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財務ハイライト１

AIGグループは、世界の保険業界のリーダーであり、100以上の国や
地域でお客様にサービスを提供しています。AIG グループ各社は、 
世界最大級のネットワークを通して、個人・法人のお客様に損害保険
商品・サービスを提供しています。また、米国では生命保険事業、リタ
イヤメント・サービス事業におけるリーディングカンパニーです。

12月31日に終了した事業年度
（単位: 百万ドル、ただし1株当たりの情報を除く） 2014 2013 2012

業績：   
総収入  $  64,406   $    68,874   $   71,214 
AIGに帰属する純利益  7,529   9,085   3,438 
AIGに帰属する税引き後営業利益  6,630   6,650   6,542 

普通株式１株当たり利益（EPS）：   
基本   
   AIGに帰属する純利益  5.27   6.16   2.04 
希薄化後   
   AIGに帰属する純利益  5.20   6.13   2.04 
   AIGに帰属する税引き後営業利益  $        4.58  $       4.49  $       3.88 

貸借対照表（期末）：   
総資産  $ 515,581   $ 541,329   $548,633 
AIG株主資本合計  $ 106,898   $ 100,470   98,002 

主要な経営指標：   
1株当たりブック・バリュー $    77.69   $    68.62   $     66.38
その他の包括利益累計額およびDTAを除く1株当たりブック・バリュー  $    58.23   $    52.12   $     45.30
株主資本利益率（ROE）  7.1   9.2   3.4
ROE－その他の包括利益累計額およびDTAを除く税引き後営業利益  8.4  9.3   9.0

　コマーシャル・インシュアランス：
　企業向け損害保険コンバインド・レシオ  100.2   101.6   110.9 
　企業向け損害保険事故年度調整済みコンバインド・レシオ2  94.2   95.1   99.3 

　コンシューマー・インシュアランス：
　個人向け保険コンバインド・レシオ  99.9   101.5   102.1 
　個人向け保険事故年度調整済みコンバインド・レシオ2  99.5   102.1   99.3 
　リタイヤメント収入保険料および預かり資産  $  24,023   $  23,729   $   16,048 
　生命保険収入保険料および預かり資産  $     4,806   $    4,862   $     4,864

１本資料で示されている非GAAP型の財務数値は、他の企業が公表している同様の名称の数値と比較することはできません。2014年12月31日に終了した年度に関する
フォーム10-KによるAIG年次報告書（本資料に含まれる）またはAIGのウェブサイト（www.aig.com）の投資家向けセクションで閲覧可能な2014年第4四半期補足財務
情報には、非GAAP 型の財務数値から規定G に基づく最もGAAP に類似した数値への調整が示されています。
２コンバインド・レシオは、異常災害損失、関連する復活保険料、前年の動向、保険料調整の控除、準備金の割引による影響を除外しています。
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2014年は移行と変革の年でした。

2015年と、その先の未来を見据えたテーマは、価値の向
上と持続可能性の実現です。

AIGは、お客様、投資家、社員、そして社会全体にとって、
世界で最も価値のある保険会社になることを目指してい
ます。これは長期的な視点に立って、ビジネスの持続可能
性と短期的な業績の大幅な改善とのバランスをとりなが
ら、両者を追求していくということです。

私たちが今取り組んでいる、組織や考え方における変化
の実現が、それを可能にするはずです。

ロバート・ベンモシェ前CEOの功績を偲んで

2014年のAIGを振り返ろうとする時、まず2014年9月
にAIGの社長兼CEOを退任し、2015年2月に逝去した
ロバート・ベンモシェ氏への深い感謝の意を表さずには
いられません。

ベンモシェ氏は、AIGが、そしてグローバル経済が最も激
しく揺れ動いた時期にAIGを率いました。AIGが今、未来
を見据えることができるのは、ベンモシェ氏のビジョンと
忍耐があったからです。彼のリーダーシップの下で、AIG
は1,820億ドルを超える金融支援に対し、米国に約230
億ドルの利益をもたらす形で全額を返済しました。また、
ベンモシェ氏および取締役会が、AIGの根幹となる保険
ビジネスに改めて焦点を合わせ、将来の課題に取り組め
る体制をつくることによって、AIGの継続的な実行性を
確かなものにしたことも同様に重要な点です。

私たちはベンモシェ氏の勇気や誠実さ、献身によって
鼓舞されました。彼によって、AIGは、歴史的な強みと
前例のない難局を乗り越えて培われた知恵とが結びつい
た、より強力で賢明な、そしてより焦点の絞られた会社に
なりました。ベンモシェ氏は、お客様、社員、そして株主で
ある皆様に、今後幾年にもわたり保険業界を牽引する力
を備えた会社を残してくれたのです。私たちの感謝は尽き
ることがありません。

価値の最大化

CEOとして初めての株主の皆様へのレターとなりますの
で、昨年9月にAIGを率いる機会をいただいてからの進展
を振り返り、それを基盤とした今後の計画についてお話し
したいと思います。

AIGの歴史から得られる不変の教訓の一つは、会社の
本質的な価値を最大化するために、成長、収益性および
リスクのバランスをとることがいかに重要かということ
です。企業が短期的に大きな利益を上げ高い市場価値を
実現することは様々な方法で可能です。しかし、長期的
な観点から見れば、過剰なリスクを取り、必要性の高い
投資を先送りすることによって、企業は往々にして持続
的な成長力を損なう可能性があるということを、私たち
は経験から学びました。市場価値は過大にも過少にも
評価されることがあることから、私たちは本質的価値を
示すものを基準として用いています。

AIGは、次の二つの実現に取り組むことによって、最も優
れた成果を上げることができると私たちは考えています。
一つは、お客様との約束を尊重すること、もう一つは、適
切なリスク水準の下でどの程度の収益性を伴う成長を実
現することができるかを分析することにより、株主資本の
管理者としての責任を果たすことです。

そこで、成長、収益性およびリスクのバランスの実現に
注力するため、2017年までの三つの財務目標を次のよ
うに発表しました。

•包括利益累計額（AOCI）ならびに繰越税金資産（DTA）を
除く普通株式1株当たりブック・バリューを少なくとも年率
10％拡大する。

•正味一般営業費（GOE）を年間3～5％削減する。

•AOCIおよびDTAを除く正規化株主資本利益率を年間最
低50ベーシス・ポイント引き上げる。

これらの目標を掲げることにより、私たちは、収益性の
向上と維持、リスク管理ならびに資本を上回るリターン
の実現を目指すことになります。

ピーター・D・ハンコック
社長兼CEO
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昨年、これらの財務目標に対して進展を重ね、通期では、
以下の達成に至りました。

•AOCIおよびDTAを除く1株当たりブック・バリューが
12％拡大。

•規律あるコスト管理により、正味GOEが3.5％減少。

•株主資本が6.4％増加し、1,069億ドルに増加。

•中核保険事業において税引き前営業利益が約5％増加
し、資本効率が改善したことを反映して、AOCIおよび
DTAを除く標準化ROE 7.4％を実現。

持続的な本質的価値の最大化を可能にする経営におい
ては、市場シェアや売り上げの向上のみをいたずらに追
い求めることなく、マーケットリーダーとなっている分野
あるいはその可能性のある分野で、最も質の高いビジネ
スを成長させなければなりません。これは、四半期ごとに
変動する1株当たりの利益にとらわれず、1株当たりブッ
ク・バリューを拡大させることに辛抱強く取り組むことを
意味しています。この規律を堅持することを通して、お客
様や株主の皆様に継続的に価値を提供することができ
るのです。

そのための計画の核となる要素は次の通りです。

•株主へのリターンを最大化しながら、リスクを限定する
方法で資本を管理する。

•お客様にとっての最高の成果を出し続けながら、最も
賢明な引受判断ができる体制を構築できるよう、人
的および技術的資源の有効活用を可能とする運営
モデルの改善を行う。

•技術および市場の変革が常に続く業界で競争力を
維持するためのインフラ投資を行う。

賢明な資本運用

2014年、私たちは流動性および資本リスクを慎重に
管理しながら、引き続き資本を有効に活用し、長期的リ
ターンを向上させましたが、このために次のことを実行
しました。

•49億ドルの自社株買いを実施。

•保険子会社から104億ドルの配当を受け、親会社である
AIGの財務の柔軟性を強化。

•負債総額を約105億ドル削減。

•戦略的、補完的買収機会の追求。

負債管理政策を継続しながら、機会を活用して、コストが
高く流動性に欠ける負債を買戻し、新しい流動性に富む
低利回り負債に替えました。2012年初め以降、AIGの
リスク・プロファイルが改善したという投資業界の認識を
反映して、クレジット・スプレッドは数百ベーシス・ポイント
縮小しています。格付け会社も私たちの事業再編および
債務削減の取り組みを認めています。ムーディーズおよび
S&Pは格付けアウトルックを安定的としており、フィッチ
は資本状況および債務返済能力に改善が見られるとし
て、最近アウトルックを安定的からポジティブに引き上
げました。

本質的価値に基づく企業の運営は、事業における負債の
値付け方法から、保険料で生み出される手持ち資金の運
用方法まで広く含みます。そのため、私たちは、もっぱら正
味投資収益に注力するよりは、むしろ一般勘定における
投資のトータル・リターンを高めることを評価しています。
どのようにして皆様の資本を最も効率的に活用するかを
決定するうえで自律的成長に重点を置く一方、私たちの
戦略的な方向性と一致し、ビジネスにおける優先事項の
支援や魅力的な財務リターンの拡充につながる買収機会
についての検討も世界中で継続して行っています。
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私たちは、お客様に対する価値の提供に注力すること
が、中核事業の収益性を伸ばす機会につながると考え
ています。例えば、コマーシャル・インシュアランスでは、
エンジニアに投資をし、お客様のニーズがある一方で、
競合企業があまり持たない専門知識を活かしてマー
ケットにおける成長を実現しています。サイバーリスク
保険から危機管理および環境コンサルティングに至る
まで、ロスコントロールのサービスにおいて革新的な商
品を提供し投資を行うことによって、AIGは一層差別化
され、お客様との関係を築く新たな道を開いています。
また、マルチナショナル・ビジネスにおける優位性を広
げるために、多国間サービス・プラットフォームの改善
とコンサルティング・ツールの改良に投資しています。

自律的成長を目指すためにはいくつかの道があります。
現在「フォーチュン500」の99.6％の企業の保険を引き
受けており、この中で私たちが主要な保険会社となって
いる企業の構成比を増やす機会があると見ています。
コンシューマー・インシュアランスでは、生きている間に
貯蓄が底をつくという、高齢化が進む経済大国に特有の
不安を解消することにも取り組んでいます。インドや中国
における保険の需要には期待できると考えており、長年
のパートナーであるタタ・グループおよび中国人民保険
公司との連携にも自信を持っています。

また、コンシューマー・インシュアランスでは、ロンドンを 
拠点とするアジアス・プロテクト・リミテッドを買収し
たことにより、英国での存在感が高まると考えられま
す。2015年に、アイルランドで医療保険第2位の大手
であるラヤ・ヘルスケアの買収も発表しており、これによ
り、約50万のお客様を新たに得ると同時に、世界中で機
会を見いだしている医療保険分野での新たな可能性が
もたらされることになります。

成長は価値創造型経営の一つの側面です。この原則に
従ってAIGの経営をするということは、現在の商品、サー
ビスおよび提案が、私たちの戦略的目標および財務目標
に貢献していない場合、資本の再配分または皆様への
返還も検討することを意味します。これには、直接投資事

業（DIB）のポートフォリオやランオフとなる保険ライン
の計画的な整理などが例としてあげられます。

部分の総和に勝る価値の創造

複雑さが説明責任をあいまいにする一方で、コストやリ
スクを増大させ、決定と実行までに必要な時間を増幅す
ることで、長期的な株主価値を危険に晒すということを、
私たちは最近の経験から学びました。そのため私たち
は、AIGの事業および経営モデルを更に簡素化し、説明
責任が明確になる組織を構築することを計画の要にして
います。

既に述べたように、インフラ投資を遅らせることは、長期
的な株主価値と両立可能な、持続性のある選択肢では
ありません。投資をしなければ、適切なリスク測定を
行い、ビジネスチャンスを見極め、競争が激化する市場
においてお客様に最高レベルのサービスを提供する時
に必要となる手段を、社員から奪うことになります。その
ため、私たちは継続的にITインフラ、サイエンスおよびコン
プライアンス部門に投資をしています。こうした投資は
GOEを毎年3～5％削減するという財務目標にも組み
入れられています。

主に縦割りで運営されるコングロマリット事業から、リー
ダーシップチームが中心となって運営する保険事業の
中核グループへと、AIGは過去数年間にわたって組織
を大幅に簡素化し、リスクを軽減してきました。9月に
CEOに就任してから、私はAIGの事業を改めて見直し、
私たちが提供する商品ではなく、私たちが商品やサー
ビスを提供するお客様に重点を置いて、コマーシャルと
コンシューマーの二つによる構成としました。

また、AIGの比類ない戦略的データ資産の活用による 
十分な情報に基づいた判断と、お客様および株主の 
利益の向上に向けた社員のより迅速な対応を通して、 
AIGにおける意思決定プロセスをいかに強化するかに
ついて、全体的な見直しを行いました。
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その結果、より戦略的かつ誠実にお客様にお応えし、お
客様に最大の価値をもたらすことのできるサービスを、
最も迅速かつ効率的に提供することに注力できるように
なりました。

スケールや多様性による、AIGの差別化につながるメ
リットは、簡素化したビジネス・モデルにおいても維持さ
れており、以下のようなことを通じて、適切なリスク水準
で持続的な価値を株主に提供できるようにしています。

•商品、地域、お客様によるリスクのバランスを取り、全
体的な信用力を向上させる。

•一時的費用を最小化し、資本のよりダイナミックな配
分を図る。

•コンプライアンス、リスク管理、テクノロジーに対する
投資のコスト増大を適切に吸収できるようにする。

•純営業損失および繰越税額控除の160億ドルで、将来
の課税所得および税金負債を相殺できるようにする。

AIGの未来を築くために、私たちは次のような取組みを
実施します。

•サイエンスを活用し、高度なデータ、分析および客観的
根拠に基づく意思決定を通して、価格設定の改善と適
切なリスク選択を行い、優れたリスク調整済みリターン
を実現する。

•新たなグローバルの損害サービス体制および保険引受
プラットフォーム、グローバル・コールセンターの改善、
エクスポージャー分析リソースなど必要なIT投資を
行い、最高レベルのサービスの提供と損害率の引き下げ
に取り組む。

•日本における事業の統合と代理店ネットワークに向け
た新たな販売プラットフォームの構築により、コストの
引き下げおよび資本のより効率的な活用を図る。

•中核事業とのシナジーがない、もしくは将来的にシナ
ジーの実現可能性に欠ける事業について分離または
売却を実施する。

AIGの多角性によって、生命保険および損害保険会社
として課税されることから、純営業損失および繰越税額
控除で、将来の課税所得および税金負債が相殺されま
す。AIGの多角的企業形態が変われば、評価性の税金資

産を利用できる可能性が大きく低下するため、かなりの
経済的メリットを失うことになります。

AIGの社員：すべきことに全力を尽くす

私は2015年以降に向けて野心的な計画を立てていま
す。常に変化し、常に挑戦が求められる市場において競争
力を維持するために、この計画には、規律、集中、そして業
務への取組み方の継続的な見直しと改善が必要です。

65,000人のAIG社員は、職務に全力で取り組んでいま
す。前例のない困難を乗り越えてきたAIGのプロフェッ
ショナルたちは、業界をリードするサービスをお客様に
提供し続けています。また、新たにAIGに加わった社員
は、事業の発展を促す新たな視点や経験をAIGにもたら
してくれています。

これから絆が深められようとしている新たなつながりに
おいても、長年にわたり築いてきた関係においても、お客
様の信頼を得ることの根本にあるのは、社員の存在です。 
AIGの社員はお客様との深い信頼関係を礎として、より
包括的で優れた顧客体験を提供しています。

保険業界において、AIGは人材がもたらす価値によって
差別化され、AIGの社員は世界中で業界のリーダーと
して認められています。私たちは今後も一人ひとりの
社員に対する投資を続けながら、規模を活かし、幅広い
スキルやお客様に対する多様な視点をもたらすことの
できるチームを作り上げていきます。

AIGにとっての新たな一ページが開かれます。ここに掲
げた目標について、私は皆様に対し責任を負うことになり
ます。保険業界における最高のチームと共に、この目標
を達成し、更にそれを超える成果を上げることができる
と確信しています。

Bring on tomorrow. （明日に挑む）

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク
社長兼CEO
ピーター・D・ハンコック
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2014年もAIGにとって大きな進歩を遂げた年となり
ました。決定と行動の年であり、私たちは屈することなく
前進を続け、株主の皆様に対する持続可能な価値の創造
に取り組みました。

2014年における最も重要な決定は、AIGの社長兼
CEOとしてロバート・ベンモシェの後を引き継ぐリー
ダーの選任でした。ステークホルダーにとって最高の 
リーダーとなる人物を選ぶための包括的なプロセス
を経て、取締役会は6月に確信を持ってピーター・ハン 
コックをAIGの新社長兼CEOに選任しました。ハンコッ
クは、9月1日付で着任しています。

ベンモシェ氏は2015年2月に逝去しました。私たちは
深い悲しみと喪失感を覚えると同時に、彼の生涯とその
中で彼が遺してくれたものに対して深い感謝とともに最
大の賞賛の念を抱いています。それは勇気ある行動で
あり、同時に議論を呼んだ行動でもありましたが、ベン
モシェ氏は、AIGの社員を率いて、米国のビジネス史上
恐らく最大の復活を果たすという想像を超える偉業を
成し遂げました。取締役会は、「自由に行動することを
認められた人々は、責任を持って振る舞い、素晴らしい
成果を上げることができる」という彼の信念が結実する
のを目の当りにしました。取締役会およびその他の多く
の関係者を代表して、ベンモシェ氏に対する変わること
のない感謝の意を表したいと思います。

ハンコックは、会社のリスク軽減のために活かされる
金融業界における豊富な経験や、世界各地で暮らしビジ
ネスをリードしてきた幅広い国際経験を持つなど、お
客様にとって世界で最も価値がある保険会社になると
いうビジョンの実現に向けてAIGを率いるにふさわしい
人物です。9月の正式就任後まもなく、彼は商品ライン
別ではなく顧客セグメントに基づいてAIGの組織を改め
ました。この結果、AIGの力が結集し、私たちはお客様
により近い存在である組織となりました。

2014年も、AIG取締役会と規制当局の間で、進化を
続ける世界的な規制環境について理解を深め、よりよい
形にしていくために引き続き意見交換が行われました。
私たちの主な方針は変わりません。世界中に多くのお
客様を有するグローバル企業として、多くの規制当局に各
国の枠を越えた一貫した規則と要件を設定していただ
きたいと考えています。また保険会社として、保険会社と
銀行の根本的な違いを考慮し、それに応じた各業界に
対する枠組みを構築することを提唱しています。適切な
規制監督は、世界経済における保険業界の重要な役割
を妨げるどころか、その役割を果たすことを促進する力
になると私たちは考えています。

AIGももちろん変化に無縁の存在ではなく、新たなリー
ダーシップと新たな組織が生まれた2014年もその例
外ではありませんでした。重要なことは、変化によって
私たちは前進し、正しい方向に向かうことができるという
ことです。2015年がもたらす変化に期待を寄せるととも
に、お客様および株主の皆様に価値を提供することが
できるより多くの機会を心待ちにしています。

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク
非常勤会長
ロバート・S・ミラー
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ロバート・S・ミラー
非常勤会長

会長から株主の皆様へ



2014年のボランティア週間に、
世界中のAIG社員が 

20,000時間を超える
ボランティア活動に参加しました。
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真のグローバル企業としての視点と知見とが、AIGを差別化しています。65,000人の
AIG社員が100以上の国や地域でお客様にサービスを提供しています。この点で、AIG
と同様の存在は限られています。

お客様に独創的なソリューションを提供するための全社的な取組みの一つに、イノベー
ション・ブートキャンプがあります。引受担当者、損害サービス担当者、アクチュアリー、
サイエンスの専門家など、様々な分野の社員を集めてチームを作り、それぞれのチーム
が新しい商品やサービスを発案し、マーケットでの展開に関する計画を構築して、AIGの
シニアマネジメントで構成される委員会への提案を行います。イノベーション・ブート
キャンプは2013年後半にコマーシャル・インシュアランスで導入され、その後コンシュー
マー・インシュアランスにも拡がりました。

また、マッチング・ギフト・プログラムやボランティア休暇制度を通して、社員が関心を
寄せる様々な慈善活動への参加や寄付を支援しています。AIGのグローバル・ボラン
ティア週間には、より良い地域コミュニティの構築を目指して、45ヵ国から、昨年より
76％増となる社員が参加しました。
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私たちはリスクに関して単に受け身の姿勢でいるわけではありません。積極的に
お客様に関わり、お客様にとって何が最も重要な問題なのかを見極め、リスクに
関する専門性を活かして問題の解決をお手伝いします。

私たちはお客様の過去のデータの分析によって、お客様の損失の低減と、AIGへの
保険金請求の低減に向けて努力しています。私たちはお客様における事業継続性の
改善のため、リスク・エンジニアリングの向上を目的とする大きな投資を行いま
した。300名を超える専門スタッフの増員や、予防的なリスク軽減ツールの導入
により、お客様の損失を未然に防ぐことができるよう支援しています。

「共に学ぶ」ということは、お客様にとって何が最も重要かを知ることから始まり
ます。コンシューマー・インシュアランスのリーダーで構成されたチームは、リタイヤ
メントおよび生命保険の商品を扱う上位40社の販売パートナーを第4四半期に訪
問した時にそれを始めました。彼らは共に2014年を振り返り、お互いの優先項目に
基づいて2015年にはどのように取り組んでいくかについて協力して見直しました。

AIGが9千万以上のお客様にサービスを提供し、毎週何百万ドルもの保険金の支払い
を行っていること、またリスクに対する理解を深めるため何十年にもわたり蓄積した
膨大なデータの分析を通して得た知見も、この対話を通じて共有されました。

昨年は、マーケットにおける課題やトレンドを伝えるグローバル・パースペクティブ・
シリーズの一環として、西アフリカのエボラ熱流行をテーマに、グローバル・トラ
ベル・チームによるウェブキャストを実施し、900のお客様や保険ブローカーに
参加していただきました。

AIGのAGアセット・プロテクターは、
保険契約者が生存中に死亡給付金を
受け取ることを可能にし、新たな所得
の確保の道を拓きました。

AIGは北米の鉄道業界に対し、保険会社
単独では最大規模のエクセス賠償責任
保険の補償を提供しています。

昨年、AIGのチームはブラジルのお客様
と連携し、ブラジルの主要港が大型船に
対応して収容能力を拡大できるように、
複数の補償を集約して提供しました。
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私たちは、お客様から頼るべき存在として、信頼していただいています。それは、
最も必要とされる時にお客様のそばに寄り添い、お客様を支える存在だという
信頼です。事業の拡大を考える時も、家族が教育費について考える時も、いつも
お客様が自信を持って未来へ投資できるようお手伝いしています。

また、持続可能な価値をもたらすという株主に対する約束を果たすことが、AIGの
信念です。私たちは単に短期的な収益を追求するのではなく、長期的な価値の観
点から正しく行動することを重視しています。

更に広い範囲の活動として、AIGは交通安全の取組みをはじめ様々な分野で、社会
が安心の上に前進できるように支援しています。私たちは世界中で1,000万台以上
の車両の保険を扱っており、交通事故がなぜ起こるのかについて人々が理解を深め
るための支援をすることができます。世界中の人々の安全に関わるこの大きな問題
に取り組むために、AIGは昨年、世界から様々な業界のリーダーが参加する共同
プロジェクトである「Together for Safety Roads」の創設メンバー兼共同チェ
アになりました。

10

1日に百万件以上のサイバー攻撃にさら
されている今日の世界で、AIGのCyber-
Edge®は、機密データ侵害、コンピュー
タのハッキング、社員の過失などによる
リスクからお客様を守っています。

ニューヨークとヒューストンにあるグロー
バル・セキュリティ・オペレーション・セン
ターでは、AIGの世界中のお客様や社員の
ために、24時間体制で、リアルタイムでの
危機管理、トラベル・サポートおよびリスク
軽減のための措置といったサポートを提供
しています。

AIGのキャタストロフィー・アドバンテー
ジ・プログラムSM（CAP）は、最先端の
暴風雨モデリング・テクノロジーをAIGの
膨大な保険契約および保険金請求データ
と連動させ、暴風雨が発生する前に、お客
様にとって極めて重要となる情報を特定 
することができます。
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左から

アーサー・C・マルチネス
Arthur C. Martinez
シアーズローバック
元取締役会会長、プレジデント兼CEO

W・ドン・コーンウェル
W. Don Cornwell
グラント・ブロードキャスティング・
コーポレーション
元取締役会長、CEO

ピーター・R・フィッシャー
Peter R. Fisher
ダートマス大学
グローバル・ビジネス・アンド・ガバメント・
センター　シニアフェロー、
タックビジネススクール　上級講師
ブラックロック・インク
前ヘッド・オブ・フィクストインカム・ポート 
フォリオ・マネジメント

ウィリアム・G・ジャーゲンセン
William G. Jurgensen 
ネーションワイドインシュアランス　元CEO

スザンヌ・ノラ・ジョンソン
Suzanne Nora Johnson
ゴールドマンサックス・グループ　元副会長

ロバート・S・ミラー
Robert S. Miller
アメリカン・インターナショナル・グループ・インク
非常勤会長
ホーカー・ビーチクラフト・インク　元CEO
デルファイ・コーポレーション　元常勤会長

ピーター・D・ハンコック
Peter D. Hancock 
アメリカン・インターナショナル・グループ・インク
社長兼CEO

ヘンリー・S・ミラー
Henry S. Miller
マーブルゲート・アセット・マネジメント・
エルエルシー　会長
ミラー・バックファイアー・アンド・コー・
エルエルシー
元会長兼マネージング・ディレクター

ジョージ・L・マイルズ・ジュニア
George L. Miles, Jr.
チェスター・グループ・インク　名誉会長
WQEDマルチメディア　元プレジデント兼CEO

クリストファー・S・リンチ
Christopher S. Lynch
KPLG LLP
元金融サービス担当　ナショナル・パートナー

ジョン・H・フィッツパトリック
John H. Fitzpatrick
ジュネーブ協会　元事務局長
スイス・リー　元CFO、生命保険及びヘルス・
リインシュアランス部門ヘッド、金融サービス
部門ヘッド

ダグラス・M・スティーンランド
Douglas M. Steenland
ノースウェスト・エアラインズ・コーポレーション　
元プレジデント兼CEO

テレサ・M・ストーン
Theresa M. Stone 
マサチューセッツ工科大学　
元エグゼクティブ・バイスプレジデント兼
財務担当役員
ジェファーソン・パイロット・コーポレーション　
元エグゼクティブ・バイスプレジデント兼CFO
チャブ・ライフ・インシュアランス・カンパニー　
元社長

ロナルド・A・リッテンマイヤー
Ronald A. Rittenmeyer
エキスパート・グローバル・ソリューションズ・
インク　元会長、社長兼CEO
エレクトロニック・データ・システムズ・
コーポレーション
元会長、CEO兼プレジデント

取 締 役

（2015年4月16日に、2015年7月1日付でダグラス・M・スティーンランドが非常勤取締役会長に就任することが発表されました。）
（AIG取締役会は2015年7月15日にリンダ・A・ミルズを新たに取締役として選任しました。）
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企業向け損害保険
$25,183

モーゲージ保証保険
$1,042

機関投資家市場
$2,576

コンシューマー・
インシュアランス
$28,469

個人向け保険
$12,364

生命保険
$6,321

44％

22％ 11％

17％50％

コマーシャル・
インシュアランス
$28,801

50％

4％

リタイヤメント
$9,784

2％
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本社所在地
American International Group, Inc.
175 Water Street
New York, NY 10038
(212) 770-7000

株式上場及び宣誓
株式上場

AIGの普通株式は、ニューヨーク、東京の証券
取引所に上場されています。
ニューヨーク証券取引所におけるティッカー・
シンボル：AIG

財務報告書の正確性に関する宣誓
米国企業改革法の第302条が求めているAIGの
最高経営責任者および最高財務責任者による
宣誓は、Form 10-K（米国証券取引委員会に
提出する財務報告書）に添付されています。

AIGの最高経営責任者は2014年6月、コーポ
レートガバナンスに関するニューヨーク証券取
引所の上場基準への準拠について、同証券取
引所に非公式の宣誓を行っています。

株主の皆様へのアシスタンス・サービス
AIGのホームページをご活用ください。
AIG本社ホームページ（英語）
　www.aig.com

AIG日本語ホームページ
　www.aig.co.jp

Investor Relations
American International Group, Inc.
175 Water Street
New York, NY 10038
(212) 770 – 6293

Transfer Agent and Registrar
Wells Fargo Bank, N.A.
Shareowner Services
PO Box 64854
St. Paul, MN 55164-0854
(888) 899-8293
shareowneronline.com

Courier Service Address :
Wells Fargo Bank, N.A.
Shareowner Services
1110 Centre Pointe Curve, Suite 101
Mendota Heights, MN 55120-4100

株主の皆様のための情報

本書は、AIG, Inc.の英文による 度アニュアルレポート（ Annual Report 」）及びAIG, Inc .が
日本において 4月30日に関東財務局に提出した外国会社報告 書の記載の一部をそれぞれ抜粋

Annual Repor tの抜粋箇所については日本語に翻訳）の上、一部和訳表現を変更し統合して作成
のです。そのため、本書は、 tの全訳ではありません。

なお、上記外国会社報告書は、AIG, Inc.が米国において 2月 日に米国証券取引委員会に提出した
Form 10-Kによる年次報告書の内容に基づいて作成されております。
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