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携帯から基準価額を

ご確認いただけます 

 
■ 6 月の投資環境と基準価額の動き 

世界の株式市場は月初めに下落した後、月末に向けて回

復傾向をたどりました。 

5月の大幅下落局面を経て、やや落ち着きを取り戻したのは、

欧州の債務問題への不安がやわらいだことに加え、主要中央

銀行が一段の金融緩和に踏み切るとの期待が高まったことに

よるものでした。 

ただ、実体経済の鈍化は依然として続いており、主要国の多

くで重要な経済指標が悪化したため、株価の上値は押さえら

れました。こうした中、復興需要などから内需がまずまず堅調

な日本は、株価も相対的に堅調に推移しました。 

ギリシャの再選挙では、緊縮に反対する勢力を推進派が議

席数で上回り、ようやく 3党による連立政権が発足しました。有

権者がユーロ圏への残留を強く望んだ結果であり、これを受け

てギリシャが支援を停止され債務不履行となり、ユーロ圏から

離脱する、との懸念は大きく後退しました。 

もっとも、FRB（米国連邦準備理事会）による金融緩和策は、

事前に期待されていたほどの内容ではなく、失望感から一時

的に株価下落の要因となりました 

為替市場では、ギリシャ選挙の結果を好感してユーロが若

干上昇し、ドルは円に対してほぼ横ばいで推移しました。 

組入れファンドは、日本株が堅調だったことから、さわかみフ

ァンドと TMA長期投資ファンドが値上がりしましたが、ALAMCO

ハリス グローバルバリュー株ファンドは組入れ銘柄の株価がやや不調で、小幅ながら値下がりしました 

おふくろファンドの基準価額は、6月5日の7,615円を月間安値に、その後は緩やかに回復し、6月22日に月間高値8,187

円をつけ、月末は 8,045 円と、ほぼ 5 月末の水準で終わりました。 

■ 運用の状況 

5月に株価の下落が進み割安感が強まったと判断し、上旬と中旬にTMA長期投資ファンド、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、ALAMCO ハリス グローバルバリュー株ファンドを買い付けました。

お客さまからの資金流入額を上回る買付を行った結果、6 月末の組入比率は 5 月末（91.03%）からやや上

昇し、92.39%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：2012/6/29
＜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

0.49% -12.63% 3.23% -12.07% 0.50% -19.55%
（小数点第3位四捨五入）

＜組入れファンドの内訳＞ （基準価額：12/6/28付け。騰落率：12/5/30と比較）

基準価額 月間騰落率 組入比率

8,065円 2.09% 25.81%

10,286円 2.93% 17.09%

6,415円 -1.60% 26.49%

7,897円 -0.24% 23.00%
（小数点第3位四捨五入）

基準価額　（1万口当たり） 8,045円
純資産総額 661,390,925

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 92.39%

短期金融資産（コール等） 7.61%

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 

欧州の問題は、ひと山越えたようです。ギリシャのユーロ圏

離脱懸念は大きく後退しました。また、6 月末には、ESM（欧

州安定メカニズム）という支援の枠組みを機能させて、スペイ

ンの銀行に対し資金を直接注入する方向が決まりました。金

融機関の監督が国ごとにバラバラに行われてきた問題も、

ECB（欧州中央銀行）への一元化が合意されました。 

次の大きな課題は、財政の統合だと思われます。財政は、

国民によって選ばれた政治家が、議会審議を経て決るもので

す。政府から（つまりは国民からも）程度の差はあれ独立した

存在である中央銀行が行う金融政策とは、ここが大きく異なり

ます。財政の統合には、国家というものの意味を問うことも含

めて、多くの議論が待ち受けているに違いなく、時間のかかる

話になるでしょう。 

このところ欧州が揺らいだのは、ユーロ圏という体制が抱え

る様々な制度的な不備が、時間をかけて経済的な問題を蓄

積してきたからでもあります。問題を解決するには、足元で起

こっている金融不安をまずはやわらげ、経済成長を促進する

対策を打ち、根本解決への長期的な方針を固めることが必

要ですが、それは可能だと考えています。 

多くの国が赤字削減を目的に増税や歳出削減を行う間、

経済成長は低めに抑えられると予想されます。私たちのファ

ンドは国ではなく企業を厳選して投資しているとはいえ、企業

業績には国や地域の景気が多かれ少なかれ影響します。株

価にとって今の環境は決して良好とは言えません。 

しかし、リーマンショック後のように資金のやり取りが凍りつ

き、経済が急激に収縮し、企業業績も大きく悪化する、という

可能性は低いと見ています。また、日米独などの債券利回り

は歴史的な低水準にあり、世界の資金は安全と言われる資

産に大きくシフトしたことがうかがえます。さらに、景気の悪化

に備えて一層の金融緩和措置も検討されつつあります。何よ

り、株価は利益に比べて総じて割安な水準に低下していま

す。 

こうしたことから、今は決して先行きに対して弱気になるタイ

ミングではないと判断しており、長期的な値上がりを目指して

前向きに運用を続ける方針です。 

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 12/6/29

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 4.3

2 デンソー 日本 自動車 3.2

3 ミスミグループ本社 日本 商社 3.1

4 エア・ウォーター 日本 基礎素材 3.1

5 三菱商事 日本 商社 3.0

6 ダイキン工業 日本 機械 3.0

7 本田技研工業 日本 自動車 3.0

8 SMC 日本 機械 3.0

9 関西ペイント 日本 基礎素材 2.7

10 浜松ホトニクス 日本 産業用ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 2.7

さわかみファンド 12/6/29

銘柄名 国 業種 比率(%)

1 トヨタ自動車 日本 輸送用機器 4.40

2 ブリヂストン 日本 ゴム製品 3.52

3 三菱重工業 日本 機械 2.79

4 花王 日本 化学 2.62

5 国際石油開発帝石 日本 鉱業 2.15

6 商船三井 日本 海運業 2.15

7 信越化学工業 日本 化学 2.09

8 デンソー 日本 輸送用機器 2.05

9 パナソニック 日本 電気機器 2.03

10 本田技研工業 日本 輸送用機器 1.68

ALAMCOﾊﾘｽ　ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ　ﾊﾞﾘｭｰ株ﾌｧﾝﾄﾞ2007 12/6/29

銘柄名 国 業種 比率(%)

1 INTEL CORP ｱﾒﾘｶ 半導体・同製造装置 6.9

2 STARWOOD HOTELS & RESORTS ｱﾒﾘｶ 消費者サービス 4.2

3 WELLS FARGO & CO ｱﾒﾘｶ 銀行 4.0

4 ADECCO SA-REG スイス 商業・専門ｻｰﾋﾞｽ 3.8

5 CARNIVAL CORP ｱﾒﾘｶ 消費者サービス 3.7

6 APPLIED MATERIALS ｱﾒﾘｶ 半導体・同製造装置 3.6

7 CREDIT SUISSE GROUP AG-REG スイス 各種金融 3.6

8 AKZO NOBEL ｵﾗﾝﾀﾞ 素材 3.4

9 JULIUS BAER GROUP LTD スイス 各種金融 3.4

10 DAIMLER AG-REG ドイツ 自動車・同部品 3.4

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 12/6/29

銘柄名 国 業種 比率(%)

1 TAIWAN SEMICONDUCTOR-ADR 台湾 情報技術 6.1

2 CHINA LIFE INSURANCE 中国 金融 4.3

3 HEINEKEN NV ｵﾗﾝﾀﾞ 生活必需品 4.0

4 NHN CORP 韓国 情報技術 3.3

5 PING AN INSURANCE GR-H 中国 金融 3.3

6 GOLD FIELDS LTD 南ｱﾌﾘｶ 素材 3.1

7 MOBILE TELESYSTEMS-ADR ロシア 電気通信ｻｰﾋﾞｽ 3.1

8 BUNGE LTD ｱﾒﾘｶ 生活必需品 3.0

9 BHARAT HEAVY  ELECTRICALS インド 資本財・ｻｰﾋﾞｽ 3.0

10 CCR SA ﾌﾞﾗｼﾞﾙ 資本財・ｻｰﾋﾞｽ 2.9

※『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 ■ 

～ 株価変動と相場格言にまつわる話 ～ 

この欄でしばしば触れてきましたが、株価は企業の実態（業績など）と、その先行きを予想する投資

家の「期待と不安」の複合物として、日々形成されると考えています。長期的には、企業が成長すれば

自然に株価も上がり、衰退すれば株価も下がっていくものですが、それでも結構長い期間にわたって、実態よりも

投資家の期待と不安の方が株価に大きな影響を与えることが少なくありません。 

ところが、他人がいま何を考え、これから何を考えるだろうか（何を期待し何を不安に思うだろうか）などとい

うことを正確に知ることはまず無理です。株価の短期的な変動を予想することは、やはり相当に難しいと言えます。

にもかかわらず、儲けるために何とか読み解こうと、投資家は過去に学び知恵を絞り、数々の投資のアイディアや

方法を生み出してきました。その苦労は格言として現在の投資家に受け継がれています。それはそれで面白いもの

がありますので、今回はいくつかご紹介してみることにしましょう。 

 

つい数ヵ月前に市場で話題になりましたので、お聞きになった方もいらっしゃるかもしれ 
ません。投資期間を 6ヵ月（月末）とした場合、「株価指数を 5月末に売って 11月末に買い 
戻すのが最も好成績」というデータなら、私も見たことがありますし、過去には自分で計算 
して確かめたこともあります。 

そして実際、昨年と一昨年は、5 月（前後）に売っていれば、その後の下落で数ヵ月後には安く買い戻すことが
できました。そのせいもあって、2度あることは 3度ある、とばかりにこの傾向がいつになく注目されたわけです。 
 
ところが今年はうまくいっていません。高値は多くの市場で 3 月後半から 4 月初め。5 月末は、かなり下がった
後でした。下落理由はいろいろありますが、多くの投資家が最近の高い実績（？）を基に、格言の背後にある何か
を信じたのかもしれません。慎重な（あるいは欲の少ない）投資家が、5 月を待たず一足先に売り始めた可能性も
あると思っています。誰もが信じる方法はそれゆえ当たらなくなる、というのはこの世界でよくある話です。 

 

 

 

前者は、「人と同じようにやっても投資はうまくいかない、逆を行くべきだ」という意味の、非常に有名な格言で
す。人が注目しない銘柄や時期こそが投資のチャンスだというわけです。確かに、人というか市場の値動きの後を
ついて行くばかりでは、きれいな花は摘み取られた後。ひどい時には、上がり切った最後の高値をつかんでしまう
危険さえあります。「人とまったく同じことをやっていてもダメ」という意味で、この格言には正しい面があると思
います。ただし、「逆は必ずしも真ならず」。注意すべきは、人の逆を行けば必ずうまくいくとは限らないことです。 

だからでしょうか、面白いことにこの格言とはまったく逆の意味の格言も、同時に生き残っています。それが後
者の「相場は相場に聞け」です。「相場は自分の知らないことを知っている参加者の集まりだから、素直に耳を傾け
た方がいい」という意味です。   

ここに掲げた以外にも、格言や傾向分析の類は山のようにあります。参考になるものもありますから、多少は知

っておいて損はないでしょう。しかし、反対の意味をなす格言が今でも使われていること自体、株価変動の予想と

それへの対応がいかに難しいかを物語っているように思います。一方、比較的よく当たってきたものは、みんなが

使えばかえってうまくいかなくなってしまいます。格言に限らず、相場を当てることは至難の業です。 

浪花おふくろファンド運用担当者 

 

 

 

 

株は5月に売れ 

人の行く裏に道あり 花の山 相場は相場に聞け VS 
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◆1秒の重みはわかるけれど・・・・◆ 

            一瞬と思える 1秒が、スピードや効率を求める現代社会では大きな重みを持つように

なってきています。新幹線などを地震の初期微動の段階でストップさせる新システム

の構築に、まさに 1 秒以下の単位でのスピードアップが求められるという話が、テレビ

の「クローズアップ現代」という番組の中でありました。また株の自動取引では、1 秒間

に数万回も売買が可能となってきて、株式売買のスピード化が進められているという

ことでした。この話を聞いて、ゲストの生物学者の先生が、安全性を上げるために秒

以下のスピードをアップさせることは、人類にとっての貢献ではあるけれど、果たして 

新幹線のスピードをもっと速くする必要があるのか、また、1秒間で数万回もの株の取引に、人間の頭や 

身体は生物学的についていけるのかと警笛を鳴らしていました。 

 人類の進歩は、ある意味時間短縮との闘いのようにも感じられますね。しかし長期投資家を標榜する 

我々は、ここはひとつ、売買ボタンを速く押すことに気を取られることなく、社会に役立つ企業を長期スタ 

ンスで応援するというスタイルで、じっくり、ゆったりといきたいものです。          

浪花おふくろファンド担当 中 井 朱 美 

■浪花のおふくろより心をこめて■ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜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 引落日 約定日 
新規申込 

引落口座変更締切日 

引落金額変更 

中止締切日 

平成 24 年 8 月 8 月 6 日（月） 8 月 16 日（木） 受付終了いたしました 7 月 24 日（火） 

平成 24 年 9 月 9 月 5 日（水） 9 月 18 日（火） 8 月 1 日（水） 8 月 23 日（木） 

平成24年10月 10 月 5 日（金） 10 月 18 日（木） 9 月 3 日（月） 9 月 24 日（月） 

平成24年11月 11 月 5 日（月） 11 月 15 日（木） 10 月 3 日（水） 10 月 23 日（火） 

先日の“七夕★コラボセミナー”第二部のテーマは、「「私たちはお客さまに何を提供できるのか」でした。 

直接運用に携わっていない私のような者は、お客さまに何が提供できるのでしょうか。 

改めて申し上げるまでもなく、私たちの目標は、お客さまに運用の成果を手にして頂くことです。 そのためには、 

運用成績の向上はもとより、投資信託がしっかり家計に根をはって育っていくためのサポートが必要です。私は

そこを担当させて頂いています。 

例えば、月次レポート、おふくろ便り、投信の基礎知識が学べる勉強会、個別に相談できる窓口（おふくろ相談室・直通電

話の設置・応対）等々は、当ファンドをよりよく理解して、基準価額の上下が激しくなった時にも冷静さを失わず、運用を継続

して頂くためにお役に立てます。どんなにいい種を蒔いても、日々の世話を続けていかない限り、美味しい野菜を手にすること

はできないのですから、これらはさながら菜園の土づくりであり、立ち枯れしないための水や肥料、間引き、支柱添えです。 

   時間をかけて手持ち資金を殖やすポイントは、「途中で止めずに継続していくこと」です。 

特に当ファンドには、投資信託初心者のお客さまがたくさんいらっしゃいますので、不安のために道半ばで挫折されないよ

う、しっかりサポートさせて頂きたいのです。「このサポートを端折ったら、絶対アカン！折れてしもたら、終わりや」と心から思い

ます。そんな様子を見て、｢何でそんなに一生懸命になれるの？｣と聞かれること、しばしばです。そんな時は、「これが、やりた

いことやねん。」です（笑）。これからも初心を忘れることなく、こんなアホでいきたいと思います。 

浪花おふくろファンド責任者 石 津  史 子 

 

 



 

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

ファンドにかかるリスク・コストについての詳細、お申込み方法等については投資信託説明書（交付目論見書）および重要事項説明書、ホームページ（http://www.728ofukuro.jp）をご覧くださ
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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 6 月末日現在 
 
北海道から沖縄まで、43都道府県にお住いの766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、58.0%（男性：46.2％、女性：68.8%）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 47.8%、女性 52.2% 
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■業務管理部からのお知らせ■ 
 
 

【毎月つみたてサービスの変更内容】 

 

新システムへの移行に伴い、毎月つみたてサービスの内容に一部変更がございます。 

具体的な変更内容は、以下のとおりです。ご一読くださいますようお願い申し上げます。 

なお、今回の変更に伴いまして、お客さまにしていただく手続きはございません。 

 

現在の表記  新しい表記 

SMBC ナニワオフクロＦ      ¥ｘｘｘ,ｘｘｘ  SMBC クローバーアセット    ¥ｘｘｘ,ｘｘｘ 

 

＊複数ファンドの毎月つみたてサービスをご利用していただいているお客さまにおかれましては、 

複数表示、または総額表示となります。 

（表示は金融機関によって異なります。詳細は、金融機関にお問い合わせください。） 

 

 
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 

7 月 18日（水） 
10:15～11:45 

総合生涯学習センター 第 6研修室 
大阪駅前第 2 ビル 5階 定員 27名 

■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。 

7月 25日（水） 
10:15～11:45 

大阪市中央区 1-1-8 ｱﾌﾟﾘｺ 201  
当社 会議室  定員 5名（会場変更） 

◆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 

7月 29日（日） 
13:30～16:30 

難波市民学習センター 第 4会議室 
JR難波駅OCAT4階 定員 16名 

～☆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 

7月 30日（月） 
10:15～11:45 

総合生涯学習センター 第 5会議室 
大阪駅前第 2 ビル 5階 定員 18名 

■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。 

   

8 月 2日（木） 

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 3会議室 

▲▽【自分年金を作ろう】投資信託“はじめの一歩”▽▲ 
なぜ自分年金作りが必要なのか、投資信託のしくみ等の基礎知識をお話しします。 

8月 3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 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。 

8月 11日（土） 

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！！第 57回★ 
講師：講談師 旭堂南海氏：さわかみ投信代表取締役社長黒島光昭氏＆運用調査部

ファンドマネージャー草刈貴弘氏：当ファンド運用担当者 久 保 田  徹 郎 他 

8月 13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 5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 

8月 16日（木） 

18:30～20:30 

総合生涯学習センター 定員 18名 

大阪駅前第 2 ビル 第 1会議室 

■女子力アップのためのキャリアプランとマネープラン■ 
ゲストスピーカー：CFP○R 八束和音氏（日本FP協会大阪支部長） 

8月 18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 1会議室 

▲▽【自分年金を作ろう】コツコツ毎月積立で自分年金を作ろう▽▲ 
毎月積み立てができる金融商品や、投資信託の毎月積立についてお話しいたします。 

8月 20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。 

8月 28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 4会議室 

▲▽【自分年金を作ろう】意外に頼れる社会保険＆どうなる年金▽▲ 
家計に身近な社会保険の内容を確認し、これからの年金制度についてお話しします 

8月 31日（金） 

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 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。 
 
 

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♪ 

 

 


