本社移転に伴い、
電話番号が変わります。

２０１４年５月７日（水）
９：００～

０３-６２６２-３９２３
５月２日（金）１７：００までは
０３-３２２２-１２２０（現行）
３、４、５、６日は
休業日となります
【移転先】
〒104-0031
東京都中央区京橋三丁目３番４号
京橋日英ビル ３階
【本社移転・電話番号変更に関するお問い合わせは】
クローバー・アセットマネジメント株式会社
gyoumu@clover-am.co.jp

３％の先の未来
2014年4月9日
クローバー・アセットマネジメント株式会社
代表取締役社長 多根幹雄

４月になって消費税が上がりました。買い物をする度に「あれ？思ったより高いな」と
思って良くみると、消費税分が結構大きいことに気づきます。たかが３％、されど３％な
のです。問題は、消費税そのものではなく、この機に乗じてまたぞろ多くの無駄使いが復
活していることです。日本の問題として、国が多くの借金をしている点が指摘され、その
為にも消費税を上げるべきだとの声が国内外から多く寄せられています。しかし、そもそ
も多額の借金を生んだ根源である「タカリ精神」や「依存精神」こそが日本の最大の問題
だと私は思っています。
例えばスイスで、もし風邪をひいて医者に行くと、まず全額自己負担になります。金額
でいうと２万円弱でしょうか。ただ、医療費の自己負担が大きいために、風邪をひかない
ように、あるいはむし歯にならないよう努力することで、結局病気にならず、結果として
全体の医療費も少なくなります。一方で、個人の累積の医療費がある金額を超えると、今
度は一転して保険で9割を負担してもらえます。 つまり、困らない程度の病気は自分でな
んとか対応し、どうしても困った時のみ保険を利用するという仕組みになっています。
このほか、スイスではかなり優先順位の高い公共投資でも、費用の負担や環境保全など
後々のことも考えて簡単に決めません。優柔不断というよりは、皆さんが自分の利益より
も皆や将来の人に対して責任を持っているのです。日本ではすぐ自分の都合で政治家に陳
情し、予算を引っ張って来て公共投資をするために、不必要な施設や道路がどんどん造ら
れてしまいます。このように、国民が国を頼り、政治家や官僚がその気持ちを利用してき
た象徴が、現在の１０００兆円を超える国の借金ではないでしょうか。
ただ、それもそろそろ限界なのは誰の目にも明らかです。何でもかんでも国の責任に
し、国に頼ることは改めなければなりません。かつて福沢諭吉は『一身独立して、一国独
立す。』と説きました。当時と日本を取り巻く環境は大きく変わりましたが、今こそこの
精神が必要な時でしょう。お金の面でも国の年金が頼れない時代に近い将来なるのは明ら
かです。これを解決するには国に頼らず、自分が自分の将来のために、『自分年金』づく
りを今日からでも始めなければいけない時だと切実に思っています。
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ファンド概況
基準価額

純資産総額

13,102円

800百万円

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
基準価額と純資産総額の推移

期間別騰落率（％）
1ヵ月

3ヵ月

6ヵ月

1年

3年

設定来

-1.63

-3.29

5.57

22.92

41.12

31.02

分配金（円）

直近3期を表示

4期
（’12/3/3）

5期
（’13/3/4）

6期
（’14/3/3）

0

0

0

累計
0

15,000
14,000

純資産総額（右軸、億円）
基準価額（左軸、円）

10
9

13,000

8

12,000

7

11,000

6

10,000

5

9,000

4

8,000

3

7,000

2

6,000

1

5,000

0

運用コメント

3月前半は、想定外の地政学的リスクに市場も混乱しました。３月１日、ロシア議会でクリミア半島への軍事介入
（軍の派遣）を決定、ロシアによるクリミア・セヴァストポリの編入にまで至っています。もちろん、西側
諸国はこれを認めず、米国を中心にロシアへの経済制裁を発動、再び冷戦時代へと逆戻りしてしまいそうな動
きが続いています。しかし実際には、東西の経済的交流が冷戦時代とは比べ物にならないほど深く結びついている
今、かつてのように分断された世界にはならないと推定しています。
その一方、FRB（米連邦準備制度理事会）による量的緩和縮小が進行する中、イエレン議長発言（失言？）「来春
の金利引き上げ」も市場を大きく揺さぶりました。しかし、これも結局、３月末の「労働市場は、依然として脆弱」との
金融緩和縮小に慎重な本来のハト派的発言で帳消しになった感があります。 結局、NYダウは、１．７９%のプラス、
中盤で大きく下げた日本市場でも日経平均（-0.09%）、TOPIX（-0.72%）ともわずかなマイナスに落ち着きました。
こうした中、おふくろファンドは、コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド（+2.19%）がプラスに寄与しました。
月末時点では－１．６３％のマイナスとなりました。
今後は、今までの金融緩和による株式市場全体の上昇から、より選別がはっきり進んでくると考えています。タイミ
ングを見計らいながら、安値で積極的な買いを入れていく予定です。
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ポートフォリオの状況
短期金融資
産など
7.60%

資産構成比率

ひふみ
13.36%

短期金融資
産など
7.60%

ALAMCOﾊﾘｽ
26.75%

国別投資比率

その他
11.51%

フランス
3.16%
イギリス
3.89%

日本
53.81%

スイス
7.14%

さわかみ
27.57%

TMA長期投
資
23.20%

アメリカ
12.89%

ｺﾑｼﾞｪｽﾄ・ｴ
ﾏｰｼﾞﾝｸﾞ
1.52%

浪花おふくろファンド純資産総額に対する上位組入れ銘柄・比率

（組入れ銘柄数：325銘柄）

順位

組入れ比率

銘柄名

業種

組入れファンド名

1 トヨタ自動車

世界最大級の自動車ﾒｰｶｰ

1.44% さわかみ

2 ブリヂストン

世界最大手のﾀｲﾔﾒｰｶｰ

1.27% さわかみ

3 CREDIT SUISSE GROUP AG-REG ｽｲｽを代表する世界的総合金融ｸﾞﾙｰﾌﾟ

1.18% ALAMCOハリス

4 JULIUS BAER GROUP LTD

ｽｲｽのﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾊﾞﾝｸ

1.12% ALAMCOハリス

5 CNH INDUSTRIAL NV

農業用機械、建設機械などの事業を展開（ｲﾀ
ﾘｱ）

1.07% ALAMCOハリス

6 WELLS FARGO & CO

ｱﾒﾘｶ西部を地盤とするﾘﾃｰﾙ銀行

1.02% ALAMCOハリス

7 KERING

ｸﾞｯﾁ、ﾌﾟｰﾏなどｱﾊﾟﾚﾙ・ｱｸｾｻﾘｰﾋﾞｼﾞﾈｽを展開
（ﾌﾗﾝｽ）

1.02% ALAMCOハリス

8 ALLIANZ SE

ﾄﾞｲﾂの総合金融ｸﾞﾙｰﾌﾟ。保険は世界最大手

1.02% ALAMCOハリス

9 キーエンス

ﾌｧｸﾄﾘｰｵｰﾄﾒｰｼｮﾝ用ｾﾝｻの製造

1.00% TMA長期投資

10 DIAGEO PLC

ｼﾞｮﾆｰ・ｳｫｰｶｰ、ｽﾐﾉﾌなどのﾌﾞﾗﾝﾄﾞを持つ酒造
ﾒｰｶｰ（ｲｷﾞﾘｽ）

0.96% ALAMCOハリス
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ファンドの特色
①株式投資によって長期的に高い運用成果をめざします
株式は、数ある金融商品の中で最も高い投資成果を上げてきた金融商品の一つです。
株価が上昇してきたのは、主に企業の利益が時間をかけて拡大してきたからです。
つまり、株価が上がってきた企業とは、社会にとって必要な製品・サービスを提供し続けてきた企業である、と
も言えます。
長期的には株価は上昇すると予想していますので、株式への投資比率は高めを維持するのが基本です。景
気が過熱したり、投資家心理が強気に傾き過ぎたりと、株価の割高感が強まった場合は、その後の株価下落
に備えて投資比率を低くし、現金の割合を増やす調整を行います。
②広く世界に投資します
長期的な株価上昇は、企業業績の拡大に沿って進むと考えています。業績が拡大を続ける企業は、もちろん
日本にもありますが、世界に数多く存在しています。日本に限らず優れた企業を世界中に広く求めて投資す
ることは、ファンドが成長するチャンスを増やしていくことにつながると考えています。
世界を視野に入れて投資すれば、ひとつの国や地域の株価変動に影響されすぎない、より安定した投資成
果を期待することができると考えています。
③「ファンド・オブ・ファンズ」を採用
長期的な株価上昇には、企業利益に継続的な増加が必要だとの観点から、おふくろファンドでは、世界中に
存在する優れた企業を選別して投資することを重視しています。
そのためには、世界の株式に単に分散投資するのではなく、優れた企業への選別投資を実行しているファン
ドに投資することが、最も効果的かつ効率的であると考え、ファンド・オブ・ファンズという仕組みを採用しまし
た。

ファンドにかかわるリスク
当ファンドは、値動きのある国内外の株式等に投資する投資信託証券に投資しますので、基準価額はその
影響を受け変動します。
投資信託は預貯金と異なり、投資元本が保証されているものではありません。投資による利益および損失は、
すべて受益者（投資者）の皆様に帰属します。
基準価額の主な変動要因としては、価格変動リスク、信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク、カントリー
リスク等があります。リスクについての詳細は投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
＜お申込みの際は、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください＞

ファンドにかかわる費用
購入・換金手数料

ありません

信託財産留保額

ありません

運用管理費用
（信託報酬）

年率0.945％（税抜き0.9％）
組入れ投資信託証券も含めた実質的な負担 年率1.65±0.25％（概算）

その他費用・
手数料

信託財産に関する租税、投資対象とする投資信託証券の売買に発生する売買委託
手数料及びその手数料に対する消費税相当額等の費用、外貨建資産の保管等に
要する費用は、お客さまの負担として、信託財産中から実費を負担します。

設定・運用・販売は クローバー・アセットマネジメント株式会社／金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2727号／一般社団法人投資信託協会会員
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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？】
すっかり春らしい陽気となりました。新年度も始まり、皆さまいかがお過ごしでしょうか。
ご転居等によりご住所、ご連絡先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がお届けできなくなりますので、ご変更がございましたら、下記の手
順にて必ず変更手続きをお願い致します。
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「ご本人様確認書類」（運転免許証の写し・住民票等）をご同封ください。
③後日、弊社より「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。
なお、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。
【「お取引残高報告書 兼 残高照合通知書」の発送について】
「お取引残高報告書 兼 残高照合通知書」を発送いたしました。
今回は、2014年1月～3月末までに、受渡日が到来したお取引をされたお客様と最後のお取引から１年が経過したお客
様が発送の対象となっております。
対象となるお客様のうち、残高がある方には、3月末時点の基準価額での時価評価が記載されておりますのでご確認く
ださい。
【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26年5月
平成26年6月

受付終了
4月30日（水）

4月21日（月）
5月23日（金）

5月7日（水）
6月5日（木）

5月19日（月）
6月17日（火）

※毎月つみたてサービスの金額変更・中止については、お電話でも承っております。その際、ご本人様確認（氏名、住所、現在の
契約内容等）をいたしますので、予めご準備をお願いいたします。

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）
TEL：03-3222-1220 ／ E-mail： gyoumu@clover-am.co.jp

当資料のご利用にあたっての注意事項
■当資料はクローバー・アセットマネジメント株式会社が運用するファンドの運用状況をお知らせするために作成
した資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。取得の申込みにあたっては、投資信託説明
書（交付目論見書）等をお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。■投資信託は、値動
きのある有価証券等（外貨建資産に投資する場合は、為替変動リスクもあります）に投資いたしますので、基準価
額は変動します。したがって、投資者の皆様の投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、
損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。■運用による損益は、すべて投資者の皆様に帰属します。■当
資料に記載された過去の実績は、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。■当資料は
信頼できると考えられる情報に基づき作成されていますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。
■当資料中に示された意見等は、作成日現在の当社の見解であり、事前の連絡なしに変更されることがあります。
■投資信託は預金等ではなく元本および利回りの保証はありません。■投資信託は、預金や保険契約と異なり、
預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。■登録金融機関でご購入いただいた投資信
託は、投資者保護基金の対象とはなりません。
設定・運用・販売は クローバー・アセットマネジメント株式会社／金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2727号／一般社団法人投資信託協会会員
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