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 金額加重リターン ギャップランキング                                                      Ｐ. 8 

トピックス 

第25号 2018年7月 

投信指数 

MAB 300は我が国を代表する公募追加型株式投資信託(純資産額上位300銘柄)を選定し、分
配金再投資基準価額を単純平均した指数です。1997年3月31日の値から算出しています。 

      10,952円（前月末比 0 円） 
6月のMAB 300指数は、前月末比横ばいとなりました。 
株式市場は、月前半は米国の経済指標が良好だったことや、米朝首脳会談が予定通り開催され
たこと等をうけて主要な国で上昇したものの、その後は米国発の貿易摩擦が激化するとの懸念
から下落しました。債券市場では、米国が13日に政策金利を引き上げたため、米国の長期金
利は一時的に上昇しましたが、月後半は貿易摩擦激化への懸念から低下し、月間ではほぼ横ば
いとなりました。為替は、米国が利上げを進めていることや、ECBが年内の量的金融緩和の停
止を決めたことから、対米ドル、対ユーロともに円安となりました。 
カテゴリー別の寄与度では、REITが大きくプラスに寄与した一方、エマージング株式や国内
株式等がマイナスに影響しました。 

 

米国発の貿易摩擦懸念から MAB 300指数は横ばい 
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 月次サマリー 
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１．指数 

２．推移 

３．カテゴリー別 寄与度ランキング ４．カテゴリー別 構成ファンド本数 

○直近10年 ○2018年6月 
MAB 300     騰落幅前日比(右軸) 

※月末リバランス後 

 
  

  
 

 

月間騰落率

0.00%
前月末 年初来高値 年初来安値 純資産総額 前月末比

月間ネット

資金流出入額

10,953円
11,654円

(2018/1/23)
10,600円

(2018/3/26)
397,949億円 +1,198億円 +2,005億円

10,952円

今月末 前月末比
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MAB 300 日経平均(右軸)

カテゴリー 寄与度（円）

REIT +37.7

外国株式（先進国） +1.3

複合資産 +1.1

その他 +0.3

国内債券 +0.2

ハイイールド債券  -0.2

外国債券（先進国）  -0.8

エマージング債券  -3.6

国内株式  -16.9

エマージング株式  -19.3

合計  -0.3



基準日：2018年6月29日 
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6月のMAB 300 
 

 寄与度 ベスト10 ワースト10 

５．寄与度 ベスト10 ワースト10 

上位

順位 ファンド名 運用会社名
騰落率
(％)※

寄与度
(円)

1 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 +5.07 +3.02

2
ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッ
ジなし

大和証券投資信託委託 +4.50 +2.31

3
ゴールドマン・サックス米国ＲＥＩＴファンドＢコース
（毎月分配型、為替ヘッジなし）（コロンブスの卵）

ゴールドマン・サックス・アセッ
ト・マネジメント

+5.83 +2.29

4
ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコー
ス（為替ヘッジなし）

大和証券投資信託委託 +4.46 +2.15

5 新光ＵＳ－ＲＥＩＴオープン（ゼウス） アセットマネジメントＯｎｅ +4.96 +2.12

6 ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） 日興アセットマネジメント +4.90 +1.90

7 ワールド・リート・セレクション（米国）（十二絵巻） 岡三アセットマネジメント +4.21 +1.76

8 ＭＨＡＭ新興成長株オープン（Ｊ－フロンティア） アセットマネジメントＯｎｅ +2.61 +1.66

9 ワールド・リート・オープン（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ国際投信 +3.80 +1.60

10 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 +2.05 +1.35

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

-3.25 -4.53

2 高成長インド・中型株式ファンド 三井住友アセットマネジメント -5.28 -3.20

3 中華圏株式ファンド（毎月分配型）（チャイワン） 日興アセットマネジメント -7.24 -2.49

4 深セン・イノベーション株式ファンド（１年決算型） 日興アセットマネジメント -9.56 -1.94

5
アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月
分配型）

岡三アセットマネジメント -4.20 -1.67

6 ＨＳＢＣインドオープン ＨＳＢＣ投信 -2.86 -1.47

7
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国
通貨コース）毎月分配型

野村アセットマネジメント -3.98 -1.33

8
野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコー
ス）毎月分配型

野村アセットマネジメント -2.66 -1.17

9
三菱ＵＦＪ新興国債券ファンド通貨選択シリーズ＜
ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）

三菱ＵＦＪ国際投信 -2.66 -1.17

10 イーストスプリング・インド株式オープン
イーストスプリング・インベスト
メンツ

-1.88 -1.16

※分配金再投資基準価額の騰落率を表しています。
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6月のMAB 300 
 

 売れ筋 & パフォーマンス ベスト10 

６．売れ筋 ベスト10 

７．パフォーマンス ベスト10  
※月間ネット流入額は三菱アセット・ブレインズの推計値です。 

順位 ファンド名 運用会社名 カテゴリー
月間ネット流入額

(百万円)※

1 日興ＦＷ・日本債券ファンド 三井住友アセットマネジメント 国内債券 +58,950

2
次世代通信関連世界株式戦略ファンド
（ＴＨＥ ５Ｇ）

三井住友トラスト・アセットマ
ネジメント

外国株式（先進国） +46,303

3
グローバル・ハイクオリティ成長株式
ファンド（為替ヘッジなし）（未来の世
界）

アセットマネジメントＯｎｅ 外国株式（先進国） +30,597

4
日本厳選割安株ファンド２０１８－０４
（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

国内株式 +17,884

5
ＵＢＳ中国新時代株式ファンド（年１回
決算型）

ＵＢＳアセット・マネジメント エマージング株式 +16,929

6
ｎｅｔＷＩＮゴールドマン・サックス・イン
ターネット戦略ファンドＢコース（為替
ヘッジなし）

ゴールドマン・サックス・ア
セット・マネジメント

外国株式（先進国） +16,823

7
東京海上・円資産バランスファンド（毎
月決算型）（円奏会）

東京海上アセットマネジメント 複合資産 +16,629

8
アライアンス・バーンスタイン・米国成
長株投信Ｄコース毎月決算型（為替
ヘッジなし）予想分配金提示型

アライアンス・バーンスタイン 外国株式（先進国） +15,129

9
アライアンス・バーンスタイン・米国成
長株投信Ｃコース毎月決算型（為替
ヘッジあり）予想分配金提示型

アライアンス・バーンスタイン 外国株式（先進国） +14,628

10
ｎｅｔＷＩＮゴールドマン・サックス・イン
ターネット戦略ファンドＡコース（為替
ヘッジあり）

ゴールドマン・サックス・ア
セット・マネジメント

外国株式（先進国） +14,341

順位 ファンド名 運用会社名 カテゴリー
月間騰落率

(％)

1
ゴールドマン・サックス米国ＲＥＩＴファン
ドＢコース（毎月分配型、為替ヘッジな
し）（コロンブスの卵）

ゴールドマン・サックス・アセッ
ト・マネジメント

REIT +5.83

2
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 REIT +5.07

3 新光ＵＳ－ＲＥＩＴオープン（ゼウス） アセットマネジメントＯｎｅ REIT +4.96

4
ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎
月分配型）

日興アセットマネジメント REIT +4.90

5
ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配
型）為替ヘッジなし

大和証券投資信託委託 REIT +4.50

6
ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決
算型）Ｂコース（為替ヘッジなし）

大和証券投資信託委託 REIT +4.46

7
ワールド・リート・セレクション（米国）
（十二絵巻）

岡三アセットマネジメント REIT +4.21

8
ワールド・リート・オープン（毎月決算
型）

三菱ＵＦＪ国際投信 REIT +3.80

9
ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド
（毎月分配型）

アセットマネジメントＯｎｅ REIT +3.72

10
日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎
月分配型Ａ（ヘッジなし）

日興アセットマネジメント REIT +3.71

- MAB 300 - - - 0.00



基準日：2018年6月29日 
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８．純資産額増減 ベスト5 ワースト5 

９．新顔ファンド 

6月のMAB 300 
 

 純資産額増減 ベスト5 ワースト5 ＆ 新顔 

■増加

順位 ファンド名 運用会社名 カテゴリー
純資産額
（百万円）

前月比
（百万円）

1 日興ＦＷ・日本債券ファンド
三井住友アセットマネジメ
ント

国内債券 135,300 +58,934

2
次世代通信関連世界株式戦略
ファンド（ＴＨＥ ５Ｇ）

三井住友トラスト・アセット
マネジメント

外国株式
（先進国）

147,352 +44,471

3
グローバル・ハイクオリティ成長株
式ファンド（為替ヘッジなし）（未来
の世界）

アセットマネジメントＯｎｅ
外国株式
（先進国）

341,459 +30,712

4
ｎｅｔＷＩＮゴールドマン・サックス・
インターネット戦略ファンドＢコース
（為替ヘッジなし）

ゴールドマン・サックス・ア
セット・マネジメント

外国株式
（先進国）

142,990 +18,483

5
ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎
月決算型）Ｂコース（為替ヘッジな
し）

大和証券投資信託委託 REIT 589,341 +17,085

■減少

順位 ファンド名 運用会社名 カテゴリー
純資産額
（百万円）

前月比
（百万円）

1
グローバル・ロボティクス株式ファ
ンド（１年決算型）

日興アセットマネジメント
外国株式
（先進国）

494,862 -23,738

2
アジア・オセアニア好配当成長株
オープン（毎月分配型）

岡三アセットマネジメント
エマージン
グ株式

346,206 -22,064

3
ピクテ新興国インカム株式ファンド
（毎月決算型）

ピクテ投信投資顧問
エマージン
グ株式

245,527 -18,414

4
ロボット・テクノロジー関連株ファ
ンド－ロボテック－

大和証券投資信託委託
外国株式
（先進国）

390,470 -13,833

5
ＬＭ・オーストラリア高配当株ファ
ンド（毎月分配型）

レッグ・メイソン・アセット・
マネジメント

外国株式
（先進国）

381,749 -12,789

ファンド名 運用会社名 カテゴリー
純資産額
（百万円）

日本厳選割安株ファンド２０１８－０４（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

国内株式 58,580

女性活躍応援ファンド（椿） 大和証券投資信託委託 国内株式 45,571

野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－Ｋ
ＯＫＵＳＡＩ

野村アセットマネジメント 外国株式（先進国） 45,168

グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド（１年
決算型）（グローバルＭａａＳ（１年決算型））

日興アセットマネジメント 外国株式（先進国） 44,985

世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド
（豪ドルコース）（インフラプラス（豪ドルコース））

三井住友トラスト・アセット
マネジメント

外国株式（先進国） 44,956
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１．リターン＆リスク＆シャープレシオ 

２．カテゴリー別指数の推移 (3年前＝100) 

●ファンドカテゴリー別MAB 300は、MAB 300構成ファンドについて、カテゴリー別にMAB 300と同様の方法により算出し
た指数です。 

 累積リターン（1ヵ月）の最下位カテゴリーはエマージング株式でした。米国と中国の貿易摩擦
激化への懸念から中国に投資するファンドがリターンを引き下げました。 

 MAB 300の年率リスク（5年）は2008年1月以来約10年ぶりの低い水準になりました。過去5
年の比較的緩やかな上昇基調と直近の上値の重い展開が影響しました。 

債券系＋複合資産 

●運用管理費用はカテゴリー別MAB 300の構成ファンドの平均値です。 

累積リターン (％) 年率リスク (％) シャープレシオ 運用管理

１ヵ月 1年 3年 5年 1年 3年 5年 1年 3年 5年 費用(％)

国内株式 -0.75 11.50 11.67 64.08 9.18 15.80 14.94 1.26 0.25 0.86 1.20

国内債券 0.03 0.75 3.75 7.78 0.83 1.64 1.44 0.97 0.77 1.07 0.31

外国株式(先進国) 0.05 6.72 9.00 50.37 7.82 14.98 13.61 0.87 0.20 0.74 1.60

エマージング株式 -3.25 -0.18 0.54 37.42 11.31 15.82 15.29 -0.01 0.01 0.49 1.90

外国債券(先進国) -0.06 -3.04 -7.47 6.86 3.99 6.26 6.34 -0.75 -0.39 0.21 1.17

エマージング債券 -1.05 -9.33 -2.56 6.42 8.11 11.78 11.32 -1.14 -0.07 0.11 1.52

ハイイールド債券 -0.05 -4.70 -0.15 18.70 6.40 10.79 9.94 -0.73 -0.00 0.37 1.62

複合資産 0.09 2.67 1.93 32.29 4.17 7.20 7.37 0.65 0.09 0.87 1.12

ＲＥＩＴ 2.55 3.54 5.24 42.27 6.31 9.07 10.19 0.57 0.19 0.83 1.27

その他 0.26 12.36 -15.21 55.73 12.31 17.35 22.25 1.01 -0.29 0.50 1.38

MAB 300 -0.00 2.79 2.47 30.63 5.43 9.84 9.33 0.52 0.09 0.65 1.30

ファンドカテゴリー別
MAB 300
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 国内株式の中から「女性の活躍により成長が期待される企業」を投資対象候補として 
 「安定成長株」「割安株」「大化け株」の観点から銘柄を選定します。 
 取扱い販売会社は地銀・オンライン証券各社が中心です。 
 純資産額が急増しており、女性活躍関連のテーマ型ファンドで最大規模となります。 

※当ファンドの詳細については、大和証券投資信託委託のＨＰをご参照下さい。 
http://www.daiwa-am.co.jp/funds/detail/detail_top.php?code=3256 

運用会社 大和証券投資信託委託

主な販社 四国アライアンス証券、伊予銀行、東北銀行、SBI証券 他

カテゴリー

為替ヘッジ なし アクティブ／パッシブ アクティブ

純資産額 45,571 百万円 実質的な運用管理費用 1.566 ％

基準価額 17,950 円 分配金再投資基準価額 21,677 円

設定日

国内株式

2015/03/31

 
  

 
    
     
          

 
     
     
    
    
    
            
      
     
         
         
          
         

 
   

 
   

 
 
 
 

 
    

 
 

 

 
 

 

１．ファンドの概要 
 当ファンドの投資対象は「女性の活躍を推進する企業」「女性の社会進出を助ける企業」「女性向
け・女性に人気の商品やサービスを提供する企業」「女性の所得増加により恩恵を受ける企業」に関連
する国内企業の株式です。 
 当ファンドは、テーマ関連業種(サービス、小売、化学、情報・通信、卸売等)で中小型株式中心の
ポートフォリオである点が特徴的です。なお、ネット証券向けの積立投資専用商品として、同一マザー
ファンド（女性活躍応援マザーファンド）による「つみたて椿」が2018年6月11日に設定されました。 

 

 

３．純資産残高の急伸 
 純資産残高がこの1年間で約17倍（2017/5末21.5億円⇒2018/5末362億円）に急伸しています。ファン
ド規模の拡大に伴い、国内中小型株式中心のポートフォリオが継続できるか、注目したいところです。 

 ①安定成長株（外部環境に左右さ
れにくく、構造的要因により成長が
期待される銘柄や、独自のビジネス
モデルにより成長が期待される銘
柄）、②割安株（ PER(株価収益率)・
PBR(株価純資産倍率)や配当利回りな
どからみて割安、かつ業績モメンタ
ムが良好な銘柄）、③大化け株（短
期間で株価が2倍、3倍に大きく上昇
するような銘柄）による銘柄選定・
ポートフォリオ構築が奏功しました。 

２．類似テーマファンドとの比較 
 当ファンドと類似テーマファンド（４本）の運用成績（2016年6月～2018年5月）を比較した結果、
他ファンドはＴＯＰＩＸ（配当込み）と概ね同水準となった一方、当ファンドは2倍近い伸びを示し
ました。 

※月次報告書(2018年5月末基準)より作成。 

業種別構成(％) 

※東京証券取引所HPより作成。 

新顔ファンド紹介  ～初めてMAB 300に入りました～  
 

 女性活躍応援ファンド（椿） 

http://www.daiwa-am.co.jp/funds/detail/detail_top.php?code=3256


基準日：2018年6月29日 
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 金額加重リターン（ギャップ）とは  
保有期間や購入・売却タイミングの違いから、同一ファンドの投資家であっても各々が享
受しているリターンは異なります。トータルリターンがファンドの運用力を表すのに対し
て、金額加重リターンは各々の投資家が享受したリターンの平均水準を表しています。金
額加重リターンとトータルリターンとの差（ギャップ）を検証することで、後追い的な投
資行動が発生していたかどうか、などを推察する参照指標として活用できます。 

上位 年率(3年)(％)

順位 ファンド名 販売会社名※1 カテゴリー
金額
加重

リターン

トータル
リターン

金額加重
リターン

ギャップ※2

1 キャピタル世界株式ファンド
三菱ＵＦＪ信託銀行、野村證
券、ＳＢＩ証券 他

外国株式
（先進国）

+13.33 +3.48 +9.86

2 女性活躍応援ファンド（椿）
四国アライアンス証券、伊予
銀行、東北銀行 他

国内株式 +34.40 +25.02 +9.38

3
ニッセイグローバル好配当株式プラス（毎月決
算型）

楽天証券、ＳＢＩ証券、カブドッ
トコム証券 他

外国株式
（先進国）

+6.90 +0.96 +5.94

4
ｎｅｔＷＩＮゴールドマン・サックス・インターネット
戦略ファンドＡコース（為替ヘッジあり）

みずほ銀行、三菱ＵＦＪ銀行、
りそな銀行 他

外国株式
（先進国）

+23.42 +17.55 +5.86

5
中華圏株式ファンド（毎月分配型）（チャイワ
ン）

ＳＢＩ証券、岡三証券、高木証
券 他

エマージン
グ株式

+1.42  -4.26 +5.68

6 ワールド・ゲノムテクノロジー・オープンＡコース 野村證券
外国株式
（先進国）

 -0.39  -5.82 +5.43

7
ｎｅｔＷＩＮゴールドマン・サックス・インターネット
戦略ファンドＢコース（為替ヘッジなし）

みずほ銀行、三菱ＵＦＪ銀行、
りそな銀行 他

外国株式
（先進国）

+20.33 +14.98 +5.34

8 ワールド・ゲノムテクノロジー・オープンＢコース 野村證券
外国株式
（先進国）

 -3.43  -8.18 +4.74

9
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投
信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想
分配金提示型

野村證券、高木証券、エイ
チ・エス証券 他

外国株式
（先進国）

+16.56 +12.65 +3.91

10
ＭＨＡＭ新興成長株オープン（Ｊ－フロンティ
ア）

みずほ証券、ＳＭＢＣ日興証
券、ＦＦＧ証券 他

国内株式 +33.00 +29.19 +3.81

下位 年率(3年)(％)

順位 ファンド名 販売会社名※1 カテゴリー
金額
加重

リターン

トータル
リターン

金額加重
リターン

ギャップ※2

1 高成長インド・中型株式ファンド
岡三証券、東洋証券、ひろぎ
ん証券 他

エマージン
グ株式

 -4.25 +5.26  -9.51

2
通貨選択型米国リート・αクワトロ（毎月分配
型）

クレディ・スイス証券、大和証
券、ＳＢＩ証券 他

REIT  -5.01 +3.17  -8.17

3 ジャパン・エクセレント
あおぞら銀行、日の出証券、
滋賀銀行 他

国内株式 +4.80 +11.36  -6.56

4 三井住友・げんきシニアライフ・オープン
静岡銀行、香川銀行、岡三
証券 他

国内株式 +9.50 +15.66  -6.16

5
野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）
毎月分配型

野村證券、四国アライアンス
証券 他

外国株式
（先進国）

+1.76 +7.32  -5.56

6
ピクテ新興国インカム株式ファンド（毎月決算
型）

三菱ＵＦＪ銀行、みずほ信託
銀行、群馬銀行 他

エマージン
グ株式

 -7.77  -2.86  -4.91

7
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型）－
トリプルリターンズ－ブラジル・レアル・コース
（毎月分配型）

大和証券
外国株式
（先進国）

 -3.78 +0.63  -4.41

8
ＪＰＸ日経４００アクティブ・プレミアム・オープン
（毎月決算型）（ＪＰＸプレミアム）

三菱ＵＦＪモルガン・スタン
レー証券

国内株式  -1.02 +3.24  -4.26

9 カナダ高配当株ツインα（毎月分配型） 大和証券
外国株式
（先進国）

 -6.77  -2.62  -4.14

10
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファ
ンド（為替ヘッジあり／年１回決算型）

三井住友銀行、岡三証券、Ｓ
ＢＩ証券 他

外国債券
（先進国）

 -2.05 +1.98  -4.03

●※1 「販売会社名」は有価証券届出書等をもとに記載しています。現在はファンドを取り扱っていない場合があります。 
●※2 「金額加重リターンギャップ」は金額加重リターンからトータルリターンを引いた値です。 
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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。 
 東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）は株式会社東京証券取引所が算出、公表しています。 
 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 
コンサルティンググループ 青木・奥村 
電話番号  ： 03-6721-1033 
Eメール   ： 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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