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１．指数 

２．推移 

３．カテゴリー別寄与度 ４．カテゴリー別 純資産総額構成比 

○直近10年 ○2016年8月 

MAB第1分類 寄与度（円）

国内株式 -9.8

国内債券 -4.5

外国株式（先進国） -17.6

エマージング株式 0.8

外国債券（先進国） -13.2

エマージング債券 2.2

ハイイールド債券 3.6

複合資産 -6.8

REIT -47.1

その他 0.5

合計 -91.9

ＭＡＢ 300
今月末 前月末 前月比 月間騰落率

9,419円 9,511円 -92円 -0.97%

ＭＡＢ 300
年初来高値 年初来安値 純資産総額 前月比

月間
ネット資金流出入額

9,941円
(2016/01/04)

8,766円
(2016/02/12)

389,201 億円 -6,039億円 +2,557億円
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５．寄与度上位下位５ファンド 

６．構成ファンド変更情報 (月末) 

上位

順位 ファンド名 運用会社名
騰落率

(％)
寄与度

(円)

1 トヨタグループ株式ファンド 三井住友アセットマネジメント 4.99 2.30

2
朝日Ｎｖｅｓｔグローバルバリュー株オープン（Ａｖｅｓｔ
－Ｅ）

朝日ライフアセットマネジメント 2.77 2.21

3
日本厳選割安株ファンド２０１５－１０（繰上償還条
件付）

三井住友トラスト・アセットマネ
ジメント

4.84 0.81

4
エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替
ヘッジあり

三菱ＵＦＪ国際投信 1.98 0.76

5 さわかみファンド さわかみ投信 1.88 0.74

下位

順位 ファンド名 運用会社名
騰落率

(％)
寄与度

(円)

1 ＪＰＭザ・ジャパン
ＪＰモルガン・アセット・マネジ
メント

-4.36 -3.82

2 グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（健次） 三菱ＵＦＪ国際投信 -5.67 -3.39

3 ひふみプラス レオス・キャピタルワークス -4.30 -2.38

4
損保ジャパン・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配
型）

損保ジャパン日本興亜アセッ
トマネジメント

-2.78 -2.00

5 フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし） フィデリティ投信 -3.23 -1.91

三菱アセット・ブレインズ株式会社 

構成銘柄に入ったファンド 運用会社 カテゴリー

野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型 野村アセットマネジメント ハイイールド債券

みずほ好配当日本株オープン
損保ジャパン日本興亜ア
セットマネジメント

国内株式

アジア社債ファンドＢコース（為替ヘッジなし） 日興アセットマネジメント エマージング債券

ＤＣマイセレクション７５
三井住友トラスト・アセット
マネジメント

複合資産

日本好配当株投信 野村アセットマネジメント 国内株式

構成銘柄から外れたファンド 運用会社 カテゴリー

明治安田米国リート・インカム・プレミアム・ファンド（毎月決算
型）（スリーピース）

明治安田アセットマネジメ
ント

REIT

日本株発掘ファンド 大和証券投資信託委託 国内株式

三菱ＵＦＪ欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム
（毎月分配型）（ユーロスター・プレミアム）

三菱ＵＦＪ国際投信 ハイイールド債券

アクティブ・ニッポン（武蔵） 大和証券投資信託委託 国内株式

東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）米ドルコース（毎月分
配型）

東京海上アセットマネジメ
ント

REIT
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■ MAB 300を用いたラインアップファンドの分析 

 今回は「MAB 300」のサブ指数である『MAB 300（国内株式）』を用いて、仮想の金融機関X銀行とY証券
が販売している国内株式ファンドのリスクとリターンを検証します。 

 X銀行とＹ証券が販売しているファンドのリスクとリターンを図1に示します。 

 
 三菱アセット・ブレインズ株式会社 

 X銀行は、販売している国内株式ファンドのモニタリングとして、MAB 300(国内株式)とリターンの比較を行
いました。その結果、MAB 300(国内株式)のリターン12.79%を上回るファンド数は20本中わずか2本でした。
一方、Ｙ証券のラインアップファンドを見てみると、MAB 300(国内株式)を上回るファンドは20本中の9本で、Ｘ
銀行のラインアップは見劣りすることが明らかとなりました。 

 
  

  
 

図１ 国内株式ファンドの リスク - リターンの分布 

１．リターン分析 

Ｘ銀行 10.91 2 (10%) 18 (90%)

Ｙ証券 13.07 9 (45%) 11 (55%)

MAB300(国内株式) 12.79

表１　リターン分析

上回った数 下回った数

対MAB300リターン平均
リターン(%)

- -

6

10

14

18

22

15 17 19 21 23
年率リスク[％] 

X銀行 Y証券 
MAB 300 (国内株式) 日経平均 

年率リターン(直近5年)[％] 



基準日：2016年8月31日 

4 

●この分析は実在の金融機関とは一切関係ありません。 ●MAB 300（国内株式）及び日経平均のリスクとリターンの
測定期間は2011年9月末から2016年8月末の5年間です。国内株式ファンドのリスクとリターンは仮想の値を使用して
います。●リスクフリーレートは「無担保コール」を使用しています。 

４．おわりに 

 投信市場を代表するファンドから構成されているMAB 300を用いて分析を行うことにより、市場との比較
を行いながら、ラインアップ分析を行うことが可能になります。 

 また、MAB 300は運用管理手数料等を反映した値であるファンドの基準価額から算出されているので
MAB 300を分析に使用することで実際の”投信”市場に沿った分析が可能になります。算出に株価を使用
している日経平均は、MAB 300（国内株式）よりリターンが高くなることが前ページの図１で確認できます。 

 MAB 300の時系列データがご入り用の方はお気軽に次ページ【照会先】へお問い合わせください。 

三菱アセット・ブレインズ株式会社 
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 X銀行のラインアップファンドのリターンが見劣りする原因の１つは、Ｘ銀行のラインアップファンドのリスク
水準が低いことだと思われます。MAB 300(国内株式)のリスク19.46%を下回るファンド数は20本中16本でし
た。 

 Y証券のラインアップファンドでもリスク面では同様の傾向があり、MAB 300(国内株式)のリスクを下回る
ファンド数は20本中15本とX銀行と１本しか差がありません。 

 X銀行のラインアップファンドのリターンが見劣りする原因は、Ｘ銀行のラインアップファンドのクオリティが
低いことだと思われます。MAB 300(国内株式)のシャープレシオ0.65を上回るファンド数は20本中わずか3本
でした。Y証券のラインアップファンドでは、MAB 300(国内株式)のシャープレシオを上回るファンド数は20本
中9本と、約半数となります。どうやらＸ銀行のファンド選定に改善の余地がありそうです。 

２．リスク分析 

３．シャープレシオ分析 

Ｘ銀行 18.97 4 (20%) 16 (80%)

Ｙ証券 18.59 5 (25%) 15 (75%)

MAB300(国内株式) 19.46

表2　リスク分析

平均
リスク(%)

対MAB300リスク

上回った数 下回った数

- -

Ｘ銀行 0.57 3 (15%) 17 (85%)

Ｙ証券 0.71 9 (45%) 11 (55%)

MAB300(国内株式) 0.65

上回った数 下回った数

- -

表3　シャープレシオ分析

平均シャープ
レシオ

対MAB300シャープレシオ
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 本レポートに関する著作権、知的財産権等一切の権利は三菱アセット・ブレインズ株式会社（以下、

ＭＡＢ）に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。 

 本レポートは、ＭＡＢが信頼できると判断した情報源から入手した本レポート作成基準日現在におけ

る情報をもとに作成しておりますが、当該情報の正確性を保証するものではありません。 

 ＭＡＢは、本レポートの利用に関連して発生した一切の損害について何らの責任も負いません。  

 本レポート中のグラフ・数値等は、あくまでも本レポート作成基準日までの過去の実績を示すもので

あり、将来の運用成果を保証するものではありません。 

 本レポートは、情報提供を目的としたものであり、投資信託の勧誘のために作成されたものではあ

りません。   

 日経平均に関する著作権、知的財産権等一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。 

 MAB 投信指数「MAB 300」（以下、本指数）に関する著作権、知的財産権等一切の権利はMABに帰

属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。また、本指数を商業的に利用する場合には

MABの利用許諾が必要です。 

 

【照会先】 
三菱アセット・ブレインズ株式会社 
アドバイザリーユニット 
03-6721-1037 
mab-index@mab.co.jp 
〒107-0062  東京都港区南青山1丁目1番1号 新青山ビル西館8階 
URL：http://www.mab.jp/mab-index/ 
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第1085号 
加入協会名 一般社団法人 日本投資顧問業協会 
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