スイスで最低賃金が否決された本当の理由
2014年7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
少し前の話ですが、5月18日にスイスで国民投票が行われ、ある法案が否決されました。
その内容が、最低賃金をなんと時給22スイスフラン（約2,500円）にするという内容だっ
たために、世界中のメディアで注目を集めましたが、日本のテレビや新聞でも報道された
のでご覧になった人も多かったと思います。その投票の結果は、反対が76パーセントとい
うことで見事否決されました。東京でも最低賃金が869円ですから、日本人の感覚からす
ると否決は当然という気がしますが、スイスのある経営者の話では、ドイツと比べても工
場労働者の賃金がスイスは既に倍以上になっているという話も聞いていましたし、スイス
一人当たりのGDPが日本の倍ということを考えますと、22フランというのはスイスでは
常識の範囲で、あながち否決された理由が金額だけではないことは想像できます。
それではどうして圧倒的多数で否決されたのでしょうか。そのことを探るために、少し
スイスについてお話しましょう。スイスは、フランスやドイツといった超大国から逃げて
きた人々が、自らの力で造り上げてきた国ということもあり、スイス人は国家の影響力が
個人に及ぶことを極端に嫌います。国に頼るのではなく、自分達のことは自分達で責任を
持つという「自立」意識が強いのが特徴です。４月のレポートでは健康保険についてご紹
介しましたが、電気料金でも幾つかの選択肢を選べる仕組みになっておりなかなかユニー
クです。例えば原子力発電に反対したい場合、自然エネルギー発電を選ぶことが出来ます。
ただし、この場合は原子力発電よりかなり割高になります。つまり、自らの主張に責任を
持つ仕組みになっているのです。また、徴兵制がありますが、これも「家族や村は自分た
ちで守るのがあたりまえ」という意識の延長線上にあり、あくまでも自主的に参画してい
る意識が強いようです。このように、22スイスフランという最低賃金の法案が国民投票で
否決されたのは、「そんなことまで国が関与すべきではない」という国民の強い「自立」
の意志が反映されたというのが本当の理由だと思います。
ひるがえってわが日本はどうでしょうか。残念なことに、長い年月、国民は国家に、そ
の国家はアメリカに依存して来たというのが現状でしょう。今回与党間協議で決定された
集団的自衛権の問題も、一番怖いのは、この依存心を残したまま、本来、政府から国民を
守るはずの憲法を、その政府が勝手に「解釈」をかえて緩めてしまったことです。このま
までは、日本国政府やアメリカ政府の日本国民に対する支配力を拡大することになってし
まいます。また、年金問題についても、政府に責任があるのは事実だとしても、もっと本
質的には、問題があることを認識しながら、自ら何も行動をおこしていない自分自身にも
責任があるともいえます。以前にも述べたように、日本でもかつて福沢諭吉が『一身独立
して、一国独立す。』と説きましたが、当時と日本を取り巻く環境は大きく変わったもの
の、国家が頼れる存在でなくなった今こそ、この精神が必要とされているのではないで
しょうか。
お陰さまで、運用ではクローバーの各ファンドが最高値を更新中です。ただ、今後は金
融緩和後をにらみ、企業間格差が拡大する、つまり量から質への転換が予想されますので、
年初からはじめている、優秀なファンドマネージャーへの選別をさらに進めてまいります。

時間の経過とともに進化するクローバーを目指して

預かり資産51億円突破 !（平成26年7月1日現在）
ホームページ リニューアル

Ｆａｃｅｂｏｏｋスタート

「人」にフォーカスしてメッセージを伝えるサイトに

銀座、京橋の旬の情報を楽しむ

東京・京橋へ事務所移転

『はじめる』『ふやす』『いかす』
の三種類のセミナーを東京、大阪を拠点に開催

【セミナー ８月の予定】

８月８日
（金）

東京
18：00～20：00

ゲスト：澤上 篤人氏

８月２２日
（金）

東京
18：00～20：00

ゲスト：澤上 篤人氏

お申込・詳細は当社ホームページでご確認ください
■セミナーでは、クローバー・アセットマネジメント株式会社が設定・運用・販売を行う投資信託の勧誘を行うことがあります。■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。■当セミナーで示された数値、見
通し等は、講演会開催時点のものであり、その正確性を保証するものではなく、将来予告なく変更されることがあります。将来の企業業績、市場環境の変化お
よび運用成果等を保証するものではありません。
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ファンド概況
基準価額

純資産総額

11,089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

期間別騰落率（％）
1ヵ月
4.39

3ヵ月
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6ヵ月
0.81
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運用コメント
米国株式市場は、5月に引き続いて緩やかな上昇、最高値更新がつづいています。FRBによる量的金融緩
和縮小が進行する中、イエレン議長が利上げのタイミングについて慎重な姿勢を崩さず、米国長期金利は
概ね2.5％台で推移しています。
雇用統計の大幅な改善はあるものの、企業業績の伸長というよりも、企業の積極的な自社株買いなどに
よる株価の押し上げ効果が目立っているのが、現状のようです。
一方、日本の株式市場は、好調な企業業績、米の株高に支えられ、後半の101円台の円高にも関わらず、
日経平均は15,000円台に定着しています。GPIFの株買い入れの比率アップという発表は、実施が先にも
かかわらず大きな効果をあげているようです。
特に、中小型株の株価の伸びが大きく、日本株への期待感裾野が広がってきているようです。
こうした中、コドモファンドの基準価額は6月20日に、設定以来の高値（11,219円）となりました。月
末時点で前月比プラス4.39％です。5月後半に新しく組み入れたザ・2020ビジョン、SBIジェイクール、
同ジェイリバイブ、TOPIX連動ETF、Atlantis、ひふみ投信が大きく貢献してくれました。特に、中小型
株ファンドの伸長が目立ちました。
年初からの想定通り、今後は市場全体の伸びというよりも厳しい選別が始まると思っています。そうし
た中、すでに、コドモファンドでは、会社選びに定評のある個別株ファンドに、資産を移しはじめており、
今後もさらにそれを押し進めてゆく予定です。

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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ポートフォリオの状況
資産構成比率

国別投資比率
その他
5.14%

短期金融資
産など
14.18%

ｻﾞ･2020ﾋﾞｼﾞｮ
ﾝ
7.34%

イギリ
ス
0.57%

Vanguard
Small-Cap
ETF
4.18%

ひふみ
6.67%

コム・ヨーロッ
パ
Vanguard
1.86% S&P500 ETF
4.68%

SBIジェ
イリバ
イブ
6.79%

短期金融資
産など
14.18%

デン
マーク
0.53%

さわかみ
16.11%

TMA
6.89%
アトラン
ティス
3.39%

スイス
0.47%

TOPIX連動
ETF
12.89%

アメリカ
9.41%
日本
69.71%

コモンズ30
3.58%
SBIネクス SBIジェイ
トジャパン クール
5.72%
5.38%

純金
0.34%

※アトランティス・ジャパン・オポチュニティーズ・ファンドおよびザ・2020ビジョンについては2014年5月末の情報を使用しております。

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 （ETFは除く）
順位

銘柄名

業種

（組入れ銘柄数：558銘柄）
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

0.852% さわかみ

2 ブリヂストン

世界最大手のﾀｲﾔﾒｰｶｰ

0.698% さわかみ

3 国際石油開発帝石

石油・天然ガス等の調査、探鉱、開発、生産、販売
など

0.514% さわかみ

4 花王

家庭用・業務用の洗剤・ﾄｲﾚﾀﾘｰ用品の製造・販売

0.437% さわかみ

5 日本特殊陶業

モータリゼーション、情報・通信分野。近年では、セ
ラミックスを核とした技術の応用、医療分野、さらに
は環境分野など。

0.435% さわかみ

6 三菱重工業

船舶、航空など総合機器ﾒｰｶｰ

0.435% さわかみ

7 デンソー

ﾄﾖﾀｸﾞﾙｰﾌﾟに属する自動車部品ﾒｰｶｰ

0.417% さわかみ

8 ダイキン工業

空調事業でシェア世界一

0.398% さわかみ

9 日本電産

精密小型モータで世界1。その他機器の製造・販売

0.372% さわかみ

10 CYBERDYNE

サイバニクス技術が駆使されたロボットスーツ
HAL®を、医療・介護・福祉、重作業、エンターテイメ
ント等で展開

0.367% ザ・2020ビジョン

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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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＞

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1.08％（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1.7±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

織り姫と彦星は今年も会えなかったようですが、皆様におかれましてはお変わりございませんか。

【取引残高報告書の発送について】
「取引残高報告書」はお預かり残高とお取引明細を四半期毎に作成・交付するものです。今回（2014年4月～6
月期）は、期間中にお取引（売買等）があったお客様および取引がなくても残高をお持ちで、最後の取引から1
年が経過しているお客様に交付しています。対象となるお客様のうち、残高がある方は、6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。
【ご登録内容の変更はございませんか？】
５月下旬以降、弊社ファンドをお持ちのお客さまのうち、対象となる方に新しい投資信託説明書（交付目論見
書）をメール便またはEメールにてお届けいたします。
投資信託説明書（交付目論見書）を皆さまのもとへ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。
投資信託説明書（交付目論見書）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、下記の手順にてお手続きをお願いします。
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。
【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8月
平成26年9月

受付終了
8月1日（金）

7月23日（水）
8月25日（月）

8月5日（火）
9月5日（金）

8月15日（金）
9月18日（木）

※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：03-6262-3923 ／ 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
４／４

