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■ 7 月の投資環境と基準価額の動き
海外の株式市場が調整色を強める中で、日本株はほぼ横
ばいを維持しました。3 月の震災からの復興が進んで生産や消

浪花おふくろファンド （ 愛称： おふくろファンド）
基準日：2 01 1/ 7/ 29
＜ファンド概況＞
基準価額 （1万口当たり）
9,004円
純資産総額
613,074,424円
指定投資信託（組入れファンド）
4本
設定日
信託期間
決算日

費が持ち直しており、企業業績も概ね予想を上回っていること
が背景となりました。海外では、前半は南欧、後半は米国の債
務問題で株価が揺さぶられました。
ギリシャへの第 2 次支援策を巡っては、議論に時間がかかり
株価下落要因となりましたが、紆余曲折の末、下旬になって最
終決定されました。もっとも、ポルトガル国債が格下げされ、イタ
リアなどの国債利回りが上昇（価格は低下）するなど、懸念材
料が残りました。
米国では、連邦政府の債務残高が法律で定められている上
限に近づく中、政府と議会の間で行われた上限引き上げのた
めの協議が難航したことが、株価を押し下げました。上限引き
上げが間に合わない場合、国債の償還や利払いができない
事態（デフォルト）に陥り、世界の金融市場に大混乱を引き起

2008年4月8日
無期限
毎年3月3日

＜資産構成比率＞
指定投資信託
短期金融資産（コール等）

93.13%
6.87%
（小数点第3位四捨五入）

＜期間別騰落率＞
1ヵ月
3ヵ月
-1.58%
-4.12%

6ヵ月
-4.71%

1年
3.48%

3年
-7.58%

設定来
-9.96%

（小数点第3位四捨五入）
（基準価額：11/7/28付け。騰落率：11/6/29と比較）
＜組入れファンドの内訳＞
ファンド名
基準価額 月間騰落率 組入比率
TMA長期投資
8,506円 -0.01%
23.66%
さわかみ
12,306円 -0.77%
21.49%
ALAMCOハリス グローバル
7,111円 -3.13%
24.23%
コムジェスト・エマージング
9,032円 -2.54%
23.74%
（小数点第3位四捨五入）

＜基準価額の推移（円）＞
11,000
10,000

こすと懸念されたためです。
また、新興国は、景気過熱とインフレ抑制を目的に利上げ
を進めている国などで株価は軟調でした。

9,000
8,000
7,000

為替市場では、ドルとユーロに対して円の上昇がやや大きく
進みました。上記のような米欧の不安感を背景に、より安全な

6,000
08/4/8

08/12/3

09/8/3

10/4/2

10/11/30

11/7/29

資産と言われる円やスイスフランへ資金を避難させる動きが
加速したためです。
組入れファンドはすべて値下がりとなりました。ただ、日本株が相対的に堅調だったこともあり、TMA 長期投資ファンドと さわか
みファンド は下落率が 1%未満と小幅にとどまりました。
おふくろファンドの基準価額は、7 月 11 日に月間高値 9,409 円をつけましたが、その後は株価下落と円高の影響を受けて値
下がり基調となり、月末は 9,004 円（前月末比-1.58%）で終わりました。
携帯から基準価額を
ご確認いただけます

■ 運用の状況
海外株価の下落ピッチが速まったことと、全体の組入比率が一時 91%台半ばまで低下してきたことから、月
末に ALAMCO ハリス グローバル バリュー株ファンド 2007 と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 SA を買い付けました。買付額はお客さまからのご入金額を若干上回りましたが、組入資産が値下がりし
たことから、月末の組入比率は 6 月末（92.85%）とほぼ同水準の 93.13%となりました。
このレポートは、浪花おふくろファンドの運用状況や浪花おふくろファンド担当者からのメッセージやご案内などの情報提供を目的としてクローバー・アセットマネジメント株式会社が作成したもの
です。このレポートに記載されたグラフ、図表、数値、経済見通し、その他いかなる内容も作成日時点のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。浪花おふくろ
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■ 当面の投資環境見通し
7 月に市場を混乱させたのは、ギリシャへの第 2 次支援と
米国の債務上限引き上げを巡る混乱でした。これらはともに
決着しましたが、株価の下落は止まらず、むしろ下げピッチが
速まってきました。背景として、だらだら続く南欧の債務問題
と、米国景気の先行き不安が挙げられています。
まず米国ですが、直近の株価下落が示すほど景気が急激
に悪化しているとは思えません。ただ、不安が高まっているこ
とは事実で、それは格付け機関によって国債が格下げされた
にもかかわらず、利回りが急低下していることからもうかがえま
す。確かに、財政赤字削減のために政府支出を減らせば景
気にはマイナスですし、金融政策も手詰まり状態にあります。
債務上限引き上げという法律を通せばデフォルトを避けら
れる米国と比べ、欧州の問題はより困難に見えます。国によ
って財政状態が違うこともあって議論がまとまりにくく、ここまで
の対策も小出しの感を否め ません。また、欧州中央銀行
（ECB）がインフレを強く嫌って利上げを行うなど、十分に緩和
的とは言えない金融政策もマイナスです。イタリアやスペイ

＜各ファンドの組入れ上位10銘柄＞
TMA長期投資ファンド
銘柄名
1 エア・ウォーター
2 キーエンス
3 関西ペイント
4 ユニ・チャーム
5 テルモ
6 MICROSOFT CORP
7 キヤノン
8 シマノ
9 ヒロセ電機
10 日本電産
さわかみファンド
銘柄名
1 トヨタ自動車
2 ブリヂストン
3 三菱重工業
4 商船三井
5 国際石油開発帝石
6 パナソニック
7 花王
8 リコー
9 デンソー
10 信越化学工業

ン、さらにはフランスなど、欧州の中でも大きな国に問題が広
がれば、必要な支援額が一気に膨らむ恐れもあります。
ただ、直近の株価下落には、不安心理自体が下げを加速
している面も強いと感じています。事実、投資家の間に弱気
が広がっていることを示す指標が増えてきました。また、日米
では、利益水準と比較した株価の割安さが一段と目立ってい
ます。実体経済面では、消費の足を引っ張ってきた原油価
格が大幅に下落しており、長期金利の低下ともあいまって、今
後消費など支出を下支えする効果も期待できます。

■ 運用方針について
米国景気や南欧の債務問題を巡り、荒れ模様の相場が続
く可能性は高そうです。ただ、株価の長期的な方向は、最後
は企業業績にかかっていると考えており、この点には何の懸
念も持っていません。
よって、今月以降は長期の視点で投資比率を高める時期
だと判断しています。想定外の株価下落に備えて確保してお
いたお客さまからの貴重な資金を使わせて頂き、弱気心理が
広がって株価がさらに下がる場面では、こちらは一層強気に、
下落相場に買い向かっていくつもりです。

〒540-0026 大阪市中央区内本町
1-1-8 アプリコ 201
Tel:06(4790)6210
Fax:06(4790)6203

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

日本
日本
日本

業種
基礎素材
産業用ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ
基礎素材
家庭用品
医薬品・ﾍﾙｽｹｱ
ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ
産業用ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ
機械
電子部品
電子部品

11/7/29
比率(%)
3.6
3.6
3.3
2.9
2.9
2.7
2.7
2.7
2.6
2.5

国
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本
日本

業種
輸送用機器
ゴム製品
機械
海運業
鉱業
電気機器
化学
電気機器
輸送用機器
化学

11/7/29
比率(%)
3.83
3.31
2.78
2.65
2.54
2.38
2.32
2.14
1.85
1.63

国
日本
日本
日本
日本
日本

ｱﾒﾘｶ
日本

ALAMCOﾊﾘｽ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ ﾊﾞﾘｭｰ株ﾌｧﾝﾄﾞ2007
銘柄名
国
業種
INTEL CORP
ｱﾒﾘｶ 半導体・同製造装置
JULIUS BAER GROUP LTD
スイス
各種金融
APPLIED MATERIALS
FRANKLIN RESOURCES INC

ADECCO SA-REG
GIVAUDAN-REG
ALLIANZ SE
WELLS FARGO & CO

ｱﾒﾘｶ
ｱﾒﾘｶ

半導体・同製造装置

スイス
スイス
ドイツ

商業・専門ｻｰﾋﾞｽ

各種金融
素材
保険

BAXTER INTERNATIONAL INC

ｱﾒﾘｶ
ｱﾒﾘｶ

ﾍﾙｽｹｱ機器・ｻｰﾋﾞｽ

NESTLE SA-REG

スイス

食品・飲料・タバコ

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
銘柄名
国
1 TAIWAN SEMICONDUCTOR-ADR
台湾
2 GOLD FIELDS LTD
南ｱﾌﾘｶ
3 BHARTI AIRTEL LTD
インド
4 RANDGOLD RES LTD
マリ
5 JBS SA
ﾌﾞﾗｼﾞﾙ
6 SABMILLER PLC
南ｱﾌﾘｶ
7 ANGLOGOLD ASHANTI LTD
南ｱﾌﾘｶ
8 NHN CORP
韓国
9 CHINA MOBILE LTD
中国
10 TENCENT HOLDINGS
中国

銀行

業種
情報技術
素材
電気通信ｻｰﾋﾞｽ

素材
生活必需品
生活必需品

素材
情報技術
電気通信ｻｰﾋﾞｽ
情報技術

11/7/29
比率(%)
5.4
3.9
3.3
3.3
3.2
3.2
3.1
3.1
3.0
3.0
11/7/29
比率(%)
5.7
4.2
3.8
3.7
3.7
3.6
3.5
3.3
3.3
3.2

※『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。

浪花おふくろファンド運用担当者 久保田 徹郎
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■ファンドマネージャー 久保田徹郎からのメッセージ■
〜 気温は上がり、株価は下がる、そんな時だからこそ ! 〜
『上方落語風
第 2 弾』（第 1 弾は、月次レポート第 21 号（2010 年 1 月 14 日作成）をご参照ください。）
大家：ハチ。例の投資信託、その後、始めたんか？
ハチ：それがでんな、まだですねん。なんか、やなことや心配事ばっかしのようで…。義理捨とか
憂慮だとか言うてましたやろ。
大家：ああ、ギリシャにユーロか。確かに荒れたなあ。ここんとこじゃ、アメリカ景気もイマイチみたい
やしなあ。
ハチ：（余りのケーキ？ クリスマスはまだ先やがなあ。）
大家：心配事はまだほかにもあってな。例えば新興国や。
ハチ：しんこく…深刻国でっか？
大家：アホ! 新興国ゆうのはやな、先進国を追っかけておる若くて元気な国のこっちゃ。
ハチ：（ポンと手を打ち）進行国！でんな。
大家：その新興国もな、景気が良すぎるんでモノの値段が上がっておってな、引締め中で苦しんどるんや。
ハチ：（ひき逃げ中？ そりゃ苦しいやろなあ）
大家：そんなんで、株価はここんとこ、どっち見ても下がってばかりで、結構忙しいようや。
ハチ：上がりっぱなし、ゆうわけにはいきまへんのか？
大家：いかんやろなあ。上がるまで、もうしばらく辛抱が必要と思うておいた方が無難やろ。
ハチ：ほな、買うのしばらくやめときますわ。
大家：待ちーな。すぐ上がらんかったら買うのやめるんか？
ハチ：そりゃそうですやろ。儲かりもせんものにカネ注ぎ込んで、どないしますねん。
大家：だからお前さんはトウシロや、言うたんや。相変わらずやな。積み立てっちゅう手があるやろ。
ハチ：ツ ミ タ テ って、なんですねん。
大家：毎月ちょっとずつ買うていくやり方のことや。
ハチ：何がええんでっか？
大家：まずはやな、買う「頃合い」を見計らう、なんちゅう余計な苦労が要らんのや。
ハチ：なんだかラクそうでんな。
大家：そやろ。それにな、まとまったおカネは要らへん。おまえさんの月々の給金でもできるはずや。
ハチ：ますます結構でんなあ。
大家：それより肝心なことはやな、下がった時ほどたくさん買える、ゆうところや。
ハチ：大家さん、大家さん。そりゃ、なんだってそうですやろ。値下がりすれば、リンゴも梨も、ブドウもトマトも、大根に人参に株に…
大家：わかったわかった、もうええ。同じ金額で積み立てを続けるとやな、値段が下がるとたくさん買えるし、高い時にはたくさん
買わんで済む、というわけや。
ハチ：ようわかります。
大家：もっと言うとやな、大きく下がった時は、もっともっとたくさん買えるんやから、値下がりすると「ありがたや〜」となるんや。
ハチ：さよかぁ、つまり下がるのが楽しみ…。
大家：まあ、そういうこっちゃ。
ハチ：そやったら、今みたいに不安や不安や、言うてどんどん下がってる時は、ますます「ありがたや〜」なわけでんな。
大家：おいハチ！知らん間に賢うなったやないか。
ハチ：当たり前ですがな。「不安度の 高い時こそ ファンドを買おう」ってことですな。
大家：……

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
「スポット購入って、どうやってするのですか？」
「毎月つみたてサービス」をご利用いただいているお客さまから、お問い合わせ
頂きました。 これまでは、毎月振りこむ手間がいらなかったので、いざ、スポッ
ト購入しよう思ったのだけど、どうしていいのか分からなかった…とのことでした。
確かに、８月に入って基準価額が下がってきましたし、手持ちの余裕資金で買い
足されるのも悪くないかもしれません。
（★投資判断は自己責任でお願いいたします！）
【スポット購入のしかた（別紙）
】を作ってみましたので、ぜひ、参考にしてみて
下さいね。もし、お客さまの購入専用口座等がご不明な場合は、お問い合わせください。
（→06-4790-6210）
〜〜＊＊〜〜〜〜＊〜〜〜〜〜＊＊〜〜〜〜＊＊〜〜〜〜〜＊＊〜〜〜〜〜＊＊〜〜
「フクロウの愛称を募集しています」
←今月はハンドルを握るフクロウです。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♪
8/22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♪
浪花おふくろファンド責任者 石津史子
◆無知、怠慢、欺瞞、罪◆

日本経済新聞 6 月 15 日の夕刊の「あすへの話題」に［無知、怠慢、欺瞞、罪］という題でドイツ文学者、
エッセイストの池内紀氏が原発事故について書かれていました。
1.原子力発電の恩恵を受けながらそれがいかなるものかを知らなかった私たちの無知。
2.原発の危険、また建設と廃棄に巨大な経費がかかり、決して安い電力でないことを少数の学者が警告して
いたにもかかわらず、きちんと受けとめなかった私たちの怠慢。
3.世の中に絶対安全といえるものなど何一つないことをよく承知していながら、知らないふりをしていた私
たちの欺瞞。
4.私たちを無知にとどめ、怠慢にさせ、自己欺瞞に導いたものがある。それを薄々感じつつ、大勢に従って
安楽を享受してきた結果、日本人は大きな罪を犯した。
「この罪に目をつぶるのは、とても卑しいことなのだ。」と書かれた言葉が心に突き刺さりました。責任は
国や東電だけにあったのではなく、それを結果的に許した自分自身にもあったのだということを。何も知らな
い、知ろうとしないことは大きな罪になるのです。
浪花おふくろファンド担当 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 7 月末日現在
北海道から沖縄まで、43 都道府県にお住いの 736 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、60.9%（男性：52.0%、女性：69.2%）のお客さまにご利用いただいております。
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←女性 の比率が多 いファンドです♪

＜地域別口座数＞
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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■

あなたの町まで、
セミナーの出前を
いたします♪

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 06-4790-6210 【参加費】無料
開 催 日 時

開 催 場 所

8 月 15 日(月)
19:00〜20:30

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 4 会議室

8 月 16 日（火）
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 1 会議室

8 月 17 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

8 月 26 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

8 月 28 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 4 会議室

8 月 31 日（水）
13:30〜16:30

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 4 会議室

9 月 1 日(木)
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 4 会議室

9 月 6 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

9 月 15 日（木）
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 3 会議室

9 月 17 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

9 月 23 日（金）
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 1 会議室

9 月 29 日（木）
10:15〜11:45

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 7 研修室

内

容

◆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 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。

【つみたて投資仲間と車座で！】
気軽に車座で、積立投資の魅力や、不安、下がった時の対策 etc.を共有しません
か？多数のご参加をお待ちしております！

◆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♪

【つみたて投資仲間と車座で！】
気軽に車座で、積立投資の魅力や、不安、下がった時の対策 etc.を共有しません
か？多数のご参加をお待ちしております！

〜★ 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。

◆◇◆〜あと 5 万円 自分年金を作ろう！！〜◆◇◆
年金・医療・介護など社会保険の解説も含めて、「公的年金＋自分年金⇒ハッピー・
リタイアメント」のための基礎知識についてお話しいたします♪

■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 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。

◆なにわで咲かそう！長期投資の輪！！Vol.46◆
さわかみ投信 澤上篤人氏 ・ 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 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。

■□ 投資信託ココが知りたい！ □■
・通貨選択型ファンドや毎月分配型ファンドのしくみ、基準価額の
高いファンド、低いファンドの良し悪しなど、投資信託と上手に
つきあっていくための基礎知識をお話しいたします。
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■セミナー会場のご案内■
難波市民学習センター 06-6643-7010

大阪市中央公会堂 06-6208-2002

おふくろファンドのセミナーのお申し込みは
TEL : ０６−４７９０−６２１０

総合生涯学習センター06-6345-5000

【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） ０６−４７９０−６２１０

■業務管理部からのお知らせ■
【ご登録内容の変更について】
登録住所に変更はございませんか？ 目論見書など大切な書類が届かないことがございます。
皆さまのお手元に確実にお届けするために、ご住所・電話番号・メールアドレス等に変更がないかご確認下さい。
ご登録内容に変更がございましたら、下記の手順にて必ず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。
※弊社お届出印であることをご確認ください。
※住所変更の場合は、新住所が記載された「本人確認書類」（運転免許証（コピー）・住民票の写し）
を同封下さい。
③後日、弊社より「登録事項変更 お客様控え」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は、当社ホームページまたはお電話でもお手続きを承ります。
＜ホームページの場合＞「各種お手続き」→「メールアドレス・レポート受取方法変更」フォームよりご連絡ください。

お取引やお手続き等、ご不明な点がございましたら、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）

東京：０３−３２２２−１２２０／大阪：０６−４７９０−６２００
E-mail： gyoumu@clover-am.co.jp
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