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メモリード・ライフの商品は全国各地で販売
されており、地域別の代理店数は図のように
なっています（平成29年6月末現在）。
今後は皆様のお近くの代理 店を順次 紹 介し
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NHKの「クローズアップ現代＋」
（6月28日放映）で 、
葬儀保険が紹介されました。
「保険値上げで家計直撃！賢い見直し術とは？」という特集が放映されまし
た。マイナス金利の影響で、この4月から積み立て型の生命保険商品の保
険料が大幅に値上がりしているという背景があります。このタイミングで
保険見直しを検討する方が増えている中、保険料をできるだけ抑えて、効果
的に保障を維持する手段のひとつとして「ミニ保険」
（少額短期保険）の活
用が紹介されました。
メモリード・ライフが提供する葬儀保険は「急な出費となる葬儀費用の負
担」、
「あとに残される家族に迷惑をかけたくない」などの要望や不安を解決
する手段として効果的な商品となっています。一般の生命保険や損害保険
では加入できない高齢者の皆様や比較的少額の保障を希望される皆様に
最適な保険です。この葬儀保険は少額短期保険業界では、すでに30万件
以上が販売されたヒット商品のひとつとなっています。

生保分野では業界トップ！
生命保険「収入保険料」
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平成28年度も順調に業績が伸展しました。
平成28年度の業績ハイライト
1. 業績の状況

保有契約件数は前年度比107.7％の48,344件、保有契約の年換算保険料は前年
度比110.8％の1,812百万円となりました。

2.

収支の状況

当事業年度の経常収益は、保険料等収入1,740百万円、その他経常収益2百万円に
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より、1,742百万円となりました。一方、経常費用は、保険金等支払金696百万円、
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財産の状況
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責任準備金繰入額36百万円、事業費649百万円となりました。その結果、当事業
年度の経常利益は360百万円、当期純利益は246百万円となりました。
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末比116.1％の1,526百万円となりました。
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健全性の指標

保険金等の支払い能力の充実の状況を示すソルベンシーマージン比率は、前年度末
に比べて533.2ポイント増加し、7,067.4％となりました。
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認知症について ―予備知識・予防・対策―
今や国内の患者数は460万人を超えているとも言われる
「認知症」。
どのようなことに気をつければ、その発症リスクを減らせるのでしょうか？
年齢とともにリスクが高まるのが“認知症”。現在、65歳以上の4人に1人が認知症およびその予備軍と
推定されています。認知症は“もの忘れ”とは異なり、さまざまな原因で脳細胞に異常が発生し、
日常生活への支障が出ている状態のこと。
「記憶障害」のほか、時間や場所、
名前などがわからなくなる「見当識障害」、妄想やうつ感、無気力といった「感情障害」と、
徘徊、興奮、暴力などの「異常行動」もしばしば発生します。そうなってくると、
もはや自立した日常生活を営むのは難しくなってしまいます。そして、判断能力が不十分になった場合には、
「成年後見人」が、あなたに代わって各種契約を行ったり、財産管理をすることになります。
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必要と気付きました
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認知症を予防する3つの生活習慣
食事

脳に良いとされているのは、DHAが豊富に含まれる青魚
や、レシチン（脳の約30%を占める成分）が多く含まれて
いる大豆製品（豆腐や納豆など）です。またお酒は好きな
方は“ほどほどの量”を心がけましょう。

運動

認 知症は加齢や遺伝によっても発症しますが、生活習慣
病が要因で発症することも。まず大切なのが「適度な有酸
素運 動」。1日30 分以 上を目安に、少なくとも週 2回以 上
は歩きましょう（負荷の高すぎる運動は逆効果です）。

睡眠

熟睡することで人間は脳をリセットし、休ませることがで
きます。1日6〜7時間を目安に熟睡する時間をしっかり設
けましょう。熟 睡しづらい人は 、規 則 正しい生 活を心が
け、日中に日光を浴びると寝つきが良くなります。

この度ご加入頂いたお客様は、お嬢様を隣近所のもら
い火で亡くされ、奥様は既に病死、息子様も5年前に亡くな
り、身寄りのない一人暮らしの男性でした。
最初は身寄りがないなら保険は必要ないか…と勝手に
思っていました。お一人暮らしですから、お伺いするとお
話が長くなることもありました。
そんな色々な世間話の中で、お困りのときはどなたを頼
るのかとお聞きしたところ、今は近所にお住いの姪御様に
何かあれば面倒を見てもらっているとのことでした。

そこで保険はどこかにお入りか尋ねてみると保険はどこ
にも加入していないとの事でした。
「葬儀保険」をご案内したところ、最後は近所の姪御様
に頼みたいというお話をされました。
結果的には、姪御様を受取人にされ、
葬儀保険をご加入いただけました。
今後も先入観にとらわれずにたくさん
のお客様におすすめしていきたいと思い
ます。
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葬儀保険新聞をお読みいただきありがとうございました。今後、さらに

知 っていますか？

認知症になる前に必要な保険の準備を!
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いざという時に 頼りになるのが 保 険 ですが、
認 知症を患ってしまった後や重 度の介護 状態
になった場 合は、新たに保 険に加入するのは
難しくなります。ただし、軽度の介護が必要と
なった場合でも、葬 儀保険への加入が 可能な
場 合 がありますので、最 寄りの 代 理 店までご
照会ください。

内容充実を図るために、皆さまのご意見やご感想をお聞きしています。
はがきでご応募ください。ご応募いただいた全員の方に、
「 終活」を考え
る際に、必ず役に立つ【エンディングノート】をプレゼントします。
【応 募 先】
〒101- 0 0 6 4 東 京都千 代田区猿 楽町 2- 8 -16 平田ビル 6 F
株 式会 社メモリード・ライフ 葬 儀 保 険 新聞 係

