
さわかみファンド
追加型投信／内外／資産複合

〒102-0082　東京都千代田区一番町29-2

受益者の皆様へ
　平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

このたび、「さわかみファンド」は第19 期の決算

を行いました。

　当ファンドは、投資者（受益者）の皆様の資産形

成をお手伝いするために、円ベースでの信託財産の

長期的な成長を図ることを目的として、積極的な運

用を行うものです。当期につきましてもそれに沿っ

た運用を行いましたので、運用経過等について、こ

こにご報告申し上げます。

　今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し

上げます。

〈お問い合わせ先〉
さわかみ投信株式会社
照 会 先：ご縁の窓口
電話番号：03-6706-4789
受付時間：平日8：45～17：30（土、日、祝除く）
https://www.sawakami.co.jp/
※当交付運用報告書は当社のウェブサイトでもご覧いただ
けます。

● 当交付運用報告書は、運用報告書（全体版）に記載すべ
き事項のうち重要なものを記載した書面です。その他の
内容については、運用報告書（全体版）に記載しており
ます。

● 当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全体
版）に記載すべき事項を、電磁的方法によりご提供する
旨を定めております。当交付運用報告書および運用報告
書（全体版）は、下記の手順でご覧いただけます。
＜閲覧方法＞
上記URLにアクセス⇒「知る」⇒「さわかみファンド
を知る」⇒「運用状況」⇒「運用報告書」

● 運用報告書（全体版）は、受益者の方からのご請求によ
り交付されます。交付をご請求される方は、上記お問い
合わせ先までお問い合わせください。

交付運用報告書
第19 期（決算日 2018年8月23日）
作成対象期間（2017年8月24日～2018年8月23日）

第19期末
（決算日　2018年8月23日）

基	準	価	額 25,348 円

純資産総額 310,611 百万円

第19期
（2017年8月24日～2018年8月23日）

騰　落　率 8.5 %

分配金合計 0 円

（注1）基準価額は、1万口当たりで表示しております。
（注2）純資産総額は、単位未満を四捨五入して表示しております。
（注3）騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しており

ます。
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ごあいさつ

ファンド仲間の皆様へ

　皆様の「さわかみファンド」は、おかげ様で19 回目の決算を迎えることができました。

さわかみファンド設定以来、私たちは一貫して長期投資の必要性を訴えてきました。昨今

では財産形成の面だけでなく、社会事業としても長期投資が本命視されるに至りましたが、

実体はまだまだと考えております。当社はそのパイオニアとして今後もリーダーシップを

発揮し、また実績による大衆化を鋭意進めてまいる所存です。

　8月23日に第19 期の決算を行いましたので、ここに運用状況をご報告いたします。

ご厚情誠にありがとうございます。

	 代表取締役社長　澤上 龍
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1.�運用経過の説明

❶基準価額等の推移
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（注1）	当ファンドの運用方針に対して適切に比較できる指数がないため、ベンチマーク、
参考指数を表示しておりません。

（注2）	当ファンドは分配を行っていないため、分配金再投資基準価額を表示しておりません。
（注3）	基準価額は、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを表示しております。
（注4）	騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

第19 期首 23,368円
第19 期末 25,348円

（既払分配金） （0円）
騰落率 8.5%

❷基準価額の主な変動要因

　第19 期の「さわかみファンド」の基準価額は8.5%の上昇で期を終えました。
　当期の日本株式市場は、2018年にかけて世界的な景気拡大期待および堅調な日本企業の決算を受
けて大幅に上昇しましたが、年明け以降に金利上昇による適温相場の終焉懸念から株価水準は大きく
調整しました。4月以降に一旦値を戻したものの、その後は米国と中国を中心とした貿易摩擦懸念な
どによって上値の重い展開となり、TOPIX配当込の騰落率は8.4%の上昇、日経平均株価は15.3%
の上昇という結果でした。
　当期において、「さわかみファンド」は純資産のうち約89.5%を日本株式に投資をしていたこと
から、日本株式市場上昇の影響を受けました。
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1.�運用経過の説明

❸1万口当たりの費用明細

項目

第19 期

項目の概要
2017年8月24日～
2018年8月23日

金額（円） 比率（%）

（ａ）信託報酬

　　（投信会社）
　　（販売会社）

　　（受託会社）

283

（156）
（99）

（28）

1.080

（0.594）
（0.378）

（0.108）

（ａ）信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
　　※期中の平均基準価額は26,193円です。
・委託した資金の運用の対価
・交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファ
ンドの管理、購入後の情報提供等の対価
・運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

（ｂ）売買委託手数料

　　（株式）

1

（1）

0.004

（0.004）

（ｂ）売買委託手数料＝
期中の売買委託手数料
期中の平均受益権口数

・売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲
介人に支払う手数料

（ｃ）その他費用

　　（その他）

0

（0）

0.000

（0.000）

（ｃ）その他費用＝
期中のその他費用
期中の平均受益権口数

・その他は、金銭信託に係る手数料等

合計 284 1.084

（注1）	期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法に
より算出した結果です。

（注2）	金額は、各項目毎に円未満を四捨五入して表示しております。
（注3）	比率は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、各項目毎に小数点

以下第4位を四捨五入して表示しております。
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❹最近5年間の基準価額等の推移
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純資産総額（右軸）
基準価額（左軸）

2013年8月23日
期初

2014年8月25日
決算日

2015年8月24日
決算日

2016年8月23日
決算日

2017年8月23日
決算日

2018年8月23日
決算日

基準価額	 （円） 15,389 18,400 20,615 18,913 23,368 25,348

期間分配金合計（税込み）	（円） ー 0 0 0 0 0

基準価額騰落率	 （%） ー 19.6 12.0 △8.3 23.6 8.5

純資産総額	 （百万円） 293,488 299,017 284,176 260,885 298,559 310,611

（注1）	当ファンドの運用方針に対して適切に比較できる指数がないため、ベンチマーク、参考指数を表示しておりません。
（注2）	当ファンドは分配を行っていないため、分配金再投資基準価額を表示しておりません。
（注3）	騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。
（注4）	純資産総額は、単位未満を四捨五入して表示しております。

1.�運用経過の説明
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1.�運用経過の説明

❺投資環境

　第19 期の日本株式市場は、北朝鮮による中距離弾道ミサイルの発射や米国財務長官の米ドル安を
支持する発言から円高が進んだことにより冴えない展開で始まりました。しかしながら、北朝鮮建国
記念日および朝鮮労働党創建記念日に特に目立った行動がなかったことから北朝鮮に対する警戒感が
弱まったこと、加えて米国での法人減税への期待やスペインカタルーニャ自治区の独立運動の鎮静化、
国内では衆院選での自民党の圧勝による政治的要因の良化、および日本企業の決算が良好であったこ
となどを背景に、日経平均株価は10 月に過去最長の16 日連続上昇を記録しました。11月には日
銀黒田総裁の金融緩和策継続発言の追い風もあり、9日に日経平均株価は約25年10 か月ぶりにバ
ブル崩壊後の高値を更新しました。その後急速に売りが膨らみましたが、根強い押し目買いもあり年
内一杯まで底堅い展開が続きました。
　2018年に入ると、世界的な株高の流れを受け、日経平均株価は昨年11月9日につけたバブル崩
壊後の戻り高値を再度更新しました。しかし1月9日に日銀が国債買入れオペの減額を実施したこと
を受け円高基調となったことから、日経平均株価も下落に転じました。2月に入ると、米国における
賃金の想定以上の伸びが確認されたことで金利上昇機運が高まり、適温相場の終焉懸念からNYダウ
平均は5日に過去最大の下げ幅を記録、翌日には日本株式市場も大きな下落となりました。
　その後は日本企業の好決算により日本株式市場は反発しました。しかし米国による鉄鋼・アルミニ
ウムに対する輸入関税引き上げや中国に対する大規模輸入関税の導入、中国による報復関税や自動車
関税の引き下げなど、米国と中国を中心とした貿易問題により日本株式市場は一進一退の攻防が続き
ました。また日経平均株価が23,000円の大台に近づくと投資家による売り圧力が強くなったこと
も上値を重くしました。期末にかけてトルコリラの暴落による影響などもありましたが、日本株式市
場は底堅い値動きで当期を終えました。
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1.�運用経過の説明

❻ポートフォリオ

　第19 期についても従来通りボトムアップリサーチを基本とし、今後社会に必要とされる製品や
サービスを提供してくれる企業で、独自のビジネスモデルを持ち業界をリードする企業の発掘に注力
し、新規で5社を組み入れました。一方で、対話や今後の成長シナリオなど様々な観点から売却を決
め4社の売切りを行いました。
　期中の投資行動としては、割安時に仕込んでおいた企業、決算内容や商品市況が好調で株価が上昇
した国際優良企業において一部利益確定を進めました。また、米国金利急騰時や為替変動によって株
価が大きく動いた企業については、買いと売りを期中に行いきめ細やかな売買を行いました。現金比
率については純資産の12%程度（当期末現在）という水準を維持しています。

◆組入上位10業種

第18 期末（2017年8月23日） 第19 期末（2018年8月23日）

業種 比率 業種 比率

1 化学 14.9% 1 化学 14.9%

2 機械 14.9% 2 機械 14.2%

3 電気機器 13.9% 3 電気機器 14.0%

4 輸送用機器 6.5% 4 輸送用機器 6.6%

5 ガラス・土石製品 5.2% 5 精密機器 6.0%

6 ゴム製品 4.7% 6 ガラス・土石製品 6.0%

7 精密機器 4.6% 7 食料品 4.0%

8 食料品 3.7% 8 ゴム製品 3.9%

9 鉄鋼 2.8% 9 鉱業 2.7%

10 鉱業 2.6% 10 小売業 2.2%

（注1）	比率は、決算日時点の純資産総額に対する割合です。
（注2）	比率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。
（注3）	外国株式：当社基準に則して、東証33業種に振り替えております。
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❼ベンチマークとの差異

　当ファンドは運用の成果について目標とするベンチマークを設けておりません。
　また、当ファンドの運用方針に対して適切に比較できる参考指数がないため、記載事項はありません。

❽分配金

　当ファンドの基準価額は決算日現在で25,348円でしたが、分配を行わないことが今後の安定的な
運用につながると判断し、第19 期も引き続き無分配とさせていただきました。

◆分配原資の内訳
（単位：円・%、1万口当たり・税引前）

項　目
第19 期

2017年8月24日～2018年8月23日

当期分配金 ー

　　（対基準価額比率） ー

当期の収益 ー

当期の収益以外 ー

翌期繰越分配対象額 17,636

（注1）	対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは
異なります。

（注2）	金額は、各項目毎に円未満を切捨てて表示しております。そのため、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配
金と一致しない場合があります。

1.�運用経過の説明
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2.�今後の運用方針

　第20期以降も集中投資（BUY＆COMMIT）と割安投資（バリュー投資）を基本とし、着実にファ
ンドのパフォーマンスを向上させていきたいと考えています。大前提である景況に沿ったアセットア
ロケーションで、機動的に各アセットクラスへの配分を変更していきます。株式投資においては目先
の株価にとらわれず、「企業価値」に基づいた投資を行います。

　投資収益を向上させるため第20期は中小型企業への投資比率を増やしていきたいと考えています。
特に、まだ企業規模は小さいながらも本業で社会課題を解決し、成長が期待できる企業に対しては将
来価値を加味して投資を進めたいと思います。このような企業は時価総額、流動性が低く、調整局面
では株価が大きく下がることが予想されます。ですからリスクとのバランスを鑑み、一定程度の保有
比率で様子見をし、企業価値に対し株価が大きく下がるような局面では積極的に買い増しを行い
COMMITを進めていきたいと考えています。必然的に組入れ企業の数は増えることもありますが、
国際優良企業との調整を取りながらポートフォリオの強化に努めます。

　今後も貿易戦争やBrexit（欧州連合からの英国脱退）など政治的リスクや新興国経済の減速等があ
りながらも米国経済は堅調に推移し、中国には打つ手に余裕があるので実体経済は成長する見込みで
す。しかし、これまで中央銀行に支えられてきた適温相場がいつ終わりを迎えるのか、少しずつ現れ
ている歪みがいつ崩れるのかは誰にも分かりません。従って当面は現金比率10%程度を維持し下落
局面で積極的に動けるようにしておきたいと考えています。

	 最高投資責任者　草刈 貴弘

　該当事項はありません。

3.�お知らせ



9

4.�当ファンドの概要

商品分類 追加型投信／内外／資産複合

信託期間 信託期間は無期限です。

運用方針
投資者（受益者）の皆様の資産形成をお手伝いするために、円ベースでの信託
財産の長期的な成長を図ることを目的として、積極的な運用を行うものです。

主要投資
対象

国内外の株式および債券を主要投資対象とします。

運用方法

運用にあたっては、経済の大きなうねりをとらえて先取り投資することを基本
とし、その時点で最も割安と考えられる投資対象に資産を集中配分します。そ
の投資対象資産の中で、将来価値から考えて市場価値が割安と考えられる銘柄
に選別投資し、割安が解消するまで継続保有する「バイ･アンド･ホールド型」
の長期投資を基本とします。
短期的な成績向上を狙うような無理な投資はしませんが、必要と考えるリスク
は敢然と取ります。
また、長期的な運用成績を向上させるために、株主総会での議決権行使なども
積極的に行っていきます。

分配方針

毎決算時（毎年8月23日（休業日の場合は翌営業日）の年1回）に、収益分
配方針に基づいて分配を行います。（基準価額水準、市況動向等を勘案して、
分配を行わないこともあります。）
当ファンドは分配金再投資専用のため、分配金は税金が差し引かれた後で自動
的に再投資されます。
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5.�代表的な資産クラスとの騰落率の比較

当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較

17.6 17.3 17.5
11.4

2.2
6.2

3.6

最大値

最小値

平均値

66.7 65.0
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△21.4 △22.0
△17.5
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当ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債

（注1）	各資産クラスは、当ファンドの投資対象を表しているものではありません。
（注2）	2013年8月から2018年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示しております。
（注3）	騰落率は、直近月末から60ヶ月遡った算出結果であり、決算日に対応した数値とは異なります。

※各資産クラスの指数
　日 本 株・・・TOPIX	配当込み指数
　先進国株・・・MSCI	Kokusai	（World	ex	Japan）	Index
　新興国株・・・MSCI	EM	（Emerging	Markets）	Index
　日本国債・・・NOMURA-BPI 国債
　先進国債・・・FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし 円ベース）
　新興国債・・・THE	GBI	EM	Global	Diversified	Composite	unhedged	JPY	index
※海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して円換算しております。
※各指数の詳細は、12ページの「指数に関して」をご参照ください。
※騰落率は、データソースが提供する各指数をもとに、株式会社野村総合研究所が計算しております。株式会社野村総合研究
所及び各指数のデータソースは、その内容について、信憑性、正確性、完全性、最新性、網羅性、適時性を含む一切の保証
を行いません。また、株式会社野村総合研究所及び各指数のデータソースは、当該騰落率に関連して資産運用または投資判
断をした結果生じた損害等、当該騰落率の利用に起因する損害及び一切の問題について、何らの責任も負いません。
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6.�当ファンドのデータ

❶組入資産の内容	 （2018年8月23日現在）

組入上位10銘柄

銘柄名 業種 国名 比率
1 日本電産 電気機器 日本 5.0%
2 花王 化学 日本 4.0%
3 ブリヂストン ゴム製品 日本 3.9%
4 ダイキン工業 機械 日本 3.6%
5 浜松ホトニクス 電気機器 日本 3.1%
6 TOTO ガラス・土石製品 日本 3.1%
7 信越化学工業 化学 日本 2.9%
8 テルモ 精密機器 日本 2.8%
9 国際石油開発帝石 鉱業 日本 2.7%
10 トヨタ自動車 輸送用機器 日本 2.5%

組入銘柄数 99銘柄

（注1）	全銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。
（注2）	比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の割合です。
（注3）	比率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

0.1％
外国
株式

12.0％
その他

0.1％
アメリカ

0.1％
アメリカ
ドル

87.9％
国内株式

99.9％
日本

99.9％
日本円

●資産別配分　 ●国別配分　 ●通貨別配分　

（注1）	資産別配分の比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の割合です。
（注2）	その他は、現金・預金・その他資産（負債控除後）です。
（注3）	国別・通貨別配分の比率は、当ファンドの組入有価証券に対する評価金額の割合です。

❷純資産等

項目
第19 期末

2018年8月23日
純資産総額 310,610,652,327円
受益権総口数 122,539,673,968口

1万口当たり基準価額 25,348円

（注1）	当作成期間（第19 期）中における追加設定元本額は6,607,256,597円、同解約元本額は11,833,540,335円です。



� 12

指数に関して

日本株 先進国株 新興国株

TOPIX	配当込み指数
MSCI	Kokusai

（World	ex	Japan）Index
MSCI	EM

（Emerging	Markets）Index

　東京証券取引所第一部に上場している
国内普通株式全銘柄を対象として算出し
た指数で、配当を考慮したものです。
　なお、TOPIXに関する著作権、知的
財産権その他一切の権利は東京証券取引
所に帰属します。

　日本を除く世界の先進国の株式を対象
として算出した指数で、配当を考慮した
ものです。
　なお、MSCI	 Indexに関する著作権、
知的財産権その他一切の権利は、MSCI	
Inc.に帰属します。

　世界の新興国の株式を対象として算出
した指数で、配当を考慮したものです。
　なお、MSCI	 Indexに関する著作権、
知的財産権その他一切の権利は、MSCI	
Inc.に帰属します。

日本国債 先進国債 新興国債

NOMURA-BPI	国債
FTSE世界国債インデックス

（除く日本、ヘッジなし　円ベース）

THE	GBI	EM
Global	Diversified	Composite
unhedged	JPY	index

　日本国債市場の動向を的確に表すため
に開発された投資収益指数です。
　なお、NOMURA-BPIに関する著作権、
商標権、知的財産権その他一切の権利は、
野村證券株式会社に帰属します。

　日本を除く世界主要国の国債の総合収
益率を各市場の時価総額で加重平均した
指数です。
　なお、FTSE世界国債インデックスに
関する著作権、商標権、知的財産権その
他一切の権利は、FTSE	Fixed	 Income	
LLCに帰属します。

　新興国が発行する現地通貨建て国債を
対象とした指数です。
　なお、THE	GBI	EM	Global	Diversified	
Composite	unhedged	JPY	 indexに 関
する著作権、知的財産権その他一切の権
利は、J.P.	Morgan	Securities	LLCに帰
属します。
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参考情報

スチュワードシップ活動状況（含む自己評価）

　私たちは第19 期において、投資先企業を中心に158 回企業との対話の場を設けました。主に経
営者の方々をはじめ、多くの従業員の方々とも対話を重ねました。また、企業の工場や研究施設など、
いわゆる『現場』にも訪問することで、競争力の源泉を確認するとともに、他社・他業種との比較な
どを行いました。私たちは長期的な企業価値向上への一助となるような建設的な対話につとめていま
す。また、投資先企業にパートナーとして認知していただけるよう、広く知見を得る為に国内で行わ
れる機関投資家向けセミナーや専門性の高い展示会への視察（海外含む）、業界団体の会合に出席し
ております。その活動内容の一部は、毎月月中にお届けしている「長期投資だより」にて報告してお
ります。
　また、私たちと投資先企業およびファンド仲間（受益者）との「3人4脚」をめざすべく、年一度
『さわかみファンド運用報告会』を開催しております。私たちと投資先企業およびファンド仲間が一
堂に会することで、お互いを知り、多面的な視点を得るとともに、新たなニーズやビジネスチャンス
も生まれていることから、ファンド仲間の長期的リターンにとどまらず、社会貢献にもつながってい
ると考えています。
　議決権行使につきましては、全ての議案に対し最高投資責任者とアナリストが精査し行使しており
ます。行使状況の概要は下記の通りです。また、詳細は当社ホームページ上で開示しています。

議決権行使状況

　第19 期は、96社について議決権を行使しました。
　会社提案の議案は合計300件で、このうち賛成した議案は278件、反対は22件、棄権は0件です。
買収防衛策に関わる議案には、基本的に反対票を投じております。買収防衛策は市場原理を歪めるこ
とで私たち長期投資家の出番さえも奪いかねないというのが反対の理由です。その他、業績に関係な
く一定以上の報酬が支払われる可能性のある役員報酬の改定、既存株主の権利を希薄化する可能性の
あるストック・オプションの発行、譲渡制限期間や権利行使期間が長期の企業価値向上という時間軸
とそぐわないと考える報酬制度、現在の職務を全う出来ていないと考えられる人物の取締役再任に関
する議案等についても、議案を個別に検討したうえで一部反対票を投じております。
　また、株主提案による取締役の選任、定款一部変更等の議案は合計10 件で、検討の結果、全ての
議案に対して反対票を投じました。
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参考情報

直接販売の状況

　第19 期末現在、さわかみ投信株式会社のお客様数は116,873名となりました。
　当期の活動事例としては運用報告会の大阪初開催、インターネット上での口座開設、そしてチャッ
トで事務質問を解決できるチャットボットの導入を行いました。長期投資の理解と普及に向けた環境
づくりを進めた結果、口座開設数は毎月純増、定期定額購入サービスの利用者も増え続けております。
　一方「つみたてNISA」等の制度乱立によって、運用商品や投資方針よりも制度の活用方法に関す
るご質問が増えました。なぜ長期投資が財産づくりに役立つのか、第20期ではより広く深く伝え、
経済的に自立したファンド仲間が増え続けるよう尽力してまいります。

男女・年代別 口座数	 （2018年7月末日現在）

-19 20- 30- 40- 50- 60- 70-
（年代）

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000
（口座数）

口座数（男性）

口座数（女性）

職業別 口座数割合	 （2018年7月末日現在）

学生 3％学生 3％

主婦 4％主婦 4％

会社役員 4％会社役員 4％

自営業 5％自営業 5％

会社員
50%

無職
9%

公務員
9%

その他
16%
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