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携帯から基準価額を

ご確認いただけます 

 

 
■ 10 月の投資環境と基準価額の動き 

8～9 月に大きく下げた欧米や新興国の株価は、10 月に入

って急反発しました。 

9 月までの最大の懸念材料の第一は、多額の債務を抱え

ているギリシャの問題でした。国内の政治状況が不安定なこと

もあり、突然のデフォルト(債務不履行)に追い込まれる可能性

があったからです。仮にそうなれば、同国の国債を保有してい

る金融機関が破綻するなど、実体経済に大きな悪影響が及

ぶ懸念があったわけです。 

状況打開のため、欧州諸国は議論を進め、10 月末になっ

て包括策が合意されました。度重なる会議の帰趨をハラハラ

しながら眺めていた投資家の間には、これで大きな危機は乗り

越えたと安堵感が広がり、株価は反発しました。 

危機打開策は、①ギリシャ国債を保有している投資家(特に

銀行)が債権の削減に応じてギリシャの債務負担を軽減するこ

と、②これによって被る損失が銀行経営を悪化させることのな

いよう、公的資金の注入も含め銀行が自己資本比率を引き

上げること、さらに③イタリアなどへの波及を防ぐことも視野に、

EFSF(欧州金融安定基金)の機能を拡充すること、という内容

でした。 

このほか、夏場に懸念された米国景気の二番底懸念が大

きく和らいだことも、株価上昇に寄与しました。新興国株価も

反発しましたが、これは景気悪化懸念が後退し、一部の資源

価格が回復したことや、欧州問題の沈静化で投資家の心理

が改善したことなどのためです。一方、日本は、前月の下落率が相対的に小さかったことに加え、円高やタイの洪水被害拡大へ

の懸念などが重荷となって、小幅な上昇にとどまりました。 

為替市場では、欧州情勢の改善を好感してユーロが若干回復しました。 

組入れファンドは、主として日本株に投資する2ファンドが小幅な値上がりにとどまりましたが、ここまで大きく下落していた海外

に投資する 2 ファンドは、2 ケタ前後の値上がりとなりました。 

おふくろファンドの基準価額は、10 月 6 日に月間安値 7,452 円をつけるなど、値下がり基調で始まりまし

たが、その後は反発し、10月 31 日は月間高値8,301 円（前月末比+6.89%）まで回復して終わりました。 

■ 運用の状況 

月初の計上分を除き、買い増しは見送りました。10 月末の組入比率は、9 月末（92.92%）とほぼ同水準の

93.01%でした。  

 

  

＜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：2011/10/31
＜ファンド概況＞

＜資産構成比率＞

（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 3年 設定来

6.89% -7.81% -11.61% -4.96% 15.74% -16.99%
（小数点第3位四捨五入）

＜組入れファンドの内訳＞ （基準価額：11/10/28付け。騰落率：11/9/29と比較）

基準価額 月間騰落率 組入比率

8,078円 3.59% 23.20%

10,926円 1.42% 19.26%

6,593円 14.46% 26.45%

8,133円 9.31% 24.11%
（小数点第3位四捨五入）

基準価額　（1万口当たり） 8,301円
純資産総額 607,416,817円

指定投資信託（組入れファンド） 4本

93.01%

短期金融資産（コール等） 6.99%

ファンド名

設定日 2008年4月8日
信託期間 無期限

決算日 毎年3月3日

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

指定投資信託
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■ 当面の投資環境見通し 

11 月に入り、ギリシャの首相が国民投票を持ち出すなど、

引き続き緊迫する場面もあり、株式市場はやや膠着状態とな

っています。 

株価にとって当面のプラス材料になりそうなのは、日米欧で

進みつつある金融緩和でしょう。中でも、インフレにはとりわけ

厳しい姿勢を崩さない ECB（欧州中央銀行）が、ドラギ新総裁

のもとでの初会合で利下げに踏み切ったことは、市場で大い

に好感されました。米国でも FRB(連邦準備制度理事会)の直

近の会議の後、追加緩和策期待が広がっています。景気は

悪化してはいないが回復力は弱い、との認識によるものです。 

金融緩和策がどこまで有効なのか、副作用はないのか、な

ど評価は難しいところですが、緩和期待は総じて株価にプラス

に働くと予想しています。 

一方、不安材料はイタリアの 10 年物国債利回りが 7%台に

上昇していることです。さらに上がり続けるようであれば、イタリ

ア財政への重圧が懸念されます。 

イタリアの年間の財政赤字（対 GDP 比）はギリシャと比べ物

にならない低水準ですから、すぐにもデフォルトが懸念される

状況とは思えません。ただ、債務残高は欧州の中では大きく、

政局も混迷していることから、十分な赤字削減が実行できる

か、市場は疑いの目を向けています。 

10 月には EFSF の規模拡大がまとまりましたが、イタリアの

債務の実額はギリシャの約5倍、1兆9千億ユーロにも上りま

す（IMF の 2011年予想）。万一の際には EFSF では支え切れ

ない可能額が高く、欧州の対応が注目されます。 

突発的な危機は脱したとの安心感と金融緩和期待が支え

になるものの、景気は減速傾向にあり、本格的かつ持続的な

上昇にはもう少し時間が必要と見ています。 

■ 運用方針について 

好悪両材料が混在しているこのような投資環境では、投資

家心理は大きく振れやすく、相場展開は引き続き落ち着きの

ないものとなりそうです。このため、株価が調整する場面があ

れば買い増しを積極化する一方、上昇が続く際には買いを見

送る両面作戦で臨む方針です。 

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 11/10/31

銘柄名 国 業種 比率(%)

1 キーエンス 日本 産業用ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 3.4

2 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A ｱﾒﾘｶ 保険 3.1

3 UNITED TECHNOLOGIES CORP ｱﾒﾘｶ 資本財 3.1

4 BG GROUP PLC ｲｷﾞﾘｽ ｴﾈﾙｷﾞｰ 3.0

5 関西ペイント 日本 基礎素材 2.9

6 エア・ウォーター 日本 基礎素材 2.8

7 三菱商事 日本 商社 2.8

8 テルモ 日本 医薬品・ﾍﾙｽｹｱ 2.7

9 MICROSOFT CORP ｱﾒﾘｶ ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ 2.7

10 シマノ 日本 機械 2.6

さわかみファンド 11/10/31

銘柄名 国 業種 比率(%)

1 トヨタ自動車 日本 輸送用機器 3.63

2 ブリヂストン 日本 ゴム製品 3.59

3 三菱重工業 日本 機械 2.81

4 国際石油開発帝石 日本 鉱業 2.49

5 花王 日本 化学 2.46

6 パナソニック 日本 電気機器 2.35

7 商船三井 日本 海運業 2.32

8 信越化学工業 日本 化学 1.95

9 デンソー 日本 輸送用機器 1.87

10 キヤノン 日本 電気機器 1.65

ALAMCOﾊﾘｽ　ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ　ﾊﾞﾘｭｰ株ﾌｧﾝﾄﾞ2007 11/10/31

銘柄名 国 業種 比率(%)

1 INTEL CORP ｱﾒﾘｶ 半導体・同製造装置 6.3

2 CREDIT SUISSE GROUP AG-REG スイス 各種金融 4.3

3 ADECCO SA-REG スイス 商業・専門ｻｰﾋﾞｽ 3.7

4 ALLIANZ SE ドイツ 保険 3.7

5 AKZO NOBEL ｵﾗﾝﾀﾞ 素材 3.6

6 JULIUS BAER GROUP LTD スイス 各種金融 3.5

7 APPLIED MATERIALS ｱﾒﾘｶ 半導体・同製造装置 3.5

8 DAIMLER AG-REG ドイツ 自動車・同部品 3.4

9 CARNIVAL CORP ｱﾒﾘｶ 消費者サービス 3.3

10 PUBLICIS GROUPE ﾌﾗﾝｽ メディア 3.2

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 11/10/31

銘柄名 国 業種 比率(%)

1 TAIWAN SEMICONDUCTOR-ADR 台湾 情報技術 5.3

2 GOLD FIELDS LTD 南ｱﾌﾘｶ 素材 4.2

3 JBS SA ﾌﾞﾗｼﾞﾙ 生活必需品 4.0

4 CHINA LIFE INSURANCE 中国 金融 3.9

5 SABMILLER PLC 南ｱﾌﾘｶ 生活必需品 3.7

6 TENCENT HOLDINGS 中国 情報技術 3.7

7 NASPERS LTD-N SHS 南ｱﾌﾘｶ 一般消費財・ｻｰﾋﾞｽ 3.6

8 RANDGOLD RES LTD マリ 素材 3.2

9 CCR SA ﾌﾞﾗｼﾞﾙ 資本財・ｻｰﾋﾞｽ 2.9

10 GENTING BERHAD ﾏﾚｰｼｱ 一般消費財・ｻｰﾋﾞｽ 2.8

※『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。
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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 ■ 

先月は、「運用報告会」や恒例のセミナー「なにわで咲かそう！長期投資の輪！」、9 月に始めたばかりの「投資信

託ココが知りたい」などで、多くのご質問やご意見を頂きました。十分にお答えしきれなかったことや、お越しになれな

かった方にもお伝えしたいことなどをいくつか拾ってみましたので、ご一読頂ければと思います。 

Q．ヨーロッパの状況がとにかく分かりにくい。どうしたらいいのだろうか？ 

A．少なくとも二つの理由が重なり、とても理解しにくい状況です。欧州事情は日本のメディアの扱いが小さいうえ、政治

家の「腹一つ」で道が右にも左にも分かれてしまうからです。現地の情報をなるべくとるよう出来る限りの努力をしていますが、欧

州の政治家たちが何を考え、何をひそかに議論し、次にどんな手を打ってくるか、まではさすがに予想できません。 

こうした時には、欧州がなぜ、どのように統合の道を進んできたか、という歴史を振り返ることが役に立つと思います。その際、ド

イツ語やフランス語、ギリシャ語やラテン語が読めたらいいのですが、残念ながらそれは無理です。そんなわけで、とりあえず英

語と格闘しつつ、欧州の歴史を学び直す数ヵ月でした。 

Q．もう少し大きく組入れを変更してもよいのでは？ 

A．過去半年間、下落局面で｢丹念に｣買い増しを続けたことに対して、それは分かるが、もっと大胆に組入比率の上げ

下げをしてもいいのではないか、というのがご質問の趣旨です。まことにもっとも！と思います。確かにここ数年、株価は低迷して

いますから、上がったらサッサと売るという戦術は、選択肢として十分にあり得ると思います。今回のように基準価額が大きく下が

ってお客さまにご迷惑がかかるときなどは、なおさらです。ただ、株式投資では、あくまでも長期の値上がりを狙いたいと考えてい

ます。と言いますのは、「下がると思って売ったが失敗し、結局は売り値より高い値段で買い戻す」ことがよくあるからです。 

世界の株価推移を振り返りますと、時には 10 年以上にわたる膠着相場があり、株価が半分以下になることも何度か繰り返し

てきました。にもかかわらず、後から見ればそれはいっときのことで、結局は大きく上昇してきました。膠着相場が長引いたときほ

ど、それに続く上昇相場が非常に強くなることさえあります。ですから、多くの投資家がリスクにおびえ株式市場から遠ざかってい

る最近のような環境では、前ページのとおり足元のリスクには注意しながらも、視線を将来に向けることが大事だと思っています。 

もし私が組入比率を大きく下げるとしたら、(これは半分冗談で半分は本気ですが) 誰もが投資の話をし、ファンドのご購入希

望者が殺到し、セミナー会場が立ち見であふれかえるようなときです。誰もが株を買ってしまった後は、もはや誰も買ってくれなく

なるからです。どう見ても、それは今ではないと思うのです。 

Q．為替変動はおふくろファンドにどう影響する？これからも円高が続くのでは？ 

A．おふくろファンドが組み入れている 4 ファンドのうち、3 ファンドは一部もしくは全額を海外の株式に投資しています。こ

のため、円高・外貨安は、海外株価を円に換算する際に為替差損となり、おふくろファンドにもマイナスとなります。残り 1 ファンド

についても、海外展開する企業への投資を通じて、間接的にではありますが為替の影響を受けます。このところ、ドルだけでなく

ユーロも安くなり、さらには新興国通貨まで売られたこともあって、一時はスイスフランと円だけが強いという状況さえ見られました

（そのスイスフランも、強力な為替政策により最近は軟調です）。この結果、おふくろファンドの基準価額も為替変動による損失を

かなり被っています。 

ただ、円だけが強いという最近の状況が永遠に続くとも思えません。為替を動かす要因は実に様々ですが、今はその多くが円

高を後押ししています。しかし環境が変われば、円独歩高の構図がひっくり返る可能性もあります。円安によって海外からの輸入

品の値段が上がるようなときに、輸入品の値上がりをある程度相殺する役割をおふくろファンドが果たせるのではないかと期待し

ています。 

このほか、毎月分配型ファンドの仕組み、特に基準価額と分配金の関係については、多くの方からご質問を頂きました。当社で

は扱っておりませんので、ご説明はあくまでも一般論にとどまりましたが、概ねご理解頂けたようで何よりと思っています。勉強会

へのまたのお越しをお待ちしております。                                 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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                 なにわ 

                   

 
 
 
 
 

◆ていねいに生きる◆ 

 最近二度ほどお茶会に誘われ、参加させていただきました。 

お手前を拝見し、お茶を味わい、亭主のお茶に関する話を聞き、一服終わった後は、器を愛で、生け花

や掛け軸を鑑賞する。 

昔から、日本人はこんなひとときを大切にしてきたのだとしみじみと思いました。そして和の文化の奥深さ

を感じ、心地よい時間を過ごすことができました。 

今まで茶道をお嫁入りの習いごと（申し訳ありません）と思い、まったく関心のなかった私ですが、ご縁が

あり何度か行かせていただくにつれ、まったく違った思いを持つようになりました。 

 日々忙しいからこそ、日常とは違った空間の中で心を解き放し遊ばせる。このメリハリが人生を豊かに暮らすコツではない

でしょうか。 

目の前のことに右往左往しないで生きるためにも、経済的自立と精神的自立、この2本柱をきちんと持つことが大切である

と思った次第です。 

浪花おふくろファンドを通じてそのお手伝いができればうれしいです。 

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の Facebook ページを始めました■ 

 

 

 

 
 

★「超自分年金の本＋更新レポート」をご希望のお客さまへ★ 

（お申し込みの〆切は、11月 30日です。） 
①お名前と口座番号を明記して下さい。 
②160 円分の切手（クロネコメール便の送料）を同封してお送りください。 
 （2 冊の場合は、その旨をお書きください。２冊でも、送料は同じで 160 円です。） 

【送付先】 〒540-0026    大阪市中央区内本町１－１－８アプリコ２０１ 
  クローバー・アセットマネジメント㈱  超自分年金希望  とお書きください。 

☆ご希望のお客さまに「超自分年金＋更新レポート」をお送りしています☆ 
 

先月ご案内いたしましたところ、たくさんのお客さまからご応募頂いております。 

私たちの本が、お客さまの自分年金作りのお役に立てば、ほんまに嬉しいことです♪ 

 キャンペーを始めて間もなく、「年末に帰ってくる息子に本をプレゼントしたい。できれば 2 冊

欲しい」というお申し出がありました。なるほど、これから年末年始にかけて、日頃は会えないご

友人や親せきの方々と一緒に過ごされるかもしれません。私たちは、お一人でも多くの方に自

分年金作りを始めて頂きたいと願っています。ですから、「もちろん、お送りします」とお答えい

たしました。もし、ご希望があれば、お客さまの分と一緒にもう 1冊お送りさせていただきますの

で、お申し出くださいませ。 皆さまからのご応募をお待ちいたしております。 

 

 

キャンペーン 

    http://www.facebook.com/728ofukuro     
 

はじめました 

浪花おふくろファンド 

責任者 石津史子 

 

ぜひ、いいねのボタン

を押して、私たちと交

流して下さいね♪  

 
＜記念切手で応募…嬉しいです！＞ 
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■ 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 10 月末日現在 
北海道から沖縄まで、43都道府県にお住いの746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：51.3%、女性：69.9%）のお客さまにご利用いただいております。 
 

＜地域別口座数＞        ＜世代別・男女数＞…男性 48.0%、女性 52.0% 
                                                           

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

＜浪花おふくろファンド 毎月つみたてスケジュール＞ 

引落開始月 
新規申込 

引落口座変更締切日 

引落金額変更 

中止締切日 
引落日 約定日 

平成23年12月 受付終了 11 月 21 日（月） 12 月 5 日（月） 12 月 15 日（木） 

平成 24 年 1 月 12 月 1 日（木） 12 月 20 日（火） 1 月 5 日（木） 1 月 18 日（水） 
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■業務管理部からのお知らせ■ 
 

【特定口座の源泉徴収区分の変更について】 

特定口座をご利用いただいているお客様の、2012 年適用分源泉徴収区分の変更受付を 10月より開始しております。 

「源泉徴収あり・なし」の変更をご希望のお客様は、お電話にて「特定口座源泉徴収選択届出書」をご請求くださいますよう

お願いいたします。 

 

【特定口座の継続手続きについて】 

特定口座制度では、法令に基づいて特定口座の残高がなくなった日から 2年を経過したその年の 12月 31日までにご利

用のなかった特定口座は、その翌年1月1日に特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされ、当該特定口座を廃

止（以下、「みなし廃止」といいます。）することとなっています。 

引き続き特定口座の利用をご希望されるお客様は、お電話にて「特定口座取引継続届出書」をご請求ください。なお、書

類のご提出を含め、弊社での手続が年内に完了するようお願い致します。 

 

ご不明な点等ございましたら、弊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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■浪花おふくろファンドのセミナー・勉強会のご案内■ 
 

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 内     容 

11月 12日（土） 

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 2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。 

11月 15日（火） 

13:30～16:30 

大阪市中央公会堂 定員 12名 

大阪市北区中之島 第 7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。 

11月 20日（日） 

13:30～16:30 

大阪市中央公会堂 定員 60名 

大阪市北区中之島 展示室 

◆なにわで咲かそう！長期投資の輪！！Vol.48◆ 

さわかみ投信 代表取締役会長 澤上篤人氏 

日本コムジェスト 代表取締役 山本和史氏＆当ファンドスタッフ 

11月 23日(祝) 

13:30～15:00 

大阪市中央公会堂 定員 12名 

大阪市北区中之島 第 7会議室 

【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！ 

11月 25日（金） 

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 2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。 

11月 30日（水） 

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 1会議室 

 ■□ 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。 
   

12 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 3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。 

12月 3日（土） 

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 3会議室 

★☆★ たかが年金・されど年金 ★☆★ 

現在の年金制度の実力と年金改正の動向、これらの生活設計の 

ポイントをお話しいたします。 

12月 5日（月） 

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 4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。 

12月 7日（水） 

13:30～16:30 

大阪市中央公会堂 定員 12名 

大阪市北区中之島 第 7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。 

12月 13日（火） 

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 第 6研修室 

★☆★ たかが年金・されど年金 ★☆★ 

現在の年金制度の実力と年金改正の動向、これらの生活設計の 

ポイントをお話しいたします。 
 
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 

 JR 難波駅 OCAT4階                 京阪「なにわ橋」・地下鉄「淀屋橋」      大阪駅前第 2ビル 5階 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

あなたの町まで、 
セミナーの出前を 
いたします♪ 

 

 

 

 

 

 


