
コドモ ファンド 
追加型投信／内外／株式 

月次レポート 

（販売用資料） 

2013年8月30日基準 

ファンド概況 

基準価額 9,686円 純資産総額 2,600百万円 

設定日 2013年4月15日 

信託期間 無期限 

決算日 毎年2月25日 

運用コメント 

 8月の日経平均は7月に引き続き2.04％下落しました。月初から新興国の減速懸念やシリア情勢の悪化による円
高基調が続き、13,000円台前半まで売られましたが、月末にかけてやや値を戻し、結局13,388円で取引を終えまし
た。 
 日本では、暑い夏が終り、市場では秋以降の政治・経済の動向に注目が集まっています。その一つが、安倍総
理が10月にも決断を迫られている消費増税についてです。2014年4月から税率をさらに3％上げて8％にするのか
又は一年先送りするのか見方が分かれています。当然、増税となれば、中小企業や一般消費者に与える影響は
大きく、現状の景気や雇用の動向を見極めて景気の腰折れにならないように判断しなければなりません。月末に
発表された7月の失業率では、前月比0.1ポイント低下の3.8％と2ヶ月連続で改善しています。これは、米国の7％
台と比べても非常に低い水準で、日本は世界一安定した社会かもしれません。因みに有効求人倍率も0.94で5ヶ
月連続上昇となりました。雇用統計を見る限りは、着実に消費税引き上げの環境は整ってきているように見えます。 
一方、海外では、米国ＦＲＢの超緩和政策の出口戦略の行方が気がかりです。9月17、18日にＦＯＭＣ（米連邦公
開市場委員会）で何がしかの方向性が示される見通しです。市場では、ある程度の段階的な緩和解除を織り込ん
でいますが、長期的には、米国金利の上昇による世界経済（特に新興国の為替市場、株式市場、債券市場）に与
える影響は小さくはないと考えられます。 
 
 8月のコドモファンドの運用結果に関しましては、純金信託、純銀信託は大幅に値を戻したものの、組入れファン
ドで最も値下がりした日本の中小型株式に投資するＳＢＩの3ファンドや日本の優良銘柄に投資する「コモンズ30
ファンド」等の値下がりが影響して、基準価額は-0.93％の下落となりました。月中の売買は、当面、金価格の戻り
の目処は限定的との判断から、金信託を一部売却しました。一方、欧州経済に少しづつ回復の兆しが見え始めた
ことから「コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド」の買付（8月30日約定、9月2日計上）を始めました。 

期間別騰落率（％） 

1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 設定来 

-0.93 -2.11 - - - 

基準価額と純資産総額の推移 

分配金（円） 

1期 
（’14/2/25） 

2期 3期 累計 

- - - - 

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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コドモ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：330銘柄） 

順位 銘柄名 業種 組入れ比率 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  0.809% さわかみ 

2 シスメックス              臨床検査機器・検査用試薬などの製造・販売 0.644% コモンズ30 

3 クラレ                 光学関連製品、メディカル製品などの製造・販売 0.636% コモンズ30 

4 味の素                 アミノ酸をｺｱとした食品企業グループ 0.628% コモンズ30 

5 ユニ・チャーム             ベビーケア・ヘルスケア商品の開発・販売 0.609% コモンズ30 

6 ブリヂストン 世界最大手のﾀｲﾔﾒｰｶｰ   0.599% さわかみ 

7 クボタ                 農業機械、エンジン、建設機械等の製造 0.503% コモンズ30 

8 本田技研工業 二輪・四輪・汎用機を製造する世界的ﾒｰｶｰ  0.500% コモンズ30 

9 日東電工      液晶用光学ﾌｨﾙﾑ、医療用ﾃｰﾌﾟ等の製造 0.434% コモンズ30 

10 ローソン                ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ「ローソン」のﾌﾗﾝﾁｬｲﾝｽﾞﾁｪｰﾝ展開 0.424% コモンズ30 

ポートフォリオの状況 

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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今月の会社紹介 

【会社名】 
前田工繊（まえだこうせん） 
 
【事業内容】 
前田工繊は、盛土・地盤補強、落石防護、護岸などの土木工事で使われる資材を製造販売しています。一般的にこうした
資材には、鉄や木材、コンクリートが使われていますが、同社ではより軽量で強度・耐久性もある繊維やプラスチックを活
用し、環境にも配慮した独創性の高い製品を提供している点が特色です。これを例えば急斜面や軟弱地盤で土に編み込
むように敷設することによって、土の性質を変化させて大幅に増強しています。我が国では、東日本大震災や、度重なる豪
雨による洪水や土砂災害を受けて、災害に強い国を目指す国土強靭化が進められています。その中では、道路や橋梁、
河川といった既存インフラの維持・補修は不可欠になります。これに対応すべく同社では、「防災・減災」「維持補修」を重点
テーマに製品開発を進めています。足元の業績も堅調で、2013年9月期の1-3四半期累計の経常利益は前年同期比69％
増となりました。今後も「独自の知恵と技術を駆使する」という創業以来の精神に基づき、積極的な製品開発を進めていくこ
とで継続的な成長を目指しています。（ＳＢＩアセット） 

前田工繊は「SBIジェイリバイブファンド」に 
53銘柄中2位（3.97％）組入れられています。 

SBIジェイ
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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1.05％（税抜き1.0％） 
組入れ投資信託証券も含めた実質的な負担 年率1.9±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。 

ファンドの特色 

①「長期投資」 

世界経済は大きなサイクルでダイナミックに変化しており、それに伴って、株式や債券、商品、不動産等の資
産価格も変動しています。短期的な動きには追従せずに、長期的な視点で世界を俯瞰した運用を行います。 

②「分散投資」 

政治・経済の様々なリスクに対応するために、国や地域、資産そして時間を分散させます。分散投資をより効
率的に行うために、国内外の複数のファンドに投資します。 

③「厳選したファンド」 
当ファンドの目的や運用方針を共有できる運用会社を厳選し、その会社が運用するファンドに投資します。 
また組入れにあたっては、国内外のETF（上場投資信託証券及び上場投資証券）に投資する場合があります。 

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＞ 

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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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作成した販売用資料であり、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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業務管理部からのお知らせ 

長かった酷暑も一段落し、日増しに秋の気配を感じるころとなりました。 
皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。 

【ご登録内容の変更はございませんか？】 
転居等によりご住所、ご連絡先が変更となった場合は、弊社への変更手続きが必要となります。弊社より、お取引に関
する重要な書類や大切なお知らせなどをお送りしておりますので、ご住所等の変更がございましたら、お手数ですが下
記の手順にてお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、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。 
 
【毎月つみたてスケジュール】 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

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25年10月 受付終了 9月24日（火） 10月7日（月） 10月18日（金） 

平成25年11月 10月2日（水） 10月22日（火） 11月5日（火） 11月15日（金） 

※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。 

mailto:gyoumu@clover-am.co.jp
mailto:gyoumu@clover-am.co.jp
mailto:gyoumu@clover-am.co.jp


いよいよ本格的な相場の到来か？ 
 

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 

  

８月は予想した程の規模でなかったものの一時的な相場の調整を経て、今月からはいよ
いよ本格的な相場が期待出来そうです。 

  

何といっても世界最大のエンジンであるアメリカが好調、そして日本も浮上基調、そし
て苦しんでいたヨーロッパにもここへ来て回復傾向が見られます。さらに大きく暴落して
来た銅（実体経済、特に中国の需要動向を表すといわれています）の価格が反転するなど、
コモディティ（商品）の価格も底打ち傾向が見られ中国経済も停滞期を脱する可能性が出
て来ました。 

まだまだ新興国の中には不安定な国も多いですが、これだけの経済規模を誇るエリアが
活況になってくれば実態を伴った世界的な長期の相場上昇が期待出来そうです。 

  

そのなかでも注目しているのは日本の株式市場です。2020年の東京オリンピック決定
は長年日本人に染み付いた『心のデフレ』を払拭してくれそうですし、実態の数字を伴っ
た相場の上昇となれば、まだまだ日本株を仕込みきれないでいる国内外の大きな資金を
持った投資家も本格参戦せざるを得ない状況に追い込まれるでしょう。大きな魚ほど用心
深いのです。 

 

 当社も各ファンドの日米欧の株式を中心としたポジションを上げながらこれからの本格
上昇を待ちたいと思います。 

セミナーのご案内 

9月24日（金） 
18：30～20：30 

第70回 
なにわで咲かそう！長期投資の輪！ 

 
さわかみ投信 取締役会長 澤上篤人氏 
当社 代表取締役社長 多根幹雄 

大阪市立 

難波市民学習センター 

 

〒556-0017 

大阪市浪速区湊町1-4-1 

TEL 06-6643-7010 

【お申込み】 
クローバー・アセットマネジメント 

TEL 03-3222-1220 
または 

gyoumu@clover-am.co.jp 



ファンドご購入方法のご案内 
クローバー・アセットマネジメント株式会社 

スポット（都度）購入 

１ 
資金を振り込む 
『口座開設控え』に記載されている 
みずほ銀行 クヌギ支店 普通 086＊＊＊＊ 
ｸﾛｰﾊﾞｰｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ(ｶ 
にお振込ください ※振込手数料はお客様負担となります。 

２ 
注文する（購入連絡） 
○購入ファンド名と購入金額をお知らせください。 
【お電話】０３-３２２２-１２２０ 
または 
【ＨＰ】http://clover-am.co.jp   「ファンドのご注文（購入）」をクリック 

３ 
受付完了 
！申込当日の１５時までに「お振込」・「ご注文（購入連絡）」をお願いします。 

！「ご注文（購入連絡）」がない場合は、購入（約定）ができませんのでご注意く
ださい。 
！ご注文（購入連絡）内容の変更・取消しは、申込当日の１５時までとなります。 
※ご注文内容の変更・取消しは、お電話でのみ承ります。 

購入（約定） 
○受付完了日の翌々営業日の基準価額での購入（約定）となります。 
○取引明細を記載した「取引報告書」を送付いたします。 ４ 

ファンドのご解約（換金）はお電話（０３-３２２２-１２２０）でのみ承っております 

このご案内は2013年4月4日以降に当社に口座開設されたお客様向けのものです。 

毎月つみたて購入 

購入 
（約定） 

『取引報
告書』 
発送 

引落しから９営業日目 翌営業日以降 

毎月 
５日 
引落し 

『毎月つみたて購入』は毎月ご指定いただいた口座からの自動引き落としにより、ファンドを購入いただくサービスです。
引落し手数料は当社負担です。 

購入・解約の方法、その他ご不明な点は当社（TEL０３-３２２２-１２２０）までお問い合わせください。 

http://clover-am.co.jp/
http://clover-am.co.jp/
http://clover-am.co.jp/

