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携帯から基準価額を
ご確認いただけます 

 
■ 4 月の投資環境と基準価額の動き 

世界の株式市場は、3 月後半までの強い動きから一転し、

4 月は調整色の強い展開となりました。 

米国株は、1-3月期の企業業績が事前予想よりも良かった

ことが好感され、相対的に堅調に推移しました。雇用の改善ピ

ッチが鈍ってきたことはマイナス要因でしたが、消費は予想以

上に強く、住宅市場でも一部改善の動きが見られたことなどが、

株価の支えとなりました。 

一方、欧州では、緊縮財政の影響もあって景気見通しが悪

化するなか、スペインの財政赤字拡大や国債入札の不調が

株価とユーロの下落要因となりました。また、下旬には、緊縮

財政の推進派であったオランダの首相が辞意を表明したこと

や、ドイツと協調して欧州問題の解決に当たってきたフランス

のサルコジ大統領が選挙で敗れる見通しが強まったことなども、

先行きへの不透明感を強めました 

日本株は、このところ株価と為替に好影響を与えてきた金

融緩和への期待が後退したこと、円の下落が止まり輸出関連

企業の業績拡大期待がしぼんだこと、欧米や中国の景気減速

懸念が広がったこと、などから、特に中旬にかけて比較的大き

く値下がりしました。 

また、新興国の株価は、インドとブラジルの金利引き下げな

ど金融緩和の動きがありましたものの、先進国や中国の景気

減速懸念や業績の鈍化が重荷となり、全体としてやや弱含み

で推移しました。 

組入れファンドは、株価の反落に加えて為替も円高傾向だったため、いずれも値下がりしました。 

おふくろファンドの基準価額は、月初から軟調で（月間高値は 4 月 3 日の 9,222 円）、4 月 12 日には月間安値 8,701 円ま

で値下がりしました。その後はほぼ横ばいの動きに終始し、月末は8,840円（前月末比-4.00%）と、5ヵ月ぶりに値下がりで終わり

ました。 

■ 運用の状況 

4 月下旬に TMA 長期投資ファンドを買い付けました。お客さまからの資金流入額より買付額が少なかった

ことと、組入れファンドが値下がりしたことにより、4 月末の組入比率は 3 月末（91.51%）から若干低下し、

90.89%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：2012/4/27
＜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

-4.00% 7.37% 6.49% -5.87% 21.80% -11.60%
（小数点第3位四捨五入）

＜組入れファンドの内訳＞ （基準価額：12/4/26付け。騰落率：12/3/29と比較）

基準価額 月間騰落率 組入比率

8,597円 -2.12% 23.89%

11,399円 -5.85% 17.81%

7,256円 -5.03% 25.97%

8,879円 -4.35% 23.23%
（小数点第3位四捨五入）

基準価額　（1万口当たり） 8,840円
純資産総額 703,271,949円

指定投資信託（組入れファンド） 4本

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

コムジェスト・エマージング

指定投資信託 90.89%

短期金融資産（コール等） 9.11%

ファンド名

TMA長期投資

さわかみ

ALAMCOハリス　グローバル
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■ 当面の投資環境見通しと運用方針 

3 月下旬以降、世界の株式市場は軟調な展開となってい

ます。3月までの上昇は、第1に、ギリシャの突然のデフォルト

への懸念をはじめとした欧州の経済・金融問題が、様々な対

策によって回避できる、との期待感が広がったこと、第 2 に、

懸念されていたのとは異なり米国経済は予想以上に堅調で

ある、との安心感が広がったこと、この 2 点で概ね説明できる

と思います。 

ところが、4 月はこの二つが逆方向に進んでしまい、株価の

調整色が強まった格好です。 

米国については、3月までがそもそも期待過剰気味でした。

家計も政府も大きな債務を抱えている状況では、経済が普通

の拡大ペースに戻るには時間がかかるのが普通です。暖冬に

よって建設活動が押し上げられたことや、株価上昇による資

産効果で個人消費が強かったことなどから、統計の数値が実

力以上に上振れた可能性が高そうです。 

もっとも、経済の大幅な悪化もなさそうです。FRB（連邦準

備理事会）は、いざとなれば追加の金融緩和を行う構えを崩

していませんし、住宅市場が底打ちした模様であることも下支

えになると見ています。 

もう一つのカギを握る欧州は、重要な転換点を迎えつつあ

ると見ています。5 月に入り、フランス大統領選挙とギリシャ議

会選挙が行われましたが、結果は、フランスで現職サルコジ

大統領が社会党のオランド候補に敗退し、ギリシャでは連立

政権を担ってきた二大政党が議会の過半数を失いました。こ

れまでの緊縮一本やりの政策は、何らかの修正を迫られるこ

とになるでしょう。 

ギリシャは、選挙後の政権協議の難航など、混乱がまだ続

くでしょう。しかし、総じて「あるべき方向」に変わっていくと、期

待を込めて見守っていくつもりです。このレポート執筆時点のド

イツ州議会選挙（5 月 13 日）の結果も、ユーロ圏の今後を占

ううえで重要な分かれ目になるかも知れません。 

なお、フランス大統領選挙後の欧州の動向 

については、P3 でやや詳しく触れましたので、 

お読み頂ければと思います。 

3 月、4 月と、買付ピッチを落としてまいりましたが、株価、

為替ともに調整が深まったため、5 月以降は再び積極的な買

い姿勢で向かっていく方針です。 

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 12/4/27

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 3.5

2 デンソー 日本 自動車 2.9

3 浜松ホトニクス 日本 産業用ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 2.8

4 関西ペイント 日本 基礎素材 2.7

5 ミスミグループ本社 日本 商社 2.5

6 三菱商事 日本 商社 2.5

7 キヤノン 日本 産業用ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 2.5

8 セブン銀行 日本 銀行 2.4

9 SMC 日本 機械 2.4

10 リンナイ 日本 建設・住宅・不動産 2.4

さわかみファンド 12/4/27

銘柄名 国 業種 比率(%)

1 トヨタ自動車 日本 輸送用機器 4.25

2 ブリヂストン 日本 ゴム製品 3.44

3 三菱重工業 日本 機械 2.94

4 花王 日本 化学 2.39

5 国際石油開発帝石 日本 鉱業 2.35

6 商船三井 日本 海運業 2.20

7 信越化学工業 日本 化学 2.08

8 デンソー 日本 輸送用機器 1.85

9 パナソニック 日本 電気機器 1.77

10 ホンダ 日本 輸送用機器 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 12/4/27

銘柄名 国 業種 比率(%)

1 INTEL CORP ｱﾒﾘｶ 半導体・同製造装置 6.8

2 STARWOOD HOTELS & RESORTS ｱﾒﾘｶ 消費者サービス 4.1

3 ADECCO SA-REG スイス 商業・専門ｻｰﾋﾞｽ 3.8

4 WELLS FARGO & CO ｱﾒﾘｶ 銀行 3.7

5 DAIMLER AG-REG ドイツ 自動車・同部品 3.7

6 CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 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 PUBLICIS GROUPE ﾌﾗﾝｽ メディア 3.4

9 AKZO NOBEL ｵﾗﾝﾀﾞ 素材 3.3

10 ALLIANZ SE ドイツ 保険 3.3

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 12/4/27

銘柄名 国 業種 比率(%)

1 TAIWAN SEMICONDUCTOR-ADR 台湾 情報技術 6.6

2 HEINEKEN NV ｵﾗﾝﾀﾞ 生活必需品 4.0

3 CHINA LIFE INSURANCE 中国 金融 3.8

4 JBS SA ﾌﾞﾗｼﾞﾙ 生活必需品 3.8

5 CCR SA ﾌﾞﾗｼﾞﾙ 資本財・ｻｰﾋﾞｽ 3.3

6 NHN CORP 韓国 情報技術 3.3

7 CIELO SA ﾌﾞﾗｼﾞﾙ 情報技術 3.2

8 MOBILE TELESYSTEMS-ADR ロシア 電気通信ｻｰﾋﾞｽ 3.2

9 BHARAT HEAVY  ELECTRICALS インド 資本財・ｻｰﾋﾞｽ 3.1

10 TENCENT HOLDINGS 中国 情報技術 3.1

※『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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■ ファンドマネージャー 久保田徹郎からのメッセージ ■ 

～ 転換点を迎える欧州 ～ 

欧州諸国は、ギリシャをはじめ特に南欧諸国を中心に財政赤字の削減を最優先課題とする一方、危機に際し

て資金供給などが行えるようにと、安全網の構築・増強を進めてきました。ただ、緊縮策が必ずしもうまくいかない

ことは、ある程度のコンセンサスになりつつあります。予想されていた通り、厳しい財政引き締めが景気の悪化をもたらしているか

らです。税収が減少する一方、失業対策などの政府支出は増加し、結果的に財政赤字がむしろ増えてしまうという悪循環に陥

っているのが欧州の現状と言えるでしょう。 

なかでもギリシャやスペインの失業率の高さは、極右の台頭など社会の安定を損なう状況になりつつありますし、 

経済的な損失も極めて大きいものがあります。両国の失業率はともに 20%以上で、特に若年層では非常に高く、すでに政治の

許容範囲を越えていると思われます。 

◆「成長も大切」との論調広がる 

こうした背景から、財政緊縮だけではなく、経済を成長させるための方策が必要だ、との論調がここにきてにわかに高まってき

ました。フランスで「成長」を掲げた社会党のオランド氏がフランス大統領に選出されたこともあり、その主張が注目を集めている

わけですが、単にフランス一国が主張しているのではなく、賛同の声が広がっている点が重要です。以下は、大統領選第一回

投票以降の欧州首脳たちによるコメントです。 

・ドラギ ECB（欧州中央銀行）総裁「成長協定があってもいい」（4/25） 

・バローゾ欧州委員長「雇用創出に基づく持続的な成長で欧州経済を復活させるとの目標を（オランド氏と）共有する」（5/6） 

・ユンケル・ユーロ圏財務相会合議長「経済成長と緊縮策を同時に進めなければならない」（5/8） 

・ファンロンパイ EU 大統領「十分な成長がなければ（欧州の）社会モデルは維持できない」（5/9） 

勿論、そうした流れには懸念も表明されています。ドイツのショイブレ財務相は、「緊縮が前提（4/30）」との主張を譲っていま

せんし、メルケル首相も、「成長のためには景気対策で巨費を投じる必要があるとの考えは改めるべき（5/2）」だとしています。 

要は、単なるバラマキはダメであり（これに反対する人はいません）、財政の均衡を目指しつつ将来の成長のための策も講じて

いくことが重要、ということです。ドイツも、成長のためのあらゆる政策に反対しているわけではありません。最初に緩めるとバラマキ

による当座しのぎに終わると懸念しての強硬姿勢であろうと推察しています。 

◆ドイツの方針大転換？ 

インフレに対する強硬姿勢で有名なドイツ連銀が、ユーロ圏の経済を調整する一環として、ドイツのインフレ上昇を容認する姿

勢を見せていることが、先週報じられました。また、ショイブレ財務相は賃上げに理解を示すコメントもしています。これらは、ドイツ

の大きな方針転換を示唆するものとして注目すべき変化でしょう。過去に超インフレを経験したドイツは、二度とあのようなインフ

レに見舞われることのないよう、厳しい財政金融政策を堅持し続けるに違いない、と一般には思われてきたからです。 

独仏首脳の初会合が今週行われる見通しです。両国の連携の継続を確認したうえで、緊縮とバランスのとれた 

成長戦略がどう話されるか、注目していきたいと思います。 

欧州が緊縮一本やりから一歩踏み出し、経済成長を意識した政策を加えていくことは、まず確実な流れだと思いますが、具

体策となると簡単な話ではありません。また、効果が出るのに時間がかかるのも確実です。しかし、加味される政策の内容が次

第に明らかになるにつれて、欧州のみならず世界経済にプラスに働くものとして金融市場にもいい影響を与えていくに違いないと

大いに期待しているところです。 

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■ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

■経済活性化への明るい兆し■ 

 

5 月 11日の日経新聞朝刊の１面の「法人税納付 大手銀が再開」という見出しの記事が目にとまりました。

三菱東京UFJが 2011年3月期に10年ぶりに法人税の納付を再開したのに続き、2013年3月期に三井

住友が 15 年ぶりに、りそなホールディングスは 18 年ぶりに法人税を納める見通しとのことです。 

1990 年代半ば以降の日本の民間金融機関の不良債権処理額は、累計で 100 兆円を超すとされます。

2006年3月期には不良債権処理が一巡し、大手銀行は黒字決算に転じましたが、繰越欠損金を毎年の利

益で相殺するのに、その後もかなりの時間がかかったことになります。不良債権処理を進める間に銀行は、中小企業に対し

て貸し渋り、貸し剥がしなどを行い、その結果資金循環が悪くなり、経済が停滞したように思います。ようやく銀行経営が正常

化し、国の税収入も増え、世の中にうまくお金が回っていけば、きっと経済は活性化していくと考えます。そんな明るい兆しを

感じました。 

                                         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 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 24 年 6 月 受付終了 5 月 23 日（水） 6 月 5 日（火） 6 月 15 日（金） 

平成 24 年 7 月 6 月 1 日（金） 6 月 22 日（金） 7 月 5 日（木） 7 月 18 日（水） 

 

 

←4年前、当ファンド設定時に贈っていただいた胡蝶蘭です。 

ずっとフロアーに直置きで、風通しが悪くホコリもかぶって、成育環境は劣悪です・・・。 

しかし、困難を耐え忍び、そして克服して（笑）、今年もまた美しい花を咲かせてくれました。 

直射日光をあてたり水をやり過ぎたりして、これまでは胡蝶蘭を枯らした苦い経験しかありませんでした。 

だから、小さな蕾を見つけた時の感動は、今年も格別でした☆彡 

「素人には無理だ」と諦めないで、やれることを精いっぱいやろう！という気持ちがまた湧いてきます。 

浪花おふくろファンド責任者 石 津  史 子 

■【今日のおふくろ】毎営業日に更新しています■ 

1 枚の写真とショートコメントで構成する【今日のおふくろ】を、携帯サイト
（http://www.728ofukuro.jp/m/）で公開しています。また、HP のトップページの
左下にもコーナーを設けました。 facebook ページでもご覧になれます

（http://www.facebook.com/728ofukuro）。ぜひ、見てやってくださいね。  

お知らせ 
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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 ■ 2012 年 4 月末日現在 
 
北海道から沖縄まで、43都道府県にお住いの754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、59.3%（男性：48.6％、女性：69.1%）のお客さまにご利用いただいております。 
 

＜都道府県別口座数＞          ＜世代別・男女数＞…男性 47.7%、女性 52.3% 
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■業務管理部からのお知らせ■ 
 
 

６月上旬に、目論見書（交付目論見書）不交付の同意をされていないお客さまに、あらたな目論見書を 

メール便または E メールにてお届けいたします。 

目論見書を皆さまのもとに、確実にお届けするために、ご住所・電話番号・E メールアドレス等に変更が 

ないか、いま一度ご確認下さい。 

目論見書以外にも、お取引に関する重要な書類や大切なお知らせもございますので、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。 

 
【ご登録内容の変更】 

①「登録事項変更届」の用紙を弊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）などを同封してください。 

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、弊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。 

＜お電話の場合＞「メールアドレスが変更となった」旨をお申し出ください。 
 

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 

5 月 14日（月） 

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仕組み、基準価額の高いファンド、低いフ

ァンドの良し悪しなど、投資信託とつきあうための基礎知識をお話しいたします。 

5月 16日（水） 

18:30～20:30 

大阪市中央公会堂  展示室 

大阪市北区中之島  定員 60名  

★なにわで咲かそう！長期投資の輪！！第 54回★ 
講師：朝日ﾗｲﾌｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 鈴木彰氏・当ファンド運用担当者 久保田徹郎 他 

5月 19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 

■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。 

5月 24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 ◆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。 5月 27日（日） 

10:15～11:45 

難波市民学習センター 定員 20名 

JR難波駅OCAT4階 展示室 

   

6 月 8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 4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 6月 11日（月） 

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 第 4会議室 

6月 14日（木） 

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 

◆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。 

6月 17日（日） 

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。 

6月 23日（土） 

13:30～16:30 

大阪市中央公会堂 定員 30名 

大阪市北区中之島  第 4会議室 

★なにわで咲かそう！長期投資の輪！！第 55回★ 
講師：東京海上ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ投信 平 山  賢 一氏 

当ファンド運用担当者 久 保 田  徹 郎 他 

6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 第 5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。 

6月 27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 3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仕組み、基準価額の高いファンド、低いフ

ァンドの良し悪しなど、投資信託とつきあうための基礎知識をお話しいたします。 

6月 30日（土） 

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 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。 

 
 

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♪ 

 

 

 

 


