と思ったからです。昨年は毎月つみたて投資の冊子（『投資信託の「毎

月つみたて投資」で自分年金を作ろう！』）を作りました。これからも、ファンドへの理解を深めて頂ける冊子を

作り、大いにイメージキャラクターのフクロウ達に活躍してもらおう！と思案中です♪ 

 

3/22〆切です。フクロウの愛称と応募者の氏名・連絡先をご記入くださいね  
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■浪花おふくろファンドのセミナー・勉強会のご案内■ 

 

投信初心者のためのセミナーは、出前も行っております。お気軽にお問い合わせください。 

参加お申込み・お問い合わせ 電話 06-4790-6200 【参加費】無料 

開 催 日 時 開 催 場 所 内     容 

3 月 15日(火) 

10:15～11:45 

大阪市中央公会堂 定員 18名 

大阪市北区中之島 第 1会議室 

■投資信託初心者のための「ひよこ倶楽部」■ 
投資信託のしくみ、目論見書の見方等の基礎知識をお話しします。 

3月 18日(金) 

19:00～20:30 

総合生涯学習センター 定員 27名 

大阪駅前第 2 ビル 5階 第 6研修室 

◆毎月つみたて投資の極意～投資信託との上手な付き合い方～◆ 
毎月つみたて投資の魅力を、豊富な図を使って解りやすく説明いたします。 

また、投信について悩みを持っている方は、このセミナーで解消してください♪ 

3月 19日(土) 

13:30～16:30 

クレオ大阪中央 定員 50名 

大阪市天王寺区 研修室 2 

   ～★ 3時間 SP 投資信託で自分年金を作ろう！ ★～            

3 時間で、自分年金作りの基礎知識や投資信託の毎月つみたて投資の概要などを 

コンパクトに学んで頂けるセミナーです。 

3月 23日(水) 

18:30～20:00 

大阪市中央公会堂 定員 18名 

大阪市北区中之島 第 3会議室 

□★□ つみたて資金ねん出作戦 □★□ 
自分年金作りは、まず積立資金のねん出から始まります。無駄を省いて合理的に 

お金の配分を考えるセミナーです。 

3月 26日(土) 

13:30～16:30 

大阪市中央公会堂 定員 80名 

大阪市北区中之島 大会議室 

        ◆なにわで咲かそう！長期投資の輪！！Vol.40◆ 
     東京海上ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ投信 平山賢一氏/講談師 旭堂南海氏 

  おふくろファンド運用担当者 久保田徹郎＆スタッフ 

3月 29日(火) 

10:15～11:45 

総合生涯学習センター 定員 18名 

大阪駅前第 2 ビル 5階 第１会議室 

■投資信託初心者のための「ひよこ倶楽部」■ 
投資信託のしくみ、目論見書の見方等の基礎知識をお話しします。 

   

4 月 1日（金） 

19:00～20:30 

難波市民学習センター 定員 16名 

JR難波駅OCAT4階 第 3会議室 

◆毎月つみたて投資の極意～投資信託との上手な付き合い方～◆ 
毎月つみたて投資の魅力を、豊富な図を使って解りやすく説明いたします。 

また、投信について悩みを持っている方は、このセミナーで解消してください♪ 

4月 5日（火）   

10:15～11:45 

難波市民学習センター 定員 16名 

JR難波駅OCAT4階 第 1会議室 

■投資信託初心者のための「ひよこ倶楽部」■ 
投資信託のしくみ、目論見書の見方等の基礎知識をお話しします。 

4月 8日（金）   

18:30～20:30 

大阪市中央公会堂 定員 80名 

大阪市北区中之島 大会議室 

＊＊なにわで咲かそう！長期投資の輪！！vol.41＊＊ 
さわかみ投信 澤上篤人氏/朝日ﾗｲﾌ ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 鈴木彰氏 
おふくろファンド運用担当者 久保田徹郎＆スタッフ 

4月 12日（火） 

13:30～15:00 

難波市民学習センター 定員 16名 

JR難波駅OCAT4階 第 2会議室 

◆毎月つみたて投資の極意～投資信託との上手な付き合い方～◆ 
毎月つみたて投資の魅力を、豊富な図を使って解りやすく説明いたします。 

また、投信について悩みを持っている方は、このセミナーで解消してください♪ 

4月 16日（土）  

13:30～16:30 

難波市民学習センター 定員 16名 

JR難波駅OCAT4階 第 2会議室 

～★ 3時間 SP 投資信託で自分年金を作ろう！ ★～            

3 時間で、自分年金作りの基礎知識や投資信託の毎月つみたて投資の概要などを 

コンパクトに学んで頂けるセミナーです。 

4月 19日（火）   

19:00～20:30 

難波市民学習センター 定員 36名 

JR難波駅OCAT4階 第 4研修室 

   【お客さま限定】   ★☆★運用報告会★☆★    

ファンドの現状と今後の方針をご理解頂くため、資産配分や組み入れ 

ファンドの成果などについて、お客さま限定の情報をお伝えいたします。 

4月 22日（金）   

19:00～20:30 

大阪市中央公会堂 定員 18名 

大阪市北区中之島 第 3会議室 

◆毎月つみたて投資の極意～投資信託との上手な付き合い方～◆ 
毎月つみたて投資の魅力を、豊富な図を使って解りやすく説明いたします。 

また、投信について悩みを持っている方は、このセミナーで解消してください♪ 

4月 24日（日）   

10:15～11:45 

総合生涯学習センター 定員 18名 

大阪駅前第 2 ビル 5階 第 2会議室 

   【お客さま限定】   ★☆★運用報告会★☆★    
ファンドの現状と今後の方針をご理解頂くため、資産配分や組み入れ 

ファンドの成果などについて、お客さま限定の情報をお伝えいたします。 

4月 27日（水）  

19:00～20:30 

大阪市中央公会堂 定員 18名 

大阪市北区中之島 第 3会議室 

◆毎月つみたて投資の極意～投資信託との上手な付き合い方～◆ 
毎月つみたて投資の魅力を、豊富な図を使って解りやすく説明いたします。 

また、投信について悩みを持っている方は、このセミナーで解消してください♪ 
 

 
   

 

あなたの町まで、 
セミナーの出前を 
いたします♪ 
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難波市民学習センター 06-6643-7010    大阪市中央公会堂 06-6208-2002    総合生涯学習センター06-6345-5000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

クレオ大阪中央 06-6770-7200             
    
 
 
  

 

 

おふくろファンドのセミナーのお申し込みは 

TEL : ０６－４７９０－６２００ 

 
 

■セミナー会場のご案内■ 

■業務管理部からのお知らせ■ 

【ご登録内容の変更はございませんか？】 

        春になりました。引っ越しシーズンです。ご住所・電話番号等に変更はございませんか。 

お取引に関する重要な書類や大切なお知らせなどをお届けしておりますので、ご変更があり 

ましたら、お手数ですが下記の手順にてお手続きをお願い致します。 

①「登録事項変更届」の用紙を当社ホームページまたはお電話にてご請求ください。 

②「登録事項変更届」にご記入のうえ、ご返送ください。 

    ※当社ご登録印であることをご確認ください。 

    ※新住所が記載された「ご本人確認書類」（運転免許証・住民票などの写し（コピー））を同封してください。 

③後日、当社より「登録内容変更の控え」を発送いたしますので、内容をご確認ください。 

★“メールアドレスのご変更”… 当社ホームページまたはお電話でもご変更が可能です。 

      ホームページの変更フォーム…「各種お手続き」→「メールアドレス・レポート受取方法変更」 

＊ 

ご不明な点等ございましたら、当社業務管理部までお問い合わせください。 

クローバー・アセットマネジメント株式会社 業務管理部 （受付時間：平日9時～17時） 

大阪：０６－４７９０－６２００ ／ 東京：０３－３２２２－１２２０  

E-mail： gyoumu@clover-am.co.jp 

 

 

 

【おふくろ相談室】 
大阪へお越しの節は、ぜひ！いらして下さい。 

（完全予約制）06-4790-6200 


