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社長　根岸　秋男 会長　鈴木　伸弥

明治安田生命の概要
（平成29年3月末現在）

明治安田生命保険相互会社
Meiji Yasuda Life Insurance Company

明治14年（1881年）7月9日
東京都千代田区丸の内2-1-1
TEL 03-3283-8111（代表）
41,872人（うち営業職員「MYライフプランアドバイザー」31,421人）

：

：
：

：

正 式 名 称

創　　　業
本社所在地

従 業 員 数

支社・マーケット開発部 89  
営業部・営業所等 995  
法人部 19（平成29年4月1日現在）
37兆5,614億円
8,300億円（基金償却積立金を含む）

：

：
：

営業拠点数

総   資   産
基 金 総 額

お客さまに「確かな安心を、いつまでも」お届けすること。
この使命のもと、お客さま・地域社会・働く仲間との絆を大切に、

私たちは「人に一番やさしい生命保険会社」をめざしていく。
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明治安田生命の現況2017【統合報告書】は、保険業法第111条に基づいて作成したディスクロージャー誌です。作成にあたっては、
国際統合報告評議会(IIRC)が提示するフレームワークを参考とし、当社のCSR(企業の社会的責任)の取組みや経営活動をお客さま・
地域社会等、幅広いステークホルダーのみなさまによりいっそうご理解いただくため、「統合報告書※」として発行しています。本誌等を
通じ、今後も積極的な情報開示の充実に努めてまいります。
また、本誌は保険募集を目的としたものではありません。保険商品の詳細につきましては「商品パンフレット」等をご覧ください。
なお、お電話によるご照会は、コミュニケーションセンターまで、ご連絡ください。
※「統合報告書」とは、組織の外部環境を背景として、組織の戦略、ガバナンス、実績、および見通しが、どのように短・中・長期の価値創造を導くかについて
伝達することを目的とした報告書のことをいいます。
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