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第一部 【企業情報】

(注)１　本書において、別段の記載がある場合を除き、「当社」または「AIG」とはアメリカン・インターナショ

ナル・グループ・インクを指すが、文脈によってはアメリカン・インターナショナル・グループ・イ

ンクとその連結子会社を指すこともある。

２　別段の記載がある場合を除き、本書に記載の「ドル」は米ドルを指す。本書において便宜上記載されて

いる日本円への換算は、１ドル＝94.54円の換算率(2009年５月25日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の

対顧客電信直物売買相場(仲値))により換算されている。

３　本書中の表で計数が四捨五入されている場合、合計は計数の総和と必ずしも一致しない。

 

 

第１ 【本国における法制等の概要】

１ 【会社制度等の概要】

(1)【提出会社の属する国・州等における会社制度】

 

当社を規制する法体系は米国連邦法およびデラウェア州法である。米国連邦法は、会社の事業活

動のほとんどすべての分野に影響を及ぼしており、その範囲は独占禁止、破産、労使関係、有価証券

および税務をはじめとする広い範囲に及んでいる。米国の連邦証券関係諸法の施行は米国証券取引

委員会(「SEC」)がこれにあたっているが、同法は一般的に詐欺的手段による有価証券の売買を禁

ずるとともに、当社のように株式を公開している会社のほとんどに対しては、定期的に財務その他

の報告をSECおよび株主に行うことを要求している。

米国においては、会社は一般に州法に基づいて設立されている。当社はデラウェア州の法律に基

づいて設立されているが、デラウェア州にはデラウェア州一般会社法(「デラウェア会社法」)をは

じめとして会社に適用される数多くの法律がある。以下は、デラウェア会社法の骨子である。

 

基本定款および付属定款

デラウェア州の事業会社はデラウェア州州務長官に基本定款を届け出ることによって設立され

る。基本定款は、最低限、会社の基本的事項―名称、所在地、事業目的、授権資本株式数、および株式の

種類(もしあれば)―を定めなければならない。基本定款の他に、会社は、事業の経営ならびに株主、

取締役および役員の権利、権限、義務および機能に関する、基本定款の規定ならびに適用される州法

および連邦法と矛盾しない種々の規定を内容とする付属定款を採択しなければならない。
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株式の種類

デラウェア会社法によれば、会社は、その基本定款に定めるところに従って、一種または数種の株

式を発行することができる。その際、額面株式としても無額面株式としてもこれを発行することが

でき、また基本定款の定めに従い議決権株式としても無議決権株式としてもこれを発行することが

でき、基本定款に定める名称、優先権、関連する権利、利益への参加権、選択的もしくはその他の特別

な権利、条件、制限または制約を付して発行することができると定められている。基本定款に別段の

定めのない限り、株主はその所有株式１株につき１個の議決権を有する。会社は、取締役会の決議に

よって、基本定款に定められた授権枠内において株式を発行することができる。株式引受の対価は、

額面株式のときに額面未満での発行が禁じられる点を除いて、取締役会により決定される。

 

株主総会

年次株主総会は取締役の選任を目的として会社の付属定款に定めるところに従って開催される。

臨時株主総会は取締役会の決議によってこれを招集することができる他、基本定款または付属定款

に定めるところに従ってこれを招集することができる。会社は、取締役会の決議によって、総会の遅

くとも10日前早くとも60日前までの日を、株主総会において議決権を行使できる株主を確定するた

めの基準日とすることができる。その基準日に名簿に登録されている株主が議決権を行使できる。

株主総会の法律上の定足数は、付属定款に別段の規定がない限り、議決権のある全株式の過半数を

有する株主が自らまたは代理人によって出席すれば満たされる。但し、いかなる場合でも定足数を

議決権のある全株式の３分の１に満たない株式の株主としてはならない。

 

取締役会

デラウェア会社法に基づいて設立された会社の場合には、基本定款に別段の定めのある場合を除

き、その事業の管理運営は取締役会がこれにあたる。一般に取締役会には、デラウェア会社法および

基本定款によって課されている権限の範囲内において、会社の事業の管理運営に関しては広範囲な

権限が認められている。取締役は、各年次株主総会において選任される。取締役の死亡、辞任または

定員の増加によって欠員が生じたときは、株主が年次総会またはその目的で招集された臨時総会に

おいて、または取締役会が自ら、欠員を補充する取締役を選任することができる。基本定款で認めら

れている場合には、取締役はこれを３つまでのグループに分割することができ、２つ以上のグルー

プがあるときには、グループごとに任期をずらすことができる。取締役は、理由の有無を問わず、株

主によってのみ解任される。但し、取締役がグループに分けられているときには、基本定款に別段の

定めのない限り、取締役は理由のあるときにのみ解任される。

取締役会は基本定款および付属定款に定めるところに従ってこれを招集する。基本定款または付

属定款で特に制限されていない限り、全取締役の書面による同意がある場合には、取締役会の決議

は実際に取締役会を開催しなくてもこれを書面決議として有効に採択することができる。
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委員会

基本定款または付属定款に規定のあるときには、取締役会は、１人以上の取締役が構成する委員

会に一定の権限を委譲することができる。

 

役員

会社の日常の業務の執行を担当する役員は、通常取締役会の決議によって選任される。会社には

付属定款が定め、または取締役会の決定する役員を置く。各役員の権限は、付属定款に定められ、ま

たは取締役会が認めたものとされる。

 

(2)【提出会社の定款等に規定する制度】

当社の会社制度は、米国の法律およびデラウェア州の法律によって決せられるほか、当社の基本

定款(優先株式に関する設定証書(もしあれば)を含む。)および付属定款に規定されている。当社の

基本定款および付属定款の現在の内容は、次のようなものである。

 

(a) 株式

(ⅰ)授権株式

2009年６月20日現在、当社が発行することを授権されているすべての種類の株式数の合計は

5,006,000,000株であり、かかる授権株式は、１株当たりの額面が５ドルのシリーズ型優先株式

6,000,000株および１株当たりの額面が2.50ドルの普通株式5,000,000,000株からなる。

(ⅱ)普通株式

当社の発行する普通株式は、全額払込済で追加払込義務を伴わない株式である。普通株式の

株主は、１株につき１個の議決権を行使する権利を有する。当社の清算に際しては、普通株式の

株主は、優先株式および／またはシリーズ型優先株式の株主に対して付与されている優先権に

劣後することを条件として、残余財産の分配を受ける権利を有する。優先株式および／または

シリーズ型優先株式にかかる配当が支払われるかまたは宣言されて取り分けられた後に、取締

役会は普通株式にかかる配当を宣言することができる。

(ⅲ)シリーズ型優先株式

シリーズ型優先株式は、配当の支払および当社清算の際の残余財産の分配に関して普通株式

に優先する。デラウェア会社法および当社基本定款に従うことを条件として、当社は随時、１以

上のシリーズでシリーズ型優先株式を発行することができ、各シリーズは取締役会の定める名

称および権能、優先権および諸権利、制限もしくは制約を有している。2009年６月20日現在、発

行済みのシリーズ優先株式は以下のとおりである。シリーズC転換可能参加型永久優先株式

100,000株、シリーズE確定利付非累積的永久優先株式400,000株、およびシリーズF確定利付非

累積的永久優先株式300,000株。
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(ⅳ)株券

当社のすべての株主は、当該株主の所有にかかる当社の株式数を証明しており、かつ当社の

取締役会会長(もしいれば)、プレジデントまたはバイスプレジデント１名および財務役もしく

は財務役補１名または秘書役もしくは秘書役補１名の署名が付されている株券、または当社の

名において上記の役員の署名が付されている株券の交付を受ける権利を有する。

(ⅴ)基準日

当社が株主総会の開催またはその延会の通知を受け、かかる総会で議決権を行使し、または

総会の開催なきときは、書面で会社の決議に承諾を与える資格をもつ株主、配当その他の分配

金もしくは権利の割当を受ける資格を持つ株主または株式の変更、転換もしくは交換、その他

すべての適法な行為に関し権利を行使する資格をもつ株主を定めるために、取締役会は、事前

に基準日を定めることができる。なお、この日はかかる総会開催の早くとも60日遅くとも10日

前までの日とするとともに、その他の場合には当該事項の前60日を超えることはできない。

(ⅵ)株式の譲渡

株式および株券の譲渡は、統一商事法典の規定に準拠する。一般的には株式の譲渡は、通常、

裏書および株券の引渡しによってなされる。但し、譲渡を証する別個の書類がかかる裏書の代

わりに使用されることもある。

当社または当社の名義書換代理人に対して、株券に適正に裏書をなした上で、またはこれに

相続、譲渡もしくは名義書換の権利の証明を添付して提出するときは、当社は、その義務とし

て、新株券をこの株主に発行し、旧株券を廃棄するとともに、株主名簿にかかる名義の書換をし

なければならない。
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(b) 株主総会

(ⅰ)年次株主総会

当社の年次株主総会は、取締役を選任するために、取締役会が随時指定する日時にデラウェ

ア州内外の取締役会が指定する場所において開催される。年次株主総会においては、その他の

適切な議案についても審議が行われる。

(ⅱ)臨時株主総会

当社の社長、秘書役または取締役会は、その目的の如何を問わず随時臨時株主総会を招集す

ることができ、臨時株主総会は総会の招集通知に記載されている日時に同通知に記載されてい

るデラウェア州内外の場所において開催される。また秘書役は、総会において議決権を行使す

る資格を有する発行済各種類株式につき合計25％以上を有する株主から総会の目的を記載し

た書面による請求があった場合には、かかる総会を招集しなければならない。

(ⅲ)総会の通知

株主が総会において何らかの行為をなすことを要請される場合もしくは許可される場合に

は必ず、総会の場所および日時、ならびに臨時総会の場合には総会の招集目的を記載した書面

による総会の通知をなさなければならない。法律に別段の定めのない限り、書面による総会の

通知は、かかる総会において議決権を行使する資格を有する各株主に対して当該総会の開催日

の早くとも60日遅くとも10日前までになされなければならない。郵送の場合、当該通知は郵送

料前払いの上で当社の名簿上の株主の住所に宛てて米国内の郵便局に預託された時点でなさ

れたものとみなされる。臨時総会においては、議決権を有する株主全員による同意のない限り、

当該招集通知に記載されていない議案は審議されない。

(ⅳ)定足数

法令または基本定款もしくは付属定款で別に定める場合のほか、すべて株主総会において議

事を採決するためには、議決権を有する各種類の発行済株式の過半数を有する株主本人または

その代理人が出席することを要し、かかる過半数が定足数をなすものとする。株主総会におい

てかかる定足数の株主の出席または代理人による出席が得られなかった場合には、出席株主ま

たは出席代理人は、付属定款の規定に従って多数決により定足数の株主の出席ないしは代理人

による出席が得られるまで、随時、総会を延期することができる。総会のための基準日現在当社

により所有されている当社株式または、他の会社の取締役の選任について議決権が付与されて

いる株式の過半数を直接間接の如何を問わず当社が保有している場合には当該会社により所

有されている当社株式については、議決権を行使することができず、また当該株式は定足数に

も算入されない。但し、上記により当社が受託者としての資格において保有している株式(自己

株式を含むがこれらに限定されない。)につき議決権を行使する権利が制限されることはない。
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(ⅴ)投票

株式の種類またはシリーズが２つ以上である場合、当該株主が当該総会で単一の種類として

同等に議決権を付与されるときにはその限度においてこれを単一の種類とみなす。基本定款に

別段の定めのない限り、株主総会において議決権を行使する資格を有する各株主は、審議事項

に関して自己の有する議決権付株式１株につき１個の議決権を行使することができる。株主総

会において議決権を行使し、総会の開催のない場合には書面により会社の議案に対する同意も

しくは不同意を表明する資格を有する各株主は、１名もしくは２名以上の者に対し委任状によ

り、当該株主に代わって行為することを授権することができる。但し、委任状が３年以上の有効

期間を定めている場合を除き、委任状の日付から３年以上が経過した後には当該委任状に基づ

き議決権を行使することまたはその他の行為をなすことはできない。法律により定められてい

る一定の法定議決権が認められる場合を除き、現在は普通株式およびシリーズC優先株式のみ

に議決権が付与されている。シリーズC優先株式のうち発行済みのものは、法令上認められる限

度において、普通株式と同様に全ての事項について投票を行なう権利を有する。2009年５月22

日現在、かかる発行済みシリーズC優先株式は、これらの事項について議決権を有するAIGの株

主の議決権の約79.8％を行使する。
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(c) 取締役会

(ⅰ)権限、員数および資格

法律または基本定款に別段の定めのある場合を除き、当社の業務は、取締役会によって、もし

くは取締役会の指示に基づいて運営される。取締役会の員数は、７名以上21名以下の範囲内で、

取締役会により随時決定される。但し、取締役会の員数の決定に際しては、取締役会の過半数に

より随時選任される顧問取締役または名誉取締役等の議決権を有しない取締役は員数に算入

されない。取締役は株主であることを要しない。

(ⅱ)選任、任期、解任および欠員

各取締役の任期は、取締役に選任された後の最初の年次株主総会において後任者が選任され

資格を与えられるまでの期間であるが、それ以前に自らが辞任した場合または解任された場合

には、そのときをもって満了となる。取締役選任について議決権を付与されている株式の過半

数を有する株主は、理由の有無を問わず、取締役または取締役会全体を解任することができ、ま

た取締役選任について議決権を付与されている株式の過半数を有する株主は、これにより生じ

た欠員を補充することができる。基本定款もしくは付属定款に別段の定めがない限り、欠員(株

主の投票による取締役の解任によって生じた欠員を除く。)ならびに１種類の株式の株主とし

て議決権を有するすべての株主により決定された、もしくはその他の理由による授権取締役員

数の増加に伴い新設された取締役の職位は、現任取締役(定足数を満たしているか否かを問わ

ない。)の過半数の決定または残存する唯一の取締役の決定により補充することができる。

(ⅲ)定時取締役会

定時取締役会は、取締役会が随時定めるデラウェア州内外の場所において取締役会の定める

日時に開催される。定時取締役会の開催通知は行わない旨の決定がなされている場合には、か

かる通知は必要とされない。

(ⅳ)臨時取締役会

臨時取締役会は、社長または取締役２名の書面による請求に基づき秘書役によって招集さ

れ、随時デラウェア州内外の場所において開催される。臨時取締役会を招集する者は、合理的な

通知をなさなければならない。

(ⅴ)定足数および決議の成立に必要な投票数

すべての取締役会において、取締役全員の過半数をもって議事を審議するために必要な定足

数とする。かかる定足数を満たした取締役会における出席取締役の過半数の投票によって取締

役会の決議が成立する。但し、基本定款または付属定款にさらに多くの投票数が必要とされる

旨が定められている場合はこの限りでない。いずれの取締役会においても、定足数の取締役の

出席がない場合には、出席取締役は、その取締役会において延会の日時および場所を告知する

ほか何らの通知を要することなく、随時、定足数の取締役の出席が得られるまで、これを延会と

することができる。
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(d) 取締役会付属委員会

取締役会は、全取締役の過半数により採択された決議によって、２名以上の取締役からなる単

数もしくは複数の委員会を設置することができる。この委員会には以下のものが含まれる。

(ⅰ)業務執行委員会

業務執行委員会は、2006年３月15日付けで解散した。

(ⅱ)監査委員会

監査委員会が設置される場合、同委員会は３名以上の取締役によって構成され、全メンバー

は当社またはその親会社もしくは関連会社の役員または従業員ではない者でなければならな

い。当該委員会の任務は、当社およびその子会社の会計記録の監査に関する事項について取締

役会および役員に対し一般的な助言を行うことである。当該委員会の任務には、取締役会に対

して翌事業年度の独立監査人の指名につき推薦を行うこと、ならびに随時独立監査人とともに

監査の範囲を検討し、当社およびその子会社の財務書類ならびにこれらに関する独立監査人の

監査報告書の検討を行うことが含まれる。また当該委員会は、当社またはその子会社により雇

用されている内部監査人と会合をもつこともできる。

(ⅲ)財務およびリスク管理委員会（2009年３月25日付けで名称を「財務委員会」から変更）

財務およびリスク管理委員会が設置された場合、同委員会は当社の財務および投資に関する

方針の指導にあたる。取締役会の監督のもとで同委員会は、その権限により、法律による規定に

従うことを条件として当社の資産を同委員会が選択した有価証券その他の財産に投資・再投

資することならびに同委員会が適切であると考えるところに従いかかる投資を変更すること

ができる。また同委員会は、当社の子会社の財務およびリスク管理委員会および投資委員会を

支援し、助言および勧告を行う。財務およびリスク管理委員会が行った活動は、その後の最初の

取締役会において報告されなければならない。

(ⅳ)報酬および経営資源委員会

報酬および経営資源委員会 (2007年３月14日に報酬委員会から報酬および経営資源委員会

に名称が変更された。)は、最高業務執行役員の報酬を定めるとともに、AIGの上席管理職の報酬

の支払方針を策定し、さらにAIGの各種従業員ストック・オプション制度および株式報奨制度

の管理にあたる。

(ⅴ)指名およびコーポレート・ガバナンス委員会

指名およびコーポレート・ガバナンス委員会は、2002年９月18日に設置された。この委員会

の目的は取締役会のメンバーおよび取締役会付属委員会の委員となる候補者を指名、選任およ

び決定し、当社が取るべきコーポレート・ガバナンス方針を策定し、その実施を随時見直すこ

とである。

(ⅵ)規制・コンプライアンスおよび政策委員会

2005年４月21日、取締役会は、AIGの規制およびコンプライアンス事項の取扱いを監督する規

制・コンプライアンスおよび法務委員会、およびAIGにとって重大な現在および今後発生する

AIGの企業としての社会責任、政治および公共関連の問題におけるAIGのポリシーを見直す政策

・社会責任委員会を設置した。2009年３月25日に、上記２つの委員会が統合され、規制・コンプ

ライアンスおよび政策委員会と改名された。

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

  9/791



(e) 役員

毎年の年次株主総会の終了後可及的速やかに、取締役会は、最高経営責任者および秘書役各１

名を選任しなければならず、また決定した場合には、副会長を１名または複数選任することがで

きる。さらに取締役会は、プレジデント、バイスプレジデント、バイスプレジデント補、秘書役補各

１名以上、財務役１名および財務役補１名以上ならびに取締役会が望ましいもしくは適当である

と考えるその他の役員を選任し、かかる役員に対して、取締役会が望ましいと考えるところに従

い追加的なもしくは代わりの役職を付与することができる。１名の役員が複数の役職を兼任する

こともできる。

取締役会会長は、自らが出席する取締役会および株主総会のすべてにおいて議長を務める。最

高経営責任者は、最高経営責任者として当社の業務に対し全般的な責任および監督権を有し、一

般的に会社の最高経営責任者としての役職に付随するすべての任務ならびに取締役会により随

時委譲されるその他すべての任務を遂行する。

 

２ 【外国為替管理制度】

米国には、非居住者による米国法人の株式の取得ならびに配当金、売却代金および清算に際しての

残余財産の分配の海外送金に関する外国為替管理上の規制は存在しない。

 

３ 【課税上の取扱い】

2003年11月６日に署名され、2004年３月30日に批准書が交換された所得に対する租税に関する二重

課税の回避および脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約(以下「条約」

という。)は、日本の市民および居住者ならびに日本法人に支払われる当社普通株式の配当金ならびに

日本の居住者および日本法人によるかかる株式の売却利益に対する米国の課税について適用がある。

 

(1) 米国における課税上の取扱い

下記は、非米国人株主による当社普通株式の所有および処分に対する米国連邦所得税・相続税上

の主要な影響の概要について記載したものである。本書において、「非米国人株主」とは、当社の普

通株式の実質所有者のうち、米国の連邦所得税法上、以下に該当しない者をいう。

・米国の国民または居住者である個人、

・米国において、または米国もしくは米国の行政下部機関の法律に基づき設立された法人または

パートナーシップ(米国財務省規則により外国のものとみなされるパートナーシップを除

く。)、

・その源泉にかかわらず米国の連邦所得税法上、その所得が総所得(グロス・インカム)に含まれ

る財産、

・信託全般(但し、米国の裁判所が信託の管理に第一義的な監督権を行使することができ、一また

は二以上の米国人が信託の実質的にすべての決定を支配する権限を有することを条件とす

る。)。

個人は、ある暦年に31日以上、かつ当該暦年から遡って３年間の間に計183日以上米国に滞在した

場合には、当該暦年について米国の連邦法人税法上、非居住者ではなく、米国の居住者であるとみな

される。この計算上、当該暦年の全滞在日数、昨年の滞在日数の３分の１および一昨年の滞在日数の
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６分の１を算定の対象とすることになる。居住者は、米国連邦所得税法上、米国市民と同様に課税対

象となる。
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本書の記述は、(別段の注記がある場合を除き、)各非米国人株主が、日本国居住者としての恩恵を得る権利

を有することを前提としている。

本書の記述は、以下の事項を検討の対象としていない。

・米国の州および地方自治体による課税、または米国以外における課税上の影響、

・ある特定の非米国人株主の課税上の地位に関する特定の事実関係および事情(当社普通株式の保

有および処分の米国税法上の結果が、パートナーまたは受益者レベルで行われる決定の影響を受

けるおそれのある非米国所持人がパートナーシップまたは信託である場合を含む。)、

・非米国人株主の株主、パートナーまたは受益者の課税上の影響、

・当社の全種類の議決権株式の合算総議決権の10％以上を直接もしくは間接に、または実際もしく

は擬制的に保有している非米国人株主の課税上の影響、

・金融機関、保険会社、課税免除団体、米国籍の国外居住者、ブローカー・ディーラーおよび証券取

引業者等の特定の非米国人株主に適用される税法上の特例、

・「ストラドル」、「ヘッジ」、「転換取引」、「合成証券」またはその他の総合投資の一環として

当社の普通株式を保有する非米国人株主に適用される税法上の特例、または

・条約の恩恵を受ける条件を満たさない非米国人株主。

非米国人株主は、自身が条約の恩恵を受ける条件を満たしているかどうか、または米国が締約国

となっている別の租税条約上の恩恵を受ける権利を有しているかどうかの判断について、自身の税

務顧問に必ず相談されたい。

以下の検討は、本書の日付現在有効な1986年米国内国歳入法(その後の改正を含む。)、適用ある米

国財務省レギュレーションの条項および行政当局・司法当局の解釈に基づくものであり、過去に

遡って、または将来に向けて変更されることがある。以下の概要は、非米国人株主が当社の普通株式

を資本的資産として保有することを前提としている。各非米国人株主は、当社普通株式の取得、保有

および処分に対する米国の連邦、州および地方自治体ならびに米国以外の国の所得税の課税上の影

響について税務顧問に相談されたい。

(ⅰ)配当金に対する所得税源泉徴収

条約により、当社は、実際の配当総額について10％の源泉徴収を行わなければならない。条約の

恩恵を受ける権利のない非米国人株主は、別の租税条約により所得税の軽減を受けることができ

る場合を除き、30％の源泉徴収税が課される。

非米国人株主に対する配当であっても、米国における営業または事業の遂行と実質的に関連を

有し、かつ米国における恒久的施設に帰属する配当は、配当に適用される通常の累進税率により、

かつ米国人に適用される方法で純所得ベースで課税される。その場合、当社は、非米国人株主が適

用される証明・開示要件を遵守するならば、米国の連邦源泉徴収税の源泉徴収を行わなくてもよ

い。さらに、米国における営業または事業の遂行と実質的に関連を有する外国法人が受領した配

当金に対し、30％の「本支店利益税」が課されることがある。但し、外国法人が条約の恩恵を受け

ることができ、1986年米国内国歳入法(その後の改正を含む。)第884条に定義する「適格居住者」

である場合は、その限りでない。
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条約による軽減税率の恩恵を主張する非米国人株主は、原則として、適用ある証明等の義務を

充足する必要がある。但し、

・外国のパートナーシップが当社の普通株式を保有する場合には、かかる証明義務は、一般に

パートナーシップのパートナーに適用され、パートナーシップは、一定の情報を提供すること

を要求される。

・外国の信託が当社の普通株式を保有する場合には、証明義務は、信託が米国財務省規則に定義

される「外国複合信託」、「外国単純信託」または「外国委託者信託」のいずれに該当するか

によって、一般に信託または信託の受益者に適用される。

・重層的なパートナーシップ、外国単純信託および外国委託者信託には、「ルック・スルー」

ルールが適用される。

外国のパートナーシップまたは外国の信託である非米国人株主は、米国財務省規則上の地位お

よび自らに適用される証明義務について、ご自身の税務顧問に必ず相談されたい。

条約による米国連邦源泉徴収税率の軽減税率の適用を受けることができる非米国人株主は、米

国内国歳入庁に適切な還付請求を行うことにより、源泉徴収された超過額の還付またはクレジッ

トを受けることができる。

(ⅱ)当社の普通株式の売却益

非米国人株主は、一般に、以下に該当しない限り、当社の普通株式の処分に際して認識された利

益に課税されない。

・利益が、非米国人株主の米国における営業または事業の遂行と実質的に関連があり、非米国人

株主が米国において維持する恒久的施設に帰属する場合。この場合、利益は一般に、通常の累進

税率により、かつ米国人に適用される方法で純所得ベースで課税され、非米国人株主が外国法

人の場合は、前述の「本支店利益税」が適用されることがある。または、

・資本的資産として当社普通株式を保有する非米国人株主が、処分を行った課税年度に182日を

超える期間米国に滞在し、その他の要件(非米国人株主が条約の恩恵を受ける要件を満たして

いる場合には、条約により課された要件を含む。)を満たしている場合。

(ⅲ)連邦相続・贈与税

遺産、相続および贈与に対する租税に関する二重課税の回避および脱税の防止のための日本国

とアメリカ合衆国との間の条約(1954年４月16日調印。以下「資産税条約」という。)および現行

の米国連邦税法のもとでは、当社普通株式の日本人株主である個人が死亡した場合には、当該株

式は米国の国内財産とみなされ、米国連邦相続税が賦課され得る。連邦贈与税は、米国に居住して

ない個人であって米国の市民でなく、また過去においてそうでなかった個人による普通株式の譲

渡には適用がない。2001年経済成長・租税軽減調整税(以下「調整法」という。)は、相続税を大幅

に変更しており、最終的には相続税を廃止するものである。但し、調整法のこれらの規定は、2010

年以降は廃止される。調整法は、一定の基準を超えることを条件として、2010年以降に死亡により

譲渡が発生した場合の基準のステップアップが廃止されている。非米国人株主は、調整法の潜在

的影響について各自の税務顧問に相談されたい。

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

 13/791



(ⅳ)情報報告義務・予備源泉徴収税

非米国人株主に支払われた配当金については、情報報告義務および28％の米国予備源泉徴収税

が課されることがある。非米国人株主は、様式W-8BENを提出した場合、同人が非米国人株主である

ことを証明する書証要件を別途満たしている場合、または適用除外を立証する場合には、かかる

予備源泉徴収税を免除される。

当社の普通株式の総処分益については、情報報告義務および28％の予備源泉徴収税が課される

ことがある。非米国人株主は、非米国人ブローカーの非米国拠点を通じて米国外で当社の普通株

式を売却し、その売却代金が米国外で非米国人株主に支払われたときは、米国予備源泉徴収税お

よび情報提供義務は、一般に、かかる支払いには適用されない。但し、米国における情報提供義務

は、支払が米国外で行われる場合であっても、非米国人株主が以下のブローカーの非米国拠点を

通じて当社の普通株式を売却する場合には、売却代金の支払いに適用される。

・米国人のブローカー、

・一定期間にわたり、米国における営業または事業の遂行から総所得の50％以上を稼得している

ブローカー、

・米国の税法上「被支配外国法人」であるブローカー、または

・課税年度中に、

・そのパートナーの一または二名以上が、総額で外国パートナーシップの所得または資本持

分の50％超を保有している米国人であるか、または

・外国パートナーシップが、米国の営業または事業に従事している

場合の当該外国パートナーシップであるブローカー。

但し、ブローカーのファイルに、非米国人株主が非米国人であり、かつ他の条件が満たされてい

る旨の書証が保管されているか、または非米国人株主が別途適用除外を立証している場合は、そ

の限りでない。米国の情報報告義務が前述のとおり適用される場合には、予備源泉徴収税は、売却

代金の支払いに適用されない。

非米国人株主が、ブローカーの米国拠点を通じて当社の普通株式の売却代わり金の支払いを受

領したときは、米国の予備源泉徴収税および情報提供義務の両方が適用される。但し、非米国人株

主が、自ら非米国人であることを証明する様式W-8BENを提出した場合または別途適用除外を立証

した場合は、この限りではない。

非米国人株主は、一般に、米国内国歳入庁に還付請求を行うことにより、所得税負担額を超えて

予備源泉徴収規則により源泉徴収された額の還付を受けることができる。

 

(2) 日本における課税上の取扱い

下記「第一部　企業情報、第８　本邦における提出会社の株式事務等の概要、２　日本における実質

株主の権利行使手続等、(4)本邦における配当等に関する課税上の取扱い」を参照。
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(3) 追加事項

所得税または資産税条約に基づく米国課税の減額を求めるには、当該減額を主張するための所定

の手続きに従うとともに、場合によっては、当社の普通株式を有する日本人株主は、米国国内税法お

よび当該租税条約に基づいて、日本人実質株主としての資格を有する旨を米国の税務当局に十分に

証明する必要がある。

 

 

４ 【法律意見】

当社のシニアバイスプレジデント兼副ジェネラル・カウンセルであるキャスリーン・E・シャノン

より下記の趣旨の法律意見書が提出されている。

当社は米国デラウェア州の法律に基づいて適正に組織かつ設立され、有効に現存している。

税法に関する事項を除き、本書中に記載されている米国およびデラウェア州の法令に関する記述は

正確である。

また、当社の上席税顧問であるスタントン・ユーイングより下記の趣旨の法律意見書が提出されて

いる。

本書中に記載されている米国およびデラウェア州の税法に関する事項についての記述は正確であ

る。
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第２ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

下表は、最近５事業年度中の主要な経営指標等の推移を示したものである。

(連結ベース)

12月31日に終了する年度 2008 2007 2006 2005 2004

総収入(百万ドル) 11,104 110,064 113,387 108,781 97,823

法人所得税控除前、会計原則の変
更による累積的影響額考慮前お
よび少数株主持分損益考慮前利
益
(百万ドル)

(108,761) 8,943 21,687 15,213 14,845

当期純利益(百万ドル) (99,289) 6,200 14,048 10,477 9,839

普通株式(百万ドル) 7,370 6,878 6,878 6,878 6,878

発行済普通株式総数 2,948,038,0012,751,327,4762,751,327,4762,751,327,4762,751,327,476

総資産(百万ドル) 860,418 1,048,361 979,410 853,048 801,007

総資本(2)(百万ドル) 52,710 95,801 101,677 86,317 79,673

普通株式１株当たり期末現在
総資本(4)(ドル)

19.60 37.87 39.09 33.24 30.69

普通株式１株当たり純利益（基
本）(ドル)

(37.84) 2.40 5.39 4.03 3.77

普通株式１株当たり純利益
（希薄化後）(ドル)

(37.84) 2.39 5.36 3.99 3.73

普通株式１株当たりにつき宣言
された配当金
(ドル)

0.420 0.770 0.650 0.630 0.290

(内普通株式１株当たり四半期
配当金)(ドル)

第１四半期 0.200
第２四半期 0.200
第３四半期 0.220
第４四半期(1)  -

第１四半期 0.165
第２四半期 0.165
第３四半期 0.200
第４四半期 0.200

第１四半期 0.150
第２四半期 0.150
第３四半期 0.165
第４四半期 0.165

第１四半期 0.125
第２四半期 0.125
第３四半期 0.150
第４四半期 0.150

第１四半期 0.065
第２四半期 0.065
第３四半期 0.075
第４四半期 0.075

普通株式１株当たりにつき支払
われた配当金
（ドル）

0.620 0.730 0.630 0.550 0.280

配当性向(3) (1.64)% 30.42% 11.69% 13.65% 7.43%

普通株主持分比率(5) 6.13% 9.14% 10.38% 10.12% 9.95%

自己資本利益率(6) (188.36)% 6.47% 13.82% 12.14% 12.35%

株価収益率(7) (4.15)% 24.29% 13.29% 16.93% 17.42%

現金の期末残高
(百万ドル)

8,642 2,284 1,590 1,897 2,009

従業員数（千人） 116 116 106 97 92

 

(1) 2008年９月23日以降、配当を停止している。

(2) 総資産から総負債および子会社における優先株主持分を減じた数値(総資本に相当)。

(3) 普通株式１株当たりにつき支払われた配当金を普通株式１株当たり純利益(基本）で除した数値。
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(4) 総資本を発行済普通株式総数で除した数値。

本計算を行う上で使用した各年度の発行済普通株式数は、以下のとおりである。

 

年度 発行済株式総数 自己株式 発行済普通株式数

2004年12月31日 2,751,327,476154,904,286 2,596,423,190

2005年12月31日 2,751,327,476154,680,704 2,596,646,772

2006年12月31日 2,751,327,476150,131,273 2,601,196,203

2007年12月31日 2,751,327,476221,743,421 2,529,584,055

2008年12月31日 2,948,038,001258,368,924 2,689,669,077

(5) 総資本を総資産で除した数値。

(6) 当期純利益を総資本で除した数値。

(7) 期末現在の株価を普通株式１株当たり純利益(基本）で除した数値。

本計算を行う上で使用した各期末現在の株価は、以下のとおりである。

 

年度
各期末現在のニューヨーク証券取引所における

当社株価の終値(株式分割を反映)

2004 65.67ドル(2004年12月31日)

2005 68.23ドル(2005年12月31日)

2006 71.66ドル(2006年12月31日)

2007 58.30ドル(2007年12月31日)

2008 1.57ドル(2008年12月31日)
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２ 【沿革】

以下は、当社の沿革および日本との関係に関する一定の情報を記載したものである。

 

年 主な出来事

1919コーネリアス・V・スターが中国上海に保険代理店、アメリカン・アジアティック・アンダーライ
ターズを設立した。

  
1921スターが、米国の保険会社数社のための中国における独占的代理権を取得した。スターはさらにデラ

ウェア州においてアジア・ライフ・インシュアランス・カンパニーを設立した。
  
1926スターが、保険代理店、アメリカン・インターナショナル・アンダーライターズ・コーポレーション

(「AIUC」)をニューヨーク州ニューヨークに設立した。当社グループに関して初めて「アメリカン
・インターナショナル」という語句が使用された。

  
1931スターは、その他数名とともに、上海を拠点に事業を運営する香港の会社としてインターナショナル

・アシュアランス・カンパニー・リミテッドを設立した。
  
1939スターは、本社を上海からニューヨークに移転した。
  
1940アメリカン・インターナショナル・アンダーライターズ(「AIU」)は、キューバのハバナに地域本部

を設置してラテン・アメリカに事業を拡張した。
  
1945上海および香港において事業を再設立した。
  
1946米国占領軍に業務を提供するためにAIUがドイツに進出した。
  
1947米国占領軍に業務を提供するためにAIUが日本に進出した。
  
1948スターは、インターナショナル・アシュアランス・カンパニーの支配権を購入、これを「アメリカン

・インターナショナル・アシュアランス・カンパニー・リミテッド(「AIA」)と改名した。アメリカ
ン・インターナショナル・アンダーライターズ・オーバーシーズ・インク(「AIUO(パナマ)」およ
びアメリカン・インターナショナル・リインシュアランス・カンパニー・インク(「AIRCO」)をパ
ナマに設立、本社をバミューダに設置した。

  
1949アメリカン・インターナショナル・アンダーライターズ・アソシエーションが設立された。同団体

は海外においてアメリカン・インターナショナル・アンダーライターズ代理店により代理されてい
た米国の保険会社11社で構成されていた。

  
1950米国内で設立された多くの代理店の株式および米国に所在する一定の不動産を保有する会社として

C・V・スター・アンド・カンパニー・インク(「CVSCO」)が設立された。
  
1951AIRCOにより所有されていたアジア・ライフ・インシュアランス・カンパニーが再構成され、アメリ

カン・ライフ・インシュアランス・カンパニー(「ALICO」)と改名された。
  
1952AIRCOがグローブ・アンド・ラトガーズ・インシュアランス・ファイアー・カンパニーの過半数の

持分を取得、これをアメリカン・ホーム・アシュアランス・カンパニー(「AHAC」)と改名した。これ
によりアメリカン・インターナショナルは米国内保険市場に進出した。

  
1962AHACが従来型の代理店保険会社からブローカー型の特殊保険会社に転身した。AHACの子会社、アメリ

カン・インターナショナル・ライフ・アシュアランス・カンパニー・オブ・ニューヨークの設立に
より米国内生命保険事業を開始した。

  
1967AIRCOによりアメリカン・インターナショナル・グループ・インクが設立された。AHACはトランスア

トランティック・リインシュアランス・カンパニーを取得した。
  
1968AIGは、ナショナル・ユニオン・ファイアー・インシュアランス・カンパニー・オブ・ピッツバーグ

・ペンシルベニア(「ナショナル・ユニオン」)、バーミンガム・ファイアー・インシュアランス・
カンパニー・オブ・ペンシルベニア、レキシントン・インシュアランス・カンパニーおよび現在の
AIGライフ・インシュアランス・カンパニーの前身の会社を含むナショナル・ユニオン・グループ
の株式の過半数を取得した。AHACは、コマース・アンド・インダストリー・インシュアランス・カン
パニーを取得した。AIGはAIRCOからALICOを取得した。
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1969AIGは、AHAC、ナショナル・ユニオンおよびニューハンプシャー・インシュアランス・カンパニーの
各社の公開株式の90％超を取得する過程で、AIGの普通株式、転換優先株式および転換社債を上記各
社の株式と交換した。上記各社の株式はその後100％取得された。
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年 主な出来事

1970AIGは、AIUおよびその子会社を当時ニューヨーク市のメイデン・レーン102に所在していた同社の本
社事務所を含む一定の不動産とともに取得したのをはじめとして、一定の代理店をCVSCOから取得し
た。AIGはさらにAIUO(パナマ)からいくつかの海外保険会社および多くの代理店を含む保険業務関連
全子会社、損害調査会社ならびにアメリカン・インターナショナル・アンダーライターズの事業も取
得した。非公開会社であるAIUO(パナマ)はスター・インターナショナル・カンパニー・インク
(「SICO」)と改名され、新たにアメリカン・インターナショナル・アンダーライターズ・オーバー
シーズ・リミテッド(「AIUO」)がバミューダに設立された。

  
1972ALICOが米国の生命保険会社としては初めて日本において生命保険商品を販売する免許を取得した。
  
1976アメリカン・インターナショナル・アンダーライターズ・アソシエーションが再編成され、AIGによ

り所有されている保険会社以外の保険会社を除外した。これに伴い協会名をアメリカン・インターナ
ショナル・アンダーライターズ・オーバーシーズ・アソシエーションに変更した。AIGは、ニューヨー
ク市パイン・ストリート70所在の現在の国際本社ビルを購入した。

  
1977トランスアトランティック・リインシュアランス・カンパニーが再編成され、その株式の過半数を日

本の保険会社２社を含むAIGグループ以外の保険会社に売却した。
  
1978AIRCOがその子会社AIGに吸収合併された。アメリカン・インターナショナル・アシュアランス・カン

パニー(香港)およびフィリピン・アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニーを含むAIRCO
の全子会社はAIGの子会社となった。

  
1980人民保険会社との合弁によりチャイナ・アメリカ・インシュアランス・カンパニーが設立された。
  
1981AIGがユナイテッド・ギャランティ・コーポレーションおよびその子会社を取得した。
  
1982AIGがオーデュボン・インシュアランス・カンパニーおよびその子会社を取得した。
  
1983AIGは、SICOからウーバージー・バンクAGを取得、さらにサウスイースタン・エイビエーション・アン

ダーライターズ・インクおよびティシノ・ライフ・インシュアランス・カンパニー(スイス)も取得
した。

  
1984AIGがニューヨーク証券取引所に上場された。
  
1985AIGがAIGグローバル・インベスターズ・インクを取得した。
  
1987AIGがAIGファイナンシャル・プロダクツ・コーポレーションおよびAIGファイナンシャル・プロダク

ツ(ジャパン)リミテッド等多くの子会社を設立する合弁契約を締結した。AIGが東京証券取引所に上
場された。

  
1988AIGがスペインの大手証券会社であるABアセソレス・ブルサティーレスの30％を取得した。

AIGがイギリス証券取引所に上場された。
  
1990AIGがパリ証券取引所およびスイスの主要証券取引所に上場された。

AIGがインターナショナル・リース・ファイナンス・コーポレーションを取得した。
AIGがAIGトレーディング・コーポレーションを設立する合併契約を締結した。

  
1992AIAが中国で生命保険および損害保険の事業認可を取得した。
  
1994AIGが20thセンチュリー・インダストリーズ(21stセンチュリー・インシュアランス・グループに商

号を変更)に出資した。
  
1995AIGは、中国のチャンス一省で生命保険業を営む許可を得た。
  
1997AIGは、ブラジルにおいて、ユニバンコと共同で保険業に従事するための戦略的契約を締結した。

AIGは、タイの消費者金融であるバンコク・インベストメント・パブリック・カンパニーの過半数の
持分を取得した。

  
1998AIGは、バーミューダのエクセス保険会社であるスター・エクセス・ライアビリティー・カンパニー

・リミテッドを100％取得した。
AIGは、(21stセンチュリー・インシュアランス・グループに商号を変更)の発行済株式数の過半数を
取得した。またAIGは、トランスアトランティック・リインシュアランス・カンパニーおよびその他
1990年以来から公開されていた特定の再保険会社を保有しているトランスアトランティック・ホー
ルディングス・インクの発行済株式数の過半数を取得した。
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年 主な出来事

19991999年１月１日、AIGは、退職年金および退職前預金の市場の資産積立商品の大手であるサンアメリカ
・インクを取得した。
AIGは、投資顧問会社であるジョン・マクステイ・インベストメント・カウンセル・リミテッド・
パートナーシップの持分の過半数を取得した。

  
2000AIGは、エジプトの損害保険会社であるファラオニック・インシュアランス・カンパニーの持分の

90％を取得した。
  
2000AIGは、特殊保険商品、エンジニアリング・サービスおよび企業、産業および機関に経営コンサルタン

トサービスを提供する大手のハートフォード・スチーム・ボイラー・インスペクション・アンド・
インシュアランス・カンパニーの親会社であるHSBグループ・インクを買収した。

  
2000AIGは、個人の傷害および入院保険のマーケティングおよび管理に特化している英国の保険直販会社

のホスピタル・インシュアランス・サービシズを買収した。
  
2001AIGは、米国の生命保険、リタイヤメント・セービングおよび消費者関連事業の大手のアメリカン・

ジェネラル・コーポレーションを買収。
AIGは、2001年９月11日のワールド・トレード・センターのテロ事件関連で820百万ドルの損失を計上
する。

  
2001AIGは、米国の生命保険、リタイヤメント・セービングおよび消費者関連事業の大手のアメリカン・

ジェネラル・コーポレーションを買収。
AIGは、2001年９月11日のワールド・トレード・センターのテロ事件関連で820百万ドルの損失を計上
する。

  
2002AIAは、中国の北京、蘇州、東莞および江門で生命保険業の認可を得た。
  
2003AIGは、GEの日本のGEエジソン生命保険会社およびGEの米国の自動車およびホームインシュアランス

業務を買収した。
  
2003AIGは中国において、中国人民財産保険公司（PICC）とPICCの中国における支店を通じて傷害および

医療保険を販売する市場を築いていくことに合意した。
  
2007AIGは21stセンチュリー・インシュアランス・グループの残りの発行済株式数を取得した。
  
2008AIGはロンドン、パリおよびスイスの各証券取引所から上場を廃止し、アイルランド証券取引所に上場

した。
  
2008AIGは、議決権を有するAIG株主の議決権全体の約79.9％の議決権を有する優先株式を米国財務省を受

益者として設立されたトラストに対し発行する契約と引き換えに、２年間のクレジット・ファシリ
ティ850億ドルをニューヨーク連邦準備銀行から受領した。

  
2009米国財務省は、4,000,000株のシリーズD確定利付累積的永久優先株式、および普通株式53,798,766

株を購入できるワラントを、400億ドルで購入した。かかる代金はクレジット・ファシリティに基づく
借入に対する返済に充てられ、クレジット・ファシリティは600億ドルに減少したが、５年間の融資枠
に延長した。
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日本における業務

沿革

 

年 主な出来事

1947ニューヨークの保険代理店であるアメリカン・インターナショナル・アンダーライターズ・コーポ
レーション(「AIUC」)の日本支店が開設され、パシフィック・ナショナル・ファイアー・インシュ
アランス・カンパニーの代理店として占領軍のための保険の引受を開始した。

  
1949パシフィック・ナショナルが日本から撤退し、ハノーバー・インシュアランス・カンパニーがAIUの

日本における保険会社としてこれを引き継いだ。
  
1950AIUトランス・パシフィックが設立され、日本人向けの保険の引受が開始された。
  
1951AIUCの日本支店およびAIUトランス・パシフィックが併合され、パナマ法人であるアメリカン・イン

ターナショナル・アンダーライターズ・ジャパン・インク(「AIUジャパン・インク」)が設立され
た。

  
1952AIUジャパン・インクは、日本において多くの不動産取得を行った。

アメリカン・インターナショナル・アシュアランス・カンパニー・リミテッドが日本において保険
の引受を行う免許を受けた。

  
1953千代田建物株式会社(現在の千代田コンサルタンツ株式会社)を取得した。
  
1960アメリカン・ホーム・アシュアランス・カンパニーが日本において保険の引受を行う免許を受け

た。
  
1963アメリカン・インターナショナル・アンダーライターズ株式会社が設立され、AIUジャパン・インク

の事業を引き継いだ。AIUジャパン・インクは不動産保有会社に転身した。
  
1972アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニーが米国生命保険業者として初めて日本人を対

象とする免許を取得した。
  
1974AIU本社ビルが完成した。
  
1977ハノーバーが日本から撤退し、ニューヨーク法人であるAIUインシュアランス・カンパニー

(1)
が日本

における保険会社としてこれを引き継いだ。
  
1978アメリカン・インターナショナル・アンダーライターズ株式会社は、保険総代理店から、AIUイン

シュアランス・カンパニー、アメリカン・ホーム・アシュアランス・カンパニー、アメリカン・イン
ターナショナル・アシュアランス・カンパニー・リミテッドおよびアメリカン・ライフ・インシュ
アランス・カンパニー等の保険会社に対するサービス会社に転身した。各保険会社は保険総代理店
を通じてでなく独立した各事業を行っている。

  
1987AIGが東京証券取引所に上場された。

AIGファイナンシャル・プロダクツが日本での営業を開始した。
  
1997アメリカン・ホーム・アシュアランス・カンパニーは、差別化された自動車保険の直接販売を行う

許可を取得した。
  
20012001年４月、AIGは、千代田生命保険の更生案が日本の監督当局に承認され、千代田生命保険はAIGの

全額出資子会社の株式会社となってAIGスター生命保険株式会社として業務を開始した旨発表した。
  
2003AIGは、GEエジソン生命保険会社を買収し、その商号をAIGエジソン生命保険会社に改めた。
  
20062006年５月、AIGスター生命保険株式会社およびAIGエジソン生命保険会社は、経営統合に合意した。
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３ 【事業の内容】

(1) 会社の目的

当社の再表示基本定款(改正を含む。)に規定されている当社の事業の内容または目的は、保険代

理店、保険ブローカーおよび損害調査業務を含むがこれらに限定されることなく、デラウェア州

一般会社法に基づき設立された会社がなしうるあらゆる合法的な事業および活動を行うことで

ある。

 

(2) 事業の内容

デラウェア州法人であるAIGは、その子会社を通じて米国国内および海外において広範囲にわた

る保険および保険関連事業を営んでいる持株会社である。AIGの主要事業には、損害保険、ならび

に生命保険およびリタイヤメント・サービスの双方が含まれる。その他の重要な業務としては、

金融サービスおよび資産運用が挙げられる。

 

流動化政策、ならびにニューヨーク連邦準備銀行（「NY連銀」）および米国財務省との取引

 

2008年第３四半期開始時点での流動性

AIGが2008年第３四半期を迎えた時点の現金および現金同等物預金残高は、2008年５月に行われ

た普通株式、エクイティ・ユニットおよび劣後社債の200億ドル分の発行により生まれた残高を

含め、176億ドルであった。加えて、AIGの証券貸付担保プールは、現金およびその他短期投資によ

る残高104億ドルを有していた。2008年８月18日時点で、AIGは、利率8.25％で2018年を期限とす

る社債を発行することにより、32.5億ドルの増資をした。

 

戦略的な見直し、および流動化政策の提案

2008年７月中旬から８月にかけて、当時のAIG最高経営責任者であったロバート・ウィルムス

タッドは、AIG事業に関する戦略的な見直しを行った。

 

同じ時期に、AIGは、AIGの証券貸付ポートフォリオの流動性に関する諸問題に対処し、また、AIG

ファイナンシャル・プロダクツ・コープ、AIGトレーディング・グループ・インクおよびこれら

の各子会社（総称して「AIGFP」）の有するスーパー・シニア・マルチセクター・クレジット

・デフォルト・スワップ・ポートフォリオ（2008年７月31日の時点で161億ドルに及んだ。）に

ついて行われていた担保の差入要求に対処するために、これらに対する措置の見直しを行って

いた。当該プロセスを促進するため、AIGはこれらの問題に対する解決策を討議するべく複数の

投資銀行会社に働きかけた。８月下旬、AIGは、更なる増資の可能性を含めた代替策の検討に力を

貸すようJ.P.モルガン・セキュリティーズ・インク（「J.P.モルガン」）に依頼した。

 

流動性に対する圧力の継続

AIGはこれまで、自身の証券貸付プログラムに従い、スプレッドを得ることを目的として、借入人

から受けた現金担保を主に満期確定証券に投資していた。AIGは、貸付証券の価値の100から

102％にあたる現金担保を借入人から受ける。他の証券貸付人がより好条件での貸付を申し出た

場合を考慮し、AIGは、保険業規制当局がこれまで要求してきた102％という比率を下回る金額を

借入人が差し入れた場合でも、これを受領してきた。当該証券貸付プログラムに参加している保

険子会社との合意に基づき、AIGは、赤字を埋めるのに十分な額の担保を預け入れた。AIGはまた、

不良証券の売却に関して担保プールに計上された損失の相殺を目的として、当該プールに金銭

を預け入れる。証券貸付担保プールに対する、またはその利益のためになされたAIGの預金総額

は、2008年８月31日までで33億ドルに及んだ。

 

さらに、2008年７月１日から同年８月31日にかけて、AIGFPのスーパー・シニア・クレジット・

デフォルト・スワップ・ポートフォリオにより保護されていたスーパー・シニア債務担保

（「CDO」）証券の価値が継続的に下落したことに加え、かかるCDO証券の格下げのために、

AGIFPは、追加で合計59億ドル（正味）の担保を差し入れることとなった。
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こうした担保差入や証券貸付の要件などが原因となり、2008年９月の初めまでには、AIGの流動

性に対する緊張が増していた。

 

格付機関

2008年９月初め、AIGは、ウィルムスタッド氏による戦略的考察、ならびにAIGの証券貸付プログ

ラムおよびAIGFPのスーパー・シニア・マルチセクターCDO・クレジット・デフォルト・スワッ

プ・ポートフォリオから発生する流動性関連の問題について検討するため、主要な格付機関の

代表者と会合をした。2008年９月12日金曜日、マクグロウ・ヒル・カンパニーズ・インクの管轄

するスタンダード・アンド・プアーズ（「S&P」）は、AIGを「CreditWatch」リストに追加し消

極的なコメントを付した上で、審査完了後にAIGの最新の格付をAA-と確定するか１段階から３

段階程度の格下げをすると指摘した。AIGは、S&Pおよびムーディーズ・インベスターズ・サービ

ス（「ムーディーズ」）のどちらも、2008年９月15日に始まる週の初め辺りにAIGの格付を再評

価するものと理解した。また、2008年９月12日金曜日、AIGの子会社であるインターナショナル・

リース・ファイナンス・コーポレーション（「ILFC」）およびアメリカン・ジェネラル・ファ

イナンス・インク（「AGF」）は、満期の迫るコマーシャル・ペーパーに代わる新規コマーシャ

ル・ペーパーの発行をできなくなった。そのためAIGは、これらの子会社がコマーシャル・ペー

パーに関する義務を果たせるよう貸付けを行った。

 

増資に向けた努力の促進

上記のようなS&Pの動きに対し、AIGは、増資に向けた努力をさらに進め、2008年９月13日および

14日の週末を通じて、投資会社、ソブリン・ウェルス・ファンドおよびその他の投資家となる可

能性のある者との間で、資産投入の可能性および流動化措置について議論した。AIGは、米国財務

省およびニューヨーク連邦準備銀行（「NY連銀」）に対しこうした試みについて情報を伝え続

けた。AIGはまた、ブラックストーン・アドバイザリー・サービシズ・エルピーにも、追加増資の

可能性を含めた代替策の検討に力を貸すよう依頼した。こうした過程の中、多種多様な骨組みが

示されたものの、AIGが適宜、それによって行動できるような提案はなされなかった。このような

問題の原因の一部として、普通株式の株価が2008年９月８日から2008年９月12日にかけて22.76

ドルから12.14ドルに急落したことが挙げられる。こうした株価下落により、AIGの長期的債務証

券が格下げられた場合に必要となる大規模な増資を行うことができない可能性が出てきた。

 

共同担保付融資契約の締結に向けてのAIGの努力

2008年９月15日月曜日、AIGは再び、主要なコマーシャル・ペーパー・プログラムであるAIGファ

ンディング、ILFCおよびAGFを通じたコマーシャル・ペーパー市場への参加が不能となった。こ

れらのプログラムに基づく同日の支払額は22億ドルにも及び、AIGは、IFLCおよびAGFに対し、資

金調達に関する義務を果たせるよう貸付けを行った。さらにAIGは、証券貸付プログラムに基づ

き利益を得たため、同日、証券貸付相手に対し52億ドルの現金支払いをすることとなった。

 

2008年９月15日月曜日の朝、AIGはゴールドマン・サックス・アンド・コー（「ゴールドマン・

サックス」）、J.P.モルガンおよびNY連銀の代表者と会合し、750億ドルの担保付融資の創設に

ついて話し合った。この融資は、多数の大規模な金融機関がシンジケートローンの形で受けるも

のである。この融資枠は、AIGが自身の流動性ポジションを安定化し強化するのに十分な資産売

却を完了できるまでの間、AIGの流動性に関する必要性を満たすつなぎ融資を行うことが目的で

あった。ゴールドマン・サックスおよびJ.P.モルガンは、直ちにシンジケートローン組成に向け

た努力を開始した。

 

格付機関によるAIGの長期的債務証券の格下げ

2008年９月15日の午後遅く、AIGの長期的債務証券について、S&Pは３段階、ムーディーズは２段

階、フィッチ・レーティングス（「フィッチ」）は２段階、それぞれ格下げした。こうした格付

けの動向から、AIGFPは、短期間の内に追加の担保要求および取引終了による支払いに充てるた

めの資金として、200億ドルを超える資金が必要であると見積もった。格付けを受けてから約15

日後、AIGFPは、約320億ドル（格付の動向による影響のみならず、市場価値の変動その他の要因

を反映させた金額）の資金調達を行うことが必要となった。

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

 26/791



 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

 27/791



民間部門における解決策の失敗

2008年９月16日火曜日の朝、ゴールドマン・サックスおよびJ.P.モルガンがシンジケートロー

ン組成を行えないことが明らかとなった。さらにAIGの普通株式の株価急落（2008年９月15日時

点で4.76ドルまで下落）に伴う格下げの結果、AIGの取引相手は、AIGへの支払いを留保し、安全

な短期的なものであっても、AIGとの一切の取引行為を拒否した。その結果、AIGは、短期的貸付市

場において、借入れを行うことができなくなった。流動性を確保するため、2008年９月16日火曜

日、ILFPおよびAGFの両者は、既存のリボルビング融資枠を利用して、各社それぞれ、約65億ドル

および約46億ドルの借入れを行った。

 

また同日、AIGは、保険業規制当局から、リボルビング融資枠を利用して保険子会社から資金の借

入れを行うことは今後認められないという通知を受けた（AIGは、それまで、その特定の保険子

会社を貸付人としてこの制度を維持していた。）。その後、保険業規制当局は、AIGに対し、当該融

資枠に基づく未払いの貸付金額を返済し当該融資契約を終了するよう要求した。かかる会社間

融資は、2008年９月22日を効力発生日として終了した。

 

NY連銀クレジット契約

2008年９月16日火曜日の午後の早い段階で、流動性関連の問題についてAIGが民間部門において

実行できるような解決策が存在しないことが明らかとなった。この時点でAIGは、NY連銀が提供

できる担保付貸付契約の条件を受け取っていた。AIGは、その時点で利用可能であった流動化資

金を超える額の現金が直ちに必要であると見積もった。その夜、AIGの取締役会は、ターム・シー

トに記載された担保付融資契約およびこれに関連する出資の条件に基づき、NY連銀から借入れ

を行うことを承認した。これに続く６日間で、AIGは、会長兼最高経営責任者として、同職にあっ

たロバート・ウィルムスタッドに代わりエドワード・M・リディを選任し、NY連銀との間で融資

契約の最終的な条件について交渉をし、正式にクレジット契約を締結する前に約370億ドルの借

入れを担保付で行った。当該融資契約（その後の改訂を含み、「連銀クレジット契約」）は、AIG

およびNY連銀間で、2008年９月22日に正式に締結され、これにより、クレジット・ファシリ

ティー（「連銀融資枠」）が設定された。

 

2008年９月22日、AIGは、NY連銀との間で、２年間の担保付貸付けの形で連銀クレジット契約を締

結し、また、保証担保契約（「担保契約」）を締結した。

 

安定化および連銀融資枠の返済に向けたAIGの戦略

2008年10月、AIGは、事業の再編を発表した。この再編は、AIGの米国内の損害および賠償責任保険

事業ならびに米国外の損害保険事業を保持し、さらには国外における特定の生命保険事業体を

引き続き保有する一方で、残る事業については処分の対象として処分の機会を模索することを

目的としたものである。これらの資産売却による代金は、契約上の義務として、連銀クレジット

契約に従い、期限前返済金として支払われることとなる。2008年10月には、AIGFPによるその事業

およびポートフォリオの解体が開始した。AIGFPは、現行のポートフォリオの維持、リスクの軽

減、ならびにAIGFPの関連事業に関する為替リスクおよび利率リスクのヘッジをその唯一の目的

として、新規デリバティブ取引を現在も行っている。解体を順調に行うため、AIGFPは、機を見て

契約解除を行っている。AIGFPのデリバティブ契約が長期的であるため、また、AIGFPのポート

フォリオが複雑であるため、AIGは、AIGFPの解体を順調に行うには相当の時間を要するものと見

込んでいる。

 

2008年11月９日、AIG、NY連銀および米国財務省は、2008年第４四半期の間に実施される一連の取

引を公表した。これらの取引に従い、AIGは、確定利付累積的永久優先株式（「シリーズD優先株

式」）400億ドル分を米国財務省に対し発行し、AIGFPの抱える620億ドルのクレジット・デフォ

ルト・スワップを終了させ、その米国内証券貸付プログラムが終了することとなった。
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2009年３月２日、AIG、NY連邦準備銀行および米国財務省は、連銀クレジット契約およびシリーズ

D優先株式の条件を修正し、また、300億ドルの資本にかかるキャピタル・コミットメント融資を

提供する旨の合意をしたと発表した。また上記３者は、AIGの資本基盤の強化、流動性の促進、借

入コストの軽減、およびAIGの資産処分プログラムの支援を目的とし、上記以外でも多くの措置

を講ずる意図を表明した。

 

損害保険部門

2008年度におけるAIGの営業部門別の主要な事業ユニットは以下の通りである。

 

アメリカン・ホーム・アシュアランス・カンパニー(「アメリカン・ホーム」)、

ナショナル・ユニオン・ファイアー・インシュアランス・カンパニー・オブ・ピッツバーグ・

ピー・エー(「ナショナル・ユニオン」)、

ニューハンプシャー・インシュアランス・カンパニー(「ニュー・ハンプシャー」)、

レキシントン・インシュアランス・カンパニー(「レキシントン」)、

ザ・ハートフォード・スチーム・ボイラー・インスペクション・アンド・インシュアランス・

カンパニー(「HSB」)1、

トランスアトランティック・リインシュアランス・カンパニー、

ユナイテッド・ギャランティ・レジデンシャル・インシュアランス・カンパニー、

アメリカン・インターナショナル・アンダーライターズ・オーバーシーズ・リミテッド

(「AIUO」)

エーアイユー・インシュアランス・カンパニー（「AIUI」）

 

生命保険およびリタイヤメント・サービス

米国内：

アメリカン・ジェネラル・ライフ・インシュアランス・カンパニー（「AIGアメリカン・ジェ

ネラル」）、

アメリカン・ジェネラル・ライフ・アンド・アクシデント・インシュアランス・カンパニー

(「AGLA」)、

ザ・ユナイテッド・ステーツ・ライフ・インシュアランス・カンパニー・イン・ザ・シティ・

オブ・ニューヨーク(「USLIFE」)、

ザ・バリアブル・アニュイティー・ライフ・インシュアランス・カンパニー(「VALIC」)、

エイアイジー・アニュイティー・インシュアランス・カンパニー（「AIGアニュイティー」）、

エイアイジー・サンアメリカ・ライフ・アシュアランス・カンパニー（「AIGサンアメリ

カ」）

 

米国外：

アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー(「ALICO」)、

エイアイジー・スター生命保険株式会社（「AIGスター生命」）、

AIGエジソン生命保険株式会社（「AIGエジソン生命」）、

アメリカン・インターナショナル・アシュアランス・カンパニー・リミテッドおよびアメリカ

ン・インターナショナル・アシュアランス・カンパニー(バーミューダ)リミテッド(「AIA」と

総称)、

アメリカン・インターナショナル・リインシュアランス・カンパニー・リミテッド

(「AIRCO」)、ナン・シャン・ライフ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド(「ナン・

シャン」)、

ザ・フィリピン・アメリカン・ライフ・アンド・ゼネラル・インシュアランス・カンパニー

（「フィラムライフ」）
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1 2008年12月22日、AIGは、HSBの親会社であるHSBグループ・インクをミューニッヒ・リ・グループに7.42億ドルで
売却する契約を締結した。規制上の承認等、特定のクロージング条件に従い、AIGは、2009年第１四半期終了時までに
当該売却を完了させる見込みである。

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

 30/791



金融サービス

インターナショナル・リース・ファイナンス・コーポレーション(「ILFC」)、

エイアイジー・ファイナンシャル・プロダクツ・コープおよびエイアイジー・トレーディング

・グループ・インクおよびそれぞれの子会社、アメリカン・ジェネラル・ファイナンス・イン

ク (「AGF」)、

エイアイジー・コンシューマー・ファイナンス・グループ・インク（「AIGCFG」）、

インペリアルA.I.クレジット・カンパニーズ（「A.I.クレジット」）

 

資産運用

AIGサンアメリカ・アセット・マネジメント・コーポレーション（「SAAMCo」）、

エイアイジー・グローバル・アセット・マネジメント・ホールディングス・コーポレーション

ならびにその子会社および関連会社(「AIGインベストメンツ」と総称)、

AIGプライベート・バンク・リミテッド（「AIGプライベート・バンク」）2、

AIGグローバル・リアル・エステート・インベストメント・コーポレーション（「AIGグローバ

ル・リアル・エステート」）

 

AIGのコーポレート・ウェブサイトのインターネットアドレスは、www.aigcorporate.comであ

る。AIGは、このサイトのインベスター・インフォメーションのセクションで、1934年米国証券取

引所法（「取引所法」）第13(a)条、第14(a)条または第15(d)条に基づき届出、または提出した

様式10-K（年次報告書）、様式10-Q(四半期報告書)、様式8-K(現況報告書）およびスケジュール

14Aによるプロクシー・ステートメントならびにこれらの修正を、米国証券取引委員会

（「SEC」）に電子的方法により提出後合理的に可能な限り速やかに無料で閲覧に供している。

またこのサイトでは、監査委員会、指名およびコーポレート・ガバナンス委員会、ならびに報酬

および経営資源委員会の各規則の写しに加え、コーポレート・ガバナンス・ガイドライン（取

締役の独立基準を含む。）、取締役、業務執行役員および上席財務担当役員の服務規程、倫理規

定、従業員服務規程および関連当事者との取引の承認制度の写しも閲覧することができる。この

有価証券報告書の３事業の内容(2)事業の内容の項目で引用される様式10-Kにおいて参照され

ている特定の文書を除き、AIGのウェブサイトに含まれている情報またはこのウェブサイトを通

じてアクセスすることができる情報は、様式10-Kには含まれていない。

 

様式10-Kにおいて、AIGは最も有益かつ透明性が確保されていると考えられる形で事業報告を

行っている。AIGの経営陣が使用する数値のうちのいくつかは米国証券取引委員会規則でいう

「非GAAP財務数値」である。法定事業利益(損失)は、保険行政当局が指定する会計基準に基づい

て決定されている。
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2 2008年12月１日、AIGは、AIGプライベート・バンクをアーバー・インベストメンツ・PJSCに3.28億ドルで売却す
る契約を締結した。規制上の承認等、特定の契約履行条件に従い、AIGは、2009年第１四半期終了時までに当該売却を
完了させる見込みである。
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損害保険部門

 

AIGの損害保険子会社は、米国内外においてほぼ全ての種目の損害および賠償責任保険ならびに

個人向け損害保険を引受けている多種目の保険を取扱う多種目保険会社である。またAIGの損害

保険子会社は、AIG賠償責任保険グループ（以前は「米国内損害保険事業」として記載）および

米国外損害保険グループを構成する。

 

AIG賠償責任保険グループは、企業向け損害保険、トランスアトランティック、個人向け保険種

目、およびモーゲージ保証保険の各事業から成る。

 

AIGは、様々な地域であらゆる種類の損害保険を扱っている。損害保険事業において、2008年12月

31日に終了した年度に得られた正味収入保険料の約11％を占めた最大事業は、労働者災害保険

であった。2008年度の元請け損害保険収入保険料(返戻金および解約料(ただし受再保険料を除

く。）を控除し、かつ、出再保険料を控除する前の総収入保険料)のうち、９％はカリフォルニア

州、５％はニューヨーク州、また５％はテキサス州でそれぞれ引き受けられたものである。その

他の州または米国外諸国で引き受けられた保険料の割合は、いずれも、５％未満である。

 

AIGが手掛ける損害保険事業の大部分は、クレームの報告と解決に長期間を要する傾向がある賠

償責任保険で構成されている。このため、AIGの支払備金へのリスクと不確定要素が増大するこ

とがある。

 

 

企業向け損害保険

 

AIGの主な賠償責任保険部門は企業向け損害保険事業である。米国およびカナダにおける企業向

け損害保険事業は、アメリカン・ホーム、ナショナル・ユニオン、レキシントン、HSBおよびその

他のAIGの損害保険子会社によって運営されている。2008年度において、企業向け損害保険は、

AIGの損害保険部門の正味収入保険料の47％を占めた。

 

企業向け損害保険は主に保険ブローカー等の事業を通じてほぼあらゆる種類の事業保険を引き

受けている。これにより、企業向け損害保険は特化した市場を選択し、引受事業の統制を維持す

ることができる。免許を有する保険ブローカーは、代理店・会社間の伝統的な契約関係がなくと

も企業向け損害保険に対して事業を提供することができるが、かかる保険ブローカーは、通常、

企業向け損害保険業務においてリスクを引き受ける権限は有していない。

 

企業向け損害保険は、大型の商業または産業用損害保険、超過賠償責任保険、内国海上保険、環境

保険、労災保険、エクセスおよびアンブレラ保険をはじめとするほぼあらゆる種類の事業保険の

引受のほかに、航空、傷害疾病、設備故障、会社役員賠償責任(「D&O」)、追加危険担保、誘拐身代

金、輸出信用、政治的リスクならびに種々の専門職過誤・不作為等を補償範囲とする多くの特化

型保険も提供している。また企業向け損害保険には、大企業の顧客に保険およびリスク管理プロ

グラムを提供し、また、特別注文型の仕組み保険商品の提供において第一人者であるAIGのリス

ク管理部門、ならびに環境関連のエクスポージャーにさらされている顧客向けの特殊商品の提

供に重点をおいているAIGの環境部門も含まれる。レキシントンはサープラスラインの保険を引

受けているが、この保険はその複雑さのため、または補償範囲が従来の契約形態では十分にカ

バーできないため、通常の保険会社がかかるリスクについての補償を行うことは難しいもので

ある。AIGワールドソース部門は、米国を拠点にする多国籍企業および米国で事業を展開する外

国企業に対してAIGの商品およびサービスを紹介し、コーディネートする。
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トランスアトランティック

 

トランスアトランティック・ホールディングス・インク（「トランスアトランティック」）の

子会社は、米国内外で、特約や任意契約に基づく再保険を提供している。トランスアトラン

ティックは、特殊リスクに重点をおいた広範囲にわたる損害保険商品のプログラムを構築して

いる。トランスアトランティックは、AIGが58.9％所有する公開会社であり、AIGの連結財務書類

に含まれている。

 

 

個人向け損害保険

 

AIGの個人向け損害保険部門は、AIGの個人向け損害保険の直販チャンネルである21stセンチュ

リー・インシュアランス、およびAIGの独立した代理店/ブローカーであるエージェンシー自動

車部門を通じて、自動車保険を提供している。またAIGの個人向け損害保険は、AIGプライベート

・クライアント・グループ（「プライベート・クライアント・グループ」）を通じて個人富裕

層に広範囲にわたる損害保険を提供している。個人向け保険事業は、主に米国内で引き受けられ

ている。

 

 

モーゲージ保証保険

 

ユナイテッド・ギャランティー・コーポレーション（「UGC」）子会社の主な事業は、米国内外

において、１から４世帯向けの住宅の購入または借り換えのために設定される高額融資比率の

通常の第一順位の抵当権にかかる貸倒れから最初に発生する損失を保証する住宅ローン保証保

険を提供することである。

 

2008年10月13日、S&Pは、ユナイテッド・ギャランティー・レジデンシャル・インシュアランス

・カンパニー（「UGRIC」）およびユナイテッド・ギャランティー・モーゲージ・インデムニ

ティー・カンパニー（「UGMIC」）をA+からA-に格下げし、CreditWatchネガティブ・リストに

追加した。また2009年２月13日にはムーディーズが、UGRICをAa3からA3に格下げし、さらに格下

げの可能性があるか再審査に付した。米国を拠点とする全てのモーゲージ保険会社は、格付機関

の業界全般に渡る格下げを受け、そのため現在政府支援企業（「GSE」）改善プランの対象と

なっている。UGRICおよびUGMICは、新規の第１抵当モーゲージ保険を引き続き国内で引き受けて

おり、ファニー・メイおよびフレディー・マックとともにモーゲージ保険業者としての資格を

保持している。

 

 

米国外損害保険

 

AIGの米国外損害保険部門は、主に、完全に所有されている代理店および保険会社より構成され

ている販売ユニットであるアメリカン・インターナショナル・アンダーライターズ(「AIU」)

を通じて主に引き受けられた企業向け損害保険および個人向け保険の両方を引き受ける。また、

米国外損害保険グループには、海外に拠点を置くAIGの保険子会社が引き受けた業務も含まれ

る。AIGの米国外損害保険部門は、企業や消費者向け保険をそれぞれの地域の法律、慣習および

ニーズに応じた改良を加えつつ、様々なマーケティング手法および複数の流通経路を用いて販

売している。AIUは、アジア、環太平洋諸国、ヨーロッパ、英国、アフリカ、中近東およびラテン・ア

メリカで事業を行っている。2008年度の米国外損害保険部門の正味収入保険料は、AIGの損害保

険部門の正味収入保険料の32％を占めた。
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生命保険およびリタイヤメント・サービス部門

 

AIGの生命保険およびリタイヤメント・サービス部門では、世界各地で様々な保険、金融および

投資指向の強い商品を提供している。保険指向の強い商品として分類されるものには各種個人

・団体生命保険、ペイアウト年金保険（仕組み決済型を含む。）、養老保険、および傷害・疾病保

険があり、年金貯蓄型商品に分類されるものには、一般に、定額年金、変額年金がある。

 

 

米国外生命保険およびリタイヤメント・サービス事業

 

AIGの米国外の生命保険およびリタイヤメント・サービス事業は、主にALICO、AIGスター生命、

AIGエジソン生命、AIA、ナン・シャンおよびフィラムライフを通じて行われている。ALICOはデラ

ウェア州で設立された会社であるが、その生命保険事業は全て米国外において行われている。

ALICOは、英国を含むヨーロッパ、ラテン・アメリカ、カリブ海地域、中東、南アジアおよび極東地

域の各国において直接または子会社を通じて事業活動を行っているが、このうち日本が最大の

営業活動地域である。AIAは、香港を含む中国、シンガポール、マレーシア、タイ、韓国、オーストラ

リア、ニュージーランド、ベトナム、インドネシアおよびインドを中心に事業を営んでいる。イン

ドでの事業活動は、合弁会社であるタタ・AIG・ライフ・インシュアランス・カンパニー・リミ

テッドを通じて行われている。ナン・シャンは、台湾で事業を行っている。フィラムライフは、

フィリピン最大の生命保険会社である。AIGスター生命およびAIGエジソン生命は、日本で事業を

行っている。2008年度の米国外生命保険事業は、生命保険およびリタイヤメント・サービス部門

の収入保険料およびその他収入の80％を占めた。

 

米国外の生命保険およびリタイヤメント・サービス会社は、350,000を超えるフルタイムおよび

パートタイム代理業者と独立業者を有し、主として現地の人々を対象に現地通貨および外国通

貨建てで商品を販売している。これらの会社は、代理店に加え、マス・マーケティングなどのダ

イレクト・マーケティング方式を通じて、また、保険ブローカーやその他の販売網（2008年にお

いては金融機関など）を通じて、その商品を販売している。

 

 

米国内生命保険および米国内リタイヤメント・サービス事業

 

AIGの米国内の主要な生命保険および米国内のリタイヤメント・サービス事業は、AGLA、AIGアメ

リカン・ジェネラル、AIGアニュイティー、USLIFE、VALICおよびAIGサンアメリカを通じて行われ

ている。これらの会社は、生命保険商品、年金保険、傷害疾病および各種金融・投資商品を提供す

るために、独立業者、保険ブローカー、キャリア代理店および銀行を含む多角的な販売経路を用

いている。米国内の生命保険および米国内のリタイヤメント・サービス事業は、2008年度の生命

保険およびリタイヤメント・サービス部門の収入保険料合計の20％を占めた。
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再保険

 

AIGの世界各地の損害保険子会社は、原則として直接保険を引受け、支払可能額を超えるリスク

額についても保険を付そうとする場合に再保険を引き受ける。この営業方針は、正味支払可能額

を限度として保険を引き受けている多くの会社とは異なるところ、AIGの損害保険子会社は、リ

スク総額の残額について他の保険会社からの支払いの確約を得るようにブローカーや代理店に

要求している。

 

AIGの様々なプロフィット・センター（企業向け損害保険、AIUおよびAIGリスク・ファイナンス

他特定の生命保険子会社を含む。）は、その特定の事業においてAIRCOから再保険を得ている。

バーミューダでは、AIRCOは他のAIG子会社から引き受けた特定の種類の事業のための支払備金

を割り引いている。

 

 

保険事業投資活動

 

AIGの損害保険ならびに生命保険およびリタイヤメント・サービス事業の各部門の収入の大部

分は、AIGの保険事業の投資活動に由来するものである。

以下の表は保険事業部門の投資実績を要約したものである。

 

 

12月31日に
終了した年度

現金および投資資産額の年平均額
現金および資産額
に対する利益率(b)

 平均資産利益率(c)現金
(短期投資を含
む。） (a)

投資資産額(a) 合計

百万ドル 百万ドル 百万ドル ％ ％

損害保険事業：      

2008年 $9,766 $111,435 $121,201 2.9％ 3.1％

2007年 5,874 117,050 122,924 5.0 5.2

2006年 3,201 102,231 105,432 5.4 5.6

2005年 2,450 86,211 88,661 4.5 4.7

2004年 2,012 73,338 75,350 4.2 4.4

生命保険およびリ
タイヤメント・
サービス事業：

     

2008年 $29,278 $385,980 $415,258 2.4％ 2.6％

2007年 25,926 423,743 449,669 5.0 5.3

2006年 13,698 392,348 406,046 4.9 5.1

2005年 11,137 356,839 367,976 5.1 5.2

2004年 7,737 309,627 317,364 4.9 5.1

 

(a) 未収投資利益および不動産を含む。またグローバル株式貸借取引計画に基づき投資された担保資産も含む。

(b) 正味投資利益を、現金および投資資産額の合計の年平均額で除した数値である。

(c) 正味投資利益を、投資資産額の年平均額で除した数値である。
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AIGは世界各国における保険事業の投資方針として、第一にその全てのポートフォリオに国債お

よび満期固定証券投資を重点的に組み入れ、次に高利回り債、普通株式、不動産、ヘッジ・ファン

ドその他これらに変わる投資対象に対する投資を極力組み込むことで、保険契約者基金の利回

りを増やし、正味投資利益を生み出すことに重点を置いている。ただし、一部の地域では魅力的

な長期投資の機会が存在しないか、あるいは現地の規制当局により投資制限が課されることか

ら、こうした方針を十分に実行できないことがある。

 

 

金融サービス部門

 

AIGの金融サービス子会社は、航空機リース、キャピタル・マーケット、消費者金融および保険料

の融資を含む様々な事業に従事している。航空機リース、キャピタル・マーケットおよびAIGの

消費者金融事業は、全体として、AIGの連結金融サービス事業による総収入の大部分を占めてい

る。AIクレジット・カンパニーズも主にAIGやその他の保険会社の保険契約者に対し、保険料の

融資を行うことにより、金融サービス部門の業績に貢献している。

 

 

航空機リース

 

ILFCは、AIGの航空機リース事業を担っており、主として世界各地の航空会社に新機および中古

の商業用ジェット機をリースすることにより収益を得ている。またILFCは自己勘定で、航空会社

および金融機関を代理して商業用ジェット機の再販売や管理を行うことによっても収益を上げ

ている。

 

 

キャピタル・マーケット

 

キャピタル・マーケット事業はAIGFPの事業で構成され、AIGFPは、自己勘定で、商品、信用、通過、

エネルギー、株式および金利に関する標準的およびカスタマイズされた金融商品について様々

な金融取引を行っている。またAIGFPは、有価証券の様々なポートフォリオに投資し、自己勘定で

取引し、標準的および仕組み型債券およびその他有価証券の発行を伴う借り入れを行い、保証投

資契約（「GIA」）を締結している。2008年度に経験した厳しい市況、格付機関によるAIGの信用

格付の格下げ、および中心的な事業に焦点を当てようというAIGの意思を受け、AIGFPは、貸付証

券および債務証券の分散型プールのスーパー・シニア・リスク・トランシェについてクレジッ

ト・デフォルト・スワップを通じて引き受けられた信用保護に関連するものを含む、AIGFPの事

業およびポートフォリオの解体を開始した。

 

 

消費者金融

 

北米におけるAIGの消費者金融事業は、主にAGFを通して行われている。AGFは、不動産ローン、担

保付きまたは無担保の不動産以外のローン、および小売販売金融債権について課される金利か

ら収益のほとんどを得ている。2008年第２四半期において、AGFはその大口販売（モーゲージ・

ブローカーを通じた販売）を停止した。また、米国内の住宅部門における厳しい不況を考慮し、

2008年第４四半期において、AGFは179の支社を閉鎖し、新規のローン発行数を減らした。

 

AIGの米国外向け消費者金融事業は、主にAIGCFGを通じて行われている。AIGCFGは、主に途上国市

場において事業を行っている。AIGCFGは、アルゼンチン、中国、ブラジル、香港、メキシコ、フィリ

ピン、ポーランド、台湾、タイ、インド、およびコロンビアにおいて事業を展開している。2009年２

月18日、AIGCFGは、台湾、タイおよびフィリピンにおける特定事業の売却を目的とした契約を締

結した。
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資産運用部門

 

AIGの資産運用事業は、広範囲にわたる投資関連サービスおよび投資商品から成り立っている。

これらのサービスおよび商品は、AIGのスプレッド投資事業、機関投資家向け資産運用事業、なら

びにプローカー・サービスおよびミューチュアル・ファンド事業を通じて世界中の個人、年金

基金および法人（AIGの子会社を含む。）に提供されている。また資産運用事業には、サンアメリ

カが出資する特定のパートナーシップ投資の業績も含まれる。

 

資産運用事業における収益および営業利益（損失）は、エクイティー市場および信用市場の一

般的な市況による影響を受ける。さらに、正味実現ゲイン（ロス）および運用報酬（繰越持分）

による収益は、異なるファンドの決算期、満期までの猶予、投資運用業績、および市況といった要

因に左右される。

 

 

スプレッドに基づく投資事業

 

AIGのスプレッドに基づく投資事業には、AIG独自のスプレッドに基づく投資事業の業績、ならび

に対応投資プログラム（「MIP」）および保証投資契約（「GIC」。MIPがGICを代替した。）の業

績も含まれている。2008年度に経験した厳しい市況およびAIGの信用格付の格下げが原因とな

り、MIPは現在廃止されている。以前に開示した通り、GICは、2006年のMIP導入以降、廃止されてい

る。MIPおよびGICのいずれについても、今後近い将来に債券の発行は見込まれていない。

 

 

機関投資家向け資産運用事業

 

AIGインベストメンツを通じて行われているAIGの機関投資家向け資産運用事業では、世界各地

で機関投資家、年金基金、AIGの子会社、AIG関連会社および個人富裕層投資家に対して様々な投

資商品が提供されている。これらの商品には、従来型の株式および満期固定証券、ならびに不動

産、プライベート・バンキングおよび代替資産への広範な投資が含まれている。これらのサービ

スには、投資助言、サブアドバイザー・サービス、投資モニタリングおよび取引の構築が含まれ

ている。エクイティーおよび満期固定資産については、AIGインベストメンツは、様々な形式によ

る仕組み投資を提供している。代替資産投資では、AIGインベストメンツは、ヘッジおよびプライ

ベート・エクイティ・ファンドおよびファンド・オブ・ファンド、直接投資および不良債権投

資を提供している。AIGグローバル・リアル・エステートは、AIG子会社の他に、第三者機関投資

家、年金ファンドおよび富裕層投資家に対しても、広範囲に渡る不動産投資サービスおよび開発

運営サービスを提供している。AIGグローバル・リアル・エステートはまた、多様なジョイント

・ベンチャーの基盤を通じて所有不動産投資ポートフォリオを維持している。

 

AIGは、第三者の顧客を対象とする投資サービスから成る機関投資家向け資産運用事業の売却を

検討している。売却の対象となっている事業には、AIG保険子会社を対象として従来型の確定利

付資産・負債運用や短期的資産・負債運用を提供する投資サービスは含まれない。AIGは、AIG保

険子会社が利用する上記以外の投資運用サービスを目的とする事業を売却後も、かかる事業と

の関係を継続させる予定である。

 

AIGインベストメンツは、以前、主にプライベート・エクイティおよびプライベート・エクイ

ティ・ファンドに対する直接投資から成る代替的投資を随時行っていた。この投資は、持分もし

くはその持分の経済的利益をファンドまたは他のAIGが運用する投資商品に移転するまで「保

管」することを意図して行われた。しかし、このような新商品およびファンドを売り出そうとい

うAIGインベストメンツの試みは、無期限に延期されることとなった。この決定の結果、AIGは、

2008年12月31日時点で11億ドルの純資産価値に及ぶこれらの投資を、処分できるまで所有持分

として保持することとなった。これらの投資に関する非関連投資コミットメントは、2008年12月

31日現在、約7.20億ドルであり、今後５年間以上継続することが見込まれる。AIGは、連結やエク

イティー会計またはコスト会計方式を適宜用いて、各投資の性質に基づき、これらの投資を計上
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その他の事業

 

AIGのその他の事業には、利息の支払い、再編費用、特定の事業部門に属さないコーポレート・ス

タッフの人件費、内部統制の改善努力に起因する費用、企業イニシアチブ、特定の報酬制度に関

する費用、および訴訟和解費用といったものが含まれている。

 

AIGの子会社の中には、保険金支払請求への対応、特殊商品の販売等の保険関連サービスを提供

している会社がある。アイルランド、バーミューダ、バルバドスおよびジブラルタルで運営され

ているいくつかのAIGの海外の完全子会社は、AIGの非関連会社である専属保険会社を含む関連

および非関連保険会社ならびに再保険会社に対して保険およびそれに関連する事務ならびに

バック・オフィス・サービスを提供している。

 

 

一定の資産の所在地

 

2008年12月31日現在、外国の規制当局に預託している77億ドルの現金および有価証券を含め、

AIGの連結資産の約39％は海外(カナダを除く。)に所在していた。海外事業と海外で保有されて

いる資産は、税制の変更、国有化および規制方針の変更といった海外諸国における政局の動向、

さらに国家間の衝突や政情不安により悪影響を受ける可能性がある。こうした事態が発生する

危険性とそのAIGに及ぼす全体的な効果は各国の事情によって異なるため、容易に予測すること

はできない。収用あるいは国有化という事態が生じた場合については、AIGは、あらゆる適切な措

置をもってかかる資産の取戻しを図ることを方針としている。AIGの営業地域の中には、一般に

会社による資産と利益の取戻しを遅延させる効果を持つ通貨規制を実施している国もある。
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４ 【関係会社の状況】

(1) 親会社

当社には親会社はない。当社の普通株式を５％超保有する者として当社が把握している者は、当

社の株式を合算して269,019,475株（9.9979％）保有しているとして2009年５月１日、訂正13D報告

書を各自提出したスター・グループの各保有者(「スター・グループ」）である。
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(2) 連結子会社

(a) 主要な保険子会社(2009年１月１日現在)

 

会社名
設立準拠法
州または国

主な保険業務
株式資本
(千ドル)

直接または
間接の

所有割合(1)

AGCライフ・インシュアランス・カンパ
ニー

米国
ミズーリ州

生命保険 14,104 100％

     
アメリカン・ホーム・アシュアランス・
カンパニー

米国
ニューヨーク州

損害保険 4,238 100％

     
ナショナル・ユニオン・ファイアー・イ
ンシュアランス・カンパニー・オブ・
ピッツバーグ・ペンシルベニア

米国
ペンシルベニア州

損害保険 4,479 100％

     
ニューハンプシャー・インシュアランス
・カンパニー

米国
ペンシルベニア州

損害保険 5,325 100％

     
レキシントン・インシュアランス・カン
パニー

米国
デラウェア州

サープラス保険 5,000 100％

     
アメリカン・インターナショナル・アン
ダーライターズ・オーバーシーズ・リミ
テッド

バミューダ 損害保険 20,000 100％

     
アメリカン・ライフ・インシュアランス
・カンパニー

米国
デラウェア州

生命保険 3,000 100％

     
アメリカン・インターナショナル・ア
シュアランス・カンパニー・リミテッド

香港 生命保険 26,250 100％

     
ザ・フィリピン・アメリカン・ライフ・
アンド・ジェネラル・インシュアランス
・カンパニー

フィリピン 生命保険 59 99％

     
アメリカン・インターナショナル・リイ
ンシュアランス・カンパニー・リミテッ
ド

バミューダ 生命保険 10,000 100％

     
ユナイテッド・ギャランティ・レジデン
シャル・インシュアランス・カンパニー

米国
ノースカロライナ
州

モーゲージ証券
保証保険

5,997 100％

     
ハートフォード・スチーム・ボイラー・
インスペクション・アンド・インシュア
ランス・カンパニー

米国
コネチカット州

設備故障 10,000 100％

     
ザ・バリアブル・アニュイティー・ライ
フ・インシュアランス・カンパニー

米国
テキサス州

生命保険 3,575 100％

注(1) 取締役の資格株式を含む。
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(b) その他の連結子会社

 

会社名
設立準拠法
州または国

主な業務
直接または
間接の

所有割合(1)

A.I.クレジット・コーポレーション 米国
ニューハンプシャー州

保険料融資 100％

    
AIGエイビエイション・インク 米国

ジョージア州
保険代理店業務 100％

    
AIGキャピタル・コーポレーション 米国

デラウェア州
金融サービスお
よび資産運用持
株会社

100％

    
AIGキャピタル・マネージメント・コーポレーショ
ン

米国
デラウェア州

投資顧問業務 100％

    
AIGキャピタル・パートナーズ・インク 米国

デラウェア州
投資顧問業務 100％

    
AIGコンシューマー・ファイナンス・インク 米国

デラウェア州
消費者金融持株
会社

100％

    
AIGエジソン生命保険会社 日本 生命保険 100％
    
AIGヨーロッパS.A. フランス 損害保険 100％
    
AIGファイナンス・ホールディングス・インク 米国

ニューヨーク州
金融サービス持
株会社

100％

    
AIGファイナンシャル・プロダクツ・コーポレー
ション

米国
デラウェア州

金利および通貨
スワップ

100％

    
AIGファンディング・インク 米国

デラウェア州
コマーシャル・
ペーパーの発行

100％

    
AIGグローバル・インベストメント・コーポレー
ション

米国
ニュージャージー州

投資顧問業務 100％

    
AIGグローバル・トレード・アンド・ポリティカル
・リスク・インシュアランス・カンパニー

米国
ニュージャージー州

損害保険 100％

    
AIGライフ・インシュアランス・カンパニー 米国

デラウェア州
生命保険 100％

    
AIGライフ・インシュアランス・カンパニー・オブ
・カナダ

カナダ 生命保険 100％

    
AIGグローバル・アセット・マネジメント・ホール
ディングス・コーポレーション

米国
デラウェア州

投資顧問業務 100％

    
パイン・ストリート・リアル・エステート・ホー
ルディングス・コーポレーション

米国
ニューハンプシャー州

不動産保有会社 100％

    
アメリカン・インターナショナル・インシュアラ
ンス・カンパニー・オブ・カリフォルニア・イン
ク

米国
カリフォルニア州

損害保険 100％

    
アメリカン・インターナショナル・インシュアラ
ンス・カンパニー・オブ・ニュージャージー

米国
ニュージャージー州

損害保険 100％

    
アメリカン・インターナショナル・リアルティ・
コーポレーション

米国
デラウェア州

不動産管理会社 100％

    
AIGリスク・マネジメント・インク 米国

ニューヨーク州
保険コンサルタ
ント業務

100％

 
 

注(1) 取締役の資格株式を含む。
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会社名 設立準拠法州または国 主な業務
直接または
間接の

所有割合(1)

AIGトレーディング・グループ・インク 米国
デラウェア州

商品取引および
市場形成

100％

    
AIUインシュアランス・カンパニー 米国

ニューヨーク州
損害保険 100％

    
AIUノース・アメリカ・インク 米国

ニューヨーク州
保険代理店業務 100％

    
AIGハワイ・インシュアランス・カンパニー・イン
ク

米国
ハワイ州

損害保険 100％

    
アメリカン・インターナショナル・インシュアラ
ンス・カンパニー

米国
ニューヨーク州

損害保険 100％

    
AIGドメスティック・クレーム・インク 米国

デラウェア州
損害調査会社 100％

    
AIGナショナル・インシュアランス・カンパニー・
インク

米国
ニューヨーク州

損害保険 100％

    
AIGグローバル・サービセズ・インク 米国

ニューハンプシャー州
情報処理 100％

    
アメリカン・インターナショナル・ライフ・ア
シュアランス・カンパニー・オブ・ニューヨーク

米国
ニューヨーク州

生命保険 100％

    
オーストラリアン・アメリカン・アシュアランス
・カンパニー・リミテッド

オーストラリア 生命保険 100％

    
アメリカン・インターナショナル・アシュアラン
ス・カンパニー(バミューダ)リミテッド

バミューダ 生命保険 100％

    
ナン・シャン・ライフ・インシュアランス・カン
パニー・リミテッド

台湾 生命保険 94.12％

    
アメリカン・インターナショナル・ライフ・イン
シュアランス・カンパニー・オブ・プエルトリコ

プエルトリコ 生命保険 100％

    
アメリカン・インターナショナル・インシュアラ
ンス・カンパニー・オブ・アイルランド・リミ
テッド

アイルランド 損害保険 100％

    
AIGサンアメリカ・ライフ・アシュアランス・カン
パニー

米国
アリゾナ州

生命保険 100％

    
ファースト・サンアメリカ・ライフ・インシュア
ランス・カンパニー

米国
ニューヨーク州

生命保険 100％

    
ユニバーサル・インシュアランス・カンパニー・
リミテッド

タイ 損害保険 100％

    
インペリアル・プレミアム・ファイナンス・イン
ク

米国
デラウェア州

プレミアム金融 100％

    
インテラメリカーナ・コンパニーア・デ・セグー
ロス・ヘライス(ブラジル)

ブラジル 損害保険 100％

    
ラ・セグリダ・デ・チェントロアメリカ・コンパ
ニーア・デ・セグーロス・ソシエダ・アノニマ

グアテマラ 損害保険 100％

    
アメリカン・インターナショナル・インシュアラ
ンス・カンパニー・オブ・プエルトリコ

プエルトリコ 損害保険 100％

 
 

注(1) 取締役の資格株式を含む。

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

 46/791



 

会社名 設立準拠法州または国 主な業務
直接または
間接の

所有割合(1)

ラ・インテラメリカ・コンパニーア・デ・セグー
ロス・ヘネラーレスS.A.

コロンビア 損害保険 100％

    
アメリカン・インターナショナル・アンダーライ
ターズGmbH

ドイツ 保険代理店業務 100％

    
アンダーライターズ・アジャストメント・カンパ
ニーインク

パナマ 損害調査会社 100％

    
ケニア・アメリカン・インシュアランス・カンパ
ニー・リミテッド

ケニア 生命保険 100％

    
ALICOエス・エー フランス 生命保険 50％

 
    
デラウェア・アメリカン・ライフ・インシュアラ
ンス・カンパニー

米国
デラウェア州

生命保険 100％

    
ラ・メトロポリターナ・デ・セグーロス・C・ポル
・A

ドミニカ共和国 生命保険 100％

    
バーミンガム・ファイアー・インシュアランス・
カンパニー・オブ・ペンシルベニア

米国
ペンシルベニア州

損害保険 100％

    
チャイナ・アメリカ・インシュアランス・カンパ
ニー・リミテッド

米国
デラウェア州

損害保険 25％

    
チャイナ・アメリカ・インターナショナル・イン
シュアランス・カンパニー・リミテッド

バミューダ 損害保険 50％

    
コマース・アンド・インダストリー・インシュア
ランス・カンパニー

米国
ニューヨーク州

損害保険 100％

    
コマース・アンド・インダストリー・インシュア
ランス・カンパニー・オブ・カナダ

カナダ
オンタリオ州

損害保険 100％

    
ハワイ・インシュアランス・コンサルタンツ・リ
ミテッド

米国
ハワイ州

保険代理店業務 100％

    
ザ・インシュアランス・カンパニー・オブ・ス
テート・オブ・ペンシルベニア

米国
ペンシルベニア州

損害保険 100％

    
インターナショナル・リース・ファイナンス・
コーポレーション

米国
カリフォルニア州

航空機リース 100％

    
ランドマーク・インシュアランス・カンパニー 米国

カリフォルニア州
損害保険 100％

    
マウント・マンスフィールド・カンパニー・イン
ク

米国
バーモント州

スキー・リゾー
ト経営

100％

    
アメリカン・インターナショナル・スペシャル
ティ・ラインズ・インシュアランス・カンパニー

米国
アラスカ州

サープラス保険 100％

    
ジェイアイ傷害火災保険株式会社 日本 損害保険 50％
    
ナショナル・ユニオン・ファイアー・インシュア
ランス・カンパニー・オブ・ルイジアナ

米国
ルイジアナ州

損害保険 100％

    
オーデュボン・インシュアランス・カンパニー 米国

ルイジアナ州
損害保険 100％

 
 

注(1) 取締役の資格株式を含む。
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会社名 設立準拠法州または国 主な業務
直接または
間接の

所有割合(1)

オーデュボン・インデムニティ・カンパニー 米国
ミシシッピ州

損害保険 100％

    
エージェンシー・マネジメント・コーポレーショ
ン

米国
ルイジアナ州

保険代理店業務 100％

    
ザ・ガルフ・エージェンシー・インク 米国

アラバマ州
保険代理店業務 100％

    
A.I.ネットワーク・コーポレーション 米国

ニューハンプシャー州
保険代理店業務 100％

    
アメリカン・インターナショナル・パシフィック
・インシュアランス・カンパニー

米国
バーモント州

損害保険 100％

    
アメリカン・インターナショナル・サウス・イン
シュアランス・カンパニー

米国
ペンシルベニア州

損害保険 100％

    
グラナト・ステート・インシュアランス・カンパ
ニー

米国
ペンシルベニア州

損害保険 100％

    
ニューハンプシャー・インデムニティ・カンパ
ニー・インク

米国
ペンシルベニア州

損害保険 100％

    
イリノイ・ナショナル・インシュアランス・カン
パ
ニー

米国
イリノイ州

損害保険 100％

    
パシフィック・ユニオン・アシュアランス・カン
パ
ニー

米国
カリフォルニア州

生命保険 100％

    
ザ・フィリピン・アメリカン・ゼネラル・イン
シュアランス・カンパニー・インク

フィリピン 損害保険 100％

    
ザ・フィリピン・アメリカン・アシュアランス・
カンパニー・インク

フィリピン 損害保険 25％

    
ザ・フィリピン・アメリカン・アクシデント・イ
ンシュアランス・カンパニー・インク

フィリピン 損害保険 100％

    
ザ・フィリピン・アメリカン・マネジメント・ア
ンド・ファイナンシング・カンパニー・インク

フィリピン 保険料融資 100％

    
リスク・スペシャリスト・カンパニーズ・インク 米国

デラウェア州
保険ブローカー
業務

100％

    
スター・エクセス・ライアビリティー・カンパ
ニー・リミテッド

米国
デラウェア州

損害保険 100％

    
AIGサンアメリカ・インク 米国

デラウェア州
保険、金融サービ
ス持株会社

100％

    
サンアメリカ・アセット・マネジメント・コーポ
レーション

米国
デラウェア州

投資顧問業務 100％

    
サンアメリカ・ライフ・インシュアランス・カン
パニー

米国
アリゾナ州

生命保険 100％

    
アメリカン・セキュリティ・ライフ・インシュア
ランス・カンパニー

スイス 生命保険 99.8％

    
AIGプライベート・バンク・リミテッド スイス 銀行業務 100％
 

 

注(1) 取締役の資格株式を含む。
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会社名 設立準拠法州または国 主な業務
直接または
間接の

所有割合(1)

トランスアトランティック・ホールディングス・
インク

米国
デラウェア州

保険持株会社 60％

    
トランスアトランティック・リインシュアランス
・カンパニー

米国
ニューヨーク州

再保険 60％

    
パトナム・リインシュアランス・カンパニー 米国

ニューヨーク州
再保険 60％

    
21stセンチュリー・インシュアランス・グループ米国

デラウェア州
保険持株会社 100％

    
21stセンチュリー・インシュアランス・カンパ
ニー

米国
カリフォルニア州

損害保険 100％

    
21stセンチュリー・カジュアルティー・カンパ
ニー

米国
カリフォルニア州

損害保険 100％

    
21stセンチュリー・インシュアランス・カンパ
ニー・オブ・ザ・サウスウェスト

米国
テキサス州

損害保険 100％

    
ユナイテッド・ギャランティ・コーポレーション 米国

ノースカロライナ州
持株会社 100％

    
ユナイテッド・ギャランティ・レジデンシャル・
インシュアランス・カンパニー・オブ・ノースカ
ロライナ

米国
ノースカロライナ州

モーゲージ証券
保証保険

100％

    
ユナイテッド・ギャランティ・コマーシャル・イ
ンシュアランス・カンパニー・オブ・ノースカロ
ライナ

米国
ノースカロライナ州

モーゲージ証券
保証保険

100％

    
ユナイテッド・ギャランティ・コマーシャル・イ
ンシュアランス・カンパニー

米国
ノースカロライナ州

モーゲージ証券
保証保険

100％

    
ユナイテッド・ギャランティ・クレジット・イン
シュアランス・カンパニー

米国
ノースカロライナ州

モーゲージ証券
保証保険

100％

    
ユナイテッド・ギャランティ・サービシズ・イン
ク

米国
ノースカロライナ州

モーゲージ証券
保証保険

100％

    
ファラオニック・インシュアランス・カンパニー 
エス・エイ・イー

エジプト 損害保険 90％

    
エイアイジー・スター生命保険株式会社 日本 生命保険 100％
    
AIGライフ・オブ・バミューダ・リミテッド バミューダ 生命保険 100％
    
オール・アメリカン・ライフ・インシュアランス
・カンパニー

米国
イリノイ州

生命保険 100％

    
アメリカン・ジェネラル・バンカシュアランス・
サービシズ・インク

米国
イリノイ州

保険サービス 100％

    
アメリカン・ジェネラル・ライフ・アンド・アク
シデント・インシュアランス・カンパニー

米国
テネシー州

生命保険 100％

    
ノース・セントラル・ライフ・インシュアランス
・カンパニー

米国
ミネソタ州

生命保険 100％

    
ザ・オールド・ライン・ライフ・インシュアラン
ス・カンパニー・オブ・アメリカ

米国
ウィスコンシン州

生命保険 100％

    
ザ・ユナイテッド・ステーツ・ライフ・インシュ
アランス・カンパニー・イン・ザ・シティ・オブ
・ニューヨーク

米国
ニューヨーク州

生命保険 100％
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注(1) 取締役の資格株式を含む。
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会社名 設立準拠法州または国 主な業務
直接または
間接の

所有割合(1)

アメリカン・ジェネラル・ライフ・インシュアラ
ンス・カンパニー

米国
テキサス州

生命保険 100％

    
アメリカン・ジェネラル・ライフ・インシュアラ
ンス・カンパニー・オブ・ニューヨーク

米国
ニューヨーク州

生命保険 100％

    
アメリカン・ジェネラル・プロパティー・イン
シュアランス・カンパニー

米国
テネシー州

損害保険 100％

    
アメリカン・ジェネラル・プロパティー・イン
シュアランス・カンパニー・オブ・フロリダ

米国
フロリダ州

損害保険 100％

    
ザ・フランクリン・ライフ・インシュアランス・
カンパニー

米国イリノイ州 生命保険 100％

    
ザ・アメリカン・フランクリン・ライフ・イン
シュアランス・カンパニー

米国イリノイ州 生命保険 100％

    
AIGアニュイティー・インシュアランス・カンパ
ニー

米国テキサス州 生命保険 100％

    
アメリカン・ジェネラル・ファイナンス・インク 米国

インディアナ州
消費者金融 100％

    
アメリカン・ジェネラル・ファイナンス・コーポ
レーション

米国
インディアナ州

消費者金融 100％

    
ザ・ナショナル・ライフ・アンド・アクシデント
・インシュアランス・カンパニー

米国
テキサス州

生命保険 100％

    
メリット・ライフ・インシュアランス・カンパ
ニー

米国
インディアナ州

生命保険 100％

    
ヨセミテ・インシュアランス・カンパニー 米国

インディアナ州
損害保険 100％

    
アメリカン・ジェネラル・アシュアランス・カン
パニー

米国
イリノイ州

生命保険 100％

    
アメリカン・ジェネラル・インデムニティー・カ
ンパニー

米国
ネブラスカ州

損害保険 100％

    
USLIFEクレジット・ライフ・インシュアランス・
カンパニー・オブ・アリゾナ

米国
アリゾナ州

生命保険 100％

    
アメリカン・ジェネラル・ライフ・インシュアラ
ンス・カンパニー・オブ・ペンシルバニア

米国
ペンシルバニア州

生命保険 100％

    
アメリカン・インターナショナル・アシュアラン
ス・カンパニー(ベトナム)・リミテッド

ベトナム 生命保険 100％

    
AIGアシュアランス・カナダ カナダ 生命保険 100％

 

注(1) 取締役の資格株式を含む。

 

５ 【従業員の状況】

 

2008年12月31日現在、当社（連結子会社を含む。）の従業員数は約116,000名であった。

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

 51/791



第３ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

 

(1)　事業成績

 

営業の概観

 

営業活動

 

AIGは、報告部門を運営体制に合わせて商品部門に分けている。これらの部門は、損害保険、生命保険およびリタイヤ

メント・サービス、金融サービスおよび資産運用である。AIGはこれらの部門を通じて、130カ国以上の国の事業およ

び個人に保険、金融および投資商品およびサービスを提供している。

 

AIGの子会社は、広範な損害保険、生命保険およびリタイヤメント・サービス・ネットワークを通じて企業、機関お

よび個人顧客にサービスを提供している。AIGの金融サービス部門には、米国内外において商業航空機および機器の

リース、キャピタル・マーケットおよび消費者金融も含まれている。またAIGは、法人および個人に資産運用サービ

スを提供している。

 

一般的な事業環境

 

2008年の事業環境は、過去数十年間において最も厳しい環境の１つであった。2008年下半期、米国では実質GDPが年

率４％以上減少し、第４四半期のみで約４％の減少を記録した。2008年初めの失業率は4.9％だったが、年度末には

7.2％となった。

 

繰り返し行われた連邦準備制度理事会による利率の引下げ、銀行システムのための多数の与信枠の創設および一連

の景気対策法案にも関わらず、2008年下半期の米国経済は全体として、激しく減退した。

 

継続企業としてのAIGの存続の能力に関する考慮事項

 

様式10－K年次報告書の作成にあたり、経営陣はAIGの継続企業としての存続能力を査定した。当該査定にあたりAIG

が考慮した事項は以下の通りである。

 

・　AIGの順調な再編に対するNY連銀および米国財務省のコミットメントならびに履行期の到来する債務に関する

AIGの履行確保のためNY連銀および米国財務省がAIGと協調するとのコミットメント

 

・　NY連銀および米国財務省との取引を含む、2008年上半期における流動性に関する事由

 

・　事業の安定および連銀融資枠の返済のためのAIGの流動性関連措置および計画

 

・　AIGの実現および未実現損失の程度ならびに当該損失が株主資本持分およびAIG保険子会社の資本レベルに当該

損失が与える不利な影響

 

・　AIGFPマルチセクター・スーパー・シニア・クレジット・デフォルト・スワップ・ポートフォリオおよび米国

証券貸出プログラムを取り巻く流動性問題に対する実質的な解決
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・　米国財務省がAIGに提供する追加資本
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・　NY連銀および米国財務省との予定されている取引

 

・　AIGの事業における引続く流動性問題および当該問題に対するAIGの対処対応措置、ならびに

 

・　AIGが晒されている重大なリスク

 

以下の記述は、上記事項の詳細である。

 

上記事項を考慮するに当たり、経営陣は、AIG のリスクおよび不確実性に関する財務上および流動性上発生する可

能性に関して重要な判断および見積りを行なった。また、経営陣は、AIG の事業に発生する他の事項およびリスクに

ついても査定し、それらの点に関して合理的な判断および見積りを行なった。経営陣は、AIG が事業への資金投入お

よびその運営するにあたり、十分な流動性を有し、少なくとも来る12ヶ月間は企業として継続しうると確信してい

る。

 

AIGの実際の業績結果が上記で言及された1つ以上の経営陣による計画と（場合によっては大きく）異なるか、リス

クおよび不確実性から生じる影響について経営陣が下した判断および見積りの1つもしくは複数（場合によっては

大きく）異なるか、または後述の主要取引が企図された通りの取引とはならない可能性は存在する。そのような結

果が1つ以上発生した場合、AIGは履行期の到来する債務の履行のために米国政府から追加支援を受ける必要性がで

てくるだろう。

 

流動性
 
2008年下半期における流動性発生事由
 

2008年下半期中、AIGは未だかつて無い流動性の制限を受けた。当該制限によりNY連銀および米国財務省との一連の

取引が行われた。当該流動性の制限の２つの主要因として、米国証券貸出プログラムに基づく現金担保に対する返

還要求およびAIGFPスーパー・シニア・マルチセクター・CDO・クレジット・デフォルト・スワップ・ポートフォ

リオの担保差入要求が挙げられる。

 

AIG証券貸出プログラムの下では、AIG保険子会社が所有する証券の貸出と引換に借主から現金担保を受領した。AIG

はスプレッドを獲得するため、当該現金を確定利付証券、主に住宅モーゲージ担保証券（「RMBS」）に投資した。

2008年９月、これらの現金担保の返還を要求する借入主の数が増大し始めた。RMBS市場における流動性の不足によ

りAIGは条件に合う価格でRMBSを売却することができず、かかる要求に応えるため代替の現金資金源を模索する必

要に迫られた。８月末時点において、AIGの米国証券貸出プログラムに基づく借入金額は約690億ドルであった。

 

更に、2008年下半期を通じて、AIGFPのクレジット・デフォルト・スワップ・ポートフォリオにより保護されている

スーパー・シニア・マルチセクター・CDO証券の公正価値の下落およびCDO証券の格下げにより、AIGFPは大幅な追

加担保の差入を要求されることとなった。2008年８月末時点において、AIGはスーパー・シニア・デフォルト・ス

ワップ・ポートフォリオに基づき約197億ドルの担保を差入れた。

 

以上２つの流動性の制限は、2008年９月15日に、スタンダード・アンド・プアーズ（S&P）、ムーディーズ・インベ

スターズ・サービス（Moody's）、およびフィッチ・レーティングス（Fitch）がAIG の長期社債を格下げしたこと

によりさらに、流動性の制限を著しく悪化させることとなった。

 

NY連銀および米国財務省との取決め
 

連銀クレジット契約
 

これらの急速な流動性の要求のため、AIG取締役会は、唯一の実行可能な選択肢はNY連銀により提供される取決を受

諾することと判断し、2008年９月16日、担保付クレジット契約および関連するエクイティ参加の条件を記載した

ターム・シートに基づきNY連銀からの借入を承認した。これに続く６日間で、AIGは、会長兼最高経営責任者として、

同職にあったロバート・ウィルムスタッドに代わりエドワード・M・リディを選任し、NY連銀との間でクレジット

契約の最終的な条件について交渉をし、正式に融資契約を締結する前に約370億ドルの借入れを担保付で行った。こ
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れにより、AIGおよびNY連銀間での正式な当該クレジット契約の締結前にAIGは流動性要件を充足することができ

た。
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2008年９月22日、AIGは、NY連銀との間で、２年間の担保付貸付けによる連銀クレジット契約をおよび担保契約を締

結した。2008年11月９日、AIGおよびNY連銀はシリーズD優先株式（以下に記載する。）の発行に伴い、連銀融資枠に

基づく総コミットメントを600億ドルに削減、連銀融資枠の期間を５年に延長および連銀融資枠に基づいて支払う

べき関連金利および手数料の削減するため連銀クレジット契約の改訂に合意した。

 

シリーズD優先株式の発行
 

2008年11月25日、AIGは、米国財務省との間で証券売買契約（「シリーズD優先株式売買契約」）を締結した。当該契

約に従い、AIGは不良資産救済プログラム（「TARP」）および全体的に重大な経営不振に陥っている機関のための

プログラムの一環として、米国財務省にシリーズD優先株式400億ドルおよび普通株式53,798,766株を取得すること

ができるワラント（「本ワラント」）を発行および売却した。シリーズD優先株式および本ワラントの売却益は連

銀融資枠に基づく借入の返済に使用された。

 

620億ドルのCDSの解消
 

2008年11月25日、AIGはNY連銀、Maiden Lane III LLC、（「ML III」）およびニューヨーク・メロン銀行との間で投

資およびクレジット基本契約（「MLIII 契約」）を締結した。当該契約により、クレジット・デフォルト・スワッ

プおよびAIGフィナンシャル・プロダクツ・コープが引受けている類似のデリバティブ商品（「CDS」）取引の終

了に関連して、CDSまたは関連する特定のマルチセクターCDO証券の購入に関する、MLIIIを通じた資金提供の準備が

整った。それと同時に、当該CDS契約におけるAIGフィナンシャル・プロダクツ・コープの相手方は、MLIIIが当該取

引の相手方から購入したマルチセクター・CDO証券に関連する当該CDS契約の終了に合意した。2008年12月31日まで

に、MLIIIは当該取引の相手方から額面総額621億ドルのCDO証券を購入し、関連するクレジット・デフォルト・ス

ワップは終了した。2009年２月18日現在、スーパー・シニア・マルチセクターCDO証券を参照しているAIGフィナン

シャル・プロダクツ・コープによるCDS取引の正味元本約122億ドルは残存している。

 

米国証券貸出プログラムの解消
 

2008年12月12日、AIG、AIGの完全子会社である特定の米国内生命保険子会社およびその他AIG子会社であるAIGセ

キュリティーズ・レンディング・コープ（「AIG代理店」）は、NY連銀を唯一の構成員とするデラウェア州有限責

任会社であるMaiden Lane II LLC（「MLII」）との間で資産売買契約（「MLII 契約」）を締結した。

 

生命保険子会社はMLII契約に従い、AIGの米国証券貸出プログラムとの関係において生命保険子会社の代理である

AIG代理店が保有する額面価額393億ドルのRMBSプールにある分割不可能な持分を全てMLIIに売却した。RMBSと引換

えに生命保険子会社は初回購入価格約198億ドルおよび、繰延偶発部分を受領する権利（総購入価格10億ドル）お

よび残余部分の取得権を受領した。これらは、全てNY連銀によるMLIIへの貸付に対する返済に劣後する。当該保険子

会社は、米国証券貸出プログラムおよび現金担保と引換えにNY連銀がAIG子会社から証券を借り入れることを目的

としてNY連銀との間で締結した中間契約を終了する上での当該保険子会社による支払額にRMBSの現金売却益（正

味）を充当する。

 

AIG関連会社、NY連銀のコマーシャル・ペーパー・ファンディング・ファシリティに参加
 

2008年10月27日、４つのAIG関連会社（ILFCを含む。）がCPFFへの参加を申請した。現時点で、AIGの子会社であるAIG

ファンディング・インクならびにAIGFPがスポンサーである２つの受け皿会社であるカーゾン・ファンディング・

エルエルシーおよびナイティンゲール・ファイナンス・エルエルシーは、CPFFに基づくコマーシャル・ペーパーを

各々、約69億ドル、約72億ドルおよび約11億ドルを上限として発行することができる。AIGファンディングは、上記の

資金を満期の到来するAIGの発行済みコマーシャル・ペーパーの借り換え、稼動資本の需要の充足および連銀融資

枠に基づく期限前返済に充当し、一方で、他の２つの受け皿会社が得た資金はその会社のコマーシャル・ペーパー

の借り換えのために充当される。2009年1月21日に、S&PはILFCの短期信用格付けの格下げを行い、その結果ILFCの

CPFFへの参加が不可能となった。

 

シリーズC優先株式の発行
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2009年3月1日、AIGは本トラストとの間でシリーズC優先株式売買契約を締結した。当該契約に基づき、AIGは本トラ

ストに対しシリーズC優先株式100,000株の発行および売却に合意している。AIGは本トラストに対するシリーズC優

先株式の実際の発行を2009年3月上旬に予定している。2008年9月に、NY連銀がAIGに対し購入価格とは別に追加とし

て、連銀クレジット契約に基づく850億ドルの貸付融資の形で独立した対価を支払ったとの理解の下、シリーズC優

先株式の総購入価格は500,000ドルであった。
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シリーズC優先株式売買契約は、以下の事項を含むものである。

 

・　1933年米国証券取引法およびAIGによるその他の処分を容易にするため、シリーズC優先株式の登録を要求する

権利を本トラストに付与

 

・　本トラストがシリーズC優先株式の50％を所有する限り、既存の義務および従業員向け給付プランに関連する場

合を除き、本トラストの事前の承認をうることなくAIGが資本株式を発行することを禁止

 

・　AIGおよびAIGの取締役会が、本トラストと誠実に協働し、十分なコーポレート・ガバナンス制度を確保すること

を要求

 

・　AIGの2009年定時株主総会においてAIGの株主に対し、以下の議案の付議を要求

 

・　同順位でない種類の優先株式を発行すること、ならびにシリーズD優先株式およびシリーズD優先株式発行以降

に米国財務省に対して発行されたあらゆる種類の優先株式を、シリーズC優先株式およびシリーズC優先株式発行

以降に米国財務省を対象とせずに発行されたあらゆる種類の優先株式に優先する順位の株式とすることを、AIG

取締役会に許可する旨の修正基本定款の変更

 

・　AIGの設備および資産の全てもしくはほぼ全てに対しての担保設定に関する制限の排除

 

・　AIGの定時株主総会もしくは本トラストによる通知後における今後の臨時株主総会にて以下の議案の付議を要

求

 

・　AIGの普通株式の額面価額の減少および当該普通株式の発行可能株式総数の増加する旨のAIGの修正基本定款の

変更、ならびに当該変更が承認されない場合、

 

・　AIGのシリーズ型優先株式の額面価額の減少および当該優先株式の発行可能株式総数を増加させるためのAIGの

修正基本定款の条件変更ならびにシリーズC優先株式の各株式を普通株式に転換する上で、ほぼ１対１の比率で

転換が可能となるよう、シリーズC優先株式数を増加する旨のシリーズC優先株式の条件変更

 

AIGによるシリーズC優先株式の償還は不可能であり、要求されているAIGの修正基本定款の変更の効力発生後、当該

シリーズC優先株式は普通株式に転換可能となる。シリーズC優先株式はその発行後、法令の許容する限度において

単一の種類として普通株式と同様に議決権を有し、普通株式の総議決権の約77.9％を占める。その際、シリーズC優

先株式は転換されたものとして取扱われる。また、シリーズC優先株式は普通株式に支払われる配当金に参加するも

のとし、シリーズC優先株式に分配される配当金は配当総額の約77.9％を占める。その際は、シリーズC優先株式は転

換されたものとして取扱われる。AIGの清算、解散もしくは縮小の際、シリーズC優先株式は１株当たり、(i)5.00ドル

または(ii)シリーズC優先株式の普通株式への転換時に発行可能な普通株式に関して支払われる額のいずれか高い

方の額に相当する優先的分配権を受領する権利を有する。

 

 

2009年３月の主要な契約
 

2009年３月２日、AIG、NY連銀および米国財務省は、主に連銀クレジット契約、シリーズD優先株式の条件を改定し、か

つ300億ドルの資本にかかるキャピタル・コミットメント融資を提供するための合意を発表した。米国政府は、AIG

の資本基盤を強固にし、流動性を高め、借入費用の削減およびAIGの資産処分計画の促進を企図しAIGと行うことを

予定している主要な取引およびその他取引に関する合意について以下の通りコメントした。

 

「これらの措置は、市場の混乱や経済の悪化が継続しても、AIGの順調な再編に対して政府がコミットすること

に関する明確な証左である。順調な再編は、AIGが米国の納税者から受けた支援を返済し財務の安定性を保つた

めに不可欠である。米政府は、AIGが返済期日の到来する債務の履行能力を維持するためにAIGと連携を続ける

ことにコミットしている。」
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シリーズD優先株式の変更
 

2009年３月２日、AIGおよび米国財務省は、主に米国財務省によるシリーズD優先株式の条件を変更するためのシ

リーズD優先株式の条件改定の取引締結に関する合意を発表した。当該変更により、発行済みシリーズD優先株式を

100％新規に発行するシリーズ型永久優先株式（「シリーズE優先株式」）と交換し、その優先的分配権は、交換さ

れたシリーズD優先株式の発行日時点における優先的分配権に、当該株式への累積未払い配当額を加算した額に等

しくした。シリーズE優先株式の条件は、配当が累積しない点を除いて、シリーズD優先株式の条件と同様とする。シ

リーズD優先株式の配当は累積する。

 

累積型のシリーズD優先株式および非累積型のシリーズE優先株式の配当率は双方とも年率10％である。シリーズD

優先株式をシリーズE優先株式に変換すると同時にAIGは、自身の一連の社債の保有者のため代替資本誓約

（「RCC」）を締結した。当該代替資本誓約では、AIGは、AIGまたはAIG子会社の特定の資本証券発行による収益で賄

う場合を除き、シリーズE優先株式の発行後３年後の応答日までシリーズE優先株式の全部もしくは一部について返

済、償還または購入を行わず、子会社もそれらを購入しない旨、同意している。AIGは来る数年に関し、代替資本誓約

とほぼ同様の意図表明状を作成する予定である。シリーズD優先株式は代替資本誓約の対象ではない。

 

資本にかかるキャピタル・コミットメント融資
 

2009年３月２日、AIGおよび米国財務省は、主に期間を５年とした300億ドルの資本にかかるキャピタル・コミット

メント融資をAIGに提供する旨の合意を発表した。AIGは米国財務省に確定利付非累積型シリーズ型永久優先株式

（「シリーズF優先株式」）を売却するために当該融資を使用することができる。AIGが合衆国法典第11編に基づく

訴訟における債務者に該当せず、かつ本トラスト（または米国財務省を受益者として設立した承継事業体）が借入

時点におけるAIGの議決権証券にかかる総議決権の50％を上回る議決権を「実質的に保有」しない限り、当該資金

を利用することができる。

 

シリーズF優先株式は、代替資本誓約または意図表明状の対象とならない点を除き、シリーズE優先株式とほぼ同様

である。

 

また、資本にかかるキャピタル・コミットメントに関連し、米国財務省はその時点における発行済み普通株式総数

の１％に相当するAIGの普通株式に対して行使可能なワラントを取得し、ワラントの発行により、シリーズC優先株

式への配当金およびその議決権は、ワラントの対象となる株式数相当分減少する。

 

子会社の優先持分による連銀融資枠の返済
 

2009年３月２日、AIGおよびNY連銀は、新たに設立された特別目的会社（「SPV」）の優先持分をAIGがNY連銀に譲渡

する取引の締結意図を表明した。各SPVはAIGの事業子会社（AIAがその1つであり、残りの１つはALICO）の普通持分

の100％をその唯一の資産として直接的にもしくは間接的に保有する予定である。AIGは各SPVの普通持分を保有す

る予定であり、各SPVの取締役全員を指名する権利を当初有する。NY連銀が受領する優先株と引換に、連銀融資枠に

基づく借入金および借入可能限度額も大幅に削減される。

 

証券化
 

2009年３月２日、AIGおよびNY連銀は、AIGがNY連銀に連銀融資枠の借入金の決済に関して保有する生命保険契約に

よって支えられる新たに設立された１つ以上のSPVのシニア証券を発行する取引の意図を表明した。連銀融資枠の

削減はかかる受領金に基づいている。AIGは、当該SPVを連結する予定である。

 

連銀融資枠の変更
 

2009年３月２日、AIGおよびNY連銀は、下限金利を削除する旨連銀クレジット契約を変更する合意を発表した。現条

件では連銀融資枠に基づく借入金に対して発生する金利は３ヶ月LIBOR（下限3.5％）プラス3.0％（年率）であ

る。今回の変更に従いLIBORの下限金利3.5％が削除される。加えて、上記の子会社の優先持分および証券化取引によ
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り連銀融資枠の返済の効力発生後においても、総融資枠が少なくとも250億ドルとなるよう連銀融資枠を変更する。

かかる収益により、2008年12月31日時点における連銀融資枠に基づく借入金は大幅に減少すると予測される。

次へ
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流動性ポジション

 

2008年12月31現在、AIGの連銀融資枠に基づく借入金は368億ドルであり、残余借入可能額は232億ドル、未収複利金

および手数料は360億ドルである。

 

連銀融資枠に基づく未払借入額および残余借入可能額は、以下の通りである。

 2008年12月31日時点の開始 2009年2月18日時点の開始(c)

 （単位：百万ドル）

借入金：   

　　　AIGFPに対する担保差入に関し

ての貸付、GIAおよびその他満

期債務

$46,997 $47,547

　　　保険会社に対する資金拠出(a) 20,850 20,850

　　　証券貸出プログラムに基づく義

務に基づく返済

3,160 3,160

　　　会社間融資の返済 1,528 1,528

　　　AIGCFG子会社に対する拠出 1,672 1,686

　　　債務返済 2,109 2,319

　　　ML IIIのエクイティ持分に対す

る資金提供

5,000 5,000

　　　シリーズD優先株式および普通

株式ワラントの発行による売

却益からの返済

(40,000) (40,000)

　　　その他(a)(b) (4,516) (6,890)

正味借入金 36,800 35,200

連銀融資枠総額 60,000 60,000

利用可能残額 $23,200 $24,800

正味借入金 $36,800 $35,200

発生した複利および手数料 3,631 3,631

借入金合計 $40,431 $38,831

(a)　証券貸出事業を含む。

(b)　連銀証券貸出契約およびCPFFから受領した資金による返済を含む。

(c)　2009年２月25現在における連銀融資枠に基づく借入金は360億ドルである。

 
 

安定化および連銀融資の返済に向けたAIGの戦略

 

将来の現金需要
 

以下の表は、2009年第４四半期に関しAIGおよびその子会社の満期の到来した債務を示したものである。

 2009年

第１四半期

2009年

第２四半期

2009年

第３四半期

2009年

第４四半期

合計

 （単位：百万ドル）

AIG $418 $- $- $1,000 $1,418

AIG MIP - 1,156 - - 1,156

AIGFP 1,421 765 2,132 1,125 5,443

ILFC 917 1,097 1,151 2,986 6,151

AGF 835 931 3,209 1,661 6,636

その他子会社 312 227 114 124 777

合計 $3,903 $4,176 $6,606 $6,896 $21,581
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2009年２月18日、AIG関連会社はCPFFに対しコマーシャル・ペーパー140億ドル発行した。その内大部分は2009年４

月に満期を迎える。AIGの短期格付けが引下げられた場合、AIGファンディングによるCPFFへのアクセスは不可能と

なり、満期を迎えるコマーシャル・ペーパーに資金を投入するため他の資金源を模索する必要が発生する可能性が

ある。

 

AIGは、主に、連銀融資枠からの借入および資産処分を含む当該債務を裏付ける資産のキャッシュ・フローを通じて

上記満期債務の返済を予定している。2009年12月31日までに満期を迎えるAIGFPの社債約31億ドルは、各々に対応す

る債務を担保する資産により完全に保証されている。AGFおよびILFCは、2009年の債務を充足するため、資産売却お

よび証券化による運営および売却益のキャッシュ・フローに加え、AIGからの支援を要すると予測される。

 

2009年には、AIGは特定の米国内生命保険およびリタイヤメント・サービス会社に125億の資本を拠出した。米国内

生命保険およびリタイヤメント・サービス社債ポートフォリオに大幅な価値の低下またはクレジット・イベント

が発生した場合、AIGは当該事業に追加の資本支援を提供しなくてはならない可能性がある。

 

AIGは、その事業を安定させ、連銀融資枠に対する支払を適時に行うための計画（以下に記載されている。）を策定
し、その内、幾つかは既に実行されており、実行されていないものについても現在策定中である。
 

資産処分計画
 
2008年10月3日、AIGは生命保険、リタイヤメント・サービス事業およびその他特定の事業が全部または一部売却す
る再編計画を発表した。発表以来、AIGは特定の事業および資産を売却し、その他の事業および資産を売却する契約
を締結してきた。し
かし世界市況の悪化はとどまることなく、AIGは合意可能な価値水準で資産を売却することが困難な状況に陥った。
2009年3月2日の発表および連結財務書類注記23に記載の通り、AIGの再編計画はこれらの市況を反映して展開され
ている。AIGの現在の計画は、具体的には、AIAおよびALICOに関するAIGとNY連銀との間の取引、ならびに損害保険お
よび米国外損害保険事業の大部分の維持に向けての準備を含むものである。
 
AIGは、これらの現在の計画は、より長期的な枠組みにおいて事業価値を最大化するために必要であると考えてい
る。したがって、以前から売却計画に含まれている事業の中には、売却される事業もあれば、後に売却するため保留
となる事業もあり、今後株式上場という可能性に向け準備が進められている事業もある。特定の事業の処分には行
政上の許認可が必要である。これら処分の売却益は、AIGの保険子会社の資本要件に当てられるべき場合を除き、契
約により、連銀融資枠の返済に強制的に充当されなくてはならない。
 
AIGの資産処分計画に関連して2009年２月18日までに、AIGは以下の事業の売却または売却契約の締結を行った。

 

・　2008年11月26日、AIGはブラジルでの共同事業であるウニバンコAIGセグロスS.A.に関する持分50％をAIGの共同

事業者ウニバンコ－ウニアオ・デ・バンコス・ブラジレイロスS.A.に売却

・　2008年12月１日、AIGはAIGプライベート・バンク・リミテッドをアーバル・インベストメンツ株式会社に売却

する契約を締結

・　2０08年12月18日、AIGは台湾ファイナンス事業を台湾証券取引所に売却

・　2008年12月19日、AIGはドイツに所在するAIG関連会社であるヴュルテムベルギッシェン・ウント・バーディ

シェン保険（「WüBa」）のドイツの損害保険子会社であるドイッチュ・フェルズィチェルンク・ウント・リュ

クフェルズィチェルンク・アクツィエンゲゼルシャフト（「Darag」）をアウグルに売却

・　2008年12月22日、AIGはHSBの親会社であるHSBグループ・インクをミューニッヒ・リ・グループに売却

・　2009年1月13日、AIGはカナダのAIG生命保険会社をBMOフィナンシャル・グループに売却

・　2009年1月23日、AIGはAIGフィラム貯蓄銀行、フィラム・オート・ファイナンシング・アンド・リーシングおよ

びPFL ホールディングスをイースト・ウェスト・バンキング・コーポレーションに売却する契約を締結

・　2009年2月5日、AIGは、AIGリテール・バンク・パブリック・カンパニ－・リミテッドおよびAIGカード（タイ）

をアユタヤ銀行に売却

 

行政上の許認可を含む特定の締結条件を充たすことに従い、AIGは、契約に基づく売却の完了は2009年上半期と予想

している。2008年12月31日時点におけるこれらの事業の総資産および負債価額は、約141億ドルおよび約126億ドル

である。これら事業の総売却益は各企業間の融資資金への充当後、28億に上ると予想されている。これらの８つの取

引は、保険関連会社の資本要件に勘定した後、連銀融資枠の残存借入金額を返済のため、現金で売却益（純額）21億
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ドルを創出すると予想される。
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AIGは、第三者の資産を管理する機関投資家向けの資産運用事業の売却を予定している。前記売却予定の事業から

は、AIG保険子会社のために従来からの確定利付き収益ならびに短期デューレーション資産および負債の管理を提

供する事業は、除外される。これら資産運用事業の選出により、残存する資産運用事業および売却される資産運用事

業間での事業共有の調整の確立、ならびにこれら事業の買手とともに決定される、新たな資産運用契約の確立が必

要とされる。

 

AIGFPはその事業およびポートフォリオを縮小するにつき、複数の段階から成るプロセスを実施している。そのプロ

セスと関連して特定の資産が売却されてきており、または現在売却される契約の下にある。これらの売却益はAIGFP

の流動性のために使用される予定であり、上記金額には含まれていない。NY連銀は、連銀融資枠に基づくこれら売却

益の強制的返済としての充当に関するNY連銀与信契約の要件を放棄し、これによってNY連銀によるAIGへの貸付コ

ミットメントが永久的に削減される予定である。その代わり、NY連銀は、完了した売却益を保持する許可をAIGFPに

与え、連銀融資枠の条件に基づく将来の再借入のために利用される返済額とともに当該売却益を連銀融資枠への任

意返済に使用する旨を要求した。AIGFPはまた、適宜の時期において契約解除を行っている。AIGFPは、現存するポー

トフォリオのヘッジ、リスク回避、通貨、利息およびその他関連事業に伴うマーケット・リスクのヘッジのみを目的

として新たなデリバティブ取引を締結している。AIGFPのデリバティブ契約が長期デューレーションであり、また

AIGFPのポートフォリオは複雑な性質を有するため、AIGは、順調に縮小するにはかなりの時間が必要と見ている。縮

小実施にかかる費用は、多くの要素に起因し、その要因の大部分は、市況、市場での取引相手方を通したAIGFPの市場

へのアクセス、流動性の利用および更なる格付けの引下げの可能性等を含め、AIGFPの制御可能な範疇を超えている

ものである。

 

AIGは、全体的な市況、売却する事業の業績、競争会社の市場および事業での実績、ならびに資産の買手となる可能性

のある者について査定を続けている。これらの査定をすることで、意思決定機関は、資産売却の時期と方法を知るこ

とができる。AIGは、資産処分プロセスにおいて、AIGおよび米国納税者の価値を最大化するよう、上記の通り市場お

よび事業状況にあわせて売却方針を変更する。当該変更により、追加の資産またはその他資産の売却が可能となる。

 

財務会計基準第144号「長期性資産の減損または処分に係る会計処理」（「FAS第144号」）に従い、AIGが売却のた

めに保有する事業を分類するには特定の基準を充たすことが必要である。2008年12月31日に、AIGの資産処分計画に

含まれるAIGの重要な事業に関して、FAS第144号中の売却目的の保有基準が充たされなかった。

 

経費削減ならびに現金および資本の保全
 

AIGは、重要な企画を再考するための計画を改善した。外部のサービス提供者へのキャッシュ・アウトフローを削減

することで、利用可能な内部資源の流動性を改善する上で裁量的でありまたは不可欠でない計画を排除、延期また

は縮小した。AIGは資本保全のため、普通株式に対する配当も停止した。

 

親会社および子会社の流動性
 

AIG（親会社）
 

2009年2月18日時点において、AIG（親会社）の有する資金源は以下の通りである。

 

・　連銀融資枠に基づく利用可能な借入、248億ドル

・　CPFFに基づく利用可能なコマーシャル・ペーパーによる借入、7.53億ドル

・　現金および短期投資、11億ドル

 

上記資金源は、AIG、NY連銀および米国財務省のとの間で締結が予定されている流動性に関する調整を実行する際に

補充される。その結果、AIGは親会社のレベルにおいて、少なくとも来る12ヶ月間の債務の返済について十分な流動

性を有すると確信している。ただし、AIGの現金需要が予期された額を超えない保証は無い。AIGFPでの追加担保要

求、AIGの信用格付けの更なる引下げ、またはAIG子会社の資本もしくは流動性に関する予想外の需要により、大幅な
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2008年第４四半期以来、AIG は公債市場を通じて、従来型の長期または短期の資金調達源を利用していない。更に、

AIGの現在の普通株式の株価を考慮すると、AIGが、予見可能な将来において、株式を市場で発行することは見込まれ

ない。

 

従来から、AIG は、その債務支払の資金を調達する上で、子会社からの配当、分配およびその他の支払いに依拠して

きた。AIG の現在の金融市況を考慮すると、規制対象の子会社は、AIGに配当の支払いまたは資金を提供することが

制限される。キャッシュ・フローは主に債務元利払いおよび子会社への資金提供に使用される。2008年中、親会社と

してのAIGは、子会社（主に、保険子会社）からの配当およびその他支払いにより、27億ドルを回収、債券128億ドル

を発行、および債券（ただし、MIPおよびシリーズ型のAIGFP債務証券を除く。）32億ドルを償還した。MIPおよびシ

リーズ型のAIGFP債務証券を除き、AIG（親会社）は、総額15億ドルの利払い、および子会社に対する正味272億ドル

の資本拠出を行った。AIGは、2008年9月に配当を停止するまで、2008年には、株主に対し17億ドルの配当を支払った。

 

親会社としてのAIGは、AIGファンディングが発行したコマーシャル・ペーパーを通じて、短期稼動資本の需要の一

部に対し資金を提供している。2008年10月以来、AIGファンディングにより発行されたコマーシャル・ペーパーは、

全てCPFFプログラムを通して発行されている。2008年12月31日時点において、AIGファンディングは、平均償還期間

を32日とする発行済みコマーシャル・ペーパー69億ドルを保有しており、その内66億ドルがCPFFを通じて発行され

た。

 

AIGの流動性は、予見不可能な著しいキャッシュの流出により更に損失を被るおそれがある。かかる状況は、広範囲

における一般的な市場の減退または第三者またはAIGに影響を及ぼす運営上の問題といった、AIGの制御不可能な事

情に起因して発生する可能性がある。規制上およびその他法的な制限により、AIGは子会社との自由な資金移動を制

限される可能性がある。

 

損害保険

 

AIGは現在、損害保険子会社が、事業運営および必要な範囲内での資産処分によるキャッシュを通じて、履行期の到

来する債務の返済を継続するものと考えている。しかしながら1つ以上の災害の発生により、影響を受ける損害保険

事業へのAIGによる追加支援の提供が必要となる可能性がある。また、AIGの信用格付けが更に下がった場合、当該子

会社の保険会社としての保険業者の財務格付けが圧迫される恐れがある。保険子会社の保険業者の財務力が格下げ

されると、保険契約者による非更新または解約が発生し、各子会社の債務返済能力に悪影響が及び、当該子会社への

AIGによる資本または流動性についての支援が必要となる可能性がある。

 

損害保険事業の営業活動によるキャッシュ・フローは、保険引受活動および投資活動の２つの源泉からもたらされ

る。保険引受活動によるキャッシュ・フローには、定期的な保険料の徴収および再保険料、保険金、給付金、保険獲得

費用および営業費用を差し引いた出再保険金回収額が含まれる。通常は、保険料徴収時と保険金や給付金が支払わ

れる時点との間には時間差がある。投資活動によるキャッシュ・フローは、主として受取利息と配当金によるもの

であるが、投資資産の満期償還金および返済金が含まれている。

 

損害保険事業に関しては、保険金の支払いが加速し、現在の営業活動によるキャッシュ・フローでは保険金の支払

いをまかなえない場合、AIGは、損害保険事業の投資ポートフォリオの一部を換金、または/および資金調達を試みる

必要が生じる。複数の大規模な災害が比較的短期間に発生すると、流動性に支障が生じるおそれがある。こうした保

険金の支払いに充てるために売却される投資資産が、低迷する市場で売却される場合、あるいは保険金の支払いに

対する出再保険金回収見込額が回収できなくなり、出再保険金回収見込額の裏付けとなる担保物の価値が大幅に下

落した場合は、流動性について一層の負担が生じることになる。

 

2008年12月31日、損害保険事業は現金および短期投資により117億ドルの流動性を有していた。追加の流動性が必要

となる事態が生じた場合、経営陣は、エクイティ証券ならびに国債および社債の実質的な持分を一部売却すること

で当該流動性を提供できるものと考えている。国債および社債は2008年12月31日時点の満期固定証券投資総額の

97.6％を占めている。AIGの損害保険投資ポートフォリオの規模および流動性を踏まえて、AIGは、ポートフォリオの

業績が、予想保険金請求額と異なっても、重大な流動性リスクが生じるおそれはないと考える。AIGの資産および負
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債管理手続きでは、投資の予想満期およびこれらの債務特有の性質およびリスク・プロフィールが検討される。こ

れまでAIGの損害保険投資の満期および保険金の請求を受ける時期に大きなずれは生じなかった。
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2008年12月31日時点において、AIGは信用状16億ドルおよび積み立てられた信託財産29億ドルを準備し、AIG損害保

険グループ子会社が、許可を受けていない保険会社が提供する再保険の利用できるよう、許可を受けた余剰信用の

取得を可能とした。2010年12月31日時点で信用状の大部分が解約可能となる。AIGが当該信用状を更新または取替そ

の他同等の財務支援を取得することができない場合、当該損害保険会社の法定剰余金が削減される。AIG損害保険グ

ループは、返済済み、かつ買付けまたは満期償還のために預託されている地方債62億ドルの持分を通じて、投資ポー

トフォリオの流動性を維持している。これらの持分の満期は10年以下であり、米国財務省または受託者が預託し保

有している政府系機関証券により担保されている。かかる地方債持分は、2008年第４四半期に発生した市場の崩壊

においても、重要な未実現利益および確かな流動性を有する。

 

生命保険およびリタイヤメント・サービス
 

生命保険およびリタイヤメント・サービス事業の営業活動によるキャッシュ・フローは、保険引受活動および投資

活動からもたらされる。保険引受活動によるキャッシュ・フローには、定期的な保険料および保険契約預り金の徴

収、ならびに再保険料、保険金、給付金、保険獲得費用および営業費用を差し引いた出再保険金回収額が含まれる。通

常は、保険料徴収時と保険金や給付金が支払われる時点との間には時間差がある。投資活動によるキャッシュ・フ

ローは、主として受取利息と配当金によるものであるが、投資資産の満期償還金および返済金が含まれている。親会

社としてのAIGからの拠出金も資金源を構成している。

 

生命保険およびリタイヤメント・サービス事業の債券ポートフォリオのかなり部分の価値が大幅に下落し、債務不

履行が生じた場合、これらの事業に対するAIGによる資本または流動性上の支援の提供が必要となる場合がある。保

険契約者による解約およびその他解除が、AIG特有の懸念を含む様々な要因により著しく増加すると、流動性は著し

く圧迫を受ける。このような流動性の負担を生じさせるおそれのある事態とは、AIGの生命保険およびリタイヤメン

ト・サービス事業が展開する国や地域における経済の破綻、国有化、災害、テロ攻撃、またはその他の経済的、政治的

混乱などである。

 

2008年12月31日、生命保険およびリタイヤメント・サービス事業は現金および短期投資により323億ドルの流動性

を有していた。追加の流動性が必要となる事態が生じた場合、経営陣は、エクイティ証券ならびに国債および社債に

対する大幅な持分の一部売却により当該流動性を提供できるものと考えている。国債および社債は2008年12月31日

時点の満期固定証券投資総額の84.8％を占めている。AIGの生命保険およびリタイヤメント・サービス事業投資

ポートフォリオの規模および流動性を踏まえて、AIGは、ポートフォリオの業績が、予想保険金請求額と異なっても、

重大な流動性リスクが生じるおそれはないと考える。AIGの資産/負債管理手続きでは、投資の予想満期および予想

給付金・保険解約金ならびにこれらの債務特有の性質およびリスク・プロフィールが検討される。生命保険および

リタイヤメント・サービス子会社は、2008年９月半ばから2008年度末にかけて発生した解約の増加の最中において

も、資金需要を充たしており、今後予見可能な将来においても充足を継続することが予測される。

 

米国外生命保険
 

AIGの米国外生命保険会社（ALICOを含む。）では、親会社たるAIGの流動性問題の発表、関連する信用格付けの格下

げ、および株式市場の下落を反映して、資本の需要が著しく高まった。2008年中、AIGは米国外生命保険子会社に44億

ドルを提供した(その内40億ドルは連銀融資枠に基づく借入による。)。台湾では、株式市場および外国為替の動向に

おいて下落傾向が続き、2008年にAIGはナンシャンに約18億ドルを提供した。AIGは、主にAIGの普通株式の価格が激

しく下落したため、香港および日本での米国外生命保険事業を支援するため26億ドルの資本を拠出した。

 

AIGは、米国外生命保険子会社は2009年の事業計画を支援するのに十分な資本を有していると考えている。ただし、

米国外生命保険の投資ポートフォリオが市況から悪影響を受ける範囲内において、これらの子会社に対するAIGの

追加資本の拠出が必要となる可能性がある。
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米国内生命保険および米国内リタイヤメント・サービス会社
 

米国内生命保険および米国内リタイヤメント・サービス会社は、２つの主要な資金需要が存在する。即ち、解約への

資金提供、および法定の一時的ではない減損費用を相殺するための資本の獲得である。現在の解約率に基づくと、

AIGは、米国内生命保険および米国内リタイヤメント・サービス会社はその解約に伴う資金提供と減損費用の相殺

をするのに十分な資金源を有すると考えている。ただし、解約が増加すると、これらの会社の流動性は圧迫を受け、

資産売却またはAIGからの資金提供が必要となる場合がある。

 

2008年12月31日に終了する事業年度中および2009年２月27日まで、AIGは、正味実現キャピタル・ロス（主として、

一時的ではない減損費用から発生する。）の結果としての資本損失の一部の代わりに、特定の米国内生命保険およ

び米国内リタイヤメント・サービス会社に総額227億ドルの資本拠出を行った（その内180億ドルは連銀融資枠に

基づく借入による。）。今後さらに正味実現キャピタル・ロスが生じる範囲内において、資金提供が要求される可能

性がある。

 

金融サービス事業
 

AIGの主たる金融サービス子会社はILFC、AIGFP、AGFおよびAIGCFGである。当該事業の資金需要を充たすための従来

からの資金源は、概してもはや利用不可能である。かかる資金源には、保証投資契約に基づく長・短期債券の発行、

コマーシャル・ペーパーの発行、銀行借入および銀行からの融資が含まれる。しかしながら、AIGCFGは顧客預金の大

部分を保持することができ、流動性問題の措置を提供した。

 

ILFC
 

航空機購入資金の調達および満期の到来した債務返済のためのILFCの従来からの資金源は、リース賃料の回収およ

び公社債市場からの借入である。航空機の売却益により追加資金が提供される。

 

2008年９月、ILFCによる公債市場での借入が不可能となり、与信枠に基づき利用可能な65億ドル全てを借入れた。

ILFCはCPFFへの参加が認められ、2008年12月31日時点においてCPFFに基づき約17億ドルを借入れている。しかしな

がら、2009年１月21日、スタンダード・アンド・プアーズ（「S&P」）はILFCの短期信用格付けを引下げた。その結

果ILFCのCPFFへのアクセスが不可能となった。ILFCがCPFFに基づき借入れた17億ドルの返済期限は2009年１月28日

であり、同日に返済された。ILFCは現在、担保貸付を模索している。ＩＬＦCは現在の融資および契約に基づき、50億

ドルを超える担保貸付を締結する能力を有する。AIGは、ILFCの当該能力が制限される限り、以上の借入および営業

活動からのキャッシュ・フロー（航空機売却を含む。）は、ILFCが2009年度の債務を返済する上で不十分であると

予測している。したがって、残余部分についてはAIGが追加の資産売却または資金提供により支援を行う必要がでて

くる可能性がある。

 

ILFCの長期債務格付の格下げにより、輸出与信枠の条項の下で、当該与信枠に基づく航空機資金提供に関連する保

証預かり金および維持準備金を分別口座に分別するよう通知を受けた。ILFCには当該通知の受領後90日の猶予が与

えられ、2008年12月31日後、ILFCは預かり金および維持準備金を約2.60億ドル分別した。与信枠に基づき分別するべ

き金額は、関連する預かり金、維持準備金および満期債務証券の変更に伴い変動する。更に格下げされると、支払賃

料の分別等を含め与信枠に更なる制限が課され、分別口座から資金を引出すために事前の同意を必要とする可能性

もある。

 

AIGFP
 

AIGFPは、従来、社債の発行、GIAに係る借入およびストラクチャード・ファイナンス取引を通じて、営業活動に資金

を調達していた。

 

2008年下半期に、AIGFPによる従来の資金源へのアクセスは著しく制限され、資金の需要を充たすために親会社であ

るAIGへ依拠することとなった。AIGFPの資産担保コマーシャル・ペーパー・コンジットであるカーゾン・ファン

ディング・エルエルシーは、借入総額72億ドルを上限として、CPFFへの参加を認められた。2009年２月18日時点にお

ける未払借入額は約68億ドルである。AIGFPにより連結されていないが支援を受けている仕組み投資ビークル

であるナイティンゲール・ファイナンス・エルエルシーもまた、11億ドルを借入上限とするCPFFへの参
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加が認められた。2008年２月18日時点で、本ビークルのCPFFに基づく未払借入額は約11億ドルである。
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AGF

 

AGFの従来からの流動性充足のための資金源は顧客に対する債権の回収および市場での借入である。

 

2008年９月、AGFによる公債市場からの借入は不可能となり、主要な与信枠に基づき利用可能総額46億ドルを引き出

した。AGFはその営業活動および債務返済の資金源は顧客債権の回収であると考えている。キャッシュ・フローの改

善のためAGFは貸付業務を制限し、経費管理を行う予定である。更に、AGFは特定の金融債権の売却および証券化貸付

を模索している。AIGは、AGFの既存の資金源はAGFの2009年の債務およびその他義務を履行する上で不十分であると

考えている。したがって、AIGは残余部分についてはAIGが追加の資産売却または資金提供により支援を行う必要が

でてくる可能性がある。

 

AIGCFG

 

2008年９月中、AIGCFGでは、香港において多額の預金の引き出しが発生した。AIGCFG子会社は、これらの解除および

その他現金の需要を充足するため、2008年９月および10月にAIGから16億ドルを借入れた。2008年第４四半期の残期

間中、その他多額の資金調達は必要とされなかった。

 

2008年11月以降、AIGCFG子会社は認識されたリスクの低下、およびAIGCFG事業体が営業活動を行う国の様々な規制

当局により提供された預金保険支援により、多額の預金残高を維持することができた。

 

AIGは、AIGCFGの資金需要は安定しているが、新規顧客および取引相手方についての懸念が存在することにより、

2009年にAIGCFGの資金需要は大幅に増加すると考えている。2009年２月18日まで、AIGCFGは台湾、タイおよびフィリ

ピンでの事業の一部を売却する契約を締結した。

 

資産運用事業

 

資産運用事業の資金は、一般的な稼動資本、当初保有目的で取得した所有持分に関連した投資契約、契約上の資本拠

出義務、AIGグローバル・リアル・エステートの所有持分およびスプレッドに基づく投資事業の資金の差額のため

に必要とされる。機関投資家向けの資産運用事業関連の資金需要は、投資先ファンドからの管理報酬、業績報酬およ

び事象（第三者に対する資本の要求およびポートフォリオ会社の売却等）に起因する営業活動からのキャッシュ

・フローから得られる売却益、ならびにAIGによる会社間融資を通じて充たされる。したがって、資産運用事業がそ

の需要を充たすことができるか否かは、AIGによる様々な会社間融資の立替に依拠する可能性がある。当該融資に対

する制限は、事業が各債務を返済する上で悪影響を及ぼす可能性がある。AIGグローバル・リアル・エステートの投

資活動では、関連する資産により担保された第三者貸付によっても資金調達が行われる。

 

GICおよびMIPプログラムは廃止される。AIGは当該プログラムに基づく債務のため、投資資産（元本および利息）お

よび主に満期固定証券から成る投資資産の売却から創出したキャッシュ・フローの充当を考えている。しかしなが

えら、投資ポートフォリオの流動性および価値の下落により、AIGによる関連プログラム資産の売却もしくは履行期

の到来した債務を決済するのに十分な価格での当該資産の売却に悪影響を及ぼす可能性がある。その様な場合、AIG

は親会社として支払に資金を提供する必要が生じる。
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借入金

 

借入金総額は以下の通りである。

 12月31日現在

 2008年 2007年

 (単位:百万ドル)

AIGによる借入金：
 

 

　　連銀融資枠（担保付）
$40,431

$-

　　社債 11,756 $14,588

　　下位劣後社債 11,685 5,809

　　エクイティ・ユニットに帰属する下位劣後社債 5,880 -

　　借入金およびモーゲージ債務 416 729

　　MIPに対応させた社債 14,446 14,267

　　シリーズAIGFPに対応させた社債 4,660 874

　　AIGの借入金合計 89,274 36,267

AIGが保証している借入金：   

AIGFP(a)   

　　コマーシャル・ペーパー(b) 6,802  

　　GIA 13,860 19,908

　　社債 5,250 36,676

　　借入金およびモーゲージ債務 2,175 1,384

　　ハイブリッド金融商品に関連する債務(c)
 

2,113 7,479

　　AIGFPの借入金合計 30,200 65,447

AIGファンディング・インクのコマーシャル・ペーパー(b) 6,856 4,222

AIGLHの社債 798 797

信託優先株式に関連する債務 1,415 1,435

AIGによる、またはAIGが保証している借入金合計 128,543 108,168

AIGが保証していない借入金：
  

ILFC   

　　コマーシャル・ペーパー(b) 1,748 4,483

　　下位劣後社債 999 999

　　社債(d)
 

30,047 25,737

ILFCの借入金合計 32,794 31,219

AGF   

　　コマーシャル・ペーパーおよび延長可能商業手形 188 3,801

　　下位劣後社債 349 349

　　社債 23,089 22,369

AGF借入金合計 23,626 26,519

AIGCFG   

　　コマーシャル・ペーパー 124 287

　　借入金およびモーゲージ債務 1,596 1,839

AIGCFG借入金合計
1,720 2,126

その他の子会社 670 775

連結投資法人の借入金：   

　　A.I.クレジット(e)
 

- 321

　　AIGインベストメント 1,300 1,636

　　AIGグローバル・リアル・エステート・インベストメント 4,545 5,096

　　AIGサンアメリカ 5 186

　　アリコ - 3

　　連結投資法人の借入金合計 5,850 7,242

AIGが保証していない借入金合計 64,660 67,881

連結：

　　コマーシャル・ペーパーおよび延長可能商業手形合計

 

613

 

$13,114

　　NY連銀のコマーシャル・ペーパー・ファンディング・ファシリ

ティ
15,105  
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　　長期借入金合計 177,485 162,935

　　借入金合計
$193,203 $176,049
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(a)　2008年においてAIGFPの借入金は公正価値により計上されている。

(b)　2008年12月31日現在における、CPFFに基づくAIGFP(AIGFPの資産担保コマーシャル・ペーパー・コンジットで

あるカーゾン・ファンディング・エルエルシーによる。) 、AIGファンディングおよびILFCの借入金である、そ

れぞれ68億ドル、66億ドルおよび17億ドルを含む。

(c)　公正価値評価オプションに基づき会計処理が行われているAIGFPが発行する仕組債を示している。

(d)　2008年および2007年の各12月31日現在における輸出与信枠からの借入金としてそれぞれ24億ドルおよび25億

ドルが含まれている。

(e)　A.I.クレジットの債権をもって担保される変動持分事業体が発行するコマーシャル・ペーパーを示している。

 

長期債務

 

連結投資事業体の借入金を除く長期借入金は、以下の通りであった。

2008年12月31日に終了した事業年度

 2007年

12月31日

現在の残高

発行額 満期および

返済

為替の影響 その他

現金によらない

変更(b)

2008年

12月31日

現在の残高

（単位：百万ドル）

AIGによる借入金       

　　連銀融資枠 $- $96,650$(59,850) $- $3,631$40,431

　　社債 14,588 - (2,700) (1) (131) 11,756

　　下位劣後社債 5,809 6,953 - (1,078) 1 11,685

　　エクイティ・ユ

ニットに帰属

する下位劣後

社債

- 5,880 - - - 5,880

　　借入金および

モーゲージ債

務

729 457 (762) 8 (16) 416

　　MIPに対応させ

た社債

14,267 - (194) (38) 411 14,446

　　AIGFPに対応さ

せた社債

874 3,464 (198) - 520 4,660

AIGFP(a)       

　　GIA 19,908 5,070 (16,576) - 5,458 13,860

　　ハイブリッド金

融商品に関連

する債務

44,155 63,803 (99,531) - (1,064) 7,363

　　借入金および

モーゲージ債

務

1,384 9,254 (8,512) - 49 2,175

AIGLHの社債 797 - - - 1 798

信託優先株式に関

連する債務

1,435 - (19) - (1) 1,415

ILFCの社債 25,737 9,389 (4,575) (507) 3 30,047

ILFCの下位劣後社

債

999 - - - - 999

AGFの社債 22,369 5,844 (4,659) (427) (38) 23,089

AGFの下位劣後社

債

349 - - - - 349

AIGCFGの借入金お

よびモーゲー

ジ債務

1,839 2,278 (2,431) (214) 124 1,596

その他子会社 775 23 (165) 26 11 670

合計 $156,014$209,065$200,172$2,231 $8,959$171,635

(a)　2008年においてAIGFPの借入金は公正価値により計上されている。
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(b)　「金融資産および金融負債の公正価値オプション」（「FAS第159号」）の導入による公正価値の変更および

累積的影響、ならびに連銀融資枠に基づく手数料および発生した複利36.3億ドルを含む。
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AIG(親会社)
 

AIGは、自社および子会社の一般事業資金およびMIPの必要な資金調達を行うために、従来、債務証券を随時発行して

いた。MIPに資金を投入するためにAIGが発行した債務証券の満期には、AIGがMIPポートフォリオの一部として保有

する資産のキャッシュ・フローの使用が予測される。しかしながら、MIPのキャッシュ・フローの流入および流出時

期の不一致ならびにMIP資産の減損による不足のため、親会社たるAIGによる資金提供が必要となる可能性がある。

 

2008年８月18日、AIGは、ルール144A/レギュレーションS募集に基づき、元本総額32.5億ドルの上位無担保社債を売

却した。当該社債の金利は年率8.25％で、2018年に満期を迎える。当該社債の売却益はAIGFPの一般事業資金に充て

られ、当該社債は上記表中「AIGFPに対応させた社債」に含まれる。AIGは、効力を有する発行登録に基づき、当該社

債の発行日以降360日以内の社債の交換提供を目指し、商習慣に基づく適切な努力を尽くす旨、合意している。

 

2008年12月31日現在、AIGは中期社債プログラムのもとで元本約75億ドルの優先社債を発行しており、このうち32億

ドルは、AIGの一般事業資金、8. 93億ドルはAIGFPによる用途（上記表の「シリーズAIGFPに対応させた社債」）お

よび34億ドルは、MIP資金に充てられた。これらの社債は、2009年から2052年の間に満期を迎える。AIGは、適切とみな

す限り、より有効な方法でこれらの社債に基づく借入れを行うためにスワップ取引を行うこともある。

 

2008年12月31日現在、ユーロ中期社債プログラムのもとで120億ドル相当の社債が発行されており、このうち97億ド

ルは、MIPの資金に充当され、残額はAIGの一般事業資金に充てられた。発行額総額には、米ドルに換算した結果生じ

た損失5.88億ドルが含まれ、このうち1,000万ドルの利益はAIGが一般事業資金のために発行した社債に起因し、

5.88億ドルの損失は、MIPの資金に充てるために発行された社債に起因する。AIGは、外貨建て社債から発生する為替

エクスポージャーを経済的にヘッジした。

 

2008年５月にAIGは、（i）１株当たり38ドルでAIG普通株式196,710,525株を公募により、(ii) １ユニット当たり75

億ドルでエクイティ・ユニット7,840万ユニットを公募により、かつ（iii)３つのシリーズの未登録販売下位劣後

社債69億ドルを、売却することで総額約200億ドルの資金調達を行った。エクイティ・ユニットおよび劣後社債は、

主要格付け機関により各機関の現行の方針に基づくハイブリッド株式会計処理を受けるが、連結貸借対照表におい

ては長期借入として記録されている。エクイティ・ユニットは、AIGの劣後社債の持分、ならびにエクイティ・ユ

ニット保有者が2011年の３日間において変動するAIG普通株式数（これらの株式、最大154,738,080株および最低

128,944,480株は希薄化防止調整に付される。）を購入し、また、AIGがこれを販売する義務を設定する契約から成

る。

 

2007年および2008年中、AIGは、８つのシリーズに分けて米ドル、英ポンドおよびユーロによる総額125億ドルの下位

劣後社債を発行した。下位劣後社債の各シリーズの発行に関連し、AIGは2036年に満期となる6.25％優先社債保有者

のために代替資本誓約（「RCC」）を締結した。RCCに基づき、AIGはAIGが代替資本証券を発行して適格な収益が得

られない限り、適用のある下位劣後社債のシリーズを期限前に返済、償還もしくは買取らない旨規定している。

 

2007年10月、AIGは、第三者の銀行との間のローン契約に基づき、無担保で総額5.00億ドルを借り入れた。2008年９月

30日現在、当該ローンの全額が返済された。

 

AIGFP
 

2009年12月31日までに満期の到来する約31億ドルのAIGFPの社債は負債を担保する資産により完全に保証されてい

る。しかしながら、資産のキャッシュの流入および負債に関するキャッシュの流出の時期が異なることにより、履行

期の到来した債務を返済するために資産の売却が必要となる場合がある。市況および当該時点におけるAIGFPの資

産売却の能力に従い、売却益は履行期の到来した債務を全額返済するのに十分でない可能性がある。不足が生じた

場合、親会社であるAIGが資金提供する。
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ILFC
 

ILFCは、2001年に納められた航空機約75機の購入に関連して利用するために43億ドルの輸出与信枠を有していた。

この与信枠は、様々なヨーロッパの輸出信用機関により保証されていた。この10年償却の借入金に係る金利は、航空

機の納期により5.75％から5.86％の間で異なっている。2008年12月31日現在、ILFCには同与信枠に基づく借入金残

高が3.65億ドルあった。この債務は、与信枠に基づいた資金により購入した航空機に対して所有権を有するILFCの

子会社の株式の差入により担保されている。

 

ILFCは2009年5月31日までに納入されるエアバス航空機の購入に関連して利用するために36億ドルを上限とした類

似の仕組み輸出与信枠を得た。この与信枠は、暦上の将来に様々なヨーロッパ輸出信用機関が航空機について保証

を供与するものとして利用可能となり、利息は入札をもって決定される。金利は、LIBORベースでスプレッドを

（0.04％）から0.90％の範囲で設定するか、4.2％から4.7％の間で固定金利を設定するかのいずれかである。2008

年12月31日現在、ILFCには同与信枠に基づく借入金残高が21億ドルあった。この債務は、与信枠に基づく資金により

購入した航空機の所有権を有するILFCの子会社の株式の差入により担保されている。この与信枠に基づく借入れ

は、上記の長期借入金明細表の「ILFCの社債」に含まれている。

 

2008年12月31日現在、ILFCは、総額76億ドルを銀行から借入れており、かかる借入債務は2012年2月までに満期を迎

える。その金利はLIBORベースであり、スプレッドは0.30％から1.625％の間である。2008年12月31日現在、金利は

2.15％から4.36％の範囲内にて変動している。AIGは、ILFCの如何なる債務も保証していない。

 

AGF
 

2008年12月31日現在、満期が2009年から2031年にわたり、金利が0.23％から９％に及ぶ社債が総額231億ドル発行さ

れていた。AGFは、これらの債券の発行による借入金利を管理するために適切と考えられる範囲でスワップ取引を行

うこともある。

 

AIGはAGFの如何なる債務も保証しないが、AGF364日シンジケート融資に基づくAGF貸付人の利益のため資本支援契

約を提供した。本支援契約に従い、AIGは、各四半期末日時点でのAGFに（１）連結正味資産22億ドルおよび（２）

８：１以下の有形レバレッジ比率（調整済み）を維持させることに同意している。

 

リボルビング融資契約
 

AIG、ILFCおよびAGFは、各社のコマーシャル・ペーパー・プログラムおよび一般事業資金をまかなうために確約さ

れた無担保リボルビング融資契約（以下の表に記載されている。）を締結している。以下に注記された通り、いくつ

かの融資には、借主が満期において借り入れている金額を１年ローンに転換することを選べる「タームアウトオプ

ション」条項が含まれている。

 

ILFCおよびAGFは各リボルビング融資契約に基づき利用可能な全額を借入れている。AIGのシンジケート融資には、

AIGが少なくとも500億ドルの総株主資本（GAAPに合致した連結ベースによる計算）を常時維持するよう要求する

コベナンツ条項が含まれている。いかなる場合であれAIGの総株主資本レベルが当該水準に達しない場合、AIGの当

該融資の利用は不可能となる。更に、当該各融資契約において債務不履行事由が発生した場合（AIGの総株主資本が

500億ドルに達しない場合も含む。）、銀行による当該融資契約の解除が可能となり、その結果AIGは、保険子会社に

よるグループ会社間再保を法定上認識するため入手した信用状約27億通を担保に供さなくてはならない。
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2008年12月31日現在

(単位：百万ドル)

 

融資枠
融資限度

額
借主 融資可能額 満期

1年ロー

ン

転換条

項

AIG：      

　　364日シンジケート・

ローン(a)
$2,125AIG／AIGファンディング(b) $2,1252009年7月有

　　5年シンジケート・ロー

ン(a)
1,625AIG／AIGファンディング(b) 1,6252011年7月無

AIG合計 $3,750  $3,750   

ILFC:      

　　5年シンジケート・ロー

ン
$2,500ILFC $-2011年10月無

　　5年シンジケート・ロー

ン
2,000ILFC - 2010年10月無

　　5年シンジケート・ロー

ン
2,000ILFC - 2009年10月無

ILFC合計 $6,500  $-   

AGF:      

　　364日シンジケート・

ローン

$2,450

 

アメリカン・ジェネラル・

ファイナンス・コーポレーション

$-

 

2009年7月

 

有

 

　　  
アメリカン・ジェネラル・ファイ

ナンス・インク(c)
-   

　　5年シンジケート・ロー

ン

2,125

 

アメリカン・ジェネラル・

ファイナンス・コーポレーション

-

 

2010年7月

 

無

 

AGF合計 $4,574  $-   

(a)　2008年10月５日時点においてリーマン・ブラザーズ・バンクFSB（LBB）の親会社であるリーマン・ブラザー

ズ・ホールディングズ・インク（LBHI）は倒産保護を申し立てした。LBBはAIGの364日シンジケート・ローン

および５年シンジケート・ローンの貸主であり、当該各ローンに基づきそれぞれ1.00億ドルおよび4,250万ド

ルの提供を約定した。LBBはLBHIの倒産申立に含まれていないが、当該各ローンに基づくLBBによる約定の履行

がなされるかにつきAIGは確証できない。

(b)　AIGに保証されている。2008年９月にAIGキャピタル・コーポレーションはシンジケート・ローンの借主から除

外された。

(c)　AGFの借入限度額は、4.00億ドルの限度である。
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信用格付
 

AIGおよびその子会社の無担保借り入れのコストおよび融資を受けられる状況は、通常は、その短期債務および長期

債務の格付けによって左右される。以下の表は、AIGおよびその特定の子会社の2009年2月18日付けの格付けを示し

ている。最初の各格付けの下のかっこ書きには、当該格付け機関独自の格付けの中における格付けの比較ランキン

グが記載されている。このランキングは、一般的または主な格付け分類のみについて示されており、当該一般的また

は主要な格付け分類内における相対的な位置を示すために格付け機関によって付される付記修正値については考

慮されていない。

 

 短期債務 長期優先債務

 ムーディーズ S&P フィッチ  
ムーディーズ

(a)
 S&P(b)フィッチ(c)

 

AIG
P-1(３段階中の1

番) (g)

A-1

(8段階中の1

番)(e)

F1

(5段階中の1

番)

 

A3

(9段階中の3

番) (g)

A-

(8段階中の3

番) (e)

A

(9段階中の３

番)

AIGフィナンシャル

・

プロダクツ・コー

プ(d)
 

P-1 (g) A-1(e) -  A3(g) A-(e) -

AIGファンディング

(d)
P-1 (g) A-1(e) F1  - - -

ILFC

P-2(３段階中

の2番)

(h)

A-2(8段階中の

２ 番 )

(f)
F1（ｊ） 

 
Baa1(9段階中の4

番) (h)

BBB+(8段階中の4

番)
 
(f)
 

A(ｊ)

アメリカン・ジェ

ネラル・ファイナ

ンス・コーポレー

ション

P-2(i)

B(8段階中の4

番) F 1

（ｊ）

 Baa1(g)
BB+(8段階中の5

番)(i)

BBB

(9段階中の4

番)(j)

アメリカン・ジェ

ネラル・ファイナ

ンス・インク

P-2(g)

A-3

（8段階中の

３番）

F 1

（ｊ）
 - -

BBB(j)

(a)　ムーディーズの一般格付け分類の付記修正値1、２および3は、格付けの中の相対的な位置を示している。

(b)　S&Pの格付けは、主な格付け分類の中の相対的な位置を示すために、プラスまたはマイナスが付記されている。

(c)　フィッチの格付けは、主な格付け分類の中の相対的な位置を示すために、プラスまたはマイナスが付記されて

いる。

(d)　AIGは、AIGフィナンシャル・プロダクツ・コープおよびAIGファンディングの債務をすべて保証している。

(e)　クレジットウォッチ・ネガティブ

(f)　クレジットウォッチ・ディベロッピング

(g)　格下げの可能性により検討中

(h)　格付け不明により検討中

(i)　ネガティブ・アウトルック

(j)　レーティング・ウォッチ・エボルビング

 

上記格付けは、格付け機関の現在の評価である。したがって、この評価は、情報の変化もしくは不足またはその他の

事情により変更、停止または取り下げられる可能性がある。またAIGの経営陣の要請により、格付けが取り下げられ

ることもある。上記格付けの記述は、AIGおよびその子会社全ての格付けを網羅するものではない。

 

ある格付け機関の定義によると「格付けトリガー」とは、1社以上の格付け機関から付与される格付けの特定レベ

ルが満たされるか否かによって効果が発生する規定または契約をいう。格付けトリガーとは、一般的には(i)結果的
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に融資の中止または融資額が制限され、あるいは期限の利益が失われ、(ii)ビジネス上の契約が解除され、または

(iii)相手方の利益のために、相手方に追加的に担保を差し入れることが要求される事由に関連する。
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AIGFPのGIA、仕組み商品および金融デリバティブ取引の多くにおいて、AIGの長期債務の格付けが格下げされると、

AIGFPによる担保の差入れ、取引の相手方の同意を得た持分の譲渡もしくは返済、より高い格付けを有する債務者に

よる債務の代替保証の調達が要求される。また、AIGの特定の長期優先債務格付けにより、AIGもしくは相手方は契約

の解除を選択することができる。

 

かかる格下げが生じたときに、AIGFPが相手方に差し入れなければならない追加の担保額またはが要求されるAIGの

支払総額は、市況、影響を受けた取引の公正価値およびその他格下げされた時点の要因によって左右される。

 

契約債務

 

2008年12月31日現在における契約債務総額および満期到来時期は、以下の表の通りである。

   期間別支払額

2008年12月31日現在 支払合計額  1年未満 1年から3年
3年超から5年以

下
5年超

 (単位:百万ドル)

借入金(a) $131,204 $20,417$33,574 $18,607$58,606

連銀融資枠 40,431 - - 40,431 -

借入金の利息 81,860 5,361 9,281 22,832 44,386

支払備金(b) 89,258 24,546 27,224 12,942 24,546

保険および投資契約債務(c) 620,440 32,059 41,703 38,103508,575

GIC債務(d) 18,020 6,175 2,472 3,406 5,967

航空機購入契約債務 16,677 3,028 448 2,917 10,284

オペレーティング・リース 4,258 800 1,094 699 1,665

その他長期義務 562 228 308 12 14

合計(e)(f) $1,002,710 $92,614$116,104$139,949$654,043

(a)　コマーシャル・ペーパーおよび連結投資事業体の借入れを除き、公正価値で記録されるハイブリッド金融商品

債務を含む。

(b)　過去の支払傾向に基づき見積もられた将来の損失および損失調整費用。この見積もりに使用した仮定は変動す

ることから、実際に支払う金額は、表示された金額から大きく変更することがある。

(c)　保険および投資契約債務には様々な満期が設定されている投資タイプの商品が含まれている。これらの投資タ

イプ商品には、定期的な支払が要求されるものが含まれる。保険および投資契約債務には、給付および保険金債

務も含まれており、その大半の保険契約には満期がなく、将来結果的に保険金を支払わなくても済む保険契約

もある。このような保険契約については、(i)AIGは現在死亡または後遺症など保険金が支払われる事由が発生

するまで支払いを計上しておらず、(ii)生存を支払条件とし、(iii)AIGの支配が及ばない契約の解除またはそ

の他予想外の事由により支払義務が生じた金額を除いている。AIGは、死亡率、疾病率、将来の経過料率、費用、投

資収益および資金の金利、ならびにこれらを相殺する可能性のある保有保険契約から得られる預金および保険

料など重要な仮定を用いて、これらの保険契約の割引されていないキャッシュ・フローを見積もった。この見

積もりに使用した仮定は変動することから、実際に支払う金額は、表示された金額から大きく変更することが

ある。上記の表の金額は、割引前の金額であり、貸借対照表に含まれる将来の保険給付および保険契約者預金額

を超えている。

(d)　GICに基づき満期を迎えた債務を示している。

(e)　認識すべき時期が不明確である未認識税控除34億ドルを反映していない。

(f)　AIGFPは、AIGFPのクレジット・デフォルト・スワップの大部分は指定されたローンおよび債務証券のポート

フォリオに信用保護を提供しなくてはならない。2008年12月31日現在において、デリバティブ義務の解消によ

り実現された額を控除した、AIGFPスーパー・シニア・マルチセクターCDOクレジット・デフォルト・スワップ

・ポートフォリオに関連する公正価値デリバティブ負債は59億である。当該クレジット・デフォルトスワップ

の満期までの期間は長期であるため、AIGは支払が行われる期間について合理的な見積りを行うことはできな

い。
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オフバランスシート取引および取引契約債務

 

2008年12月31日現在におけるAIGのオフバランスシート取引および取引契約債務の満期到来時期は、以下の通りで

ある。

   契約失効額

2008年12月31日現在 契約債務合計額  1年未満 1年から3年 3年超から5年 5年超

 (単位:百万ドル)

保証：
 
     

　短期与信(a)
$912

 $- $- $799 $113

　スタンドバイ信用状
1,541

 1,340 41 25 135

　建築保証(b)
155
 - - - 155

　債務保証
776
 77 134 307 258

　その他全ての保証
1,857

 69 48 28 1,712

取引契約債務：
 
     

　投資契約(c)
9,185

 2,575 3,742 1,951 917

　与信契約
629
 132 437 54 6

　信用状
316
 306 10 - -

　その他取引契約債務(d)
1,034

 3 - 160 871

合計
$16,405 $4,502 $4,412 $3,324 $4,167

(a)　主に、特定の地方政府債スワップ取引および担保に提供された債券債務に関連して提供された短期与信枠であ

る。

(b)　主に、AIGサンアメリカの手頃住宅投資に関連する建築保証である。

(c)　リミテッド・パートナーシップ、プライベート・エクイティ、ヘッジ・ファンドおよびミューチュアル・ファ

ンドに投資する契約および米国内外で不動産を購入および開発する契約である。

(d)　航空機購入オプションを含む。年金制度に関連する契約は除いている。2009年の年間年金制度に対する拠出額

は米国内外で約6.00億ドルが見込まれている。

 
変動持分事業体との取引
 

AIGは、通常事業を行う中で、様々な持分変動体事業（「VIE」）と様々な取引を行っている。AIGの保険会社は、主に

VIEの発行する債務証券（格付けの有無に関わらない。）および株式持分に関する受動的な投資家としてVIEと関

わっている。金融サービスおよび資産運用事業を通じて、AIGは、VIEとの間で保険取引を締結し、VIEの担保事業体を

考案および設定ならびに事業体の担保保管および管理するなどVIEに積極的に関与している。VIEの持分保有者は、

AIGがVIEの持分保有者に保証を提供する限られた場合を除き、VIEの資産およびキャッシュ・フローに対してのみ

償還請求権を有し、AIGに対して償還請求遡及権を有しない。

 

FIN 46(R)に基づき、AIGは、VIEの主たる受益者に該当する場合のみ、VIEを連結する。主たる受益者とは、(i)VIEの予

想損失の大部分を吸収し、(ii)VIEの予想残余利回りの大部分を受領し、または(iii)これら両方を受ける当事者を

いう。

 

次へ
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見通し

 

世界的な株式および信用市場の混乱ならびにAIGにおける流動性問題は、下記の通りAIGの事業部門の業績に不利な

影響を与えた。

 

損害保険事業

 

企業向け損害保険は、概ね顧客の維持に成功したが、AIGの財務力に対する懸念などにより商品数および補償限度額

が減少した会社も存在した。　加えて、新規事業の機会は2008年９月以降減少した。経営幹部は、2008年９月以来、保

険契約者およびブローカーに、企業向け損害保険の財務力および保険規制により保険契約者が受ける保護について

説明を重ねてきた。しかしながら、2008年第４四半期の正味収入保険料は2007年同時期に比べ22％減少した。既存事

業の保持率に関しては、2007年同時期に比べやや低めであったが、2008年第４四半期に比べ2009年上旬には改善が

見られた。

 

2008年第１四半期に比べた2009年上旬の企業向け損害保険の料率は、基本的に横ばいであった。料率の安定は2008

年第４四半期に比べ改善されたが、これは現在の不況および市場での新たな競争会社の出現に起因し保険料を引下

げようとする圧力が、企業向け損害保険業界の直面する投資および保険引受による損失に起因し保険料を引き上げ

ようとする圧力に相殺された結果である。

 

AIGは、現在の不況は、予見可能な将来において引き続きUGCの業績に影響を及ぼし、2009年においてUGCの多額の営

業損失を招くと予測している。

 

米国外損害保険事業は、財物、災害および個人向け保険事業において業績を維持している。年間量の30％以上を見込

まれる重要な更新期間である2009年第１四半期において、米国外損害保険事業の上位３地域である、英国/アイルラ

ンド、ヨーロッパおよび極東での事業継続は堅実であり、顧客の大多数がAIGとの関係を継続した。しかしながら顧

客の中にはポートフォリオを更に分散させ、リスク回避を狙う傾向も存在し、新規事業開拓も僅かながら減少した。

上記３地域は事業の大部分を占めるため、最近の事業活動は2008年とほぼ同程度である。現地通貨建てによる2009

年の本日までの総保険料は2008年同時期に比べほぼ横ばいであった。

 

生命保険およびリタイヤメント・サービス

 

AIGは、前述の事象および以前発表した資産処分計画は、2009年の生命保険およびリタイヤメント・サービスの業

績、特に正味投資利益、繰延保険獲得費用、販売促進資産（「SIA」）の償却および正味実現損益に引き続き悪影響

を及ぼすと予測している。加えて、AIGの流動性問題は、特に米国内リタイヤメント定額年金保険事業、ならびに日本

およびアジアでの米国外投資指向型商品およびリタイヤメント商品における解約の増加を通じて特定の事業部門

に影響を及ぼした。ピーク時であった2008年９月中旬に比べ解約は減少したが、特定の商品および地域における解

約は過去年度のレベルより高く、AIGは、かかる傾向は引き続き変動すると予測している。

 

かかる不確実性および格付け機関による格下げにより、特に格付けが厳しい商品および市場における新規事業活動

は著しく低下した。投資指向型商品およびリタイヤメント・サービス商品の販売は株式市場の全体的な低迷により

減少した。AIGに関連する不確実性が解決されない限り、新規事業開拓は引き続き低いレベルにとどまるものと予想

される。
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金融サービス

 

AIGFPは、2008年第４四半期に事業およびポートフォリオの縮小を開始し、2009年においても縮小活動の継続を予定

している。AIGFPは既存取引のポートフォリオを複数の個別の部門に分け、各部門のリスク、リスク緩和対策、メト

リックスの監視および様々な将来の結果による影響を含む、部門毎の対策計画を策定した。各計画は、AIGの経営陣

を含む推進委員会が再検討した。当該計画は、その進捗状況および金融市況の展開により変更される場合があり、対

象部門に応じて、既存契約の条件に従った持分の売却、譲渡およびその他の移転、持分の解除、および/または持分の

廃止等の代替案を検討することになる。計画の実施は、当該実施が流動性および収益に多大な影響を及ぼすため、

AIGFPおよびAIGの経営幹部がより一層関与する取引承認プロセスの監督下に置かれる。当該計画の成功は、各部門

における取引に応じて程度の差はあるが、市況や（多くの場合において）相手方当事者との交渉および合意の内容

によって左右される。

 

縮小戦略の結果、AIGFPは、現存するポートフォリオのヘッジ、リスク回避、為替、金利およびその他関連事業に伴う

マーケット・リスクのヘッジのみを目的として新たなデリバティブ取引を締結している。また、AIGFPはマルチセク

ターCDO証券に関するクレジット・デリバティブ取引の大幅な削減、コモディティ指数事業の売却、外国為替主要ブ

ローカーとしての活動の停止、エネルギー/インフラ投資ポートフォリオの大部分の売却その他の処分を含むポー

トフォリオの特定部分の規模を既に縮小した。AIGFPのデリバティブ契約の多くが長期デューレーションであり、ま

たAIGFPのポートフォリオは複雑な性質を有するため、AIGは、秩序だった縮小にはかなりの時間が必要と見ている。

縮小実施にかかる費用は、多くの要素に左右され、その要因の大部分は、市況、市場での取引相手方を通したAIGFPの

市場へのアクセス、流動性の利用可能性および更なる格付けの引下げの可能性等を含め、AIGFPの制御可能な範疇を

超えているものである。

 

2008年９月中、AIGCFGでは、香港において多額の解除が発生した。AIGCFGが従来からの資金源にアクセスできないた

め、2008年９月および10月において、AIGはAIGCFGの子会社に16億ドルの貸付を行った。2008年第４四半期の残期間

中に行われたその他の資金調達についてはそれほど重大なものはなかった。AIGは台湾、タイおよびフィリピンでの

特定の金融事業を売却する契約を締結した。

 

資産運用事業

 

世界的な市場の低迷による運用資産の価値の下落は、マネジメント・フィーおよびキャリード・イントレスト収入

の減少を招いた。厳しい信用市場は、商業施設および住宅の不動産市場を圧迫し、特定の地域における地価の下落に

より投資目的で保有されていた不動産に減損費用が発生した。

 

親会社としてのAIGにおける流動性問題および厳しい市況による資産運用業績の低下のため、機関投資家および個

人投資家に損失が発生し、またAIGの子会社が管理するヘッジ・ファンドおよびミューチュアル・ファンドの解約

が増加し、これらによりAIGの子会社による新規ファンドの立上げは抑制された。当該傾向は、今後も資産運用事業

に悪影響を及ぼす。

 

スプレッド・ベースの投資事業では、市場の混迷により投資資産価値に著しい損失が発生し、AIGはかかる損失は

2009年半ばまで引き続き計上されるものと予測している。また、AIGは予見可能な将来において、対応投資プログラ

ムの資金調達のための社債を追加発行しない予定である。

 

AIGがNY連銀および米国財務省との間で提案された前述の取引を実施するにあたり、前払い約定資産の期限前償還

および将来の無形固定資産の償却等の多額の再編関連費用の追加的計上を予測している。事業における損失が継続

する場合、AIGは大幅にのれんを償却しなければならない可能性がある。
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経営成績

 

連結の業績

 

2008年第4四半期の正味損失

 

引き続く厳しい市場の低迷および現在進行中の再編活動に関連した費用により、AIGは2008年第４四半期に多額の

正味損失617億ドルを計上した。当該損失は主に以下の事由から発生した。

 

・　一時的ではない減損費用186億ドル（税引後で130億ドル）から発生した正味実現キャピタル・ロス。当該損失

は、減損期間が一時的ではないとみなされた期間における市場価値の急速かつ深刻な低迷による、主にCMBS、そ

の他の仕組み証券および金融機関の発行する証券に関連した重大な損失、特定の証券が回復するまで保有する

AIGの能力および意図の変更に関連した損失、金融機関への投資に関連した費用を含む発行体特有のクレジッ

ト・イベントを反映している。

・　相手方当事者が提供した担保の下落により売却とみなされる、証券貸出事業に関連した正味実現キャピタル・

ロス24億ドル（税引後で17億ドル）

・　RMBSをMLIIに売却する前の10月におけるRMBSの公正価値の下落による正味実現キャピタル・ロス23億ドル（税

引後で16億ドル）

・　主に外国為替取引およびデリバティブ取引に関連した正味実現キャピタル・ロス17億ドル（税引後で12億ド

ル）

・　AIGFPのスーパー・シニア・クレジット・デフォルト・スワップ・ポートフォリオの未実現市場価格評価損失

合計69億ドル（税引後で45億ドル）、AIGFPの資産および負債の価値における信用スプレッドの変更を反映し

た信用価値の損失78億ドル（税引後で51億ドル）、ならびに主にAIGFPの事業およびポートフォリオの縮小か

ら発生した損失15億ドル（税引後で10億ドル）

・　主に米国金利の大幅な低下による、FAS133号に基づくヘッジ会計処理を行う要件を満たさない活動のヘッジに

よる損失33億ドル（税引後で22億ドル）。その結果として、AIGの債務を経済的にヘッジしているデリバティブ

の公正価値の下落を招いた。それより低い程度ではあるが、米国ドルが主に英国ポンドおよびユーロに対しド

ル安となったことに起因するAIGの外貨建て債務および為替取引を経済的にヘッジしている外国為替デリバ

ティブの公正価値の下落

・　前払い手数料66億ドル（税引後で43億ドル）の期限前償還を含む、連銀融資枠に伴う利息費用106億ドル（税引

後で69億ドル）

・　主に損害保険事業および米国内生命保険および米国内リタイヤメント・サービス事業に関連したのれん減損費

用36億ドル、ならびに、

・　評価性引当金176億ドルおよびその他個項目34億ドルに加え、当該四半期中に計上した損失の大部分に税控除が

認められないこと
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以下の表は、2008年、2007年および2006年の各12月31日に終了した事業年度におけるAIGの連結損益計算書である。

 

 

12月31日に終了した事業年度 増（減）率

2008年 2007年 2006年
2008年対

2007年

200７年対

2006年

 （1株あたりデータを除き、単位：百万ドル）   

収益：      

保険料およびその他の報酬 $83,505 $79,302 $74,213 5% 7%

正味投資利益 12,222 28,619 26,070 (57) 10

正味実現キャピタル・ゲイン
(ロス)

(55,484) (3,592) 106 - -

AIGFPのスーパー・シニア・
クレジット・デフォルト・ス
ワップ・ポートフォリオに係
る未実現市場価値評価損失

(28,602)(11,472) - - -

その他の収益(損失) (537) 17,207 12,998 - 32

収益合計 11,104 110,064 113,387 (90) (3)

給付金、保険金請求および費用：      
 
発生した保険給付金および保
険金請求
 

63,299 66,115 60,287 (4) 10

 
保険契約獲得費用およびその
他の保険費用

27,565 20,396 19,413 35 5

利息費用 17,007 4,751 3,657 258 30
 
再編費用、関連する資産減損お
よびその他費用

758 - - - -

その他費用 11,236 9,859 8,343 14 18

給付金、保険金請求および費用
合計

119,865 101,121 91,700 19 10

法人所得税(戻し)、少数株主損益
および会計方針の変更による累
積的影響額調整前利益（損失）

(108,761) 8,943 21,687 - (59)

法人所得税等(戻し)：
当期

1,706 3,219 5,489 (47) (41)

繰延 (10,080) (1,764) 1,048 - -

法人所得税等(戻し)合計 (8,374) 1,455 6,537 - (78)

―少数株主損益および会計方針
の変更による
累積的影響額調整前利益（損
失）

(100,387) 7,488 15,150 - (51)

少数株主損益 1,098 (1,288) (1,136) - 13

会計方針の変更による累積的影
響額調整前利益（損失）

(99,289) 6,200 14,014 - (56)

会計方針の変更による累積的影
響額、税引後

- - 34 - -

当期純利益(損失) $(99,289) $6,200 $14,048 -% (56)%

 

保険料およびその他報酬

 

2008年対2007年
 

2008年の保険料およびその他報酬が2007年に比べ増加した要因は以下の通りである。

 

・　事業の成長および有利な為替レートによる米国外生命保険およびリタイヤメント・サービスにおける成長33億

ドル

・　既存および新規販売チャネルからの法人向けおよび個人向け商品の伸び、再保険の減少ならびに有利な為替
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レートによる米国外損害保険事業における増加17億ドル

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

 90/791



・　給付型年金の販売の増加および現行の生命保険事業の成長による米国内生命保険の成長

 

当該増加は、料率の低下、雇用率の低下および競争の激化による米国内労働者災害保険収入の減少に起因する法人

向け損害保険収入の減少15億ドルならびにその他損害保険事業における減少に一部相殺された。

 

2007年対2006年
 

2007年の保険料およびその他報酬が2006年に比べ増加した要因は以下の通りである。

・　生命保険事業の成長、ヨーロッパでの団体商品事業の成長、ならびにタイにおける販売の改善および為替レート

の有利な影響による米国外生命保険およびリタイヤメント・サービスにおける成長24億ドル

・　既存および新規販売チャネルからの新規事業（2006年末に取得した台湾のセントラル・インシュランス・カン

パニー・リミテッドを含む。）における成長を主要因とする米国外損害保険における成長18億ドル

・　主に現行の生命保険事業および給付型年金保険収入の増加による米国内生命保険事業の成長

 

正味投資利益

 

連結正味投資利益の構成内容は以下の通りである。

 12月31日に終了した事業年度 増（減）率

 2008年 2007年 2006年
2008年対

2007年

2007年対

2006年

 (単位：百万ドル)   

短期投資を含む満期固定証券  $20,839$21,445$19,773 (3)% 8%

株式  592 575 277 3 108

モーゲージおよびその他貸付の利子  1,516 1,423 1,253 7 14

パートナーシップ収入  (2,022) 1,986 1,596 - 24

ミューチュアル・ファンド  (989) 535 948 - (44)

取引勘定の損失 (725) (150) ― - -

その他投資* 1,002 959 1,241 4 (23)

契約者勘定投資利益および取引ゲイン加算前

投資利益合計

20,213 26,77325,088 (25) 7

契約者勘定投資利益および取引ゲイン（ロ

ス）

(6,984) 2,903 2,016 - 44

投資利益合計
13,229 29,67627,104 (55) 9

投資費用
1,007 1,057 1,034 (5) 2

正味投資利益
$12,222$28,619$26,070(57)% 10%

*　証券貸出事業からの正味投資利益を含み、貸付有価証券に係る投資現金担保により得た利息収益を貸付有価証券

に係る利息費用で相殺したものを表している。

 

2008年対2007年
 

2008年の正味投資利益が2007年に比べ減少した要因は以下の通りである。

 

・　2007年に比べ非常に脆弱な2008年の市況を反映したパートナーシップおよびミューチュアル・ファンドからの

投資損失

・　保険契約者取引ゲイン29億ドルを計上した2007年に比べ、2008年には株式市場の低迷を反映して生命保険およ

びリタイヤメント・サービスに関する保険契約者勘定投資利益および取引ロス（「保険契約者取引ロス」と

総称。）70億ドルを計上した。保険契約者取引ゲイン（ロス）は発生した保険金および給付金にかかる費用の

変更により相殺された。保険契約者取引ゲイン（ロス）は特に日本およびアジアの株式市場における動向を反

映する。
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・　AIGがMLIIに有する経済的権利およびMLIIIに対する投資に関連した2008年の損失、約11億ドル

・　流動性の獲得を目的とした短期投資の増加の効果

 

2007年対2006年

 

2007年の正味投資利益は、満期固定証券にかかる利息収入ならびにパートナーシップからの収入および保険契約者

取引ゲインの増加により、2006年から増加した。かかる増加は、英国における生命保険およびリタイヤメント・サー

ビス事業の特定の投資指向型商品に関連した取引勘定の損失により一部相殺された結果である。一般的に2007年の

保険契約者取引ゲイン（ロス）は、特に日本およびアジアの株式市場の動向を反映する。

 

正味実現キャピタル・ゲイン（ロス）は以下の通りである。

 12月31日に終了した事業年度

 2008年 2007年 2006年

 (単位：百万ドル）

満期固定証券の売却 $(5,266)$(468) $(382)

株式の売却 (119) 1,087 813

不動産およびその他資産の売却 1,239 619 303

一時的ではない減損    

重大な損失* (29,146)(1,557) -

回復するまで保有する意思のないもの (12,110)(1,054) (636)

9ヶ月以上連続で25%以上の割引で行う取引 - - -

為替の下落 (1,903) (500) -

発行体特有のクレジット・イベント (5,985) (515) (262)

仕組み証券のキャッシュ・フロー下落予想 (1,661) (446) (46)

為替取引 3,123 (643) (382)

デリバティブ取引 (3,656) (115) 698

合計 $(55,484)$(3,592) $106

*　2007年においてその他収益に含めて報告されているAIGFPに関連する6.43億ドルを含む。

 
2008年対2007年

 

2008年の正味実現キャピタル・ロスは、主に一時的ではない減損費用約467億ドルの増加により、2007年から519億

ドル増加した。一時的ではない減損費用の増加は以下の重要な事由を含む。

 

・　市場価値の急速かつ深刻な低迷による主にRMBS、その他の仕組み証券および金融機関の発行する証券に関連し

た重大な損失の増加であって、減損期間が一時的ではないとみなされたもの

・　特定の証券が回復するまで保有するというAIGの意図および能力に変更が生じたことに関連した損失（これら

は主に証券貸出プログラムにおいて担保として保有されている。）

・　金融機関に対する投資に関連した費用を含む発行体特有のクレジット・イベント

・　発生問題専門委員会（「EITF」）問題第99－20号「受取利息ならびに購入受益権および証券化金融資産の譲受

人によって継続して保有される受益権の減損についての認識」（「EITF第99－20」）および関連する解釈指

針に基づき減損処理された、特定の仕組み証券の予想キャッシュ・フローの悪化
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当該一時的ではない減損費用は、米ドル高による為替取引の有利な影響により一部相殺された。

 

2008年第４四半期中、特定の証券貸出取引に関連し、受領担保が様々な相手方当事者に貸出した証券の代替資産の

購入費用を賄うのに不十分であったため、AIGはFAS第140号の売却基準を満たした。したがってAIGは当該証券のみ

なし売却に24億ドルの損失を計上した。また、2008年の正味実現キャピタル・ロスは、2008年第４四半期に計上した

MLIIによる売却前のRMBSにかかる損失23億ドルを含む。

 

2007年対2006年

 

AIGは、主に一時的ではない減損費用の増加により、正味実現キャピタル・ゲインを計上した2006年と比べ2007年に

は正味実現キャピタル・ロスを計上した。一時的ではない減損は、主に米国住宅モーゲージおよび信用市場の崩壊

による特定のRMBSおよびその他仕組み証券に関連した重大な損失を含む。

 

AIGFPのスーパー・シニア・クレジット・デフォルト・スワップ・ポートフォリオの未実現市場

評価額の損失

 

2008年のAIGFPのスーパー・シニア・クレジット・デフォルト・スワップ・ポートフォリオの未実現市場評価額の

損失は、2007年に比べ増加したが、これは信用スプレッドの著しい増幅、ならびに米国住宅モーゲージに対する懸念

および市場に影響を与えた流動性の危機により格付け機関が行った2008年のRMBSおよびCDO証券の格下げに起因す

る。MLIIIが購入したマルチセクターCDO証券に関連したCDS取引の想定元本621億ドルの解消に関連し、AIGフィナン

シャル・プロダクツ・コーポレーションは以前に差入れた担保の引渡を通じて325億ドルを支払った（ショート

フォール契約に従い受領した25億ドルを除く。）。当該325億ドルのうち、25億ドル（その他収益（損失）に含まれ

る。）はMLIIIが購入したマルチセクターCDO証券が引受ける特定の2a-7プット取引と関連している。未実現市場評

価額の損失は既に収益に計上されていたため、収益に影響はなかった。

 

その他収益（損失）

 

2008年対2007年

 

2008年のその他収益(損失）は、主に公正価値により測定されたAIGFPの資産および負債に対する信用評価調整額91

億ドルを含むキャピタル・マーケットの損失137億ドルに起因し、2007年から減少した。資産運用事業のその他収益

の減少24億ドルは、主に2008年の脆弱な市況を反映したスプレッド・ベースでの投資事業に関連したパートナー

シップ収益の減少、キャリード・イントレストの減少を反映した機関投資家向け資産運用事業の収益の減少、およ

び不動産投資の売却による損失に起因する。当該減少は、航空機フリートの増大およびリース料の増加に起因する

ILFCのレンタル収入の増加により一部相殺された結果である。

 

2007年対2006年

 

　2007年のその他収益は、主にAIGFP関連のFAS第133号のヘッジ会計処理実施の要件を満たさなかったヘッジ活動の

有利な影響20億ドル、主にパートナーシップ収益およびキャリード・イントレストの増加ならびに航空機フリート

の増大およびリース料の増加に起因するILFCのレンタル収入の増加により、資産運用事業の収益は2006年から増加

した。

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

 93/791



発生した保険給付金および保険金請求

 

2008年対2007年
 

2008年に発生した保険給付金および保険金請求は2007年から減少したが、これは2007年においては正味投資利益の

保険契約者取引ゲイン(ロス）関連で29億ドル増加したのに対し、2008年においては生命保険およびリタイヤメン

ト・サービス事業について発生した保険金および給付金にかかる費用が70億ドル削減されたためである。当該減少

は、主にハリケーンのイケおよびグスタフによる自然災害による保険金15億ドル、引続く米国住宅市場の低迷によ

るモーゲージ保証請求の増加18億ドルを反映したAIGの損害保険事業における保険金請求および保険金請求調整費

用の増加56億ドルを相殺して余る。

 

2007年対2006年
 

　2007年の発生した保険給付金および保険金請求は2006年から増加したが、これは主に、2007年の正味投資利益にお

ける保険契約者取引ロス8.86億ドル、2007年6月の英国の洪水から発生した米国外損害保険の増加11億ドル、規模は

大きいものの異常災害損害の程度には至らない損失の増加およびさほど大きな規模ではない損失の発生頻度の増

加、ならびに引続く米国住宅市場の低迷によるモーゲージ保証請求の増加11億ドルに起因して、生命保険およびリ

タイヤメント・サービス事業において発生した保険給付金および保険金請求が32億ドル増加したことによる。

 

保険獲得費用およびその他保険費用

 

2008年対2007年
 

2008年の保険獲得費用およびその他保険費用は主に損害保険費用の増加36億ドルおよび生命保険およびリタイヤ

メント・サービス事業費用の増加37億により2007年から増加した。損害保険費用の増加は主に、獲得の結果発生す

るのれんに関連する、企業向け保険12億ドルおよび個人向け保険6.96億ドルを含むのれん減損費用20億ドルに起因

する。生命保険およびリタイヤメント・サービス事業費用の増加は、米国内生命保険事業4.02億ドルおよび米国内

リタイヤメント・サービス事業8.17億ドルに関連したのれん減損費用12億ドルに起因する。生命保険およびリタイ

ヤメント・サービス事業の費用は、為替の影響、事業の成長およびFAS第159号の効果にも起因して増加した。

 

2007年対2006年
 

　2007年の保険獲得費用およびその他保険費用の2006年からの増加は、米国外損害保険事業を担う特定の法人を再

編したコストおよび消費者向け米国外損害保険事業の重要度が増し、これらの保険獲得費用が高かったことを反映

している。生命保険およびリタイヤメント・サービス事業の費用の増加は主に米国外損害保険およびリタイヤメン

ト・サービス事業の成長の効果、SOP 05-1の採用に関連したDAC償却コストの増加、是正活動に関連した営業費用の

増加および外国為替に影響に起因する。

 

利息費用

 

2008年対2007年
 

2008年の利息費用は、借入額の増加により2007年から増加した。2008年の利息費用には、連銀融資枠による再編に関

連する前払い約定資産66億ドルの期限前償還を含む連銀融資枠に関連した前払い手数料の償却93億ドルおよび発

生した複利19億ドルから構成される連銀融資枠にかかる利息費用114億ドルを含む。2008年の利息費用は2008年５

月を発行日とする社債およびエクイティ・ユニットに対する利息を含む。上記金額はAIGの部門別の業績における

その他の分類に反映されている。
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2007年対2006年

 

　2007年の利息費用は、2007年３月および６月に発行した下位劣後社債に対する金利を含む借入額の増加、MIPに対

する資金拠出に使用される借入金および一般事業目的のため使用される借入金の増加により2006年から増加した。

 

再編費用およびこれに関連する資産減損その他費用

 

AIGは、組織全体での再編計画を開始し、当該計画に基づき売却される事業もあれば、後に売却するため引き続き保

有される事業もあり、今後の公募に向けて準備を進める事業もある。当該計画の実施に関連し、AIGは2008年におい

て、退職費用8,900万ドル、契約解除費用2,700万ドル、資産の評価損5,100万ドル、その他の出口戦略のための費用

1.40億ドルおよび分離費用4.51億ドルから構成される再編および分離費用7.58億ドルを計上した。

 

その他の出口戦略のための費用には、主に（i）資産処分活動、（ii）NY連銀よび米国財務省とのAIGの債務および

資本再編計画、ならびに（iii）AIGFPの事業およびポートフォリオの縮小に関連するコンサルティング費用および

専門家への報酬が含まれる。

 

上記の退職および分離費用には、現行の事業活動の維持ならびに再編および資産処分計画の実施を成功に導くこと

を目的とした重要な従業員に対する雇用維持報酬4.92億ドルが含まれている。当該金額には、市況の低迷の中、複雑

な事業の管理および縮小のため2008年第１四半期に作成された雇用維持計画に基づきAIGFPの従業員に賦与された

雇用維持報酬も含まれる。当該雇用維持計画に関連した予想負担総額は10億ドルである。

 

2008年12月31日に終了する事業年度について、損害保険事業、生命保険およびリタイヤメント・サービス事業、金融

サービス事業ならびに資産運用事業において計上された再編および分離費用は、それぞれ1.39億ドル、6,800万ド

ル、2.87億ドルおよび6,900万ドルであった。一方、1.95億ドルはその他の業務に関する費用として計上された。

 

再編および分離費用総額は、将来の営業成績およびキャッシュ・フローに大きな悪影響を及ぼす可能性がある。

 

その他費用

 

2008年対2007年

 

2008年のその他費用は、2007年から増加した。これは、主に住宅市場の低迷、信用危機、ならびにAIGFPの事業および

ポートフォリオの縮小計画により発生した、消費者金融およびキャピタル・マーケット事業に関連する金融サービ

ス部門の2008年のれん減損費用7.91億ドルを計上したことによる。更に2008年のその他費用は、AGF金融債権ポート

フォリオにおける履行遅滞の増加に対応したAGFの金融債権損失引当金の増加6.74億ドルにより2007年から増加し

た。

 

2007年対2006年

 

　2007年のその他費用は、主にMIPおよび資産運用事業における賠償関連費用の増加、航空機フリートの規模の増加

に合わせた航空機器にかかる減価償却費の増加ならびにAGFの金融債権損失引当金の増加2.06億ドルにより、2006

年から増加した。
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法人所得税（戻し）
 
2008年対2007年
 

2008年の税引き前損失に対する実行税率は7.7％であった。当該実行税率は法定の35％を下回ったが、これは主に将

来売却する米国外事業に帰属する繰延税金費用55億ドルおよび繰延税金資産をAIGが実現できないと予測する額ま

で減少するための評価引当金206億ドルから構成される2008年度に計上した繰延税金費用261億ドルに起因する。

 

繰延税金資産の実現は、正味営業損失および控除可能な一時差益が計上される各法域の繰越期間内にAIGが適切な

性質を有する十分な課税所得を創出できるか否かに左右される。AIGは繰延税金資産319億ドルの実現能力を査定

し、AIGが実現できないと予測する額まで繰延税金資産を減少するためには評価引当金206億ドルが必要と判断し

た。

 

2007年対2006年
 

2007年の実効税率は、主にAIGFPのスーパー・シニア・クレジット・デフォルト・スワップ・ポートフォリオの未

実現市場価格評価損失およびその他一時的ではない減損により2006年の30.1％から16.3％に低下した。米国税率

35％が適用され、法人所得税の算出に含まれているこれらの損失は、AIGの全体の実行税率を低下させた。さらに、

2007年の税引前収入が減少したことにより、2007年の非課税金利および米国外事業を含むその他税控除は、2006年

に比べて比例的に増加した。さらに、過去年度にその費用が認識されたSICO報酬プランに対する2007年の税控除は、

2007年の実効税率を引き下げた。

 
部門別の業績
 

以下の表は、2008年、2007年および2006年の各12月31日現在の事業部門別の業績を示したものである。

 12月31日に終了した事業年度 増(減)率

 2008年 2007年 2006年
2008年対

2007年

2007年対

2006年

 （単位：百万ドル）   

収入
 

    

損害保険事業 $44,676$51,708$49,206(14)% 5%

生命保険およびリタイヤメント・サービス事

業
3,054 53,57050,878 

(94) 5

金融サービス (31,095)(1,309)7,777 - -

資産運用事業 (4,526)5,625 4,543 - 24

その他
(81) 457

483 - (5)

統合および処分
(924) 13

500 - (97)

合計 $11,104$110,064$113,387(90) (3)

正味実現キャピタル・ゲイン（ロス）      

損害保険事業 $(5,023)$(106) $59 - -

生命保険およびリタイヤメント・サービス事

業
(44,347)(2,398) 88

- -

金融サービス (498) (100) (133) - -

資産運用事業 (8,758)(1,000)(125) - -

その他 3,142 12 217 - (95)

合計 $(55,484)$(3,592)$106 - -

営業利益（損失）      

損害保険事業 $(5,746)$10,526$10,412 - 1

生命保険およびリタイヤメント・サービス事

業
(37,446)8,186 10,121

- (19)

金融サービス (40,821)(9,515) 383 - ―

資産運用事業 (9,187)1,164 1,538 - (24)

その他 (15,055)(2,140)(1,435) - -

統合および処分 (506) 722 668 - 8

合計 $(108,761)$8,943$21,687-% (59)%
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損害保険事業

 

AIGの損害保険子会社は、米国内外で実質的に全ての種類の損害保険および様々な個人向け損害保険を引き受けて

いる複合的損害保険会社であり、AIG損害保険グループ（以前の米国内損害保険にあたる。）および米国外損害保険

グループから成り立っている。

 

前述のように、AIGは、財務書類のユーザーに最も有益な方法で財務情報を表示し論じるべきであると考えている。

したがって、損害保険事業において、AIGはAIGが有益かつ有意義であると考える特定の法定測定基準を使用してい

る。

 

業績が好調な損害保険事業にとって重要なことは、資本コストを考慮した上で保険引受事業から利益が生じている

という客観的事実である。AIGは全体的な業績を評価する上で、保険引受事業結果を重視している。

 

法定保険引受事業利益は、正味既経過保険料から正味発生保険金および損害調査費、ならびに正味発生経費を差し

引くことで求められる。法定会計では一般的に即時費用化が求められ、GAAPで要求される費用収益の期間対応は適

用されない。よって、法定会計上は、費用(保険獲得費用を含む。)は即時に認識され、収益が認識される期間とは一致

しない。したがって、法定会計上の費用は、DACの変更を考慮していない。

 

GAAPのもとでは、収益と同時に特定の獲得費用を認識するという費用収益の対応の原則が採られている。そのため、

保険獲得費用は、関連する正味収入保険料が収益計上される期間にわたり繰延べられ、償却される。DACについては

回収可能性の見直しが行われ、この見直しには経営陣の判断が必要となる。法定引受事業利益のGAAP数字にもっと

も近い数字は、法人所得税控除前、会計方針の変更による累積的影響額考慮前および少数株主持分考慮前の利益で

ある。法定保険引受事業利益の法人所得税控除前、会計方針の変更による累積的影響額考慮前および少数株主持分

考慮前の利益に対する調整に関する表は、下記の表の注記に記載されている。

 

ほとんどの損害保険会社と同じように、AIGは、業績評価のために損害率、経費率、コンバインド・レシオを用いてい

る。損害率は発生保険金および損害調査費の合計を正味既経過保険料で除したものである。経費率は法定基準の引

受費用を正味収入保険料で除したものである。これらの比率は正味既経過保険料または正味収入保険料100ドルに

対して、損害調査費用および法定基準の費用がそれぞれどれほど発生するかを示す相対的な測定手段である。コン

バインド・レシオは保険料100ドル当たりの費用合計を表している。100未満のコンバインド・レシオは保険引受事

業利益を表し、100を超えるコンバインド・レシオは保険引受事業損失を表す。

 

正味収入保険料は初めに繰延処理された後、関連する保険契約の条件に基づいて収益計上される。正味未経過保険

料準備金は、保険期間にわたり一定の割合で収益計上される繰延収益を構成している。したがって、正味未経過保険

料準備金が正味既経過保険料として全額計上されるのは、保険契約期間の終了時となる。

 

保険引受事業を取り巻く環境は国によって異なり、訴訟活動の程度も異なる。規制、商品の種類および競争環境は料

率に直接的に影響し、その結果、保険引受事業利益および法定損害保険比率に示されるように収益性にも影響する。

 

損害保険事業の業績

 

損害保険事業の利益は、法定引受事業利益（損失）、DACの変化、正味投資利益および実現キャピタル・ゲイン（ロ

ス）で構成されている。2008年、2007年および2006年の営業利益、正味収入保険料、正味既経過保険料、正味投資利

益、実現キャピタル・ゲイン（ロス）および法定レシオは以下の通りである。
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 12月31日に終了した事業年度 増(減)率

 2008年 2007年 2006年
2008年対
2007

2007年対
2006

 (単位：比率を除き、百万ドル)
  

正味収入保険料：      

　AIG損害保険グループ      

　　企業向け損害保険 $21,099 $24,112 $24,312(12)%(1)%

　　トランスアトランティック 4,108 3,953 3,633 4 9

　　個人向け損害保険 4,514 4,808 4,654(6) 3

　　モーゲージ保証保険 1,123 1,143 866 (2) 32

　米国外損害保険
) 14,390 13,051 11,40110 14

合計 $45,234 $47,067 $44,866(4)% 5%

正味既経過保険料：      

　AIG損害保険グループ      

　　企業向け損害保険 $22,351 $23,849 $23,910(6)% -%

　　トランスアトランティック 4,067 3,903 3,604 4 8

　　個人向け損害保険 4,679 4,695 4,645 - 1

　　モーゲージ保証保険 1,038 886 740 17 20

　米国外損害保険
) 14,087 12,349 10,55214 17

合計 $46,222 $45,682 $43,4511% 5%

正味投資利益：      

　AIG損害保険グループ      

　　企業向け損害保険 $1,969 $3,879 $3,411(49)% 14%

　　トランスアトランティック 440 470 435 (6) 8

　　個人向け損害保険 223 231 225 (3) 3

　　モーゲージ保証保険 183 158 140 16 13

　米国外損害保険
) 651 1,388 1,484(53) (6)

再分類および削除額分 11 6 1 - -

合計 $3,477 $6,132 $5,696(43)% 8%

正味実現キャピタル・ゲイン(ロス) $(5,023) $ (106) $59 -% -%

営業利益（損失）(a)：      

　AIG損害保険グループ      

　　企業向け損害保険 $(3,065) $7,305 $5,845-% 25%

　　トランスアトランティック (61) 661 589 - 12

　　個人向け損害保険 (785) 67 432 - (84)

　　モーゲージ保証保険 (2,475) (637) 328 - -

　米国外損害保険 618 3,137 3,228(80) (3)

再分類および削除 22 (7) (10) - -

合計 $(5,746) $10,526 $10,412-% 1%

法定保険引受事業利益(損失)(a)(b)
：

     

　AIG損害保険グループ      

　　企業向け損害保険 $(1,465) $3,404 $2,322-% 47%

　　トランスアトランティック (80) 165 129 - 28

　　個人向け損害保険 (944) (191) 204 - -

　　モーゲージ保証保険 (2,666) (849) 188 - -

　米国外損害保険 1,041 1,544 1,565(34) (1)

合計 $(4,141) $4,073 $4,408-% (8)%
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 2008年 2007年 2006年

 (単位：比率を除き、百万ドル)

AIG損害保険グループ(a)：    

　損害率 86.3 71.2 69.6

　経費率 30.1 20.6 21.7

コンバインド・レシオ 116.4 91.8 91.3

米国外損害保険(a)：    

　損害率 55.6 50.6 48.9

　経費率 36.9 35.1 34.3

コンバインド・レシオ 92.5 85.7 83.2

連結(a)：    

　損害率 76.9 65.6 64.6

　経費率 32.2 24.5 24.7

コンバインド・レシオ 109.1 90.1 89.3

(a)　報告部門別の2008年および2007年の異常災害損失は以下の通りである。2006年には重大な異常災害損失は存在

しなかった。

 

 2008年 2007年

 (単位：百万ドル)

報告部門 保険関連損失 正味回復保険料 保険関連損失 正味回復保険料

　企業向け損害保険 $1,408 $5 $113 $(13)

　トランスアトランティック 191 (14) 11 (1)

　個人向け損害保険 105 2 61 14

　米国外損害保険 128 15 90 1

合計 $1,832 $8 $275 $1

(b)　法定保険引受事業利益（損失）とは、米国を本拠地とする保険会社が、規制当局に報告する法定利益である。以

下の表は、2008年、2007年および2006年の各12月31日に終了した事業年度の損害保険事業の営業利益(損失）に

対する法定保険引受事業利益（損失）の調整を示したものである。
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12月31日に終了した事業年度
企業向け損

害保険

トランスアト

ランティック

個人向け

損害保険

モーゲー

ジ

保証保険

米国外損

害保険

再分類

または削

除

合計

 (単位：百万ドル)

2008年：        

法定保険引受事業利益(損失) $(1,465)$(80)$(944)$(2,666)$1,014 $-$(4,141)

DACの増加 (90) 7 (10) 1 33 - (59)

正味投資利益 1,969 440 223 183 651 11 3,477

正味実現キャピタル・ゲイン（ロ

ス）
(3,479)(428)(54) 7 (1,080) 11(5,023)

営業利益（損失） $(3,065)$ (61)$(785)$(2,475)618 $22$(5,746)

2007年：        

法定保険引受事業利益(損失) $3,404 $165$(191)$(849)$1,544 - $4,073

DACの増減 97 17 29 57 227 - 427

正味投資利益 3,879 470 231 158 1,388 6 6,132

正味実現キャピタル・ゲイン（ロ

ス）
(75) 9 (2) (3) (22) (13)(106)

営業利益（損失） $7,305 $661 $67$(637)$3,137$(7)$10,526

2006年：        

法定保険引受事業利益(損失) $2,322 $129 $204 $188$1,565 - $4,408

DACの増減 14 14 2 3 216 - 249

正味投資利益 3,411 435 225 140 1,484 1 5,696

正味実現キャピタル・ゲイン（ロ

ス）
98 11 1 (3) (37) (11) 59

営業利益（損失） $5,845 $589 $432 $328$3,228$(10)$10,412

 

AIGはほとんどの主要な通貨で事業を行っている。以下の表は、2008年および2007年の各12月31日に終了した事業年

度の為替の変動が損害保険の正味収入保険料に及ぼした影響を要約したものである。

 12月31日に終了した事業年度

 2008年 2007年

元の通貨における成長率* (5.5)% 3.5%

為替の影響分 1.6 1.4

米ドル建てで報告された成長率 (3.9)% 4.9%

＊各事業年度で、同じ為替レートが用いられた。

 

2008年対2007年
 

損害保険事業では、営業利益を計上した2007年に比べ、保険引受事業利益および正味投資利益の減少、ならびに正味

実現キャピタル・ロスの増加により、2008年には営業損失を計上した。2008年のコンバインド・レシオは、主に損害

率の11.3ポイントの増加により、2007年同期から19.0ポイント増加して109.1となった。2008年に計上された2008年

の保険事故年度の損害率は、2007年に計上された2007年の保険事故年度の損害率よりも6.8ポイント高かった。2008

年および2007年の異常災害損失はそれぞれ、18億ドルおよび2.76億ドルであり、保険事故年度の損害率の3.4ポイン

トの増加を占めた。モーゲージ保証保険の損失の増加は、2008年の保険事故年度の損害率の2.8ポイントの増加を占

めた。保険料率の低下および損害傾向の変化により、その他損害保険商品についても損害率は増加した。過去年度か

らの変動により、2008年の発生損失は1.55億ドル増加し、2007年の発生損失は6.06億ドル減少した。主にHSB、21stセ

ンチュリーおよびトランスアトランティックの獲得から発生するのれんに起因する2008年のれん減損費用20億ド

ルならびにUGC第二順位抵当事業に関連した2008年の保険料欠損補填準備金2.22億ドルの認識により経費率は増加

した。その他、営業損失の要因は主にのれん減損費用から発生する個人向け損害保険である。

 

2008年の損害保険事業の正味収入保険料は2007年から18億ドル減少したが、これは料率の低下、雇用率の低下およ

び競争の激化による米国内労働者災害保険の正味収入保険料の減少17億ドルを含む。2008年の企業向け損害保険部

門のその他損害保険商品における料率の低下および個人向け損害保険の正味既経過収入保険料は、既存および新規
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の販売チャネルにおける米国外損害保険の成長および外国為替の有利な影響により大幅に相殺された。
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2007年対2006年

 

2007年の損害保険事業の営業利益は、投資利益の増加が、保険引受事業利益の減少および正味実現キャピタル・ロ

スに一部相殺された結果、2006年から増加した。2007年のコンバインド・レシオは、主に損害率の1.0ポイントの増

加により、2006年から0.9ポイント増加して90.1となった。2007年に計上された2007年の保険事故年度の損害率は、

2006年に計上された2006年の保険事故年度の損害率よりも2.3ポイント高かった。モーゲージ保証保険の損失の増

加は、2007年の保険事故年度の損害率の2.1ポイントの増加を占めた。2007年度保険事故年度の損害率の増加は、過

去の保険事故年度の有利な変動に一部相殺され、発生損失を2007年は6.06億ドル、2006年は5,300万ドル減少させ

た。また有利な損失変動5,000万ドル（特定のアスベストの和解に関連して連結上認識された。）は、全体の発生損

失を減少させた。

 

企業向け損害保険部門の業績

 

2008年対2007年

 

2008年の企業向け損害保険部門の営業利益は、正味投資利益および保険引受事業利益の著しい減少ならびに2008年

の正味実現キャピタル・ロスの著しい増加により2007年から減少した。この保険引受事業利益の減少は、コンバイ

ンド・レシオにも現れており、2008年は2007年から21.6ポイント減少した。2008年に計上された2008年の保険事故

年度の損害率は、異常災害損失に関連する影響6.0ポイントを含み、2007年に計上された2007年の保険事故年度の損

害率より13.3ポイント高かった。過年度の変動および支払備金の割引の増加は、2008年の損失を1.69億ドル減少さ

せ、2007年の損失を5.55億ドル減少させ、コンバインド・レシオの増加1.6ポイントを占めた。

 

2008年の企業向け損害保険部門の正味収入保険料は、労働者災害保険収入およびその他損害保険商品の減少によ

り、2007年から減少した。その他損害保険商品の減少は料率の低下、建設および運輸産業での営業活動の減少に起因

する。経営者責任保険商品は特に2008年第４四半期において、競争の激化により減少した。

 

2008年の企業向け損害保険部門の経費率は、2007年の18.4から26.8に増加した。当該増加は主にHSBの取得によるの

れんから発生するのれん減損費用に起因し、これは経費率の増加5.4ポイントを占める。2006年に計上された引当金

の解消により2007年の経費は1800万ドル削減されたのに対し、回収不能保険料の引当金およびその他引当金は、経

済市況を反映し、約1.78億ドル増加した。これは経費率の増加0.9ポイントを占める。その他の増加の要因は、正味既

経過収入保険料および事業再編である。AIGは経費削減を積極的に推し進めているものの、経費削減の効果は正味収

入保険料の低下より時期的に遅れる。

 

2007年対2006年

 

2007年の企業向け損害保険部門の営業利益は、正味投資利益および保険引受事業利益が伸びたことにより2006年か

ら増加した。この改善は、コンバインド・レシオにも現れており、主に損害率が3.3ポイント改善したことにより、

2007年は2006年から4.9ポイント減少した。異常災害損失は、2007年の損害率を0.4ポイント増加させた。2007年に計

上された2007年の保険事故年度の損害率は、2006年に計上された2006年の保険事故年度の損害率から0.9ポイント

低下した。2006年の保険事故年度の損害率は、2006年9月30日以降、毎四半期ごとに改善した。その結果、2007年の保

険事故年度の損害率は、2007年12月31日まで計上された2006年の保険事故年度の損失の減少を反映して、2006年の

保険事故年度の損害率よりも2.8ポイント上昇した。過年度の変動は、2007年の損失を3.90億ドル減少させ、2006年

の損失を1.75億ドル増加させ、損害率の2.4ポイントの改善を占めた。

企業向け損害保険部門の経費率は、特定の貸借対照表の調整に対する内部統制の深刻な脆弱さの是正に関連して、

2.1ポイントの減少を占めたことにより、2006年は20.1ポイントであったところ、2007年は18.4ポイントに減少し

た。この減少は、マーケティング・イニシアチブおよび業務運営費用の増加に一部相殺された。
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モーゲージ保証保険の業績
 

2008年対2007年
 

2008年のモーゲージ保証保 険の営業損失は、米国の住宅市場の崩壊、担保権の実行の増加および第二抵当事業での

保険料欠損補填準備金の計上により、増加した。2008年の米国内第一 抵当事業の営業損失は、2007年から10億ドル

増加し11億ドルに、第二抵当事業の営業損失は保険料欠損補填準備金2.22億ドルの計上を含み、 2007年から6.56億

ドル増加し、12億ドルとなった。

2008年中、UGCは、第一 抵当事業の引受ガイドラインを強化し、料率を増加した。また2008年９月30日時点で第二抵

当事業の保証を中止した。UGCは2008年第４四半期から 新規プライベート学生ローン事業の保証を中止し、ヨー

ロッパでの事業活動において新規事業の保証を停止した。これらは、市況の低迷に対する対応措置である が、これ

により2008年下半期の新規引受事業は大幅に減少した。

 

2008年の正味収入保険料は 2007年から減少した。第一抵当事業および第二抵当事業の正味収入保険料は、主に前年

と比べた維持率の上昇によりやや増加した。しかしながらポートフォ リオに加わる新規保険数の尺度となる2008

年の新規引受保険は、第一抵当事業、第二抵当事業および国際事業において、2007年からそれぞれ45％、 82％および

42％減少した。かかる減少は、2008年におけるUGCの引受ガイドラインの強化および料率の増加ならびに上記の措置

に起因する。

 

保険金請求および保険金請求調 整費用は、引続く米国内住宅市場の低迷により、2007年から18億ドル増加した。

2008年米国内第一抵当事業の損失は2007年同時期に比べ159％ 増加し18億ドルとなった。その結果第一抵当事業の

損害率は2007年の122から増加し276となった。2008年の米国内第二抵当事業の損失は 200７年同時期に比べ61％増

加し12億ドルとなった。UGCは2008年第４四半期に支払備金を増強して9,600万ドルとした。米国内外の支払備金 の

増加によりモーゲージ保証（廃止した第二抵当事業を除く。）全体の損害率は2007年に111であったのに対し2008

年には257となった。UGCの 専属保険会社への出再能力は、専属再保険会社が出再契約に基づく上限を超えるため、

将来減少することが予測される。

 

これまでモーゲージ保証では、 全モーゲージ保証契約の取得、サービス提供および収益性の測定が一貫性を有して

いたため、モーゲージ保証リスク全てを一括払い保険料不足テストに包含して いた。第二抵当事業の廃止により、

経営陣は現行のモーゲージ保証保険事業と同様に第二抵当事業の収益性を測定することがなくなり、第二抵当事業

の損害率お よび経費率に関する情報の報告も行っていない。その結果UGCは、第二抵当事業について別途、保険料不

足の算出を行う。

 

2008年12月31日現在、 第二抵当事業の将来における予想保険金および損害調査費の現在価額（将来の回復を除

く。）は14億ドルであり、第二抵当事業の将来における予想保険料の現 在価額4.99億ドルおよび未払いの保険金請

求および保険金請求調整費用のための既存の負債７.01億ドルにより相殺され、保険料欠損補填準備金2.22 億ドル

を計上した。2007年12月31日時点では、有効保証リスクは38億ドル、保険契約は64．4万件であったのに対し、2008年

12月31日現在 の第二抵当事業の有効保証リスクは総額29億ドル、保険契約は53万件となった。第二抵当事業は翌10

年から12年にかけて廃止する予定である。有効保証 リスクは、保証された第二抵当ローン総額が特定のローン・

プールにおける契約上の損害限度総額（通常、各プールで保証されたローン総額の10％相当であ る。）により減少

したことを示している。モーゲージ保証では、将来の保険料が保険料欠損補填準備金で賄えない場合、履行遅滞とな

るため、当該事業では将来 において正味損失を計上する可能性がある。

 

2008年12月31日現在の UGCの米国内モーゲージ・リスクの有効保証リスクは301億ドルであり、60日延滞率は7.5％

であった（モーゲージ業界の慣行に従い、保険契約数に基 づき算出した。）。これに対し、200７年12月31日現在の

UGCの米国内モーゲージ・リスクの有効保証リスクは298億ドル、延滞率は3.7％であっ た。米国内モーゲージ・リ

スクの約84％は、所有者が居住する物件に対する第一抵当で担保されている。
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2007年対2006年
 

モーゲージ保証保険では、米国 の住宅市場の崩壊が米国の第一抵当事業および第二抵当事業の損失に不利な影響

を及ぼした結果、2006年は、営業利益であったが、2007年は、営業損失 を計上した。2007年の米国内第一および第二

抵当事業の損失は、2006年に比べそれぞれ362％および346％増加し、損害率はそれぞれ122.0お よび357.0となっ

た。米国内の損失の増加により、全体の損害率は、2006年は47.2であったのに対し、2007年は168.6であった。過去年

度 の変動は、損失を2006年は1.15億ドル減少させたところ、2007年は2,500万ドル減少させ、損害率の増加10.2ポイ

ントを占めた。

 

2007年の正味収入保険料 は、主に国際市場の伸びにより、2006年に比べて増加し、正味収入保険料は58％増加した。

また信用補完のためのモーゲージ保険の活用の増加および継続 率の改善により、米国内第一抵当保険料収入が増

加した。

 

2007年の経費率は、保険料 収入の伸びがUGCの海外進出および第二抵当事業において追加で人材を採用したことに

関連する費用の増加に相殺された結果、2006年の23.4から 21.2に減少した。

 

米国外損害保険事業の業績

 

2008年対2007年
 

米国外損害保険事業の2008 年の営業利益は、法定保険引受事業利益の減少、DACの変更7.24億ドル、満期固定証券の

不振に関連した一時的でない減損を反映した正味実現キャピタ ル・ロスの増加、ならびに株式市場の低迷に関連

したミューチュアル・ファンドおよびパートナーシップからの収入の減少を反映した正味投資利益の減少によ 

り、2007年から減少した。

 

2008年の正味収入保険料 は、既存および2007年暮れに買収したドイツのヴュルテムベルギッシェン・ウント・

バーディシェン保険（「WuBa」）を含 む新規の販売チャネルからの 新事業による企業向けおよび消費者向け商

品の成長を反映して2007年から10％（現地通貨建てで５％）伸びた。英国およびヨーロッパにおける新事業およ 

び再保険の活用の減少により正味既経過収入保険料は増加したが、保険料率の低下に一部相殺された。ラテン・ア

メリカ、東南アジアおよびヨーロッパの消費者 向け商品の伸びもこの増加に寄与した。ロイズ・シンジケート・ア

スコット（「アスコット」）の収入保険料は、引続き減少した。

 

2008年の損害率は2007 年に比べ5.1ポイント増加したが、その要因は以下の通りである。

 

・ 　2008年に計上された2008年の保険事故年度の損害率が、主に引続く保険料率の低下および比較的低額の保険金

請求の増加により、2007年に計上さ れた2007年の保険事故年度の損害率から3.2ポイント増加した。

 

・　過去の保険事故年度からの 損害変動により損害率が1.9ポイント増加した

 

2007年対2006年
 

米国外損害保険事業の2007 年の営業利益は、主に正味投資利益および法定保険引受事業利益が減少したことから、

2006年から減少した。2006年の正味投資利益には、ユニット型投 資信託（「UCITS」）の計算期間外調整として

4.24億ドルの利益が含まれていた。法定保険引受事業利益は、2007年6月に英国の洪水ならびに異常 災害損害に至

らない程度の規模の大きい損失の発生およびさほど大きな規模ではない損失の発生頻度が2006年に比べて増加し

たことが、過去の保険事故年度 の有利な変動の増加に一部相殺された結果、2006年に比べて減少した。
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2007年の正味収入保険料は、既存 および2006年暮れに買収した台湾のセントラル・インシュアランス・カンパ

ニー・リミテッドを含む新規の販売チャネルからの新事業による企業向けおよび 消費者向け商品の成長を反映し

て2006年から14％（現地通貨建てで10％）伸びた。企業向け商品からの正味収入保険料は、英国およびヨーロッパ

におけ る新事業の増加および再保険の活用の減少が、保険料率の低下に一部相殺された結果、増加した。ラテン・

アメリカ、アジアおよびヨーロッパの消費者向け商品 の伸びもこの増加に寄与した。ロイズ・シンジケート・アス

コット（「アスコット」）および航空機保険の正味収入保険料は、保険料率の減少および市場の競争の激化によ

り減少した。

 

2007年の損害率は、 2006年に比べ、合計1.7ポイント増加した。2007年6月の英国の洪水からの9,000万ドルの損失

は、損害率の0.7ポイントを占め、異常災害損 失に至らない程度の規模の大きい損失ならびに日本の個人損害保険

およびアジアおよびラテン・アメリカの個人向け損害保険の損失発生頻度の増加は、損害率の 1.6ポイントを占め

た。これらの増加は、2007年は2.86億ドル、2006年は1.83億ドルの過去の保険事故年度の有利な変動の増加に一部相

殺さ れ、損害率を0.6ポイント減少させた。

 

2007年の経費率は、 2006年に比べ1.3ポイント増加した。この増加は、米国外損害保険事業を担う特定の法人を再編

したコストおよび保険獲得費用が高い消費者向け保険事業 の重要度が増したことを反映している。これらの要因

は、2007年の経費率の0.7ポイントを占めた。

 

未払いの保険金請求および保険金請求調整費用

 

以下の表は主要な保険の 種類に関する2008年および2007年の各12月31日現在の損害保険の未払いの保険金請求お

よび保険金請求調整費用（支払備金）総額の内訳を法定年次 報告基準に基づいて示したものである。*

 12月31日に終了した事業年度

 2008年 2007年

 (単位：百万ドル)

その他の賠償責任 保険発生額 $19,773 $20,580

労災保険 15,170 15,568

その他の賠償責任保険請 求額
13,189 13,878

国際保険 11,786 7,036

自動車保険 5,593 6,068

財物保険 5,201 4,274

モーゲージ保証保 険／信用保険 3,137 1,426

再保険 3,102 3,127

製造物責任保険 2,400 2,416

医療賠償責任保険 2,210 2,361

航空機保険 1,693 1,623

傷害・医療保険 1,451 1,818

企業向け複合リス ク保険 1,163 1,900

身元信用／保証保 険 1,028 1,222

その他 2,362 2,203

合計 $89,258 $85,500

*　全米保険監督官協会による法定報告要件に準拠して、報告部門別に表示されてい る。

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

108/791



米国を拠点としない会社の支払備金は 国際事業において計上される。2008年における特定の米国外損害保険事業

の再編の結果、国際事業の支払備金は従前にはその他事業において報告されていた 額を含む。

 

　AIGの未払い保険金請求お よび保険金請求調整費用は、IBNR（発生したが未報告である損害）と損害費用を含む

最終的損害の見積累計額を示している。支払備金の見積りの決定方法お よび最終的な支払備金の設定方法は日々

見直および調整が行われる。当該見直しの結果行った調整は、現在は営業利益に反映されている。ただし、支払備金

は、 将来の事象の結果に左右される以上、損失傾向の変動およびその認識・確認に時間がかかるため、支払備金の

見積額を変更せざるを得ない場合がある。当初の最 終コストの見積りを増額する支払備金の変動を、不利な変動あ

るいは支払備金の増強という。当初の最終コストの見積りを減額する支払備金の変動を、有利な変 動という。

 

モーゲージ保証保険の損害およ び支払備金は、モーゲージ・ローンの延滞通知および過去の報告実績に基づく、発

生したがローン回収業者からまだ報告を受けていない延滞額の見積りに基づい て見積もられている。モーゲージ

保証保険では、延滞期間、治癒率、ローンのドル建て金額およびモーゲージ・ローンの種類など特定のローンの要素

に関する過 去の実績に基づく(各報告された延滞ローンにおける）契約債務の割合をもって支払備金を設定して

いる。モーゲージの延滞および支払い保険金は、住宅価格の 上昇、金利および失業率など主にマクロ経済的な事情

に影響されるため、最終的な損害を決定するためには、高度な判断が要求される。AIGは、現在延滞して いるローン

に対して適切な支払備金を設定したと考える。保険業界の慣行に従い、AIGは、現在延滞していないが延滞する可能

性のあるローンには、支払備金 を設定しない。

 

2008年12月31日現在、 損害保険事業の正味支払備金は、前年末から31.7億ドル増加して724.6億ドルとなった。この

正味支払備金は、再保険の回収見込額、回収不能な再保険 のための積立金額および将来の投資利益の割引額により

減額された支払備金を示している。

 

以下の表は、2008年および2007年の各12月31日現在の損害保険の正味未払い 保険金請求および保険金請求調整

費用の事業部門別による内訳を示したものである。

 12月31日に終了した 事業年度

 2008年度 2007年

 （単位：百万ドル）

企業向け損害保険 $48,789 $47,392

トランスアトランティック 7,349 6,900

個人向け損害保険 2,460 2,417

モーゲージ保証保険 3,004 1,339

米国外損害保険 10,853 11,240

正味支払備金合計 $72,455 $69,288
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支払備金の割引
 

2008年12月31日現在、AIGの損害保険事業の正味支払備金は、表定および表定外割引を含む25.7億ドルの支払備金の

割引を反映している。表定労災保険割引は3.5％の金利と1979-81年の間の10年死亡分析を利用して計算される。表

定外労災保険割引は、ニューヨークおよびペンシルバニアに拠点のある会社については別途計算されており、各州

の法規制に基づき計算されている。ニューヨーク州の会社については、割引率は５％の金利と会社自身の支払傾向

に基づいている。ペンシルバニア州の会社については、６％の金利と業界支払傾向に基づいて、保険事故年度2001年

およびそれ以前の割引増減率が定められている。2002年以降の保険事故年度に関しては、割引率は、会社の支払傾向

および投資利回りに基づき、計算される。企業向け損害保険部門が引き受けるAIRCOのその他の特定の責任事業およ

び製造物責任事業は、米国証券の1年から20年に亘る米国財務省証券利回りおよびこの事業における企業向け損害

保険部門の支払傾向を基に割り引かれる。この割引額の内訳は次の通りである：企業向け損害保険部門の労災保険

の表定割引7.33億ドル、企業向け損害保険部門の労災保険の表定外割引16.7億ドル、および企業向け損害保険部門

に対するAIRCOのその他責任保険および製造物責任保険の表定外割引1.70億ドル。1998年以来、AIRCOは企業向け損

害保険部門が引き受ける特定の一般賠償責任および製造物責任事業を比例分担割合で引き継ぎ、この事業における

支払備金は、AIRCOが割引価額で保有している。

 

支払備金の設定
 

AIGは、損害保険事業の正味支払備金は、2008年12月31日現在の損害保険事業の正味保険損害金および損害調査費用

に備える妥当な額であると考えている。AIGは既存の支払備金の妥当性についての見直しを定期的に行っているが、

AIGの最終的な支払備金の伸びが悪化し、AIGの2008年12月31日現在の支払備金を大幅に超過することがないという

保証はない。また経営陣は、上述のような伸びの鈍化の発生や支払備金が増額されることになっても、AIGの連結財

務状況を揺るがす事態にはならないが、AIGの個別の報告期間における事業の連結業績に重大な悪影響を及ぼす可

能性はあると予想する。

 

下記の表は、正味支払備金の調整を示したものである。

 12月31日現在

 2008年 2007年 2006年

 (単位：百万ドル)

期首正味未払保険金請求および保険金請求調整 $69,288 $62,630 $57,476

為替の影響 (2,113) 955 741

買収および処分(a) (269) 317 55

発生した保険損害金および損害調査費用：    

　　当年度 35,085 30,261 27,805

　　過去年度、割引前(b) 118 (656) (53)

　　過去年度、割引後 317 327 300

発生した保険損害金および損害調査費用 35,520 29,932 28,052

支払った保険損害金および損害調査費用：    

　　当年度 13,440 9,684 8,368

　　過去年度 16,531 14,862 15,326

支払った保険損害金および損害調査費用 29,971 24,546 23,694

期末正味未払保険金請求および保険金請求調整 $72,455 $69,288 $62,630

(a)　2008年第４四半期に処分されたウニバンコに関する期末残高および2007年に買収したウーバおよび2006年に

買収したセントラル・インシュアランス・カンパニー・リミテッドの期首残高を反映している。

(b)　トランスアトランティックの損害再保険事業に対する2007年の88百万ドルおよび2006年の1.81億ドルならび

に2004年および2005年の異常災害の結果生じた2008年の７百万ドル、2007年の64百万ドルならびに2006年の

1.03億ドルの保険金を含む。
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下記の表は、過去年度（割引前）の発生保険損害金および損害調査費用の（有利）または不利な変動の概要を示し

たものである。

 12月31日に終了した事業年度

 2008年 2007年 2006年

 (単位：百万ドル)

過去の保険事故年度における報告部門別の変動：    

　企業向け損害保険 $(24) $(390) $175

　個人向け損害保険 65 7 (111)

　モーゲージ保証保険 177 (25) (115)

　米国外損害保険 (62) (286) (183)

小計 156 (694) (234)

　トランスアトランティック (1) 88 181

　アスベストの和解金* (37) (50) -

過去年度、割引増加前 $118 $(656) $(53)

*特定のアスベストの債務の和解金の影響を示している。

 

 12月31日に終了した事業年度

 2008年 2007年 2006年

 (単位：百万ドル)

過去の保険事故年度における事業の主要種別の推移：    

　エクセス賠償責任保険（企業向け損害保険） $1,105 $73 $102

　役員賠償責任保険および関連経営者責任保険(企業向け

損害保険）
(430) (305) (20)

　エクセス労働者災害保険(企業向け損害保険) (12) (14) 74

　ヘルスケア(企業向け損害保険) (310) （194） (130)

　再保険（トランスアトラティック） (1) 88 181

　アスベストおよび環境関連(主に企業向け損害保険) 51 18 208

　その他全て、正味 (285) (322) (468)

過去年度、割引増加前 $118 $(656) $(53)

 

 

 
12月31日に終了した事業年度

暦年

 2008年 2007年 2006年

過去の保険事故年度における保険事故年度別の変動： (単位：百万ドル)

事故年度    

2007 $(370)   

2006 (590) $(1,248)  

2005 (455) (446) $(1,576)

2004 (335) (428) (511)

2003 200 37 (212)

2002 176 234 373

2001 238 263 29

2000 341 321 338

1999 346 47 382

1998および以前 567 564 1,124

過去年度、割引増加前 $118 $(656) $(53)
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AIGは過去の事故年度からの支払保険損害金の変動を決定するために、各プロフィット・センターに対する各保険

事故年度の最終支払保険損害金見積額の変更を決定するための追加的分析を行う。例えば、あるプロフィット・セ

ンターで発生した損失が特定の保険事故年度の予想と異なった場合について、保険数理人は、当該損失発生が当該

プロフィット・センターの支払備金にどのような影響を与えるか調査する。ただし予想以上または予想以下の損失

発生があったとしても当該保険事故年度の最終的発生保険金の見積額がはっきりと変更されるとは限らず、そのプ

ロフィット・センターの過去の保険事故年度の支払備金について調整が行われないこともある。また一方では、予

想以上または予想以下の保険金が発生したときに、当該プロフィット・センターの支払備金について、現実の損失

と予想損失の差額以上に有利あるいは不利な方向に大きく変更されることもある。この追加分析は、2008年に各プ

ロフィット・センターのために、2008年について過去の保険事故年度からの支払保険金の変動を決定するため、必

要に応じて実施された。またAIGは上記の過程において、米国モーゲージおよび住宅市場に関連するものなど新たな

事象の保険金請求も考慮する。

 

2008年の正味損失の変動

 

2008年の正味損失は、過去の保険事故年度と比較して約1.18億ドル不利に変動した。この変動金額は、2008年の最初

の3ヶ月に対する損失連動保険事業に関連する有利な変動約3.39億ドル（当該金額は、収入保険料の不利な変動に

おける同額と相殺された。）を含み、支払備金約3.17億ドルの割引の増加を除いている。損失連動保険事業に関連す

る有利な変動および支払備金の割引の増加を除くと、2008年の正味支払保険金は、過去の保険事故年度と比較して

約4.57億ドル不利に変動した。全体的な不利な変動1.18億ドルは、2004年から2007年に至る保険事故年度の有利な

変動約17.5億ドルが2003年およびそれ以前の保険事故年度の不利な変動約18.7億ドルで相殺された結果生じた。

2003年およびそれ以前の保険事故年度からの不利な変動は、主に企業向け損害保険部門に属するエクセス賠償責任

保険に関連しており、この事業は2003年およびそれ以前の保険事故年度からの不利な変動約12.5億ドルを計上し

た。2004年から2007年に至る保険事故年度の有利な変動は、ヘルスケア保険、異常災害損害保険、賠償責任保険およ

びプログラム事業を含むレキシントン・インシュアランス・カンパニーが引き受ける事業からの有利な変動約

5.90億ドルを含む。役員賠償責任保険事業および関連経営者責任保険事業を含む企業向け損害保険部門に属する金

融サービス部門は、2004年および2005年の役員賠償責任保険および関連経営者責任保険事業に主に関連する2004年

から2007年に至る保険事故年度の有利な変動約4.30億ドルに貢献した。2003年およびそれ以前の保険事故年度にお

ける不利な変動には、2000年およびそれ以前の事故年度からの企業向け損害保険部門に属するエクセス損害保険事

業に対するガソリン添加剤であるMTBEを含む請求に関連する約2.00億ドルが含まれる。また、エクセス賠償責任保

険の不利な変動は、欠陥建築、製品の総合および医薬品関連等のエクスポージャーの依然とした潜在的な請求の発

生およびこれらの保険事故年度において予想された多額の損害より実際の損害が高かったことが反映している。こ

れらの潜在的なエクスポージャーに対するAIGの債務残高は、保険条項の変更および保険引受ガイドラインを大幅

に変更したことが功を奏して2002年以降減少した。AIG全体のその他の保険部門もまた2003年以前の保険事故年度

における不利な変動の原因となっており、これにはトランスアトランティックに関連する約2.15億ドルが含まれ

る。モーゲージ保証保険は、2008年における全体的な不利な変動に約1.77億ドル、2007年の保険事故年度において

は、約1.59億ドルの影響を与えた。
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2007年の正味損失の変動

 

2007年の正味損失は、過去の保険事故年度と比較して約6.56億ドル有利に変動した。この変動金額は、トランスアト

ランティックからの不利な変動約88百万ドルを含み、支払備金約3.27億ドルの割引の増加を除いている。トランス

アトランティックおよび割引の増加を除くと、2007年の正味支払保険金は、過去の保険事故年度と比較して約7.44

億ドル有利に変動した。全体的な有利な変動6.56億ドルは、2004年から2006年に至る保険事故年度の有利な変動約

21.2億ドルが2002年およびそれ以前の保険事故年度の不利な変動約14.3億ドルおよび2003年の保険事故年度の不

利な変動約37百万ドルに一部相殺された結果である。2007年においてAIGのほとんどの事業は、2004年から2006年に

わたる保険事故年度における有利な変動を引き続き経験した。2002年およびそれ以前の保険事故年度からの不利な

変動は、全て企業向け損害保険部門に属するエクセス賠償責任保険および労働者災害保険、およびトランスアトラ

ンティックにおける変動を反映している。2003年の保険事故年度からの変動は、主に企業向け損害保険部門に属す

るエクセス賠償責任保険および労働者災害保険の不利な変動が、その他ほとんどの保険部門の有利な変動に相殺さ

れたことを反映している。全体的な有利な変動6.56億ドルは、2003年から2006年に至る保険事故年度の有利な変動

約3.35億ドルが2002年およびそれ以前の保険事故年度の不利な変動約30百万ドルに一部相殺された結果の企業向

け損害保険部門に属する役員賠償責任保険および関連経営者責任保険保険の約3.05億ドルを含んでいる。また全体

的な有利な変動6.56億ドルは、企業向け損害保険部門に属する労働者災害保険事業における不利な変動約3.00億ド

ルを含んでいる。

 

2006年の正味損失の変動

 

2006年の正味損失は、過去の保険事故年度と比較して約53百万ドル有利に変動した。この変動金額には2006年第４

四半期に行われた、グラウンドアップ分析の結果生じた、アスベストおよび環境関連の支払備金からの正味で不利

な変動約1.98億ドル、2004年および2005年の大型ハリケーンによる不利な変動約1.03億ドル、トランスアトラン

ティックの損害保険再保険事業の不利な変動1.81億ドルが含まれ、支払備金の割引の増加約3.00億ドルを除く。第

４四半期のアスベストおよび環境関連の支払備金の増加、異常災害およびトランスアトランティックの他割引を除

くと、2006年の正味支払保険金は、過去の保険事故年度と比較して約5.35億ドル有利に変動した。全体的な有利な変

動53百万ドルは、2003年から2005年に至る保険事故年度の有利な変動約23.0億ドルが2002年以前の保険事故年度の

不利な変動約22.5億ドルに一部相殺された結果である。2006年中、AIGの事業のほとんどの部門において、2003年か

ら2005年にわたる保険事故年度における有利な変動を引き続き経験した。2002年以前の保険事故年度からの不利な

変動は、全て企業向け損害保険部門に属するエクセス賠償責任保険、労働者災害保険、エクセス労働者災害保険およ

び1986年以降の環境賠償責任保険の変動、企業向け損害保険部門および米国外損害保険のアスベスト支払備金の変

動、およびトランスアトランティックにおける変動を反映している。

 

事業部門別の正味損失の変動

 

以下では、2008年、2007年および2006年の３年間に亘り過去の保険事故年度と比較して支払備金が大きく変動した

事業部門につきその変動が生じた主な理由を挙げている。
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エクセス賠償責任保険事業：　この事業部門の支払備金は、2006年および2007年のわずかな不利な変動の後、2008年

は大幅に不利に変動した。ただし、2002年およびそれ以前の保険事故年度から３年間は、その全ての年度において大

幅に不利な変動を示した。損失増加の主な要因は、不法行為請求における経済的な損失要素を増加させることに

なった医療費の上昇、重症を負った保険金請求者の寿命を延ばすことになった医学の進歩ならびに多額の不法行為

請求額を認容する事案を増加させた陪審員の評決である。最近のAIGのエクセス賠償責任の保険金支払額に影響を

及ぼしたもう１つの要因は、製品責任補償および住宅建築業者の引受基本保険が使い果たされたことである。これ

によりAIGのエクセス保険契約およびアンブレラ保険契約に基づく製品総合の消耗および欠陥建築関連請求の増加

を含む請求に関連する損失が増加した。1990年代後半に多くのエクセス賠償責任保険は、複数年数契約として引き

受けられたため、新たに発生する市場傾向に他の場面と同様にAIGが迅速に対応することが阻まれた。その後AIGは、

この新たな傾向に対し、保険料を増額し、保険契約の内容や保障範囲を多様化するなどして、対策を講じた。これら

の対策により、2001年の保険事故年度からは、保険金の支払状況が大幅に改善した。2007年および2008年に、2002年

およびそれ以前の保険事故年度の不利な変動の相当部分も医薬品および前述の製品の総合エクスポージャーのほ

か欠陥建築エクスポージャーを含むその他潜在的なエクスポージャーにさらされている。これらの潜在的なエクス

ポージャーに対するAIGのエクスポージャーは、保険条項の変更および保険引受ガイドラインを大幅に変更したこ

とが功を奏して2002年以降著しく減少した。2006年から2008年に亘る不利な変動が生じたその他の要因は、1998年

およびそれ以降の保険事故年度における、その他の多額な損失に対する実際の損失が、以前の保険事故年度におい

て発生した損失の傾向と比較して予想した水準を上回ったことである。これにより1998年から2002年の保険事故年

度に対して、追加による大幅な変動が生じ、それより少ない程度ではあるが2003年に対しても変動が生じている。

2008年において、この現象は、2004年の保険事故年度に対して幾つかの不利な変動を引き起こしたが、2003年および

2004年の保険事故年度は、両年度とも非常に有利な結果を維持した。

 

2007年末の支払備金の見直し時に、AIGのクレーム・スタッフは、AIGの保険数理人が欠陥建築関連請求についての

重要なエクスポージャーに対して適切な支払備金を見積もることを支援するために、会計上この請求のエクスポー

ジャーに関して、見直しを更新した。AIGの保険数理人は、見積り要素の大幅な変更は不要との結論に至った。2007年

の過去の保険事故年度損失は、この種の事業においては比較的少額となる約75百万ドル不利に変動した。ただし、

AIGでは、この事業については、2002年および以前の保険事故年度から引き続き2007年は約4.50億ドル不利な変動が

生じている。またこの種の事業においては、2007年には、2003年の保険事故年度と比較して約1.00億ドルの不利な変

動が生じている。2003年の保険事故年度の損害率は、この種の事業では非常に有利であり続け、ここ数年間安定して

いる。2004年から2006年の保険事故年度の2007年における有利な変動は、2003年および以前の保険事故年度の不利

な変動を大きく相殺した。2002年および以前の保険事故年度の不利な変動の相当部分は、前述の潜在的なエクス

ポージャーに関連するものである。

 

2006年末の支払備金の見直し時に、AIGのクレーム・スタッフは、保険数理人が欠陥建築関連請求についての重要な

エクスポージャーに対して適切な支払備金を見積もることを支援するために、会計上この請求のエクスポージャー

に関して、別途の見直しを更新した。AIGの保険数理人は、見積り要素の大幅な変更は不要との結論に至った。2006年

における過去の保険事故年度損失は、この種の事業においては比較的少額となる約1.00億ドル不利に変動した。た

だし、AIGでは、この事業については、2003年以前の保険事故年度から引き続き不利な変動が生じている。
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2008年末の支払備金の見直し時に、AIGのクレーム・スタッフは、欠陥建築関連請求についての重要なエクスポー

ジャーの会計の見直しを再度更新した。これらの請求に対する依然とした上昇の変動に対処するため、また当該変

動の分析の更新に基づき、AIGは、請求の見直しで認識された増加額を超える75百万ドルの支払備金を追加で増強し

た。2007年および2008年における製品総合に関連する請求の依然とした不利な変動に対処するため、AIGの保険数理

人は製品総合に関する請求の変動において特別な分析を実施し、その結果、当該エクスポージャーに関するIBNR支

払備金を1.75億ドル増加した。2007年および2008年における医薬品関係の請求の著しい発生に対処するため、AIGの

クレーム・スタッフは、残余エクスポージャーの見直しを行い、この見直しに基づいて追加の支払備金10百万ドル

を設定した。2007年および2008年において予想を遥かに超えて実際に発生した1998年以降の保険事故年度にかかる

その他多額の損失に対処するため、保険数理人は当該事業における損失変動要因の予想を増加し、その結果当該部

門の支払備金をさらに約2.00億ドル増加した。合計で、これらの事業における準備金の特別な増加により、エクセス

賠償責任保険の支払備金は2008年中には約4.60億ドル増加し、このうち3.70億ドルは2008年の第４四半期に計上さ

れている。2008年の最初の３ヶ月において、AIGは2000年およびそれ以前の保険事故年度における主としてエクセス

賠償責任保険に関連するガソリン添加剤のMTBEに関連する約2.00億ドルの損失を認識した。上述の様々な調整は、

近年の不利な損失変動に対する適切な対処を意図して行われたが、その一方でエクセス損害保険は依然として変動

性の高い事業部門であり、この事業部門における支払備金の想定にさらなる調整が不要であるという保証はない。

 

エクセス賠償責任保険事業の支払備金は、通常その他賠償責任保険発生額に含まれており、エクセス賠償責任保険

の支払備金のわずか一部は、その他の賠償責任保険請求額に含まれている。

 

役員賠償責任保険および関連経営者責任保険事業：　2007年および2008年に亘る大幅な有利な変動に引き続き、

2006年に役員賠償責任保険および関連経営者責任保険事業においてやや有利な金額の変動があった。３年に亘る有

利な変動は、主として2004年および2005年の保険事故年度に起因するものであり、2003年および2006年の保険事故

年度もより小規模な範囲で関連している。2002年およびそれ以前の保険事故年度における役員賠償責任保険および

関連経営責任保険事業の支払保険料の悪化は次を含む様々な要因によるものである；企業倒産の頻度と規模の拡

大、財務諸表の再表示の頻度の増加、公開会社の時価総額の急激な上昇、新規株式公開の件数の増加。2003年から

2006年に亘り、これらの要因に関連する請求は大幅に減少した。したがって、これらの保険事故年度に予め設定され

ていた予想損害率は、特に2004年および2005年において有利に変動した。2007年の保険事故年度から生じた信用危

機に関連する請求は全体的な請求の増加をもたらし、2007年の支払備金は2008年に比較的わずかな額において不利

に変動した。AIGは、AIGのクレーム・スタッフが提供するグラウンドアップ請求予想をこの事業における支払備金

を選択するためのベンチ・マークとして使用しており、これらの請求予想は毎年更新される。

 

2008年末の支払備金の見直し時に、AIGの保険数理人は、2006年以前の保険事故年度に対する依然として損害の発生

が好ましい程度のものであることを勘案した。AIGの保険数理人は、2007年および2008年の好ましい程度の損害の発

生に対処するために、2006年およびそれ以前の損害実績を改善することに、より重点を置かなければならないと判

断した。したがって、支払備金の選択においては、損害実績がこれらの保険事故年度に当初設定された請求ベンチ

マークに関連して改善されるにつれ、これらの保険事故年度おける実績の改善により重点を置き、グラウンドアッ

プ請求予想には低い重点を置いている。2007年の保険事故年度の請求予想には信用危機に関連する請求が含まれ

る。これらの予想の認識により、役員賠償責任保険の下位部門において大幅な支払備金の増加があった。但し、この

支払備金は信用危機による大幅な影響を受けなかったその他の下位部門の有利な損害変動をもって一部相殺され

た。したがって、2007年の保険事故年度の全体的な変動は、支払備金の緩やかな増減のみである。2008年の保険事故

年度の支払備金の設定は、AIGが予想する信用危機に関連する請求活動の増加を反映している。2007年および2008年

の保険事故年度の信用危機に関連する請求から生じる最終的な変動が不確実であるため、これらの保険事故年度に

おいては、損害率は通常の場合より大きく異なる可能性を有している。2006年以前の保険事故年度の損害傾向を改

善する対処を強化したことにより、主として2004年および2005年の保険事故年度において、この事業の2008年第４

四半期には約2.25億ドルの有利な損失変動が発生した。

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

115/791



2007年末の支払備金の見直し時に、AIGの保険数理人は、見積り要素の大幅な変更は不要と判断した。2007年におけ

る過去の保険事故年度からの支払備金は、約3.05億ドル有利に変動したが、これは主に2004年および2005年の保険

事故年度からの有利な変動、およびそれより少ない程度であるが2003年および2006年の保険事故年度からの有利な

変動の結果である。AIGの保険数理人は、AIGクレーム・スタッフがこの事業区分のために立てたグラウンドアップ

・クレーム予想に基づく支払備金をベンチマークとして引き続き採用した。2007年末の支払備金の見直し時に、グ

ラウンドアップ・クレーム予想には、2006年に至る全ての保険事故年度が含まれており、2006年の保険事故年度か

らの、バックデートされて発行されたストック・オプションに関連するエクスポージャーも含まれていた。

 

2006年末の支払備金の見直し時に、AIGの保険数理人は、見積り要素の大幅な変更は不要と判断した。2006年におけ

る過去の保険事故年度からの支払備金は、この事業ではわずかである約0.2億ドル有利に変動した。AIGの保険数理

人は、AIGクレーム・スタッフがこの事業のために立てたグラウンドアップ・クレーム予想に基づく支払備金をベ

ンチマークとして引き続き採用した。2006年末の支払備金の見直し時に、グラウンドアップ・クレーム予想には、

2005年に至る全ての保険事故年度が含まれていた。

 

役員賠償責任保険および関連する経営者責任保険の支払備金は、前述の支払備金の内訳の表「その他賠償責任保険

請求額」に含まれている。

 

ヘルスケア：　企業向け損害保険部門が引き受けたヘルスケア保険事業は、2006年および2007年は緩やかな有利な

変動をもたらし、2008年には大幅な有利な変動をもたらした。ヘルスケアの支払備金は、1990年代中期に始まった不

利な損失変動傾向および市況を経て、2002年およびそれ以降の保険事故年度における有利な市況および改善された

法的環境から利益を得た。2008年末の支払備金の見直し時に、AIGの保険数理人は、当該事業における損害変動要素、

損害傾向要因および予想損害率に関しより敏感な想定の使用により、直近の３年間にみられた継続的な有利な実績

に対処した。これらの修正された予想の結果、約1.40億ドル分、追加で有利に変動し、これはこの事業における2008

年の第４四半期に計上されている。

 

支払備金の設定に関する概観

 

損害保険事業の支払備金の対象には、大きく分けて２つのグループに分けられる。１つは、主に財物保険、個人向け

損害保険および一部の賠償責任保険を含む短期の賠償責任保険である。他方は、エクセスおよびアンブレラ保険、役

員賠償責任、専門職賠償責任、医療賠償責任、労働者災害保険、一般賠償責任、製造物責任およびそれらに関連するも

のを含む長期の賠償責任保険である。

 

短期の賠償責任保険の支払備金

 

財物保険のような短期の保険を引き受けている事業では、四半期の支払備金を計上する手続は現在の事業の予想損

害率を決定するよりも、未発生のエクスポージャーのために適切な支払備金を維持することを重視している。たと

えば、財物保険事業に要求されているIBNR支払備金は、最近の年度の経過保険料の約20％と予想されると、この支払

備金はその四半期の実際の損害率に関係なく維持される。この20％は、料率の変動、損害の報告パターン、報告され

ない損失に対する既知のエクスポージャー、または特定の保険の種類に影響を与えるその他の要因を反映するよう

に調整される。
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長期の賠償責任保険の支払備金
 

解決に長期を要する賠償責任保険の最終的な正味保険金と損害調査費(正味保険金)の見積りには複雑な手続きが

必要であり、保険の種類や取扱高など、多くの要素を考慮して行う。解決に長期を要する賠償責任保険の実績による

と、保険事故年度が若いほど既報告正味保険金の統計的信憑性は限られている。これは既報告請求額と損害調査費

が、正味保険金に対し相対的に小さい部分を占め、支払済正味保険金の割合が、これよりさらに小さくなるためであ

る。つまり、正味保険金のうち比較的大きな部分を占めているのは、IBNRということになる。

 

AIGが計上している長期の保険に係る正味支払備金は、AIGがそれぞれの保険の種類別に最適だと考える損害傾向要

因を用いて検討される。解決に長期を要する賠償責任保険の正味保険金の見積りには、通常様々な保険数理上の計

算や想定条件が使われている。見積りに際し、保険事故年度間の保険金上昇率を反映させるために、通常は損害傾向

率を使用する。解決に長期を要する賠償責任保険の大半について、正味損害傾向率は約５％と概算されている。損害

傾向率には、保険金支払請求処理方法や損害発生率の変化、保険契約内容の変更、現在と将来の物価や社会的コスト

の変動、訴訟および裁定の増加など、多くの要素が反映されている。これらの要因は過去の損害実績に基づく新たな

傾向を反映するため、適切に定期的に見直され調整される。このように損害費用の年間上昇率の見積りには、多くの

要因が間接的に考慮されている。

 

各保険事業の支払備金繰入額の見直しにおいては、多くの保険数理上の見積りが行われる。長期の保険には、通常以

下に関する保険数理上の見積りが行われる。

 

・　過去の保険事故年度の予測損害率に基づき、保険事故年度後の予測損害率を定めるために使用される損害傾向

率。

・　直近の保険事故年度の予測損害率(つまり、2008年の保険事故年度ならば2008年度末の支払備金分析。)および、

場合によっては直近の損害発生年度より前の損害発生年度の予測損害率。予想損害率は、通常、過去の保険事故

年度の損害傾向により調整後の予想損害率および料率変動の影響、ならびにその他の数量化できる要素を反映

している。エクセス賠償責任保険のように頻度が低く、規模が大きい場合、予測損害率は通常、少なくとも直近

３年間の保険事故年度に用いられる。

・　各保険事故年度の既報告損失の最終的な金額を予測するために用いられる損害の変動要素。通常は、翌保険事故

年度の損害変動要素を定める上で、過去の保険事故年度で見られた実際の損害変動要素が適用される。

 

AIGは、多くの損害保険事業の各事業部門における、四半期の支払備金の変動を計上している。AIGの支払備金の全体

的な変動は、これらの事業部門レベルでの変動の合計に基づいている。解決に長期を要する賠償責任保険を引き受

ける大部分の事業部門では、四半期の支払備金の変動を計上する手続は、各種保険の、現在の予想損害率の決定を含

む。当該損害率は、四半期の予想正味保険金発生額および損害調査費を決定するため、その年度の四半期におけるそ

の保険の種類の正味経過保険料で乗じられる。したがって、四半期における各種保険の支払備金繰入額は、前述のよ

うにその四半期の予想正味保険金発生額と予想保険調査費の差額であり、また正味支払保険金と損害調査費の差額

となる。また過去の保険事故年度からのプラスあるいはマイナスの予想最終損害の変動は、当該四半期の支払備金

に反映される。

 

支払備金の設定の手続きの詳細
 

各種保険または事業セグメントの現在の損害率を決定する手続は、様々な要素に基づいている。それらの要素は、過

去の保険事故年度および保険年度の損害率、実際および予測の料率の変動、補償範囲、再保険または事業構成の変

動、保険調査費の傾向または法的環境および請求の状況といった、業績に影響を与える外部要因の実際および予測

の変動を含むが、これらに限定されない。各事業部門の現在の損害率は、保険数理人およびその事業部門のクレーム

・スタッフによるインプットを反映し、前述の全ての要素を反映した後で経営陣の最良の予測によって損害率が決

定される。各四半期末には、仮定に基づく損害率が適正に維持されているかを判断するために、損害率の仮定が見直

される。この手続は、四半期における実際の保険金請求額実績の見直し、実際の料率の変動、実際の保険金、再保険ま

たは事業構成の変動、ならびに損害率に影響を与えうるその他の特定の要因の変動を含む。この見直しにより当初

決定された損害率が適当でないとされた場合、現在の事業の損害率は修正された仮定を反映するように変更され

る。
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AIGの各損害保険子会社による年に一度の支払備金の包括的な見直しは、各年度の第４四半期に完了する。これらの

見直しは各子会社の事業の、保険の種類ごとに詳細に行われるため、何百もの個々の分析で構成される。これらの見

直しの目的は、個々の子会社およびその結果としてAIGの全体の、備金計上額の合理性を再確認することにある。各

保険事業の支払備金分析は、その保険事業に最も精通している保険数理人によって実施される。これらの詳細な保

険数理上の支払備金分析を完了させるにあたり、保険数理人は、損失の変動要因や損害調査費傾向要因の選択を含

む数多くの仮定を行うことを要求される。彼らはまた、各保険事業に用いる最も適切な保険数理上の計算方法を決

定、選択することを求められる。さらに彼らは、支払備金が最も正確に検討できるデータを適切に分割しなくてはな

らない。各事業セグメントのこれらの詳細な見直しの過程で、通常支払備金の見積りが決定される。これらの各子会

社における個々の保険事業の見積り合計額は、その子会社の全体的な保険数理上の支払備金の見積りを導き出す。

実際の支払備金が決定される最終的な手続では、保険数理上の見積りのほか、内部および外部要因としてインフレ

の定性的評価、米国内外でのその他の経済状況、法的環境、規制、裁判および社会環境、保険料の価格、契約条件、なら

びに保険金支払請求処理方法の変化を含む無数のその他の要因も考慮される。また支払備金の変更は、引き受けら

れ、出再された再保険契約の振替により影響されることもある。

 

主要な保険事業における保険数理上の見積り方法
 

各保険事業の支払備金の妥当性を試すために、AIGの保険数理人は、最も適切と考える見積り方法を決定する。この

見積り方法は、頻度や規模など当該保険事業にまつわる請求の性質などあらゆる要素に基づき選択される。その他

考慮される要素は、当該請求に関連する損害変動要素の性質、該当する保険の種類について存在する請求データの

量、および当該保険の種類に適用することができる様々な見積り方法などである。見積り方法の決定に加え、保険数

理人は、データの適切な支払備金の区分を決定する。たとえば、AIGは、専門職賠償責任保険の下位保険として、さら

に多くのユニークな保険を引き受けている。その保険の価格設定などの目的のために、各下位保険事業の収益性を

評価しなければならない。ただし、専門職賠償責任保険の支払備金を見積もるためには、これらの小さく区分けされ

た下位の保険種目を併合させることが適切である。大きな分類の請求実績は、個別の小区分の保険の均一的な請求

実績に比べ、その信憑性は高いと考えられる。したがって、データの分割および見積り方法は、各保険部門において、

注意深く検討される。この選択されたデータの分割方法および見積り方法を同時に採用することにより、より正確

な支払備金の見積りが可能になると考えられる。

 

AIGが長期保険事業において採用する見積り方法には、損害変動要素方法および下記の「ボーンヒュッター・

ファーガソン」法を含む予想損害率方法が含まれる。その他の方法には、予想頻度・規模方法があるが、AIGはこの

方法を通常は支払備金分析よりも価格設定分析に用いている。損害変動要素方法では、過去の保険事故年度の実際

の損害傾向パターンを用いて、最終的な将来の保険事故年度における報告損害を予想する。損害変動要素方法は、保

険事故年度間で安定した損害変動を示し、当該保険種目に属する保険が類似する損害変動要素を有する保険事業に

適用することが最適である。たとえば、財物保険のエクスポージャーは、通常は賠償責任保険部門のエクスポー

ジャーと併合されることはなく、基本賠償責任保険のエクスポージャーは、エクセス賠償責任保険のエクスポー

ジャーと併合されることはない。予想損害率方法は、新種の保険や、損害変動期間の初期にある解決に長期を要する

保険など報告された損害データが損害変動要素方法を適用できるほどの信憑性を持たないときに採用される。

 

予想損害率方法では、支払備金を決定するために、保険部門の収入保険料に対する予想損害率が適用される。たとえ

ば、保険部門の10百万ドルの保険料収入に予想損害率70％が適用された場合、最終的な損害は、７百万ドルと見積も

られる。また、この最終的な損害から報告された支払い済み保険料および損害調査費用を差し引くと、この保険部門

の支払備金が得られる。「ボーンヒュッター・ファーガソン」方法は、予想損害率方法を用いており、予想損害率

は、損害の予想された未報告部分のみに対して適用される。たとえば、長期の保険について、保険事故年度末におい

て、損害のうち10％のみが報告されると予想される場合、予想損害率は、まだ報告されていない90％の損害に対して

適用される。保険事故年度末の最終的な損害見積総額を決定するために、保険事故年度末の報告された実際の損害

が加算される。報告された支払済みの損害および損害調査費用を差し引くと、支払備金が得られる。前述の例では、

予想損害率70％が90％で乗じられる。その結果得られらた63％が、収入保険料10百万ドルに乗じられ、未報告損害見

積額は6.3百万ドルとなる。これに実際に報告された損害を加算すると、最終的な損害見積り額が得られる。報告さ

れた損害が１百万ドルであったとすると、「ボーンヒュッター・ファーガソン」方法に基づく最終損害見積り額

は、7.3百万ドルになるが、前述の損害変動要素方法に基づく最終損害見積り額は、７百万ドルになる。したがって、

「ボーンヒュッター・ファーガソン」方法では、当該保険部門で実際に発生した損害が一部考慮される。損害変動

要素方法では、通常はその見積り時点までに報告された損害が全面的に考慮される。前述の例では、予想損害変動

方法では、報告された１百万ドルが最終的な損害の10％であると仮定して、最終的な損害見積り額を10百万ドルと

予想する。
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損害変動要素方法の最も有利な点は、当該保険部門の損害の実際の変動に迅速に対応できることである。したがっ

て、損害が予想外に増加あるいは軽減した場合、損害変動要素方法は、その変動を直ちに全面的に考慮する。予想損

害率方法は、実際に変更した損害を反映するために予想損害率を修正する十分な根拠が得られるまでは引き続き予

想損害率に重点を置くため、変化の対応がやや遅い。その一方で、損害変動要素方法は、実際に発生した損害が変動

要素とみなせる信憑性を持たない場合でも、報告された損害に過剰に反応するという欠点がある。たとえば、損害変

動要素を適用する期間の早期の時点でいまだ大きな損害が発生あるいは発生していない段階で、損害変動要素方法

が有利あるいは不利となる損害が発生したときに、この状況が後々まで続くと仮定し、過剰反応する場合がある。こ

れらの例においては、「ボーンヒュッター・ファーガソン」方法などの予想損害率方法は、保険事故年度の未報告

の損害に特別生じた多額の損害を加算することなく、多額の損害を適切に認識する利点がある。AIGの解決に長期を

要する保険の支払備金の見直しでは、通常は損害変動要素方法および予想損害率方法の両方を組み合わせて採用し

ている。損害変動要素方法は、損害実績が高い信憑性をもたらす保険事故年度および保険部門に重点を置いている。

予想損害率方法は、報告された損害実績の信憑性が低く、またはより多額の損害が発生している場合に、採用され

る。予想損害率方法は、適切な予想損害率を決定するために、十分な情報を必要とする。この情報には、過去の保険事

故年度の実際の損害率および損害率に影響を及ぼす保険料率、引き受け実績およびその他の変更が含まれる。また

この他、保険事故年度間の損害の変動を増加させうるインフレおよびその他の要素も考慮するために、損害傾向や

損害率を見積もることも必要になる。

 

予想頻度・規模方法では、保険事故年度の最終的な受付請求件数およびその各請求の平均補償額に基づいて予想さ

れる。各保険事故年度の予想受付請求件数を各請求の平均補償額で乗じることにより、当該保険事故年度の最終損

害見積り額が得られる。予想頻度・規模方法では、平均補償額を予想するために十分な数の請求件数が必要となる。

将来の保険事故年度の平均補償額は、通常は過去の保険事故年度の平均見積り補償額に年間損害傾向率を乗じて得

られる。予想頻度・規模方法は、最終損害額よりも最終受付件数を用いることにより、損害をより早く正確に見積も

ることができる利点がある。したがって、平均的な補償額を正確に見積もることができれば、これらの方法は、他の

方法よりも損害の変動により早く対応することを可能にする。ただし、平均補償額の予想を可能にするためには、当

該保険事業は、保険事故年度間の損害額が合理的に一定である同様の性質の請求で占められていることが必要であ

る。通常、これらの方法は、個人の自動車保険など頻度が高く、補償額が低い保険事業に適用することが望ましい。

AIGは、これらの方法を専門職賠償責任保険の下位保険の価格設定の際に採用している。ただし、AIGの支払備金は、

平均補償額が激しく変動する発生頻度の低い、補償額の高い企業向け保険にも対応できるように設定されているた

めに、AIGは通常は、予想頻度・規模方法を採用していない。

 

エクセス賠償責任保険：　AIGは、エクセス賠償責任保険については、通常損害変動要素方法および予想損害率方法

を組み合わせて採用している。この保険では、報告された損害では比較的信憑性が低いため、通常は少なくとも直近

の３保険事故年度について予想損害率方法が採用されている。特にアンブレラ保険は解決に要する期間が比較的短

いことから、主要なアンブレア保険およびその他エクセス保険の損害実績は、個別に見直されている。自動車関連の

請求は、解決に要する期間が短いことから、自動車以外の請求とは別に見直されている。欠陥建築または製品総合の

制限の使い果たしを含む特定の潜在的なエクスポージャーに関連する請求は、固有の損失発生傾向があるため、個

別に見直されている。最近の保険事故年度の予想損害率は、過去年度の予想最終損害率に基づいており、さらに料率

の変更、予想損害傾向率およびその他定量化できる変動の調整が加えられる。エクセス賠償責任保険の2008年末の

支払備金の見積りのために採用された予想損害傾向率は、約５％であった。報告された受付請求のほとんどに保険

金が支払われないために、予想頻度・規模方法は通常採用されない。またさらに、この保険事業の特徴でもあるが、

保険事故年度間の平均補償額は大きく変動し、同様に保険金が支払われない受付請求の割合も変動する。
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役員賠償責任保険：　AIGは、役員賠償責任保険および関連する経営者責任保険には、損害変動要素方法および予想

損害率方法を組み合わせて採用している。予想損害率方法は、直近の２年の保険事故年度に重点を置くが、損害変動

要素方法は、２年以上前の保険事故年度に重点を置く。これらの従来の保険数理上の計算に加え、AIGの保険数理人

は、直近の保険事故年度を除く、全ての保険事故年度における最終的な損害を決定するためにAIGのクレーム・ス

タッフにより提供されたグラウンドアップ・クレームの予想を活用している。2008年末の支払備金の見直し時に

は、2007年以前の保険事故年度のクレーム予想が使用された。この保険事業は、各請求の補償額が異なり、その損害

は、支払う頻度が低く、補償額が高いことを特徴とする。したがって、これらの種類の保険事業では、全ての大規模な

損害の認識および見積りにより、クレーム予想から最終的な損害エクスポージャーについての全体的な指針を導く

ことができる。これらの保険事業では、全体の損害は、頻度ではなく補償額によって左右されるために、予想頻度・

規模方法は採用されていない。また補償規模は、保険事故年度間で大きく変動してきた。

 

労働者災害保険：　AIGは、通常は、直近の保険事故年度を除く全ての保険事故年度に損害変動要素方法を採用して

いる。予想損害率方法は、直近の保険事故年度についてのみ重点的に採用されている。労働者災害保険の請求は、頻

度が高く、補償額が低く、保険事故年度間で損害は比較的一定であることを特徴とする。AIGは、労働者災害保険の大

手であり、損害変動要素方法を採用するための十分な請求受付実績がある。またAIGは、AIGの労働者災害保険事業が

最近大きく成長し、大きな変化を遂げているために、予想頻度・規模方法をもって支払備金を見積もることは妥当

ではないと考える。またAIGは、労働者災害保険の支払備金を評価するときは、カリフォルニアの事業を分離してい

る。また建設業界を対象とするものなど、特定の種類の労働者災害保険の支払備金も別に評価している。またさら

に、AIGは、労働者災害補償を含む非常に多額の保険契約も数件引き受けている。通常AIGの保険数理人が、これらの

保険契約の価格を設定しており、妥当な限りにおいて、価格設定分析に基づく損害額は、これらの保険契約の当初設

定の支払備金として利用されることもある。

 

エクセス労働者災害保険：　AIGは、通常損害変動要素方法および予想損害率方法を組み合わせて採用している。損

害変動要素方法では、2002年以前の保険事故年度などすでに経過した年度に重点を置いている。予想損害率方法は、

最近の保険事故年度に重点を置いている。エクセス労働者賠償責任保険は、解決に非常に長期を要する保険であり、

その損害は、何十年にもわたって発生しつづける。したがって、最近の多くの保険事故年度の報告された損害の信憑

性はやや低い。すでに経過した年度についてAIGの保険数理人は、この事業部門における損失変動要素を決定できる

ようAIGクレーム・スタッフが提供するクレーム予想を活用している。

 

一般賠償責任保険：　AIGは通常主要な一般賠償責任保険および製造物責任保険に損害変動要素方法および予想損

害率方法を組み合わせて採用している。多額の損害が発生している事業では、損害変動要素方法は、直近の１年また

は２年の保険事故年度を除く全ての保険事故年度に重点を置き、補償額が小さく、変動が激しい事業では、損害変動

要素方法は、直近の５年以上の保険事故年度に重点を置く場合がある。この保険事業では、最近の保険事故年度には

予想損害率方法が採用される。支払備金分析を行う上で最適のデータが得られるように、通常は主要な損害保険事

業の損害実績が検証される。たとえば、AIGが主に扱う請求期間限定保険は、請求期間無制限保険と分離して見直さ

れる。その他、建設業など特定の下位保険は、その他の下位保険と分離して見直される。また一般賠償責任保険は、解

決に長期を要し、見直される個別の下位保険種目が多いことから、報告された損害はさほど信憑性を持たず、予想損

害率方法が望まれる。ここ数年に亘り、AIGの損害保険および製造物責任保険事業が大きく変化し、成長し続けてい

ることから、AIGの保険数理人は、この保険種目の支払備金の妥当性を試験するために通常は予想頻度・規模方法は

採用していない。

 

商業自動車保険：　AIGは、その商業自動車保険に通常は、直近の保険事故年度を除く全ての保険事故年度に損害変

動要素方法を用いている。予想損害率方法は、通常直近の保険事故年度においてのみ採用している。AIGのこの保険

種目は最近大きく変化し、成長し続けているために予想頻度・規模方法は通常採用されていない。

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

121/791



ヘルスケア：　AIGは、ヘルスケア保険には、損害変動要素方法および予想損害率方法を組み合わせて採用している。

ヘルスケア保険の最大の補償対象は、病院などの医療施設である。エクセス補償のための支払備金の妥当性は、主な

補償とは別に見直されている。主な補償では、直近の３年の保険事故年度を除き、全ての過去の保険事故年度では予

想損害変動方法に重点を置き、また直近の保険事故年度以外の全ての保険事故年度では少々着目する。エクセス補

償では、直近の３保険事故年度には予想損害率方法が全面的に用いられ、過去３年以前の保険事故年度では一定程

度用いられる。その他のヘルスケア保険種目では、損害変動要素方法および予想損害率方法が同じ割合で用いられ

ている。各方法を同じ割合で採用することにより、最近の動向により細かく対応し、同時に安定した支払備金が得ら

れると考える。予想頻度・規模方法は、特定のヘルスケア保険あるいは事業の価格設定を行うために、時々用いられ

る。ただし、支払備金の妥当性を検討するときは、損害実績の信憑性を向上させるために、ヘルスケア保険は、さらに

大きな分類に振り分けられる。価格設定を行うときに採用される予想頻度・規模方法は、支払備金の妥当性を検討

する上では必ずしも適切ではなく、AIGのヘルスケアの支払備金分析では通常採用されていない。

 

専門職賠償責任保険：　AIGは、専門職賠償責任保険には、損害変動要素方法および予想損害率方法を採用している。

すでに経過した保険事故年度には、損害変動要素方法が採用される。最近の保険事故年度には、予想損害率方法がよ

り重点的に採用される。請求期間限定保険および請求期間無制限保険の支払備金は、分離して検証される。データの

最適な均一性とバランスを確保するために、データはさらに細かく分離して検証される。専門職賠償責任保険の特

定の保険種目の価格設定および収益性の分析に予想頻度・規模方法が採用されるが、支払備金の妥当性を検証する

上では、予想頻度・規模方法を採用するための保険内容は均一性が乏しいために、信憑性の高いデータが必要性と

なる。

 

異常災害損害保険：　AIGは、異常災害損害保険の全ての保険事故年度に予想損害率方法を採用している。この種の

事業は、非常に高いエクセス保障特約をつけた物理的または金銭的損害を保障しており、請求受付実績から発生頻

度が低く、規模は大きいことが伺える。保険金の請求件数が少ないため、損害変動要素方法は採用されていない。採

用された予想損害率および見積損害変動要素は、この事業の過去の保険事故年度の結果および前述の保障特約額の

低い類似の事業の結果に基づいている。AIGは、適切な支払備金を設定するための補助としてAIGのクレーム・ス

タッフによるグラウンドアップ保険金クレーム予想を使用している。

 

航空機保険：　AIGは、航空機保険のエクスポージャーに損害変動要素方法および予想損害率方法を組み合わせて採

用している。航空機保険請求は、解決にさほど長期を要さないが、大規模な補償額に左右される。したがって、支払備

金を設定するためには、直近の保険事故年度を除く全ての保険事故年度に損害変動要素方法および予想損害率方法

の両方が組み合わせて採用される。直近の保険事故年度の支払備金を設定するために予想損害率方法が採用され

る。この保険の請求額は多額に上り、保険事故年度間で異なる内容の請求が混合されることから、予想頻度・規模方

法は採用されない。

 

個人自動車保険（米国内）：　AIGは、米国内個人自動車保険に予想頻度・規模方法および損害変動要素方法を採用

している。この保険種目では、個人自動車保険の保険請求が頻繁になされるため、結果的な損害を迅速に分析するこ

とが可能であり、また業界およびその他の診断的計数との比較を可能にするために予想頻度・規模方法が採用され

る。

 

身元信用／保証保険：　AIGは、直近の保険事故年度以外の保険事故年度には、損害変動要素方法を採用している。最

近の保険事故年度には、予想損害率方法も重点的に採用され、直近の保険事故年度にはこれが100％採用されてい

る。保証保険のエクスポージャーの分析には、AIGは通常短期の保険種目と同じ方法を採用している。

 

モーゲージ保証保険：　AIGは、モーゲージ保証保険の支払備金の妥当性をモーゲージ保証保険に特化する保険数理

人およびスタッフによる内部のクレーム分析に後押しされる損害変動要素方法を採用して検証する。クレーム分析

をもって、実績に基づくいくつかの項目に分類される債務不履行の分類ごとに最終的な損害が予想される。この分

析は実質的には、各分類の債務不履行の予想頻度・規模分析である。「ボーンヒュッター・ファーガソン」方法に

よる支払備金の妥当性を検証する試験や保有リスクに占める損失の割合を測る方法も用いられている。支払備金

は、保険金の請求に伴う損害変動の特徴、当該保険の種類について分析を行うための利用可能な保険金請求データ

の量および当該保険の種類に適用することができる様々な保険数理方法を用いて各種保険事業ごとに個別に見直

されている。
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短期の保険：　AIGは、財物保証など短期の保険の支払備金を設定するために、損害変動要素方法あるいはIBNR因子

方法を採用している。因子が使用される場合、これは通常収入保険料の割合あるいはその他のエクスポージャー測

定値を現している。この因子は、過去の保険事故年度に基づき決定される。たとえば、財物保険部門のIBNRは、昨年の

収入保険料の約20％と仮定する。この因子は、採用されるIBNR因子の妥当性が問われる新たに発生する請求実績、料

率の変更およびその他の要因を考慮しつつ、継続的に再評価され続ける。

 

米国外損害保険：　AIGの米国外損害保険事業は、下位保険種目としては、長期および短期両種類の保険を引き受け

ている。長期の保険について、採用される保険数理方法は、前述の方法と変わらない。ただし、米国外損害保険事業が

引き受ける保険の大半は、短期で解決される、頻度の高い、補償額が低い保険が多い。この事業では、支払備金の妥当

性を検証するために損害変動要素方法が採用されている。AIGは、米国外損害保険事業が引き受けた保険の保険料お

よび支払った保険金を元の通貨建てで記録した詳細なデータベースを維持しており、これによりAIGの保険数理人

は、為替変動を計算することなく、現在の支払備金を設定することができる。米国外損害保険事業の支払備金の妥当

性を検証するために、AIGの保険数理人は、均一性と信憑性の最適なバランスを実現するためにデータを地域、国お

よび保険種目別に適宜分割している。

 

損害調整費用：　AIGは、複数の保険数理方法をもって、各保険種目の法的防御およびコスト抑制損害調整費用に引

き当てを決定している。これらの方法には、一般的に、損害変動要素方法について記載された方法と類似する変動要

素方法が含まれる。これらの変動は、支払い保険金調整費用あるいは支払われた保険金にかかる支払い保険金調整

費用の割合のいずれか、または両方に基づく。その他の方法には、過去の保険事故年度の実績または類似する保険種

目の実績に基づき、最終的な支払い保険金に対する費用の割合を採用する方法がある。AIGは、通常は、調整要素とな

る損害調整費用の引き当てを当該保険種目の支払い保険金に対する調整費用割合の暦年割合に基づいて設定して

いる。AIGは、通常は、その他の割り当てられていない損害調整費用の支払備金を全体的に支払われた保険金に対す

る当該暦年中発生した損害の割合に基づき設定している。この設定は、全ての保険種目について総合的に行われて

おり、支払い保険金の一部としてホーム・オフィス・クレーム経費のコストを反映している。

 

異常災害損失に対する支払備金：　異常災害が発生したときは、AIGは当該災害発生から生じたAIGの損害および損

害調査費用の総額および正味額を見積もるために、特別な分析を行う。この分析は、モデルに基づいた見積り、グラウ

ンド・アップ・クレーム分析、現場調整人からの損害評価報告書および市場シェア見積り額を含むあらゆる角度を

統合した観点からアプローチして行われる。

 

AIGの支払備金分析では、支払備金の範囲を計算していない。AIGの損害保険事業は、エクセス賠償責任保険や役員賠

償責任保険など支払いの完了までの変動が激しい長期の保険に関するものが多く、請求の頻度よりは程度によると

ころが大きいため、支払備金の見積額の範囲を策定することは意味がないためである。上記の方法により、AIGの保

険数理人は、合理的と考えるところの必要備金の最適の見積金額を算出し、経営陣に助言する。AIGは、助言されたこ

最適の見積額に合うように、12月31日現在の支払備金を調整する。

 

支払備金の見積額の変動および感応度分析
 

前述の通り、AIGは、各保険種目の最適な支払備金を見積もるために様々な予想を立てている。特定の予想の重要度

は、事業の種類および保険事故年度によって変動する。実際の状況が、支払備金を設定するために使用された重要な

予想と異なれば、エクセス賠償責任保険、役員賠償責任保険または労働者災害保険など特に長期の保険の支払備金

が大きく変動する可能性がある。以下は、AIGがその2008年末の最適な支払備金として設定された支払備金に対する

影響を試すために、実際に使用されたものではなく、代替的な損害傾向率または損害変動要素を適用した場合の支

払備金に対する影響を示す、感応度分析を記載したものである。この分析は、AIGの全体の支払備金から実際の損害

が大きく逸脱しかねない主要な保険事業について検証し、AIGが合理的に予想するその逸脱しかねない範囲を使用

する。ただし、実際の支払備金の変動が、当初使用された、あるいは調整された損害傾向率または損害変動要素を使

用した場合と変わらないとの保証はなく、支払備金を設定する際に使用したその他の仮定が特定の保険事業の支払

備金に重大な影響を及ぼさないとの保証もない。
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エクセス賠償責任保険：　エクセス賠償責任保険では、仮定の損害傾向経費率は約５％であった。1990年代初頭に遡

る過去の保険事故年度の歴史的な損害傾向率を評価した結果、AIGは、2008年度末の支払備金の見直し時に適用され

た損害傾向率に比べ、実際の損害傾向率は、マイナス５％からプラス15％の範囲、あるいは2008年度末の支払備金の

見直しに実際に使用された予想よりも約10％低く、あるいは高くなる可能性が合理的に考えられると判断した。エ

クセス賠償責任保険について予想損害傾向率が10％変動した場合、正味保険金および支払備金に約24億ドルの増加

または約16億ドルの減少の影響を与える。ただしAIGは、この逸脱割合が必ずしも10％にとどまるとは考えておら

ず、この10％は、あくまで逸脱しかねない合理的な範囲であるとのみ考える。1990年代初頭の実際の損害傾向率は、

前述のマイナス５％以下の金額を含み、数年間はマイナスでありつづけたが、1990年代暮の実際の損害傾向率は、前

述の15％を上回る金額を含み、２桁に大きく割り込んだ。このように、損害傾向率が10％以上変動しないとの保証は

ない。解決に長期を要するエクセス賠償責任保険では損害傾向率の予想は非常に重要であるために、複数の保険事

故年度にわたって適用されている。

 

エクセス賠償責任保険事業では、損害変動要素の予想も重要な仮定である。1990年代初頭に遡る過去の保険事故年

度の歴史的な損害変動要素を評価した結果、AIGは、2008年度末の支払備金の見直し時に適用された損害変動要素に

比べ、実際の損害変動要素は、約4.4％低く、または約6.4％高い範囲で変動しうると合理的に判断した。損害変動要

素が4.4％または6.4％変動した場合、エクセス賠償責任保険の正味支払備金は、低く変動したときは約9.00億ドル

減少し、高く変動したときは約15億ドル増加する。通常は、将来の変動要素を予測するために、実際の歴史的変動要

素が用いられる。ただし、将来の変動予想が過去と同じであり続け、上記の金額を超えない保証はない。またエクセ

ス賠償責任保険は、長期の保険であることから、特定の保険事故年度の当初の支払備金の見積りを行った後で、これ

が将来の損害傾向率および損害の変動要素からどの程度逸脱するか予想することは困難である。したがって、多年

の各保険事故年度の支払備金に対して、当初その金額が設定された基準となった損害傾向率および損害の変動要素

が大きく変動した場合、大きな影響が及ぶ可能性がある。これらの損害傾向率および損失変動要素は、インフレ、法

規制の環境もしくは保険金の支払請求にかかるその他の社会的あるいは経済的な事象の変化などが挙げられる。し

たがって、前述の金額以上のプラスまたはマイナス変動が生じる可能性はある。

 

役員賠償責任保険および関連する経営者責任の保険事業：　役員賠償責任保険および関連する経営者責任保険事業

の仮定された損害傾向率は、約４％であった。信用危機に関連する近年の請求による潜在的な影響も含め、1990年代

初頭に遡る過去の保険事故年度の歴史的な損害傾向率を評価した結果、AIGは、2008年末の支払備金の見直し時に適

用された損害傾向率に比べ、実際の損害傾向率は、マイナス11％からプラス24％の範囲、あるいは2008年度末の支払

備金の見直しに実際に使用された予想よりも約15％低く、あるいは20％高くなる可能性が合理的に考えられると判

断した。この保険種目の仮定された損害傾向率が20％または15％変動した場合、正味保険金および支払備金に約

9.50億ドルの増加または約6.00億ドルの減少が生じる。ただしAIGは、この逸脱割合が必ずしも20％および15％にと

どまるとは考えておらず、これは、あくまで逸脱しかねない合理的な範囲であると考えることには注意が必要であ

る。1990年代初頭以降実際の損害傾向率は、前述のマイナス11％以下の金額を含み、数年間はマイナスでありつづけ

たが、実際の損害傾向率は、その後数年において前述の24％を上回った。役員賠償責任保険は、保険事故年度間で大

きく変動し続けたために、異常に高い割合で逸脱する可能性がある。

 

役員賠償責任保険および関連する経営者責任の保険事業では、損害変動要素の仮定も重要な仮定であるが、エクセ

ス賠償責任保険に比べ、その仮定の重要度は低い。この保険種目は、請求期間限定保険として引き受けられているた

めに、損害の報告および解決に要する期間は、エクセス賠償責任保険よりも遥かに短い。ただし、この保険の請求額

が高いことから、保険事故年度間で損害変動要素のパターンは予想を大きく逸脱する可能性がある。1990年代初頭

に遡る過去の保険事故年度の歴史的な損害変動要素を評価した結果、AIGは、2008年度末の支払備金の見直し時に適

用された損害変動要素に比べ、実際の損害変動要素は、約8.5％低く、または約3.5％高い範囲で変動する可能性が合

理的に考えられると判断した。損害変動要素が各8.5％または3.5％動した場合、正味保険金および支払備金に約

3.00億ドルの減少または約1.50億ドルの増加が生じると予想される。エクセス賠償責任保険について前述した通

り、実際の歴史的な損害変動要素は、通常は、将来の損害変動を予想するために参照されている。しかし、将来の損害

変動パターンが過去と同じであり続け、変動率が8.5％または3.5％にとどまる保証はない。
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エクセス労働者災害保険：　エクセス労働者災害保険では、損害傾向率は、年間６％と仮定された。過去10年の実際

の損害傾向を見た結果、AIGは、2008年度末の支払備金の見直し時に適用された損害傾向率に比べ、実際の損害傾向

率は、5％の範囲で変動する可能性が合理的に考えられると判断した。損害傾向率が５％変動した場合、正味保険金

および支払備金に約4.25億ドルの増加または2.75億ドルの減少が生じる。ただし、実際の損害傾向率はこの仮定を

大きく超えて変動する可能性があり、実際に支払うこととなる保険金は、５％を超えて深刻に逸脱する可能性はあ

る。

 

エクセス労働者災害保険では、損害変動要素の予想は重要な仮定である。エクセス労働者災害保険は、解決に非常に

長期を要する保険であり、損害変動要素の適用期間に対する適切な損害変動要素が通常よりもはるかに多くの不確

定要素が絡む。1980年代以降の保険事故年度の歴史的な損害変動要素を評価した結果、AIGは、2008年度末の支払備

金の見直し時に適用された損害変動要素に比べ、実際の損害変動要素は、約12％低く、または20％高くなる可能性が

合理的に考えられると判断した。損害変動要素が20％高くなった、または12％低くなった場合、正味保険金に約9.50

億ドルの増加または支払備金に約5.50億ドルの減少が生じる。この保険種目は、他の保険よりも解決に要する期間

が非常に長いために、実際の変動要素は場合によっては、大きく、深刻に逸脱する可能性がある。

 

一般労働者災害保険：　一般労働者災害保険では、損害傾向率を仮定することは、AIGの支払備金を見積もる上で、さ

ほど重要ではない。これは主に、AIGの保険数理人が、直近の保険事故年度の支払備金のための損害変動予想を使用

することができ、一般の労働者災害保険では損害傾向率の予想にさほど依拠する必要はないからである。

 

ただし、一般労働者災害保険では、損害変動要素を仮定することは重要である。通常、AIGの実際の歴史的な労働者災

害保険の変動予想は、将来の損害変動要素を予想する上で合理的に正確な予想になる。しかし、労働者災害保険は、

長期の保険であり、この保険事業が拡大しているために、特に最近では多額の損害が発生している。1980年代以降の

保険事故年度の歴史的な損害変動要素を評価した結果、AIGは、2008年度末の支払備金の見直し時に適用された損害

変動要素に比べ、実際の損害変動要素は、マイナス約3.6％からプラス約9.4％の範囲で変動する可能性が合理的に

考えられると判断した。損害変動要素が3.6％または9.4％変動した場合、正味保険金および支払備金に約9.00億ド

ルの減少または約24億ドルの増加が生じる。この保険種目は、仮定した損害変動要素を場合によっては、大きく深刻

に逸脱しないとの保証はない。

 

その他の賠償責任保険：　前述の賠償責任保険を除く賠償責任保険の実際の損害傾向率および損害変動要素は、見

積りから逸脱する可能性があるが、逸脱したとしても、前述の保険種目に比べ、その影響はさほど重大なものではな

いと考えられる。

 

アスベストおよび環境関連の支払備金
 

過去に引き受けられたアスベストおよび環境関連保険の保険金請求に対する支払備金は、当初意図されていた保険

の担保範囲を超えて保険会社に補償することを要求し、あるいは補償責任範囲を拡大する、一貫性のない裁判所の

判決や解釈および行政指導が行われるために、他の種類の保険よりも見積りが困難である。保険業界は、団結してこ

の担保範囲および補償責任範囲の問題について裁判で大規模に争っており、アスベストおよび環境関連のエクス

ポージャーを定量的に見極める上での不確実性に引き続き直面している。

 

AIGは引き続き、有害廃棄物、危険物質、その他環境汚染物質による危害、有害廃棄物処理場の浄化費用に対する保険

金支払請求(総称して「環境関連請求」)、さらにアスベストによる危害を理由とした保険金支払請求を受けてい

る。

 

こうしたアスベストおよび環境関連請求の大部分は、1984年以前の保険契約によるものである。1985年以降は、環境

汚染関連損害を完全に除外するという条項を標準約款に加え、アスベストの完全除外も加えられた。AIGが、請求発

生ベースで現在引き受けている環境賠償責任保険は、この分析に含まれていない。

 

アスベストおよび環境関連請求に関するAIGのエクスポージャーの大半は、エクセス賠償責任保険契約に関わるも

のであり、主たる保険責任に関するものではない。したがって、訴訟費用は賠償保険支払備金の場合と同様に取り扱

われ、AIGが引き受ける賠償責任限度額に含まれている。個々の重大な請求については、将来の訴訟費用を合理的に

見積ることができるかぎり、賠償責任額を個別に見積っている。
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アスベストおよび環境関連請求に対する支払備金の見積りには複雑な手続が伴う。こうしたアスベストおよび環境

関連請求は、歴史的な保険事故年度の損害変動を参考にするような従来からの手法を使用して見積ることはできな

い。経営陣は、アスベストおよび環境関連の損害の見積りおよびこれに基づいて設定する支払備金を常に見直し、更

新している。

 

アスベストおよび環境関連請求の見積り手続に影響を与える傾向率を左右する主要な要因としては、裁判所の判

決、司法当局による保険契約の趣旨と担保範囲の拡大解釈などが挙げられる。判例法はいまだ揺籃期にあり、近い将

来に明確な方向性が打ち出される可能性は乏しいと言わざるを得ない。さらに、有害廃棄物処理場の浄化費用賠償

請求問題については、潜在有責当事者間の責任分担や、所轄官庁による当事者免責拒否などの問題がある。

 

このような不確実性から、アスベストおよび環境関連請求の将来の動向を他の種類の請求と同程度の確実性をもっ

て見極めることはできない。将来の動向を左右する要因としては、裁判所が従来行ってきた保険契約の趣旨と担保

範囲に関する拡大解釈を今後どの程度続けるか、またスーパーファンド法改正問題のゆくえ、有害廃棄物処理場に

関する担保範囲問題などが挙げられる。アスベストおよび環境関連請求支払備金が不利に展開した場合、将来の経

営成績に悪影響をおよぼす可能性がある。

 

既知のアスベストおよび環境関連請求に関して、AIGは、こうした全てのアスベストおよび環境関連請求の調査・査

定を担当する専門的な、有害物による特別な不法行為および環境関連請求処理係を20年前に設置している。この処

理係は、個別の契約条項およびエクスポージャーの詳細な見直しを行いながら請求ごとにこれらのアスベストおよ

び環境関連請求を評価している。各保険契約者は異なる補償内容で契約をしているため、AIGは、保険契約ごとに既

知の事実、現行法、管轄、保険契約言語およびその他当該契約特有の要因を考慮して契約ごとにエクスポージャーを

評価している。定量的手法を補足するため、経営陣の判断を含む、主観的な見積りが必要となる。各請求は少なくと

も半年に一度、前述の方法で見直され、必要に応じて現在の情報を反映するように修正される。

 

アスベストおよび環境関連請求の専門的および専用処理係を、AIGは積極的に管理しこれらの請求に関する早期解

決を進めている。それにより、これらの請求の予測不可能な動向の可能性は軽減される。AIGは、解決に長期を要する

認識された環境関連エクスポージャーを軽減するために、保険の買戻し、環境関連補償責任からの全面的な免責、和

解および訴訟を通じて積極的な保険金請求解決策を講じている。

 

アスベストの保険金請求に対し、AIGの専門請求処理係は、アスベスト事案の支払備金に関し、損害を軽減するため

に積極的な対応、監督および解決に努めている。AIGは、鉱山業者および大規模製造業者(第１層)に関する全ての請

求を処理しており、AIGの請求処理係はアスベストを含む製品(第２層)に関するアスベスト請求や少量のアスベス

トを含む製品、アスベストと間接的かつ曖昧な関係にある流通経路上の会社および契約相手先(第３層および第４

層)について同様に積極的に対応し続けている。AIGは、適切なスタッフの配置、研修および経営陣のアスベストの動

向の監視を通じて、これらの請求に対するエクスポージャーを可能な限り緩和していく。

 

2008年12月31日現在のアスベストおよび環境関連エクスポージャーの妥当な支払備金を見積もるために、AIGは支

払備金のトップダウンおよびグラウンドアップ分析を行った。可能な限り包括的な分析を行うために、AIGは、2005年

から2007年と同様の方法によるアスベストのグラウンドアップ方式の支払備金の見積りおよび環境関連のトップ

ダウン方式の報告年度の支払備金の見積りを含む、これらのエクスポージャーの見直しの支援を第三者の保険数理

人に依頼した。2005年以前は、AIGのアスベストおよび環境関連エクスポージャーの支払備金の分析は、アスベスト

および環境関連の支払備金の両方の総合的な予想損失報告に着目していた。市場シェアなど追加の試験も実施され

た。グラウンドアップ分析は、長年に亘ってあらゆる情報源から収集された保険契約者別および請求内容別の情報

を加味している。したがってグラウンドアップ調査は、各保険契約者別のAIGの補償額別のエクスポージャーをより

正確に評価することを可能とし、それ故、この方法により、保険契約者の十分なサンプルがモデル化されることを前

提に、全ての保険契約者のエクスポージャーの正確な評価が可能になる。
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上記のグラウンドアップ分析が、可能な限り包括的な分析となるように、AIGのスタッフは、800件を超えるアスベス

ト訴訟の被告の各種保険契約および請求レベルの詳細において必要となる情報を提供した。この情報は、AIGがアス

ベストおよび環境関連エクスポージャーに関して受領した保険金請求通知の全体の95％超を網羅した。AIGは、この

サンプルの規模を縮小させることとなる未解決の保険金請求案件の支払備金の金額や既に支払った保険金に最低

額の基準を設けず、包括的なグラウンドアップ分析を可能にした。AIGのクレーム・スタッフは、各多額の保険契約

のグラウンドアップ分析の結果の合理性、保険金の支払い条件との整合性および適用されるクレーム解決条項との

整合性を検証し、相応の調整を行った。前述の通り、AIGが認識しているエクスポージャーの大部分を反映する多く

の保険契約のモデル化された結果は、モデル化できない契約の最終的な損失を見積り、まだ報告を受けていない保

険金請求に対する適切な引当額を決定するために利用された。

 

AIGは、再保険控除後の適切なアスベストおよび環境関連の支払備金を設定するために、再保険の回収可能性の包括

的な分析を行った。AIGは、報告された請求およびIBNRの両方について、破綻した再保険業者または手当てされた再

保険契約に出再された再保険額を決定した。次に、これらの金額を決定した再保険回収可能額から控除した。2008年

度末の分析は、2005年に初めて完了した再保険の回収可能性の包括的な分析を反映して2006年および2007年に更新

された。2008年の見直しにおいて見積り損害額が大幅に変更した全てのアスベスト契約は、再保険考慮後の適切な

支払備金が設定されるよう分析された。

 

またAIGは決定したアスベストおよび環境関連の支払備金のトップ・ダウン報告年度の予想を終了した。これらの

予想は、アスベストおよび環境関連エクスポージャーについて、別途実施された一連のテストから成っている。

 

アスベストに関しては、これらのテストは、2009年から2026年までの向こう18年の将来の予想請求額が、2008年まで

報告された実際の損害に基づき、見積もられる。この見積りテストでは、楽観視した状況から保守的な状況まで想定

したシナリオが用いられる。

 

環境関連請求では、類似の一連の頻度／規模アプローチをもってテストが行われる。将来の報告年度（IBNR）の環

境関連の予想請求額は、向こう８年、つまり2016年まで予想が立てられている。

 

2008年度末、AIGはアスベストおよび環境関連の支払備金の各トップダウンおよびグラウンドアップ分析の結果に

加え、その他の要素および最近の支払い実績を検討した。AIGは、アスベストおよび環境関連の最終的な賠償額を見

積もる上で存在する多くの不確実要因を検討した。この不確実要因には以下の要因も含まれる。

 

・　アスベストにさらされてから発病するまでに長期間かかり、また個々の請求において複合的な保険請求を受け

る可能性があること。

・　現在アスベストの影響により発病していない原告からの請求件数が増加していること。

・　損害保険契約の個別項目または経費項目としての請求。

・　倒産保証および複合保険保証を求める保険契約者数。

・　法律の解釈が分かれていること。

・　環境関連請求については、様々な当事者の間における治癒コストの割当てを見積もることが困難であること。

 

AIGは、今後は毎年更新するグラウンドアップ分析およびその他直近の年度の支払い実績報告を含む前記要因を精

査した結果、AIGは、アスベストの支払備金を総額2.00億ドル増加し、アスベストについての正味支払備金を30百万ド

ル増加した。さらに、2008年中、主に数件の大規アスベスト訴訟に起因するアスベストにかかる不利な損害変動額が

反映されており、その額は１つの大規模で有利な和解をもって大部分が相殺された。

 

2008年第４四半期に実施された環境関連のトップダウン式報告年度分析によると、支払備金の総額および純額の調

整は認識されていない。さらに、最近の完全に保証された有利な実績に起因する2008年中の環境にかかる有利な変動

総額が反映され、環境の正味支払備金において純額による有利な変動は生じていない。
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アスベストおよび環境関連請求に関するIBNR見積額を含む支払備金についての個別ベースと合計ベースの概要は

以下のとおりである。請求の大半は、1984年以前に引き受けられた保険に関するものである。現在AIGが個別に引き

受ける環境関連保険は、下記の表から除外されている。

 12月31日現在または12月31日に終了した事業年度中

 2008年  2007年  2006年

 総額 純額  総額 純額  総額 純額

 (単位：百万ドル)

アスベスト：         

期首未払保険金請求および保険金請求調整 $3,864$1,454 $4,523$1,889 $4,501$1,840

発生した保険損害金および損害調査費用* 273 53 96 5  572 267

支払った保険損害金および損害調査費用* (694)(307) (755)(440) (550)(218)

期末未払保険金請求および保険金請求調整
$3,443$1,200 $3,864$1,454 $4,523$1,889

環境関連：         

期首未払保険金請求および保険金請求調整 $515 $237 $629 $290 $969 $410

発生した保険損害金および損害調査費用* (44) (2) 10 13 (231)(59)

支払った保険損害金および損害調査費用* (54) (41) (124)(66) (109)(61)

期末未払保険金請求および保険金請求調整
$417 $194 $515 $237 $629 $290

合計：         

期首未払保険金請求および保険金請求調整 $4,379$1,691 $5,152$2,179 $5,470$2,250

発生した保険損害金および損害調査費用* 229 51 106 18 341 208

支払った保険損害金および損害調査費用* (748)(348) (879)(506) (659)(279)

期末未払保険金請求および保険金請求調整
$3,860$1,394 $4,379$1,691 $5,152$2,179

 

*　全ての金額は、過去年度、主に1984年以前に引き受けられた保険契約に関連するものである。

 

 

アスベストおよび環境関連請求にかかる未払いの保険金請求および保険金請求調整に組み込まれるIBNRの見積り

額の総額および純額についての個別ベースと合計ベースの概要は以下の通りである。

 12月31日現在

 2008年  2007年  2006年

 (単位：百万ドル)

 総額 純額  総額 純額  総額 純額

アスベスト $2,301$939 $2,701$1,145 $3,270$1,469

環境関連 249 99 325 131 378 173

合計 $2,550$1,038 $3,026$1,276 $3,648$1,642
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アスベストおよび環境関連請求の概要は以下の通りである。

 12月31日現在または12月31日に終了した事業年度中

 2008年  2007年  2006年

 アスベスト 環境関連 合計  アスベスト環境関連 合計  アスベスト環境関連 合計

期首請求件数 6,5637,65214,215 6,8789,44216,320 7,2939,87317,166

期中請求件

数：
           

　新規受付 639 1,0651,704 656 937 1,593 643 1,3832,026

　支払済 (219)(207)(426) (150)(179)(329) (150)(155)(305)

　却下または

　解決等
(1,203)(1,836)(3,039) (821)(2,548)(3,369) (908)(1,659)(2,567)

期末請求件数 5,7806,67412,454 6,5637,65214,215 6,8789,44216,320

 

サバイバル・レシオ－アスベストおよび環境関連
 

下記の表は、2008年、2007年および2006年の各12月31日現在におけるアスベストおよび環境関連請求のサバイバル

・レシオを示したものである。サバイバル・レシオは、現在の支払備金をこれらの請求に対して直近の３暦年の間

に支払った平均保険金で除して算出される。したがって、サバイバル・レシオは、現在の支払備金が、最近支払った

平均保険金をもって計算するとあと何年で底をつくこくとになるか推定するための単純な測定方法である。2008年

12月31日現在のサバイバル・レシオは、平均に含まれる最近の年度における高額請求保険金支払を反映しているた

めに、2007年12月31日現在のサバイバル・レシオよりも低い。これに加え、AIGのアスベストの保険金請求のサバイ

バル・レシオは、前述の有利な和解および2007年中の幾つかの類似の和解によってマイナス影響を受けた。これら

の和解により2008年12月31日現在の総額および純額のアスベストについてのサバイバル・レシオはそれぞれ約1.1

年および約2.4年短縮し、2007年12月31日現在の総額および純額のアスベストについてのサバイバル・レシオはそ

れぞれ約1.3年および約2.6年短縮した。実際には、積極的な請求処理への取り組み、事業の編成、補償範囲など、様々

な要因が、アスベストおよび環境関連の支払備金の金額とその最終支払額、またこれに基づいて算出されるサバイ

バル・レシオに大きな影響を及ぼす。また前述の通り、AIGは支払備金を決定する上では、サバイバル・レシオでは

なく、グラウンドアップおよびトップダウン分析を重視している。したがって、このサバイバル・レシオのみをもっ

て支払備金の合理性を見極めるには注意が必要である。

 

アスベストおよび環境関連請求に関するAIGのサバイバル・レシオは、３年間の平均支払額に基づいて算出され、以

下の通りである。

12月31日に終了した事業年度 総額 純額

2008年   

サバイバル・レシオ：   

　アスベスト 5.2 3.7

　環境関連 4.4 3.5

　合計 5.1 3.7

2007年   

サバイバル・レシオ：   

　アスベスト 7.1 5.6

　環境関連 4.7 3.7

　合計 6.7 5.2

2006年   

サバイバル・レシオ：   

　アスベスト 11.8 12.9

　環境関連 5.6 4.5

　合計 10.4 10.3
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生命保険事業およびリタイヤメント・サービス事業
 

AIGの生命保険およびリタイヤメント・サービス事業では、米国内外において、多様な生命保険商品とリタイヤメン

ト・セービング商品を提供している。

 

AIGの米国外生命保険およびリタイヤメント・サービス事業には、保険および投資型商品である投資に連動させた

終身および定期保険やユニバーサル生命保険および養老保険、個人向け傷害医療保険、生命、医療および定額・変額

年金保険などを含む団体向けの年金が含まれる。米国外生命保険およびリタイヤメント・サービスの商品は、独立

プロデューサー、代理店、金融機関およびダイレクト販売チャネルを通じて販売されている。

 

AIGの米国内生命保険事業は、例えば個人生命保険および団体生命医療保険などの多様な保護商品を提供しており、

これらには、身体障害収入保険および保険料一括払年金、仕組型保険および一括給付年金などを含む給付型年金保

険も含まれる。米国内生命保険の商品は、独立プロデューサー、代理店、金融機関およびダイレクト販売チャネルを

通じて販売されている。ホーム・サービス事業には、主に代理店を通じて販売される多くの生命保険、傷害・医療保

険および給付型年金保険が含まれる。

 

AIGの米国内リタイヤメント・サービス事業においては、団体年金商品、個人定額および変額年金を銀行、ブロー

カー・ディーラーおよび独占販売代理店を通じて販売しており、年金ランオフ事業は、主に過去に取得された「ク

ローズド・ブロック」中の年金ならびに定額および変額年金保険を現在は解約された販売代理店網を通じて販売

している。

 

AIGの生命保険およびリタイヤメント・サービス事業は、下記の主要な内部報告部門および法人を通じてその各事

業を報告している。

 

米国外生命保険およびリタイヤメント・サービス事業
 

日本およびその他

・　アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー（「アリコ」）

・　AIGスター生命保険株式会社（「AIGスター生命」）

・　AIGエジソン生命保険株式会社（「AIGエジソン生命」）

 

アジア

・　アメリカン・インターナショナル・アシュアランス・カンパニー・リミテッドおよびアメリカン・インターナ

ショナル・アシュアランス・カンパニー（バミューダ）・リミテッド（「AIA」と総称）

・　ナン・シャン・ライフ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド（「ナン・シャン」）

・　アメリカン・インターナショナル・リインシュアランス・カンパニー・リミテッド（「AIRCO」）

・　ザ・フィリピン・アメリカン・ライフ・アンド・ジェネラル・インシュアランス・カンパニー（「フィラムラ

イフ」）

 

米国内生命保険

・　アメリカン・ジェネラル・ライフ・インシュアランス・カンパニー（「AIGアメリカン・ジェネラル」）

・　ザ・ユナイテッド・ステーツ・ライフ・インシュアランス・カンパニー・イン・ザ・シティー・オブ・ニュー

ヨーク（「USライフ」）

・　アメリカン・ジェネラル・ライフ・アンド・アクシデント・インシュアランス・カンパニー（「AGLA」）

 

 

米国内リタイヤメント・サービス

・　ザ・バリアブル・アニュイティー・ライフ・インシュアランス・カンパニー（「VALIC」）

・　AIGアニュイティー・ライフ・インシュアランス・カンパニー（「AIGアニュイティー」）

・　AIGサンアメリカ・ライフ・アシュアランス・カンパニー（「AIGサンアメリカ」）
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生命保険およびリタイヤメント・サービス事業の業績
 

生命保険およびリタイヤメント・サービス事業の業績は以下の通りである。

12月31日に終了した事業年度
保険料および

その他報酬

正味投資

利益

正味実現キャピ

タル・ゲイン

（ロス）

総収入
営業利益

（損失）*

 (単位：百万ドル)

2008年      

  日本およびその他 $14,513 $980 $(5,693)$9,800 $(2,687)

アジア 15,406 981 (6,092) 10,295 (3,650)

米国外生命保険および

リタイヤメント・サービス

合計

29,919 1,961 (11,785)20,095 (6,337)

米国内生命保険 6,248 3,799 (11,568)(1,521)(10,238)

米国内リタイヤメント・

サービス
1,128 4,346 (20,994)(15,520)(20,871)

合計 $37,295$10,106$(44,347)$3,054$(37,446)

2007年      

  日本およびその他 $12,387 $6,083 $(294) $18,176 $3,044

アジア 14,214 5,766 107 20,087 3,153

米国外生命保険および

リタイヤメント・サービス

合計

26,601 11,849 (187) 38,263 6,197

米国内生命保険 5,836 3,995 (803) 9,028 642

米国内リタイヤメント・

サービス
1,190 6,497 (1,408) 6,279 1,347

合計 $33,627$22,341$(2,398)$53,570 $8,186

2006年      

  日本およびその他 $11,106 $5,239 $406 $16,751 $3,821

アジア 13,060 4,519 301 17,880 3,060

米国外生命保険および

リタイヤメント・サービス

合計

24,166 9,758 707 34,631 6,881

米国内生命保険 5,543 3,778 (215) 9,106 917

米国内リタイヤメント・

サービス
1,057 6,488 (404) 7,141 2,323

合計 $30,766$20,024 $88 $50,878 $10,121

増減率　2008年対2007年      

  日本およびその他 17% (84)% -% (46)% -%

アジア 8 (83) - (49) -

米国外生命保険および

リタイヤメント・サービス

合計

12 (83) - (47) -

米国内生命保険 7 (5) - - -

米国内リタイヤメント・

サービス

(5) (33) - - -

合計 11% (55)% -% (94)% -%

増(減)率　2007年対2006年      

  日本およびその他 12% 16% -% 9% (20)%

アジア 9 28 (64) 12 3
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米国外生命保険および

リタイヤメント・サービス

合計

10 21 - 10 (10)

米国内生命保険 5 6 - (1) (30)

米国内リタイヤメント・

サービス

13 - - (12) (42)

合計 9% 12% -% 5% (19)%

* 2008年の営業利益（損失）には、米国内生命保険事業および米国内リタイヤメント・サービス事業に関するのれ
ん減損費用、それぞれ4.02億ドルおよび8.17億ドルを含む。
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以下の表は、生命保険およびリタイヤメント・サービスの総保有保険契約残高を示したものである。

 12月31日現在

 2008年  2007年 2006年

 (単位：十億ドル)

米国外* $1,352 $1,327 $1,163

米国内 1,026 985 908

合計 2,378 $2,312 $2,071

* 2008年、2007年および2006年の各12月31日現在における為替の変動による増減としてそれぞれ578億ドル、551億
ドルおよび415億ドルを含んでいる。

 

2008年対2007年

 

2008年の総収入は、主に大幅な正味実現キャピタル・ロスの増加および正味投資利益の減少により2007年に比べ減

少した。

 

2008年の保険料およびその他報酬は、米国外生命保険およびリタイヤメント・サービス事業における有利な為替

レート、同事業の成長、および米国内生命保険における給付型年金の売上げの増加により2007年に比べ増加した。

 

上述の正味実現キャピタル・ロスの増加および正味投資利益の減少に加え、引き続く脆弱な株式市場、９月半ばか

ら始まった親会社であるAIGの流動性問題から発生する解約率の増加、ならびに米国内生命保険および米国内リタ

イヤメント・サービス会社におけるのれん減損費用12億ドルに起因する米国内リタイヤメント・サービス事業に

おけるDACおよび販売促進資産（「SIA」）の費用計上および関連する支払備金の増強15億ドルにより、2008年の営

業損失は増加した。当該減損費用は、再編および資産処分活動に伴って発生した公正価値の兆候ならびに、2008年末

の不確実な経済状況から発生した損害保険グループ、米国内生命保険事業、米国内リタイヤメント・サービス事業、

消費者金融事業およびキャピタル・マーケッツ事業における報告部門の見積公正価値の低下に起因する。当該営業

損失は日本における株式市場の低迷から発生した変額生命保険商品の日本における給付金費用の増加も含む。当該

減少は為替の有利な変動および現行の対象事業の成長に一部相殺された。2008年の営業損失には、2007年の3.33億

ドルに比べ正味実現キャピタル・ロスに関連したDACおよびSIAからの利益32億ドルを含む。

 

AIGは、2008年1月1日付けでFAS第157号を導入した。FAS第157号の適用により発生した2008年1月1日時点における税

引き前の正味実現キャピタル・ロスの増加1.55億ドルは、損失に関連するDACからの利益4,700万ドルに一部相殺さ

れた。これらの結果は主に明白なリスク・マージンを取り入れたことから生じる組込保険契約デリバティブ負債の

評価の増加によるものである。

 

AIGは2008年1月1日付けでFAS第159号を導入し、日本における保険料一括払い変額生命保険事業のクローズド・ブ

ロック中の商品および主にアジアで販売されている投資連動型生命保険商品に対して公正価値オプションを導入

することを選択した。これらの公正価値選択に関するFAS第159号の導入により、2008年の期首留保金は税引き前で

5.59億ドルに減少するに至った。これらの保険契約の負債の公正価値は2008年12月31日現在で総額26億ドルとな

り、保険契約預り金に計上されている。

 

2007年対2006年

 

2007年の業績の重要な要素となったのは、主に一時的ではない減損およびヘッジ会計処理を行う要件を満たしてい

ないデリバティブ取引からの損失に起因する大幅な正味実現キャピタル・ロスの計上したことを原因とする信用

市場の深刻な混乱であった。
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2007年の生命保険およびリタイヤメント・サービス事業の総収入は、正味実現キャピタル・ロスの増加にもかかわ

らず、保険料およびその他報酬ならびに正味投資利益の増加により2006年に比べ増加した。

 

2007年の生命保険およびリタイヤメント・サービス事業の営業利益は主に正味実現キャピタル・ロスおよび以下

の要因により2006年に比べ減少した。

 

・　英国における投資連動型商品に関連する1.50億ドルの値洗い取引損失

・　2007年に導入されたSOP 05-1に関連するDAC償却費用1.08億ドル

・　是正措置に関連する費用1.18億ドル

・　2006年の営業利益を3.32億ドル増加させたユニット型投資信託の計算期間外調整費用および参加保険契約者配

当金に関連した計算期間外調整費用

 

これらの減少は、2006年の営業利益がスーペリア・ナショナル仲裁に関連した費用1.25億ドル、米国の金融機関の

生命保険担保事業からの撤退に関連する6,600万ドルおよびその他訴訟関連費用5,500万ドルによる不利な影響に

より一部相殺された結果である。

 

米国外生命保険およびリタイヤメント・サービス事業の業績

 

米国外生命保険およびリタイヤメント・サービス事業の下部商品別の業績は以下の通りである。

 

12月31日に終了した事業年度

 

保険料およ

びその他報

酬

正味投資

利益

正味実現キャ

ピタル・ゲイ

ン(ロス)

総収入
営業利益(損

失)

 (単位：百万ドル)

2008年      

生命保険 $17,839 $1,734$(8,837)$10,736$(5,669)

個人向け傷害保険 7,055 371 (385) 7,041 1,040

団体保険 3,777 510 73 4,360 564

個人定額年金 761 2,320 (2,660) 421 (2,125)

個人変額年金 487 (2,974) 24 (2,463) (147)

合計 $29,919 $1,961$(11,785)$20,095$(6,337)

2007年      

生命保険
 

$16,630 $7,473 $85 $24,188 $3,898

個人向け傷害保険 6,094 354 (3) 6,445 1,457

団体保険 2,979 753 (76) 3,656 263

個人定額年金 438 2,283 (171) 2,550 548

個人変額年金 460 986 (22) 1,424 31

合計 $26,601$11,849 $(187) $38,263 $6,197

2006年      

生命保険 $15,732 $5,937 $574 $22,243 $4,247

個人向け傷害保険 5,518 285 55 5,858 1,459

団体保険 2,226 648 47 2,921 450

個人定額年金 400 2,027 31 2,458 580

個人変額年金 290 861 - 1,151 145

合計 $24,166 $9,758 $707 $34,631 $6,881
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増(減)率　2008年対2007年      

生命保険 7% (77)% -% (56)% -%

個人向け傷害保険 16 5 - 9 (29)

団体保険 27 (32) - 19 114

個人定額年金 74 2 - (83) -

個人変額年金 6 - - - -

合計 12% (83)% -% (47)% -%

増(減)率　2007年対2006年      

生命保険 6% 26% (85)% 9% (8)%

個人向け傷害保険 10 24 - 10 -

団体保険 34 16 - 25 (42)

個人定額年金 10 13 - 4 (6)

個人変額年金 59 15 - 24 (79)

合計 10% 21% -% 10% (10)%

 

AIGはほとんどの主要外国通貨で事業を行っており、米ドルで報告された保険料は、外貨建ての保険料の規模および

為替レートの変動によって変化する。

 

以下の表は、為替の変動が米国外の生命保険およびリタイヤメント・サービス事業の収入保険料およびその他の報

酬の成長率に与える影響を示している。

 12月31日に終了する事業年度

 2008年 2007年

現地通貨建てでの成長率＊ 6.7% 7.6%

為替の影響 5.8 2.5

米ドル建てで報告された成長率 12.5% 10.1%

＊各事業年度を通じて同じ為替レートを用いて計算している。

 

2008年対2007年
 

2008年の米国外生命保険およびリタイヤメント・サービス事業の総収入は、主に大幅な正味実現キャピタル・ロス

の増加および正味投資利益の減少により2007年に比べ減少した。

 

現行の対象事業の成長および為替の有利な変動にかかわらず2008年の営業利益が2007年に比べ減少した要因は以

下の通りである。

・　９月半ばから始まったAIG流動性問題により相次ぐ解約によるプレミア・アクセス債券商品に関する変更から

発生する給付金支払準備金の有利な変動により部分的に相殺された、特定の投資連動型商品に関連する英国に

おける値洗い取引損失が2.62億ドルに上昇した。契約条件により許可されている通り、それぞれの販売網との

間で適切な措置を講じ、ファンドの保険契約者の利益を保護するための十分な時間を設けるため、保険解約は

一時留保される。各々の勘定価値のおよそ半分に相当する現金配当を受領した保険契約者は、投資対象価額に

基づきその半額に相当する割引価額で残余部分を現金で受取るか、または新規設立ファンドに勘定価額を移管

するか何れか一方の選択肢を選ぶことができる。新規設立ファンドは投資対象の純資産価額に基づいて評価さ

れるが、2012年7月まで保険契約者が当該ファンドに留まった場合、最低保証額が提供される。2012年７月以前

の解約は純資産価額に基づいて行われる。

・　主に日本の株式市場の乱高下および利息の低下による給付金費用が約1.06億ドルに上昇した（関連するDAC費

用計上を除く。）。
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・　米国外生命保険およびリタイヤメント・サービス事業は世界規模でのAIGの保険数理システムの標準化推進計

画を続行し、その結果導かれた営業利益に対する有利な影響が、2007年には1.83億ドルあったのに対し、2008年

においては、1.51億ドルであった。

 

これらの項目は、第４四半期の一時的な解約の増加による正味実現キャピタル・ロスおよび解約料の増加に関連し

たDACおよびSIAからの利益の増加1.31億ドルに一部相殺された。概して米国外生命保険事業での解約率は通常のレ

ベルに戻った。さらに、2007年の営業利益には是正措置に関連する費用1.18億ドルおよび日本における規制当局の

保険業界全体の見直しに関連する追加の保険金請求額6,700万ドルを含む。

 

2007年対2006年

 

2007年における米国外生命保険およびリタイヤメント・サービス事業の総収入は、主に保険料およびその他報酬が

増加し、正味投資利益が正味実現キャピタル・ロスに一部相殺された分よりも増加分が多かった結果、2006年に比

べ増加した。2007年の正味投資利益は、運用資産額、保険契約者勘定取引ゲインならびにパートナーシップおよび

ミューチュアル・ファンドからの収益の増加により2006年に比べ増加した。

 

2007年の営業利益が2006年に比べ増加した要因は以下の通りである。

 

・　正味実現キャピタル・ロス

・　英国における投資連動型商品に関連する値洗い取引損失1.50億ドル

・　是正措置に関連する費用1.18億ドル

・　日本における保険業界全体の見直しに関連する追加の保険金請求額67百万ドル

・　日本の保障特約事業のクローズド・ブロックに関連して支払った保険金の36百万ドル

・　2006年の営業利益を3.32億ドル増加させたユニット型投資信託の計算期間外調整費用および参加保険契約者配

当準備金に関連した計算期間外調整費用

 

当該減少は、正味投資利益の増加、保険数理上の見積もりの変更から生じたプラス効果の1.83億ドルおよび為替

レートの有利な影響に一部相殺される。

 

前へ　　　次へ
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米国外生命保険およびリタイヤメント・サービス事業の売上げおよび預金高＊
 

米国外生命保険およびリタイヤメント・サービス事業の初年度保険料、一括払保険料、年金預金は以下の通りであ

る。

 

 

12月31日に終了した事業年度

 

増（減）率

2008年対2007年2007年対2006年

 2008年 2007年 2006年
米ドル 現地

通貨

米ドル 現地

通貨

 （単位：百万ドル）

初年度保険料 $4,815$5,032$4,542(4)% (7)% 11% 9%

一括払保険料 10,73815,905 5,283 (32) (33) 201 183

年金預金 17,66519,15021,916 (8) (9) (13) (18)

*　ブラジルでの事業を除く。

 

2008年対2007年
 

2008年における初年度の保険料ベースの売上げは、主に生命保険および個人向け傷害保険の売上げの減少により

2007年から減少した。日本の生命保険の売上げは、好調であった定期保険の売上げの減少およびAIGの流動性問題に

関連した2008年第４四半期における販売の減少に起因する。また直接販売チャネルによる日本の個人向け傷害保険

は、市況の低迷を受け顧客の反応が低下したため減少した。台湾では定期払生命保険の売上げは、投資連動型商品お

よび変額年金商品への移行により減少した。かかる減少は特に日本、オーストラリアおよび中東での団体商品の売

上げの増加により一部相殺された。

 

2008年の一括払保険の売上げは、主に2008年第１、２および３四半期における顧客の志向の変額年金商品への移行

および第４四半期にAIGの流動性問題により著しい悪影響を受けた英国での保証付収益社債預金の低下のため、

2007年から減少した。アジアでの一括払保険の売上げも、顧客の株式市場の低迷に対する懸念により、特に台湾、香

港、シンガポールおよび中国において減少した。2008年第１四半期において日本で発売された新規の保険料一括払

個人傷害および医療保険商品の業績は引き続き良好であり、銀行を通じて開始された販売は代理店網に至るまで拡

大した。

 

2008年の年金預金は、個人変額年金預金の減少が個人定額年金預金の増加により相殺された額よりも大きかったた

め、2007年から減少した。英国における投資連動型預金はAIGの流動性問題により2008年第４四半期において大幅に

減少した。2008年の英国における個人変額年金預金は、新型の年金商品の発売により2007年から増加した。日本で

は、2008年の個人定額年金預金は、円建て以外の外貨建て商品に有利な為替の影響により2007年から増加した。しか

しながらAIGの流動性問題およびAIG日本生命保険事業の処分計画により、銀行がAIGの商品の販売を中止したため

2008年第４四半期の預金高に悪影響が及んだ。日本の銀行では、年金商品の販売を再開したものも存在するが、ほぼ

全ての銀行が販売を中止している。したがってAIGは代理店を通じて年金商品の販売を促進している。

 

2007年対2006年
 

2007年における初年度の保険料ベースの売上げは、主に東南アジアにおける投資指向型商品の販売の大幅な増加に

より、米ドル建ておよび現地通貨建ての双方において2006年から増加した。かかる増加は、地方税規制の変更によ

り、好調であった定期保険の販売が停止および個人傷害保険商品が減少したため、日本での売上げが減少したこと

に、部分的に相殺された。

 

2007年の一括払保険の売上げは、英国における保証付収益社債の販売ならびに香港およびシンガポールにおける投

資指向型商品の販売により、2006年から大幅に増加した。
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2007年の年金預金は2006年から減少した。個人定額年金預金は為替の不利な影響および変額年金商品への移行によ

り悪影響を受けた。2007年の個人変額年金預金はヨーロッパおよび日本の双方において、2006年から減少した。ヨー

ロッパにおける預金高の減少は、保険契約者の税控除額を減らした税法の改正を反映している。日本における減少

は、競争の激化、顧客に対する販売方法や顧客の適格要件をより厳しくした新たな法律の施行に起因する。
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米国内生命保険の業績
 

米国内生命保険事業の下部商品別の業績は以下の通りである。

12月31日に終了した事業年度

 

保険料およ

びその他報

酬

正味投資

利益

正味実現キャ

ピタル・ゲイ

ン（ロス）

総収入
営業利益(損

失）(a)

 (単位：百万ドル)

2008年      

生命保険 $2,478 $1,324$(8,182)$(4,380)$(7,360)

ホーム・サービス 743 613 (1,422) (66) (1,314)

団体生命・医療保険 847 192 (336) 703 (332)

給付型年金(b) 2,131 1,242 (1,209) 2,164 (1,026)

個人変額年金およびランオフ年

金
49 428 (419) 58 (206)

合計 $6,248 $3,799$(11,568)$(1,521)$(10,238)

2007年      

生命保険 $2,352 $1,528 $(584) $3,296 $226

ホーム・サービス 767 640 (100) 1,307 216

団体生命・医療保険 842 200 (16) 1,026 67

給付型年金(b) 1,820 1,153 (67) 2,906 74

個人変額年金およびランオフ年

金
55 474 (36) 493 59

合計 $5,836 $3,995 $(803) $9,028 $642

2006年      

生命保険 $2,127 $1,377 $(83) $3,421 $654

ホーム・サービス 790 630 (38) 1,382 282

団体生命・医療保険 995 213 (8) 1,200 (159)

給付型年金(b) 1,582 1,004 (51) 2,535 76

個人変額年金およびランオフ年

金
49 554 (35) 568 64

合計 $5,543 $3,778 $(215) $9,106 $917

増減率　2008年対2007年      

生命保険 5% (13)% -% -% -%

ホーム・サービス (3) (4) - - -

団体生命・医療保険 1 (4) - (31) -

給付型年金 17 8 - (26) -

個人変額年金およびランオフ

年金

(11) (10) - - -

合計 7% (5)% -% -% -%

増減率　2007年対2006年      

生命保険 11% 11% -% (4)% (65)%

ホーム・サービス (3) 2 - (5) (23)

団体生命・医療保険 (15) (6) - (15) -

給付型年金 15 15 - 15 (3)

個人変額年金およびランオフ

年金

12 (14) - (13) (8)

合計 5% 6% -% (1)% (30)%

(a)　2008年の営業利益(損失）には、生命保険8,000万ドル、ホーム・サービス2.80億ドル、団体生命・医療保険
4,200万ドルのれん減損費用を含む。
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(b)　保険料およびその他報酬は、仕組み決済、保険料一括払年金および一括給付年金を含んでいる。
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2008年対2007年

 

2008年の米国内生命保険事業の総収入は、主に正味実現キャピタル・ロスの増加および正味投資利益の減少が保険

料およびその他報酬の増加に一部相殺された結果、2007年から減少した。米国内生命保険の保険料およびその他報

酬は、主に給付型年金の売上げおよび生命保険事業の保有契約の増加により増加した。給付型年金の預金高の増加

は、米国およびカナダの双方における仕組み決済および一括給付年金に起因する。正味投資利益は、保険契約者給付

金と相殺された保険契約者取引ロスの増加、短期投資の増加による全体的な投資利回りの減少、パートナーシップ

からの収入ならびにコールおよびテンダーからの収入の減少により減少した。当該項目は対象事業の成長および合

成燃料製造に対する投資の段階的廃止による損失の減少により一部相殺された。正味実現キャピタル・ロスの増加

は主に一時的ではない減損費用の増加に起因する。

 

米国内生命保険事業では、主に2008年における大幅な収益の減少（上述の通りである。）、のれん減損費用および再

編費用により、2007年の営業利益であったが、2008年には営業損失を計上することとなった。当該項目は、現行の対

象事業の成長および生命保険および給付型年金における死亡率からの有利な影響により一部相殺された。生命保険

事業の業績は、上述の未収収入債務の変更に関連したDAC償却の増加3,000万ドル、およびその結果発生する正味給

付金2,200万ドルにも影響を受けた。2007年の給付型年金における営業利益は、団体年金支払備金を増加するための

調整費用3,000万ドルからも悪影響を受けた。2008年の保険金給付支払備金は、2007年の費用の削減5,200万ドルに

対する労災保険再保険プログラムに関連する増加1,200万ドルを含む。営業利益(損失）は2007年の1,300万ドルの

利益に比べ、2008年には3.64億ドルの実現キャピタル・ロスに関連したDACからの利益を含む。

 

2007年対2006年

 

2007年の米国内生命保険事業の総収入は、主に正味実現キャピタル・ロスの増加が保険料およびその他報酬の増加

ならびに正味投資利益の増加に一部相殺された結果、2006年に比べ減少した。米国内生命保険の保険料およびその

他報酬は、主に給付型年金預金および生命保険事業の保有契約の増加が、金融機関が2006年末に生命保険担保事業

から撤退したことにより、団体生命医療保険の保険料が減少したことに一部相殺された結果、増加した。

 

2007年の米国内生命保険の営業利益は、主に正味実現キャピタル・ロスの増加により、2006年から減少した。また

2007年の営業利益はDACの費用の計上および保険数理評価システムの改善による見積もり方法の改良を含む保険数

理上の見積もりの変更にかかる費用5,200万ドルならびにSOP 05-1に関連するDAC償却の増加6,700万ドルによりマ

イナスの影響を受けた。当該項目は、スーペリア・ナショナルに関連する再保険の追加回収から支払い保険料が

5,200万ドル減少したことに一部相殺された。2006年の営業利益には、スーペリア・ナショナル仲裁からの損失とし

て1.25億ドルの費用、金融機関の生命保険担保事業からの撤退に関連する6,600万ドルの損失および訴訟の準備金

5,500万ドルが含まれていた。
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米国内生命保険事業の売上げおよび預金高

 

下記の表は、米国内生命保険事業の商品別の売上げおよび預金高*を示している。

 

 

12月31日に終了した事業年度 増(減)率

 

2008年

 

2007年

 

2006年

2008年対

2007年

2007年対

2006年

 （単位：百万ドル）

生命保険      

商品別の定期保険      

　ユニバーサル生命保険 $167 $230 $334 (27)%(31)%

　変額ユニバーサル生命保険 63 55 56 15 (2)

　定期生命保険 210 219 240 (4) (9)

　終身生命保険およびその他 11 9 13 22 (31)

　　　商品別の定期保険料売上合計 451 513 643 (12) (20)

臨時払預金および一括払預金 267 426 269 (37) 58

　　　生命保険合計 718 939 912 (24) 3

ホーム・サービス      

　生命保険および傷害医療保険
87 96 95 (9) 1

　定額年金
199 116 107 72 8

　臨時払預金および一括払預金
21 18 19 17 (5)

　　　ホーム・サービス合計
307 230 221 33 4

団体生命/医療
121 118 148 3 (20)

給付型年金
2,893 2,612 2,465 11 6

個人定額およびランオフ年金
930 420 641 121 (34)

売上および預金高合計
$4,969 $4,319 $4,387 15% (2)%

*生命保険事業の売上げは、1年超の期間に新規事業から回収されることが予想される保険料、新規および既存の保

険契約者からの臨時払預金および一括払預金を示している。団体傷害/医療保険の売上げは新規保険契約からの年

間初年度保険料を示している。年金売上げは新規および既存の保険契約者からの預金を示している。

 
2008年対2007年

 

2008年の米国内生命保険事業の売上げおよび預金高は、主に給付型年金および個人定額年金の売上げにおける大幅

な増加が、生命保険料事業総収入の減少に一部相殺されたが、全体としては2007年に比べて増加した。給付型年金の

売上げは、米国およびカナダの双方における一括給付年金決済および仕組みの売上げの成長に起因する。個人変額

年金の売上げは、提供した貸出金利が、銀行による預金証券に対する利息より優位なものであったため増加した。格

付けおよびAIGに対するネガティブなイメージにより2008年第４四半期には売上げおよび預金高の双方が減少し

た。

 

最近は定期生命保険を強化した結果2008年９月におけるAIGの流動問題が発生する以前の売上げに寄与している。

その一方で、米国内保険市場が競争が激しいままであるので、新規事業開拓に重点を置いており、この開拓により、

ユニバーサル生命保険および定期生命保険に影響を与えている。
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米国内リタイヤメント・サービス事業の業績
 

下部商品別に表示された米国内リタイヤメント・サービス事業の業績は以下の通りである。

12月31日に終了した事業年度
保険料および

その他報酬

正味投資

利益

正味実現

キャピタル・

ゲイン（ロ

ス）

総収入
営業利益

（損失）(a)

 (単位：百万ドル)

2008年      

団体リタイヤメント商品 $401 $1,461$(6,700)$(4,838)$(6,283)

個人定額年金 128 2,487 (11,928)(9,313)(11,646)

個人変額年金 584 85 (1,281) (612) (1,884)

個人年金―ランオフ(b) 15 313 (1,085) (757) (1,058)

合計 $1,128 $4,346$(20,994)$(15,520)$(20,871)

2007年      

団体リタイヤメント商品 $446 $2,280 $(451) $2,275 $696

個人定額年金 96 3,664 (829) 2,931 530

個人変額年金 627 166 (45) 748 122

個人年金―ランオフ(b) 21 387 (83) 325 (1)

合計 $1,190 $6,497$(1,408)$6,279 $1,347

2006年      

団体リタイヤメント商品 $386 $2,279 $(144) $2,521 $1,017

個人定額年金 122 3,581 (257) 3,446 1,036

個人変額年金 531 202 5 738 193

個人年金―ランオフ(b) 18 426 (8) 436 77

合計 $1,057 $6,488 $(404) $7,141 $2,323

増減率　2008年対2007年      

団体リタイヤメント商品 (10)% (34)% -% (315)% -%

個人定額年金 33 (30) - (417) -

個人変額年金 (7) (48) - (182) -

個人年金―ランオフ (29) (19) - (331) -

合計 (5)% (31)% -% (348)% -%

増減率　2007年対2006年      

団体リタイヤメント商品 16% -% -% (10)% (32)%

個人定額年金 (21) 2 - (15) (49)

個人変額年金 18 (18) - 1 (37)

個人年金―ランオフ 17 (9) - (25) -

合計 13% -% -% (12)% (42)%

(a)　2008年の営業利益(損失）は個人定額年金にかかるのれん減損費用8.17億ドルを含む。

(b)　主に廃止された販売代理店を通じて販売されていた年金事業の段階的な廃止を示している。

 

2008年対2007年
 

2008年の米国内リタイヤメント・サービス事業は、正味実現キャピタル・ロスの増加、パートナーシップ投資から

の収入の減少、DACの費用計上、ならびに解約の増加、株式市場の低迷およびのれん減損費用のための支払備金の増

加により、2007年は営業利益であったのに比べ、営業損失を計上した。AIGは2008年12月に米国証券貸出プログラム
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を解消した。
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2008年の団体リタイヤメント商品および個人定額年金商品では、主に一時的ではない減損費用およびのれん減損費

用の増加、ならびにパートナーシップからの損失、利回り収入の減少および短期投資の増加による全体的な利回り

の低下による正味投資利益の減少に起因する正味実現キャピタル・ロスの増加により、2007年は営業利益であった

のに比べ、営業損失を計上した。更に団体リタイヤメント商品および個人定額年金に関するDACおよびSIA費用のた

め、解約の増加の見込みおよび株式市場の低迷をうけて、合計でそれぞれ2.10億ドルおよび1.71億ドル計上した。こ

れらの不利な影響は、正味実現キャピタル・ロスに関連したDACおよびSIAからの利益17億ドル（2007年には1.82億

ドル）により部分的に相殺された。

 

個人変額年金事業では、2007年は営業利益であったのに比べ、主に関連する経済的ヘッジおよびその他一時的では

ない減損費用を控除した組込み保険デリバティブ債務の評価にかかる増加8.22億ドルによる正味実現キャピタル

・ロスの増加により、2008年は営業損失を計上した。更に、当該営業損失にはDAC費用計上および主に株式市場の低

迷による関連準備金の増加11億ドルを含む。営業損失は、正味実現キャピタル・ロスに関連するDACおよびSIAから

の利益4.54億ドル（2007年は1,600万ドル）を含む。

 

2007年対2006年
 

2007年の米国内リタイヤメント・サービス事業の総収入および営業利益は、主に実現キャピタル・ロスが増加した

ことにより、2006年から減少した。米国内リタイヤメント・サービス事業の正味実現キャピタル・ロスは、一時的で

はない減損費用の増加、団体リタイヤメント商品および個人定額年金の両方の特定の投資ポートフォリオの資産を

移動するための資産売却、ならびに特定の個人変額年金商品保証および生存給付特約に関するヘッジの評価替えに

より増加した。DACの費用計上および保険数理評価システムの改良による見積額の調整を含む保険数理上の見積も

りの変更は、2007年の営業利益を正味1.12億ドル減少させた。

 

 

米国内リタイヤメント・サービスの売上げおよび預金高
 

以下の表は、米国内リタイヤメント・サービス事業の商品別の会計上の評価額の変動を示したものである。

 12月31日に終了した事業年度  

 2008年  2007年  

 (単位：百万ドル)  

団体リタイヤメント商品     

期首残高 $68,109 $64,357 

預金－年金 5,661  5,898 

預金－ミューチュアル・ファンド 1,520  1,633 

預金総額 7,181  7,531 

解約およびその他解除 (6,693) (6,551) 

死亡給付 (246)  (262) 

正味フロー（アウトフロー） 242  718 

対象投資資産の公正価値の変動、利息込み、

手数料控除後
(11,490) 3,034 

期末残高
$56,861 $68,109 

個人定額年金商品     

期首残高 $50,508 $52,685 

預金 7,276  5,085 

解約およびその他解除 (9,571) (7,565) 

死亡給付 (1,721) (1,667) 

正味フロー（アウトフロー） (4,016) (4,147) 

対象投資資産の公正価値の変動、利息込み、

手数料控除後
1,902  1,970 
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期末残高
$48,394 $50,508 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

146/791



 
個人変額年金商品     

期首残高 $33,108 $31,093 

預金 3,455 4,472 

解約およびその他解除 (4,240) (4,158) 

死亡給付 (480) (497) 

正味フロー（アウトフロー） (1,265) (183) 

対象投資資産の公正価値の変動、利息込み、

手数料控除後
(8,250) 2,198 

期末残高
$23,593 $33,108 

米国内リタイヤメント・サービス事業合計     

期首残高 $151,725 $148,135 

預金 17,912 17,088 

解約およびその他解除 (20,504) (18,274) 

死亡給付 (2,447) (2,426) 

正味フロー（アウトフロー） (5,039) (3,612) 

対象投資資産の公正価格の変動、利息込み、

手数料控除後
(17,838) 7,202 

期末残高－ランオフを除く
128,848 151,725 

個人年金－ランオフ 5,079 5,690 

期末残高 $133,927 $157,415 

一般および個別勘定支払備金およびミュー

チュアル・ファンド
    

一般勘定支払備金 $89,140 $88,801 

個別勘定支払備金 38,499 60,461 

一般および個別勘定支払備金合計 127,639 149,262 

団体リタイヤメントミューチュアル・ファ

ンド
6,288 8,153 

支払備金およびミューチュアル・ファンド合

計

$133,927 $157,415 

 
2008年対2007年

 

全３商品における預金高は、2008年９月に開始したAIGの格下げおよび流動性問題により悪影響を受けた。団体リタ

イヤメント商品にかかる預金高の減少は団体年金預金および団体ミューチュアル・ファンド預金の減少に起因す

る。個人定額年金預金の改善は、利回り曲線の急勾配により、預金証券の金利およびその時点におけるミューチュア

ル・ファンド・マネー・マーケットの金利より高い金利を提供できたためである。団体リタイヤメント商品および

個人定額年金にかかる預金高は、AIGの格下げ以来減少した。個人変額年金商品の売上げは、AIGの格下げおよび株式

市場が引続き脆弱であるため減少した。

 

2008年の全３商品における米国内リタイヤメント・サービスの解約およびその他解除は、主にAIGの格下げおよび

流動性問題のため2007年から減少した。
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2007年対2006年

 

2007年の米国内リタイヤメント・サービスの預金は、主に団体リタイヤメント商品および個人変額年金の預金の増

加が、個人定額年金の減少に一部相殺されたことを反映して2006年から増加した。2007年の団体リタイヤメントの

預金は、営業の統括および外部の預金の獲得に注力したことから、2006年から10％増加した。ミューチュアル・ファ

ンドの預金は20％増加し、団体年金預金は8％増加した。個人定額年金の売上げは、現在の利回りの低い環境の中で、

非常に魅力的な短期利率を提供する銀行の預金商品およびマネー・マーケット・ファンドと熾烈な競争を引続き

強いられており、その結果2007年の預金高は、2006年から5％減少した。2007年の個人変額年金の預金高は、大手銀行

の専売商品が廃止されたことにもかかわらず、2006年から5％増加した。

 

2007年の米国内リタイヤメント・サービスの解約およびその他解除率は、2006年から増加した。この増加は、主に団

体リタイヤメント商品および個人定額年金の両方の高い解約率および反映している。2007年の団体リタイヤメント

商品の解約率は、契約が通常の満期を迎えたことおよび大規模な団体商品の解約率が上昇したことの両方の要因か

ら2006年から増加した。2007年の個人定額年金の解約および解除率は、解約手数料発生期間が経過した保険契約が

増加し、銀行預金商品との競争が激化したことから、増加した。

 

以下の表は、米国内リタイヤメント・サービス事業の解約料および解約率別の支払備金を示したものである。

12月31日に終了した事業年度

 

団体リタイヤメント

商品*
 個人定額年金  個人変額年金

 (単位：百万ドル)

2008年  

解約料なし $43,797 $10,287 $8,594

0%　－　2% 1,320 3,043 3,097

2%超　－　4% 1,714 6,711 2,187

4%超 2,710 25,110 7,663

解約不可 1,032 3,243 2,052

支払備金合計
$50,573 $48,394 $23,593

解約率
10.5% 18.8% 14.9%

 

2007年      

解約料なし $49,770 $11,316 $13,014

0%超　－　2% 3,284 3,534 5,381

2%超　－　4% 3,757 7,310 5,133

4%超 2,280 24,956 9,492

解約不可 865 3,392 88

支払備金合計
$59,956 $50,508 $33,108

解約率
9.8% 14.6% 12.8%

＊2008年および2007年のミューチュアル・ファンドそれぞれ63億ドルおよび82億ドルを除く。

 

2008年の団体リタイヤメント商品および個人変額および定額年金商品の解約率は、主にAIGの格下げおよび流動性

問題により、2007年から増加した。

 

前へ　　　次へ
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繰延保険獲得費用および販売促進資産

 

生命保険およびリタイヤメント・サービス商品のDACは、新規または更新事業の獲得に直接関係し、かつ変動する費

用の繰延べにより発生する。生命保険商品に関する契約獲得費用は一般的に繰延べられ、FAS第60号「保険企業の会

計処理と報告」（「FAS第60号」）に従い各契約の保険料徴収期間にわたり償却される。ユニバーサル生命保険お

よび投資型商品に関連する契約獲得費用は一般的に繰延べられ、FAS第97号に従い予定保険期間にわたり実現する

予定総利益の発生に関連させて、利息とともに繰延償却される。買収された事業の価値（Value of Business

Acquired （「VOBA」））は買収時に確定され、DACとともに連結貸借対照表で報告され、DACと同じく、事業の存続

期間にわたって償却される。AIGは、特定の年金および投資契約について、保険契約者に販売促進（ボーナス利息）

を行っている。販売促進は、連結貸借対照表上で、資産およびこれに対応する保険契約者預金債務の増加として認識

され、DACと同じく契約期間にわたり償却される。2008年の契約獲得費用および販売促進コストの繰延額は、AIGの流

動性問題に起因し新規事業の開拓が減少した結果、2007年から1.64億ドル減少した。償却費用総額は、2007年から15

億ドル増加した。現行年度の償却費には、一時的ではない減損費用の大幅な増加を反映し、2007年における3.33億ド

ルに対し、2008年における32億ドルの正味実現キャピタル・ロスに関連した営業利益の増加を含む。米国内リタイ

ヤメント・サービスの現行年度における償却には、引き続き脆弱な株式市場に関連したDACおよびSIAの費用計上

9.61億ドルならびに解約率の増加のためDACおよびSIAの費用計上2.67億ドルに係る調整費用が含まれる。DACの償

却は関連する保険料により相殺されるため、米国内外の生命保険事業における解約率の上昇が与える影響はない。

2007年に報告された償却費用の減少は、発生した給付金および保険金請求にほぼ相殺される保険数理上の見積額

7.32億ドルの変更によるものである。2008年および2007年の年間償却費用は、DAC期首残高に対してそれぞれ13％お

よび10％であった。

 

AIGは、2008年1月1日にFAS第159号を導入し、主にアジアで販売されている投資関連商品に対して公正価値に基づく

会計を適用することとした。公正価値による評価方法において、全てのDACおよびSIAは減価償却され、当該商品に関

するDACおよびSIAの繰延および償却はそれ以上行われない。2008年1月1日現在で減価償却されたDACおよびSIAは、

それぞれ11億ドルと2.99億ドルであった。

 

以下の表は、DAC、買収された事業の価値(Value of Business Acquired (「VOBA」))および販売促進資産（Sales

Inducement Assets、 （「SIA」））の主要な変動要素を示したものである。 

 

12月31日に終了した事業年度

2008年度  2007年

DAC／VOBASIA 合計  DAC／VOBASIA 合計

 (単位：百万ドル)

米国外生命保険およびリタイヤメント

・サービス:
       

期首残高 $26,175$681$26,856 $21,153$404$21,557

　繰延保険獲得費用 5,622 66 5,688 5,640 241 5,881

　営業利益から控除またはこれに加

算される償却費用(a)
(4,449)(90)(4,539) (1,879) 10 (1,869)

　有価証券の未実現ゲイン（ロス）

の変動
261 (8) 253 301 16 317

　為替の影響による増(減） (352) (33) (385) 831 10 841

　その他(b) (1,091)(299)(1,390) 129 - 129

期末残高 $26,166$317$26,483 $26,175$681$26,856
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米国内生命保険：        

期首残高 $6,432 $53 $6,485 $6,006 $46 $6,052

　繰延保険獲得費用 865 16 881 895 15 910

　営業利益から控除またはこれに加算

される償却費用(a)
(324) (4) (328) (652) (8) (660)

　有価証券の未実現ゲイン（ロス）の

変動
379 - 379 162 - 162

　為替の影響による増(減） (116) - (116) 85 - 85

　その他(b) - 1 1  (64) - (64)

期末残高 $7,236 $66 $7,302 $6,432 $53 $6,485

米国内リタイヤメント・サービス：        

期首残高 $5,838$991$6,829 $5,651$887$6,538

　繰延保険獲得費用 790 210 1,000 741 201 942

　営業利益から控除またはこれに加算

される償却費用(a)
(198) 39 (159) (836)(151)(987)

　有価証券の未実現ゲイン（ロス）の

変動
779 175 954 282 54 336

　為替の影響による増(減） 2 - 2  - - -

期末残高 $7,211$1,415$8,626 $5,838$991$6,829

生命保険およびリタイヤメント・サー

ビス合計：
       

期首残高 $38,445$1,725$40,170 $32,810$1,337$34,147

　繰延保険獲得費用 7,277 292 7,569 7,276 457 7,733

　営業利益から控除またはこれに加算

される償却費用(a)
(4,971)(55)(5,026) (3,367)(149)(3,516)

　有価証券の未実現ゲイン（ロス）の

変動
1,419 167 1,586 745 70 815

　為替の影響による増(減） (466) (33) (499) 916 10 926

　その他(b) (1,091)(298)(1,389) 65 - 65

期末残高 $40,613$1,798$42,411 $38,445$1,725$40,170

(a)　2007年において、米国外生命保険およびリタイヤメント・サービス事業の全ての償却には、発生した給付金お

よび保険金請求にほぼ相殺された保険数理上の見積もりの変更に関連した償却額の減少8.36億ドルが含まれて

いる。米国内リタイヤメント・サービス事業には、保険数理上の見積もりの変更による償却額の増加1.04億ドル

が含まれている。

(b)　2008年の数字は、主にFAS第159号を導入したことによる累積的影響を示している。2007年の数字は、SOP 05-1を

導入したことによる累積的影響を示している。

 

AIGは、様々なグローバル市場で事業を行っているため、DAC、VOBAおよびSIAを償却するために使用する見積もり総

利益は、同じ事業年度の中で、個々の市場の利回りおよび金利に影響される。市場の利回りおよび金利の組み合わせ

によっては、特定の商品および地域では、償却が促進され、他の商品および地域では償却が減速することがある。

 

保険性質が高く、また投資指向の高いリタイヤメント・サービス商品に関するDAC、VOBAおよびSIAは、現在の事業の

将来の収益性の見積りを含む回収可能性の見直しが行われる。この見直しもまた、重要な経営上の判断を含んでい

る。将来の収益性について、実績が見積りを大きく下回ることになる場合、AIGのDAC、VOBAおよびSIAが減損し、AIGの

将来の経営成績に重要な影響を及ぼす可能性がある。
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台湾

 

2000年から、台湾の10年満期国債の利回りは約6％から下がり、2008年12月31日現在で1.5％となった。その他ほとん

どの投資資産の利回りも同じ時期に相応に下がった。現在販売する商品としては、

 

・　金利保証のない変額個別勘定商品、

 

・　黙示的な金利保証の程度が非常に低い参加型商品、および

 

・　傷害・医療保険および特約付き商品

 

が着目されている。

 

ナン・シャンの支払備金の妥当性分析を行う上で、いくつかの最良の見積もりが行われた。

 

・　歴史的な死亡率の改善傾向は、2014年まで続くと見積もられた。

・　疾病率、費用および解約率は、現在の状況を反映するように更新された。

・　台湾の国債の金利は、10年間は現状が維持され、市場共通の長期金利の予想に従って、最良の見積もり利率まで

徐々に上昇すると見積もられた。

・　米国外の資産は、投資資産の35％を占めることが見込まれ、約4.9％の複合長期投資予想となる。

・　死亡率の有利な傾向を不利な金利マージンで相殺し、死亡配当の支払いを不要とする、現在台湾で認められてい

る慣行は、継続する。

 

将来の支払備金の妥当性の試算の結果は、死亡率、疾病率、費用、解約率および投資利回りなど経営陣の判断が重視

されることになる。これらの見積もりに不利な変更が生じた場合、DACの償却を早め、支払備金の増強が必要になる

おそれがある。将来の支払備金の妥当性試算は、その性質、ナン・シャンで実施されている投資戦略における将来的

な変更の性質、時期および期間に影響を受ける。

 

 

金融サービス事業

 

AIGの金融サービス子会社は、航空機リース、キャピタル・マーケット、消費者金融および保険料融資業務を含む多

様なサービスを手がけている。また、航空機リース、キャピタル・マーケッツおよび消費者金融事業は金融サービス

事業による総収入の大部分を占めている。A.I.クレジットも主にAIGやその他の保険会社の保険契約者に対し、保険

料融資を行うことにより、金融サービス部門の収益に貢献している。

 

AIGFPの事業であるキャピタル・マーケッツ事業では、AIGFPは、商品、信用、通貨、エネルギー、株式および金利に関

する標準的およびカスタマイズされた金融商品について様々な金融取引を行っている。またAIGFPは有価証券の

様々なポートフォリオに投資し、一般債、仕組み債およびその他有価証券の発行を含む借り入れを行い、保証投資契

約（「GIA」）を締結している。2008年の異常な市況、格付け機関によるAIGの格下げおよびAIGの中核事業への集中

の意図を踏まえ、AIGFPは、その事業ならびに様々なローンおよび債券のプールのスーパー・シニア・リスク・トラ

ンシェに対するクレジット・デフォルト・スワップを通じて引受けられた信用保護に関連するポートフォリオの

縮小を開始した。
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これまでAIGのキャピタル・マーケッツ事業の収益の相当部分は、主に相対取引に関連するヘッジされた金融ポジ

ションの保有によるものである。AIGFPはまた様々な金融デリバティブ取引にディーラーとして参加している。ある

一定期間におけるキャピタル・マーケッツ事業の収入、営業利益およびこれらの増減率は、AIGFPの資産および負債

の公正価値の変化、ならびにその前の期間中に行った取引に対する当該期間中に行った取引の数、規模および収益

性の変化により大きな影響を受ける。

 

金融サービス事業の業績
 

金融サービス事業の業績は以下の通りである。

 

12月31日に終了した事業年度 増(減)率

2008年 2007年 2006年 2008年対

2007年

2007年対

2006年

 (単位：百万ドル)   

収入：      

航空機 リース $5,075$4,694$4,082 8% 15%

キャピタル・マーケット (40,333)(9,979)(186) - -

消費者金融 3,489 3,655 3,587 5 2

その他、グループ会社間の調整を含む 314 321 294 (2) 9

合計 $(31,095)$(1,309)$7,777 -% -%

営業利益(損失）：      

航空機 リース $1,116 $873 $578 28% 51%

キャピタル・マーケット (40,471)(10,557)(873) - -

消費者金融 (1,261) 171 668 - (74)

その他、グループ会社間の調整を含む (205) (2) 10 - -

合計 $(40,821)$(9,515)$383 -% -%

 

2008年対2007年
 

2008年および2007年の金融サービス事業は、主に2008年および2007年におけるAIGFPのスーパー・シニア・クレ

ジット・デフォルト・スワップ・ポートフォリオの未実現市場価格評価損それぞれ286億ドルおよび115億ドルに

より営業損失を計上した。また、AIGFP は2008年に、AIGFPの資産および負債の評価にかかるクレジット・スプレッ

ドの変更からの影響による営業損失93億ドルを計上している（スーパー・シニア・クレジット・デフォルト・ス

ワップの未実現市場価格評価損に反映された利益1.85億ドルを含む。）。2008年のAGFの営業利益は、主にAGFの金融

債権ポートフォリオにおける債務不履行の増加、正味延滞率の上昇およびのれん減損費用3.41億ドルに対応するた

めの貸倒引当金の増加6.74億ドルにより、2007年から減少した。2008年12月31日時点において、AGFは、不動産ローン

10億ドルについて、経営陣の判断の変更によりその保有目的を売却目的による保有に変更するために再分類した。

購入希望者との交渉に基づきAGFは当該ローンの保有価値を正味実現価値まで減じるには2,700万ドルの償却が必

要と判断した。当該ローンの売却は2009年２月に完了した。2008年12月31日現在、残余金融債権ポートフォリオを投

資目的で保有するAGFの意思に変更はない。AIGCFGは2008年の減損費用3.43億ドルを計上した。その他報告部門にお

ける正味損失は主に経済的に有効にヘッジされたエクスポージャーに対する金利スワップの公正価値の変更から

発生したものである。

 

ILFCは2008年において航空機フリートの大幅な増大、リース料の増加および複利借入金利の低下により、2007年に

比べ堅実な営業利益の伸びを計上した。
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2007年対2006年 

 

2007年において、金融サービス事業は、主にAIGFPのスーパー・シニア・クレジット・デフォルト・スワップ・ポー

トフォリオの未実現市場価格評価損115億ドル、AIGFPのその他収益に計上された売却可能証券の一時的ではない減

損費用6.43億ドル、およびAGFの営業利益の減少により、2006年は営業利益であったところ、営業損失を計上した。

AGFの営業利益は、住宅モーゲージ貸付高の減少、抵当バンキング業務からの収入の減少および貸倒引当金の増加に

より、2006年から減少した。また2007年において、AGFの抵当バンキング事業は、OTＳと締結した監督契約を実施する

ための見積もりコストとして税引き前で1.78億ドルの費用を計上した。

 

ILFCは2007年において航空機フリートの大幅な増大、リース料の増加およびリースの活用の増加により、2006年に

比べ堅実な営業利益の伸びを計上した。

 

2007年から、AIGFPは、その投資および借入れをヘッジするための特定の金利スワップ契約および為替予約契約に

FAS第133号に基づくヘッジ会計処理を適用し始め、またAGFおよびILFCは、変動金利および外貨建て借入れをヘッジ

するほとんどのデリバティブにヘッジ会計処理を適用し始めた。2007年以前は、AIGのデリバティブおよび関連資産

および負債のいずれにもヘッジ会計は適用されていなかった。したがって、収入および営業利益は、デリバティブお

よびヘッジされた資産負債の間で収入が認識された時期の差から生じる変動にさらされていた。
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キャピタル・マーケット事業の業績
 

2008年対2007年
 

2007年に比べ、2008年におけるAIGFPの営業損失は、主にスーパー・シニア・マルチセクターCDO・クレジット・デ

フォルト・スワップ・ポートフォリオおよびAIGFPの資産および負債の評価に対する信用スプレッドの影響に関連

して増加した。2008年の正味営業損失は、同年を通して経験した非常に厳しいな市況や、格付機関によるAIG信用格

付の格下げの影響などが原因となり発生した。また正味の営業業績は、流動性の維持を目的として2008年度上半期

を通じて尽くされた内部努力による影響を加味している。AIGがその中心事業に焦点を絞ったことに応じ、AIGFPは、

自身の事業やポートフォリオの清算を開始した。

 

AIGは、そのスーパー・シニア・クレジット・デフォルト・スワップ・ポートフォリオの公正価値の変動を反映し

て、2007年の115億ドルに対し、2008年においては286億ドルの未実現市場評価ロスを計上した。2008年において計上

された当該ロスの主な内訳は以下の通りである。

 

・　約257億ドルは、マルチセクターCDOのスーパー・シニア・トランシェについて引き受けられたデリバティブに

関するものである。これらのデリバティブの公正価値の大幅な下落は、RMBS、CMBSおよびCDO証券の価格や信用性

の大幅な悪化が原因となった。この額には、正味名目額126億ドル規模の取引（2008年12月31日現在において未

決のもの）の公正価値が変動したことにより発生した43億ドルの損失が含まれている。また、AIGFPのスーパー

・シニア・クレジット・デフォルト・スワップ・ポートフォリオにおける未実現市場評価ロスには、帳簿価格

を下回る公正価値しか持たない対象CDO証券の取得に際し帳簿価格を支払ったことにより実現された約9.95億

ドルの損失が含まれる。特に、2008年第２四半期を通じて、AIGFPは、2005年に設定した融資枠に基づくAAA格付商

業モーゲージ担保証券（「CMBS」）のCDOにより発行されたスーパー・シニア証券について、特定CDOにより発

行された証券の保有者がかかる証券を1940年投資会社法上の短期2a-7投資適格（「2a-7プット」）として扱う

ことを認める、正味名目額54億ドル規模の満期短縮プットの新規発行を行っていた。2008年中、取引相手方は、

AIGFPのマルチセクターCDOスーパー・シニア・クレジット・デフォルト・スワップ・ポートフォリオにおけ

る、合計94億ドル規模（正味名目額）に及ぶこれらの2a-７プットおよびその他の2a-7プットを行使した。さら

にAIGFPは、ある別のクレジット・デフォルト・スワップに関する負債を、保護対象CDO証券の購入（元金残高

1.62億ドル）により消却した。これらの取引は、2008年12月31日までの期間にこれらの取引契約中の取引決済条

項に基づきAIGFPのスーパー・シニア・クレジット・デフォルト・スワップ・ポートフォリオについて相手方

に対し支払われた全支払代金を表している。AIGFPは、新規2a-7プットを引き受けていない。

 

さらにAIGFPのスーパー・シニア・クレジット・デフォルト・スワップ・ポートフォリオにおける未実現市場

評価ロスには、ML III取引を通じた契約終了により生じた約211億ドルの損失が含まれている。

 

・　約23億ドルは、企業裁定ポートフォリオの一部として引き受けられたデリバティブに関するものである。これら

のデリバティブの公正価値の下落は、企業信用スプレッドの大幅な拡大が継続したことにより発生したもので

ある。

 

・　約3.79億ドルは、取引相手方が規制上の自己資本軽減策を受けるためのクレジット・スワップ・ポートフォリ

オの利用をもはや行わないとAIGFPが判断した法定資本ポートフォリオにおける取引公正価値の低下に関する

ものである。

 

AIGFPは、スーパー・シニア・クレジット・デフォルト・スワップ・ポートフォリオに含まれない信用デリバティ

ブについて、2007年の正味ゲイン3.70億ドルに対し、2008年中においては8.88億ドルの損失を計上した。
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以下の表は、2008年12月31日に終了する事業年度におけるAIGFPの信用評価調整ゲイン（ロス）を表したものであ

る（会社間取引を除く。）。

相手方資産の信用評価調整 AIG負債の信用評価調整

（単位：百万ドル）

取引証券 $(8,928)ターム・ノート $248

ローンその他の資産 (61)ハイブリッド・ターム・

ノート

646

デリバティブ資産 (1,667)GIA (415)

  その他の負債 55

  デリバティブ負債* 860

資産の減少 $(10,656)負債の減少 $1,394 

その他の収入についての

税引前の正味の減少

$(9,262)   

*　スーパー・シニア・クレジット・デフォルト・スワップ・ポートフォリオを含む。

 

2008年におけるキャピタル・マーケットの営業損失には、AIGFPの資産および負債の評価に対する信用スプレッド

の影響を反映した93億ドルの損失が含まれる。また、かかる損失には、スーパー・シニア・クレジット・デフォルト

・スワップ・ポートフォリオに対する未実現市場評価ロスに反映された1.85億ドルのゲインが含まれている。歴史

的に、AIGの信用スプレッド、およびAIGFPの資産についての信用スプレッドは、同様の傾向で推移していた。かかる

関係性は2008年第２四半期を通じて分離し、この分離傾向は同年の終りまで続いた。2008年においてAIG信用スプ

レッドが大幅に拡大する中、AIGFPの投資ポートフォリオの大部分を占めるABSおよびCDO商品の信用スプレッドは

さらに拡大した。AIGFPの資産における損失は、AIG信用スプレッドの大幅な拡大により発生したAIGFPの負債に対す

る正味ゲインを凌いだ。AIGFPの負債に関する正味ゲインは、担保の差入れや、GIA、ターム・ノートおよびハイブ

リッド・ターム・ノートの早期終了による影響を受けて減少した。2008年の営業損失には、FAS 157およびFAS 159

の採用に関連する2.91億ドル規模の取引額が含まれている。

 

キャピタル・マーケット部門の営業支出の大部分を占めるものは、報酬である。AIGFPが2008年を通じて多大な損失

を計上したため、AIGFPの様々な繰延報酬プランおよび特別奨励給プランに基づき同年において支払義務が発生し

た総計5.63億ドルについては、支払いが行われなかった。2008年の報酬支払費用の合計額は、賞与を含めて4.26億ド

ルであった。

 

2007年対2006年
 

2007年のキャピタル・マーケット事業は、主に2007年第４四半期に計上されたマルチセクターCDOを主な投資対象

とするAIGFPのスーパー・シニア・クレジット・デフォルト・スワップ・ポートフォリオおよびABSに投資するCDO

投資ポートフォリオに生じた一時的ではない減損に関連して発生した未実現市場価格評価ロスを計上したことに

より、2006年は営業利益となったところ、営業損失となった。これらの損失は、下記の通り2007年から特定のヘッジ

活動にヘッジ会計処理を適用し始めたこと、および債務ポートフォリオのAAAからBBB格付けのリスク層に対して購

入された特定のクレジット・デフォルト・スワップに関連する正味未実現市場価格評価益の影響に一部相殺され

た。AIGFPの収益に貢献した金利および通貨商品の2007年取引フローは増加した。

 

AIGFPの正味営業損失には、2007年の特定のクレジット・デフォルト・スワップおよびクレジット・リンク・ノー

トに内在するクレジット・デリバティブの4.01億ドルの未実現市場評価損が含まれていた。AIGFPは、マルチセク

ターＣＤＯ債務を含む債務ポートフォリオのAAAないしBBBリスク層から保護するための商品を購入した。

 

2007年第４四半期中、マルチセクターCDOが発行したスーパー・シニアおよびAAA格付け社債への投資の売却可能証

券の中には、公正価値が大きく下落したものもあった。これを受けてAIGFPは、その他収益に一時的ではない減損

6.43億ドルを計上した。AIGはこれらの有価証券をその価値が回復するまで保有し続ける意図も資金力もあり、また

ほとんどの有価証券がその基の条件を履行し続けることが可能であると示す仕組みが維持され続けているが、AIG
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はこれらの有価証券の価値が合理的に見て短期間で回復するとは判断できないと結論付けた。
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CDOを参照するAIGFPのクレジット・デフォルト・スワップの公正価値の変動およびCDO投資の公正価値の下落は、

主に米国住宅モーゲージに関連する資産担保証券の第4四半期のスプレッドの大幅な拡大、仕組み金融市場に影響

を及ぼした深刻な流動性危機およびこれらの有価証券に対する格付け機関の格下げの影響によってもたらされた。

 

またさらに、2007年中、AIGFPは、FAS第133号に基づくヘッジ会計処理を行う要件を満たさなかったヘッジ活動につ

いて、2006年は18.2億ドルの正味損失を計上したところ、2.11億ドルの正味利益を認識した。

 

2007年度には、AIGFPに連結された法人間で売却可能証券を譲渡したことで過去年度に認識された正味利益を取り

崩すための3.80億ドルの計算期間外費用、および前記営業の概観で詳述した米国財務省が発行した規制案に影響を

受けた仕組み取引を経済的にヘッジする重要なデリバティブの2007年3月31日現在の公正価値の1.66億ドルの下落

が含まれていた。2006年のAIGFPのデリバティブに認識された正味損失には、FAS第133号に基づく特定のデリバティ

ブ取引の会計処理に対する内部統制の深刻な脆弱さを是正するための計算期間外費用2.23億ドルが含まれていた。

また正味損失は、米国金利の上昇およびAIGFPの資産および負債をヘッジするデリバティブに対する米ドル安を反

映している。

 

2007年の金融市場は、グローバル金利の上昇、信用スプレッドの拡大、株価の上昇および若干のドル安と特徴付ける

ことができる。

 

キャピタル・マーケット事業の営業費用を大きく占める項目は報酬であり、2007年および2006年は、それぞれ約

4.23億ドル、および5.44億ドルであった。報酬は、FAS第133号のヘッジ会計処理を行う要件を満たさなかったデリバ

ティブから生じたゲインおよびロスの影響は受けなかった。

 

資産運用事業

 

AIGの資産運用事業は、幅広い様々な投資関連サービスおよび投資商品で構成されている。これらのサービスおよび

商品は、AIGのスプレッドに基づく投資事業、機関投資家向け資産運用およびブローカレッジ・サービス事業、なら

びにミューチュアル・ファンド事業を通じて米国内外の個人、年金基金およびAIGの子会社を含む機関投資家向け

に提供されている。また資産運用事業には、特定のサンアメリカが出資するパートナーシップ投資の業績も含まれ

ている。

 

この事業部門は、通常株式および信用市場の市況の影響を受けていることから、その収入および営業利益は変動す

る。また正味実現ゲインおよびキャリード・インタレストは、様々なファンドのクロージング、満期および市況に

よって変動する。機関投資家向け資産運用事業におけるキャリード・インタレスト（各ファンドの基本契約に従い

算出されるもの）は、各ファンドの存続期間を通じた投資の業績に基づく。未実現キャリード・インタレストは、貸

借対照表の日付時点における各ファンドの業績に基づいて計上される。ファンドの今後の業績が既に計上されてい

るキャリード・インタレストに負の影響を及ぼす可能性がある。
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資産運用事業の業績
 

資産運用事業の業績は、以下の通りである。

 12月31日に終了する年度 増減率

 2008年 2007年 2006年
2008年対

2007年

2007年対

2006年

(単位:百万ドル)

収入：
 

 
 

  

スプレッドに基づく投資

事業
$(6,918) $2,023 $2,713

-% (25)%

機関投資家向け資産運用 1,938 2,900 1,240 (33) 134

ブローカレッジ・サービ

スおよびミューチュアル

・ファンド

273 322 293 (15) 10

その他 181 380 297 (52) 28

合計 $(4,526) $5,625 $4,543 -% 24%

営業利益：      

スプレッドに基づく投資

事業
$(8,543) $(89) $732

-% -%

機関投資家向け資産運用 (848) 784 438 - 79

ブローカレッジ・サービ

スおよびミューチュアル

・ファンド

28 100 87 (72) 15

その他 176 369 281 (52) 31

合計 $(9,187) $1,164 $1,538 -% (24)%

 

2008年対2007年
 

資産運用事業は、2007年が営業利益だったのに対し、2008年においては、満期固定証券に対する一時的ではない減損

の増大、ヘッジされないデリバティブに関する値洗い損失の増大、パートナーシップ収益の大幅な低下、不動産投資

についてのエクイティ・ロスおよび実現ロスの増大、ならびに正味キャリード・インタレスト収益の低下等を主な

原因として営業損失を計上した。これらの損失の一部は、外貨建てGICおよびMIP負債における正味為替ゲインの増

加により相殺された。2007年における機関投資家向け資産運用の営業利益には、AIGのブラックストーン・グループ

（「ブラックストーン」）における持分の一部を新規公募により売却したことによるゲインが含まれていた。

 

資産運用部門の特定事業は売却された。2008年における92億ドルの営業損失には、MIPを含めAIGが保持し続けると

見込まれる事業に関連する約45億ドルの正味営業損失が含まれる。AIGは、保険会社を対象に短期資産および負債の

運用サービス、および従来の確定利付投資サービスを行う事業を保持する予定である。

 

2007年対2006年
 

資産運用事業の2007年の収入は、主にパートナーシップ収益、運用報酬、およびキャリード・インタレストにより、

2006年から増加した。

 

2007年の資産運用事業の営業利益は、為替、金利および信用の値洗い損失、ならびに債券投資の一時的ではない減損

により2006年から減少した。これらの一時的ではない減損費用は、主に市場の流動性およびスプレッドの変動によ

るものである。これらの減少は、パートナーシップ収益の増加、不動産投資ゲインおよびブラックストーンにおける

AIGの持分の一部を新規公募により売却したことによる3.98億ドルの利益により一部相殺された。2007年における
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収益は、いくつかの保管投資を連結させたことにより、2006年に比べ増加した。AIGは、保管投資が売却その他の方法

で処分されるまで、この営業利益を連結する。これらの投資の一部は、営業利益（損失）を構成しない少数持分で相

殺されている。
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スプレッドに基づく投資事業の業績
 

2008年対2007年
 

2008年のスプレッドに基づく投資事業は、200７年に比べ、正味実現キャピタル・ロスの大幅な増大、およびパート

ナーシップ収益の低下を理由として営業損失の増加を招いた。2008年の正味実現キャピタル・ロスは、2007年の13

億ドルに対し、86億ドルとなった。2008年におけるこの正味実現キャピタル・ロスの増加は、GICおよびMIPの両方を

対象とした固定満期証券に対する一時的でない減損が64億ドル増大したこと、GICおよびMIPの両方を対象とした

ヘッジ会計処理要件を満たさない金利および為替ヘッジに対する正味値洗いロスが12億ドルに増加したこと、なら

びに企業信用スプレッドの拡大によりMIPの保有するクレジット・デフォルト・スワップ投資の正味値洗いロスが

3.74億ドルに増加したことなどがその主な要因となった。MIPクレジット・デフォルト・スワップは、単名の投資適

格企業エクスポージャーにより構成される。AIGは、これらのプログラムに基づき発行される確定利付および変動金

利付の外貨建て債務に関連する為替レートおよび金利の変動による影響をヘッジするため、デリバティブ契約を締

結する。これらのヘッジには、ヘッジ会計処理の要件を満たすものと、満たさないものとがあり、有効な経済的ヘッ

ジであっても業績に対する不安定要因を生む。これらの減少は、外貨建てのGIC準備金およびMIP負債に対する正味

為替ゲインが13億ドルに増加したことにより一部相殺された。

 

2008年において、GICおよびMIPポートフォリオで維持されている固定満期証券に対する一時的でない減損の増加

は、GICについてもMIPについても32億ドルであった。これは主に、重大な損失および信用ロス、ならびに米国証券貸

出ポートフォリオおよびAIGの一般ポートフォリオの両方について回復が済むまで証券の保有を意図していたAIG

の方針変更に起因するものである。

 

GICプログラムにおけるパートナーシップ投資による収益は、2007年に利益率が比較的高かったのに対し、2008年の

市況が低迷していたことを主な原因として、2007年に比べ14億ドル落ち込んだ。またGIC収益は、ヘッジ会計処理の

要件を満たさない金利および為替ヘッジに対する値洗いロスが正味6.76億ドルにまで増加したことによる影響を

受けた。これらの減少は、米ドル高により2007年に比べ12億ドル増加した2008年の外貨建てGIC準備金に対する正味

為替ゲインにより一部相殺された。これらのGIC準備金の大部分は、残り12ヶ月で満期となる。デリバティブ損失に

は、金利および為替レートの変動がGIC準備金に対して及ぼす影響を経済的にヘッジするのに利用された金利およ

び為替デリバティブに対する正味値洗い損失が含まれた。これらの経済的ヘッジは金利および為替リスクをヘッジ

するのに一部有効であるが、AIGはこれらについてヘッジ会計処理を適用していない。

 

MIPは、正味実現キャピタル・ロスを原因とする営業損失を、2008年においては48億ドル、2007年においては7.94億

ドルを計上した。

 

2008年においてAIGは、MIPの資金調達を目的とした債券の新規発行を行っておらず、近い将来行う予定もない。2008

年12月31日までに、MIPは累積的に134億ドルの債券を発行していた。2007年においては、AIGは、欧州市場および米国

内の公開および非公開市場におけるMIPの資金調達を目的として、証券81億ドル相当を発行した。

 

GICプログラムは、2005年以降発行されておらず廃止される。以下の表は、米国内GICポートフォリオの段階的廃止予

想を示したものである。

12月31日現在
1年未満 1-3年

3年超-5年 5年超 合計

 （単位：億ドル）

米国内GIC $60 $20 $30 $38 $148

 

 

2007年対2006年
 

2007年のスプレッドに基づく投資事業は、為替、金利および信用の値洗いの結果生じた損失ならびに債券投資の一

時的ではない減損が、パートナーシップ収益の増加に一部相殺された結果、2006年は営業利益となったところ、営業

損失となった。2007年、GIC投資プログラムでは、外貨建てGIC引当金の5.26億ドルの為替損失が発生した。これらの

損失は、デリバティブ・ポジションの値洗いからの2.69億ドルのゲインに一部相殺された。これら正味利益には、外

貨建てGIC引当金の為替変動の影響を経済的にヘッジするために使用される為替デリバティブの値洗い利益および

ヘッジ会計処理を行う要件を満たさなかった金利ヘッジの値洗い損失が含まれていた。
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MIPは、金利および為替リスクをヘッジすることに一部有効であった金利および為替デリバティブのポジションが

ヘッジ会計処理を行う要件を満たさず、またクレジット・デフォルト・スワップの追加損失9,800万ドルにより、

1.93億ドルの値洗い損失となった。2007年の値洗い損失は、主に短期金利の低下、米ドル安および信用スプレッドの

拡大に起因する。

 

営業損失を招いたその他の要因は、信用スプレッドの動きおよび市場の流動性が低下した結果、GICおよびMIPポー

トフォリオで保有されている様々な債券の一時的ではない減損約8.36億ドルであった。これらの損失は、GICに関連

するパートナーシップ収益の増加に一部相殺された。

 

機関投資家向け資産運用事業

 

2008年対2007年
 

機関投資家向け資産運用事業は、2008年におけるプライベート・エクイティ、ヘッジ・ファンドおよび不動産関連

分野の市況低迷を主な原因として、2007年に営業利益を計上したのに対し、2008年には営業損失を計上した。かかる

営業損失は、3.30億ドルの正味エクイティ・ロスおよび減損額の増加、2.11億ドルに及ぶ不動産投資の正味実現

キャピタル・ゲインの減少、ならびに2.09億ドルのキャリード・インタレストの減少を反映したものである。最近

の世界規模の不動産市況低迷が原因となり、AIGグローバル・リアル・エステートの投資の一部は損害を受けたも

のとみなされ、エクイティ投資の一部は2008年に回収不能となった。これらの減損額および回収不能による損害額

は、2.69億ドルに及んだ。キャリード・インタレスト収益の減少は、2007年のファンド業績が好調だったのに対し、

2008年のファンド業績が著しく低下したことにより正味未実現キャリーが減少したことにより発生した。

 

保管投資による損失が増加したことによる92百万ドルの損失は、かかる投資の売却その他の処分を当初予想されて

いた通りに行えなかったために生じたものである。これらの資産は現在、機関投資家向け資産運用事業の自己資本

となっている。資金調達コストを含め、これらの投資による合計営業損失は、2008年に2.57億ドル、2007年に1.65億

ドルであった。2007年の数値が１年間を通した損失を反映していない数値であるに対し、かかる2008年の数値は、１

年間を通した損失を反映している。これらの営業損失のうち、2008年においては1.42億ドル、2007年においては35百

万ドルがそれぞれ、営業利益（損失）を構成しない少数持分費用において相殺されている。

 

さらに、米国証券貸出プログラムが終了したことにより証券貸出手数料が60百万ドル減少したことや、AIGプライ

ベート・バンクを含む様々な資産運用事業の処分を行おうとしたことで発生した雇用者関連費用に主に関連する

43百万ドルの企業再編費用を支出したことなどからも損失が発生した。2007年の業績には、ブラックストーンにお

けるAIGの持分を一部売却したことによる3.98億ドルのゲインが含まれている。

 

AIGの運用する非関連顧客資産（個人向けミューチュアル・ファンドおよび機関投資家向けアカウントを含む。）

は、2008年12月31日において689億ドル、2007年12月31日において976億ドルであった。2007年12月31日からの減少

は、2008年の信用およびエクイティ市場の低迷ならびに顧客流出の影響による資産価値の減少を反映している。年

次終了時点において運用されている非関連顧客資産は大幅な減少を見せていたが、2007年から2008年にかけての運

用資産平均の減少は名目上のものであり、基本運用報酬はわずかに低下しただけであった。

 

2007年対2006年
 

2007年の機関投資家向け資産運用事業の営業利益は、一般的に株式市場の上昇に関連するポートフォリオ投資の評

価価値の上昇に後押しされたキャリード・インタレストの増加を反映して、2006年から増加した。またこの増加は、

ブラックストーンにおいてAIGが保有していた持分の一部を新規公募により売却したことによるゲイン3.98億ドル

を反映している。また運用する第三者の資産の増加から得られた基本運用報酬の増加もこの増加に寄与した。この

増加は、保管事業の営業損失の増加に一部相殺された。連結された保管プライベート・エクイティ投資は、AIGに全

額所有されていないために、これらの営業損失を連結したことで受ける影響の相当部分は、営業利益の一部を構成

しない少数持分で相殺されている。
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ブローカレッジ・サービスおよびミューチュアル・ファンド

 

市況の低迷に端を発する資産基盤の低下、および信託手数料による収益の減少を原因とした運用報酬の低下に伴

い、ブローカレッジ・サービス事業およびミューチュアル・ファンド事業に関わる収益および営業利益は、2007年

から2008年にかけて減少した。さらに、2008年の企業再編費用24百万ドルは、主に雇用費用に関連するものとして記

録された。

 

その他の資産運用事業

 

その他の資産運用事業に関わる収益および営業利益は、2007年の市況が良好であったのに対し2008年および2006年

の市況は低迷していたために生じたパートナーシップ収益の変動を原因として、2006年から2007年にかけて増加

し、2007年から2008年にかけて減少した。

 

重要な会計上の見積り

 

米国内において一般的に受け入れられている会計原則（「GAAP」）に沿った財務書類を作成するには、重要な判断

をしばしば要する会計方針の適用が必要となる。見積りおよび推測に最も高く依拠しているために重要な会計上の

見積りとみなされるものは、AIGの継続企業としての能力を決定する際に経営陣が考慮する事項、損害保険の未払い

保険金および損害調査費用支払備金についての責任、生命保険および傷害・医療保険に関わる将来の保険給付金、

繰延保険獲得費用（「DAC」）の回収可能性、投資指向商品からの見積総収益、金融債権の貸倒引当金、航空機の収

益性、一時的ではない減損、信用権（のれん）の減損、法人税の見積もり、ならびにクレジット・デフォルト・ス

ワップを含む特定の金融資産および負債の公正価値の算定に関わるものであると、AIGは考えている。これらの会計

上の見積りを行う場合、見積時に不確定性の高い事項について仮定を用いることが必要になってくる。したがって、

実状が仮定した状況と異なる程度に応じて、AIGの業績は直接影響を受けることもある。

 

重要な会計上の見積りを検討する上で仮定が用いられた主な項目は、以下の通りである。

 

AIGの継続企業としての能力

 

AIGの経営陣は、AIGの継続企業としての能力を審査する際、以下の事項について判断および見積りを行わなければ

ならない。

・　処分対象となっている資産の市場性、ならびに負債の返済が行われる時期およびかかる返済に関連して供され

る代金額

・　新たな増資計画または債務の再編計画

・　将来の利益に関する予測、ならびに事業活動からキャッシュ・フローが発生する時期およびかかるキャッシュ

・フローの規模

・　規制対象子会社の資金調達の必要性

・　債務条項を遵守するAIGの能力

・　支出削減計画

・　担保要求その他の契約上の約定に関連する格付機関の動向による影響

・　AIGが世界で展開する事業を取り巻く将来の規制、事業、信用および競争等の環境

 

上記の要因は、単独および複数で、AIGが満期となった負債を返済するのに十分な資金を創出し、企業再編改革の実

施できるよう有益な事業運営を行う能力に多大な影響を及ぼすと思われる。
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未払い保険金および損害調査費用支払備金についての責任（損害保険）：

 

・　損害傾向要因：前の保険事故年度に関する保険料率適性および予想損害率に基づき、次の保険事故年度につい

ての予想損害率を設定するために用いられる。

・　最近の事故年度についての予想損害率：ここでは2008年度末の支払備金分析を行うための2008年保険事故年度

が対象となる。エクセス保険など損害発生率が低く、損害が発生した場合の給付額が多額になる保険について

は、通常少なくとも過去3年の保険事故年度における予想損害率が用いられる。

・　損害の変動要素：各保険事故年度の報告支払保険金の最終額を見積るために用いられる。

・　未払保険金に対する再保険の回収可能性：まだ報告あるいは確定されていない保険給付金について、再保険会

社から回収しうる回収見積額。

 

生命、傷害・医療保険（生命保険およびリタイヤメント・サービス）の保険契約者に将来支払う給付金：

 

・　金利：地域、契約年度および商品によって変動する金利。

・　死亡率、疾病率および解約率：複数種類の保険契約、リスク分類および販売チャネルを考慮するために修正され

た地理的地域ごとの実際の経験に基づく過去の死亡率、疾病率および解約率。

 

生命保険およびリタイヤメント・サービス会社のために設定された正味支払備金（保険金を支払うための支払備

金からDACを控除した金額）は、将来の保険料の支払いを考慮した上で、将来保険契約者に支払う給付金として十分

であるか定期的に試算される。この試算を行う上で使用される見積もりは、保険契約者の死亡率、疾病率、解約、会社

の運営費用および投資資産からの投資利回りの現在の最良の見積もりである。従来型の長期保険事業では、「予

想」が用いられるが、給付金およびDACを計算するときに採用される見積もりは、保険契約を締結する日に設定さ

れ、これは実際の変動に従って変更されることはない。これらの見積もりには、実際の変動が見積もりと異なる場合

に生じた、不利な変動のためのマージンも含まれている。北米以外の現行事業では、2008年12月31日現在の保険契約

者に対する給付債務額合計のうち52%は、「予想」を用いた場合の従来型事業から生じたものである。ほとんどの諸

外国では、様々な保証が契約上有効に組み込まれており、これは今後数十年間有効である可能性がある。

 

実際の事象は、変動し続けるため、最良の見積もりもかかる実際の変動を反映して更新されている。「予想」が用い

られているAIGの債務のほとんどが長期債務であるために、１つの見積もりに小さな変動が生じた場合、支払備金の

適正レベルを大きく変化させる可能性がある。特に、将来の投資資産からの利回りの見積もりが変更されると、支払

備金の適正レベルに大きな影響を及ぼす。

 

繰延保険獲得費用（生命保険およびリタイヤメント・サービス）：

 

・　回復率：金利、為替レート、実際の死亡率／疾病率、費用、投資収益性および保険契約の継続性に左右される既存

の事業の将来の収益性。

 

繰延保険獲得費用（損害保険）：

 

・　回復率：引受保険契約の現在の条項および収益性。

 

見積総利益（生命保険およびリタイヤメント・サービス）：

 

・　見積総利益：繰延保険獲得費用の実行価値、未収収入債務、SIA、および関連償却パターンに影響する契約（投資

指向型商品）の予想存続期間において実現される。見積総利益は、投資利益ならびに投資ゲインおよびロスを含

み、支払利息、実際の死亡率およびその他費用を控除する。

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

166/791



金融債券の貸倒引当金（金融サービス）:

 

・　過去の債務不履行および貸倒れの経験：貸倒比率、貸倒引当率、償却率および償却補充といった要因を考察。

・　ポートフォリオの性質：ポートフォリオの構成および引受基準およびポートフォリオ調整の最近の動向の考

察。

・　外部要因：雇用率および個人破産率を含む最近の経済情勢の考察。

・　変動分析：過去における類似の金融債券の様々な返済レベル、貸倒れ、および損失カテゴリーの変動を既存の債

券プールに当てはめて測定する実証的手法。

 

航空機の収益性（金融サービス）：

 

・　割引されていない将来の正味キャッシュ・フロー見積額：市場参加者の期待に基づく、各航空機の現行リース

料、将来の見込みリース料および見積ターミナル・バリューに基づく。

 

一時的ではない減損：

 

AIGは、売却可能投資、ならびにエクイティ方式およびコスト方式の投資に減損がないか評価する際、有価証券が一

時的ではない減損が生じた証券の候補となる場合として、下記の基準に該当する場合をあげている。

・　連続する９ヵ月以上にわたって額面価格を大幅（25%以上）に下回る割引価格または償却取得費用（さらに低

い場合）で取引する場合。

・　(i)発行体に重大な債務不履行が生じた場合、(ii)発行体が、倒産法もしくはその他裁判所の指導の下で行われ

る倒産企業の再生に関する法律に基づき債権者からの保護を求めた場合、または(iii)発行体が任意再生を提案

し、これにより債権者が、各自の債権の額面価格を大幅に下回る金額の現金あるいは公正価値を有する有価証券

と交換することを求められた場合等の信用関連事由が発生した場合。

・　前記の事由の発生の有無にかかわらず、AIGが、投資を全額回収することができない可能性が生じた場合。

 

有価証券が一時的でない価値の減少を被ったと決定するには、経営判断の他、発行体の根本的な状況、近い将来への

展望その他の適切な事実および事情等を考慮する必要がある。また上記の基準は、AIGが、減損期間が一時的である

と合理的に主張できない現在の信用市場の動向のように、急激かつ重大な市場評価の下落も一時的ではない減損に

当たるとしている（「重大な損失」）。

 

AIGは、各貸借対照表の日付現在、その保有する売却可能な有価証券に未実現損失が発生していないものとして評価

する。AIGが当該有価証券をその取得価格が回復するまで保有する意向が無い場合または保有することができない

場合、AIGは、実現損失を収益に計上する。諸事情により、貸借対照表の日付以降に有価証券を売却したときに損失が

認識された場合、AIGは、その損失を、当該有価証券の取得価格が回復するまで保有するとした意思がもはや存在し

ない事業年度に計上する。

 

AIGは、信用または為替に関連しない満期固定証券に一時的ではない減損が認識された場合、割引額を収益に反映さ

せるか、取得価格の減少から生じたプレミアムの減少を当該有価証券の残存期間に対して償却する。

 

信用権（のれん）の減損：

 

信用権（のれん）とは、取得した事業の原価がかかる事業の識別可能純資産の公正価値を上回る部分をいう。信用

権は、一年に一度、これに減損がないかどうかが審査され、減損が発生しうる事情が存在する場合には、より頻繁に

審査が行われる。2008年中、AIGは、６月30日、９月30日、および12月31日に、それぞれ営業権減損査定を実施した。
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減損査定は、２段階の手続からなり、第一段階で減損の可能性が審査され、減損の可能性が存在する場合、減損の規

模が審査および記録される。減損は、「レポーティング・ユニット」レベルで査定され、事業セグメントを構成する

全レポーティング・ユニットが同様の経済的特徴を有している場合、減損は、「事業セグメント」レベルで査定さ

れることとなる。

 

経営陣はまず、AIGの各レポーティング・ユニットまたは各事業セグメントの公正価値を算出し、これにより算出さ

れた公正価値と同ユニットの帳簿価値（各ユニットに割り当てられたのれん代を含む。）とを比較することで、減

損の可能性を審査する。レポーティング・ユニットの公正価値の見積りは、単独または複数の算出方法（ユニット

の同業他社の市場における株価収益率、予想される将来のキャッシュ・フロー割引、外部評価またはレポーティン

グ・ユニットの売却が検討されている場合は第三者の提示する公正価値（入手可能な場合）を含む。）に基づいて

行われる。経営陣は、これらの数値の１つまたは複数を考慮し、減損査定に利用するレポーティング・ユニットの公

正価値を判断する。減損査定の一環として、経営陣は、レポーティング・ユニットの見積り公正価値の妥当性を証拠

付けるために、AIGレポーティング・ユニットの見積り公正価値の合計とAIG普通株式の希薄化後の時価総額を比較

する。

 

レポーティング・ユニットの見積もり公正価値が、その帳簿価格を上回った場合、営業権に減損は存在しない。逆に

レポーティング・ユニットの帳簿価格が見積もり公正価値を上回った場合に、同レポーティング・ユニットに関連

する営業権には減損が存在する可能性がある。減損の可能性のある場合、その規模は、営業権の帳簿価格がその見積

もり公正価値を上回った部分とされる。営業権の見積もり公正価値は、事業連結を仮定した場合にあるレポーティ

ング・ユニットの資産および負債に割り振られる額を、当該レポーティング・ユニットの公正価値が超えた部分と

される。減損額は、上記の超過分の範囲内で、利益に計上される。2008年、AIGは、総計41億ドルの営業権減損額を計上

した。かかる減損額は、2008年第４四半期における不安定な経済事情に起因する賠償責任保険事業部門、米国内生命

保険および米国内リタイヤメント・サービス部門、消費者金融部門、ならびにキャピタル・マーケット事業部門に

おけるレポーティング・ユニットの見積もり公正価値の減少が主な原因であった。

 

2008年第４四半期において、米国外損害保険および機関投資家向け資産運用事業のレポーティング・ユニットの公

正価値と帳簿価格との差額は狭まった。2008年12月31日時点における米国外損害保険、米国外保険およびリタイヤ

メント・サービス（日本その他の米国外の諸国向け）、ならびに機関投資家向け資産運用事業のレポーティング・

ユニットの公正価値は、帳簿価格を上回った。したがってこれらのレポーティング・ユニットの営業権に、減損は生

じなかったと考えられる。AIGの株価は、他の金融サービス業者（保険業者を含む。）の株価と同様に、2009年におい

ても下落を続けている。AIGは、競争、事業および経済に関連する全般的な事情の他、将来営業権の減損に繋がる可能

性のある事由または事情の監視を引き続き行っていく。

 

繰延税金資産の評価引当金：

 

2008年12月31日時点のAIGの評価引当後正味繰延税金資産は、前年度同日の正味繰延税金負債が53億ドルであった

のに対し、110億ドルであった。財務会計基準所第109（「SFAS第109号」）は、資産が資産の実現基準（50％以上の

確率で資産が実現されうる場合）を満たせばかかる資産を計上することを認めている。AIGの正味繰延税金資産が

実現されるか否かは、今後AIGが正味の営業損失、キャピタル・ロス、税還付および税額控除の対象となる一時的な

差異の発生が見られる管轄区域の繰越期間内に、正当な性質の課税対象所得を十分に生み出す能力を持つか否かに

左右される。繰延税金資産の実現が将来の所得の予想に依拠するため、AIGは、これを重要な会計上の見積りとして

扱っている。

 

かかる見積りの算出にあたり、AIGは、処分プランを期待通りの価格および期間内で実施する自身の能力を考慮し

た。繰延税金資産の実現は、AIGがこれらの処分取引により大規模なゲインを創出する能力に大きく左右される。
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AIGは、保持を予定している商業保険および米国外損害保険事業を中心とした事業から、課税対象となる営業利益を

創出している。AIGは、今後の営業利益に関する予想を評価したうえで、事業処分によるゲインを含む十分な営業利

益を生めると確信した。しかし、AIGの業績目標の達成に影響を及ぼしうる数々のリスク要因がある。
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2008年12月31日時点での繰延税金資産の実現可能性を審査するにあたり、AIGは、入手可能な全ての証拠を考慮に入

れる。この証拠として、（i）最近報告されている累積的金融損失の性質、頻度および程度、（ii）2008年に実施され

たかまたは2009年に実施される予定の措置のうち、最近の累積的損失に寄与した要因の再発を阻止するかまたは制

限することを目的としたもの（特定クラスの投資対象資産における将来の信用ロスを緩和するために2008年12月

31日までに完了した措置または2009年に実施される予定の措置を考慮する。）、（iii）正味営業損失や正味キャピ

タル・ロスの繰越期間および米国外税額控除の繰越期間、（iv）将来の課税対象所得の所得源および時期（個々の

所得源、および将来の時点のうち早期に得られる所得について考慮する。）、ならびに（v）必要に応じ、税額を引き

上げるために実施されうる課税措置等が考慮される。

 

GAAPに基づく将来の課税対象利益の審査にあたり、AIGは、過去の高収益性（AIGFPスーパー・シニア・クレジット

・デフォルト・スワップ・ポートフォリオにおける最近の損失や証券貸出プログラムによる最近の損失を除いた

もの）を考慮に入れた。またAIGは、（i）既に引き出された借入金およびまだ引き出されていない金額について課

される金利を軽減することを目的とした連銀クレジット契約の修正、（ii）AIGの米国証券貸出プログラムに関す

るRMBSの、ML IIへの譲渡、ならびに（iii）マルチセクター・クレジット・デフォルト・スワップ契約の終了およ

びこれに基づくCDOのML IIIへの売却等を含む、NY連銀および米国財務省との取引実施についても考慮に入れた。

 

さらに、AIGは、（i）シリーズD優先株式に関する約款の修正、（ii）米国財務省に対するシリーズF優先株式の売却

（普通株式購入を保証するワラントを伴う。）に関するエクイティ・キャピタル・コミットメント融資枠の設置、

ならびに（iii）LIBORの下限の修正により既に引き出された借入金について課される金利を軽減することを目的

とした連銀クレジット契約の修正を含む、2009年３月２日に発表されたNY連銀および米国財務省との取引提案につ

いても考慮に入れた。これらの取引は、AIGが自身の資産処分プランに基づく事業売却により課税対象所得を創出す

る能力、自身が売却を望む保険事業の高収益性を維持する能力、および市場低迷や経済悪化の続く中で再編を順調

に行うために米国政府の融資を確保する能力を向上させることを目的としたものである。

 

課税対象所得の予想は、経営プランの作成を目的として、重要な各AIG事業ユニットにより提示された予算をもとに

作成されたもので、AIGの継続企業分析に用いられた予想と同様のものである。時期に関係なくAIGの収益性は、世界

金融市場の状況、経済状況、災害その他の世界で起こる出来事の他、現在ではAIG固有の出来事等により重大な悪影

響を受ける可能性がある。また、米国財務省およびNY連銀との間で検討中の取引は実施される見込みがないため、

2009年第１四半期の業績は、一年間全体を通して見込まれる業績の指標となるものではない。しかし、AIGは、自身の

予想が達成可能であるものと確信している。

 

特定の米国外子会社の収益に対する法人税：

 

AIGの資産処分プランに関連し、AIGは、自身の米国外子会社の収益を無制限に再投資に回すことはもはやできない

と判断した。これらの潜在的処分に課される法人税額の算定に関わる米国の連邦法人税関連法令が複雑である点

や、かかる負債の算出にあたりAIGが合理的な仮定や予想に依存している点などから、AIGは、特定の米国外子会社に

対して課される米国連邦法人税を、重要な会計上の見積りとして扱う。
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特定の金融資産および負債の公正価値測定：
 

概観
 

AIGは、売買目的および売却可能証券ポートフォリオにおける金融商品、特定のモーゲージその他の貸付債権、特定

の直物商品、デリバティブ資産および負債、再販売（再購入）契約に基づき購入（売却）された証券、貸付証券に係

る投資現金担保、その他の投資資産に含まれる非市場性エクイティ投資、特定の保険契約預金、売建証券および売建

直物商品、特定の信託預金および銀行その他の預金者からの預金、特定の長期債務、ならびにその他の負債に含まれ

る特定ハイブリッド金融商品の公正価値測定を定期的に行う。金融商品の公正価値とは、評価日において意思およ

び能力のある有識市場参加者間の通常の取引において資産売却に対し受け取るであろう金額または負債の譲渡に

対し支払ったであろう金額をいう。

 

金融商品の公正価値測定に用いられる裁量の程度は、価格の観察可能性の程度と一般的に相関している。活発な市

場において相場価格を得ている金融商品については、価格の観察可能性が一般的に高いと言え、公正価値の測定の

際に裁量の用いられる程度は低い。逆に活発でない市場で取引されているかまたは相場価格を持たない特定の金融

商品については、観察可能性が低いため、公正価値測定の際により高度な裁量を必要とする評価モデルまたはその

他の価格算定手法を用いる。活発な市場とは、評価対象となっている資産または負債の取引が、価格に関する情報を

継続的に提示するに足る十分な頻度および規模で行われている市場のことをいう。一方、活発でない市場とは、取引

がほとんどない場合、価格が最新のものでない場合、価格相場が時期によってもしくは異なる値付け業者間で大幅

に変動する場合または評価対象となっている資産もしくは負債に関する情報がほとんど公開されていない場合な

どをいう。価格の観察可能性は、金融商品の種類、当該金融商品が市場で扱われ始めたばかりで未だ確立されていな

いものであるかどうか、当該取引に特有の特徴、および一般的な市況を含む数々の要因によって影響を受ける。

 

AIGの経営陣は、公正価値で維持されている金融資産および金融負債の価値決定について、およびこれを裏付ける算

定方法や仮定について責任を持つ。証券に関しては、AIGは、市場情報の収集、分析および解析を行い、また、個々の金

融商品にとって妥当な算定方法および仮定を用いて当該金融商品の公正価値を算出するため、独立した第三者評価

機関を起用する。AIGの第三者評価機関が特定の証券の公正価値を算出するのに十分な市場観察情報を得られない

場合、公正価値は、当該証券に詳しいブローカーに相場（通常、拘束力を持たない。）の提示を求めるか、広く受け入

れられている内部評価モデルを用いることで決定される。

 

第三者評価機関は、通常、様々な情報源から市場取引関連のデータやその他の重要な評価モデル・インプットを獲

得し、サービス契約の規定に基づき要求された各証券の公正価値を広く受け入れられている内部評価モデルを用い

て１つの公正価値測定に絞り、これを提供する。評価機関が用いるインプットには、最近実施された取引および同類

証券の取引からの市場価格、金利の利回り曲線、信用スプレッド、為替レートその他の市場観察情報などが含まれ、

これらに限らない。当該評価モデルにおいては、とりわけ、測定日における市場観察情報の他、当該証券の条件、金

利、信用格付、産業部門および適用ある場合は担保の性質その他の発行および発行者に関する特定情報を含む評価

対象証券の特性が考慮される。市場取引またはその他の市場観察データが限られている場合、公正価値算定の際に

裁量が介入する程度は、一段と高くなる。

 

AIGは、自身の金融資産および金融負債の公正価値の合理性を確保するため、特定の制御プロセスを用いる。AIGの制

御プロセスの目的は、実際に受領した価値または内部的に見積もられた価値が正確に記録され、使用された入力

データおよび評価方法が適切でかつ一貫して適用され、また、算定に用いる仮定が合理的かつ決定する対象となる

金融商品にとって適切なものとなるように確保することである。AIGは、個々の証券について第三者評価機関から受

けた公正価値の合理性を、様々な分析方法を用いて審査する。さらにAIGは、AIGの第三者評価機関から得た情報を別

の第三者評価機関が当該証券について出した情報と照らし合わせることで、公正価値の合理性を確定する。AIGはま

た、ある証券についてブローカーから得た価格の妥当性を、妥当な専門知識を持ちかつ投資取引に従事するメン

バーとは独立した経営陣メンバーの審査を通じて判断する。
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以下は、外部評価および内部評価に基づき算定された確定利付およびエクイティ証券の公正価値である。

2008年12月31日現在 公正価値 全体に対する割合

 （単位：億ドル）  

外部評価に基づく公正価値(a) $3,870 91%

内部評価に基づく公正価値 380 9

確定利付およびエクイティ証券合計

(b)

$4,250 100%

(a) ブローカーを主な情報源とする相場458億ドルを含む。

(b) 売却可能証券、売買目的証券および証券貸出に関する投資担保証券を含む。

 

AIGは、公正価値の測定に信用リスクを組み込むという会計方針を採っており、以下の金融資産および金融負債の公

正価値測定についても同様の方針を採っている。

 

・　満期固定証券

・　活発な市場において売買を目的とするエクイティ証券（売買目的証券および売却可能証券）

・　売買目的でないエクイティ投資（その他の投資資産）

・　非公開制限パートナーシップおよびヘッジ・ファンド投資（その他の投資資産）

・　個別アカウント資産

・　単独型デリバティブ

・　組込型保険デリバティブ

・　AIGFPのスーパー・シニア・クレジット・デフォルト・スワップ・ポートフォリオ

・　保険者契約預金

 

レベル３の資産および負債

 

FAS第157号に従い、連結貸借対照表に公正価値で記載されている資産および負債は、開示の便宜上、公正価値測定の

ために市場にて得られる情報の観察可能性の度合いに応じて３段階の「レベル」に分類される。

 

2008年12月31日現在、AIGは、公正価値421億ドルの資産および公正価値211億ドルの負債をそれぞれ定期的に公正価

値で測定し、レベル３として分類した。これらはそれぞれ、定期的に公正価値で測定された資産全体および負債全体

の4.9％および2.6％を占めた。レベル３の公正価値測定は、観察不可能な重要情報を１つ以上用いる評価方法によ

り実施される。これらの測定方法は、資産または負債に関わる市場活動があるとしてもほとんどない場合に採られ

る。特定の情報がかかる公正価値測定全体において占める重要性を審査する際に、AIGの判断が必要とされる。

 

かかる審査を行う際、AIGは、対象となる資産または負債の特性を考慮する。場合によっては、１つの資産または負債

の公正価値を測定するのに用いられる複数のインプットが、公正価値の階級上、異なるレベルに該当することがあ

る。こうした場合、公正価値の階級における、公正価値測定全体としてのレベルは、当該公正価値測定全体にとって

重要な影響を及ぼす最低レベルのインプットに基づいて決定される。

 

レベル３資産および負債の評価

 

AIGは、レベル３に分類された資産および負債を、契約内容、市場価格およびレート、利回り曲線、信用曲線、変動率の

程度、期限前償還率、ならびにこれらのインプット（そのいくつかは観察不可能）の相関関係を含む多様なイン

プットを必要とする判断および評価モデルその他の価格算定手法を用いて評価する。以下に、レベル３に分類され

た資産および負債の大部分について、その公正価値を定期的に測定するためにAIGが用いる手法を説明する。
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プライベート・エクイティおよび不動産ファンド投資：　これらの資産は、初めに取引価格（＝資産の取得時に支

払った価格）で評価される。これらの資産は続いて、これらの投資に関するジェネラル・パートナーまたはマネ

ジャーによって提示される情報を用い、純資産価値に基づき評価される。当該会計処理は、年毎に監査に付される。

AIGは、観察可能な市場データを考慮し、また、精査手続に則り純資産価値を公正価値測定に用いることの妥当性を

判断する。

 

社債および私募債：　これらの資産は、初めに取引価格で評価される。これらの資産は続いて、同類の商品に関する

市場データ（例えば、最近の取引、社債スプレッドまたはクレジット・デフォルト・スワップ・スプレッド等）、ベ

ンチマークとなるデリバティブ指標との比較または信用スプレッドの動向に関する情報を用いて評価される。観察

可能な相場価格が利用できない場合、公正価格は、利回り曲線、社債スプレッドもしくは単体クレジット・デフォル

ト・スワップ・スプレッドおよび見込み回収率を用いたキャッシュ・フロー・モデルに基づき算定される。

 

特定の住宅モーゲージ担保証券（「RMBS」）および商業モーゲージ担保証券（「CMBS」）：　これらの資産は、初

めに取引価格で評価される。これらの資産は続いて、同類の担保およびリスク・プロフィールを有する商品の取引

との比較、対象債務についての受領金および更新済み累積損失データの分析、キャッシュ・フローの割引、および／

またはRMBSオプションについては調整されたスプレッド分析を行うことで評価される。

 

特定の資産担保証券（モーゲージによらないもの）：　これらの資産は、初めに取引価格で評価される。これらの資

産は続いて、外部価格／スプレッド関連データに基づき評価される。ポジションが特定されている外部価格データ

が入手できない場合は、類似証券の価格に基づき評価を行う。

 

CDO：　これらの資産は、初めに取引価格で評価される。これらの資産は続いて、第三者機関による外部価格／スプ

レッド関連データ、ディーラー相場、マトリックス価格算定法、もしくは２項展開法（「BET」）モデルのいずれか

を用いるか、またはこれらを組み合わせることで評価される。

 

ML IIおよびML IIIにおける持分：　ML IIにおけるAIGの経済的持分、およびML IIIにおけるメンバーシップ持分

（両者の持分を合わせて「メイデン・レーン持分」と総称）は、これらの始動以降、それぞれ10億ドルおよび50億

ドルの取引価格で評価された。続いて、メイデン・レーン持分は、キャッシュ・フロー割引手法を用いて評価され

る。この手法は、メイデン・レーン持分に権利が与えられている資産の将来の見込みキャッシュ・フロー、および資

産プール全体の公正価値から派生する持分に適用されるディスカウント・レートを用いた手法である。インプリ

シット・ディスカウント・レートは、各法人の資本構成におけるAIGの持分に応じた対象資産の見込み資産価値の

変動に合わせて調整される。価値算定に用いられる見込みキャッシュ・フローおよびディスカウント・レートの妥

当性については、可能な限り、類似の資産プール、構造および条件を有している証券に関する市場における観察可能

情報を用いて判断する。

 

AIGFPのスーパー・シニア・クレジット・デフォルト・スワップ・ポートフォリオ：　AIGFPは、ローン担保証券

（「CLO」）、マルチセクターCDO、社債の分散型ポートフォリオおよびプライム住宅モーゲージの、スーパー・シニ

ア・リスク層について信用保護を引き受けた。これらの取引において、AIGFPは、かかる資産に関連したスーパー・

シニア・リスク層における信用供与の履行を迫られるリスクがある。担保差入規定により、これらの取引は、2008年

におけるAIGFPの流動性に対して多大な負担を迫るものであった。さらに比較的小さい限度において、AIGFPは、主に

法定資本軽減取引に関連して、スーパー・シニア・リスク層の下位トランシェについて保護を引き受けた。

 

AIGファイナンシャル・プロダクツ・コープは、2008年第４四半期中、自身がマルチセクターCDOについて引き受け

たクレジット・デフォルト・スワップの大部分を消却した。
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以下の表は、資産クラス毎の、正味名目額、デリバティブ負債の公正価値、およびAIGFPスーパー・シニア・クレジッ

ト・デフォルト・スワップ・ポートフォリオの未実現市場評価ロス（特定の規制上の資本軽減取引のメザニン・

トランシェについて引き受けられたクレジット・デフォルト・スワップを含む。）を示したものである。

 12月31日現在

正味名目額

12月31日現在

デリバティブ負債の公正価値

12月31日現在

未実現市場評価ロス(a)

 2008(b)2007(b)2008(c)2007(c)2008(d)2007(d)

法定資本： (単位：百万ドル)

　　コーポレート・ローン $125,628$229,313 $ - $ - $ - $ -

　　プライム住宅モーゲー

ジ

107,246149,430 - - - -

　　その他(e) 1,575 - 379 - 379 -

　　合計 234,449378,743 379 - 379 -

裁定取引：       

　　マルチセクターCDO(f) 12,55678,205 5,906 11,246 25,700 11,246

　　社債／CLO(g) 50,49570,425 2,554 226 2,328 226

　　合計 63,051148,630 8,460 11,472 28,028 11,472

メザニン・トランシェ(h) 4,701 5,770 195 - 195 -

合計 $302,201$533,143$9,034$11,472$28,60211,472

(a)　2006年において、未実現市場評価ロスはなかった。

(b)　表中の正味名目額は、カバー・トランシェの下位の劣後の総純額である。

(c)　表中の公正価値の額は、FIN第39号に従い相手方が純額調整および金銭担保の相殺を行う前の数値である。

(d)　AIGの信用スプレッド拡大がデリバティブ負債の価値評価に及ぼす正の影響を表す、2008年の信用評価調整ゲ

イン1.85億ドルが含まれる。AIGFPは、2008年１月１日にSFAS第157号を採用した結果、かかる評価調整を反映する

こととなった。2008年１月１日より前には、AIGFPの負債の評価に際して信用評価調整が反映されることはなかっ

た。

(e)　欧州RMBS法定資本軽減取引については、その特殊な性質から裁定取引が生じたため相手方に規制上の自己資本

軽減策をもはや提供できず、また、相手方に特定資金源の利用を確保できなかったにも関わらず、予想に反し2008

年中に終了することはなかった。

(f)　2008年12月31日現在において現金決済により引き受けられているクレジット・デフォルト・スワップの正味

名目額97億ドルを含む。ML III取引に関連するCDS取引の終了に伴い、AIGファイナンシャル・プロダクツ・コー

プは、既に差し入れてあった担保の引渡しにより、325億ドルを支払った（担保調整契約に従い受け取った25億ド

ルを除いた純額）。このうち25億ドル（その他の利益（損失）に含まれるもの）は、ML IIIが購入したマルチセ

クターCDOについて引き受けられた特定の2a-7プット取引に関連するものである。

(g)　2008年12月31日現在においてCLOのスーパー・シニア・トランシェについて引き受けられている15億ドルのク

レジット・デフォルト・スワップを含む。

(h)　2008年12月31日および2007年12月31日の時点におけるそれぞれ20億ドル（正味名目額）および27億ドル（正

味名目額）の購入済みCDOの相殺を含む。
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特定の法定資本軽減取引のメザニン・トランシェについて引き受けられたクレジット・デフォルト・スワップを

含む、AIGFPのスーパー・シニア・クレジット・デフォルト・スワップ・ポートフォリオの正味名目額の変動につ

いては、以下の通りである。

 

2008年12月31日に終了した事業年度

 

 2007年12月

31日現在の

正味名目額

終了および満

了

ML III取引

(a)

為替レートの

影響(b)

減価償却／再

分類

2008年12月

31日現在の

正味名目額

（単位：百万ドル）

法定資本：       

　　コーポレート

・ローン

$229,313$(75,480) $ - $(3,554)$(24,651)$125,628

　　プライム住宅

モーゲージ

149,430(24,222) - (6,539)(11,423)107,246

　　その他(c) - - - (207) 1,782 1,575

　　合計 378,743(99,702) - (10,300)(34,292)234,449

裁定取引：       

　　マルチセク

ターCDO

78,205 (2,146)(62,130) (227) (1,146)12,556

　　社債／CLO 70,425 (17,147) - (943) (1,840)50,495

　　合計 148,630(19,293)(62,130)(1,170)(2,986)63,051

メザニン・トラ

ンシェ

5,770 (358) - (529) (182) 4,701

合計 $533,143$(119,353)$(62,130)$(11,999)$(37,460)$302,201

(a)　AIGファイナンシャル・プロダクツ・コープが引き受けた2a-7プットに基づくマルチセクターCDO85億ドルを

含む。

(b)　米ドル高（主にユーロや英ポンドに対するドル高）に関係する。

(c)　欧州RMBS法定資本軽減取引については、その特殊な性質から裁定取引が生じたため相手方に規制上の自己資本

軽減策をもはや提供できず、また、相手方に対し特定資金源の利用を確保できなかったにも関わらず、予想に反

し、2008年中に終了することはなかった。

 

一般的な契約上の約款
 

AIGFPは、その通常業務過程においてCDS取引を締結した。AIGFPの信用デリバティブ取引の大部分において、AIGFP

は、貸付または債務証券の指定ポートフォリオについての信用保護を売却した。一般的に、AIGFPは、かかる信用保護

を「二次的損失」ベースで提供している。つまり、貸付および債務証券について発生した元本および／もしくは利

息の不足、またはその他の信用に関わる事由が「一次的損失」について設定された基準額または水準を超えた場合

にのみ、AIGFPは信用損失を被る。

 

通常、貸付または債務証券の指定ポートフォリオに関連する信用リスクは、異なるリスク層トランシェに分類され

た後、信用格付機関により分析および格付けされる。融資組成段階より、ポートフォリオ全体のうちの一定割合を限

度として一次的信用損失をカバーするエクイティ層があり、それに続いて一般的にBBB-格付層から１つ以上のAAA-

格付層にまで及ぶ層が連なっている。格付機関から格付けを受けた取引の大部分は、融資組成段階にAAA格付を受け

たリスク層またはトランシェを有しており、また、AIGFPに支払い義務を発生させる基準レベル（通常これを超える

と義務が発生する。）のすぐ下位に位置する。格付けを受けていない取引においても支払い義務が発生する基準を

設定するために、AIGFPは、上記同様のリスク基準をこれらの取引にも適用した。したがって、これらの取引において

AIGFPが貸付または債務証券の指定ポートフォリオについて引き受けるリスク層は、「スーパー・シニア」リスク

層としばしば呼ばれる。スーパー・シニア・リスク層は、信用格付機関によりAAA格付を受けた１つ以上のリスク層
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の上位に位置するか、または取引が格付けを受けていない場合はこれと同等の地位に位置するよう構成される信用

リスク層と定義される。
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以下の図は、スーパー・シニア・リスク層を含む取引の一般的な構造を表したものである。
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法定資本ポートフォリオ

 

2008年12月31日におけるAIGFPスーパー・シニア・クレジット・デフォルト・スワップ・ポートフォリオの正味名

目エクスポージャー合計額2,344億ドル（コーポレート・ローンおよびプライム住宅モーゲージから成る。）は、主

にヨーロッパにおいて、裁定取引目的ではなく規制上の自己資本軽減策の提供を目的として金融機関が引き受けた

デリバティブを表すものである。これらの取引は、AIGFPのフランスにおける規制対象銀行子会社であるバンクAIG

により締結され、住宅モーゲージおよびコーポレート・ローン（大企業および中小規模の企業の両方を対象とする

もの）の分散型プールについて引き受けられた。定期報酬と引き換えに、相手方は、自身の保有する分散型貸付ポー

トフォリオに関する信用保護を受け、これにより維持しなければならない自己資本の下限を引き下げることができ

る。

 

これらの取引がAIGFPの相手方金融機関にもたらす規制上の利益は、一般的に「銀行業務監督に関するバーゼル委

員会による自己資本比率規制」（「バーゼルI」）に関する規定から派生するものである。バーゼルIは、2007年の

終わりまで存在した規制で、現在は「自己資本の測定と基準に関する国際的統一化：改訂された枠組」（「バーゼ

ルII」）に置き換えられる過程にある。バーゼルIIの採用以前においては、金融機関は、資産の発行体または保証人

の分類に応じて法定されている資本対資産比率を維持しなければならなかった。金融機関が要件とされている法定

資本の下限を引き下げる方法の１つは、バンクAIGのような規制の対象となる金融機関から一群の資産に対する信

用保護を買い上げることで、バーゼルIに基づきかかる資産に割り当てられたリスクの比重を（例えば20％：100％

の比率まで）軽減することであった。リスクの比重が軽減されることにより、金融機関が前述のような資産に対し

て保持していなければならない資本比率は軽減される。

 

バーゼルIとは異なり、バーゼルIIでは、資産に関連する損失の相対的リスクに比重が置かれるため、かかる資産に

対して要求される自己資本の割合は、バーゼルIの場合よりも低くて済む。金融機関がバーゼルIIに従う資本モデル

を実施し、現地の規制当局から承認を得ると、多くの場合、取引期間中のみを除けば、CDS取引による規制上の追加利

益の獲得は見込めない。取引期間において、金融機関は自身の自己資本の計算をバーゼルIおよびバーゼルIIの両方

に従い行わなければならないため、取引期間においてはバーゼルIIの実施も必要となる（2009年12月31日まで）。

この間、要求される自己資本の下限は、バーゼルIの資本計算に基づく一定の割合で「フロア」（下限を決定するこ

と）される。したがって2010年初期まで、これらのCDS取引は、法定資本規制に関する利益をAIGFPの取引相手方にも

たらす（かかる法定資本規制上の利益は、各相手方に特有の事情に左右される。）。また、数少ない場合ではあるが、

相手方は、バーゼルIIに基づく法定資本規制上の利益（バーゼルI上の利益よりは小さいが）を期待して、これらの

CDSをより長期間保持する場合がある。

 

バーゼルIIが実施されることを踏まえ、CDS取引は、バーゼルIIの実施等、規制上の事由があった場合には相手方が

取引の早期終了を行う権利を認めるように設計された。CDS取引がこれまでに終了した、または今後早期終了される

場合、その速度は、取引相手が内部資本モデルについて国家規制当局から承認を得る際の進捗状況、バーゼルIから

バーゼルIIへの移行期間に課される資本の下限による影響、取引相手方の資本要求、およびバーゼルIの資本措置に

対する取引相手方の感度といった数々の要因が作用するため、取引相手により区々である。AIGは、現在も残ってい

るCDS取引のうちの大部分がAIGFPの取引相手により今後15ヶ月以内の移行期間中に早期終了させられると見込ん

でいる。

 

契約に従い相手方がCDS取引の早期終了を選択した場合、AIGFPに何ら負担は生じずに早期終了が完了する。相手方

は、合意に基づいた最低額の手数料の残高をAIGFPに対して支払わなければならない。通常の場合、最近の取引に基

づく最低保証手数料は、第一償還日（相手方が無償で取引終了を行える初めの日）までにAIGFPに支払わなければ

ならない手数料と同額である。2008年において、997億ドル（正味名目額）が終了または満了した。AIGFPは、2009年

２月18日の時点までに、2009年中に終了の効力発生日が設定されている追加265億ドル分（正味名目額）について

の正式な終了通知を受け取った。
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法定資本軽減CDS取引は現金決済を必要とし、AIGFPは、担保差入れの他に、対象ポートフォリオに関する実現信用ロ

スがAIGFPのアタッチメント・ポイントを上回る場合のみ、法定資本軽減取引に関連する支払いをしなければなら

ない。
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CDS取引のスーパー・シニア・トランシェは、引き続き、高度な劣後レベルにより担保される。当該レベルは、取引開

始時以降、ほとんどの場合に増加してきた。2008年12月31日において欧州住宅モーゲージおよびコーポレート・

ローンをそれぞれ参照するポートフォリオを担保する加重平均劣後は、それぞれ12.7％および18.3％であった。両

種類の参照ポートフォリオについて返済不能となった額、踏倒しとなった額、および実現された損失は、これまでさ

ほど大きいものではなかった。これらのポートフォリオに内在する資産のほとんど全ては、主要な格付機関による

格付けを受けていない。単体住宅モーゲージおよびコーポレート・ローン・プールにおいてこれまでに最大となっ

た実現損失は、それぞれ、2.1％および0.42％であった。欧州住宅モーゲージ・ポートフォリオはそれぞれ、数千もの

知名度の高い主要な完全なドキュメンテーションからなる。当該ドキュメンテーションは、多くの場合は、銀行の小

売部門において適度の規模（例外として、LTV比率の高い16億ドル規模のCDS取引がある。）の貸付対価値比率

（「LTV」比率）で組成される所有者が自ら占有しているモーゲージのことである。かかる取引は、劣後の発生、お

よびプール・モーゲージ保険の占める割合の大きさから利益を得る。また各コーポレート・ローン取引は、業種別

（国別の場合もある。）に分散されている数百もの担保付および無担保貸付からなり、特定の発行体に集中しない

よう発行体毎に制限が設けられている。上記のいずれの取引においても、通常、厳格に定められた制限に従うことを

条件に、老朽化したローンが満期となるか前払いされた場合にはかかるローンの置き換えおよび補充が認められて

いる。これらの補充権は、取引後最初の２、３年以内に満了する場合が多く、当該権利の満了後は、かかるローンが前

払いされたか満期の到来したことにより得られた元本は、まず、（連続して）スーパー・シニア・トランシェに割

り当てられ、これによりAIGFPのスーパー・シニアCDSエクスポージャーの残高を担保する劣後の相対的レベルが増

大する。

 

 

前へ　　　次へ
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以下のグラフは、コーポレート・ローンの分散型ポートフォリオについて2008年12月31日時点で引き受けられてい

る各法定資本軽減スーパー・シニアCDS取引の最高から最低までの劣後レベルおよび総名目額に対する実現ロスの

割合について表したものである。

Current Subordination：劣後の変動

Realized Loss as a % of Notional：総名目額に対する実現ロスの

割合
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以下のグラフは、住宅モーゲージの分散型ポートフォリオについて2008年12月31日時点で引き受けられている各法

定資本軽減スーパー・シニアCDS取引の最高から最低までの劣後レベルおよび名目額に対する実現ロスの割合につ

いて表したものである。

Current Subordination：劣後の変動

Realized Loss as a % of Notional：総名目額に対する実現ロスの

割合
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各種ポートフォリオの最近の業績、劣後のレベル、および満期前に取引相手がこれらの取引を終了させる見込みを

考慮すると、AIGファイナンシャル・プロダクツ・コープがこれらの取引の契約上の約款に従った支払いを要求さ

れないと予測される。

 

裁定取引ポートフォリオ

 

2008年12月31日時点におけるAIGファイナンシャル・プロダクツ・コープのスーパー・シニア・クレジット・デ

フォルト・スワップについての正味名目エクスポージャーにおける合計631億ドルは、マルチセクターCDOまたは投

資適格上位無担保社債もしくはCLOの指定プールについて引き受けられた裁定を動機とする取引によるものであ

る。社債およびマルチセクターCDOについて引き受けられた特定のクレジット・デフォルト・スワップは現金決済

によるものであるが、一方、マルチセクターCDOについて引き受けられたCDS取引のうち正味名目額28億ドル分、およ

びCLOについて引き受けられた全CDS取引（正味名目額15億ドル）については、現物決済によるものであった。ML

III取引は、スーパー・シニア・マルチセクターCDOクレジット・スワップ・エクスポージャーの大部分を排除する

ものであった。

 

ML III取引

 

2008年11月25日、AIGは、NY連銀、ML IIIおよびバンク・オブ・ニューヨーク・メロンとの間で「投資および融資に

関する基本契約」を締結し、これによりAIGファイナンシャル・プロダクツ・コープおよびその相手方との間で交

わされた特定CDS取引に参照されているマルチセクターCDOをML IIIが購入する合意がなされた。また同時に、かか

るCDS取引におけるAIGファイナンシャル・プロダクツ・コープの相手方は、ML IIIが購入したマルチセクターCDO

に関連するCDS取引を終了させることに合意した。

 

2008年中、AIGファイナンシャル・プロダクツ・コープは、正味名目額621億ドル規模のマルチセクターCDO取引を相

手方との間で終了させ、これと同時にML IIIは、AIGファイナンシャル・プロダクツ・コープが引き受けた2a-7プッ

トに基づくマルチセクターCDO85億ドルを含むマルチセクターCDOを購入した。ML IIIとの関連で終了したCDS取引

は、現物決済条項が設けられており、また、同取引は米ドル建てによるものだった。ML IIIがマルチセクターCDOの購

入に際して相手方に支払った正味金額は268億ドルであり、かかる金額は、AIGがML IIIにおいて有するエクイティ

持分50億ドル、およびNY連銀からML IIIへの上位貸付に基づく借入金243億ドルでまかなわれた。ML IIIがマルチセ

クターCDOの購入に際して相手方に支払った正味金額は、80億ドルの流動性調整措置に一部回され、これにより2a-7

プットに関連する特定のマルチセクターCDOに充当された。

 

ML III取引に関連して、AIGファイナンシャル・プロダクツ・コープは、2008年11月25日付けでML IIIとの間に担保

調整契約を締結しこれは2008年12月18日に修正された（修正を含め、「本担保調整契約」）。かかる契約に基づき、

ML IIIは、AIGファイナンシャル・プロダクツ・コープに対し、CDS終了の一環として明け渡された担保の2008年10

月31日時点のCDSの公正価値に対する超過分として25億ドルの支払いをした。

 

ML IIIの購入したマルチセクターCDOには、2008年12月31日の時点で未払いのままとなっていたAIGファイナンシャ

ル・プロダクツ・コープに関連する2a-7プットが対象としていた正味名目額17億ドルの特定CDO証券が含まれてい

る。ML IIIの保有するマルチセクターCDOのうち、2009年に行使される可能性のある2a-7プットが対象とする正味名

目額2.52億ドル分について、ML IIIは、2009年にかかるマルチセクターCDOの売却は行わないこと、およびかかるマ

ルチセクターCDOについてはプット・オプションを行使しないかまたはかかる額面価格でのプット・オプションを

行使する際は額面価格でのコール・オプションと同時にすることに合意した。その代わりにAIGファイナンシャル

・プロダクツ・コープは、プット保護の提供のために受け取った対価をML IIIに支払うことに合意した。AIGファイ

ナンシャル・プロダクツ・コープおよびML IIIは、2a-7プットのAIGファイナンシャル・プロダクツ・コープに対

する影響を緩和または排除し、かつML IIIにおける両者連携により生じる経済力を確保するため、2009年12月31日

以降に行使されると考えられるプット・オプション付きのマルチセクターCDOについてML IIIおよびAIGファイナ
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ンシャル・プロダクツ・コープが取るべき手続の枠組みを定める契約交渉を現在も続けている。
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ML III取引に関連して正味名目額621億ドルのCDS取引が終了されたことにより、AIGファイナンシャル・プロダク

ツ・コープは、本担保調整契約に基づき受け取った25億ドルを除く325億ドルを、既に差し入れてあった担保の明渡

しを通じて支払った。このうち25億ドルは、AIGファイナンシャル・プロダクツ・コープが既に引き受けていた2a-7

プットに基づくマルチセクターCDOのうちML IIIに売却されたものに関するものである。かかるCDSが終了されたた

め、AIGファイナンシャル・プロダクツ・コープが今後かかるCDS取引に関連した担保差入れ要求を受けることはな

くなり、また、信用関連の事由発生後にCDS取引の現物決済を目的とする支払いを相手方に対して行わなければなら

ない危険性もなくなり、これによりAIGFPの流動性に対する負担は軽減された。

 

マルチセクターCDO

 

AIGFPがスーパー・シニア・トランシェにおいて保護を引き受けたマルチセクターCDOの総取引名目額、スーパー・

シニア・リスク層の下位にある劣後、正味名目額、およびデリバティブ負債の公正価値の、担保種目別の数値は、以

下の通りである（2a-7プットは除く。）。

2008年12月31日 総取引名目額(a)スーパー・シニ

ア・リスク層の

下位にある劣後

正味名目額(b)デリバティブ

負債の公正価

値

（単位：百万ドル）

高格付けのサブプライム担保 $6,776 $2,808 $3,968 $1,797

高格付けのサブプライム以外の担保 10,156 5,816 4,340 1,428

　　高格付け担保合計(c) 16,932 8,624 8,308 3,225

サブプライムのメザニン 6,407 2,955 3,452 2,156

サブプライム以外のメザニン 1,697 901 796 525

　　メザニン合計(d) 8,104 3,856 4,248 2,681

合計 $25,036 $12,480 $12,556 $5,906

(a)　CDOが維持する証券に対する未払い元本合計。

(b)　AIGFPが信用保護を引き受けた規模の正味名目額。

(c)　「高格付け」とは、ある取引において単体毎の担保信用格付けのほとんどが融資組成時にAA以上である場合を

いう。

(d)　「メザニン」とは、ある取引において単体毎の担保信用格付けのほとんどが融資組成時にA以下である場合を

いう。

 

AIGFPがスーパー・シニア・トランシェにおいて保護を引き受けたマルチセクターCDOの、決済方法別の正味名目額

は、以下の通りである。

 2008年12月31日2007年12月31日

 （単位：百万ドル）

現金決済によるCDS取引   

　　米ドル建て $7,947 $10,544

　　ユーロ建て 1,780 2,075

　　合計 9,727 12,619

現物決済によるCDS取引   

　　米ドル建て 766 63,040

　　ユーロ建て 2,063 2,546

　　合計 2,829 65,586
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合計 $12,556 $78,205
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以下の表は、AIGFPが引き受けたCDSにおける参照債務である各マルチセクターCDOについての、2008年12月31日時点

における総名目額および正味名目額、開始時点および2008年12月31日時点でのアタッチメント・ポイント、ならび

に2008年12月31日時点でB-/B3以下に格付けされているものの総名目額の割合を示したものである。

CDO 2008年12月31日

時点における合

計名目額

2008年12月31日

時点における正

味名目額

開始時点のア

タッチメント・

ポイント*

2008年12月31日

時点のアタッチ

メント・ポイン

ト*

2008年12月31日

時点でB-/B3以

下に格付けされ

ているものの総

名目額の割合

1 $1,680 $1,440 12.00% 14.28% 15.88%

2 665 396 27.00% 40.45% 20.20%

3 1,064 814 20.00% 23.49% 18.96%

4 1,328 531 40.00% 60.02% 42.68%

5 463 238 36.00% 48.55% 42.37%

6 698 327 53.00% 53.19% 2.86%

7 1,000 470 53.00% 53.00% 0.00%

8 1,412 360 76.00% 74.50% 39.33%

9 1,130 4 10.83% 11.29% 6.89%

10 403 221 39.33% 45.30% 65.11%

11 1,268 1,103 12.27% 10.24% 5.04%

12 1,348 960 25.24% 27.86% 6.54%

13 1,490 1,350 10.00% 9.42% 8.76%

14 575 302 33.00% 47.48% 54.63%

15 623 265 33.25% 37.36% 60.94%

16 2,570 1,780 16.50% 17.84% 0.00%

17 495 277 32.00% 44.08% 43.08%

18 682 529 24.49% 22.46% 68.89%

19 779 469 32.90% 39.75% 81.03%

20 393 224 34.51% 43.09% 78.07%

21 4,970 496 9.72% 10.31% 0.00%

合計 $25,036 $12,556    

*総名目額に対する割合として表記。

 

個別のCDOに関する劣後のレベルは、開始後、CDOの全体的な規模に比例して増加した場合が多い。スーパー・シニア

・トランシェが減価償却される一方、下位層は、現在に至るまで実現損失によって減少させられていない。かかる損

失は、将来発生するものと見込まれている。かかる層に内在する資産のほとんど全ては、開始時点で、B-/B3以上に格

付けされており、多くの場合はBBB以上に格付けされている。したがってB-/B3より下に格付けられたものの総名目

額の割合は、かかる資産の信用の質の低下を示す。

 

2008年12月31日時点のマルチセクターCDOにおける担保証券の、ABS分類別の総取引名目額、CDO担保プール全体に対

する割合、ならびに格付けおよび開始年度の別については、以下の通りである（ただし、2a-7プットについては除

く。）。

 総取引名

目額

全体に

対する

割合

格付け 開始年度

 AAA AA A BBB BB ＜BB 格付

なし

20082007200620052004

以前

 （単位：

百 万 ド

ル）

             

RMBS

プライム

$3,01312.79%10.50%0.95%0.57%0.26%0.00%0.51%0.00%0.31%7.39%3.72%0.59%0.78%

RMBS 

ALTA-A

3,52614.96%8.91%0.99%0.78%1.68%0.55%2.05%0.00%0.68%3.91%5.33%4.29%0.75%

RMBS

サブプライム

6,86529.12%0.93%3.74%2.29%2.55%2.38%17.23%0.00%0.00%1.33%1.94%17.30%8.55%

CMBS 4,45717.47%2.93%2.33%2.74%6.72%2.24%0.42%0.09%0.07%0.96%5.26%4.85%6.33%

CDO 3,15112.42%1.54%1.74%1.58%1.24%0.83%5.35%0.14%0.00%0.61%1.45%3.31%7.05%

その他 4,02413.24%3.70%3.01%4.18%1.75%0.04%0.36%0.20%0.32%0.58%2.85%4.43%5.06%
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合計 $25,036100.00%28.51%12.76%12.14%14.20%6.04%25.92%0.43%1.38%14.78%20.55%34.77%28.52%
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企業裁定取引ポートフォリオは、主に、CDSの組成時において一般的に投資適格に格付けられた上位無担保社債の

ポートフォリオについて引き受けられたCDSから成る。これらのCDS取引は、現金決済によらなければならない。この

ポートフォリオには、CLOの資本構成の上位部分について引き受けられた正味名目額15億ドルのCDSも含まれてお

り、かかるCLOは、現物決済によらなければならない。

 

2008年12月31日時点における、上位無担保社債のポートフォリオについて引き受けられたCDS取引の、産業部門別の

総取引名目額（CLOを除く。）、全参照ポートフォリオに対する割合および格付け、ならびに産業部門別のスーパー

・シニア・リスク層の下位の劣後およびAIGFPの正味名目エクスポージャーについては、以下の通りである。

 総取引名目

額

全体に対する

割合

格付け

 AAA Aa A Baa Ba ＜Ba 格付な

し

 （単位：百万

ドル）

        

米国内産業 $23,363 37.5% 0.0% 0.4% 7.5% 19.2% 4.7% 5.4% 0.3%

　　金融 9,776 15.7% 0.4% 0.6% 7.6% 4.6% 1.5% 0.3% 0.7%

　　設備 2,218 3.6% 0.0% 0.0% 0.5% 2.7% 0.1% 0.1% 0.2%

　　その他 1,364 2.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 2.1%

　　合計（米国） 36,721 59.0% 0.4% 1.0% 15.6% 16.6% 6.3% 5.8% 3.3%

米国外産業 18,616 29.9% 0.1% 0.9% 9.0% 14.4% 2.2% 1.0% 2.3%

　　金融 3,088 5.0% 0.1% 0.7% 3.0% 0.8% 0.1% 0.0% 0.3%

　　政府 1,853 3.0% 0.0% 0.4% 1.4% 1.0% 0.2% 0.0% 0.0%

　　設備 1,680 2.7% 0.0% 0.0% 1.5% 0.8% 0.0% 0.0% 0.4%

　　その他 268 0.4% 0.0% 0.0% 0.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1%

　　合計（米国外） 25,505 41.0% 0.2% 2.0% 15.1% 17.1% 2.5% 1.0% 3.1%

合計 $62,226 100.0% 0.6% 3.0% 30.7% 43.7% 8.8% 6.8% 6.4%

劣後 $13,242         

正味名目額 $48,984         

デリバティブ負債

の公正価値

$2,147         

 

トリガーおよび決済方法
 

2008年12月31日現在、法定資本を目的とする全ての未払いCDS取引、および大部分の裁定取引ポートフォリオ（567

億ドル、つまり同年同日における裁定取引ポートフォリオの正味名目額全体の90％を占める部分）は、一群の参照

債務について現金決済方式を用いた。これらの仕組みにおいて、AIGFPの支払い義務は、支払不足、破産の他、対象資

産価値の評価損等の事由をトリガーとして発生する。裁定取引ポートフォリオに関するCDS取引の残部（64億ドル、

つまり同年同日における裁定取引ポートフォリオの正味名目額全体の10％を占める部分）についてのAIGFPの支払

い義務は、個別参照証券に基づくクレジット・イベントをトリガーとして発生するものであり、履行すべき義務は、

相手方による参照証券の現物決済に対する一括支払いに限られている。これに対し、2007年12月31日の時点では、マ

ルチセクターCDOに関する大多数のCDS取引（656億ドル、つまり同年同日における裁定取引ポートフォリオの正味

名目額全体の44.1％を占める部分）に基づくAIGFPの支払い義務は、個別参照CDO証券に基づく支払い以外の事由を

トリガーとして発生するものであり、履行すべき義務は、相手方による参照証券の現物決済に応じたAIGFPの一括支

払いに限られる。

 

現金決済：　現金決済を必要とする取引（主に「随時払い」方式によるもの）の対象となるのは、通常、現物決済に

よる取引の場合のような個別の参照債務ではなく、一群の参照信用（証券および貸付に加え、個別銘柄CDSを含

む。）である。こうしたクレジット・デフォルト・スワップ取引に基づき、以下の行為を行う。

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

189/791



・　「トリガー事由」の発生毎に、「損失額」を計算する。トリガー事由とは、通常、債務者が対象となる一群の参照

信用のうちの１つについて、これに対する元本（利息の場合もある。）の支払いを怠った場合をいう。またトリ

ガー事由には、参照信用の債務者の破産、評価損の発生または満期により支払い義務の発生した利息または元本

の滞納が含まれる。損失額の評定は、トリガー事由毎にこれを行う。この評定には、参照信用についての通常の利

息支払いにおける不足額、かかる参照信用についての利息もしくは元本における評価損または支払いの滞納が反

映される。また、これには、市場相場に照らして算定された参照信用の名目額または帳簿額とその市場価値との間

の差も反映される。参照信用についての「評価損」は、（元本の定期支払いまたは不定期支払いによるものでは

なく）当該参照信用の元本の支払不足、実現ロスまたは元本の支払い免除のいずれかにより発生するかどうかに

関わらず、かかる参照信用に関する未払い元本額の減少により生じる。予想評価損は、参照信用のプールにおける

元本残高と、同プールにより担保されている同順位債務およびシニア証券全ての総計残高との間に不足が存在す

る場合にも発生する。

・　トリガー事由は、利息の支払不足または個別参照信用に関する評価損もしくは支払滞納の継続の他、保護対象群

に含まれる異なる参照信用についてトリガー事由が発生した場合にも複数回生じる可能性がある。各トリガー事

由について、AIGFPは、そのとき発生したトリガー事由および以前発生した全トリガー事由に関して算出された損

失総額が所定の義務発生基準額（AIGFPのアタッチメント・ポイントを反映したもの）を超えた場合にのみ、関

連CDSに基づく金銭の支払いを保護の購入者に対し行わなければならない。

・　CDS購入者から以前のトリガー事由に関する払戻しを受けた場合（実際に受けた場合または受けたものとみな

される場合）、AIGFPは、AIGFPが既に行った関連の支払いの範囲内で、相手方から同等の金額を受ける権利を得

る。

 

現物決済：　現物決済を必要とするCDS取引において、AIGFPは、通常、クレジット・イベントの発生に際しCDS購入者

が行う参照債務の現物決済に応じ、当該参照債務に対する未払いの元本および発生した利息の支払いを行う必要が

ある。AIGFPは、参照債務の購入後、当該証券を売却することでCDSに基づき支払われた購入価格の全部または一部を

回収し、またはかかる証券を保持することで元本および利息をまとめて受け取る権利を得る。AIGFPは通常、以下の

条件が満たされた場合にのみ、かかる取引の決済方法を取る。

 

・　「クレジット・イベント」（当該CDS取引の取引確認書において定義される。）の発生がなければならない。現

物決済を要する全てのCDS取引において、「支払不履行」は、クレジット・イベントとして挙げられており、関連

CDOの発行体が参照債務に基づく支払いを怠ったこと（適用のある猶予期間の終了後、および一定の取引におい

ては名目未払額が不履行発生の基準値を超えた場合）をトリガーとして発生する。

・　さらに、AIGFPのCDS取引（2008年12月31日および前年同日におけるかかる取引の合計正味名目額はそれぞれ

2.65億ドルおよび83億ドルに及んだ。）の中には、CDO債務を担保するために最低額の担保を維持するよう要求す

るCDOについて信用保護を提供するものがある。かかるCDOにおいて、要求される担保の名目額は、一定の調整に付

され、また、かかる担保を構成する証券その他の債務の格付け等による影響を受ける。かかるCDOの発行者が担保

の最低レベルを維持できなかった場合は債務不履行事由が発生し、所定の支配クラスのCDO債券保有者には、保護

対象となっている参照債務についての元本および利息の支払いについて期限の利益喪失を要求する権利が発生

する。一定のCDSにおいて、CDSに基づく参照債務の期限の利益が喪失した場合、AIGFPは、かかる参照債務を、CDSの

決済時にCDOについて発生する未払いの元本および利息に等しい購入価格で購入しなければならない。これらの

CDOについては超過担保が発生する場合があるため、AIGFPは、関連するCDSの決済に際し、CDOに超過担保の発生す

る可能性のない場合よりも早期にかかるCDO証券の購入を行わなければならない可能性がある。2008年において

は、これらのCDOのうちの１つが期限の利益を喪失し、AIGFPはその際、当該保護対象CDO証券を1.62億ドルで購入

することにより、自身のCDS債務を消去した。かかる金額は、当該CDSについて未払いの元本額に等しく、うちの

1.03億ドルは売買目的証券ポートフォリオに、59百万ドルは売却可能ポートフォリオに、それぞれ計上された。

2009年２月18日現在、AIGFPは、債務不履行により超過担保が発生したCDOについて、CDS正味名目エクスポー

ジャーを一切有さない。

・　劣後に加え、キャッシュ・フロー転換メカニズムにより、スーパー・シニアCDO証券の保有者に対する損失につ

いて、さらなる保護を提供することができる。CDO証券の期限の利益の喪失に続き、CDOにおいて利用可能なキャッ

シュ・フローの全部または一部を、下位トランシェから最上位トランシェに転換することができる。このような

性質をもつCDOにおいて、下位トランシェは、スーパー・シニア・トランシェについての利息および元本が完済さ

れるまで、一切のキャッシュ・フローを享受できない。したがって本来であればCDOの資本構成全体を通じて下位

トランシェに対して支払義務のあるキャッシュ・フローが最上位トランシェに直接転換されたことで、スーパー

・シニアCDO証券の保有者が被る可能性のある潜在的損失は軽減される。キャッシュ・フロー転換メカニズムは、

超過担保テストにおいても起用される。CDO発行者が一定の超過担保テストの遵守を怠った場合（契約上の債務
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不履行事由を発生させるものを除く。）、本来であればCDOの資本構成を通じて下位トランシェに対して支払義務

のあるキャッシュ・フローは、最上位トランシェに直接転換される。したがってスーパー・シニア・リスク層は、

比較的早い速度で支払いが行われることになり、その効果として劣後レベルを比較的増加させることになる。

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

191/791



・　スーパー・シニアCDO証券と同順位の証券のトランシェが存在した場合、同順位証券の保有者はスーパー・シニ

ア証券の保有者と同等の優先順位で利用可能なキャッシュ・フローからの支払いを受ける権利を得るので、スー

パー・シニアCDO証券保有者の保護に繋がるような追加劣後が提供されることはない。したがって証券の同順位

トランシェは、スーパー・シニア証券が損失を被る前はスーパー・シニアCDO証券を除くCDO証券クラスによって

吸収される必要のある損失額に影響を及ぼさないが、劣後クラスの証券が尽きた後は、比例計算で損失を吸収す

ることになる。

・　CDS購入者は、所定の期間内（通常30日以内）に参照債務の履行を行わなければならない。かかる期間内に履行

しない場合は、一切の支払い義務も発生しない。

・　AIGFPの現物決済および支払いが完了した時点で、AIGFPは、対象となった参照債務の保有者となり、かかる証券

保有者に帰属する全ての権利を得る。

 

2a-7プット：　マルチセクターCDOポートフォリオには、一定のCDOにより発行された証券の保有者に対して当該証

券を1940年投資会社法上の短期2a-7適格投資として扱うことを認める満期短縮プット（「2a-7プット」）が含ま

れる。証券保有者は、自身の証券を額面価格で発行者に提供しなければならない場合がある。発行者の再販売代理人

が提供された証券の再販売を行えない場合、AIGFPは、かかる証券が支払不履行に陥った場合またはかかる証券の発

行者に破産事由が生じた場合を除いて、帳簿価格でかかる証券を購入しなければならない。

 

2007年12月31日において、正味名目額65億ドルの2a-7プットが未払いのままであり、マルチセクターCDOポートフォ

リオの一部として含まれていた。2008年中、AIGFPは、2005年に締結された融資枠に従いAAA格付CMBSのCDOにより発

行されたスーパー・シニア証券について正味名目額54億ドルの2a-7プットを新規で発行した。AIGFPは、追加2a-7

プットの発行を目的とする一切の融資の対象者ではない。2008年中、AIGFPは、これらの債務に関連して、金額にして

94億ドルのマルチセクターCDO証券を買い戻した。うち80億ドルは既存の流動性調整措置を用いて調達されたもの

であった。ML III取引に関連して、ML IIIは、AIGFPが引き受けた2a-7プットに基づくマルチセクターCDO85億ドル分

を購入した。ML IIIがマルチセクターCDOの購入に際し相手方に支払った正味金額の一部は、流動性調整措置の締結

を促し、これにより2a-7プットに関連した一定のマルチセクターCDOを対象とする資金が調達された。ML IIIが購入

したマルチセクターCDOには、2008年12月31日時点で未払いのままになっているAIGFPに対する2a-7プットが対象と

している正味名目額17億ドルの特定CDO証券が含まれている。2009年に行使することのできる2a-7プット・オプ

ションが対象とするML III保有のマルチセクターCDOのうち2.52億ドル分（正味名目額）について、ML IIIは、これ

を2009年の内に売却しないことに合意し、かつ、かかるマルチセクターCDOについてプット・オプションを行使しな

いか、またはかかるマルチセクターCDO証券に対して額面価格でのプット・オプションを行使する際は額面価格で

のコール・オプションと同時に行うことに合意した。一方、AIGファイナンシャル・プロダクツ・コープは、プット

保護の提供に対する対価をML IIIに対し支払うことに合意した。AIGファイナンシャル・プロダクツ・コープおよ

びML IIIは、2a-7プットのAIGファイナンシャル・プロダクツ・コープに対する影響を緩和または排除し、かつML

IIIに対して経済力を確保できるよう、2009年12月31日以降に行使される可能性のあるプット・オプションが対象

とするマルチセクターCDOについてML IIIおよびAIGファイナンシャル・プロダクツ・コープが取るべき手続の枠

組みについて現在も交渉中である。2008年12月31日現在、正味名目額17億ドル分の2a-7プットが発行済みである。

 

終了事由：　特定のスーパー・シニア・クレジット・デフォルト・スワップは、AIGの格付けがBBBまたはBaa2まで

格下げした場合に取引終了を行う権利を相手方に対して与えている。これらの格付に達した場合、2008年12月31日

時点でポートフォリオ別に以下の正味名目額を有するCDS取引の相手当事者は、取引の早期終了を行う権利を有す

る。

 

 2008年12月31日時点に

おける正味名目額

 （単位：百万ドル）

マルチセクターCDO $5,501

企業裁定取引 27,908

法定資本 5,205

合計 $38,614
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相手方がかかる権利を行使した場合、相手方は、契約上、当該取引の置き換えに要する費用または当該取引の終了に

よって相手方が被ったものとして合理的かつ誠実に算出された損失額の補償を受けることができる。
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取引終了権行使を選択する可能性のある相手当事者の数、およびかかる権利行使に関連して発生する支払金額につ

いて予想を行うには不確定要素が多いため、AIGは、さらに格下げが進んだ場合にスーパー・シニア・クレジット・

デフォルト・スワップに基づき支払いの要求される総額を合理的に予想することができない。

 

2008年12月31日現在、規制上の自己資本軽減を目的として引き受けられている正味名目額1,615億ドル規模の特定

のスーパー・シニア・クレジット・デフォルト・スワップには、AIGの格付レベルが一定のレベルに格下げられた

場合にAIGに何らかの特定措置を取るよう要求するトリガーが含まれ、当該措置を取らなかった場合に、相手方に対

しCDSの終了を行う権利を発生させる。かかる措置には、担保の差入れ、スワップの移転またはAIGよりも高格付けの

法人による保証の提供等が含まれる。2008年９月15日においてAIGの格付けに見られた動向に照らし、AIGFPは、これ

らの取引の大半において担保契約を実施した。AIGの格下げにより取引の終了が生じた場合、AIGFPは、その「損失」

に応じた補償を行わなければならない。AIGFPによる担保差入れの結果、AIGは、かかる格下げ規定に基づく相手方の

終了権を排除し、これにより法定資本CDSの早期終了による「損失」の算定が予測困難であることに起因するリス

クを回避した。

 

担保
 

AIGFPのクレジット・デフォルト・スワップの大部分は、担保差入れ条項の条件に従う。これらの条項は、相手当事

者毎、および資産クラス毎に異なる。AIGFPは法定資本軽減取引および裁定取引の両方に関連する担保差入れ義務を

負っているが、かかる義務の大半は、現在に至るまでマルチセクターCDOに関する裁定取引に関連したものであっ

た。

 

マルチセクターCDO、法定資本軽減取引、および企業裁定取引に関連した担保契約は、そのほとんど全てが、ISDA基本

契約（「本基本契約」）に附されているクレジット・サポート・アネックスという契約書式（「CSA」）に基づき

作成される。本基本契約とCSAの書式は、ISDAが公表する標準的な合意形式であり、市場参加者がCDSを含む多様なデ

リバティブ取引を行う際に主要な契約形式として採用してきたものである。本基本契約およびCSAは、取引相手方が

自身の期待に適う形態のスワップ取引を締結するという相手方の要請を契約に包含するために相手方がこれをカ

スタマイズできるよう、設定されているものである。選択条項の設定、および標準規定の修正については、これらの

契約書類の実行内容との関連において交渉される。本基本契約およびCSAは、各契約書中の条項が個別の契約により

変更または廃されることを許可しており、これによりあらゆる個別の取引の要請を包含できるよう柔軟性を設けて

いる。本基本契約の当事者がCSAに合意した場合、CSAは、本基本契約を補完し、かつこの一部を構成するものとなる。

また、CSAには、（他の条項もあるが、）対象取引の評価、担保の差入れおよび引き渡し、許容可能な担保の種類、差入

れされた担保について（ニューヨーク法に準拠するCSAの場合は）証券持分の贈与または（イングランド法に準拠

するCSAの場合は）所有権の移転、必要な担保額の計算、提供された担保の評価、担保要求または償還の時期、紛争解

決に関連する施策、ならびに提供された担保に関して当事者が持つその他の権利、救済および義務についての規定

が含まれる。

 

一般的に、各当事者は、CSAに基づき、「評価エージェント」として行為し、CSAがカバーする取引に関連した一方当

事者の他方当事者に対するエクスポージャー（「本エクスポージャー」）の計算を開始する権利を有している。評

価計算は、日単位、週単位または一定の間隔で実施され、この頻度は、CSAの署名時に交渉された規定に従う。標準的

CSA上、本エクスポージャーとは、仮に取引が終了された場合に一方当事者が他方当事者に対して支払わなければな

らない金額をいう。かかる金額は、多くの場合、代替取引について支払われる金額の中間市場相場（つまり、仮定の

付値および売値相場の平均値）の見積りを用いて、評価エージェントがこれを決定する。AIGFPは、通常、そのシステ

ムおよび特化モデルにより組成される取引の値洗い評価を参照して、本エクスポージャーを決定する。本エクス

ポージャー額は、通常、本基本契約に基づく全取引について算定されるものである（ただし、当事者が特定の取引に

ついてCSAを適用しないことに合意しているか、特定取引の本エクスポージャーをゼロにすることに合意している

場合は、この限りではない。）。本エクスポージャーの総計から（特定の基準を適用した後に）妥当な当事者が既に

保有している担保の価値を差し引くと、正味エクスポージャー金額（「本引渡金額」）となる。かかる金額が正の

値である場合、相手方当事者は、本引渡金額と同等価値の担保を引き渡さなければならない。標準的なCSAにおいて、

一切の本エクスポージャー算定における評価エージェントとして行為しない当事者は、評価エージェントの算出し
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た引渡金額について異議を述べることができる。当事者間でかかる紛争の解決が図れない場合、標準的なCSAの規定

に従い、評価エージェントは、係争中の本エクスポージャー金額の代わりに、関係する市場において首位４位までを

占めるディーラーの中間市場における実際の相場の平均値を用いて、本エクスポージャーの再計算を行わなければ

ならない。
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CSAに服するある取引について本エクスポージャー金額が算定された後、この金額は、関係する取引の本基本契約に

基づくその他の全取引に関する本エクスポージャー金額と連結され、本基本契約の当事者が異なる取引において相

互にエクスポージャーにさらされているような場合には互いに相殺されうる。本基本契約に基づく実際の担保差入

れは、基準額および個々の金額等を含む他の取引で合意されたCSAの規定に左右され、これらの影響により差入れ担

保の金額は増減する。

 

法定資本軽減取引

 

2008年12月31日現在、AIGFPの法定資本軽減取引（正味名目額により計算）の68.0％は、CSAの対象となっている。未

払いの法定資本軽減取引の合計正味名目額の1.0％を占めるその他の取引において、AIGFPは、AIGの格付けが一定基

準（通常はA-/A3）以下に下がった場合には、CSA上の担保差入れまたは代替的な担保差入れをするよう義務付けら

れている。2008年12月31日現在、法定資本軽減ポートフォリオの31.0％は、担保差入れ条項の対象となっていない。

通常、各法定資本軽減取引は、単体の本基本契約またはそれに類似の契約に服するものであり、また、これらの契約

上、本エクスポージャーの総計は、個別の取引について算出されるものである。

 

差し入れられるべき担保金額を算定する際に用いられるメカニズムは、相手方によって多種多様であり、標準的な

計算式というものは存在しない。相手方によって異なる交渉が行われるために、算定メカニズムも異なってくる。以

下は、かかるポートフォリオについての担保差仕入金額を算定する際に現在用いられている主要な算定メカニズム

について説明したものである。

 

市場指標参照方式 ― このメカニズムにおいて、差入れ対象となる担保金額は、「Itraxx」や「CDX」等の市場指

標の特定トランシェを参照した計算式に基づき算定される。このメカニズムは、コーポレート・ローンまたは住

宅モーゲージのいずれかを対象とするCDS取引について用いられる。市場指標は、完全な判断基準とはならない

が、常に入手可能であるという利点がある。

 

参照債務の市場価値 ― このメカニズムにおいて、差入れ対象となる担保金額は、参照RMBS証券の正味名目額と

かかる証券の市場価値との差額に基づき算定される。

 

予想損失モデル ― このメカニズムにおいて、差入れ対象となる担保金額は、格付機関が一般的に用いるモデル

を利用して算定される予想信用損失額に基づき算定される。

 

交渉金額 ― このメカニズムにおいて、差入れ対象となる担保金額は、AIGFPおよび相手方の両者間で交渉された

特約（例えばAIGFPが得る保険料金の名目額または現在価値に対して固定割合を設ける規定）に従い算定され

る。

 

法定資本軽減ポートフォリオについて、上記算定メカニズム別の担保差入金額（一様の基本契約に服するAIGFPの

スーパー・シニア・クレジット・デフォルト・スワップ・ポートフォリオ以外の取引を考慮する前の段階）は、以

下の通りである（2008年３月31日より前において、かかるポートフォリオについて差し入れられた担保はない。）。

 2008年３月31日2008年６月30日2008年９月30日2008年12月31日2009年２月18日

 （単位：百万ドル）

市場指標参照方式 $212 $177 $157 $667 $417

参照債務の市場価

値

- 142 286 380 299

予想損失モデル - - - 5 5

交渉金額 - - - 235 213

その他 - - - - 18
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合計 $212 $319 $443 $1,287 $952
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裁定取引ポートフォリオ ― マルチセクターCDO

 

マルチセクターCDOに関するCDS取引の大多数において、標準的なCSA上のエクスポージャー算出方法に関する規定

は修正を受け、これによりエクスポージャー金額の算定は、CDS取引の正味名目額と（取引の代替価値ではなく）取

引の対象CDO証券の市場価値との差額に基づく算定方法に従い行うこととなった。当該CDO証券の「市場価値」と

は、市場参加者がある任意の日付における市場取引においてかかるCDO証券の購入を望むと思われる価格をいい、一

方「取引の代替価値」とは、同参照債務（例えばCDO証券）についてほとんど同条件でクレジット・デフォルト・

スワップ取引を締結するのに要した締結日における費用をいう。計算式が用いられる場合、本エクスポージャーの

算出には各取引別の基準が考慮され、これにより差入れが必要となる担保額は軽減される。これらの基準は、通常、

AIGおよび／または参照債務の格付けに応じて異なり、格付けが低いほど担保差入れ義務は大きくなる。これらの取

引の相手方当事者の大部分について言えば、本基本契約およびCSAは、CDS取引のみならず、CDS以外の取引（例えば

金利および為替スワップ取引）についても用いられる。そのため、CDS取引に関してAIGFPが差し入れなければなら

ない担保金額は、CDO以外の取引においてAIGが相手方に対して有するエクスポージャーの金額（これがある場合）

に応じて追加または相殺される。

 

裁定取引ポートフォリオ ― 社債／CLO

 

AIGFPの企業裁定取引は、その大部分がCSAに服する。これらの取引の97.6％（正味名目額で算出）は、担保差入れに

関する特約を内容としないが、CSAを含む本基本契約に従う。これらの取引は同様の本基本契約およびCSAに服する

その他の取引と同等に扱われるため、担保額は上述の標準的CSA手続に従い計算される。これらの取引の17.5％（正

味名目額で算出）については、本基本契約およびCSAに服するが、評価および基準に関する特約が設けられている。

これらの基準は、（売買を目的とする参照債務の価値ではなく）AIGの信用格付、およびムーディーズの取引に関す

る格付モデルを基礎に改良した取引格付モデルを組み合わせたものを土台にしている。したがって、AIGが所定の基

準値を上回る格付けを有し、かつムーディーズの取引モデルが所定の格付けを上回る場合には、担保差入れ条項は

適用されない。

 

担保要求

 

AIGFPは、特定のスーパー・シニア・クレジット・デフォルト・スワップ（その大部分はマルチセクターCDOに関係

するもの）に関して、相手方から担保要求を受けた。AIGFPはまた、規制上の自己資本軽減を目的として相手方が締

結した特定のスーパー・シニア・クレジット・デフォルト・スワップに関して、また、企業裁定取引に関して、比較

的程度の低い担保要求を受けた。

 

特定のスーパー・シニア・クレジット・デフォルト・スワップまたはその対象となる参照CDO証券に関し、かかる

証券についてAIGFPが差し入れる必要のある担保額を決定するために取引相手方が行った評価見積りは、AIGFPによ

る見積りと（時には大幅に）異なることが頻繁にある。ほとんどの場合、AIGFPは、かかる相違をうまく解決するこ

とができ、また、解決できない場合であっても、場合によっては担保差入れに関し折衷案を取ることで担保差入額を

調整することができた。これらの担保要求は今後も継続する可能性が高いため、AIGFPは、上記のような相違に関し

ては随時、１以上の相手方と交渉を行う必要があるだろう。担保を目的とした相手方による評価見積りは、第三者に

よる評価と同様、AIGFPのスーパー・シニア・クレジット・デフォルト・スワップ・ポートフォリオの公正価値を

見積もる際に考慮される。

 

2007年６月30日までに、AIGFPは、かかるスーパー・シニア・クレジット・デフォルト・スワップ・ポートフォリオ

に関連した一切の担保要求をも受けなかった。同日以降2009年２月18日に至るまでの間、相手方は、主にマルチセク

ターCDOポートフォリオに関連して、AIGFPに対し巨額の担保要求を迫った。これは、かかる参照証券の市場価値の低

下およびAIGの格付けの格下げの影響によるものであった。
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AIGFPのスーパー・シニア・クレジット・デフォルト・スワップ・ポートフォリオに関する担保差仕入額（他の取

引との相殺前）は、以下の通りであった。

 2007年12月31

日

2008年３月31

日

2008年６月30日2008年９月30日2008年12月31

日

 （単位：百万ドル）

法定資本 $ - $212 $319 $443 $1,287

裁定取引

―マルチセクターCDO

2,718 7,590 13,241 31,469 5,129

裁定取引

―企業裁定取引

161 368 259 902 2,349

合計 $2,879 $8,170 $13,819 $32,814 $8,765

 

将来要求のある担保差入額は、AIGの信用格付、参照債務の格付け、および当該参照債務の市場価値の更なる低下

（最も重大な要因は３つ目）に関係して変動する。裁定取引ポートフォリオについては、担保差入額とこれらの契

約の価値との間に高度な相互関係が見られるが、法定資本ポートフォリオについては、これらの取引における担保

額の算定方法の性質から、同様の相互関係は見られない。厳しい市場の混乱、観察可能データの欠如、およびこうし

た信用市場の混乱に対し連邦政府が最近講じた措置が市場価値にどのような影響を与えるのかが不明確であるこ

とを理由に、AIGFPは、差入れが必要となる担保額を合理的に予想することができない。

 

モデルおよびモデリング
 

AIGFPは、債務証券または貸付の指定プールにおけるスーパー・シニア・リスク層について引き受けられた自身の

クレジット・デフォルト・スワップを、内部評価モデル、第三者による価格見積り、および市場指標を用いて評価す

る。この種類および大きさのスーパー・シニア・クレジット・デフォルト・スワップが最大規模および頻度で取引

されているか、または取引されてきた市場を、主要な市場として決定する。したがって、主要市場の参加者は、有識層

向け店頭販売デリバティブ市場に参加している他の大手金融機関で構成される。個々の評価方法は、その対象とな

る参照債務の性質、および市場価格の入手可能性に応じて区々である。

 

特に2007年下半期中およびそれ以降、仕組み金融市場における取引の欠如および価格の不透明性を原因として市場

観察に基づく情報の利用が制約されているために、スーパー・シニア・クレジット・デリバティブの評価は、引き

続き困難となっている。これらの市況により、金融報告を目的として公正価値を見積もる際の経営陣による見積り

および判断への依存度が増した。さらに、不安定な市場を審査する上で市場参加者が用いる評価方法の相違および

かかる市場参加者が到達する判断の多様性を理由として、証券に関わる異なる当事者が当該証券の公正価値につい

て大幅に異なる見積りを下す確率が増した。

 

スーパー・シニア・クレジット・デフォルト・スワップ・ポートフォリオに関するAIGFPの評価方法は、市況の低

迷および市場において観察可能な情報の欠如に対応して発展した。AIGは、利用可能な市場情報に合わせてモデルを

調整し、また、定期的にモデルに使われる仮定を見直そうと試みた。

 

裁定取引ポートフォリオ ― マルチセクターCDO
 

マルチセクターCDOを包含するAIGFPのクレジット・デフォルト・スワップ・ポートフォリオについての評価方法

には、あるクレジット・デフォルト・スワップに基づく債務を引き受けようとした場合、市場参加者は参照証券

ポートフォリオに内在するトランシェの現金価値とかかるクレジット・デフォルト・スワップとの間に生じる差

額を全額支払わなければならない、という仮定が用いられる。

 

AIGFPは、二項展開法（Binominal Expansion Technique、「BET」）モデルの改良版を用いて、2a-7プットを含む、

ABSのCDOのスーパー・シニア・トランシェについて引き受けられたクレジット・デフォルト・スワップ・ポート

フォリオを評価する。BETモデルは、CDOトランシェについての予想損失見積りを創出し、また、かかるトランシェの
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信用格付を測るために、主要な格付機関が1996年に開発したものであり、これ以降広く用いられている。
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AIGは、以下の理由により、BETモデルを採用した。

 

・　他の機関にも認知され利用されている。

・　広く研究され、マニュアル化され、かつ長年に渡り改良されてきた。

・　透明性があり、比較的適用しやすい。

・　BETモデルを運営するのに必要な情報は通常観察可能である。

・　格付けに基づく過去の貸し倒れの可能性の代わりに、対象となる担保証券の市場価格から導き出された貸し倒

れの可能性および予想損失を用いるように改良することが容易に可能である。

 

BETモデルには一定の制約がある。よく知られている短所としては、貸し倒れ同士の相関関係が高い場合にスーパー

・シニア・トランシェの予想損失は低く見積もられる可能性がある点が挙げられる。BETモデルに用いられる相関

関係は、貸し倒れの増加に比例する相関関係の増加傾向をカバーしていない分散指数から推測されたものである。

かかる短所を認識した上で、AIGは、かかる評価方法の分散指数に対する感度を試算した。この試算により、担保プー

ル証券の価格から創出される予想損失が現在は高く、ほとんどの取引においてアタッチメント・ポイントを凌いで

いるため、かかる評価方法の分散指数に対する感度は高くないことが判明した。予想損失がアタッチメント・ポイ

ントを相当額分超えた場合、分散指数、およびこれにより推測される相関関係は、スーパー・シニア・トランシェの

評価を促す重要要素ではなくなる。

 

AIGFPは、CDOのスーパー・シニア・リスク層またはトランシェの価格を見積もるためにBETモデルを適用した。AIG

は、格付機関の仮定からではなく対象証券の市場価格から貸し倒れの確率を推測できるようBETモデルを改良した。

見積りを出すため、BETモデルは、インプットとしてCDOのポートフォリオを構成する証券に関する価格見積りを用

い、かかる価格見積りを現在のLIBORベース金利に対する信用スプレッドに変換する。かかる信用スプレッドは、貸

し倒れの予想確率および対象証券に対する予想損失を算定するのに用いられる。その後これらのデータはまとめら

れ、CDOのスーパー・シニア・トランシェの予想キャッシュ・フローを見積もるのに利用される。

 

ポートフォリオ内のCDOの各個別スーパー・シニア・トランシェに対する修正版BETモデルの適用は、以下の手順で

行われる。

 

１)　CDOに基づく各証券の加重平均寿命に合致するキャッシュ・フロー・パターンを算出する。

２)　ステップ１で確定した価格およびキャッシュ・フロー・パターンから、各証券の予想信用スプレッドを算

出する。これは、価格を利回りに換算し（米国財務省の証券価格を利回りに換算するのと同様）、その後信用

スプレッドを算定するためにLIBORベース金利を差し引く計算プロセスである。

３)　信用スプレッドを貸し倒れの予想確率に換算する。これは、リスクのない金利の分が割り引かれた予想

キャッシュ・フローの現在価値とLIBORベース金利の分が割り引かれた契約上のキャッシュ・フローに信用

スプレッドを加えた現在価値とを同等に扱う証券の仮定貸し倒れ率を算定する計算方法である。

４)　貸し倒れ確率および回収率を用いて各対象証券についての予想損失を計算する。

５)　CDOに内在する担保プール全体のキャッシュ・フロー・プロフィールを創出するために全証券のキャッ

シュ・フローを合計する。

６)　ポートフォリオのキャッシュ・フロー効果が計算上適切に総計されるよう、担保プールをCDOの分散指数に

基づき複数の仮定上の個別の同一証券に分断する。担保プールを仮定証券に分断する目的は、大量な同種

データを統計方法の一環としてBETモデルにおいてまとめる際に利用する仮定を簡略化することにある。

７)　CDOのキャッシュ・フロー分散メカニズムを考慮した上で予想損失がスーパー・シニア・トランシェの

キャッシュ・フロー・パターンに対して及ぼす影響を測るため、モンテ・カルロ・シミュレーションおよび

結果の総計を用いて仮定証券の貸し倒れの様態をシミュレーションする。

８)　CDOのスーパー・シニア・トランシェの価値を見積もるために、ステップ７で算定された予想キャッシュ・

フローを、LIBORベース金利を用いて割り引く。

９)　市場において利用可能なAIGの信用スプレッドを用いてAIGが債務不履行となる場合のリスクの影響を考慮

してスーパー・シニア・マルチセクターCDOクレジット・デフォルト・スワップのモデル・バリューを調整

し、また、担保契約およびネッティング基本契約の影響を考慮する。
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AIGFPは、CDOの構造に特有な側面（例えばキャッシュ・フローを資本構成のうちの最上位層に転換するトリガーを

有する点等）がCDOの価値算定に対して及ぼす影響を測る際には、上記ステップ７に示したモンテ・カルロ・シ

ミュレーションを利用する。モンテ・カルロ・シミュレーションは、対象証券が想定される任意のシミュレーショ

ン・シナリオにおいて貸し倒れとなるか否かを判断し、貸し倒れとなる場合には当該証券の予想ランダム・デフォ

ルト・タイムおよび予想損失を算定するために用いられる。こうした情報は、キャッシュ・フローの流れを予測し、

また、ポートフォリオの予想損失を算定するために用いられる。

 

AIGFPは、クレジット・デフォルト・スワップに参照されているスーパー・シニアCDO証券の公正価値の見積りを内

部モデルによって算定する他、当該モデルの結果の妥当性を確定し、また、最も有用な公正価値の見積りを決定する

ために、スーパー・シニアCDO証券について第三者（かかる取引の相手方を含む。）により提供された公正価値の見

積りをも考慮する。クレジット・デフォルト・スワップに参照されているスーパー・シニアCDO証券の公正価値の

見積りを算定する際、AIGFPは、入手可能な全ての価格データおよび価格を加味し、かつ偏ったデータ指標を排除す

るような一貫性のあるプロセスを用いる。価格データ・ポイントが合理的範囲内に留まる場合、平均値算出技術が

適用される。

 

以下の表は、マルチセクター・スーパー・シニア・クレジット・デフォルト・スワップ・ポートフォリオの正味名

目額とデリバティブ負債の公正価値をAIGFPの公正価値算出方法を用いて算出したものである。

 12月31日現在

 正味名目額 デリバティブ負債の公正価値

 2008年 2007年 2008年 2007年

 （単位：百万ドル）

BETモデル $2,545 $42,173 $1,370 $5,432

第三者の提示する

価格

2,951 8,038 1,753 1,947

上記２つの平均 3,218 21,152 1,568 2,975

その他 - 2,220 - 761

欧州RMBS 3,842 4,622 1,215 131

合計 $12,556 $78,205 $5,906 $11,246

 

AIGFPのスーパー・シニア・マルチセクターCDOクレジット・デフォルト・ポートフォリオについて計上されたデ

リバティブ負債の公正価値59億ドルは、デリバティブ残部の公正価値の累積的変動を表すものである。かかる公正

価値は、2008年12月31日時点におけるAIGFPのスーパー・シニア・マルチセクター・クレジット・デフォルト・ス

ワップ・ポートフォリオに基づく債務を引き受ける際にAIGが意思および能力のある有識の第三者に対し支払わな

ければならない最良の見積りの価額を表している。

 

裁定取引ポートフォリオ ― 社債／CLO
 

投資適格社債およびCLOのポートフォリオについて引き受けられたクレジット・デフォルト・スワップの評価は、

スーパー・シニア・マルチセクターCDOクレジット・デフォルト・スワップの評価に比べて複雑ではない。また、評

価インプットも、比較的透明性に優れており、かついつでも入手できるものである。

 

投資適格社債のポートフォリオについて引き受けられたクレジット・デフォルト・スワップの場合、AIGFPは、その

債務の公正価値を、各契約に設定されているプレミアムを対応する信用指標（欧州社債の場合は「iTraxx」指標、

および米国社債の場合は「CDX」指標）のシニア・トランシェの現在の市場レベルと比較することで見積もる。こ

れらの指標は、参照ポートフォリオを合理的に表しているものと考えられる。さらに、AIGFPは、これらの評価価格と

第三者の提示する価格とを比較し、公正価値の最良の見積りを出すために必要な調整を行う。

 

AIGFPは、CLOについて引き受けられたクレジット・デフォルト・スワップから発生する債務の公正価値が、同参照

債務の額面価格から現在の市場価値を差し引いた額と等しくなるように見積もる。したがって価値は、クレジット

・デフォルト・スワップ契約において参照されている対象スーパー・シニア・トランシェについて第三者の提示

する相場を把握することで確定される。
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ポートフォリオの公正価値を見積もるのに他の市場指標または価格設定材料を用いた場合、AIGFPの裁定取引クレ

ジット・デフォルト・スワップ・ポートフォリオの公正価値が大きく変わらないという保証はない。
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法定資本ポートフォリオ
 

規制上の自己資本軽減策を促すために引き受けられたクレジット・デフォルト・スワップの場合、AIGFPは、観察可

能な市場取引を考慮してこれらのデリバティブの公正価値を見積もる。現在最も観察可能性の高い取引は、相手方

により早期終了される取引である。AIGは、今後15ヶ月の間にかかる取引の大半がAIGFPの相手方によって終了され

るものと予想している。2008年中、正味名目額997億ドルの法定資本スーパー・シニア取引が終了または満期となっ

た。またAIGFPは、さらに正味名目額265億ドルの法定資本スーパー・シニアCDO取引を対象とした正式な終了通知

（2009年中に終了日を設定したもの）を受け取った。AIGFPは、これらの終了の一環として支払いを要求されること

はなかった。また、AIGFPは、場合によっては終了手数料を受け取った。AIGFPは、その他の市場データも妥当かつ入手

可能な範囲内において考慮する。

 

AIGFPが現在のポートフォリオ条件および実施されたストレス分析に基づきこれらの契約上の支払いを行う見込み

はない。かかる取引の契約上の存続期間を通じて、AIGFPは、延長期間に対する契約上のプレミアムを受ける。しか

し、相手方が契約条項および市況に基づき早期に取引を終了させることを望んでおり、また、これをすることができ

るものと予想されるため、将来受け取ると予想されるキャッシュ・フローは激減すると考えられる。したがって将

来の予想キャッシュ・フローは、ポートフォリオの価格設定の際に利用される観察可能取引の有効性を実証する。

 

これまでおよび分析後の早期終了の経緯に照らし、AIGは、相手方が規制上の自己資本軽減策を受けるためにもはや

利用していないものとAIGFPが判断したある取引を例外として、2008年度における法定資本軽減ポートフォリオに

ついての未実現市場評価調整はなかったと判断した。2008年中、同年12月31日現在において正味名目額16億ドル、公

正価値損失3.79億ドルに上る法定資本軽減取引は、相手方に対し法定資本利益をもはや提供しないにも関わらず、

予想に反して終了されなかった。この取引は、相手方の保持する貸付ポートフォリオに関する保護を提供する他の

規制上の取引とは異なり、欧州RMBSに関する保護を提供する。かかる取引の契約書には、他の法定資本軽減取引には

含まれない、相手方に特定信用エクスポージャーの裁定取引を認める条項が含まれている。

 

AIGは、引き続き、かかるポートフォリオの評価を査定し、市場での展開を監視していく。信用市場の低迷、および相

手方による取引終了に関するAIGFPの予想が実現しないリスクを踏まえ、将来においてAIGがかかるポートフォリオ

から生じる未実現市場評価ロスを計上しないという保証はなく、また、その規模に鑑み、かかるポートフォリオの公

正価値がわずかに減少した場合であっても、この減少の計上は、各報告期間におけるAIGの連結業績またはAIGの連

結財務状況に多大な影響を及ぼしうる。

 

BETモデルに用いられる重要な仮定 ― マルチセクターCDO
 

BETモデルに利用される最も重要な仮定は、CDO担保プールに内在する個々の証券の見積り価格である。以下の表は、

ABSカテゴリー別の総取引名目加重平均価格の概要を示したものである。

 12月31日における

総取引名目加重平均価格

ABSカテゴリー 2008 2007

RMBSプライム 50.46% 84.32%

RMBS Alt-A* 31.68 該当なし

RMBSサブプライム 29.02 65.34

CMBS 54.50 92.96

CDO 17.53 47.82

その他 50.92 92.11

合計 36.65% 73.29%

*　2007年においては、RMBS Alt-AカテゴリーはRMBSプライムに内包されていた。

 

加重平均価格の下落は、RMBSおよびCMBS市場の低迷の継続、ならびにRMBSおよびCMBSの信用格付のさらなる格下げ

を反映したものである。
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CDOの維持する個々の証券の価格情報は、多くの場合、入手可能な限度内でCDO担保マネジャーから得られるもので

ある。2008年度において、CDO担保マネジャーは、全証券中61.2％の証券について、市場価格を提供した。個々の証券

についての価格がCDO担保マネジャーから提供されない場合、AIGFPは、類似証券についてCDO担保マネジャーが提供

した価格を用いた価格設定マトリックスを通じて価格を割り出す。かかるマトリックスによる価格設定は、主に、あ

る債務証券について、かかる証券の相場価格に排他的に依存することなく、むしろ当該証券とその他のベンチマー

ク相場証券との関係に依拠して当該債務証券を評価する際に利用される計算手法である。価格情報を提供するCDO

担保マネジャーのほとんど全員が、対象証券の全部または一部のディーラー価格（場合によっては第三者による価

格設定サービスの補助を受けて設定）を用いた。

 

またBETモデルは、分散指数、加重平均寿命、回収率および割引率を利用する。特に市場観察に基づくデータが存在し

ない場合、これらのインプットの決定には、判断および見積りが必要となる。（CDOの対象証券同士の貸倒相関関係

を反映した）分散指数は、CDO保管人から取得し、または貸倒相関関係から推測される。証券の加重平均寿命につい

ては、可能であればブルームバーグやインテックスといった外部の有料サービスから取得する。また、これらから取

得できない場合、AIGFPは、既に認識されている加重平均寿命を反映した見積りを利用する。

 

担保回収率は、主要格付機関のマルチセクターCDO回収データから得られる。AIGFPは、その割引率を導き出すため、

LIBORベース金利曲線を用いる。

 

AIGFPは、同様の統制プロセスを用いて、AIGの投資ポートフォリオを評価するのに利用されるこれらのモデル・イ

ンプットの妥当性を確定する。提示された各期間において、この妥当性確定プロセスに起因する調整の影響は、ごく

わずかであった。

 

評価感度
 

マルチセクターCDO
 

AIGは、感度分析を利用して、代替的な価格設定方法その他の重要インプットを用いることがAIGFPスーパー・シニ

ア・クレジット・デフォルト・スワップ・ポートフォリオに関連する未実現市場評価ロスの算出に対して及ぼす

影響を予想する。AIGはこれらの分析に用いられる対象範囲は合理的なものであると信じているが、現在の困難な市

況を前提とすると、AIGは、どのシナリオが最も発生可能性の高いものなのかを予測することはできない。最近の経

緯が示す通り、実際の結果はモデル・シナリオとはおそらく大幅に異なる可能性が高いため、AIGFPスーパー・シニ

ア・クレジット・デフォルト・スワップ・ポートフォリオに関連する未実現市場評価ロスが感度分析通りの結果

となる保証はない。CDOの価格は、前年度の各四半期間を通して、平均して6.14％から11.93％（名目額）の間で減少

している。さらに現在の低迷状態の市況をもとに将来の動向をうかがうことは困難である。

 

スーパー・シニア・マルチセクターCDOクレジット・デフォルト・スワップ・ポートフォリオについての感度を測

る上で、BETモデルを用いて算出された評価の変動はデリバティブ負債の公正価値の変動を測る際に役に立つ。2008

年12月31日において未決済のマルチセクターCDOについて引き受けられたCDSの正味名目額の合計126億ドルのう

ち、BETバリューは正味名目額で88億ドルまで利用可能であった。欧州マルチセクターCDOの維持する証券の価格が

CDO担保マネジャーから提示されなかったために、かかるCDOについて引き受けられた38億ドルのCDSに対するBETバ

リューは算定されなかった。代わりに、これらのCDSは、相手方の提示した価格を用いて評価された。したがって以下

に示されている感度は、正味名目額88億ドルについてのみ妥当する。

 

上記の通り、BETモデルに用いられる最も重要な仮定は、CDO担保プールに内在する証券の見積り価格である。担保

プール内の証券の実際の価格がスーパー・シニア・クレジット・デフォルト・スワップ・ポートフォリオの公正

価値を見積もるのに用いられる価格と異なる場合、公正価値の見積りに重大な差異が存在する可能性がある。CDOが

維持する担保証券の価値がさらに落ち込んだ場合、スーパー・シニアCDO証券の価値に同様の影響が及び、これらの

証券の評価が大幅に落ち込む。現在低迷状態にある市況を踏まえ、AIGは、現時点でCDO内に維持されている担保証券

の価格について起こりうる変動を、合理的に予測することはできない。
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下記の表は、BETモデルに用いられる主要なインプット、および2008年12月31日現在、これらのインプットの変動に

応じてデリバティブ負債の公正価値について発生しうるABS別の増減を示したものである。

   デリバティブ負債の公正価値の増減

 2008年12

月31日現

在の使用

インプッ

ト

変動 ポート

フォリオ

全体

RMBS

プライム

RMBS

ALT-A

RMBS

サブプライ

ム

CMBS CDO その他

   （単位：百万ドル）

社債 33ポイン

ト

5ポイント

増

$(745)$(38) $(73) $(336)$(178)$(81)$(39)

 5ポイント

減

668 38 66 284 178 66 36

加重平均

寿命

5.01年 1年増 131 5 9 113 1 2 1

 1年減 (284) (8) (8) (268) 1 (1) -

回収率 21% 10%増 (71) (3) (1) (23) (38) (5) (1)

 10%減 92 3 (1) 38 45 6 1

分散指数

(a)

16 5増 (15)       

 5減 35       

割引曲線

(b)

なし 100ベーシ

ス・ポイン

ト増

34       

(a)　分散指数はCDOレベルのインプットである。証券種類別にかかるインプットに対する感度を算出することは可

能でない。

(b)　割引曲線はCDOレベルのインプットである。証券種類別にかかるインプットに対する感度を算出することは可

能でない。また、割引曲線は一連のデータ・ポイントにより構成されるため、このインプットについての加重平

均インプットを開示することはできない。

 

上記の結果は、特定の仮定について他の仮定の変動とは独立してストレステストを課すことにより算出した。主要

インプットの実際のレベルが、上記分析を目的としてAIGが仮定した数値を（おそらく大幅に）超過しないと断言

することはできない。主要インプットのうち上記以外の変動を用いて算出すべき結果を、上記の結果から導いたり

推定できるものと仮定すべきではない。

 

社債

 

下記の表は、2008年12月31日現在、投資適格社債について引き受けられたクレジット・デフォルト・スワップ・

ポートフォリオの感度を測るために用いられた妥当な市場信用指標およびＣＤＳ満期、ならびにこれらの市場信用

指標および満期の変動に応じてデリバティブ負債の公正価値について発生しうる見込み増減を示したものである。

2008年12月31日現在の使用インプット デリバティブ負債の公正価値の増減

 （単位：百万ドル）

CDS満期（年） 5 7 10

CDXインデクス・スプレッド（ベーシス・ポイン

ト）

54 59 48

　　10ベーシス・ポイント増の効果 $(20) $(48) $(10)

　　10ベーシス・ポイント減の効果 $20 $49 $10

iTraxxインデクス・スプレッド（ベーシス・ポイ

ント）

62 58 65

　　10ベーシス・ポイント増の効果 $(9) $(33) $(7)

　　10ベーシス・ポイント減の効果 $9 $33 $7
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その他のデリバティブ：　観察不可能なインプットを組み入れた評価モデルは、まず取引価格に調整される。これに

続く評価は、評価モデルの観察可能インプット（例えば、金利、信用スプレッド、変動率等）に基づいて行われる。モ

デル・インプットは、市場データと連動してのみ変化する。

 

レベル３への移転

 

2008年度中、AIGは、約17億ドルの資産をレベル２からレベル３へ移転した。かかる金額は、主に、満期固定証券のう

ち、信用市場の著しい低迷を主な原因としてかかる証券の公正価値の測定に用いられる重要なインプットが観察不

可能となったものを表す。

 

資金調達源および流動性

 

株主資本

 

2008年および2007年のAIGの連結株主資本は、以下の通り変動した。

 12月31日に終了する年度

 2008年 2007年

 （単位：百万ドル）

期首： $95,801
$101,677

　　純利益（損失） (99,289) 6,200

　　税引後未実現投資評価損失 (8,722) (5,708)

　　税引後累積為替換算調整益 (1,067) 1,185

　　株主への配当金 (1,105) (1,964)

　　株式購入資金の前払い－正味 912 (912)

　　普通株式の発行 7,343 -

　　未発行優先株式について支払われている金額(a) 23,000 -

　　シリーズD優先株式の発行 20 -

　　発行済み優先株式に対する支払いが額面価格を上回る部分 39,889 -

　　ワラントの発行 91 -

　　株式の購入 (1,912) (5,104)

　　会計原則の変更による累積的影響－正味 (1,108) -

　　その他(b) (1,143) 427

期末 $52,710 $95,801

(a)　AIGは、2009年３月初旬にシリーズC優先株式の発行を見込んでいる。

(b)　従業員との株式の取引の影響、およびエクイティ・ユニット発行に関する将来の取引調整支払金の現在価値を

反映している。

 

株式買戻し

 

2007年2月、AIGの取締役会は、AIGの既存の株式買戻し制度を拡大し、普通株式を総額80億ドルまで買い戻すことを

承認した。2007年11月、AIGの取締役会は、普通株式をさらに80億ドルを追加で買い戻すことを承認した。2007年中、

AIGは、仕組み株式買戻し契約を締結し、総額70億ドルの購入価格で株式の買戻しを分割で行う規定を設けた。
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2008年度上半期中、2007年12月31日に存在した融資に充当するために合計37,926,059株が買い戻された。2008年第

３四半期および同年第４四半期中の買戻しはなかった。

 

2009年２月18日現在、承認された買戻し金額のもとで、総額90億ドルを株式の買戻しに充てることができた。しか

し、連銀クレジット契約に従い、AIGは、普通株式の買戻しを制限されていた。

 

株式の発行
 

2008年５月、AIGは、普通株式196,710,525株を、公募により、１株あたり38ドルで売却した。普通株式の販売と兼ね

て、AIGは、エクイティ・ユニット78.4百万ドル分を１ユニット75ドルで売却した。エクイティ・ユニットは、AIG劣

後債の所有権、および株式売買契約から成る。かかる契約は、2011年２月15日、同年５月１日、および同年８月１日の

各日付において、エクイティ・ユニット保有者に対しAIGの普通株式（数は区々）の購入を１株あたり25ドルの価

格で義務付ける一方、AIGに対してこの売却を義務付ける契約であり、売買対象となる株式数は0.54823株以上

0.6579株以下とし、希薄化防止調整に服するものとする。したがって2011年には、最大数154,738,080株、最低数

128,944,480株のAIG普通株式が、かかる株式売買契約に基づき、希薄化防止調整に服するものとして発行されるこ

ととなる。

 

2008年５月７日、AIGの取締役会は、普通株式１株あたり0.22ドルの四半期現金配当を宣言し、かかる配当は、2008年

９月５日の時点で株主名簿に記載のあった株主に対し、2008年９月19日付けで支払われた。2008年９月23日付けで、

AIGの取締役会は、AIG普通株式に対する配当宣言を停止した。連銀クレジット契約に従い、AIGは、普通株式に対する

配当の支払いを制限されている。

 

保険子会社からの配当金
 

AIGの保険子会社各社からAIGへの配当金の支払いには、所轄官庁による一定の法的規制がある。特に、AIGの米国内

の保険子会社については、いかなる配当金も当該子会社の所在地における保険所轄官庁に正式な届出を提出するこ

とが求められている。多くの州の法律では、配当金が一定額未満であれば、保険会社が保険所轄官庁の許可なく配当

を行うことができることとなっている。バミューダ、日本、香港、台湾、英国、タイおよびシンガポールなど米国以外

の国では、AIGの米国外の保険子会社による配当金の支払いが制限されることがある。主にこれらの規制があること

から、2007年12月31日現在、合計資本の大部分が親会社であるAIGに直接移転することが禁じられた。またAIGは最近

の規制当局の捜査が、その規制下にある子会社の配当を支払う能力にどのような影響を及ぼすか予測することはで

きない。AIGの認識では、現在AIGグループ会社の中で支払能力に関して規制当局の監視対象になっているものはい

ない。
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法的規制および監督規制

 

AIGの保険子会社各社は、他の保険会社と同様に、事業を展開している州や管轄区から、法的規制および監督規制を

受けている。米国では、全米保険監督官協会(NAIC)は、保険リスクに応じた資本の充実要項(RBC)を打ち出した。RBC

は、各個別の保険会社の法定剰余金をその保険会社の事業全体にかかわる固有のリスクに関連づけるものである。

 

AIGの保険子会社は、米国内外の保険規制当局が規定または許可する法定会計処理方法に従って作成された財務書

類を提出している。法定財務書類および米国内の保険会社が米国GAAPに従って作成する財務書類との間の主な違い

は、法定財務書類は、DACを反映せず、いくつかの社債ポートフォリオは償却額で計上することができ、資産および負

債は、再保険控除後で表示され、保険契約者への債務はより保守的な見積りをもって評価され、特定の資産を計上す

ることが許可されていない点である。

 

AIGは、AIGの米国内損害保険会社の2005年の法定財務書類の提出にあたり、州の保険規制当局と様々な項目の会計

処理方法について合意した。また規制当局は、特定の米国内外の保険子会社が、その特定の保険以外の資産および米

国外保険子会社に対する投資の価値を、当該法人に対する持分が米国GAAPに基づき監査されなければならないとの

要件を満たすために、AIGの監査済み連結財務書類を用いて計上することを許可した。AIGは、2008年および2007年の

法定財務書類についても保険規制当局から類似の許可を得た。この許可された会計処理方法は、米国内外の損害保

険会社の余剰金にそれぞれ1.14億ドルおよび8.59億ドルの利益を生み、また、最低法定自己資本比率の遵守状況に

影響を及ぼさなかった。

 

前述の通り、様々な規制当局が特定の保険事業慣行について調査を開始した。またさらに、OTSおよびその他の規制

当局は、AIGの消費者金融事業を含むAIGおよびその子会社に対して定期的に検査を行っている。AIGは、これらの調

査や検査、またその結果設けられる追加の規制が、AIGの事業に最終的にどの程度の影響を及ぼすか予測することが

できない。連邦、州または地方の立法は、AIGの様々な金融サービス事業の運営および発展に影響を及ぼし、現行の法

規制および法解釈が変更されればAIGの事業に重大な影響が及ぶ可能性がある。

 

AIGの米国の事業は、ほぼ全ての州で施行されている保証基金拠出法によってマイナスの影響を受けている。それ

は、こうした法が存在する州で営業すると、支払能力のある保険会社も、同じ州で営業している他の保険会社の支払

不能から発生した特定の債務について拠出することがあるためである。AIGは、通常、拠出通知を受けた時点でこう

した拠出額を計上する。なお一部の州では、保険会社が、こうした拠出額のうち少なくとも一部を将来の収入保険料

に対する課税額から控除することを認めている。このため、最終的な正味拠出額を適正に見積ることはできない。

2008年、2007年および2006年の保証基金拠出額から控除額を差し引いた金額は、それぞれ８百万ドル、87百万ドルお

よび97百万ドルであった。

 

AIGはまた、各種強制プール(主に労災保険事業)への参加を義務づけられている。プールは、任意でこうした保険に

加入できない人のために保険を提供する制度である。プールへの出資額も金額の適正な見積りが困難なことから、

拠出通知を受けた時点で計上している。

 

AIGの損害保険事業のかなりの部分と生命保険事業の大部分は、米国外において展開されている。各国における各種

法的規制および監督規制の程度は、様々である。一般的にAIGは、これら米国外において事業を行っている保険契約

引受会社の場合と同様、それぞれの国における法的規制に準拠して事業を行わなければならない。各国の当局がAIG

の子会社各社に発行したライセンスは修正されたり撤回されることがある。このように、AIGの保険子会社各社は、

現在事業を展開している一部の国において、将来の事業展開を妨げられる可能性がある。AIGの米国外事業は、様々

な発展途上国での事業を含む。現在および将来の米国外における事業活動は、AIGの事業が補償なしに国営化される

ことを含めた好ましくない政治的な展開により、不利な影響を受ける可能性がある。どれか一国による不利な影響

は、その事象の規模やAIGがその時点でその国に対して投じている正味金融エクスポージャーによっては、AIGの経

営成績、流動性および財政状態に影響を与える可能性がある。
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米国外の事業は、各国で定められる充実した資本維持要件に基づくソルベンシーマージンを遵守しなければなら

ず、AIGの各社はその各国のソルベンシーマージンを満たしている。また特に日本に顕著であるが、特定の国では保

証基金の査定を可能とする規制も設けられた。これらの規制はこれまでのところAIGの財政状態や業績に重大な影

響を及ぼしていない。

前へ　　　次へ
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投資

 

部門別投資

 

AIGの部門別投資の構成の概略は、以下の表の通りである。

 

 損害保険

生命保険およ

びリタイヤメ

ント・サービ

ス

金融サービ

ス
資産運用 その他 合計

 

 (単位：百万ドル)

2008年12月31日現在  

満期固定証券：       

　　売却可能社債、公正価値 $85,791 $262,824 $1,971 $12,284 $172 $363,042

　　売買目的社債、公正価値 - 6,296 26,848 5 4,099 37,248

　　証券貸出に係る現金担保、公正

価値
790 3,054 - - - 3,844

エクイティ証券：       

　　売却可能普通株式、公正価値 3,497 4,988 8 299 16 8,808

　　売買目的普通および優先株式、

公正価値
285 11,312 737 1 - 12,335

モーゲージ貸付その他の貸付債

権、引き当て後正味
15 27,709 367 6,558 38 34,687

金融債権、引き当て後正味 - 5 30,944 - - 30,949

主にオペレーティング・リース

の対象の航空機、減価償却考慮後
- - 43,395 - - 43,395

その他投資資産 11,763 17,184 1,247 14,540 7,244 51,978

再販売契約に基づき購入された

有価証券、公正価格
- - 3,960 - - 3,960

短期投資 10,803 26,554 6,238 2,347 724 46,666

投資資産合計* $112,944$359,926$115,715 $36,034 $12,293 $636,912

2007年12月31日現在       

満期固定証券：       

　　売却可能社債、公正価値 $74,057 $294,162 $41,703 $27,753 $ - $437,675

　　満期まで保有する社債、償却引

き原価
21,355 1 - 225 - 21,581

　　売買目的社債、公正価値 - 9,948 276 34 - 10,258

　　証券貸出に係る現金担保、公正

価値
5,031 57,471 148 13,012 - 75,662

エクイティ証券：       

　　売却可能普通株式、公正価値 7,484 12,093 10 609 76 20,272

　　売買目的普通および優先株式、

公正価値
321 21,026 3,921 29 - 25,297

モーゲージ貸付その他の貸付債

権、引き当て後正味
13 24,851 1,365 7,442 56 33,727

金融債権、引き当て後正味 - 5 31,229 - - 31,234

主にオペレーティング・リース

の対象の航空機、減価償却考慮後
- - 41,984 - - 41,984

その他投資資産 12,467 19,031 3,663 17,327 6,989 59,477

短期投資：       

　　再販売契約に基づき購入され

た有価証券、公正価格
- - 20,950 - - 20,950

　　その他の短期投資 7,356 25,236 12,249 4,919 1,591 51,351

投資資産合計* $128,084$463,824$157,498 $71,350 $8,712 $829,468

* 2008年12月31日現在、約54％および約46％の投資が、それぞれ米国内および国外の法人に保有された。2007年12月
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31日においては、約63％および約37％の投資が、それぞれ米国内および国外の法人に保有された。
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投資戦略
 

AIGの投資戦略は、各事業部門特有の事業上のニーズに合せて考案される。また投資の目標は、損害保険、生命保険、

リタイヤメント・サービスおよびスプレッドに基づく投資の各事業部門のビジネス・モデルによって異なる。主な

目標は、保険商品を支援するための流動性確保、資本の保全、余剰資金の運用および投資利益の創出である。ここ数

四半期間に見られた困難な市況により、AIGの上記目標の達成能力は大きく妨げられており、また、困難な状態は近

い将来まで継続するものと予想される。

 

実際に投資を担う部門では、各地の市況、負債のデュレーションおよびキャッシュ・フローの性質、格付け機関およ

び資本規制、投資の法的制限、税対策および納税義務の分散を含む事項に鑑みて投資戦略を立てている。

 

AIGにおいて保険負債を担保する資産の大半は、中期および長期的な満期固定証券で構成される。資産運用部門の

GICおよびMIPポートフォリオと同様、生命保険およびリタイヤメント・サービス会社の場合も、基本的な投資戦略

は、実行可能な限り、負債のデュレーションの性質が類似のデュレーションを持つ資産の性質と合致するように行

う。AIG賠償責任保険事業部門に含まれる保険会社の保有する満期固定証券は、従来から主に、課税免除を受ける地

方債の段階的保有によって構成される。これにより、魅力的な税引後収益率を確保し、信用リスクを制限することが

できる。AIGの正味営業ポジションを考慮し、AIGは、その保険子会社の保有する課税免除型の特定地方債を満期まで

保有しようという方針を変更した。米国外損害保険会社が保有する満期固定証券は、主に中期的高格付け証券から

成る。

 

満期固定証券の市場価格は、金利環境、信用スプレッド、組み込まれたオプション（コール・オプション等）、流動

性、仕組みの複雑さ、外国為替リスク、ならびにその他の信用関連および信用以外の要因を含む、数々の要素を反映

している。しかし、多くの場合、価格は、最も金利に敏感であり、金利が上がれば市場価格が下がり、金利が下がれば

市場価格は上がる。この効果は、長期的証券において比較的はっきりと見受けられる。

 

AIGは、「債券およびエクイティ証券を対象とする投資の会計処理」（「FAS第115号」）および関連する会計方法

に従い、自身の保険会社が保有する投資資産の大部分について値洗いを行う。しかし、金利の利上げが保険負債の公

正価値の値下げを招き利下げが値上げを招く関係にも関わらず、AIGは、制限的な例外（主に、SOP 03-01に従いAIG

の貸借対照表に連結されている個別アカウント商品に関する例外）を除いて、金利の変動に対応して当該負債の値

洗いを行うことはない。その結果、AIGの負債についてのゲイン（ロス）に反比例の相関関係が生じることなく起こ

る金利変動を原因とするその他の包括利益累積額の項目に、証券についての未実現ゲイン（ロス）の変動を計上す

ることになる。AIGが特に日本や台湾といった国の利回りの少ない貨幣建てで持つ資産のデュレーションはこれに

対応する負債のデュレーションよりも短期的であるため、AIGは、これらの国の金利が増加すれば、金利の上昇が満

期固定ポートフォリオの市場価値に影響を及ぼすとしても、経済的に有利であると見ている。

 

事業部門別の投資については、以下の通りである。

 

損害保険事業
 

AIGの損害保険事業においては、長期傷害保険の債務のデュレーションは、他の保険種目よりも長い。投資目的は、生

命保険およびリタイヤメント・サービス事業における資産と負債を対応させることと異なり、資本の維持および剰

余金を運用して増やすことである。

 

AIG賠償責任保険事業において保有している満期固定証券は、主にリスクが調整され、税引後の収益率が魅力的な課

税免除型の証券である。これらの投資されている優良な地方債の格付けは、平均でAAと高い格付けを有している。

 

米国外損害保険事業において保有している満期固定証券は、優良であり、その平均デュレーションは短期から中期

であり、米AIG賠償責任保険事業が6.9年であるところ、2.5年である。
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AIG賠償責任保険事業では、支払備金を支援する投資資産が、従来の満期固定証券に投資されているが、剰余金の適

度な金額は、大型の高配当公開株式およびプライベート・エクイティならびにヘッジ・ファンドなどの代替投資商

品に投資されている。これらの投資は、最近の困難な環境にも関わらず、運用の多様性および魅力的な長期的収益を

もたらしている。

 

生命保険およびリタイヤメント・サービス事業

 

生命保険およびリタイヤメント・サービス事業に関しては、AIGは、世界各地で行っている生命保険事業において資

産負債管理手法を用いて投資資産の構成および適切なマーケティング戦略を考案している。AIGの目標は、資産およ

び負債を対応させる構造を維持することである。ただし、市場によっては長期満期固定証券が存在しないために、資

産負債対応ポジションを維持することが困難になる場合がある。またAIGは状況に応じて一時的に資産および負債

を対応させないことがかえって経済的に有利になると判断することもある。AIGが資産および負債対応構造を維持

し続けている限り、金利の変動の経済的な影響は一部緩和される。

 

AIGの生命保険およびリタイヤメント・サービス事業における投資戦略は、満期の到来した保険契約債務の履行の

ために必要となる資金を超えるキャッシュ・フローを生み出すことである。AIGは、米国外事業においては、一部の

地域には適格な長期投資対象が存在せず、あるいは特定の国の規制当局が投資を規制する中でも、資産および負債

を積極的に管理している。例えば、東南アジアのいくつかの国では、投資のデュレーションは、関連する保険契約債

務の満期よりも短い。したがって、当初の投資からの投資利益を当初投資期間の満期に再投資すると、その利回りが

累積した保険契約債務に必要な利息の金額を下回る可能性がある。また特定の保有保険契約のうち、保険料が一部

返還される保険契約については、将来の投資リスクが存在する。つまり、これら将来の返還保険料の投資利回りは、

将来の保険契約債務の支払額に満たない可能性があるということである。

 

AIGは、新規および既存の事業において使用する金利予想および信用格付けを積極的に管理している。ビジネス戦略

は、ビジネス全体の収益性を維持するために常に変化し続けている。いくつかの国においては、投資保証を最低限に

抑えた新商品が導入されており、従来の保証額が高い預金商品から投資リンク型預金商品にシフトしている。

 

保険事業からのキャッシュ・フローの投資および満期を迎えた証券およびクーポンからの投資利益の再投資には、

投資の質および流動性を十分保ちつつ、投資利回りの積極的な管理が要求される。

 

AIGは、金利が低く、長期社債市場の規模が小さい特定の国においては、株式、不動産および外国貨建て満期固定証券

を含む代替的投資を活用して、デュレーションを長引かせ、保険契約者債務を支払い、DACを回収できるように、投資

ポートフォリオの利回りを増加する。この戦略は、日本でも有効に実施され、最近では台湾においてナンシャンも取

り入れている。日本では、米国外の債務に対応させたものを除く外貨建て資産は、法定資産の約17％を占めており、

現在の規制で許可されている最高許容率を超えていなかった。2008年12月31日現在、ナンシャンの投資資産の約

27％は外貨建て資産であり、現在の最高許容率をわずか下回っていた。ナンシャンの現行の保険契約ポートフォリ

オの大部分は、インプリシット金利が保証されている従来型の生命および養老保険商品である。利息の低い新商品

が全般的な利息要件を徐々に軽減させているが、資産ポートフォリオの利回りは、長引く低金利の中で急速に低下

している。その結果、現行の保険契約の大きなブロックの投資マージンがマイナスとなっても、現在は、死亡率と費

用マージンがマイナス投資スプレッドを上回っているために、当該ブロックには引き続き全体的に収益性がある。

低金利および台湾ドルが激しく変動する中で、ナンシャンは、参加型養老保険および投資リンク型商品を含み、黙示

保証が低い新商品に着目している。

 

AIGは、その米国内事業において、資産と負債の関係を積極的に管理している。資産負債関係は、適格長期証券を活用

することによって管理しやすくなる。
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特定の変額生命保険および変額年金商品には、生存給付や死亡最低死亡保障など様々な給付保証が提供されてい

る。AIGはこれらの長期保証から発生するエクスポージャーを再保険または資本市場ヘッジ手段を用いて管理して

いる。

 

AIGは、金利に対する全般的なエクスポージャーを分散させることを含む、様々な理由で株式に投資している。売却

可能債券および株式は、その市場価格が下落するリスクを伴う。このような市場価格の変動は、その他の包括的利益

累計額の一部として、税引後の投資未実現損益として表示されている。証券に一時的ではない減損が生じていると

判断された場合、当該証券のその時点の市場価格を基に減損が算定され、当該証券の市場価格が回復するまで保有

しないと決定した事業年度に損益計上される。一般的に、保険会社が投資することができる資産の種類は、保険関連

規制により制限されている。AIGとその保険子会社各社は、投資資産を含む保険資産に伴う為替レート、金利、株価の

不利な変動を回避するために、必要と判断し、かつ所轄官庁が認めた場合において、これらのエクスポージャーを

ヘッジするために、エンドユーザーとしてデリバティブ取引を利用している。

 

一部の地域においては、著しい法的規制や外国政府機関による障壁があり、AIGの保険子会社間や保険子会社から親

会社であるAIGへの資金送金を即時に行うことができない場合がある。

 

金融サービス事業

 

キャピタル・マーケット

 

AIGFPの経営目標は、その投資有価証券がさらされる金利、通貨、商品および株式リスクの影響を最小限に抑えるこ

とである。AIGFPは、収益を効果的にカバーするポートフォリオをベースとした投資有価証券に関連した市場リスク

のヘッジを行う。かかる取引は、FAS第133号に基づくヘッジ会計処理を行う要件を満たさないが、かかる証券から生

じる金利変動の容易性を制御する経済的効果を発揮する。このヘッジにかかる市場リスクはポートフォリオ別に管

理されている。

 

再販売契約に基づき購入された有価証券は、担保付融資取引として扱われる。AIGFPは、再販売契約に基づき購入し

た有価証券に対する所有権または担保権を取得する。

 

AIGFPは、社債の発行とGIAに係る借入れから調達した資金を、売却可能証券を含めた多様な証券ポートフォリオと

デリバティブ取引に投資している。当該資金は、再販売条件付購入証券に投資されることもある。この売却可能証券

および再販売条件付購入証券を処分したことによる処分益は、期日を迎えたGIAまたはその他AIGFPの貸付、および

新規資産への投資に充てられる。

 

キャピタル・マーケット事業のデリバティブ取引は、公正価値で計上されている。AIGFPは、スワップ、売買目的証

券、オプション、先渡しおよび先物などを含む同額程度の相殺取引を行って、デリバティブの経済価値変動リスクの

低減を図っている。AIGFPのスーパー・シニア・クレジット・デフォルト・スワップには、リスクを軽減するための

仕組み上の保護がかかっている。

 

AIGFPは、取引を行っている商品の在庫を保有しており、スワップ、先渡し、先物およびオプション契約を利用するこ

とにより、市場リスクの低減を図っている。物理的に保有されている商品は全て公正価値で記録されている。

 

公正価値で計上している売買目的証券、売建有価証券および売建直物商品は毎日値洗いされ、その結果の未実現損

益は値洗いが行われた時点で損益計上される。これらの証券は、キャピタル・マーケット事業のリスク管理目的に

合わせて売買されている。
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資産運用事業
 

資産運用事業の投資資産は、AIGのスプレッドに基づく投資事業、AIGグローバル・リアル・エステートの所有持分、

および元は保管目的のために取得された持分を含むその他の所有持分の基礎となる資産を含む。

 

スプレッドに基づく投資事業の戦略は、AIGのファンド運用コストを上回る投資利回りからスプレッド収益を生み

出すことである。資産・負債関係は、積極的に管理されている。この事業の目標は、金利および為替レートのリスク

を緩和しつつ投資利益とプログラムの運用コストの間のスプレッドを獲得することである。スプレッドに基づく投

資事業の投資資産は、主に満期固定証券であり、これには米国内住宅モーゲージ担保証券、資産担保証券および商業

モーゲージ担保証券から成る。さらにGICプログラムは、ヘッジ、プライベート・エクイティおよび低価格の住宅

ファンドといった様々な投資パートナーシップに投資を行う。MIPは、非積立方式およびレバレッジ方式で信用エク

スポージャーについてのスプレッド収益を得るため、主に単独銘柄の高格付けコーポレート・クレジット・デフォ

ルト・スワップを発行することにより信用保護商品を販売した。

 

AIGグローバル・リアル・エステートは、直接不動産投資ならびに合弁およびパートナーシップに基づく不動産投

資から成る所有持分ポートフォリオを維持している。AIGグローバル・リアル・エステートは、主に米国、欧州およ

びアジアを拠点とした戦略的および機会的展開プロジェクトに投資を行う。AIGインベストメンツは、様々なダイレ

クト・プライベート・エクイティおよびプライベート・エクイティ・ファンドを対象に投資を行う。これらの投資

対象は、もともとは将来運用対象となる投資商品を見込んだ保管投資として取得されたものであるが、現在は所有

持分と考えられている。

 

売却可能および満期まで保有する投資
 

AIGの売却可能証券および満期までの保有が予定されている証券の償却コストまたは取得原価および公正価値は以

下の通りであった。

 

2008年12月31日 2007年12月31日

償却コストま
たは取得原価

未実現ゲイ
ン総額

未実現ロス
総額 公正価値

償却コストま
たは取得原価

未実現ゲイ
ン総額

未実現ロス
総額 公正価値

 （単位：百万ドル）
売却可能証券(a)：         

米国債および政府
出資機関発行証券

$4,433 $331 $(59)$4,705$7,956 $333 $(37)$8,252

州、地方および政府
下部組織の債務

62,718 1,150(2,611)61,25746,087 927 (160)46,854

米国以外の国の政
府発行証券

62,176 6,560(1,199)67,53767,0233,920 (743)70,200

社債 194,4814,661(13,523)
(b)

185,619239,8226,215(4,518)241,519

モーゲージ担保証
券、資産担保証券お
よび担保付証券

53,255 1,004(6,933)47,326140,9821,221(7,703)134,500

債券合計 $377,063$13,706$(24,325)$366,444$501,870$12,616$(13,161)$501,325
エクイティ証券 8,381 1,146 (719) 8,808 15,1885,547 (463)20,272
合計 $385,444$14,852$(25,044)$375,252$517,058$18,163$(13,624)$521,597

満期まで保有する証券
(c)：

$ - $ - $ - $ - $21,581$609 $(33)$22,157

(a)　2007年12月31日現在、AIGの売却可能証券393億ドル（公正価値）を含む。かかる売却可能証券について、AIGFP

は、2008年１月１日付けで公正価値オプションを選択した。また、かかる売却可能証券は、主に社債、ならびにモー

ゲージ担保証券、資産担保証券およびCDO証券で構成される。2008年12月31日現在、これらの証券の公正価値は、

261億ドルであった。2008年12月31日および2007年12月31日の各日付においてAIGが保有していた満期固定証券の

うち、投資適格以下であるかまたは格付けのないものの公正価値は、それぞれの日付において、合計194億ドルお

よび270億ドルに及んだ。2008年第３四半期において、AIGは、自身の保険子会社の保有する課税免除された特定の

地方債を満期まで保有しようという方針を変更した。その結果、それまで満期まで保有する証券として分類され
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ていた全ての証券が、現在は売却可能証券として分類されている。当該貸借対照表に記載されている満期固定証

券には、貸付有価証券に係る現金担保に含まれる4.42億ドルの短期投資が含まれている。
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(b)　金融機関は、2008年12月31日現在、約57％に上る未実現ロス総額を計上した。

(c)　この数値は、州、地方および政府下部組織の債務を表す。2008年において、AIGは、かかる証券を満期まで保有し

ようという方針を変更した。

 

2008年12月31日現在、満期固定証券のうち約54％が米国内事業体に対する証券において占められていた。これら米

国内有価証券の約28％は、１社以上の大手格付機関によりAAA以上の格付けが与えられていた。約８％は、投資適

格未満または格付けのない証券であった。AIGは投資を判断する上で、主に社内で行ったファンダメンタル分析お

よび社内のリスク格付けに依拠している。社内で投資分析を行う上で、第三者格付機関の格付けサービスおよび意

見も独立した立場から情報源の１つとして参照する。

 

米国外満期固定ポートフォリオの相当部分は、ムーディーズ、S&Pまたは類似の米国外の格付機関による格付けを得

ている。全ての国において格付けサービスが利用できるわけではない。AIGの信用リスク委員会（「CRC」）は、米国

外ポートフォリオの格付けのない満期固定証券投資の信用度を注意深く見直している。2008年12月31日現在、米国

外満期固定利益投資の約14％は、AAA格付けを受けたか、またはAIGの社内分析においてかかる格付けを得た証券と

信用度の観点から同等であると評価された証券である。約５％は、投資適格未満または同日現在格付けを得ていな

い証券であった。米国外満期固定ポートフォリオの約３分の１は、その発行された国の保険契約債務を担保するソ

ブリン満期固定証券である。

 

AIGの満期固定投資の信用格付は以下の通りであった。

 12月31日現在

 2008年 2007年

格付け   

　　AAA 22% 40%

　　AA 30 27

　　A 26 18

　　BBB 16 10

　　投資適格未満 4 4

　　格付けなし 2 1

合計 100% 100%
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 AIGの産業別売却可能社債は、AIGFPの当該社債を除き、以下の通りであった。

 12月31日現在

 2008年 2007年

金融機関：   

　　マネー・センター／国際銀行 20% 16%

　　地方銀行 ― その他 5 6

　　生命保険会社 4 5

　　証券会社その他の金融会社 4 6

　　生命保険以外の保険会社 5 2

　　地方銀行 ― 北米 3 4

　　その他の金融機関 1 3

公共サービス 13 11

通信サービス 8 8

消費者非循環財 8 7

資本財 6 6

消費者循環財 5 5

エネルギー 5 4

その他 13 17

　　合計* 100% 100%

* 2008年12月31日および2007年12月31日の両日において、これらの投資の約96％が投資適格であった。

 

 

前へ　　　次へ
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RMBS、CMBS、CDOおよびABSを対象とする投資
 

RMBS、CMBS、CDOおよびABSへのAIGの投資の償却コスト、未実現ゲイン（ロス）および公正価値は、以下の通りであっ

た。

 12月31日現在

 2008年 2007年

 償却コスト
未実現ゲイ

ン総額

未実現ロス

総額
公正価値 償却コスト

未実現ゲ

イン総額

未実現ロス

総額
公正価値

 （単位：百万ドル）

債券 ― 売却可能：         

AIG(AIGFPを除

く。）：

        

　　RMBS $32,092 $645$(2,985)$29,752$89,851$433$(5,504)$84,780

　　CMBS 14,205 126 (3,105)11,22623,918 237 (1,156)22,999

　　CDO/ABS 6,741 233 (843) 6,13110,844 196 (593)10,447

小計（AIGFPを除

く。）

        

AIGFP 53,038 1,004(6,933)47,109124,613 866 (7,253)118,226

AIGFP* 217 - - 217 16,369 355 (450)16,274

合計 $53,255$1,004$(6,933)$47,326$140,982$1,221$(7,703)$134,500

* 2007年12月31日時点の額は、AIGFPが2008年１月１日付けで公正価値オプションを選択したモーゲージ担保証券、

資産担保証券および担保付証券に対するAIGFPの投資総額を表すものである。2008年12月31日現在、これらの証券の

公正価値は、124億ドルであった。2008年12月31日時点の額は、AIGFPが公正価値オプションを選択しなかった証券を

表している。

 

RMBSを対象とする投資
 

RMBS証券へのAIG（AIGFPを除く。）の投資の償却コスト、未実現ゲイン（ロス）および見積り公正価値は、以下の通

りであった。

 12月31日現在

 2008年 2007年

 
償却コ

スト

未実現ゲ

イン総額

未実現

ロス

総額

公正価値

合計に

対する

割合

償却コス

ト

未実現ゲ

イン総額

未実現

ロス

総額

公正価値

合計に

対する

割合

RMBS： （単位：百万ドル）

米国の代理店 $12,793$537 $(22)$13,30845%$14,575$320 $(70)$14,82517%

プライム非代理

店(a)

12,744 41 (1,984)10,801 36
21,552 72 (550)21,074 25

Alt-A 4,927 25 (743)4,209 14 25,349 17 (1,620)23,746 28

その他住宅関連

(b)

410 23 (54) 379 1
4,301 2 (357)3,946 5

サブプライム 1,218 19 (182)1,055 4 24,074 22 (2,907)21,189 25

合計 $32,092$645$(2,985)$29,752100%$89,851$433$(5,504)$84,780100%

(a)　米国外およびジャンボRMBS関連証券を含む。

(b)　主に保険が付保された第二位抵当のものである。

 

2008年12月31日現在、AIGFPを除くAIGの事業は、298億ドルの見積り公正価値（AIGの全投資資産の約５％）に及ぶ

RMBSへの投資を維持していた。2008年12月12日、AIGによる米国証券貸出プログラムの終了に関連して、見積り公正

価値208億ドルのRMBSが、ML IIを対象に売却された。さらにAIGの保険事業は、公正価値61億ドルに及ぶ投資を、

CDO／ABSを対象に維持していた。そのうち14百万ドルには、ある程度のサブプライム・エクスポージャーが含まれ

ていた。AIGのRMBS投資の大部分は、担保劣後を通じて相当の保護を確保できる高格付トランシェを対象とするもの
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である。2008年12月31日現在、これらの投資のうち約82％がAAAの格付、約９％がAAの格付を、それぞれ１つ以上の主

要格付機関から得ていた。2008年12月31日の時点で、AIGによる投資のうちBBB以下の格付が付されたものは、合計18

億ドル、つまりAIGの全投資資産の0.28％以下であった。2009年２月19日現在、AIGのRMBSポートフォリオのうち53億

ドル分が、2007年１月１日以降の格付機関の検討の結果、格下げされた一方で、これらの投資のうち1.30億ドルが格

上げされた。格下げ対象となった投資のうち、49億ドル分がAAA格付証券であった。これらの格下げに加え、2009年２

月19日現在、格付機関は、RMBSのうち9.51億ドル分を格下げ検討に付した。
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2008年中、AIGは、RMBSに対する元金のうち約75億ドルを回収した。

 

2008年12月31日現在、AIGFPを除くAIGによる投資開始年別および信用格付別のRMBS投資の償却コストは、以下の通

りである。

 投資開始年

 2003年以前 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 合計

 (単位：百万ドル）

格付：        

RMBS全体        

　　AAA $6,924 $4,035 $3,965 $3,884 $4,207 $3,188$26,203

　　AA 866 351 427 825 327 - 2,796

　　A 240 187 230 296 284 51 1,288

　　BBB以下 42 170 203 560 785 45 1,805

合計 $8,072 $4,743 $4,825 $5,565 $5,603 $3,284$32,092

Alt-A RMBS        

　　AAA $677 $526 $662 $740 $832 $ - $3,437

　　AA 230 61 177 177 170 - 815

　　A 25 20 36 22 48 - 151

　　BBB以下 8 10 20 189 297 - 524

合計 $940 $617 $895 $1,128 $1,347 $ - $4,927

サブプライムRMBS        

　　AAA $228 $79 $74 $189 $60 $ - $630

　　AA 62 63 59 50 27 - 261

　　A 84 49 84 23 1 - 241

　　BBB以下 3 50 16 13 4 - 86

合計 $377 $241 $233 $275 $92 $ - $1,218

プライム非代理RMBS        

　　AAA $2,746 $1,678 $1,445 $1,750 $1,675 $11 $9,305

　　AA 551 217 183 533 68 - 1,552

　　A 117 107 98 230 234 51 837

　　BBB以下 29 69 148 288 471 45 1,050

合計 $3,443 $2,071 $1,874 $2,801 $2,448 $107 $12,744

 

AIGがRMBS、その他資産担保証券およびCDOに投資する際は、発行体の信用度、運用会社、回収機構、有価証券の信用格

付、モーゲージの性質、借入側の性質、および取引における信用強化の度合いを考慮することが慣行となっている。

AIGの一般的な戦略は、AA格付以上の証券に投資を行うことである。
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CMBSを対象とする投資
 

2008年12月31日現在、AIGFPを除くAIGによる投資開始年別および信用格付別のCMBS投資の償却コストは、以下の通

りである。

 償却コスト 全体に対する割合

 （単位：百万ドル）  

CMBS（従来型） $13,033 92%

ReRemic/CRE CDO 583 4

代理 159 1

その他 430 3

合計 $14,205 100%

 

2008年12月31日現在、AIGFPを除くAIGによる信用格付別のCMBS投資の割合は、以下の通りである。

 割合

  

格付：  

　　AAA 84%

　　AA 8

　　A 6

　　BBB以下 2

合計 100%

 

2008年12月31日現在、AIGFPを除くAIGによる投資開始年別のCMBS投資の割合は、以下の通りである。

 割合

年度：  

2008年 1%

2007年 23

2006年 11

2005年 17

2004年 19

2003年以前 29

合計 100%

 

2008年12月31日現在、AIGFPを除くAIGによる地域別のCMBS投資の割合は、以下の通りである。

 割合

地域：  

　　ニューヨーク州 15%

　　カリフォルニア州 13

　　テキサス州 6

　　フロリダ州 6

　　バージニア州 3

　　イリノイ州 3

　　ニュージャージー州 3

　　ペンシルバニア州 3

　　メリーランド州 2

　　ジョージア州 2

　　その他 44

合計 100%
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一般的に商業モーゲージ市場において、また、特にCMBS市場において混乱が見られた。これに伴い、クレジット・デ

フォルト・スワップ指数および有価証券の相場は、土地のリース率、入居率および公正価格の大幅な下方修正と同

程度に落ち込んだ。さらに、第一次モーゲージ市場におけるスプレッドは大幅に拡大した。

 

CDOを対象とする投資
 

2008年12月31日現在、AIGFPを除くAIGによる担保タイプ別のCDO投資の償却コストは、以下の通りである。

 償却コスト 全体に対する割合

 （単位：百万ドル）  

担保タイプ：   

　　銀行貸付（CLO） $824 61%

　　合成投資適格 210 16

　　その他 291 22

　　サブプライムABS 12 1

合計 $1,337 100%

 

2008年12月31日現在、AIGFPを除くAIGによる信用格付別のCDO投資の償却コストは、以下の通りである。

 償却コスト 割合

 （単位：百万ドル）  

格付：   

　　AAA $386 29%

　　AA 180 13

　　A 574 43

　　BBB 168 13

投資適格以下およびエクイティ 29 2

合計 $1,337 100%

 

商業モーゲージ・ローン
 

2008年12月31日現在、AIGは、175億ドルの商業モーゲージ・ローン・エクスポージャーに直接さらされている。その

うち159億ドルは、米国における貸付エクスポージャーである。同日現在、米国内の貸付のほとんどすべてが延滞さ

れずに支払われていた。米国外商業モーゲージ・ローンのうち16億ドルは、主に日本における不動産により担保さ

れている。さらに2008年12月31日現在、AIGは、米国外の事業区域内において23億ドルの住宅モーゲージ・ローンを

有していた。これらは、主に台湾およびタイにおける不動産により担保されていた。

 

2008年12月31日現在、州別および貸付タイプ別の米国商業貸付エクスポージャーは、以下の通りである。

（単位：ドル単位の場合は百万ドル）

州 貸付件数 貸付額 アパート オフィス 小売 製造業 ホテル その他
合計に対す

る割合

カリフォルニア州 235 $4,357$135$1,835$249$1,089$506 $543 27%

ニューヨーク州 79 1,816 345 1,118 178 40 48 87 11%

ニュージャージー

州

71 1,283 598 280 276
50 - 79 8%

フロリダ州 108 1,048 46 393 245 116 29 219 7%

テキサス州 84 1,037 87 420 141 269 81 39 7%

ペンシルバニア州 76 643 105 194 162 149 18 15 4%

オハイオ州 63 444 212 53 75 50 41 13 3%

メリーランド州 27 418 35 200 173 2 4 4 3%

アリゾナ州 20 368 121 54 62 14 9 108 2%

イリノイ州 35 362 67 167 13 61 49 5 2%

その他 492 4,085 375 1,642 814 379 351 524 26%

合計 1,290$15,861$2,126$6,356$2,388$2,219$1,136$1,636 100%

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

229/791



AIGFP売買目的投資

 

2008年12月31日現在、AIGFPの満期固定売買目的投資の公正価値は、以下の通りである。

 公正価値 全体に対する割合

 （単位：百万ドル）  

米国政府、および政府支援対象法人の発行する証券 $9,594 37%

米国以外の政府の発行する証券 500 2

社債 3,530 13

資産担保付 12,445 48

合計 $26,069 100%

 

2008年12月31日現在、AIGFPの満期固定売買目的投資の信用格付は、以下の通りである。

 割合

格付：  

　　AAA 74%

　　AA 10

　　A 11

　　BBB 3

　　投資適格以下 2

合計 100%

 

AIGFPのRMBS、CDO、ABSおよびその他の担保付証券への売買目的投資の公正価値は、以下の通りである。

 2008年12月31日現在

 公正価値 全体に対する割合

 （単位：百万ドル）  

RMBS $3,679 30%

CMBS 2,020 16

CDO／ABSその他の担保付証券 6,746 54

合計 $12,445 100%

 

これらの証券は、資産担保コマーシャル・ペーパーの発行による債務を含むAIGFPの担保付金融取引を担保するの

に用いられている。

 

証券貸出取引

 

AIGの証券貸出プログラムは、以前は特定のAIGの保険子会社のためにAIGインベストメンツが運用している集中管

理プログラムとして機能していた。同プログラムに基づき、有価証券は、大手銀行および仲介業者を中心とする様々

な金融機関に貸し付けられていた。現金担保は、正味スプレッドを稼ぐために受領され、満期固定証券に投資され

た。2008年中、借入人から差し出された金額は、比較的担保要求の小さい代替的取引が利用されたため減少した。

2008年第４四半期中、特定の証券貸出取引に関連して、受領した担保が代替資産の購入コストのほぼ全額をまかな

うのに不十分であったため、AIGは、FAS第140号に規定される売却会計の要件を遵守した。したがって、AIGは、24億ド

ルの正味実現キャピタル・ロスを、貸出の対象となっていた証券を売却したものとみなして計上した。また、2008年

における正味実現キャピタル・ロスには、ML IIによる購入に先んじて2008年第４四半期に発生したRMBSについて

のロス23億ドルが含まれていた。
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受領された担保の大部分は、相手方に対する負債に比べ長期的なキャッシュ・フローを有するRMBSを対象とする投

資に付された。これらの担保証券の価値は2007年後半から2008年にかけて減少し、これらの証券に関する取引は厳

しく制限された。こうした事情を踏まえ、AIGは、2007年第３四半期において貸付有価証券に係る投資現金担保を構

成した現金および翌日返済投資の額を増加させることにより、かかる証券貸出プールにおける流動性の増加を開始

した。

 

2008年第３四半期に金融市場において発生したAIG特有の信用不安および組織上の問題を原因として、取引相手方

は当該プログラムから退き始めた。その結果、担保プールにおける流動性は制限されることとなった。AIGは、当該証

券貸出プログラムに流動性をもたらすため、2008年9月30日付けで連銀融資枠に基づき約115億ドルの借入を行っ

た。

 

2008年10月８日、AIGは、その特定の米国内生命保険子会社がNY連銀との間で証券貸出契約を結んだことを公表し

た。同契約に従い、NY連銀は、翌日返済を条件として、現金担保と引き換えに、これらのAIG子会社から投資適格の確

定利付証券378億ドル分を上限として証券借入を行うことに合意した。かかる証券貸出契約は、現金担保の償還を求

める借入人に対するAIGの債務履行に役立った。

 

2008年12月12日、AIGおよびAIGが完全所有する特定の米国内生命保険会社、ならびにこれとは別のAIG子会社である

AIGセキュリティーズ・レンディング・コープ（「AIGエージェント」）は、ML IIとの間でML II契約を締結した。

 

かかるML II契約に従い、当事者となる生命保険子会社は、AIGエージェントが当該生命保険子会社の代理人として

AIGの米国証券貸出プログラムに関連して保有する額面価格393億ドルのRMBSのプールにおける全持分を、ML IIに

対し、まとめて売却した。RMBSと引き換えに、生命保険子会社側は、初期購入価格198億ドルに加え、購入価格全体か

ら10億ドルの付随的な繰延金額を受ける権利、および残部について利益配当を受ける権利を得た。これらの権利に

より受けた金銭はそれぞれ、連銀貸付の返済としてML IIに供される。これらの生命保険子会社は、米国証券貸出プ

ログラムおよび証券貸出取引の終了に際してかかる生命保険子会社が支払うこととなる金額を、RMBSの売却により

得た正味の代金によりまかなった。2008年12月31日現在、AIGが証券貸付に関連して保有する投資現金担保合計額38

億ドルは、2009年に終了予定の米国外証券貸出プログラムにより発生したものである。証券貸付による支払債務は、

2008年12月31日現在、29億ドルに上った。

 

貸付有価証券に係る投資現金担保についての一時的でない減損の計上により、参加保険会社の法定剰余金に多大な

圧迫が生じた。2008年中、AIGは、貸付有価証券に係る投資現金担保に関連する182億ドルの一時的でない減損を計上

したが、かかる額には、AIGが証券貸出プログラムの縮小に伴いこれらの証券を満期まで保有しようという意思を変

更したことに関わる69億ドルの減損額が含まれていた。2008年中、AIGは、主にこれらの減損に関連して、米国内生命

保険部門および米国内リタイヤメント・サービス部門の子会社に対し215億ドルの資金投入を行った。
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ポートフォリオの見直し

 

一時的ではない減損
 

AIGは、各貸借対照表の日付現在、売却可能証券として分類された満期固定証券を含み、満期固定証券をその未実現

損失ポジションが回復するまで保有し続けることが可能か、評価する。売却可能証券として分類された満期固定証

券が売却される旨決定されたことは、AIGの経営陣が当該有価証券は、相対的価値の見地から、これと同様のリスク

を内在する代替的有価証券のように将来魅力的な利回りをもたらす可能性は低いであろうと判断したことを示し

ている。不良債権とみなされた有価証券の売却判断は、AIGの経営陣がリスクを割引した最終回収額が、その売却価

格よりも低いであろうと判断したことを示している。

 

AIGは、その保有している有価証券に一時的ではない減損が生じているか、評価を行っている。有価証券の価値の下

落が一時的でないという判断には、AIGの経営陣の判断が必要な他、発行者の基本的な現状、発行体についての短期

的な見通し、ならびにすべての関連する事実および事情を考慮する必要がある。

 

証券に一時的ではない減損が生じていると判断された場合、当該証券のその時点の公正価値を基に減損額が算定さ

れ、損益計上される。

 

AIGの有価証券に一時的ではない減損が生じているか定期的な評価を行った結果、AIGは、2008年、2007年および2006

年にそれぞれ508億ドル、47億ドル（AIGFPのその他収益に計上された6.43億ドルを含む。）および9.44億ドルの一

時的ではない減損を計上した。

 

最近の米国の住宅モーゲージ市場および信用市場の大規模な混乱を受けて、AIGは、2008年において、主にモーゲー

ジ担保証券、資産担保証券および担保付証券ならびに金融機関の証券について291億ドルの一時的ではない減損

（予想損失）を計上した。AIGはこれらの有価証券を取引価格の回収が済むまで保有し続ける意思および能力を有

し、また多くの有価証券において元の条項通り債務が履行され続けることを示す仕組みが維持されているが、AIG

は、かかる減損が一時的なものであると合理的に主張することはできないと判断した。

 

CMBSの価格設定は、当該モーゲージの貸倒が増加するという市場認識により、悪影響を受けた。その結果、AIGは、信

用パフォーマンスが大幅に減少した訳ではないにも関わらず、2008年において、CMBSについて一時的でない減損62

億ドル（費用に大幅な割引を行い評価）を計上した。これは、AIGが、減損期間が一時的でないと合理的に主張する

ことはできないものと判断したためである。さらに、AIGは、価値が回復するまでこれらのCMBSを保持しようという

意思を変更したことによる5.27億ドルの一時的でない減損、および発行体に特有の信用関連事由が発生したことに

よる2.45億ドルの一時的でない減損を計上した。

 

2008年下旬、CMBSポートフォリオにおける高品質すなわち高格付け証券は、深刻な市場価格の低下を被った。かかる

ポートフォリオについて、AIGは、内在する担保についての信用向上率および予想貸倒率を考慮した上で、証券毎に、

内部的な基本信用リスク分析を包括的に実施した。経営陣の見解によれば、関連する業界アナリストによる報告書

や予測および市場において入手可能なその他のデータを補完的に考慮することによって、かかる内部分析から、か

かる証券の公正価値が償却コストを下回るまでに著しく減少した場合には一時的でない減損にあたるとする仮定

を覆すのに十分説得力のある証拠を獲得することができる。その結果、償却コストを18億ドル下回る公正価値を有

する特定のCMBSについては、減損の計上はなかった。

 

上記予想損失に加え、AIGは下記についても2008年、2007年および2006年に一時的ではない減損を計上した。

・　AIGが価値の回復まで保有する意思のない有価証券

・　為替の変動による下落

・　発行体特有の信用関連事由の発生

・　特定の仕組み証券について発生したEITF第99-20号に基づく減損

・　エクイティおよびパートナーシップ投資を含むその他の減損
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部門別の一時的ではない減損は、以下の通りである。

 損害保険

生命保険およ

びリタイヤメ

ント・サービ

ス

金融サービス 資産運用 その他 合計

 （単位：百万ドル）

2008年12月31日       

減損の内容：       

予想損失 $2,667$21,096 $94 $5,288 $1 $29,146

価値が回復するまで保有する意思

なし
388 10,975 12 735 - 12,110

為替の下落 - 1,903 - - - 1,903

発行体特有の信用関連事由 1,471 3,385 15 977 137 5,985

仕組み証券のキャッシュ・フロー

の下落予想
7 1,372 6 276 - 1,661

合計 $4,533$38,731 $127 $7,276 $138 $50,805

2007年12月31日       

減損の内容：       

予想損失 $71 $1,070 $643 $416 $- $2,200

価値が回復するまで保有する意思

なし
91 885 7 71 - 1,054

為替の下落 - 500 - - - 500

発行体特有の信用関連事由 113 177 - 69 156 515

仕組み証券のキャッシュ・フロー

の下落予想
1 166 - 279 - 446

合計 $276 $2,798 $650 $835 $156 $4,715

2006年12月31日       

減損の内容：       

価値が回復するまで保有する意思

なし
$13 $473 $- $150 $- $636

発行体特有の信用関連事由 65 131 - 66 - 262

仕組み証券のキャッシュ・フロー

の下落予想
- 37 - 9 - 46

合計 $78 $641 $- $225 $- $944
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証券タイプおよび信用格付別の一時的ではない減損の予想は、以下の通りである。

 RMBS CDO CMBS 金融機関 その他有価証券 合計

 （単位：百万ドル）

2008年12月31日*       

満期固定証券       

AAA $8,832 $369 $3,684 $66 $149 $13,100

AA 3,139 625 987 346 58 5,155

A 1,162 1,490 1,194 1,074 138 5,058

BBB以下 1,251 590 327 640 497 3,305

格付けなし - 41 - 15 171 227

エクイティ - - - 521 1,780 2,301

合計 $14,384$3,115$6,192$2,662$2,793$29,146

2007年12月31日*       

満期固定証券       

AAA $168 $621 $- $- $- $789

AA 870 53 6 - - 929

A 66 32 77 - - 175

BBB以下 28 - 52 - - 80

格付けなし - - - - 227 227

合計 $1,132 $706 $135 $- $227 $2,200

*　格付は、減損発生日時点におけるもの。

 

2008年12月31日現在、金融機関の業界別の一時的でない減損は、以下の通りである。

 予想損失

価値が回復するま

で保有する意思な

し

為替の下落
発行体特有の信

用関連事由
合計

 （単位：百万ドル）

業界分類：      

銀行業務 $1,568 $1,270 $267 $526 $3,631

ブローカー業務 186 172 26 1,356 1,740

保険業 262 177 30 88 557

その他 646 511 21 167 1,345

合計 $2,662 $2,130 $344 $2,137 $7,273

 

金融機関についての一時的でない減損は、2006年および2007年においては問題とはならなかった。

 

AIGの連結ベースでの財政状態または経営成績に重要な影響を与える単独の一時的でない減損費用はなかった。ま

た2008年の連結当期純利益の３％を超えて単独で一時的でない減損損失を計上したものもなかった。

 

信用もしくは為替の変動によらない満期固定証券に一時的ではない減損が認識された年以降の事業年度に、AIGは

この減損を収益に反映し、または取得価格の減少から生じたプレミアムの減少を当該証券の残存期間にわたって償

却する。2008年において収益に反映された金額は、6.34億ドルであった。
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満期固定証券および株式の税引前未実現損失の「月数」を取得原価に対する未実現損失を割合(市場価額が償却原

価または取得原価を下回る度合)別に示したものは、個別の項目の数を含めて、以下の通りである。

  2008年12月31日現在

 
取得原価(b)の

20％以下
 

取得原価(b)の

20％超50％以下
 

取得原価(b)の

50％超
 合計

月数

(a)
取得原価(c)

未実現

損失
取引数  

取得

原価(c)

未実現

損失
取引数  

取得

原価

(c)

未実現

損失(g)

取引

数
 取得原価(c)

未実現

損失(d)
取引数

 (単位：百万ドル)

投資

適格

債券

                  

　0-6$65,631$3,6799,213  $10,800$3,0761,803  $772$19833  $77,203$6,95311,049

　

7-12
44,8633,1196,295  12,1523,2691,291  667 36862  57,6826,7567,648

　

>12
32,6042,9764,707  20,3305,9202,534  1,55088993  54,4849,7857,334

合計 $143,098$9,74420,215  $43,282$12,2655,628  $2,989$1,455188  $189,369$23,49426,301

投資

適格

基準

を下

回る

債券

                  

　0-6$4,785$1891,925  $668 $182131  $- $- -  $5,453$3712,056

　

7-12
1,556 88 501  602 164 78  - - -  2,158 252 579

　

>12
1,339 66 272  489 142130  - - -  1,828 208 402

合計 $7,680$3432,698  $1,759$488339  $- $- -  $9,439$8313,037

 

債券合

計
                  

　0-6$70,416$3,86811,138  $11,468$3,2581,934  $772$19833  $82,656$7,32413,105

　7-1246,4193,2076,796  12,7543,4331,369  667 368 62  59,8407,0088,227

　 >1233,9433,0424,979  20,8196,0622,664  1,550889 93  56,3129,9937,736

合計

(e)
$150,778$10,11722,913  $45,041

$12,753

(f)
5,967  $2,989$1,455188  $198,808$24,32529,068

株式                   

　0-6 $1,83516538,389  $1,072$349960  $4 $2 89  $2,911$51639,438

　7-12 386 43 244  446 156 300  6 4 47  838 203 591

　 >12 - - -  - - -  - - -  - - -

合計 $2,221$20838,633  $1,518$5051,260  $10 $6 136  $3,749$71940,029

(a)　その金額を問わず、公正価値が取得価格を下回る継続的な月数を示している。

(b)　貸借対照表の日付現在、公正価値が取得価格を下回る割合を示している。

(c)　債券の場合は償却原価である。

(d)　税引後未実現損失の純利益に対する影響は、特定の実現損失が参加保険契約者勘定に費用計上され、あるいは
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実現されることによって特定のDACの当該期間の償却額の減少として反映されるために、実現された時点で緩

和される。

(e)　貸付有価証券に係る投資現金担保を含む。

(ｆ)　128億ドルの内、45億ドルが25％超の未実現損失を伴うRMBS、CMBS、CDO証券およびABSに関連し、7.91億ドルが

20％超25％以下のRMBS、CMBS、CDO証券およびABSに関連している。残高はその他全種の満期固定証券を示して

いる。

(g)　債券の未実現損失合計15億ドルは信用分析において一時的でない減損とみなされないCMBSを示している。
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2008年12月31日現在において市場価額が取得原価の20％超えかつ50%未満であるRMBS、CMBS、CDO証券およびABSの未

実現損失の月数は、以下の表の通りである。価格に変動がないものと想定した上で、未実現損失ポジションにある当

該証券が、割引の程度に関わらず（AIGの一時的でない取引レベル指針）9ヶ月連続して割引価格で取引されている

（AIGの一時的でない減損月数指針）ことを唯一の理由として、減損計上の対象となる期間を示している。

 
2009年

第１四半期

2009年

第２四半期

2009年

第３四半期
合計

 (単位：百万ドル）

未実現損失率     

25%超 $46 $275 $4,181 $4,502

20%以上25%未満 $- $- $791 $791

 

最近の困難な市況を踏まえ、AIGは、これらの証券の価格に生じうると合理的に考えられる変動を予想することはで

きない。さらに、AIGは、TARPに従い実施可能性のある証券売却が実施された場合に売却可能証券の価格設定に及ぶ

であろう影響を査定することはできない。

 

未実現利益および損失

 

2008年12月31日現在、AIGの売却可能満期固定証券およびエクイティ証券の株価は総額で3,753億ドルであった。

2008年12月31日現在、満期固定証券およびエクイティ証券の税引前未実現ゲインは148億ドル（税引後で96億ド

ル）であった。

 

2008年12月31日現在、満期固定証券およびエクイティ証券の税引前未実現損失は250億ドル（税引後で163億ドル）

であった。これら有価証券の詳細は、以下の通りである。

・　これらの有価証券は、総じてその現在の償却コストの約88％で評価された。

・　これらの有価証券の約24％は、現在の取得価格または償却コストの約20％で評価された。

・　満期固定証券の約５％の発行体の信用格付けは、投資適格未満であった。

 

AIGの経営陣は、AIGにはこれらの投資の価値が取得価格を一時的とみなされる回復期間内に回復するまで保有し続

ける意思および能力があるため、2008年12月31日現在、これらの有価証券に未実現損失が発生していながらも、一時

的ではない減損が生じたとは考えていない。かかる評価を下す際、経営陣は、過去に発生した広範囲の市場低迷期に

おいて証券が市場回復に要した期間を考慮に入れた。さらに、より大幅な低迷を見せた特定証券については、経営陣

は、担保についての信用向上率および予想貸倒率、関連する業界アナリストによる報告書や予測における見解、なら

びに市場において入手可能なその他のデータを考慮した上で、証券毎に、基本信用分析を包括的に実施した。経営陣

の見解によれば、かかる分析から、かかる証券の公正価値が償却コストを下回るまでに著しく減少した場合でも、一

時的でない減損にはあたらないと判断するのに十分説得力のある証拠を得ることができる。

 

2008年において、投資適格債券の未実現損失は、信用スプレッドの拡大がリスクのない利息の減少の影響に一部相

殺されたことを反映して106億ドル(税引後で69億ドル）増加した。
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契約上の満期別の未実現損失が生じている売却可能満期固定証券の償却コストおよび公正価値は、以下の通りであ

る。

 2008年12月31日

 償却コスト 公正価値

 (単位：百万ドル)

１年以内 $6,037 $6,023

１年超５年以内 41,782 37,862

５年超10年以内 48,025 42,439

10年超 71,717 63,840

モーゲージ担保、資産担保および担保付 31,247 24,319

合計 $198,808 $174,483

 

2008年12月31日に終了した事業年度において、満期固定証券およびエクイティ証券の売却に関して発生した税引前

実現損失は134億ドルであった。売却証券の公正価値総額は970億ドルであり、これは償却コストの約88％を占めた。

2008年において損失を出して売却された証券が帳簿価額を下回って継続的に取引されていた平均期間は約８ヶ月

間であった。

 

連結財務諸表に含まれるAIGの米国外子会社にうち特定のものは、11月30日を事業年度末として報告をしている。本

文書中に挙げられている全期間について、11月30日から12月31日までの間に生じる重大な事象がAIGの連結財務諸

表および業績に対して及ぼす影響は、記録の対象となった。AIGは、2008年12月に世界規模で生じた確定利付証券市

場およびエクイティ市場の大幅な高騰が介在要因となり、AIGの連結財務諸表および業績に多大な影響を及ぼした

ものと判断した。AIGは、2008年12月の市場高騰を、投資ポートフォリオを通じて反映した。したがってAIGは、未実現

の増価額56億ドル分（税引後で36億ドル分）を投資について計上した。

 

前へ　　　次へ
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リスク管理

 

概観
 

米国の住宅部門に端を発し、他の部門の経済状態にまでその影響を広げた、長期に渡る先例のない市場の混乱は、深

刻な価格下落と、住宅モーゲージ担保証券およびこれに関連する担保付債務等を含む高格付けの資産担保証券の流

動性低下を招いた。仕組み金融証券は、確定利付資産の中では最大の評価損を被ったが、かかる損失は2007年暮れの

サブプライム担保付の住宅モーゲージ担保証券に端を発し、その後2008年暮れには商業モーゲージ担保証券にまで

及んだ。このような現状により、確定利付資産および代替資産の全てのクラスにおいて、流動性は極めて低くなって

いる。

 

AIGの保険関連の投資ポートフォリオにおける投資目標は、AIGの保険関連負債のスプレッドを徐々に許容範囲まで

縮小できるよう、許容可能な信用度を持つ資産を購入することである。AIGの投資決定に際し、会計上の問題は決定

要素とはなっていないため、AIGはこれまで、市場信用スプレッドの動向から算出した財務結果報告における不安定

要因へのエクスポージャーに対する制限を設けていなかった。様々な資産クラスにおける先例の無い程大規模な信

用スプレッド拡大に影響を受けた2008年の株価の情勢は、AIGの業績、債務状況およびキャッシュ・フローに重大な

悪影響を及ぼした。

 

想定外の価格下落およびそれに伴った流動性低下は、AIGがこれまで資産負債関係および流動性の管理過程におい

て使用していたパラメーターを超過した。AIGは、シナリオ関連のストレステストの改善によるリスク管理過程の強

化および特定のエクスポージャーのリスク軽減により、これらの展開に対処している。AIGのリスク軽減戦略の結果

は下記の通りである。

 

・　現地通貨以外の通貨建ての投資を売却またはヘッジしたことにより、地方事業体レベルでの特定為替エクス

ポージャーが低下した。

・　米ドル以外の通貨エクスポージャーをヘッジしたことにより、AIGレベルでの特定為替エクスポージャーが低下

した。

・　普通株式、ミューチュアル・ファンドおよび不動産投資を含む特定のエクイティおよび代替投資を売却したこ

とにより、規制上の自己資本負担および利益の変動率が軽減された。

 

しかし、市場の混乱とそれに伴う価格下落や流動性の制限等の継続は、信用リスク、市場リスクおよび流動性リスク

へのエクスポージャーを軽減する手法を利用するAIGの能力を著しく制限している。

 

AIGは、現在置かれている状況に鑑み、各事業別およびコーポレート・レベルの両面で、リスク管理統制の環境およ

び企業リスク管理の機能を再評価する。AIGは引き続き、AIGの現在の流動性プラン、資本プランおよび処分プランに

適うリスク管理システムおよびリスク管理プロセスに投資する。

 

AIGが直面する主なリスクには以下のリスクも含まれる。

 

・　信用リスク－債務者がAIGに対して債務を履行できず、あるいは履行を拒否することから発生しうる損失

・　市場リスク－金利、外貨、エクイティおよび商品価格ならびに変動率の程度の不利な変動から発生しうる損失

（かかるリスクには、証券および取引相手の信用スプレッドに関する不利な変動から発生しうる損失である信用

スプレッド・リスクが含まれる。）

・　事業リスク－不十分または機能不全の社内手続、人材およびシステムまたは外的要因から発生しうる損失

・　流動性リスク－期日までに支払い義務を果たせない可能性

・　損害保険リスク－不適当な保険料、不十分な支払備金および異常災害エクスポージャーから発生しうる損失

・　生命保険リスク－保険指向の商品において、実際に発生した保険金が予想死亡、疾病および解約率から逸脱する

こと、ならびに退職貯蓄商品の契約上の債務を満たすためのキャッシュ・フローが不十分であることから発生し

うる損失
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AIGはまた、評価リスクにもさらされている。評価リスクとは、AIGの評価が損なわれたために生じた直接的損失また

は将来の事業について生じうる損失に関するリスクと定義される。会社の評価が損なわれる原因には様々なものが

あるが、潜在的な利益衝突、法的または規制上の要件、倫理的問題、ならびに売買取引行為などがある。これに加え、

評価リスクは、上記に列挙された主なリスクの原因ともなるし、またはかかるリスクの結果として生ずる可能性も

ある。
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リスク管理に関する主要な責任は、AIGの事業部門内の事業執行役員が負う。事業執行役員は、AIGの上席経営陣の定

めたリスク管理の枠組みに基づき、担当事業におけるリスク管理手続を設け、これを実施し、また特定の事業ニーズ

や各事業部門へのリスク集中を含む問題に対処する責任を有する。企業リスク管理においてまず重視されること

は、各事業においてこれらの手続を監督することと、AIGが前述のリスク分類におけるリスクの集中から経済的損失

が発生しうるリスクを評価することである。

 

企業リスク管理

 

AIGの主なリスクは、AIGのチーフ・リスク・オフィサー（「CRO」）が指揮を執るエンタープライズ・リスク管理

部（「ERM」）が主導となってコーポレート・レベルで協議される。ERMは、最高経営責任者に報告を行い、AIGがさ

らされるリスクの特定、評価、定量、管理および軽減に向けてAIGのビジネス・リーダー、業務執行役員および取締役

会を支援する責任を有する。

 

ERMの重要な目的は、適切なガバナンス、権限、手続および方針をいったん設定した後に、リスクが積み重なることに

より不適切なリスクの集中を防ぐことである。上席経営陣は、方針を定め、そのグローバル事業の基本的な運営パラ

メーターを設定し、その事業に絡むリスクを管理するために様々な監督委員会を設置した。これらの委員会には、信

用リスク委員会（CRC）、流動性リスク委員会（LRC）、異常・新興リスク委員会（CERC）、複合ストラクチャード・

ファイナンス取引委員会（CSFTC）およびグローバル・地域的価格設定委員会がある。

・　CRCは、下記の事項について責任を負う。

・　AIG全体に適用する信用リスク方針およびその手続を承認する。

・　信用を評価する権限を各事業部門の信用リスク・オフィサーに委任し、事業部門のマネジャーを指名す

る。

・　委任された権限を越えるコーポレート、ソブリン、ストラクチャード・ファイナンスおよび外為決済エク

スポージャー取引の要請および制限事項を承認する。

・　コーポレート、金融およびソブリン債務者についてAIGのリスク評価手続を設け、これを維持する。

・　全ての信用を負担する事業部門のポートフォリオの信用リスク・エクスポージャーを定期的に見直す。

・　全ての信用集中リスクを見直す。

・　LRCは、AIG親会社における流動性方針の実施に責任を負い、AIGの各エンティティーにおいて流動性方針の監督

および管理を行う。

・　CERCは、AIGの様々な部門により保証されてきた潜在的な異常事態にAIGがさらされるリスクに関して分析、検

討、定量および上席経営陣への報告をするための既存手続を強化する目的で、2008年６月に設立された。委員会は

定期的に会合を開き、将来深刻な影響を及ぼすような可能性のある事態やさらされる可能性のあるリスクについ

て協議する。委員会のメンバーは、引受業務、保険数理およびリスク管理の各分野の専門家を含む。

・　CSFTとは、AIGまたは第三機関によって作成、市場に投入または提案された法律、規制、会計またはレピュテー

ション上の目立ったリスクにさらされかねない取引および商品をいう。CSFTCは、提案されたCSFTを見直し、承認

する権限を有し、責任を負う。CSFTCは、全ての各主要事業ユニット内に設置された取引レビュー委員会

（「TRC」）の活動に対し助言し、監視する。TRCは、これらCSFTを特定し、見直し、さらにCSFTCに照会する責務を

負う。

 

AIGは、2008年第１四半期に、FAS第157号の要件に取り組むため、グローバル価格設定委員会を設置し、実施した。グ

ローバル価格設定委員会は、AIGの価格評価活動とその過程を監督し、各地域における基本的な事業においてかかる

活動を実施し監視するために、運営の責任を５つの地域的価格設定委員会に委任した。

 

信用リスク管理

 

AIGは、相当な資源を投入して、確定利付投資、預金、法人向けまたは顧客向けの貸付金、リース、再保険の回収、デリ

バティブ取引における相手方リスク、保険リスクの再保険会社および保険契約者への譲渡、信用デリバティブの締

結を通じて引き受けられた信用リスク、ならびに財務保証および信用状から負うこととなった直接的または間接的

な信用エクスポージャーを管理している。信用リスクとは、AIGの顧客または相手方が契約上の債務を期日に返済で

きず、または返済を拒否するリスクをいう。信用リスクは、次の事態からも発生する。(i)AIGが信用証書を保有し、あ
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るいは、場合によっては保険を引き受けている相手方の格付けが格下げされ、資産価値の下落を引き起こし、保証し

たリスクが発生した場合、(ii)外為決済リスクについて、国（ソブリン政府リスク）または国内の１人以上のソブ

リン以外の債務者が、債務を返済することができず、または当該国以外の国に所在する別のAIGの事業部門が被った

信用または株式エクスポージャーを補填する為替を提供できない場合。
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AIGの信用リスクは、CRCを支援し、CRCの業務を補完することを主要な役割とする信用リスク管理部（「CRM」）に

よってコーポレート・レベルで管理されている。CRMは、AIGのチーフ・クレジット・オフィサー（「CCO」）に率い

られており、CCOは、AIGのCROに報告する。AIGのCCOの責務は、主にCRCに承認される信用リスク方針および手続を考

案および維持することである。この責務を果たす上で、CRMは次の責任を負う。

 

・　CRMクレジット・エグゼクティブおよび事業ユニットのクレジット・オフィサーへの信用権限の委任を承認す

ること。

・　信用の制限、プログラム制限、および上記の権限委任の取引に関する全ての要請の承認手続きを管理すること。

・　相手方、国および業種別に全ての信用エクスポージャー関連データをグローバル規模で収集し、リスクの集中状

況をCRCおよび取締役会に付属する財務委員会に定期的に報告し、共に検討すること。

・　全ての投資、デリバティブおよび信用が発生する事業部門の日常的なポートフォリオの信用レビューを定期的

に行い、必要であれば是正を勧告すること。

・　AIGの社内のリスク評価手続の設定および維持を含む、信用リスクを定量および評価する方法を考案すること。

・　事業ユニットおよび法人レベルにおいて、適切な貸出準備金および方針を承認すること。

 

CRCはまた、UGCの抵当保険の営業を含む米国内および国際的な事業ユニットの顧客向け貸付ポートフォリオに関す

る集中度の上限を承認する。これに加え、CRCは、米国内および国際的な住宅および商業モーゲージ担保証券および

担保付債務に対するAIGインベストメンツのエクスポージャーの集中度に対して上限を設定する責任を負う。

 

AIGは、会社全体に渡る信用リスクの集中度を注意深く監視およびコントロールし、引き当てが行われているか否か

に関わらず、望ましくないもしくは過度のリスクの蓄積を回避するよう努めている。一定の状況下において信用リ

スクのレベルを最小限に抑えるために、AIGは第三者による保証、信用状や信託勘定の差し入れなどによる担保およ

び再保険を要求することがある。これらの保証、信用状や再保険の回収もまた信用エクスポージャーとして扱われ、

リスク集中エクスポージャー関連データに追加される。

 

AIGが定義するところ、相手方に対する信用エクスポージャー総額とは、満期固定証券、貸付、金融貸付、再保険の回

収、デリバティブ（値洗い後）、預金および信用状（両者とも金融機関の場合）、ならびに信用リスクが内在する特

定の信用商品に対する特定信用相当エクスポージャーの合計をいう。

 

以下の表は、2008年12月31日現在、株主資本合計に対するAIGの最大の信用エクスポージャーが占める割合を示した

ものである。

種類 リスク格付け(a)
株主資本合計に対して

信用リスクが占める割合

投資適格：
リスク格付

信用エクスポージャー

（自己資本全体に対する

割合）

　　最大の10銘柄合計 A+(加重平均)(b) 173.8%

　　1件の最大の非ソブリン債（金融機関） A- 19.2

　　1件の最大の社債 AA 9.4

　　1件の最大のソブリン債 AAA 35.6

投資適格基準を下回るもの：
 

 

　　1件の最大のソブリン債 BB- 3.3

　　1件の最大の非ソブリン債 BB 1.4

(a)　リスク格付けは、AIGの社内リスク格付または外部の格付機関によるリスク格付のうち低い方の格付けに基づ

くものである。

(b)　信用エクスポージャーの最も高い10銘柄中５銘柄は金融機関であり、４銘柄は投資適格ソブリン債である。BBBを

下回る格付けまたはそれに相当する格付けを受けているものはない。
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AIGは、外為決済エクスポージャー総額を国別および地域別に監視している。AIGは、外為決済エクスポージャーを外

為決済信用エクスポージャーおよびAIGの米国外子会社に対する海外投資の両方を含むものとして定義している。

2008年12月31日において、10カ国が、株主資本合計の20％を超える外為決済エクスポージャーを占めていた。同日に

おいて、そのうち7カ国の格付けはAAA、２カ国の格付けはAA、1カ国の格付けはAである。

 

また、AIGでは業種毎の集中度も見直し、管理している。AIGの最大の単独の業種信用エクスポージャーは、銀行、証券

会社、生命保険会社および生命保険以外の保険会社、再保険会社、金融会社、ならびに政府後援団体などを含む、金融

機関業界に対するエクスポージャーである。

 

以下の表は、グローバルな金融機関部門の株主資本合計に対するAIGの最大の信用エクスポージャーが占める割合

を示したものである。

2008年12月31日現在
株主資本合計に対して

信用リスクが占める割合

業種のカテゴリー：  

マネーセンター／グローバル銀行グループ 160.0%

グローバル生命保険会社 30.8

ヨーロッパの地域金融機関 28.2

グローバル再保険会社 21.2

グローバル証券会社 18.8

アジア地域の金融機関 15.8

北米を拠点とする地域金融機関 15.7

政府後援団体 12.8

生命保険以外の保険会社 12.5

 

AIGの世界最大の5つのマネーセンター／グローバル銀行グループ機関に対するエクスポージャーは、2008年12月31

日現在の株主資本合計の65.6%を占めた。

 

AIGのグローバル金融機関に対するエクスポージャーには、66億ドルの優先株式およびTier１証券、14億ドルの上位

Tier2証券および75億ドルの下位Tier2証券が含まれる。これらの証券は、事業体に様々な程度の資金的なサポート

を提供するため、配当または繰延利息および元本の不払いまたは不履行の高いリスクにさらされ、規制上または契

約上の制限を受ける可能性がある。かかる証券は、AIGの様々な子会社に保有されており、債務者および国別に分散

されている。これに加え、AIGの金融機関エクスポージャーには、合計200億ドルに及ぶその他の劣後証券が含まれて

いた。

 

AIGのその他の業種の信用リスクのうち、連結株主資本合計の20％を超えた業種は、以下の業種であった（割合の高

い順から表示）：

－　石油およびガス

－　電気水道事業－　グローバル通信会社

 

 

いくつかのAIGのエクスポージャーには、2008年12月31日現在、AIGに財政支援として360億ドル（帳簿価格）以上を

提供している「モノライン保険会社」としても知られる金融保証保険会社が保障する保険がかけられている（保

険に「内包されて」いる）。モノライン保険会社は、その多くが現在投資不適格の格付けを受けているが、主に米国

内において支援を行っている。AIGは、有価証券の購入を検討する際に、その主な返済原資としてモノライン保険に

依拠していない。全ての投資証券は主にその証券の発行体のキャッシュ・フローを生み出す能力および当該証券の

キャッシュ・フローの性質に基づいて評価される。

 

CRCは、上記の全ての分類の四半期の集中度に関する報告書の他リスク格付けに基づく信用の変化を見直している。
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CRCは、AIGが過剰に信用リスクを負わないよう、またAIGの信用リスク・プロフィールが事業部門にわたって適切に

調整されることを合理的に確保するために集中限度を調整することができる。

前へ　　　次へ
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市場リスク管理
 

AIGは、主にその保険事業およびキャピタル・マーケット事業において、市場リスクにさらされている。AIGの保険事

業において、これらの資産・負債エクスポージャーは、ほとんどが構造的な性質のものであり、短期間で市場機会を

利用しようとする投機的なポジションから生じるものではない。例えば、生命保険および退職金貯蓄のビジネスモ

デルは、保険契約者から保険料および預金を集め、その収益を長期的な信用ベースの資産を主な対象として投資す

ることである。スプレッドは、資産収益と保険契約者に対して支払われる資金調達コストの差額から時間をかけて

発生する。資産・負債のプロフィールは、不況に陥る可能性のある市場に資産を早期売却することなく、投資資産に

よるキャッシュ・フローが保険満期時に保険契約者への義務を果たすために十分なように管理される。現在のよう

に市場が激しく不安定な時期においては、本来ならば機能している投資の市場価格が下落し非流動的となっている

ことで、信用関連の損失が実際に発生しなくても、自己資本が下落する。かかる資本力の減損による圧力により、保

険会社の財務力に関する市場評価および信用格付は下落している。

 

CROに報告をしている市場リスク管理部（「MRM」）は、AIGの金融サービス、保険および投資事業全てにおける市場

リスクをコントロールおよび監視する責務を負う。

 

AIGの市場エクスポージャーは、下記の要因から発生する。

・　ベンチマーク金利　ベンチマーク金利は、リスクのない金利としても知られ、政府／財務省の収益曲線またはス

ワップ曲線のどちらかに関連している。AIGの重要な満期固定証券ポートフォリオは、ベンチマーク金利の変動と

ともに変化する。

・　信用スプレッドまたはリスク・プレミアム　信用スプレッド・リスクは、ある商品のリスク・プレミアムまたは

利回りがこれに同等のデュレーションを持ちデフォルト・フリーである商品の変化に対応して変動のために生

じうる損失の可能性のことである。

・　エクイティおよび代替投資の相場　AIGのエクイティおよび代替投資の価格に対するエクスポージャーは、普通

株式およびミューチュアル・ファンドへの直接投資、特定の変額年金および変額生命保険商品の構造に組み込ま

れている最低保険給付金額の保証、ならびにヘッジファンドとプライベート・エクイティ・ファンドから成る

パートナーシップ、プライベート・エクイティへの投資、商業用不動産および不動産ファンド等の準株式への投

資から生じる。

・　為替レート　AIGは、重要な利益、資産および負債を様々な外貨建てで保有し、また資本を様々な外貨建てで保持

するグローバルな多角的企業である。

 

AIGは、市場リスク・エクスポージャーを測定し定量するために、下記を含む多数の評価基準および手段をとる。

・　デュレーション／主要金利デュレーション　デュレーションは、ベンチマーク収益曲線の平行移動に対する債券

商品の感応度の測定手段である。主要な金利デュレーションは、任意の期間における収益曲線の変動に対する感

応度を測定するものである。

・　シナリオ分析　シナリオ分析は、エクスポージャーを評価し報告するため、過去のデータや仮定に基づいた、また

は将来を見越したマクロ経済のシナリオを使用する。仮定に基づくシナリオの例としては、収益曲線における

100ベーシス・ポイントの平行移動または世界規模のエクイティ市場における10％の即時かつ同時の減少等が

挙げられる。

・　バリュー・アット・リスク（VaR)　VaRは、見込み変動率、および市場要素の相関関係を用いた統計方法で、特定

期間に生じうる最大の損失を算出することを目的とし、一定水準の測定上の信頼性が確保されている。VaRは、

個々のエクスポージャーの規模を測るだけでなく、異なる市場エクスポージャー間の相関関係を測り、これによ

り市場リスクを測定する手段をポートフォリオに対して提供する。VaRの主要な欠点は、過去のデータに依拠す

ることにより、VaRの計算が本質的に「後方重視」となっていることである。かかる欠点は、最近の信用危機にお

いて最も顕著に現れた。

・　ストレステスト　ストレステストとは、シナリオ分析の特別な形式であり、かかる分析に使用されるシナリオは、

著しく不利な結果が発生した場合を想定するように設定されている（1987年10月の株式市場の混乱または2008

年のRMSBもしくはCMBSの利回りもしくはスプレッドの拡大などがその例である。）。ストレステストは、VaRの欠

点に対処し、VaRの計算を補完するものである。とりわけ金融市場が不安定状態にある中、ストレスシナリオの利

用によりは、過去のデータにのみ依拠するVaR結果に比べて、より適格で将来を見越した市場リスク関連情報を

得ることができる。
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2008年度における金融市場の変動規模、ならびに異なる市場、リスクおよび資産クラス間の相関関係の程度は、先例

のない程のものであり、そのため過去のデータの分析に基づくVaR測定法は、リスクの測定方法としてはそれまでに

比べ指標としての信頼性が薄れてきた。その結果、AIGは、過去のデータに基づくVaR測定方法がAIGのさらされてい

る市場リスクを有効に表していないものと確信している。したがって、これに代わり、AIGは、特定のシナリオ下での

感度を用いることで、収益曲線、エクイティ市場および代替資産ならびに為替レートといった主要な市場リスク要

因に対するエクスポージャーの規模を測っている。保険事業、資産運用事業および金融サービス事業（キャピタル

・マーケットを除く。）についての感度およびシナリオは、以下の表に示されている。
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保険事業、資産運用事業および金融サービス事業（キャピタル・マーケットを除く。）の感応度
 

以下の表は、2008年12月31日における、イールドカーブの上方移動、株式損失および外貨換算レートによる損失に対

するAIGの感応度を示す。

 エクスポー

ジャー

感度要因 効果

（単位：百万ドル）    

収益曲線 $500,000全ての収益曲線において100ベーシ

ス・ポイントの上方平行移動

$23,500

株式および代替投資 $47,000株価および代替投資において15％

の下落

$7,050

為替レート $17,000全ての外貨についての対米ドル為

替レートにおいて10％の下落

$1,700

 

収益曲線についてのエクスポージャーには、収益曲線の変動の影響を直接的に受ける、満期固定証券、貸付、貸出債

権および短期投資等の資産（SOP03-1による連結ベースの別勘定資産を除く。）が含まれる。エクイティおよび代替

投資の価格に対するエクスポージャーは、普通株式、優先株式、ミューチュアル・ファンド、ヘッジファンド、プライ

ベート・エクイティ・ファンド、商業用不動産および不動産ファンド（SOP03-1による連結ベースの別勘定資産な

らびに連結ベースの合同運用パートナーシップおよび合同運用ファンドを除く。）への投資を含む。為替レートに

対するエクスポージャーには、AIGの連結ベースでの米ドル以外の純資本投資がGAAPベースで反映されている。

 

上記の収益曲線の100ベーシス・ポイントの上方移動、エクイティおよび代替投資の15パーセントの下落、対米ドル

為替レートの10パーセントの下落という感度を示す事象は、例示ためという理由のみで選択された。これら特定の

事象の選択は、予想として解釈されてはならず、単にかかる事象の潜在的な影響を示すものとして解釈されるべき

である。AIGの直面するリスクは、これらのシナリオのみであると解釈されるべきではない。上記事象は、AIGが今後

経験しうる様々な損失の暗示として示されている。これに加え、上記の事象およびその他のリスクから生じる損失

は、上記に示すよりも著しく大きくなるおそれがある。

 

上記の感度要因は、下記の通り、1987年から2007年までの過去のデータに基づき選択されている（下表参照）。

 

・　収益曲線の100ベーシス・ポイントの平行移動は、ベンチマークである10年国債の収益における１つの標準偏差

の変動をもたらす。

・　エクイティおよび代替投資の15パーセントの下落は、S&P500の１つの標準偏差の変動をもたらす。

・　為替レートの10パーセントの下落は、米ドル／日本円為替レートの１つの標準偏差の変動をもたらす。

 

 期間 標準偏差 提案シナリオ 標準偏差の倍

数としてのシ

ナリオ

2008年の変

化／利益回収

率

標準偏差の倍

数としての

2008年

10年国債（ベー

シス・ポイン

ト）

1987年-2007年 98.1% 100.0% 1.0 (185.0)% 1.9

S&P500 1987年-2007年 16.1% 15.0% 0.9 (38.5)% 2.4

米ドル／日本円 1987年-2007年 10.0% 10.0% 1.0 23.3% 2.3

 

AIGが以前に報告を行ったVaR分析に基づく取引以外の市場リスク合計は、2007年12月31日が56億ドルであったのに

対し2008年12月31日においては104億ドルとなった。VaRの増加は、主として金融市場のの大幅な拡大および世界的

にベンチマーク金利が著しく減少したことが原因である。
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事業運営のリスク管理
 

AIGのコーポレート・レベルにおける事業運営リスク管理部（「ORM」）は、AIGの事業運営のリスク管理体制を統

括している。ORMのディレクターは、CROに報告する。ORMは、事業運営のリスク管理の枠組み、原則およびガイドライ

ンを設置する責務を負う。AIGは、事業運営のリスク管理を行うための枠組みならびにリスクおよび管理の自己査定

プロセス（「RCSA」）を実施する。

 

各事業ユニットは、有効な運営リスク管理がAIG全体を通して確実に実施されるよう、AIGの事業運営のリスク管理

プログラムの内容を実施する責任を負う。事業ユニットは現在、さらに強固なリスク評価を実施するため、統制の枠

組みを強化している過程にある。これに加え、処分プロセスに携わる事業ユニットは、AIGからの分離に伴う事業運

営上の特定のリスクの評価を行うことになる。

 

保険リスク管理

 

再保険
 

AIGは、その保険リスクのために下記の通り再保険プログラムを活用している。
・　多額の個々のエクスポージャーを補填する任意保険
・　特定の事業を補償するための負担分担条約
・　多額の損害を補償するためのエクセス損害条約
・　約定保障額を超えた個人生命保険リスクを保障するためのエクセスまたはサープラス保障の自動発動条約
・　地震、風害および洪水を含む特定の異常災害を補償するための災害条約
 
AIGは、自然災害へのエクスポージャーをモニターし、特定の地域、会社または危機に関するエクスポージャーを制
限する是正措置をとる。2008年第４四半期中、レキシントンは任意再保険の斡旋により、自然災害へのエクスポー
ジャーをおおよそ9.00億ドル減少させた。
 
AIGの再保険保全部（Reinsurance Security Department、 「RSD」）は、定期的に米国内外の現在および見込みの
ある再保険業者の財務状況の詳細な評価を行っている。RSDは、再保険業者に出再されたリスクの性質および再保険
業者から回収が可能な再保険料総額を監視する。この評価には、再保険会社が適切に認可され、十分な財政基盤を有
しているかの確認、また米国外の再保険業者については、その現地の経済情勢についても評価を含むがこれに限定
されない行為を含むことがある。
 
RSDは、再保険業者に出再されたリスクの性質および信用リスク緩和の必要性について検討する。例えば、AIGの特約
再保険契約は、再保険業者に保障事象が発生した場合の担保の差し入れを要求する規定を頻繁に盛り込んでいる。
さらに、AIGは、保険業者の財務力の格下げ、規定レベルを下回った法定剰余金の減少、特定のレベルを下回ったNAIC
のリスク・ベース自己資本比率（「RBC」）および再保険回収額の最高限度に達した場合などを含むがこれらに限
定されない信用トリガーを利用して再保険業者に対する担保されないリスクを制限する。これに加えて、AIGのCRC
は全ての再保険業者エクスポージャーおよび信用限度を再検討し、設定限度を上回る実際および潜在的な信用度の
集中を示す再保険業者の信用を最大限承認する。AIGは、再保険業者一社に対するエクスポージャーが、AIGに不適切
なリスクの集中を負わせるものではなく、また、AIGの事業も特定の再保険契約に偏って依拠していないと考える。
 
AIGは、損害保険事業ならびに生命保険およびリタイヤメント・サービス事業について、グループ会社間においても
再保険契約を結んでいる。これは引受管理能力を維持し、保険リスクをグループ内の会社間に分散し、グループ外の
再保険業者の規模の経済を利用するための健全で慎重な実務慣行として行われているものである。法的に必要であ
る場合は、AIGは、これらの会社間の再保険取引を担保するために、第三者の金融機関から信用状を取得している。
2008年12月31日現在、子会社との会社間の再保険契約は、この信用状をもって約54億ドル分保証されていた。
 
再保険契約によって被保険契約者に対するAIGの直接の責任が免責されるわけではないが、有効な再保険プログラ
ムはAIGの損失見積額を大幅に緩和する。AIGは継続的に再保険市場および災害補償、保険リスク証券化、「サイド・
カー」および類似の手段などの仕組み取引を含む補償の様々な魅力的な形態を評価し続けている。
 
2008年度のために、AIGは、１回の保障額を15億ドルとする保障規定に対し、2009年および2008年にそれぞれ約
13.5億ドルと11億ドルの保障を受けられる米国異常災害保障再保険を購入した。さらに、AIGは、2008年には購入
しなかった労災異常災害再保険を6.40億ドル購入した。生命保険およびリタイヤメント・サービス事業では、AIG
の2008年度の異常災害保障保険のもとでは日本および台湾のみについて2.00億ドル超を保障する保険に対し2.50
億ドルの保障を受けられる再保険を保有していた。AIGが2009年においてこれと同程度の保障を受けられる保証は
ない。
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再保険の回収の見込み
 
損害保険の再保険で回収することが可能な資産は下記の資産で構成される。
・　再保険業者から回収することのできる金額および再保険業者に請求されているがまだ支払われていない再保険
金（回収可能な支払保険金）

・　最終的に出再された支払備金（請求されたが支払われていない保険金を含む。）およびIBNRの見積り（「出再
支払備金」と総称する。）

・　未収保険料に対する出再支払備金
 
2008年12月31日現在、219億ドルの損害保険事業の再保険資産には、13億ドルの回収可能な支払保険金、168億の出再
支払備金および42億ドルの未収保険料の出再支払備金が含まれていた。IBNRの見積り方法および最終的な損失を定
めるための方法としては、今後複数年にわたって発生しうる損失の頻度や規模が見積られ、経営陣は継続的にその
見積りを見直して更新する。全ての見積りの調整は、収益に反映される。AIGは、2008年12月31日現在、その出再支払
備金全額が最終的に回収可能な損失を示していたと考える。ただし、実際に発生する損失は現在出再された金額と
異なる可能性はある。
 
AIGは、財務力が健全であると判断した再保険会社と取引を行うとともに、必要な場合には預り金、有価証券、取消不
能信用状などの形で十分な担保を差し入れるよう再保険業者に要求し、再保険に伴う信用リスクに対処している。
所定の支払期限経過後も未払となっている金額については、個々の再保険会社に対して、こうした担保権を行使し
て弁済を受けることができる。2008年12月31日現在の損害保険事業の再保険資産の約55％は、許可を受けていない
再保険会社からのものである。「許可を受けた」「許可を受けていない」という用語は、信用度を表すものではな
く、規制上の分類によるものである。管轄当局の許可を得るために、こうした残高の52%を超える額が、担保付となっ
ている。またさらに、各現地の保険監督局の許可を得て、AIGは2007年12月31日現在の無担保の残額について管轄当
局の許可を受けるために、特定の損害保険会社のために商業銀行数行から発行された約16億ドル相当の信用状およ
び29億ドル相当の信託を差し入れた。損害保険事業の再保険資産の残り45％は、許可を受けた再保険会社からのも
のである。2008年12月31日現在、許可を受けた再保険会社に関する残高のうち約84％は、A.M.ベスト社の格付け
A(優)以上、またはスタンダード・アンド・プア－ズ社の格付けA(強い)以上の再保険会社に対するものである。こ
の格付けは、財務力の強さの目安となっている。
 
以下の表は、2007年12月31日現在、AIGの損害保険事業の再保険資産の5%超を占める再保険会社の詳細である。

 

 

 

 

S&P

格付け(a)

A.M.ベスト

格付け(a)

再保険資産

総額

損害保険再

保険資産を

占める割合

－正味

保有担保

(b)

無担保

再保険資産

 (単位:百万ドル)

再保険会社：       

　スイス・リインシュアランス・

　　グループ
A+ A+ $1,665 7.3% $380 $1,285

　バークシャーハサウェー・インシュア

　　ランス・グループ
AAA A++ $1,341 5.8% $131 $1,210

　ミュンヘン・リインシュアランス・

　　グループ
AA- A+ $1,274 5.6% $539 $735

　ロイズ・シンジケート－ロイズ・

　　オブ・ロンドン(c)
A+ A $1,051 4.6% $128 $923

(a)　財務力格付けは、2009年2月18日現在の上場会社の様々な再保険子会社の格付けを反映する。

(b)　該当する特約保険契約の残高を超える担保を除く。

(c)　AIGの損害保険事業の再保険資産の5%未満を占める格付けのないエクイタスの再保険資産総額を除く。
 
AIGは、回収不能再保険金見積額に対して4.25億ドルの引当金を設定している。2008年12月31日現在、経営不振に
陥っている(例えば清算、支払不能、破産管財もしくは正式あるいは非公式な法的規制がとられている)再保険会社
に対して、AIGが多額の未回収出再保険金残高を有している事実はない。経済情勢が脆弱化し金融市場が緊迫する現
状において、損失を計上している再保険会社も存在し、これらが格下げを受けるおそれもある。AIGの未回収再保険
金のエクスポージャーは、かかる会社のうち主として最低資本要件規制の対象となっている規制対象子会社による
ものである。RSDは、CRMとともにこうした状況について検討し、再保険会社に担保の差し入れを要求する可能性のあ
る信用トリガーの遵守を監視し、かかる状況から発生する重大なリスクの軽減を目的としたその他の手段を講じ
る。
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部門別リスク管理
 

前述の方法以外にも、AIGは、その各事業部門を通じて事業リスク監視活動を管理している。

 

保険事業
 

AIGは、グローバル規模で複数の保険事業を行っているために、異なる時期に様々なリスクにさらされる。これらの

リスクは、組織全体を通じて中央と各地域で、以下を含むいくつかの手続を通じて管理されている。

 

・　商品設計、商品開発および販売の事前承認

・　保険の引受の承認手続および権限

・　継続的にモニタリングすることによるエクスポージャーの制限

・　複数の段階（保険契約、事業ライン、商品グループ、国、個人／団体、相関関係および異常災害リスク事象）にお

ける総括および集中度合いの制限に関するモデルの形成および報告

・　財務報告、資本およびソルベンシー目標値の遵守

・　内部同士および第三者との再保険の積極的な活用

・　支払備金の見直しおよび設定

 

AIGは、保険を引き受けたことによるリスクを、各事業部門別に、当該リスクの性質および地理的分布、保険条項、な

らびにそのリスクをとることにより課される保険料を監視およびコントロールすることによって注意深く管理し

ている。リスクの集中は、様々なモデリング法を用いて分析され、当該リスクには風害、洪水、地震、テロおよび事故

などを含むが、これに限定されない。

 

AIGは、以下のように概ね２つに分けられる保険リスクを負っている。

 

・　損害保険－補償の対象となるリスクには、財物、傷害、身元保証、経営責任およびモーゲージ保証保険に基づくリ

スクが含まれる。損害保険事業のリスクは、保険契約、事業ライン、相関関係および異常災害リスク事象など様々

なレベルで総括されることならびにリスクの集中度を制限することにより管理される。

・　生命保険およびリタイヤメント・サービス－保険性質の高い商品では疾病および死亡、退職貯蓄性質の高い商

品では契約上の債務を支払うキャッシュ・フローが不足するリスクが存在する。リスクは、商品設計、堅実な医

療評価、外部の従来からの再保険プログラムおよび外部の異常災害再保険プログラムによって管理されている。

 

AIGは、その保険事業において、再保険の主要な購入者である。再保険を活用することで保険リスクが管理（継続、変

動、集中）しやすくなり、現地（支店および子会社）での資本計画が立てやすくなる。AIGはプール毎に再保険を購

入することができる。AIGの再保険リスクをプーリングすることにより、AIGは、損害保険事業ならびに生命保険およ

びリタイヤメント・サービス事業の双方について、連結レベルでより効率的に再保険を購入し、グローバルな取引

相手方におけるリスクや取引相手方との関係を管理し、グローバルな異常災害リスクを管理することができる。

 

損害保険
 

損害保険事業では、引受リスクは、申請承認手続、エクスポージャーの制限の他、除外、補償限度額および再保険を通

じて管理されている。AIGが補償するリスクは、引受権限の委任の制限、慎重な引受慣行、価格設定手続および全体の

保険契約債務の適切な引き当てを確定するための保険数理分析の使用を通じて管理されている。

 

AIGの損害保険事業を管理する主たる目標は、引受利益を得ることである。この目標を達成するためには、AIGはリス

クを厳格に選別し、引き受けたリスクを補償するのに十分な保険料を徴収し、かかる補償をするのに適した契約条

項を設けなければならない。

 

異常災害リスク・エクスポージャー
 

AIGはその事業の性質上、どの年においても、複数の事業部門の商品にまたがる複合的損害が発生しうる異常災害に

さらされる。このリスク・エクスポージャーをコントロールするために、AIGは、重要な事業ユニットに対する総補

償限度額の設定、累積リスク・エクスポージャーの監督およびモデル化、ならびにAIGが保有する他の再保険を補完

することを目的とした異常災害再保険の購入等、様々な技法を駆使している。
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ハリケーン、地震その他の異常災害などの自然災害は、AIGの業績に悪影響を及ぼす可能性がある。また鳥インフル

エンザ（H５N１）などの流行病の蔓延も再保険プログラムでは極一部しか相殺しきれないほどAIGの事業および業

績に打撃を与える可能性がある。

 

AIGは、いくつもの技法の中でとりわけ、保険業界においても高く評価されているモデルを活用して異常災害事由を

評価し、その発生頻度および損害の度合いを査定している。またAIGは、AIGの世界各国の損害保険事業のリスク・エ

クスポージャーを定期的に査察し、その査察結果を基にモデルに調整を加えることによってこれらのモデルを更新

している。以下は、企業向け損害保険、個人向け損害保険、米国外損害保険、HSB、および21stセンチュリー・イン

シュアランス（「21stセンチュリー」）がさらされるエクスポージャーを含む最近の自然災害に関連するモデル

上の損害の概観である。トランスアトランティックは、異なるモデルを採用しており、その結果は、以下に別途示さ

れている。顕著な生命保険ならびに事故および医療保険(A&H)エクスポージャーもこれらの結果に加えられている。

モデル上の結果は、全ての再保険会社が、再保険契約の規定どおりAIGに対する債務を履行することを前提としてい

る。

 

全資産および労働者災害保険を合わせたエクスポージャーから発生しうる損害を見積もるための標準的な方法は

存在しない点に留意されたい。さらに、これらの損害を見積もるための標準的な仮定も保険業界には存在しない。異

なる方法および仮定を用いると、見積り損害も大きく異なってくる。したがって、これらのモデル上の損失は、他社

の見積りと比較することはできない。これらの見積りは本質的に不確定なものであり、災害に対するAIGの最大エク

スポージャーを反映していないこともある。AIGの実際の損害は、これらの見積りから（場合によっては大きく）逸

脱する可能性がある。

 

下記の表に記載されるモデル上の結果は、１年間に１件または数件の自然災害から発生しうる財物保険、労働者災

害保険、生命保険およびA&H損失の保険金総額を示す支払見込総額（「AEP」）に基づくものである。生命保険およ

びA&Hに関するデータには、米国、日本および台湾の地震に対するエクスポージャーも含まれる。これらは、地震に対

して生命保険およびA&Hが負う最大のエクスポージャー負担を表わしている。A&H損失は2008年４月の情報に基づい

てモデル化され、生命保険の損失モデルは、日本および台湾については2008年５月のデータに基づき、米国について

は2007年２月のデータに基づいて作成された。AIG最大の資産エクスポージャーであるレキシントン企業向け損害

保険および個人顧客向け事業に対する資産エクスポージャーは2008年９月現在のエクスポージャーのデータによ

りモデル化され、その他の多くの部門においては、2008年６月のデータが使用された。米国内外のものを含む全ての

再保険プログラムは、2009年１月31日現在で実施されている再保険プログラムを反映している。見積額は、再来期間

を100年とする損害に基づいており、１年間に見積額を超過する見込みは１％である。したがって、AIGがある年に、

これらの災害のモデル上の見積り損失額を超える損失を被る可能性は、１％とされる。損失は損失調整費用を含み、

純資産価格は回復保険料を含む。

 

 

2008年12月31日現在

 

総額
2009年の正味再保

険
税引後－正味

連結株主持分に占

める割合

 (単位:百万ドル)

自然災害:     

地震 $7,905 $4,480 $2,912 5.5%

台風* $7,598 $4,518 $2,937 5.6%

＊
ハリケーン、台風およびヨーロッパの暴風を含む。

 

地震および熱帯台風によるモデル上の損失総額は2007年に比べてそれぞれ23億ドルおよび18億ドル増加し、2007年

に比べて正味損失は各々11億ドルおよび11億ドル増加した。これらの増加は、主にエクスポージャーが増加したこ

とおよびアスコットの損失が含まれたことによる。

 

再来損失に加えAIGは、１件の地震およびハリケーンからの損失を見積もった。この１件の事象とは、ロイズが指摘

し、採用する潜在的な事由の一部であり、現実的な災害シナリオ（「RDS」）と呼ばれている。この分析の趣旨は、

RDSを使用して参考事例を設け、モデル結果をその事例に当てはめることである。ただし、この分析に使用される事

例は、その地域において類似の事案からAIGが被る可能性のある最悪の損失を必ずしも示すものではないことに留

意することが重要である。RDSに関連する損害は、下記の表に含まれる。
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主要な地理上のポイントにおいて、１件の自然災害により、AIGの世界のリスク・ポートフォリオに発生しうる資産

および労働者災害保険の損失は以下の通りである。総額は補償限度額および控除可能な金額を適用した後のAIGの

債務を、正味金額は全ての再保険を適用した後の損害を示している。正味損失には再保険回復保険料も含まれる。総

額および正味損失には、損害調整費用が含まれる。

 

 総額
2009年

再保険利用後 正味

 (単位:百万ドル)

自然災害:   

　サンフランシスコ地震 $8,617 $4,966

　マイアミ・ハリケーン $7,912 $4,362

　北東ハリケーン $6,128 $3,857

　ロサンゼルス地震 $7,646 $4,491

　メキシコ湾ハリケーン $5,410 $3,065

　日本の地震 $747 $397

　ヨーロッパの暴風 $418 $152

　日本の台風 $253 $119

 

AIGはモデル上の統計的再来損失を利用して、主要な国際的資産リスクを監視している。このシミュレーションに基

づき、再来期間を100年とした場合、日本の地震の損失は総額3.35億ドル、正味で1.80億ドル、ヨーロッパの暴風の損

失は総額で5.77億ドル、正味で1.86億ドル、日本の台風の損失は総額5.04億ドル、正味で1.72億ドルとなった。

 

上記の損失は、トランスアトランティックを含んでいない。トランスアトランティックに対するAIGの負担分

（59％）に係る、再来期間を100年とした場合のAEPにおける損失は、以下の通りである。

 

 2008年12月31日現在

 総額
2009年再保険

考慮後
税引後－正味

 (単位:百万ドル)

自然災害:    

　トランスアトランティックの地震に係るAIGの負担

分
$452 $406 $264

　トランスアトランティックの台風に係るAIGの負担

分
$618 $577 $375

 

実際の結果は、事業年度間で、モデル上のシナリオから（場合によっては大きく）逸脱する可能性があり、１件以上

の深刻な災害が発生するとAIGの財務状況、業績および流動性に重大な影響が及ぶ可能性がある。

 

テロ
 

テロ攻撃による損失に対するエクスポージャーは、定義されたターゲット地域内で引き受けられる労働者災害保険

および財物保険の損失総額を制限することによってコントロールされている。ターゲット地域別に最大損失額を見

積もるために、AIGの保険契約者の実際のエクスポージャーに基づき、モデルが使用される。

 

テロによるリスクは、AIGのエクスポージャーを管理するためにモニタリングされている。AIGは、テロリズム・リス

ク保険プログラム再承認法(「TRIA」)に基づき、テロによるリスクのエクスポージャーを分担している。2008年中、

AIGのTRIAによる控除可能額は、約42億ドルであった。この控除は、控除可能額を超える証明されたテロによる損失

を15％負担することを条件とする。2009年１月１日現在、控除可能額は、控除可能額を超える証明されたテロによる

損失を15％負担することを条件として、約38億ドルまで減額された。
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生命保険およびリタイヤメント・サービス
 

生命保険およびリタイヤメント・サービス事業においては、主なリスクは以下の通りである。

 

・　死亡率、疾病率、解約および費用に関連する商品の価格を設定するときの見積りに比べ、実際に発生した保険金

が見積り額を超えたことから生じる損失に対する潜在的エクスポージャーを表す価格設定リスク

・　投資資産からのキャッシュ・フローが、予想された保険契約上および契約上の債務、ならびに必要な投資利回り

に満たすのに必要なキャッシュ・フローを下回ったために生じる損失に対するエクスポージャーを抱える投資

リスク

 

AIGの事業は、これらのリスクを商品設計、エクスポージャーの制限およびその事業における資産・負債関係の積極

的な管理を通じて管理している。DACおよび支払備金の調整を必要とする深刻な不利状況が生じると、AIGの特定の事

業年度の連結業績が重大な悪影響を受ける可能性がある。

 

AIGの米国外生命保険およびリタイヤメント・サービス会社は、一般的に、１件の生命保険につき、最大引受エクス

ポージャーを約５百万ドルに制限する場合がある。AIGの米国内生命保険および米国内リタイヤメント・サービス

会社は、毎年更新可能な延長可能再保険を利用して、一般的に、１件の生命保険の最大引受エクスポージャーを15百

万ドルに制限する場合がある。生命保険およびリタイヤメント・サービス事業において、再保険プログラムは、個人

および団体生命保険、および異常災害リスク事象別にリスクの軽減を提供している。

 

流行病
 

流行病の蔓延には大きな関心が寄せられている。アジア、英国を含むヨーロッパおよびアフリカの多くの国では食

肉鶏または野鳥の鳥インフルエンザが現在も発生しているが、人間への感染はまだ稀である。もしウィルスが人か

ら人へ感染する形態に変異すると、世界中に早く蔓延する可能性がある。もしこのような感染が起きたら、早い段階

での検疫およびワクチンが、ウィルスを封じるために不可欠になる。

 

人から人に感染するように変異したH５N１ウィルスの感染および死亡率は、まだ推測の域を出ない。AIGは、最近の

動向を監視し続けている。かかるウィルスが世界規模で流行すると死亡率および疾病率が上昇し、生命保険および

リタイヤメント・サービスの業績および流動性に重大な悪影響が及ぶ可能性がある。

 

AIGはシナリオに基づくアプローチを利用し、上述の危険性に係る保険リスクを分析している。当該分析によれば、

例えば1918年のスペイン風邪の流行といった深刻な災害の再発するような重大な出来事が万が一発生した場合、か

かる災害の再発によりAIGが被る可能性のある税引前損失は、約62億ドルである。1968年の香港風邪といったさほど

深刻ではない災害が再発した場合、かかる災害の再発によりAIGが被る可能性のある税引前損失は、約６億ドルと予

想されている。当該分析は、2007年のAIG個人生命保険、団体生命保険およびクレジット生命保険事業の再保険考慮

後の約95％について言及している同年の保険契約データに基づき算出された。この見積りには、例えば事業の中断

または一般的な賠償責任保険契約のような他の保険契約に基づき請求されうる請求額は含まれておらず、このよう

な流行病が発生することによるAIG自身の事業の中断または資産の減少から生じる見積り損失額も反映していな

い。この見積り額を算出するために使用されたモデルは最近開発されたばかりである。このモデルの妥当性および

これに用いられた見積りは、類似の過去の事例をもって即時に証明することはできない。したがって、流行病の発生

によりAIGに発生しうる実際の損失は、モデルの予想から大きく異なる可能性がある。

 

金融サービス
 

AIGの金融サービス子会社は、航空機リース、キャピタル・マーケット、消費者金融および保険料融資を含む多様な

事業を手がけている。航空機リース、キャピタル・マーケットおよび消費者金融の各事業は、共に金融サービス事業

の総収入の大部分を占めている。A.I.クレジットも主にAIGやその他の保険会社の保険契約者に対し、保険料の融資

を行うことにより、金融サービス部門の収益に貢献している。
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キャピタル・マーケット
 

キャピタル・マーケットは、コモディティ、信用、通貨、エネルギー、エクイティおよび金利等の標準化およびカスタ

マイズされた金融商品に関係する多様な金融取引に主として従事するAIGFPの事業を示している。また、AIGFPは、分

散型証券ポートフォリオへの投資および自己勘定投資を行っており、標準および仕組み債ならびにその他の証券の

発行やGIAの締結を含む借入を行っている。2008年の非常に厳しい市況、格付け機関によるAIGの信用格付の格下げ、

およびAIGの中核事業の再強化をうけて、AIGFPはその事業およびポートフォリオの清算を開始した。

 

AIGの上席経営陣は、キャピタル・マーケット事業の方針を定め、一般的な営業パラメーターを設定する。AIGの上席

経営陣は、キャピタル・マーケット事業にまつわる様々な金融市場、事業および信用リスクを継続的に監視する監

視委員会を設置した。AIGFPの上席経営陣は、AIGの上席経営陣にその事業の業績を報告し、将来の戦略を共に検討す

る。

 

AIGFPは、潜在的な経済的損失を制限するためにエクスポージャーを積極的に管理している。これを行うために、

AIGFPは、信用、市場、流動性、事業および法的リスクを含むあらゆるエクスポージャーを継続的に管理しなければな

らない。

 

デリバティブ取引
 

相手方が、デリバティブ契約を含むAIGに対する債務を履行できない可能性がある。信用リスクは、与信の付与なら

びに／または売買取引および投資におけるポジションを保有した結果として発生する。デリバティブ契約において

は、その契約の公正価値がAIGにとってプラスになった場合に信用リスクが生じる。最大の潜在的エクスポージャー

は、デリバティブのコミットメント期間中、満期および市況に応じて増減する。このリスクを管理するために、AIGFP

の信用部は、CRCが設けたガイドラインに従って運営している。この予め定められたガイドラインに規定する所定の

取引以外の取引を行うためには、CRCから個別に承認を受けなければならない。またAIGの保険契約は、必要に応じて

潜在的な信用の低下に備えるために引当金を設定している。

 

またAIGFPは、信用状、保証、担保、格付けトリガー、信用デリバティブおよびマージン契約等を利用して信用の向上

に努め、現在締結している金融デリバティブ取引における信用リスクの軽減を図っている。AIGFPは、特定の取引に

おいては相手方の信用度および取引の規模と満期に応じて信用を向上させることを要求する。さらに、AIGFPは、通

常は、利益の相殺および一括清算ネッティング条項が盛り込まれた契約を締結することに努めている。これらの条

項をもって、取引が早期に解除された場合、AIGFPは、対象となる全ての取引から発生する相手方への支払額を同じ

相手方からの受取額と相殺することができる。この結果、法的に強制が可能なネッティング契約が存在する場合、相

手方との取引の公正価値は、見積り公正価値の正味の合計額を表すこととなる。AIGFPの金利、為替、コモディティ、

エクイティ・スワップ、オプションおよびスワップ・オプションならびに貸付予約、先物および先物予約の公正価

値は、2008年12月31日現在は約160億ドル、2007年12月31日現在は約171億ドルであった。これらの金額は、ネッティ

ング条項が適用される場合、それぞれのネッティング基本契約に基づき計算された。

 

AIGFPは、格付機関からの格付け、または格付けされていない場合はCRCのリスク格付方針に基づく社内分析を参照

して、相手方の信用度を評価する。さらに、AIGFPでは、CRCからの承認に従って、事前に定められた相手方および国別

信用エクスポージャー制限に照らして信用が承認され、特に信用度に重点が置かれる取引においては、CRCからの承

認が必要となる。AIGは、キャピタル・マーケット事業のデリバティブの相手方の平均格付けは、そのデリバティブ

・ポートフォリオ全体の公正価値から見るとAA格付に相当すると見積もっている。

 

相手方の信用度格付けによるキャピタル・マーケット事業のデリバティブ・ポートフォリオの公正価値は以下

の通りであった。

 12月31日現在

 2008年 2007年

 （単位：百万ドル）

格付け：   

　AAA $3,278 $5,069

　AA 4,963 5,166
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　A 5,815 4,796

　BBB 1,694 1,801

　投資適格未満 251 302

合計 $16,001 $17,134
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キャピタル・マーケットの取引VaR
 

AIGFPは、ベンチマーク金利、エクイティ、コモディティおよび為替におけるリスクを最小限に抑えようと試みている。

オプションに内在する市場エクスポージャーの変動、相関関係およびベーシス・リスクも長期にわたって最小限に抑

えられている。

 

AIGFPが高い市場リスクを負うことによって生まれた収益に依拠する度合いが低いことは、そのVaRに反映されてい

る。AIGFPのVaRは、そのポートフォリオから発生する金利、エクイティ、コモディティおよび為替関連のリスクに基づ

いて計算されている。信用スプレッドまたはクレジット・デフォルトなどの信用関係の要素は、AIGFPがVaRを計算す

る上で考慮されていない。市場価額で計上している売却可能証券に係る市場リスクは概ねヘッジされているため、金

融商品を売買目的および売買目的以外の取引に区分けする必要はないとみなされた。AIGFPは、このVaR計算に基づき、

確立された市場リスク許容限度の範囲内で事業を行っている。さらに、AIGFPはそのVaRの逆試算も行っている。

 

AIGFPについてのVaR計算において、AIGは、過去の特定期間内の市場相場および価格の明確な変化に応じて全ての取引

価格が変動するとの仮定に基づいた過去の情報に基づくシミュレーション方法を用いている。AIGFPは、公示されてい

る取引価格、ブルームバーグやロイター等の外部情報サービスの提示する価格または第三者もしくはブローカーが提

示する相場といった、信頼性のある独立した市場価格を使用するようにしている。かかる価格が入手できない場合、

AIGFPは、取引日に最も近い日の観測可能かつ確認可能な価格による推測を含む内部操作を利用している。これまでの

ところ、実際の業績がこのモデルから大きく逸脱することはなかった。

 

AIGは、95％の信頼水準および１日の保有期間を想定してVaR数値を報告している。これによりAIGFPの競合他社との比

較が容易になる。またかかる数値には、市場リスクがAIGFPの取引ポートフォリオの中で積極的に引き受けられ相殺す

ることが可能であることが反映されている。

 

以下の表は、キャピタル・マーケット事業の市場リスクの各構成要素の期末、平均、最高および最低VaRを表している。

相関関係の効果により、分散されたVaRは、これを構成する個別の合計よりも少なくなる。

  
2008年12月31日に終了した

事業年度
  

2007年12月31日に終了した

事業年度

 

2008年

12月31日

現在

平均 最高 最低  

2007年

12月31日

現在

平均 最高 最低

 (単位:百万ドル)

AIGの取引の市場リスク合計：          

　分散 $3 $5 $9 $3 $5 $5 $8 $4

　金利 2 2 4 1  3 2 3 2

　通貨 2 1 4 -  1 1 2 1

　株式 2 2 4 2  3 3 5 2

　コモディティ 1 4 7 1  3 3 7 2

 

航空機リーシング
 

AIGの航空機リーシング事業は、ILFCの事業を示している。ILFCは、収入を主に米国内外の航空会社に対する新品お

よび中古の商業用ジェット航空機のリースから得ている。またILFCは自己勘定による商業用航空機の販売および

他の航空会社および金融機関に対する航空機の再販売およびフリート管理サービスによっても収入を得ている。こ

の事業に内在するリスクは、事業ユニット別に管理されており、そのリスクには、以下が含まれる。

 

・　購入した航空機を販売する市場がなくなるリスク

・　航空機を借り手に納品できないリスク

・　借り手の債務不履行のリスク

・　航空機およびこれに関連する資産が予定期日および予定していた方法により処分できないリスク
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航空業界は、経済情勢に敏感であり、また周期の回転が早く、競争が激しい。航空会社および関連企業は、政治および

経済不安、テロ、国家政策の変更、特定の航空会社に対する競争の抑圧、燃料費の高騰および不足、労働ストライキ、

保険コスト、不況、世界規模で蔓延する病気、およびその他世界あるいは地域の取引市場に不利な影響を及ぼす政治

経済情勢の影響を受けることがある。

 

ILFCの収入および営業利益は、その顧客が事業を行っている、変動が激しく競争が熾烈な環境から不利な影響を受

ける可能性がある。ILFCは、航空機の借り手の債務不履行、リース契約満了時に航空機を売却もしくは適正なリース

料で再リースできない場合、あるいは購入予約をした航空機をリースできない場合に、営業損失および流動性が圧

迫されるリスクにさらされている。

 

これまでILFCは、航空機の借り手の債務不履行に備えて、担保金の差入れを要求し、買戻権を設定し、総点検義務を

課し、またマーケティング要因を通じて業界の動向を細かく監視し続けている。ILFC所有の航空機の90％超が米国

以外の航空会社にリースされており、航空業界で最も効率性の高い同社の航空機に対しては、これらの航空会社か

ら引き続き大きな需要がある。

 

経営陣は、ILFCの航空機に影響を与える問題について、定期的に、少なくとも四半期に一度は正式な見直しを行って

おり、これには航空機の価値の減損につながる可能性のある事象および状況の見直しが含まれる。これらの事業お

よび状況に基づき、経営陣はFAS第144号に準拠した航空機の評価を必要に応じて行っている。ILFCは、2008年、2007

年および2006年において航空機に関する減損を認識していない。ILFCは、FAS第１44号に基づく減損による評価損失

の計上が必要となるような値下げをせずにこれまで航空機を再リースできている。

 

消費者金融事業
 

北米におけるAIGの消費者金融事業は、主にAGFを通じて行われている。AGFは、その収入の大部分を不動産ローン、担保

付および無担保の不動産以外についてのローン、ならびに小売販売金融による金融収入により獲得している。AGFは、

2008年第２四半期において、大口貸付業務（住宅ローン・ブローカーを通した貸付）を中止した。

 

AIGの米国外の消費者金融事業は、主にAIGCFGを通じて行われている。AIGCFGは、主に新興市場および発展途上市場で

事業を行っており、アルゼンチン、中国、ブラジル、香港、メキシコ、フィリピン、ポーランド、台湾、タイ、インドおよび

コロンビアで事業を展開している。現在、AIGCFGは、その事業の全部または一部の売却を検討している。

 

AGFの貸付先の多くは、大口でもなく、信用度の低い借入人である。AGFが提供する住宅ローンは、主に返済期限を最長

360ヶ月とする住宅に対する第一位抵当モーゲージであり、一般的に不適合とみなされている。住宅ローンは、主にク

ローズド・エンド型ローンで提供され、金利は固定である。AGFは、借り手に元本残高のマイナス償却オプションを与

えるモーゲージ商品は提供していない。AGFの住宅以外のローンの大部分については、消費財、自動車またはその他個

人の所有物をもって担保される。住宅以外の担保付および無担保ローンおよびリテール金融の返済期間は一般的に最

長60ヶ月である。

 

金利および雇用水準など現在の経済情勢は、借入人の返済能力に直接影響を及ぼす。AGFは、ローンの申込みを受付け

るときに、信用スコアモデル、既存の引受基準および審査手続により、そのポートフォリオの信用リスクを管理してい

る。AGFの信用戦略および政策委員会は、体系的に貸付ポートフォリオの質を管理し、適切な貸倒れ引当額レベルを決

定する。同委員会は、定量分析、定性要素、現在の経済情勢および傾向、ならびに各委員の消費者金融業界の経験に基づ

いて結論を出している。

 

2008年中、AIGの貸付の全般的な信用度は、主に経済基盤の弱体化および住宅ローン・ポートフォリオの経過に伴い低

下した。米国内顧客にとって厳しい経済状況が予想されることから、AGFは、2009年が終了するまで、その信用度が引き

続き圧迫されるものと予想している。

 

2008年12月31日の時点で、ポートフォリオ全体の60日間延滞率は、2007年12月31日から215ベーシス・ポイント増加し

て4.99％となった。一方で、住宅ローンの60日間延滞率は、2007年から247ベーシス・ポイント増加して5.11％となっ

た。2008年において、AGFの純貸倒れ率は、2007年の1.16％から2.08％に増加した。
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2008年12月31日現在のAGFの貸付残高に対する貸倒引当率は、2007年12月31日現在の2.36％から4.61％に上昇した。

 

AIGCFGは、貸付ポートフォリオの質を監視し、そのいくつかの社内委員会を通じて適切な損失の引き当てレベルの決

定を行っている。これらの委員会は、定量分析、定性要素、現在の経済情勢、政治・規制状況、他社との競争、および委員

会の委員の意見をもって結論を導いている。

 

AIGの消費者金融事業は、信用リスクおよび不利な金利の変動および債務不履行から損失を被るリスクを負っている。

信用リスク・エクスポージャーについては、引受時に統制を行い、貸付金およびそれに対する担保、ならびに効率的な

回収策を組み合わせることによって管理している。多額貸付商品および一部の高リスク商品に対するエクスポー

ジャーは、CRCの承認を必要とする。

 

貸付金の半分以上は、住宅ローンであり、関連不動産によって担保されている。信用損失については、貸借対照表の日

付現在当該ポートフォリオに存在する予想信用損失を補填するために十分な損失の引当てが維持される。

 

資産運用

 

AIGの資産運用事業は、様々な形態の信用、市場および事業運営のリスクにさらされている。資産運用事業は、AIGの

コーポレート・リスク管理ガイドラインおよび枠組みを遵守しており、CRCによって定期的に見直されている。またさ

らに、取引を行う時のその投資判断は、資産運用事業の投資委員会の承認を必要とする。

 

資産運用事業の信用および市場リスク・エクスポージャーの大半は、スプレッドに基づく投資事業、AIGグローバル・

リアル・エステートの投資活動、および、より少ない程度においては、保管目的で取得した資産の一部から生じる。

 

スプレッドに基づく投資事業においては、主なリスクは投資リスクであり、投資資産から得られたキャッシュ・フ

ローが、債務の支払および必要な投資利回りを確保するために必要となるキャッシュ・フローを下回る損失エクス

ポージャーを示している。信用リスクもこれらの事業にとっては投資戦略の重要な要素である。市場リスクは、デュ

レーションおよびコンベキシティ・リスクの形で負担される。AIGは通常は、資産・負債の対応関係を維持するが、時

には、対応していないデュレーション・ポジションを取る方が経済的に有利であると判断することもある。スプレッ

ドに基づく投資事業のリスクは、エクスポージャー制限、投資ポートフォリオの積極的な管理および資産・負債関係

を注意深く監視することによって管理されている。

 

AIGグローバル・リアル・エステートはグローバルな不動産市場および信用市場の一般的な市況に影響される。これ

らのエクスポージャーにより、資産運用事業において不動産の開発および販売の遅延やコストの追加負担が発生し、

この事業部門の業績に影響を及ぼす可能性がある。また、開発、移転および借り換えのための資金の不足も、現在の市

況にマイナスの影響を与えている。これらのリスクは、プロジェクトの種類、スポンサー、不動産市場および国別に引

受手続、取引および契約条項、ならびにポートフォリオの分散を調整することによって軽減される。AIGの不動産投資

に対するエクスポージャーは、資産運用事業の不動産投資委員会に継続的に監視されている。

 

また資産運用事業は、AIGインベストメントによる投資保管活動に関する市場リスクおよび流動性リスクにさらされ

ている。投資の保管中、AIGは、当該保管対象の投資に関連するコストおよびリスクを負い、投資対象が譲渡、販売また

は処分されるまでの間、当該コストおよびリスクを貸借対照表に連結し、業績を計上する。市況の変化は、保管投資の

公正価値に悪影響を及ぼしかねない。AIGの再構築構想の下の結果、AIGインベストメントによる、当該保管投資を保有

する目的となる新たな商品およびファンドの導入が無期限に延期された。その結果、AIGは、2008年12月31日現在で11

億ドルの正味資産価額を伴う全ての保管投資を、当該保管投資が処分されるまで、貸借対照表上の投資として維持す

る見込みである。当該保管投資の一部には、引き当てが行われていない、2008年12月31日現在で7.20億ドルの投資契約

が含まれている。当該投資契約に対する引き当ては、今後３年から５年にわたって行われる。
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(2)　 規制および競争の状況

 

規制

 

AIGが世界各地で行っている事業は、米国内外の保険、証券、投資顧問、銀行および貯蓄の規制当局を

含む、多数の規制当局の規制下にある。この規制環境は、AIGおよびその事業に強い影響を及ぼしう

る。AIGの事業は、さらに多角化し、消費者志向になりつつあることから規制の適用範囲が拡大され、

規制当局が介入する可能性も高くなった。2008年第３および第４四半期におけるAIGの流動性の問

題を考慮すると、AIGおよび規制の対象である子会社は世界規模での検討および監督の強化に服し

ている。規制当局は自らが規制する事業体の管轄下にある事業を保護するため重要な措置を採って

いる。かかる措置には以下のものが含まれる。

 

・　AIGへの配当支払の制限または禁止

・　AIGに対するその他支払の制限または禁止

・　AIGによる追加資本拠出の要請

・　グループ会社間再保険準備金を地域別に資産により充当することを要請

・　子会社が営むことのできる事業を制限

・　規制対象の子会社とAIGまたはその関連会社の間で提示された全取引について事前承認を要求

・　資本および流動性の状態に関する報告を含む報告の頻度の増加を要求

 

以上の処分およびその他処分によりAIGが通常の業務における業務継続が厳しい状態となってい

る。AIGは、財政状態が安定するまでこの様な状態が継続するものと予測している。

 

1999年に、貯蓄金融監督局（Office of Thrift Supervision（「OTS」））がAIGにAIGフェデラル

・セービングス・バンクの設立許可を与えたときをもってAIGは、一戸建て所有者貸付法（Home

Owners' Loan Act (「HOLA」)）に基づく貯蓄限定持株会社となった。AIGは、OTSの規制、検査およ

び監督下に置かれ、同局に報告義務を負う。またさらに、OTSの権限は、AIGおよびその子会社に対し

ても及ぶ。OTSは、AIGの子会社の貯蓄機関であるAIGフェデラル・セービングス・バンクの金融取引

の安全性および安定性を脅かす行為を規制または禁止することができる。

 

従前の法律では、AIGのような専属貯蓄および貸付機関の持株会社は、その貯蓄機関である子会社が

適格貯蓄貸付機関であり続ける限り、従事できる事業に制限が設けられなかった。1999年のグラム

・リーチ・ブライリー法（「GLBA」）は、いかなる会社も1999年５月４日以降は、複数の貯蓄およ

び貸付を所有する持株会社に関する法律のもとで金融持株会社に対して許可されている金融活動

のみに従事する場合を除き、OTSの規制下にある金融機関を取得してはならないと規定した。ただ

し、GLBAは、1999年５月４日より前から存続していた専属貯蓄貸付持株会社については、その貯蓄機

関である子会社がHOLAに基づく適格貯蓄貸付機関であり続ける限り、その事業を規制しないことと

した。AIGは、専属貯蓄貸付機関持株会社として（この申請は1999年５月４日時点ではOTSにおいて

保留中ではあったが）、GLBAの適用除外により、現行の法律においては、AIGフェデラル・セービン

グス・バンクが適格貯蓄貸付機関であり続ける限り、一般的に事業内容の制限を受けることはな

い。
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米国の州の中には、同州で許可を受けており、かつ他の企業の支配を受けている保険会社に登録と

定期報告を義務づけているところがある。適用される法律のもとでは、通常、登録保険業者および持

株会社制度の範疇にある他社を支配している会社に関する情報の定期的な開示が要求され、さらに

持株会社制度の範疇にある企業間のサービスの提供および資産の移転(場合によっては保険子会社

からの配当金の支払いも資産の移転に含まれる。)について事前承認が要求される。AIGの各子会社

は、これらの規制を定める州の法律に基づき登録されている。

 

AIGの保険子会社は、他の保険会社同様に、営業を営んでいる州およびその他の行政府による規制と

監督を受けている。米国ではそのような規制手段は州によって異なるが、一般的には、保険行政当局

に規制・監督権を委任する法令に基づいている。この規制・監督は基本的に保険証券の様式および

保険料率に対する許可、達成・維持されるべき返済能力の基準(リスク基準による自己資本を含

む。)、保険業者および代理店に対する許可、投資の内容および投資に関する制限、単一保険証券に

よって保険可能なリスクの程度に関する規制、保険証券所有者のための証券の保護預かり、再保険

業者の資格、保険会社の業務に対する定期監査、提出すべき財務内容報告書の様式と内容ならびに

未収保険料および損失その他の目的のための準備金に関するものである。一般的に、上記規制の目

的は保険会社の株主ではなく保険契約者を保護することにある。

 

AIGは、米国内損害保険会社の資本基盤を強化するために様々な措置を講じた。AIGはAIG損害保険グ

ループ会社と資本維持契約を結び、AIGはこれらの会社に継続的に資本を拠出することとした。さら

に、米国内損害保険会社が2008年12月31日現在において、特定の米国外の再保険会社に出再された

再保険を許可された資産に計上しうるように（これによりAIG損害保険グループ会社は法定剰余金

を増額することができる。）、AIGは特定のAIG損害保険グループ会社のために商業銀行数行に約16

億ドル相当の信用状の発行を依頼、その信用状について銀行と償還契約を締結し、総額29億ドルを

信託に投資した。トランスアトランティック株式の売却時にAIG損害保険グループ会社が受領した

額が当該株式の法定簿価価額を下回る場合、AIGは、現在当該株式を保有するAIG損害保険グループ

会社への資本拠出を行うことに合意した。資本拠出額はAIG損害保険グループ会社が売却した株式

の法定簿価総額と当該株式に関して受領した現金売却益総額の差異に相当する。

 

米国では、リスク基準による自己資本(「RBC」)は、個々の保険業者の経営における固有のリスクと

の関連上、その法定剰余金が適正かどうかを測定するために設定されている。これにより、自己資本

が不十分な損害保険ないし生命保険会社を特定することが可能となる。米国RBC公式では、様々な資

産、保険料および支払準備金項目に一定の率を乗じることにより、リスク調整後の法定剰余金の目

標水準が定められる。リスクの高い項目にはより高い率を適用し、逆にリスクの低い項目には低い

率が適用される。したがって、法定剰余金の目標水準は保険業者の規模のみならず、その営業活動の

リスク概要によっても変動する。

 

RBCのモデル法では、剰余金が算出されたRBC目標水準を下回っている保険業者に対して、４段階の

規制上の警告措置を取ることを規定している。この措置の内容は、保険業者に対して改善策を提出

させることから、保険業者を規制当局の監督下に置くことまで、その内容は様々である。

 

2008年12月31日現在、AIGの米国の損害保険子会社および生命保険子会社の法定剰余金は、RBC水準

を上回っていた。
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AIGでは、その子会社のいずれかの剰余金が所定の水準を下回る限りにおいて、必要資本を手当する

などその会社を援助することにしている。

 

AIGの損害保険事業の相当部分および生命保険事業の大部分は海外で行われている。海外の規制当

局の規制・監督の程度は様々である。一般的にはAIGは、同一の規制当局の規制・監督下にある他の

保険引受会社と同様、当該地域の規制当局が課す基準を満たさなければならない。海外規制当局が

AIG子会社に与えた許可は当該当局によって修正されまたは取消され得るとともに、これらの子会

社は現在営業活動を行っている地域で営業を行えなくなることもあり得る。シリーズC優先株式の

発行等の事由に起因するAIGの支配権の変更または規制対象の子会社の処分もしくは当該子会社の

優先持分を連銀融資枠に基づく借入金の返済に充てることにより起こる可能性のある当該子会社

の所有権変更により、世界中の法域において支配の変更により要求される行為およびその他行政上

の行為が要求される可能性がある。

 

許可基準のほかに、AIGの海外事業は、様々な地域において、通貨、保険証券の用語および条項、広告、

担保預かり金の金額および種類、準備金の金額および種類、資本金の金額および種類、現地における

投資の金額および種類、ならびに契約者配当付保険につき保険証券保持者に対して払い戻される利

益の割合等に関する規制も受けている。各種の保険に係る料率に規制を設けている国もある。一部

の国は、政府が全額もしくは一部出資する再保険機関を設置し、許可された保険業者に対して引き

受けた保険の一部を当該機関に出再保険することを義務づけているが、その条件によればAIGの子

会社を含む外国保険業者は必ずしも全額補償されるとは限らない。準備金の構成および送金残高に

関する規制が利益の送金および資産の本国送還の障害となり得る国もある。

 

競争

 

AIGの事業は、米国内外において、保険会社、銀行、投資銀行およびその他のノンバンク系金融機関を

主要相手として激しい競争を展開している。

 

保険業界の競争は特に非常に熾烈である。米国内においてAIGの損害保険子会社は、約3,400にのぼ

る他の株式会社、専門保険団体、相互会社およびその他の保険引受団体と競争関係にある。AIGの生

命保険およびリタイヤメント・サービス子会社は、関連する金融サービス分野において米国内で約

2,100の生命保険会社その他の参加業者と競争を繰り広げている。海外ではAIGの子会社は、その

個々の営業地域において米国の大手保険業者、国際的な保険グループおよび現地法人が当地で行う

保険事業と競争している。

 

AIGおよびその子会社の信用格付の引下げ、AIGの財務状態および資産処分計画についての不確実性

のため、AIGの事業は、現在既存の顧客の維持ならびに既存の顧客および取引相手との間の契約の維

持において、未だかつてない激しい競争に直面しており、その競争は今後も継続する。さらに、AIGは

新規顧客の勧誘にあたり、現在非常に不利な立場にあり、その状況は今後も変わらない。AIGはかか

る困難な状況は当分継続するものと予測している。

 

重要な従業員に関しても競争は激しい。資産処分の発表、AIG普通株式の株価の下落、およびAIGの財

務状態をとりまく不確実性は、重要な従業員の維持および新たな従業員を引き付けるAIGの能力に

大きな悪影響を及ぼした。AIGは重要な従業員の維持を目的として雇用維持のための報酬およびそ

の他措置を講じているが、かかる措置が成功する保証はない。
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２ 【生産、受注及び販売の状況】

　上記「第一部　企業情報、第３　事業の状況、１　業績等の概要」を参照。

 

３ 【対処すべき課題】

　上記「第一部　企業情報、第３　事業の状況、１　業績等の概要」を参照。

 

４ 【事業等のリスク】

 

AIGの事業に影響を及ぼす要因

 

AIGは、市場および事業における最近の動向による重大な悪影響を受け、以下に挙げる重大なリスクに

さらされている。これらのリスクの多くは相互に関連性を持ち、同様の事業および経済状況のもとにお

いても発生する。またこれら特定のリスク要因の発生により、他の要因の発生を促したり、その効果を

妨げたりすることがある。こうした関連性は、AIGに及ぶ影響の深刻さを大幅に増大させる可能性があ

る。そのため、これらのうち特定のリスク要因が万一発生した場合、AIGは、米国政府による追加支援を

必要とすることも考えられる。米国政府の追加支援が得られない場合、AIGの継続企業としての能力が

今後疑問視されうる。

 

NY連銀および米国財務省との提案されている取引

 

NY連銀および米国財務省が、AIGとの間で提案されている取引を実施する保証はない。AIGは、下記に示

す通り、基本的にはNY連銀および米国財務省との間で特定の合意を結び、これらの相手と取引を行う意

図を表明した。これらの提案された取引は、AIGの再編の促進を目的としている。基本合意および意思表

明は、いずれも法的拘束力のあるものではない。したがってNY連銀および米国財務省はいずれも、最近

協議された条件で取引を遂行し実施しなければならない法的義務を負わない。しかしAIGは、これらの

取引の他、AIGの順調な再編に必要なその他の取引を実施することができると見込んでおり、また、NY連

銀および米国財務省がAIGへの継続的支援を引き続き関与していくものと理解している。AIGが提案さ

れている取引の１つ以上を実施することができない場合、AIGの信用格付は落ち込み、AIGは再編プラン

を実行できないであろう。

 

AIAおよびALICOの持株会社における子会社優先株式を対象とした連銀融資枠に基づく未返済金額の返

済方法に関する提案については、内容が複雑であるため再検討が必要となる可能性がある。新持株会社

２社を対象とするNY連銀の出資提案については前例がなく、したがって取引条件は変更される可能性

があり、その変更が大幅である可能性も否定できない。

 

事業および信用の状況

 

AIGの事業、業績および財務状況は、これまで市況から重大な悪影響を受けてきており、近い将来におい

ても同様であろう。2008年において、世界経済状況が大幅に悪化し、米国の経済状況および米国経済の

みならずほとんどの主要国経済が不況に陥った。世界規模の不況が今後どれだけ継続するのか、また、

AIGの市場、商品、財務状況および事業が今後どのような悪影響にさらされるのかについて予測するの

は困難である。
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世界金融危機は、流動性の欠如、高度に不安定な市場、あらゆるクラスの資産価値の急落、投資家の信頼

喪失、信用スプレッドの拡大、多くの市場における価格透明性の欠如、およびいくつかの主要な金融機

関の破綻や合併を招いた。困難な経済状況はまた、失業者の増加および広範囲の業界や地域に及ぶ事業

活動の深刻な衰退を招いた。世界中の規制機関、政府、および中央銀行がこうした問題についてこれま

でに先例のない多くの措置を取ってきたが、これらの措置は、割合で見ても絶対的数値で見ても、深刻

なペースで進む金融市場の衰退を防ぐことができずにいる。これらの措置に効果があるのかどうか、ま

た、効果があったとしても市場がいつ安定するのかという点については不明である。

 

AIGは、以下を含む事情や事象により様々な形で重大な悪影響を受けてきた。

 

・　NY連銀および米国財務省との間で取引を結ぶ必要性、ならびに金融市場の混乱に対し一般的に利用

可能な政府プログラムへの参加の必要性

・　あらゆる資産クラスにおける投資ポートフォリオの評価および業績の深刻かつ継続的な低下（こ

れにより、投資収益の減少、ならびに一時的でない減損を含む重大な未実現および実現ロスを招

く。これらは両方とも、AIGの自己資本の減少、およびAIG子会社の法定資本の比較的軽度の減少を

招く。）

・　いくつかの主要な機関の破綻や、これらの機関に対する政府介入を原因とする重大な信用ロス

・　AIGの保険および金融サービス事業における営業上ののれんに対する損害

・　事業活動の一般的低迷（これにより、保険契約規模の低下、保険の解約や中断の増加および他の保

険会社との競合の激化を招く。）

 

AIGは、他の保険会社に比べ、これらの事情による深刻な影響を受けやすい。2008年第３四半期以降、AIG

の流動性は、主に連銀融資契約、およびNY連銀が設定したコマーシャル・ペーパー・ファンディング・

ファシリティー（「CPFF」）に基づくコマーシャル・ペーパーの発行により確保されてきた。CPFFが

コマーシャル・ペーパーの新規発行の引受けを行う権限は、2009年10月30日に期限が設定されている。

また、当該プログラムに基づく未払い発行部分の満期は、2010年１月となっている。2008年の９月中旬

以降、AIGは、公開市場での資金調達を一切認められていない。

 

生命保険事業におけるAIGの現行商品および新商品のうち特定のものは、最低限の利益保証および信用

格付を提示している。不況やデフレを原因とする低金利のため、AIGの投資ポートフォリオが生む収益

とそれらの商品に内在する費用との間にマイナスの差額が生まれる可能性がある。短期的な利益を生

むことは可能だとしても、事業の長期的利益は、上記のようなマイナスの差額による負の影響を受ける

可能性がある。また、新規事業の規模や価値は、低金利の状況に悪影響を及ぼされる可能性がある。

 

信用格付および財務力格付

 

主要格付機関の行ったAIGの長期的債務格付の格下げにより、AIGは、今後AIGの事業、連結業績、財務状

況および流動性に悪影響を及ぼしうるデリバティブ取引（AIGFPが当事者となっている取引）に基づ

き相当額の追加担保の差し入れ、ならびに／または相手方に当該取引を終了させることを認める必要

性が生じる可能性がある。かかる担保の追加差入れ義務または担保設定、契約終了もしくは代替的信用

の獲得にかかる費用は、連銀融資枠に基づいて利用可能な額を上回る可能性がある。2008年第３四半期

中、S&P、ムーディーズ、フィッチ、およびAMベスト・カンパニー（「AMベスト」）は、それぞれAIGイン

クの信用格付、および大部分のAIG保険事業子会社の保険財務力格付を格下げした。特にS&PはAIGの長

期債務格付をそれぞれ３段階格下げし、ムーディーズおよびフィッチはこれを２段階格下げした。AMベ

ストは、AIGの保険信用格付を「a+」から「bbb」に格下げし、AIGの保険財務力格付の大部分を「A+」

から「A」に格下げした。

 

上記の格付の動向に続き、以下のような動向が見受けられた。

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

270/791



・　ムーディーズは、AIGのシニア無担保債務格付を「A2」から「A3」に格下げし、また、ILFCおよびア

メリカン・ジェネラル・ファイナンス・コーポレーションの（AGFコープ）のシニア無担保債務格

付を「A3」から「Baa1」に格下げした。大部分の格付については現在格下げを検討中であり、ILFC

の格付についても格付検討に再度付されたが、今後の方向性は不明である。

・　S&Pは、AIGとAGFコープの「クレジットウォッチ」リスト上の位置づけについて再検討し、2008年10

月、AIGとAGFコープのリスト上の地位を「クレジットウォッチ・ディベロッピング」から「クレ

ジットウォッチ・ネガティブ」に格下げした。続いて、S&PはILFCの長期債務格付を「A-」から

「BBB+」に格下げし、短期債務格付を「A-1」から「A-2」に格下げをした。これら格付は、依然とし

て「クレジットウォッチ・ディベロッピング」の地位にある。S&PはAGFコープの長期債務格付を

「BBB」から「BB+」に格下げし、短期債務格付を「A-3」から「B」に格下げをした。長期債務格付

は、「ネガティブ・アウトルック」と位置づけられた。S&Pは、AIGの損害賠償保険子会社の「クレ

ジットウォッチ」リスト上の位置づけについて再検討し、その同リスト上の地位を「クレジット

ウォッチ・ディベロッピング」から「クレジットウォッチ・ネガティブ」に格下げした。

・　フィッチは、AGFコープの長期債務格付を「A」から「BBB」に格下げした。格付は、「レーティング

・ウォッチ・エボルビング」に留まっている。フィッチはまた、AIGおよびその損害賠償保険子会社

の格付を「レーティング・ウォッチ・エボルビング」から外し、「ステーブル・アウトルック」と

位置づけた。

・　AMベストは、AIGインクの保険子会社の保険財務力格付および信用発行者格付を確定した。加えて、

AMベストは、AIGインクの保険信用格付を確定した。これらの格付は、「格下げ検討中」の状態から

外され、「ネガティブ・アウトルック」と位置づけられた。

 

信用格付は、会社がその債務を満たす能力を計るもので、無担保で融資を受ける際のコストやかかる融

資を会社が受けられる可能性、および下記に述べるようなCPFFといった政府支援融資プログラムを会

社が利用する資格に直接影響を及ぼす。AIGの長期優位債格付がさらに格下げられた場合、AIGFPは追加

担保の差し入れを要求される可能性があり、また、AIGや特定のAIGFPの取引相手には契約の早期終了が

認められる可能性がある。

 

2009年２月18日の事業終了時点において、ムーディーズまたはS&PがAIGの長期優位債格付をそれぞれ

「Baa1」および「BBB+」に１段階格下げを行った場合、これにより取引相手は、同時点におけるAIGFP

の未払い地方GIA、担保付融資契約および金融デリバティブ取引（AIGFPのスーパー・シニア・クレ

ジット・スワップ・ポートフォリオを含む。）に基づき追加担保要求を行うことができるようになり、

また、AIGFPもしくは相手方が契約の早期終了を選択できることとなる。結果、これに応じて約80億ドル

の担保差入れおよび終了手数料支払いが発生する。また、２段階の格下げ（ムーディーズによる

「Baa2」への格下げおよびS&Pによる「BBB」への格下げ）であればさらに約20億ドル、３段階の格下

げ（ムーディーズによる「Baa3」への格下げおよびS&Pによる「BBB-」への格下げ）であればさらに

約10億ドルの担保の差入れおよび終了手数料の支払いが要求されうる。

 

上記のような格下げが発生した場合にAIGFPが相手方に対して差し入れが要求される担保の実際の額

またはAIGが行わなければならない支払いの総額は、市況、格下げの影響を受ける未払い取引の公正価

格の他、格下げ時に見受けられるその他の要因により左右される。AIGが連銀融資枠その他の方法によ

り十分な追加融資を確保できない場合、AIGは支払不能となる可能性がある。

 

ILFCは、２つのエクスポート・クレジット・エージェンシー（「ECA」）融資枠の対象である。これら

の融資枠により、ILFCは、自身の信用格付に格下げが生じた場合、担保預金と同融資枠に基づき融資を

受けた航空機関連のメンテナンス準備金とを別々のアカウントに計上しなければならない。2008年10

月、ムーディーズはILFCの債務格付を格下げした。続いてILFCは、ECA融資枠の管理者から、合計約2.60

億ドルに及ぶ、担保預金とメンテナンス準備金とを別々のアカウントに計上するよう要求する通知を

受けた。さらに格下げが進めば、これらの融資枠契約上、貸借支払額についても別アカウントに計上す

るよう要求されるなどのさらなる制約が課され、また、資金を個別アカウントから引き出す際に事前の

承諾を要求される可能性がある。
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特定のAIG関連会社のコマーシャル・ペーパー・プログラムの短期信用格付における格下げにより、こ

れらの発行体のCPFFへの参加資格は奪われる可能性がある。AIGファンディングならびにカーゾン・

ファンディング・エルエルシーおよびナイティンゲール・ファイナンス・エルエルシーといった関連

会社は現在、CPFFへの参加を通じて資金調達を行っている。2009年２月18日現在、AIGファンディング、

カーゾン・ファンディング・エルエルシーおよびナイティンゲール・ファイナンス・エルエルシーの

CPFFに基づく未返済額は、それぞれ61億ドル、68億ドル、および11億ドルであった。しかし、これらの発

行体のコマーシャル・ペーパー・プログラムの短期信用格付に格下げが生じた場合、これらの発行体

はCPFFへの参加当事者資格を失い、これに代わる流動性供給源の獲得が困難になりうる。AIG子会社で

あるILFCは、2008年12月31日時点ではCPFFに参加していたが、2009年１月21日にS&PがILFCの短期債務

格付につき格下げを行ったために当該融資枠を利用できなくなった。CPFFは、米国内で認識されている

主要な統計格付機関（「NRSRO」）の１つ（または複数のNRSROから格付けされている場合は、２以上

の主要NRSRO）からA-1/P-1/F1以上の格付けをされている米ドル建てコマーシャル・ペーパーのみ

（資産担保付コマーシャル・ペーパーを含む。）を引き受ける。したがってこれらのAIG事業体は、以下

の場合にCPFFの利用資格を失う。

 

・　AIGファンディングの短期格付がS&P、ムーディーズまたはフェッチのいずれか２つにより格下げを

受けた場合

・　カーゾン・ファンディング・エルエルシーの短期格付がS&Pまたはムーディーズのいずれか一方に

よる格下げを受けた場合

・　ナイティンゲール・ファイナンス・エルエルシーの短期格付がS&Pまたはムーディーズのいずれか

一方による格下げを受けた場合

 

格下げにより、AIGの利用できる融資の上限が低くなり、AIGまたはAIG関連会社との取引を望む相手が

減少する可能性がある。リスク管理を適切に行うため、AIGは、融資枠を十分に広げる意思のある取引相

手と証券、コモディティーその他の資産を売買し、ヘッジ活動を行うことが必要である。相手方がAIGま

たはAIG子会社と取引を望まず、また、AIGまたはAIG子会社に対し融資枠を適度に広げることを望まな

い限り、AIGは、オープン・ポジションその他のヘッジされないリスクにさらされ、さらなる業績不振お

よび損失を招く可能性がある。

 

AIGの保険会社の保険財務力格付における格下げにより、当該会社は、新規事業の引受け、ならびに顧客

および事業の保持が妨げられる可能性がある。保険財務力格付は、保険会社の競争力を確立する上で重

要な要素である。保険財務力格付は、保険契約者および保険加入者に対する義務を保険会社が履行する

能力を計るもので、会社の商品に対する顧客の信頼維持に資する他、商品の販売を促進し、また、会社の

競争力を高める。

 

AIG保険会社の保険財務力格付の格下げがさらに進めば、かかる会社の商品およびサービス提供の妨げ

となるか、または保険解約もしくは既に引き受けられている再保険契約の終了の増加を招く可能性が

ある。さらに、AIGの信用格付の格下げは、親会社および子会社の格付の連関性に関する信用格付機関の

方針に従い、AIG保険子会社の保険財務力格付の格下げに繋がる可能性がある。

 

流動性

 

AIGの親会社が子会社からの資金を利用する能力は、非常に限られている。AIGは持株会社として、AIGの

債務（債務証券を含む。）について発生する支払いを目的とした資金調達にあたり、子会社からの配

当、分配その他の支払いに依存している。さらに、AIGの投資の大部分は、その規制対象子会社により維

持されている。AIGの現在の財務状況に鑑み、規制対象となるAIG子会社の多くは、AIGを対象とする配当

支払いや資金の提供を大幅に制限されてきた。AIGは、このような規制が今後も継続すると見込んでい

る。また、AIGの子会社は自身の業務を遂行するための資金を保持しなければならないため、これらの子

会社がAIGを対象に配当支払いや資金提供を行う能力は非常に限られている。これらの要因により、AIG

は、その債務（日常業務から発生するものを含む。）についての支払いに必要となる資金の利用を妨げ

られる可能性がある。
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AIGがその子会社を支援する能力は限られている。AIGはこれまで、子会社が法定自己資本比率を維持

し、格付機関による要件を遵守し、また、予期せぬキャッシュ・フロー債務に対応できるよう、これらの

子会社に対し資本および流動性を提供してきた。現在AIGによる流動性の利用は制限されているため、

AIGが子会社を対象に行う支援は減少するか妨げられる可能性がある。AIGが資金を直ちに必要とする

子会社に対し支援を行えない場合、かかる子会社は支払不能となるか、または子会社が保険会社その他

の規制対象事業体である場合は子会社が規制機関の統制下に置かれる可能性がある。

 

AIGの投資の大部分は、非流動的であり、AIGの必要に適う額の金銭を生み出すような売却（つまり許容

できる価格における大規模な売却）を実施するのは困難である。特定証券（特定の確定利付証券およ

び仕組み証券を含む。）、ダイレクト・プライベート・エクイティ、制限的パートナーシップ、ヘッジ・

ファンド、モーゲージ・ローン、飛行装備品、金融債権および不動産等を対象とするAIGの投資は、非流

動的である。これらの資産クラスは、2008年12月31日現在、AIGの現金投資資産の帳簿価値合計額の約

31％を占めた。さらに米国不動産市場の急落および最近の信用市場の混乱により、住居および商業モー

ゲージ担保証券ポートフォリオを含むその他のAIG証券ポートフォリオの流動性は多大な悪影響を受

けた。AIGが予想される金銭要求を超える額の資金を直ちに必要とする場合、またはAIGFPのデリバティ

ブ取引に関する担保の差入れもしくは返還が要求された場合、AIGが適時これらの投資を売却しもしく

はこれらの取引を終了させるのは困難であるか、またはAIGはこれらを不当な価格で売却もしくは終了

させることを余儀なくされる可能性がある。

 

AIGがニューヨーク証券取引所（「NYSE」）の上場継続基準を遵守できなくなった場合、NYSEは上場停

止または上場廃止の手続を開始する可能性があり、AIG普通株式の流動性はかかる廃止手続開始により

多大な悪影響を受ける。AIGの普通株式その他の証券は、NYSEに上場されている。AIGは、NYSEの上場継続

要件（特に、AIGは連続する30営業日間を通して1.00ドル以上の平均終値を維持しなければならないと

する要件）に服する。AIGの普通株式の株価は、2008年第３四半期以降、大幅な下落を見せ、最近では

1.00ドル未満の終値で終了することもあった。AIGはNYSEから要件不履行の通知を受けていないが、AIG

が今後もNYSEの上場継続基準を満たせる保証はなく、また、これを遵守できない場合にNYSEがAIGの証

券を上場停止または上場廃止させる手続を開始させないという保証もない。上場廃止は、AIG普通株式

の流動性に重大な悪影響を及ぼし、AIGが追加で増資を行うのはより困難かつより高コストとなるだろ

う。

 

連銀融資枠およびシリーズD優先株式

 

連銀クレジット契約およびシリーズD優先株式により、AIGは、近い将来、債務返済および優先株式配当

を行うため大規模な資金投入が必要となるため、その他の目的に利用できる資金は大幅に減少する。

AIGは、５年の連銀融資枠に対する返済を、主に事業を含むAIG資産の売却により得た代金から行う必要

がある。連銀融資枠から利用できる金額は、返済が済むのと合わせて返済額分ごとに永続的に減少して

いく。米国財務省に対し発行されたシリーズD確定利付累積的永久優先株式（「シリーズD優先株

式」）の400億ドルの優先分配権については、１年に10％の累積配当を行う。これらの配当、およびAIG

の発行するその他のシリーズ優先株式に対する配当については、税額控除の対象外である。

 

AIGは、資産処分による代金全部、および事業によるキャッシュ・フローの大部分を、連銀融資に対する

返済に付さなければならない義務を負う。そのため、自身の事業に対する投資に利用できる資金は減少

する。さらにAIGに要求されている債務履行義務および優先株式配当義務が非常に大きいため、AIGはよ

り大きな競争圧力にさらされ、事業状況や経済状況の変動に応じて計画を立案し対処するAIGの柔軟性

は低下する可能性がある。

 

資産処分プランに従い許容できる価格でのAIGによる資産売却がより不可能になることにより、AIGは、

連銀融資枠に基づく借入れに対する返済を行えなくなる可能性がある。
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AIGが連銀融資枠に基づき利用できる借入は、AIGの資金要求に十分適うものではない可能性があり、ま

た、追加融資は提供されないかまたは利用できないほど高価である可能性がある。さらなる担保の追加

要求がなされ、年金その他の保険解約率が高い状態で継続し、AIGの信用格付の格下げが進み、または残

存するAIGFPのスーパー・シニア・クレジット・デフォルト・スワップ・ポートフォリオがさらに悪

化すれば、AIGは、連銀融資枠から利用できる金額を超える追加資金が必要となる可能性がある。そのよ

うな場合、AIGは、追加資金や新たな資金源を求める必要がある。現在の事業環境においては、そうした

資金調達は不可能でないにしても困難であり、また、仮に利用できたとしても非常に高価である可能性

がある。また、NY連銀、米国財務省その他の政府による追加融資が利用できない可能性がある。AIGの資

金要求に十分見合う資金を調達できなかった場合、AIGは支払不能となる。

 

連銀融資枠に基づいて借入を行う際、AIGは、NY連銀に対しNY連銀の納得する担保を差し入れなければ

ならない。連銀融資枠に基づく借入れの条件は、AIGが（担保価値の点からも）NY連銀の納得する担保

を差し入れることである。以下を含む多くの事由により、AIGの担保が借入れを認めるに不十分だとNY

連銀が判断する可能性がある。

 

・　AIGの事業の価値が低下したこと

・　１以上のAIG事業における業績不振

・　AIGが資産処分プランにおいて受け取る価格が低いこと

 

NY連銀が以上のような事由があると判断した場合、連銀融資枠に基づくAIGの借入能力は、制限される

可能性がある。

 

AIGは、連銀融資枠に基づく債務の返済を目的として、重要資産を売却その他の方法で処分しなければ

ならない。AIGは、連銀融資枠に基づく借入れの返済を行うため、資産処分を行わなければならない。許

容できる価格および条件によるこれらの資産処分の実施が継続的に遅れたりできなくなった場合、AIG

は、連銀融資に対する返済を満期までに行うことができなくなる可能性がある。

 

AIGは資産処分プランを採用したが、以下の原因でこのプランを実施できない可能性がある。

 

・　信用市場の低迷により購入者が資金を調達できない場合

・　市況が低迷している現状において、購入者となりうる者が出資を一般的に望まない場合

・　金利および借入費用が不利な変動を見せた場合

・　AIGの資産価値が継続的に低下し、事業が悪化した場合

 

さらにAIGは、資産売却の条件（価格条件を含む。）について有利な条件で交渉することができない可

能性がある。そのためAIGは、追加の資産または別な資産を売却できるよう現行の資産処分プランを修

正する必要がある場合がある。

 

AIGが資産処分による代金で連銀融資枠に対する返済を行えず、かつ資産処分以外の融資条件に従う方

法で連銀融資枠に対する返済を行えない場合、AIGは債務不履行となる。この場合、NY連銀は、AIGの差し

入れた担保に対する担保権を行使することができる。さらに連銀クレジット契約上の債務不履行の発

生や期限利益喪失宣言の結果、他の契約についても債務不履行が発生する場合がある。この場合、AIG

は、当該契約上の債務を履行するのに十分な流動資産を持ち合わせていないことが考えられる。

 

連銀クレジット契約には、AIGの財務および事業の運営に対し制約を課す財務関連コベンナンツその他

のコベナンツが含まれている。連銀クレジット契約上、AIGは最低限度の流動性レベルを維持しなけれ

ばならず、AIGの資金拠出能力には制約が課される。また連銀クレジット契約は、追加社債の発行、抵当

権の設定、会社の合併、連結、資産売却、通常業務外でのヘッジ契約締結または配当の支払い等に関する

AIGおよびその制約対象子会社の能力に制約を課している。これらの条項は、AIGの事業を制約し、その

ためAIGの業績に悪影響を及ぼしうる。
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さらに、AIGが連銀クレジット契約中のコベナンツに従わず、権利放棄または修正を行えない場合には、

AIGの債務不履行が発生する。債務不履行が生じた場合、NY連銀は、特に、連銀クレジット契約に基づく

借入金の返済期限を早めて直ちに返済義務を発生させることや、AIGの差し入れた担保について担保権

を行使することができる。加えて、連銀クレジット契約上の債務不履行や期限利益喪失宣言の結果、AIG

が締結した他の契約についても債務不履行が発生する場合がある。

 

AIGの業績およびキャッシュ・フローは、利息費用および優先株式配当の支払額の大幅な増加により重

大な悪影響を受ける。2009年およびそれ以降におけるAIGの業績は、連銀融資枠に基づく借入れに対す

る利息費用の計上、および重要な優先株式配当の支払いにより、重大な悪影響を受けると予想される。

加えて、シリーズC優先株式（下記に説明）に関連する230億ドルに及ぶ前払い約定手数料資産は、既に

資本化されており、また、連銀融資枠の存続期間中（５年間）、利息費用を通じて減価償却される。

 

シリーズD優先株式は配当を発生させる。かかる配当の支払い義務は、配当宣言があった場合は宣言に

従い宣言のあった時点で、400億ドルの優先分配権に対し年間10％つまり40億ドルの利率で発生する

が、かかる配当は課税控除の対象とはならない。

 

支配株主

 

米国財務省を唯一の受益者とするトラストであるAIGクレジット・ファシリティー・トラストを対象

としたシリーズC優先株式の発行により、３名の独立受託者の監督の下、本トラストがAIGの支配権を掌

握する。AIGの持分およびAIGの少数株主の持分は、本トラストまたは米国財務省の持分と同等ではな

い。連銀クレジット契約に従い、AIGは、2009年３月初旬に、１株当たりの額面価格は5.00ドル、１株当た

りの初期の優先的分配権を5.00ドルとするシリーズC優先株式100,000株を、米国財務省を唯一の受益

者として2009年１月16日付けAIGクレジット・ファシリティー・トラスト契約（随時行われる修正を

含み、「トラスト契約」）に基づき設立されたトラストであるAIGクレジット・ファシリティー・トラ

スト（受託者と合わせて「本トラスト」と総称）に対して発行する。本トラストは、シリーズC優先株

式を、米国財務省を唯一の受益者として保有する。シリーズC優先株式には、以下の権利が付される。

 

・　シリーズC優先株式を既に転換されたものとして扱い、シリーズC優先株式に帰属する支払額を普通

株式に対し支払われる合計配当額の約77.9％として、普通株式を対象とする配当に参加する権利

・　シリーズC優先株式を既に転換されたものとして扱い、法令の許容する限度において、AIG株主に対

し提案されるあらゆる事項についてAIG普通株式と同様の議決権を行使する権利、および普通株式

の議決権合計の約77.9％を保持する権利

 

（i）シリーズC優先株式を原資とする普通株式、（ii）2008年11月25日に米国財務省に対して発行さ

れたワラントを原資とする53,798,766株の普通株式、および（iii）資金融資枠に関連して米国財務省

に対し発行されるワラントを原資とする普通株式、を対象として支払われる配当ならびにこれらに帰

属する議決権は、発行済み普通株式について支払われる配当の総額、およびその議決権の総数の79.9％

を超えてはならない。ここではシリーズC優先株式は既に転換されたものとして扱う。

 

シリーズC優先株式は、連銀融資が完済その他の方法により終了した後も回収されない。さらに本トラ

ストは、AIG基本定款変更について株主の承認があり、デラウェア州務長官に対する届出を経た場合、自

身の選択によりシリーズC優先株式の全部または一部を普通株式に転換することができる。

 

シリーズC優先株式の保有により、本トラストは、トラスト契約およびシリーズC優先株式の条件に従

い、AIGの全取締役を選任することができ、また、法令の許容する限度において、以下の事項を含むほぼ

全ての事項について議決権を掌握することができる。

 

・　合併その他の事業結合に関する承認

・　AIG資産の全部または大部分についての売却

・　普通株式その他のエクイティ証券の追加発行
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・　AIGの最高経営責任者その他の執行役員の選出および任命

・　米国財務省にとって有益なその他の諸事項

 

さらに、本トラストはAIGに対する支配権についてのいかなる変更をも妨げることができるため、普通

株式の株価は、これにより悪影響を受ける。

 

トラスト契約および適用のある証券関連法令の規定する条件に従い、本トラストは、シリーズC優先株

式の全部または一部につき、別の個人または法人を対象にこれらを譲渡することができる。この場合、

譲渡を受けた個人または法人が支配株主となる。

 

本トラストがシリーズC優先株式または普通株式について将来実施すると考えられる株式売却により、

AIG普通株式の市場は悪影響を受ける可能性がある。2009年３月１日付けで本トラストおよびAIG間で

締結されたシリーズC優先株式売買契約に従い、AIGは、シリーズC優先株式またはその転換により引き

受けられた普通株式を本トラストが公売に付すことを認める発行登録届出書を提出することに合意し

た。さらに本トラストは、非公開取引など特定の状況においては登録をせずにシリーズC優先株式また

は普通株式の売却を行うことができる。AIGはそのような売却行為の普通株式の株価に対する影響があ

るとしてもこれを予測することはできないが、シリーズC優先株式もしくは普通株式の大部分の売却の

実施またはそのような売却が実施されるという認識は、普通株式の株価に対し悪影響を及ぼしうる。本

トラストがシリーズC優先株式または普通株式を大口で売却または譲渡できる場合、別の個人または法

人がAIGの支配株主となりうる。

 

支配権の変更

 

シリーズC優先株式の発行は、規制当局および契約の相手方当事者との関係で、AIGおよび子会社に悪影

響を及ぼす可能性がある。シリーズC優先株式の発行によりAIGの支配権に変更が生じる。AIGの支配権

の変更により、AIGおよび子会社が事業を展開している約130以上の国・地域で通知、許認可および/ま

たはその他規制上の要件が発生する。AIGはシリーズC優先株式の発行により発生する規制上の要件を

世界規模で検討し、適用の可能性がある規制上の要件を実質的に遵守するように努めている。この関係

でAIGは主要な事業の所在地である法域の規制当局に通知書を提出し、現在、当社の認知する限り、AIG

の支配権の変更の結果、AIGに重要な点で悪影響を及ぼす可能性のある形で罰金およびその他処置を求

める規制当局は存在しない。しかしながらAIGおよび子会社が事業を運営する法域が多数に及ぶこと、

各法域における規制上の要件の査定および対処は複雑であることを考慮すると、シリーズC優先株式の

発行に関連して必要となる規制上の同意および許認可の全てを取得できていない可能性もある。した

がって、必要となる規制上の同意および許認可の全てを取得できないことが、AIGの連結財務状態、業績

およびキャッシュ・フローに著しい悪影響を及ぼさないという保証はない。

 

AIGおよび子会社はAIGの支配権の変更により影響を受ける様々な契約およびその他合意の当事者であ

る。AIGはシリーズC優先株式の発行から発生する支配権の変更により重要な契約もしくは合意に違反

が生じるとは考えていないが、当該契約および合意におけるAIGの相手方当事者が違反の発生を主張し

ない保証はない。仮にAIGが重要な契約または合意に違反したことが発覚した場合、AIGの連結財務状

態、業績もまたはキャッシュ・フローに著しい悪影響が及ぶ可能性がある。

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

277/791



投資の集中

 

AIGの投資ポートフォリオを特定の経済分野に集中させることは悪影響を生じる可能性がある。AIGの

業績および財務状況は、住宅モーゲージ担保証券、商業用モーゲージ担保証券およびその他資産担保証

券など特定の種類の資産への集中によりに悪影響を受け、その影響は今後も継続する可能性がある。ま

た、特に金融センターおよび世界規模の銀行などの金融機関に対するAIGのエクスポージャーは非常に

大きい。かかるAIGの投資ポートフォリオの集中は、投資ポートフォリオに、また最終的には、AIGの連結

業績および財務状況に悪影響を及ぼしかねない。このリスクを緩和させるためにポートフォリオを広

く分散させているが、特定の産業、資産、関連産業グループまたは特定の地域において不利な事態が生

じたときは、その投資対象に集中しているポートフォリオの部分につきさらに悪影響が生じる可能性

がある。またAIGが特定の関連資産に所属する資産を売却したいときに、他の市場参加者も同時に売却

を目論んでいるときは、その売却が困難になる可能性がある。

 

AIGの保険およびその他リスク・エクスポージャーを集中させることは悪影響を生じる可能性がある。

AIGは、顧客および取引相手に対して担う、保険契約、デリバティブおよびその他義務の結果として晒さ

れるリスクを、エクスポージャーの種類、産業、地理、取引相手等のエクスポージャーの多様性を看視

し、かつ保有意図の限度を超えるエクスポージャーを制限または相殺するため、再保険、ヘッジおよび

その他調整を駆使することで、緩和を目指している。状況またはエクスポージャーによっては当該リス

ク管理調整を合意可能な条件で行うことができない場合が存在し、またはAIGのエクスポージャーが絶

対的に大きいため、AIGの期待に比べ不利な動向が極僅かであったとしてもAIGの連結財務状態および

業績に悪影響を及ぼす可能性がある。

 

賠償責任保険の引き受けおよび支払備金

 

損害保険の保険金支払債務を予測することは困難であり、支払備金および損害調査費用の見積額を超

える可能性がある。AIGはその資源を中核である損害保険事業に集中し、連銀クレジット契約に基づく

借入金を返済するためその他事業を売却する意図を発表した。その結果、AIGの損害保険事業に対する

依存度の上昇が予測される。

 

AIGは毎年未請求の確定債務および損害調査費用の設定額を見直しているが、AIGの最終的な損失引当

金がかさんで、AIGの現在の支払備金を大きく超えない保証はなく、AIGの業績に重大な影響が及ぶ可能

性がある。エクセスおよびアンブレラ保険、会社役員賠償責任、専門職賠償責任、医療賠償責任、労災、一

般賠償責任、製造物責任およびそれらに関連するものの他アスベストおよび環境関連保険を含む解決

に長期を要する賠償責任保険の最終的な正味保険金と損害調査費用の見積りには複雑な手続きが必要

である。一般的には、過去の損害変動要因をもって将来の損害変動が見積もられる。ただし、将来の損害

変動パターンが過去と同じであるとは限らない。またある保険事故年度における支払備金の当初見積

もりの記録の後、長期間にわたり、損害傾向および損害変動要因の見落としが認識されないこともあ

る。したがって、何年かの保険事故年度の支払備金は、当初支払備金を見積もったときに参考にした損

害傾向および損害変動要因が後に変わったことから大きな影響を受ける可能性がある。損害傾向およ

び損害変動要因は、インフレ、法規制環境、またはその他、最近の信用市場の混乱により会社役員賠償責

任または専門職賠償責任保険において報告された保険金請求の影響など保険金請求に影響を及ぼす社

会経済情勢によって変化することがある。

 

異常災害損失に対するエクスポージャー

 

異常災害の発生は、AIGの連結財務状況および業績に重大な影響を及ぼすことがある。ハリケーン、地

震、流行病、テロおよびその他自然災害などの発生は、AIGの連結財務状況および業績に重大な影響を及

ぼす（AIGの事業を以下のリスクにさらすことを含む。）。

 

・　損害保険、労災保険、疾病および死亡保険に基づく保険金請求の増加
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・　投資資産の価値の下落により、保険契約および契約債務を履行するために必要な支払額を確保でき

ないことから生じる損失

・　疾病、死亡、解約および費用を鑑みた商品の価格を設定する際に見積もられた金額を大幅に超える

保険金が発生したことによる損失

 

再保険

 

再保険を確保できず、または再保険コストが高額になる可能性がある。AIGの子会社は、再保険の主要な

購入者であり、再保険をAIGの全体のリスク管理戦略として用いている。再保険は、取引および保険契約

上のリスク保有率を管理し、異常災害損失を軽減するための重要なリスク管理ツールである。AIGの子

会社が再保険を確保できるか、あるいは再保険のコストを負担することができるかは、AIGが制御でき

ない市況の変動にかかっている。例えば、大型の異常災害が多数発生した翌年では、再保険の購入はよ

り困難になる。このためAIGの再保険を取得するためのコストはさらにかさみ、合意できる条件で充分

な再保険を確保することができず、AIGのエクスポージャー・リスクは高まり、子会社の保険引受額を

減額するか、代替的な措置を講じることが必要になる。

 

再保険を購入することによりAIGは、再保険会社の信用リスクにさらされ、再保険はAIGを損失から充分

保護できない可能性がある。再保険会社は、現行の再保険契約の条件に基づき、再保険を通じてAIGの子

会社に対して出再限度で保証する義務を負うものの、AIGの子会社は、再保険をもって保険契約者に対

する大元の責任から免除されることはない。このため、AIGは子会社に再保険を提供する再保険会社の

信用が担保およびその他信用補完で補助されない限度でその信用リスクにさらされる。再保険会社が

倒産し、またはAIGの子会社との契約に基づく適時の支払が不能もしくはこれを拒否した時は、AIGの事

業および流動性に重大な影響が及ぶ場合がある。

 

保険契約者の動向

 

AIG保険契約者、代理店その他AIG保険商品の販売業者は、AIGの不利な決算発表を受け、大きな懸念を表

明している。AIGは、かかる懸念はAIG2008年度年次決算の発表により一層深刻化するものと予測してい

る。AIGの多く事業はAIGの（現実および認識の双方における）財務的な安定に依拠している。AIGまた

は子会社がその債務を履行できない可能性があるとの懸念は、以下を含む多くの面でAIGの事業に悪影

響を与える。

 

・　年金その他特定の生命保険契約においてAIGから資金を引き上げる旨の顧客からの要求

・　代理店、ブローカーおよび銀行がAIGの商品およびサービスを引き続き提供することを拒否

・　取引相手、顧客または業者がAIGとの事業継続を拒否

・　顧客およびその他当事者が既存の契約関係の解除を要求

 

長引く景気の変動ならびにAIGおよび同社の事業の更なる業績不振もしくは信頼の欠如により、AIGの

顧客、代理店その他販売業者はAIGとの取引を中止もしくは削減し、競争会社その他商品へと移行し、か

かる状況はAIGの収入の減少を引き起こす。AIGは事業再編を発表し、AIG子会社は不安定であるとの認

識を打開するべく別ブランドとして自らを位置づけているが、かかる努力が顧客を引付け、もしくは維

持する保証はない。

 

米国外事業

 

米国外事業は、AIGをその事業、流動性および財政状態に影響を受けるリスクにさらしている。AIGは130

カ国を超える国・地域で保険、投資商品およびサービスを企業および個人向けに提供している。AIGの

損害保険事業の相当部分および生命保険およびリタイヤメント・サービス事業の大部分は、米国外で

営まれている。米国外の特に新興国での事業は、各国の経済の下降、為替レートの変動、政情不安、国有

化および政府規制による影響を受け、その結果AIGの他の事業にも影響が及ぶことがある。
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各国の規制・監督の程度は様々である。一般的にAIGは、同じ規制当局の規制・監督下にあるその子会

社と同様に当該地域の規制当局が課す基準を満たさなければならない。米国外の規制当局がAIG子会社

に与えた許可は当該当局によって修正または取り消され得る。これによりAIGの保険子会社は現在営業

活動を行っている地域で将来営業を行えなくなることもあり得る。１つの国で生じた不利な措置は、当

該事由の規模およびその時点のその国におけるAIGの財務的なエクスポージャー（正味）の度合によ

り、AIGの事業、流動性および財政状態に悪影響を及ぼす可能性がある。

 

従業員

 

以前従業員に付与された株式報酬の価値の下落およびAIGの資産処分計画を取巻く不確実な状況によ

り、AIGは、処分計画の実施に不可欠な人材を含む、重要な従業員を維持できない可能性がある。AIGは事

業を成功させる上で従業員の優れた知識および才能に依拠している。AIGの普通株式の株価の下落によ

り重要な従業員に以前付与された株式報酬の価値が急激に下落している。また、資産処分の計画の発表

を受け、競争会社はAIGの重要な従業員の雇用の機会を伺っている。AIGは重要な従業員を維持するため

の計画を実施しているが、当該計画が効力を発揮する保証はない。重要な従業員の損失はAIGの事業価

値を低下させ、資産処分計画を成功に導く能力を損なう可能性がある。

 

AIGの財務報告のプロセスにおける重要な従業員を失うことは、AIGが要求された提出、財務報告書の作

成、その他内部統制において悪影響を及ぼす可能性がある。AIGは、要求された提出物、財務報告書その

他内部統制の運営を効果的かつ適時に実施する上で、これらの役務に従事してきた従業員の知識およ

び経験に依拠してきた。かかる人材を失えば、同等の知識および経験を有する人材によっても代替が不

可能であるおそれがある。

 

2009年米国復興再投資法は、AIGが最も優れた業績を有する従業員の維持する上で、悪影響を及ぼす可

能性がある。2009年２月17日、2009年米国復興再投資法（「景気対策法」）が成立した。景気対策法に

より、会社のプロクシー・ステートメントに記載された５人の執行役員およびその次に高額の支払を

受けている不良資産救済プログラム下での資金を受領している会社の従業員トップ20名に対して支払

われる賞与およびその他インセンティブ報酬が制限される。これまでAIGは業績に応じた報酬の支払を

理念としていた。景気対策法に従い発表される最終規則に基づく制限次第であるが、AIGが最も優れた

業績を有する従業員の維持するための報酬体系の創設が不可能となるおそれがある。仮にかかる事態

が発生した場合、AIGの資産売却計画、事業および業績は、場合によっては大きく悪影響を受ける可能性

がある。

 

AIGが資産処分計画を実施する上で利益相反が生じる可能性がある。AIGは資産処分計画においてその

事業を実施し、買手となる可能性のある者に情報を提供し、売却する事業の価値を最大化する上で重要

な従業員に依拠している。資産処分計画の成功は、資産処分の結果発生するAIGとその従業員の間の利

益相反により悪影響を受ける可能性がある。

 

従業員の過失および不祥事を察知して防ぐことは困難であり、重大な損失が発生しかねない。なかで

も、従業員の詐欺、過失、取引についての適切な文書化および適切な内部承認手続の懈怠ならびに法律

の不服従によって、一般的にもしくは資産処分過程において、損失が発生することがある。最近では金

融機関の従業員による詐欺およびその他の不祥事にまつわる著名な事件が数件発生したが、AIGも同じ

く従業員が不祥事を起こすリスクを抱えている。従業員の不祥事を察知して未然に防ぐことは常に可

能であるとは限らず、またAIGがこれを防いで察知するための管理体制も常に有効であるとは限らな

い。

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

280/791



規制

 

AIGは、その事業を行う各国の規制下にあり、最近の行政処分によりAIGが通常の過程で事業を営むこと

が困難となっている。AIGが世界各地で行っている事業は、米国内外の保険、証券、投資顧問、銀行および

貯蓄の規制当局を含む各種の規制当局の規制下にある。AIGの事業は、さらに多様化し消費者志向にな

りつつあることから規制の適用範囲が拡大され、規制当局が介入する可能性も高くなった。2008年第３

四半期初めにおけるAIGの流動性の問題を考慮すると、AIGおよび規制の対象である子会社は世界規模

での検討および監督の強化に服している。規制当局は自らが規制する事業体の管轄下にある事業を保

護するため重要な措置を採っている。かかる措置には以下のものが含まれる。

 

・　AIGへの配当支払の制限または禁止 

・　AIGに対するその他支払の制限または禁止

・　AIGによる追加資本拠出の要請

・　グループ会社間再保険準備金を地域別に資産により充当することを要請

・　子会社が営むことのできる事業を制限

・　規制対象の子会社とAIGまたはその関連会社の間で提示された全取引について事前承認を要求

 

AIGは、財政状態が安定するまで上記のような状態が継続するものと予測している。

 

生命保険およびリタイヤメント・サービス繰延保険獲得費用の調整

 

金利の変動、解約の増加およびその他の事象により、AIGの子会社は繰延保険獲得費用（「DAC」）の早

期償却を強いられ、その結果AIGの連結財務状況および業績に不利な影響が及ぶことがある。DACは、主

に保険および年金契約の新規獲得および更新に応じて変化し、関連する変動コストをいう。金利の上昇

または顧客の会社に対する信頼の喪失により、保険契約者がより高いリターンを得られるか、またはよ

り安定した保険商品を購入したがるために、保険契約者貸付けや生命保険および年金契約の解約が進

む可能性があり、AIGの子会社は、DACの早期償却が強いられることになる。この償却額が、特定の生命保

険および年金契約の解約または解除から得られる手数料を超えた場合、AIGの業績にマイナス影響が及

ぶ可能性がある。

 

保険指向の強い商品、投資指向の強い商品ならびにリタイヤメント・サービス商品のDACは、現在の事

業の将来の収益性を見積もった上で、回収の可能性が見直される。この見直しには、高い経営判断が要

求される。将来の実際の収益性が見積もられた収益性を大幅に下回ると、AIGはDACを前倒しで償却し、

これによりAIGの業績に不利な影響が及ぶことがある。

 

リスク管理

 

AIGは、いくつかの重大なリスクにさらされており、AIGのリスク管理手段および管理体制は、AIGの全て

の市況およびあらゆる種類のリスクに対するリスク・エクスポージャーを緩和するために全面的に効

果を発揮しないかもしれない。AIGがさらされている主なリスクは、信用リスク、クレジット・スプレッ

ド・リスクを含む市場リスク、業務リスク、流動性リスクおよび保険リスク等である。引き続く資本市

場の浮動性、根強いリスク回避、多くの資産クラスの市場において流動性が不十分であることが、AIGの

脆弱な財務状況と重なり、AIGは十分なリスク管理指針、手続およびプロセスを有することができず、リ

スク緩和政策およびテクニックを効果的に実施するために市場および取引相手方に十分にアクセスす

ることができない可能性がある。かかる状況は場合によってはAIGの連結業績、流動性もしくは財務状

況に重大な悪影響を及ぼし、AIGに対して行政処分または訴訟が提起され、さらにはAIGの評判が傷つく

おそれがある。
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資産処分の運営リスク　AIGは、事業レベルおよびコーポレート・レベルで子会社の処分ならびに帰結

として当社の再編に伴う様々な運営リスクに晒されている。当該リスクにはAIGに悪影響を及ぼすこと

なく売却事業のシステムおよびプロセスを非連結化すること、買主との合意に基づく移行分離契約に

従いAIGがその債務を履行すること、AIGが処分の完了と共に当社の規模を縮小することならびにAIGが

以前に売却事業が営んでいたサービスの提供を引続き提供することを含む。

 

AIGFPの縮小リスク　AIGFPの事業およびポートフォリオの順調な縮小の成功は、市況、AIGFPと相手方当

事者の取引希望もしくは取引中止希望または重要な人材の維持を含む多数のリスクに左右される。

AIGFPの事業およびポートフォリオの順調な縮小の成功は、AIG信用格付けの安定性にも左右される。

AIG信用格付けの更なる引下げはAIGFPの事業およびポートフォリオの縮小に悪影響を及ぼす可能性が

ある。

 

見積り

 

経営陣が財務書類を作成する上で使用した見積りと実際の結果が異なると、AIGの連結業績および連結

財務状況に不利な影響が及ぶ可能性がある。米国GAAPに基づき財務書類を作成する場合、会計方針を適

用するときには大きな判断を伴うことがある。AIGは、その適用している会計方針は、見積りや推測に基

づくものが多く、これらは重要な会計上の見積りであると考える。この会計上の見積りは、その見積り

を行う時点で不確実な要素が多い事項を予測しなければならない。たとえば、最近の市場の激しい変動

や流動性の低下により、AIGの投資資産の価値やAIGFPのスーパー・シニア・クレジット・デフォルト

・スワップなどAIGが発行あるいは保有する特定の金融商品に関連する債務および担保の価値を評価

することが困難になっている。さらに、繰延税金資産の回収可能性は将来の収益に関する見積りに依拠

するところが大きい。当該見積りはその性質上、判断ならびに現在の事実および状況に基づいている。

したがって、当該見積りは、実際の結果と異なる場合が（おそらく近い将来）生じる可能性がある。か

かる場合、AIGの連結財務状況に大きな影響を与える可能性がある。

 

訴訟

 

重大な訴訟は、AIGの業績に悪影響を及ぼす可能性がある。AIGは、証券に関する集団訴訟を含む数多く

の訴訟の当事者および行政上または規制上調査の対象となっている。訴訟の性質、正確な賠償金額の未

確定、AIGに対して申し立されている請求の種類から、AIGはこれらの訴訟の最終的な責任を現在の時点

で定量化することができない。これらの未解決の手続きの結果は、AIGの特定の事業年度の連結財務状

態および連結の業績に重大な影響を及ぼしうる。

 

航空機メーカー

 

航空機およびエンジンのメーカーの数は限られている。ILFCが購入し、リースするジェット機の供給

は、ボーイング社とエアバス社という２社の航空機機体メーカーに独占されており、航空機のエンジン

メーカーも限られている。このためILFCの成功は、これらのメーカーが財政的に安定し、機種および数

量についての航空会社の需要に合致した航空機および関連部品を製造し続け、ILFCへの契約上の義務

を履行し続けることに係っている。市場シェアを獲得するためのメーカー間の競争は熾烈であり、特定

の航空機の機種の価格の大幅な割引を強いられるなどILFCの競争力のある価格に不利な影響が及ぶこ

とがある。

 

その他各事業部門のリスクについては、上記「第一部　企業情報、第３　事業の状況、１　業績等の概要」

を参照のこと。

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

282/791



５ 【経営上の重要な契約等】

 

(1)AIGは、850億ドルのクレジット・ファシリティにつき、ニューヨーク連邦準備銀行との間で最終契約

を締結

AIGは、期間を２年間とした850億ドルのリボルビング・クレジット・ファシリティについてニュー

ヨーク連邦準備銀行との間で最終契約を締結した旨を2008年９月23日に発表した。当該ファシリティ

では、３ヶ月物LIBORに8.50％を加えた金利（年利）が日々発生する。当該ファシリティでは、契約締結

日におけるファシリティ総額の２％に相当する総コミットメントフィー（手数料）の当初支払いが規

定されている。また、AIGは未利用額についても年率8.50％によるコミットメントフィーを支払う。利息

とコミットメントフィーは通常ファシリティの融資残高が増加することで支払われることになる。

 

AIGは、とりわけ特定の資産の売却益ならびに債務証券およびエクイティ証券の発行を通じて、ファシ

リティを返済することが求められる。これらの強制的な返済によりファシリティに基づく借入可能額

は永久的に減少する。当該契約に従い、AIGは新たなシリーズである転換可能参加型連続優先株式を、米

国財務省のために優先株式を保有するトラストに対して発行する。当該優先株式には、普通株式への配

当に参加できる権利が付与されており、支払配当金総額の約79.9％に充つるまでの金額について優先

株式に帰属する支払を受けることができる。当該優先株式の議決権は、普通株式とともに全決議事項に

対して行使可能であり、総議決権の約79.9%を占め、それを上回ることはない。当該優先株式は、AIGの修

正基本定款を変更するための臨時株主総会によって、普通株式に転換することができる。

 

ファシリティに基づく借入は、とりわけAIGのコーポレート・ガバナンスの状態をニューヨーク連邦準

備銀行が合理的に満足するような状態にすることを条件としている。また、当該ファシリティには従来

どおりアファーマティブ・コベナンツおよびネガティブ・コベナンツが含まれ、最小限度の流通性の

維持要件およびトラストの設立後10日以内にAIGの取締役会の役員構成を当該優先株式を保有するト

ラストにとって満足のいくものとするよう合理的な努力をする旨の要件が盛り込まれている。

 

(2)AIG、米国財務省および連邦準備制度理事会（「FRB」）との間でAIGの包括的解決策に合意

AIGは2008年11月10日、米国財務省およびFRBとの間で、AIGの強固な資本構成の確立し、クレジット・デ

フォルト・スワップ(CDS)ポートフォリオと米国証券貸出プログラムに起因する流動性の問題を解決

するための支援策に合意したことを発表した。

 

本日発表された対応策には、AIGの流動性への問題対応を目的とした資金調達の方策や一時的な取引も

含まれている。

 

資金調達の方策には以下が含まれる。

 

・　改定与信枠：既存のNY連銀の与信枠（クレジット・ファシリティ）は、特に、以下を含む内容を反

映するため改定される。

(a) 永久優先株発行後の与信枠を600億ドルに変更　(b) 金利を現行の年率「LIBORプラス8.5%」

から「LIBORプラス3.0%」に引き下げ　(c) 未使用与信枠残に対する手数料を現行の年8.5%から年

0.75%に引き下げ　(d) 与信期間を２年から５年に延長。この与信期間延長により、AIGは資産売却

を秩序だって完了する時間的余裕が与えられる。当該資産売却で得られる資金は、借入の返済にあ

てられる。NY連銀の与信枠の改定に関連して、米国納税者のAIG株の保有比率はワラント（「ワラ

ント（シリーズD）（以下（4)にて定義する。）」）も含め、合計79.9%となる。
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(3)クレジット契約の変更

AIGは、NY連銀との間で2008年９月22日付けにて締結したクレジット契約（随時行われる変更を含み、

「クレジット契約」と総称。）について、2009年４月17日に変更第３号（「変更第３号」）をNY連銀と

の間で締結した。変更第３号は以下の事項を目的として締結された。

 

・LIBOR金利における3.5パーセントという既存の下限金利の削除、

・AIGのシリーズE優先株式、シリーズF優先株式およびAIGの普通株式3,000株を取得することのできる

ワラントの、AIGから米国財務省に対する発行の許可、ならびに、

・その他の重要かつ専門的な変更を行わないこと

 

(4)証券売買契約

 

AIGは、2008年11月25日、米国財務省（以下、「財務省」という。）との間で証券売買契約を締結した。当

該売買契約によると、AIGはTARPの一環として、取得総額400億ドル（「取得価格」）にて、(i)額面価額

が５ドルであるAIGのシリーズD優先株式400万株、(ii)額面価額2.50ドルの普通株式を最大53,798,766

株まで購入する権利が付与されたAIGのワラント（シリーズD）（シリーズD優先株式と合わせて、「シ

リーズD証券」と総称する。）を財務省に対して発行して売却し、財務省はそれらを取得する予定であ

る。

 

売買契約の締結後、AIGは2008年11月25日に財務省との間でシリーズD証券の売買を完了した。

 

シリーズD優先株式

 

シリーズD優先株式はシリーズE優先株式に交換された。下記(6)を参照のこと。

 

ワラント（シリーズD）

 

ワラントは、１額面当たり2.50ドル（投資実行日現在におけるAIGの普通株式の額面価額に相当する）

の初回行使価格により、最大53,798,766株（2008年11月25日現在におけるAIG普通株式数の２パーセン

トに相当する）の普通株式に転換することができる。当該初回行使価格は、AIG普通株式の額面価額を

減額する修正基本定款の変更後、普通株式の額面価額に応じて調整される。ワラントの条件に従い発行

される最終的な普通株式数およびワラントの行使価格は、ワラント証書に記載される通常の希薄化防

止調整（特定の場合における普通株式の発行もしくは普通株式に転換される証券の発行に伴う調整を

含む。）にも服する。

 

ワラントの期間は10年間とし、全部または一部についていつでも権利行使することができる。合衆国連

邦および州の証券法を遵守するために必要な制限を除き、譲渡に関する契約上の制限に服することは

ない。財務省は、ワラントの権利行使により発行される普通株式については議決権を行使しない旨合意

している。財務省の要請があった場合、AIGは、ワラントおよびワラントの権利行使に係る普通株式に関

して届出書を提出する義務を負う。ワラントに関連して発行されたシリーズD優先株式の全部が償還さ

れるか、１名以上の第三者に譲渡された場合、AIGは、同社を支配するまたは支配する可能性のあるワラ

ント保有者が存在しない限り、財務省が保有するワラントをいつでもその公正価値により買戻すこと

ができる。ワラント発行の関係で、シリーズC転換可能参加型永久優先株式（「シリーズC優先株式」）

により転換される株式数は、発行済み普通株式数の77.9パーセントまでに減少される。

 

(5)AIGは、米財務省を唯一の受益者とする信託に対し、シリーズC優先株式を発行

 

AIGは、2009年3月４日に、10万株のシリーズ優先株式を、米財務省を唯一の受益者とする信託として設

立されたAIGクレジット・ファシリティ・トラストに対して発行したことを、発表した。シリーズC優先

株式の発行によって、同株式は転換されたものとみなされ、トラストがAIG普通株式の総議決権の約

77.9％を有することになるため、AIGの支配権に変化もたらすこととなる。
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AIGの最新のForm 10-K（年次報告書）に記載のとおり、シリーズC優先株式は、2009年3月１日付でAIG

とAIGクレジット・ファシリティ・トラストとの間で合意された、シリーズC転換可能参加型永久優先

株式売買契約に基づいて発行され、また、同株式は、2008年9月22日付でAIGおよびニューヨーク連邦準

備銀行との間で交わされた、クレジット契約の内容に則っている。

 

(6)証券交換契約

 

AIGは、2009年４月17日に米国財務省との間で証券交換契約を締結した。当該交換契約によると、財務省

は、１株当たりの額面価額が5.00ドルであるAIGのシリーズD優先株式400万株を、１株当たりの額面価

額が5.00ドルであるAIGのシリーズE優先株式40万株と交換する。

 

AIGは、当該交換契約により、株式資本の買戻しを行うことが制限され、また、事業上の支出、ロビー活動

および業務執行報酬を制限する方針を採択し、維持しなくてはならない。

 

当該交換契約に基づき、AIGは、2009年度年次株主総会において修正基本定款に対する以下の変更の承

認を提案しなければならない。

 

・AIGの取締役会に対し、異なる順位のシリーズ優先株式の発行権限を授権することについての議案、

・シリーズE優先株式および当初財務省に発行された一切のシリーズ型優先株式が、その他の優先株式

シリーズに優先されることについての議案

 

また、当該交換契約により、財務省は、特定の場合においてAIGのシリーズD優先株式の発行に関連して

受領したワラントをシリーズC優先株式53,798,766株と交換することが認められている。

 

さらに当該交換契約に従い、財務省は、シリーズE優先株式を新規シリーズの優先株式に交換すること

ができる。かかる新規シリーズの優先株式は、その優先分配権が１株当たり10,000ドルまたは交換の対

象となっている新規シリーズ優先株式の株式数に応じて財務省が合理的に設定する１株当たりの金額

となるように設定され、それ以外の条件はシリーズE優先株式と同じ条件となる予定である。

 

当該交換契約の締結後、AIGは2009年４月17日に財務省との間でシリーズD優先株式のシリーズE優先株

式との交換を完了した。

 

シリーズE優先株式

 

シリーズE優先株式の配当は、取締役会または取締役会が正当に授権をした委員会の宣言により、非累

積ベースで、法的に支払可能となる資産から、現金により、１株当たりの優先的分配権104,011.44ドル

（「本優先的分配権」）に対し年間配当率10パーセントが支払われる。シリーズE優先株式は、AIGの清

算、解体および解散に伴う配当およびその他支払に関連し、普通株式に優先し、またAIGの前述の修正基

本定款の変更が承認された場合にはシリーズC優先株式およびこれに続きAIGが財務省以外の者を対象

として発行したあらゆる種類の優先株式に優先するものとする。

 

財務省を唯一の受益者として設立したトラストであるAIGクレジット・ファシリティー・トラストま

たはその承継体が実質的に所有するAIGの議決権付株式の割合が30パーセント未満であり、かつ、AIGを

支配するまたは支配する可能性のあるシリーズE優先株式の保有者が存在しない限り、何時にても、本

優先的分配権にその時点の配当期間における未払い配当金を加算した価額により、シリーズE優先株式

を償還することができる。
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シリーズE優先株式の保有者は、連続か否かを問わず、４四半期間以上（ここにはシリーズD優先株式が

未払いである期間を含む。）、支払われるべき配当の支払いが行われない場合、AIGの取締役会のメン

バーに追加で２名または取締役総数の20パーセントに相当する取締役数（端数切り上げ）のいずれか

多い方の取締役の選任権を有する。当該交換契約に従い、AIGは、財務省の要請がある場合、シリーズE優

先株式に関し1933年証券法に基づく届出書を提出する義務を負う。

 

資本代替誓約

 

シリーズD優先株式のシリーズE優先株式との交換に関連し、AIGは資本代替誓約を締結した。本資本代

替誓約では、AIGは、2036年に満期となる利率6.25パーセントの優先社債（CUSIP No.026874AZ0）の保

有者のためにAIGが資本代替証券を発行して適格な収益が得られない限り、当該資本代替誓約で定めら

れたAIGまたはAIG子会社の特定の資本証券発行による収益で賄う場合を除き、2012年４月17日前まで

のいつでもシリーズE優先株式の全部または一部について返済、償還または購入を行わず、子会社もそ

れらを購入しない旨、同意している。

 

(7)証券売買契約

 

AIGは、2009年４月17日、米国財務省との間で証券売買契約を締結した。当該売買契約に従い、AIGは、(i)

１株当たりの額面価格が5.00ドルであるAIGのシリーズFシリーズF優先株式300,000株、および(ii)１

株当たりの額面価格が2.50ドルのAIGの普通株式を最大3,000株まで購入する権利が付与されたワラン

ト（「ワラント（シリーズF）」）（シリーズF優先株式と合わせて「シリーズF証券」と総称。）を財

務省に対して発行および売却し、財務省はそれらを購入する予定である。

 

本売買契約に従い、財務省は、以下の条件のもと、５年間の期限付きで最大298.4億ドルの即利用可能な

資金（「コミットメント」）を提供することになった。

 

・AIGが米国連邦制定法（United States Code）タイトル11に基づき係争中の訴訟における債務者で

ないこと。

・財務省を唯一の受益者として設立されたトラストであるAIGクレジット・ファシリティー・トラス

トおよび財務省の両者が合計して、AIGの議決権付株式に付された議決権の過半数を保有しているこ

と。

 

利用可能金額は、財務省により別途指定された場合を除き、その融資に関する条件に基づき、財務省の

単独の裁量により、財務省がAIG、その子会社またはシリーズF証券の売買終了後にAIGもしくはその子

会社によって設立された特別目的会社に対して提供した融資額の総額に応じて減少する。

 

当該売買契約により、AIGは、株主資本の買戻しを行うことが制限され、また、事業上の支出、ロビー活動

および役員報酬を制限する方針を維持しなければならない。

 

本売買契約に基づき、AIGは、2009年度年次株主総会において、修正基本定款に対する以下の変更の承認

を提案しなければならない。

 

・AIGの取締役会に対し、異なる順位のシリーズ優先株式の発行権限を授権することについての議案、

・シリーズF優先株式および当初米国財務省に発行された一切のシリーズ型優先株式が、その他の優先

株式シリーズに優先されることについての議案

 

さらに当該売買契約に基づき、財務省は、シリーズF優先株式を新規シリーズの優先株式に交換するこ

とができる。かかる新規シリーズの優先株式は、その優先分配権が１株当たり10,000ドルまたは交換の

対象となっている新規シリーズ優先株式の株式数に応じて財務省が合理的に設定する１株当たりの金

額となるように設定され、それ以外の条件はシリーズF優先株式と同じ条件となる予定である。
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当該売買契約の締結後、AIGは2009年４月17日に財務省との間でシリーズF証券の売買を完了した。
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シリーズF優先株式

 

シリーズF優先株式の配当は、取締役会または取締役会が正当に授権をした委員会の宣言により、非累

積ベースで、支払可能資産から、現金により、シリーズF優先株式の優先的分配権に対し年間配当率10

パーセントが支払われる。優先的分配権は、初めは１株につき０ドルとし、コミットメントから引き出

す毎に引き出した金額に比例して増加する。シリーズF優先株式は、普通株式に優先し、AIGのシリーズE

確定利付非累積的永久優先株式（財務省を対象に以前発行されたもの）と同順位で扱われ、かつ、AIG

の修正基本定款に対する上記の変更案が承認された場合は、AIGのシリーズC優先株式およびこれに続

きAIGの清算、解体および解散に伴う配当や支払いに関連して財務省以外の者を対象に発行される他の

シリーズ優先株式にも優先する。

 

トラストまたはその承継体が実質的に所有するAIGの議決権付株式の保有割合が30パーセント未満で

あり、かつ、AIGを支配するまたは支配する可能性のあるシリーズF優先株式の所有者が存在しない限

り、AIGは、何時にても、優先的分配権にその時点の配当期間における未払い配当金を加算した価額によ

り、シリーズF優先株式を償還することができる。

 

シリーズF優先株式の保有者は、連続か否かを問わず、４四半期間以上（ここには、2008年11月25日に財

務省を対象として発行されたシリーズD優先株式が未払いである期間を含む。）、支払われるべき配当

の支払いが行われない場合、AIGの取締役会の追加メンバー２名または取締役総数の20パーセントに相

当する取締役数（端数切り上げ）のいずれか多い方の取締役の選任権を有する。

 

当該売買契約に従い、AIGは、財務省の要請がある場合、シリーズF優先株式に関し1933年証券法に基づ

く届出書を提出する義務を負う。

 

ワラント（「シリーズF」）

 

ワラントは、１株当たり0.000001ドルの初回行使価格により、最大3,000株の普通株式に転換すること

ができる。ワラントに関する条件に基づき発行される普通株式の最終的な株式数およびワラントの行

使価格は、ワラント証書に記載される一般的な希薄化防止調整（特定の場合における普通株式の発行

もしくは普通株式に転換される証券の発行に伴う調整を含む。）にも服する。

 

ワラントの期間は10年間とし、全部または一部についていつでも権利行使することができる。合衆国連

邦および州の証券法を遵守するために必要な制限を除き、譲渡に関する契約上の制限に服することは

ない。財務省は、ワラントの権利行使により発行される普通株式については議決権を行使しない旨合意

している。財務省の要請があった場合、AIGは、ワラントおよびワラントの権利行使に係る普通株式に関

して届出書を提出する義務を負う。ワラントに関連して発行されたシリーズF優先株式の全部が償還さ

れるか、その全部が１名以上の第三者に譲渡された場合、AIGは、財務省がAIGを支配するかまたは支配

する可能性が存在しない限り、財務省が保有するワラントをいつでもその公正価値により買戻すこと

ができる。

 

６ 【研究開発活動】

特になし。
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７ 【財政状態および経営成績の分析】

 

（下記の記述は2008年度アニュアルレポート　「株主の皆様へ」の抜粋である。）

 

株主の皆様へ

 

2008年度に深刻な損失を被ったAIGの株主の皆様を安心させることは難しいですが、世界中におけるAIG

の今後の事業の可能性の最大化を図りながら、できるだけ多くの価値を保持するために、AIGの社員が

皆、懸命に働いているということは明言できます。

 

2008年度の経済状況は、かつてないほどの大激変に見舞われました。記録的な業績発表から12ヵ月も経

たないうちに、AIGは崩壊の危機に瀕しました。昨年の９月18日、私はAIGを統率せよという米国政府から

の要請に同意しましたが、この時、AIGには誇り高く有能で献身的な社員が大勢いることがわかりまし

た。彼らはその生涯の仕事、そして多くの場合は自分自身の生涯の蓄えが大混乱に陥っているのを目の

当たりにして、呆然とし途方に暮れていました。現在と同じく、大部分の事業は健全で通常どおり営業し

ていたからこそ、AIGの急速な落ち込みは不条理に思えました。しかしながら、米国の住宅市場の崩壊に

よって、AIGのリスクが不動産ローン担保証券に集中していることが浮き彫りになりました。このような

集中と、資産価値の急落やクレジット市場の機能不全とが相まって、突然深刻な資金繰りの悪化に見舞

われました。

 

何が起こったのか？　長い年月をかけて、AIGは世界的な事業展開の基盤を生命保険および損害保険事業

に置きながらも、様々な金融サービス事業を拡大してきました。その一つが、1987年に設立されたAIG

ファイナンシャル・プロダクツ・コープ（AIGFP）で、世界中のお客様に向け、様々な金融取引を主に

行っています。1998年にAIGFPは、特定の証券のデフォルトから保護するために、他の金融機関へのクレ

ジット・デフォルト・スワップ（CDS）の販売を開始しました。当時この証券の多くは、最高の格付けで

あるAAA格を付与されていました。しかしながら、2007年後半に米国の住宅ローン市場が悪化し始めると

これら証券の価格は大幅に下落し、その結果AIGは多額の未実現時価評価損を計上しました。特にAIGFP

のCDSポートフォリオでは、多額の現金が必要となりました。

 

同時にAIGは、証券貸出プログラムで多額の評価損を計上しました。このプログラムを通じて、AIGは保有

していた特定の証券を短期で貸し付け、高格付けの不動産ローン担保証券への投資によって収益を上げ

ていましたが、このようなAIGの不動産関連投資の評価額も急落しました。

 

今回の危機の間も、AIGの保険事業は健全で十分な資本を確保していたこと、また今後もそれは変わらな

いことを改めて表明することが大切です。AIGFPにより生じた損失は、AIGの保険契約者に対して直接の

影響は及ぼしません。AIGの保険会社は厳しい規制を受けており、保険契約者に対する返済義務をまっと

うするのに十分な資産があり、準備金は保護されています。

 

ベア・スターンズやリーマン・ブラザーズなど高い評価を受けていた金融機関の崩壊は、世界経済全体

に衝撃を与えました。米国政府支援機関であるファニーメイとフレディマックの危機が、金融市場の混

乱に拍車をかけました。クレジット市場は急激に悪化し、資金調達は事実上不可能となりました。９月に

はAIGの信用格付けは再び引き下げられ、追加の担保と200億ドルを超える現金が求められました。支払

能力はあるものの、AIGは突如として深刻な流動性危機に直面しました。

 

米国政府からの支援　規模の大きさ、及び世界中の金融市場や機関投資家との密接な相互関係から、米国

政府はAIGを救済できなければ深刻な悪影響が出ることを認識していました。世界最大規模の保険会社

であることに加え、AIGはCDS事業を通じて、4,000億ドルを超えるクレジット・プロテクションを世界中

の銀行をはじめとするお客様に提供していました。AIGは外国為替市場、金利市場の主要な参加者でもあ

ります。
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AIGを安定させ悪影響が経済全体に波及するのを防ぐため、米国政府は2008年９月16日、２年間を期限と

する850億ドルの緊急融資を提供しました。この金利はLIBOR（ロンドン銀行間取引金利̶短期金利設定

のベンチマークとして幅広く利用されています）に8.5%上乗せした利率です。総貸付枠の金額に対し

２%の初期手数料、また貸付枠の未借入残額に対し、8.5%の手数料を支払います。さらに米国政府は、優先

株式を通じて79.9%の株式を保有する権利を有します。

 

この融資の実行にともない、政府からの借り入れを返済するために、経営陣はAIGが世界中の有力な事業

の多くを売却できるよう計画を策定しました。しかしながら、この子会社売却ならびに事業再編計画を

実施しても、AIGは２つの大きな流動性の問題に対処しなければなりませんでした。それは、マルチセク

ター・CDS・ポートフォリオと、証券貸出プログラムの問題です。

 

2008年11月10日、AIGとニューヨーク連邦準備銀行（NY連銀）は、AIGの流動性の問題に対処し、資産売却

と政府への返済に対する時間と流動性を提供する包括的解決策を発表しました。これには、AIGの証券貸

出プログラムに関連する資産と、AIGFPのCDSによって保証されたマルチセクターCDO（債務担保証券）

を買い取るための、金融受け皿会社２社（Maiden Lane IIおよびMaiden Lane III）の設立が盛り込ま

れました。両社は主に米国政府から資金を調達しましたが、AIGからも劣後資金が拠出されました。合意

条件により、両社が保有する証券の市場価格が回復した場合には、その利益の大部分が政府のものとな

りますが、一部はAIGも得ることができます。

 

さらに米国財務省は、不良資産救済プログラム（TARP）を通じて、AIGが新規発行した400億ドルの永久

優先株を購入しました。この収入は政府からの借り入れの一部返済に充てられました。永久優先株には

10%の累積配当が支払われるという条件でした。

 

金融受け皿会社２社と政府の資本注入によりAIGの流動性への圧力は大幅に軽減されましたが、世界経

済全般、ならびに特に金融業界は低迷を続けました。年末にかけて損失は膨れ上がり、第４四半期業績に

とって大きな痛手となりました。

 

2008年度の業績　AIGは、特に不動産ローン担保証券などクレジット市場の深刻な悪化と、現在進行中の

事業再編にかかわる費用により、第４四半期の純損失は記録的な水準に達したと発表しました。前年同

期の純損失53億ドル（希薄化後の普通株式１株当たり純損失2.08ドル）に対し、2008年度第４四半期は

純損失が617億ドル（希薄化後の普通株式１株当たり純損失22.95ドル）となりました。2008年度通年の

純損失は993億ドル（希薄化後の普通株式１株当たり純損失37.84ドル）となりました。2007年度通年

は、62億ドルの純利益（希薄化後の普通株式１株当たり純利益2.39ドル）でした。

 

2008年度の厳しい状況にもかかわらず、収入保険料およびその他収入は、第４四半期に前年同期比1.9%

の減少にとどまりました。2008年度通年では、収入保険料およびその他収入は5.3%増加しました。

 

新たな事業再編計画　何件かの取引が発表され、子会社および事業の売却プロセスはいくらか進展した

ものの、世界全体の景気は驚くべき速さで悪化を続け、AIGの事業の買い手候補自体も、資金調達が難し

いことなど厳しい問題に直面しました。生命保険セクターの株価は暴落しました。A.M.ベストの指数に

よれば、2008年10月１日以降、生命保険会社の株は世界全体で51%、米国では60%下落しました。スタン

ダード・アンド・プアーズは最近、米国の大手保険会社の多くを格下げしました。格付け機関のフィッ

チならびにムーディーズによると、欧州の生命保険会社の間でも同様のトレンドが見られます。

 

こうした背景から、2009年３月２日、AIGは事業再編計画に重大な修正を加えました。これは事業の安定

性と活力を保証し、保険契約者を保護し、政府に返済を行うためのものです。米国財務省ならびに連邦準

備制度理事会（FRB）と協力してAIGの資本基盤を強化し、今後の市場および業界を取り巻く環境の改善

による恩恵を受けるまでの時間的猶予を得るために、新たな措置を策定することで、原則合意に達しま

した。
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この新たな計画により、米国財務省のAIG優先株投資の条件は、より普通株に近いものに変更され、それ

によりAIGの資本構造が改善されます。また米国財務省は、AIGに新たな５年間の資本増強枠を供与する

ことで合意しました。これによってAIGは、必要に応じて随時、米国財務省に対して非累積型優先株を発

行し、最大300億ドルの資金調達を行うことができます。

 

AIGはNY連銀、またはNY連銀を受益者とした信託に対して、アメリカン・ライフ・インシュアランス・カ

ンパニー（ALICO）とアメリカン・インターナショナル・アシュアランス・カンパニー・リミテッド

（AIA）の優先証券を提供することにより、NY連銀からの最大260億ドルの優先担保借入残高を削減しま

す。

 

さらにAIGは、NY連銀に対していくつかのAIGの米国内生命保険事業に関するエンベッディッド・バ

リューのうち最大85億ドルに相当する証券化証券を提供することにより、NY連銀からの既存の借入残高

を更に削減する計画を発表しました。この証券化は、資本政策の一環であり、日常の保険事業、営業活動、

当該事業のお客様には影響を与えません。

 

また新たな計画の条件により、NY連銀は、クレジット・ファシリティからLIBORの下限金利を取り除きま

す。この結果、現在のLIBOR水準と借入残高に基づく試算では、AIGは１年当り推定10億ドルのコスト削減

が可能になります。

 

今後もAIGは引き続き、NY連銀の残りのクレジット・ファシリティにアクセスすることができます。優先

証券と証券化証券による債務の返済後、AIGが利用可能な借入枠合計は少なくとも250億ドルです。

 

また３月２日にAIGは、企業向け損害保険グループ（コマーシャル・インシュアランス・グループ）、米

国外損害保険事業、その他損害保険事業を含む損害保険事業の持株会社をAIUホールティングス・イン

クという名称で設立する意向も発表しました。この新持株会社の取締役会、経営陣、およびブランドは

AIGとは全く異なったものになります。この社名は、その歴史を1926年の設立に遡ることができる世界的

な企業、アメリカン・インターナショナル・アンダーライターズに由来します。

 

すべて合わせると、AIUホールディングス・インクは、企業向けの商業分野の保険で全米最大、また世界

最大の損害保険ネットワークとなります。AIUホールディングス・インクは独自の有力な営業基盤を持

ち、全世界で従業員は40,000人を超え、650を超える商品およびサービスを提供し、正味収入保険料は400

億ドルを上回ります。

 

このようなAIUホールディングス・インクの分離に向けた動きにより、AIGは、AIUホールディングスの少

数株主持分の売却に向けて準備をすることができます。最終的に、市況によっては株式上場の可能性も

あります。

 

またAIGは、市場における競争力を高めるため、米国内生命保険事業とリタイヤメント事業の統合を検討

していると発表しました。合わせて総資産2,400億ドル、顧客数1,600万人、ファイナンシャル・プロ

フェッショナルの数は30万人超となり、統合後はきわめて強固な基盤と多角化した事業を有することに

なります。

 

AIGの今後の優先事項　2008年９月に米国政府が初めてAIGに投資して以降、事業価値を保持すること、ま

た米国の納税者に返済することがAIGにとって最優先事項となっています。AIGは、米国納税者への返済

に向けた明確な計画に着手するために、不良資産救済プログラム（TARP）を通じた資本注入を受けた最

初の会社となりました。これには、資産売却、不要な経費の削減、保険事業の健全性の維持ならびに自己

資本の充実が前提となりました。

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

292/791



経費削減のために、昨年10月には会社全体の支出、イベント、その他事業活動を徹底的に見直しました。

この見直しの結果、AIGは経費を抑え、さらに納税者の利益に沿って、最終的には焦点を絞った競争力の

ある企業になるためにいくつかの措置を採りました。例えば、現在の状況においては重要ではない600件

以上の会議、ミーティング、その他のイベントを中止しました。

 

AIGが公的な支援を受けてから、経営陣の報酬が大きな注目を集めています。このレターの執筆時点にお

いて、2008年初めにAIGFPの社員と結んだ残留特別手当に関する契約について、激しい論争が繰り広げら

れています。AIGには、こうした契約を尊重する法的義務があります。これは、事業閉鎖にあたってAIGFP

の社員が残留し、慎重に取引を解消するためのインセンティブを与えるものです。このような論争が起

こる中、AIGFPの多くの社員が報酬の全額または一部の返還に同意してくれたことを喜ばしく思います。

 

この論争が起こる以前にも、経営陣の報酬を抑えるために様々な措置を採ってきました。私は2008年度、

2009年度の報酬を１ドルとすることでAIGと合意しました。賞与、退職金、出資などはありません。

 

AIGのトップ７名の経営陣については、2008年度の年間賞与はなく、2009年度中の昇給はありません。さ

らに彼らは、退職金を受け取る権利を返上し、繰り延べ報酬勘定からの支払を受け取っていません。これ

は、長年にわたって彼らが積み立ててきたもので、受け取る権利を有するものでした。50名のシニア・

パートナー・グループ全体で、給与ならびに賞与は制限されています。

 

保険事業の健全性を保つために、当社は質の高い顧客サービスを維持する必要性を強調してきました。

また同様に、商慣行の規律を保つことも重要です。我々の目標は、保険引受利益を達成することです。市

場シェア獲得のために、人為的に価格を付けることはありません。価格にはリスクを適切に反映させな

ければなりません。繰り返し述べているように、この厳しい期間を切り抜けた後に、大量の不採算契約を

抱えているようなことにはしたくありません。

 

取締役ならびに経営陣の交代　AIGはこの１年間に大きく変わりましたが、経営陣にも大きな変更があり

ました。６月には、AIGに37年間勤めたマーティン・J・サリバン氏がプレジデント兼CEOを辞任しまし

た。私が米国政府から就任を要請された９月までは、ロバート・B・ウィルムスタッド氏が会長兼CEOを

務めました。

 

非常に幸先が良いことに、2008年10月にはポーラ・ロスプット・レイノルズ氏がバイスチェアマン兼

チーフ・リストラクチャリング・オフィサーとしてAIGに入社することになりました。彼女は誇張しよ

うもないほど、これまでにも貢献してくれています。さらにエグゼクティブ・バイスプレジデント兼

ジェネラル・カウンシル兼シニア・レギュレートリー・アンド・コンプライアンス・オフィサーであ

るアナスタシア・D・ケリー氏が、新たにバイスチェアマンの職務を引き受け、政府関連業務、コミュニ

ケーション、人事も担当することになりました。リチャード・H・ブース氏が、HSBグループ・インクの会

長としての職務に加えて、事業トランジション計画担当バイスチェアマン兼CAO（最高総務責任者）に

選ばれました。またシニア・バイスプレジデント兼コントローラーを務めるデビッド・L・ハーツォグ

氏が、10月に離職したスティーブン・J・ベンジンガー氏の後任として、エグゼクティブ・バイスプレジ

デント兼最高財務担当役員に選ばれました。

 

生命保険事業担当シニア・バイスチェアマンを退任するエドマンド・S・W・ツェー氏は、48年間の勤続

中、AIGに多大な貢献をしました。ツェー氏は1961年にAIGに入社し、1996年から取締役を務めています。

主に、東南アジアでの生命保険事業の構築、中国での業務開始を手掛けました。我々は皆、彼の助言や

リーダーシップの恩恵を受けており、引き続きシニア・アドバイザーとAIAの名誉会長を務めてくれる

ことを喜んでいます。
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バイスチェアマンを務め、３月にAIGを退職したフランク・G・ワイズナー氏は、10年に渡ってAIGで活躍

しました。ワイズナー氏は渉外担当バイスチェアマンとして、また1997年から2003年まで取締役を務め

ていた際にも、対外関係や公共政策に関する詳しい知識を活かしました。彼の退職にあたり、我々は深く

感謝の意を表したいと思います。

 

2008年度の年次株主総会後、他にエレン・V・フッター氏、リチャード・C・ホルブルック氏、フレッド・

H・ラングハマー氏の３名の取締役が退任しました。さらに、現在取締役を務めているバージニア・M・

ロメッティー氏、マイケル・H・サットン氏は2009年度の年次株主総会では立候補しないことを決めて

います。彼らの献身的な働きに大いに感謝しています。

 

2008年７月に取締役会はスザンヌ・ノラ・ジョンソン氏を取締役に選出しました。彼女は、ゴールドマ

ン・サックス・グループ・インクのバイスチェアマンを務めていました。2008年11月にはデニス・D・

ダマーマン氏が取締役に選出されました。ダマーマン氏は、以前ゼネラル・エレクトリック・カンパ

ニーのバイスチェアマンを務めていました。

 

将来への展望　我々の優先事項は明確です。お客様の保護、米国納税者への返済、そして社員に成功への

展望とそれを達成するための道筋を示すことです。成功を収めるためには、迅速に動いて、AIGという事

業体ではあるものの、親会社の財務上の問題からは離れ、現在進行中の事業の独立性と透明性を高める

ようにしなければなりません。それにより事業の価値を保持、構築し、政府に返済し、社員に新たな目的

を提供します。

 

AIGの社員について言えば、今年はいつも以上の評価に値します。厳しい状況の中、116,000名の社員全員

が、AIGの財務上の問題を乗り越えようと懸命に努力しています。それぞれが何らかの影響を受けてお

り、多くは深刻な打撃を受けています。それでも、この１年間で最も厳しい時期でさえ、彼らは献身的に

全力で働いてきました。私は彼らを大変誇りに思っており、一人ひとりに敬意を表します。

 

またAIGと共に最も厳しい時期を過ごしてくださったお客様、保険契約者、ビジネス・パートナーの皆様

にもお礼を述べたいと思います。我々は皆様からの信頼に応えられるよう、一生懸命努力しています。

 

保険はお約束した内容を守ることを前提とするものです。AIGは約束を守ることで成長し、その点は今も

変わっていませんが、非中核的な事業に手を広げた結果、株主の皆様に大きな負担がかかることになり

ました。現在我々は、AIGの財務上の問題を秩序正しく責任をもって解決すること、また事業の成功と世

界的な景気回復への貢献を促すことに全力を注いでいます。事業再編計画を遂行するための手段を与え

てくれたFRBならびに米国財務省には非常に感謝しております。

 

お客様、社員、ビジネス・パートナー、株主の皆様、そして米国の納税者にとって最良の結果をもたらす

ことができるよう、AIGでは社員全員が懸命に努力をすると自信を持って断言できます。

 

エドワード・M・リディ

会長兼CEO

2009年３月27日
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第４ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

 

AIGおよびその子会社は、米国に約2,000、プエルトリコに41、カナダに８、その他100を超える国々に

多数の事務所を有している。ノース・カロライナ州グリーンスボロおよびウィンストン・サレム、

イリノイ州スプリングフィールド、テキサス州アマリロ、フォート・ワース、ヒューストンおよびル

イスビル、デラウェア州ウィルミントン、プエルトリコのサン・ホァン、フロリダ州タンパ、ニュー

ジャージー州リビングストン、インディアナ州エヴァンスビル、テネシー州ナッシュビルならびに

ニューヨーク市のパイン・ストリート70、ウォール・ストリート72およびウォーター・ストリート

175に所在する事務所、ならびにバミューダ、チリ、香港、フィリピン、日本、英国、シンガポール、マ

レーシア、スイス、台湾およびタイ等30を超える国々における事務所は、AIGおよびその子会社の所

有する建物に所在している。AIGの子会社が使用している他の事務所はリースによるものである。

 

２ 【主要な設備の状況】

「第一部　企業情報、第３　事業の状況、１　業績等の概要」を参照。

 

３ 【設備の新設、除却等の計画】

「第一部　企業情報、第３　事業の状況、１　業績等の概要」を参照。
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第５ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

 

① 【株式の総数】

種類 授権株式数（株） 発行済株式数（株） 未発行株式数（株）

普通株式 5,000,000,0002,948,038,0012,051,961,999

シリーズ型優先株式
（シリーズD）

6,000,000 4,000,000 2,000,000

 

② 【発行済株式】

記名・無記名の別及
び額面・無額面の別

種類 発行数（株）
上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

記名
額面2.50ドル

普通株式 2,948,038,001
ニューヨーク、東
京、アイルランド
の各証券取引所

１株につき

１議決権

無記名
額面5.00ドル

シリーズ型優先株式
（シリーズD）

4,000,000 - 議決権なし*

計 - 2,952,038,001- -

* 　シリーズD優先株式の配当は、AIG取締役会（以下、「取締役会」という。）の宣言により、累積ベースで、支払可

能資産から、現金により、一株当たりの 優先的分配権１万ドル（以下、「優先的分配権」という。）に対し年間

配当率10%が支払われる。シリーズD優先株式は、普通株式に優先するものとする。ま た、売買契約に従い、2008年

９月22日付けにて締結されその後適時修正されたクレジット契約（以下、「クレジット契約」という。）に基づ

き発行される 予定のシリーズC転換可能参加型永久優先株（以下、「シリーズC優先株式」という。）およびAIG

が発行したその他のあらゆる種類の優先株式に対して、シ リーズD優先株式が優先するよう、AIGは修正基本定

款を変更する旨の議案について投票を行う臨時株主総会を招集することに合意している。

 

AIGは、例外的な場合を除き、過去の配当期 間について（直近に終了した配当期間を含む。）発生し、かつ未払い

の配当金がシリーズD優先株式に支払われるまで、普通株式およびシリーズD優先株式と同 順位または劣後する

優先株式に対し、如何なる四半期においても配当宣言もしくは配当の支払を行ってはならない。

 

AIGは、クレジット契約に基づき米国財務省 を受益者として設立したトラスト（以下、「トラスト」という。）

またはその承継体が実質的に所有するAIGの議決権付株式の割合が30パーセントを下回 り、かつ、AIGを支配す

るまたは支配する可能性のあるシリーズD優先株式の所有者が存在しない限り、何時にても、優先的分配権に累

積未払い配当金を加算 した価額により、シリーズD優先株式を償還することができる。

 

AIGは、売買契約に従い、財務省がシリーズ D優先株式を保有している間は、株式資本買戻し能力の制限を受け、

また、事業上の支出、ロビー活動および業務執行報酬を制限する方針を採択し、維持しなく てはならない。本証

券売却の完了の条件として、AIGの各々の上席業務執行役員およびその他上級従業員は、売買契約に従い、(i)財

務省がTARP プログラムに基づいて2008年10月14日に発表した、全体的に重大な経営不振に陥っている機関のた

めのガイドライン（以下、「ガイドライン」とい う。）および売買契約を遵守するために必要な、上席業務執行

役員または上級従業員の報酬または給付に関する変更について、財務省またはAIGに対する請求 を任意に放棄

する旨の放棄書（以下、「放棄書」という。）を締結し、また、その報酬、賞与、インセンティブおよびその他給付

制度、取決め、方針、および合 意（AIGが売買契約もしくはワラントに基づき発行したエクイティもしくはデッ

ト証券を財務省が保有する期間に関連するものに限る。）（いわゆる、「ゴー ルデンパラシュート」合意を含

む。）（以下、総称して「給付制度」という。）は、ガイドラインおよび売買契約に基づく報酬制限により変更さ

れる可能性があ る旨承認し、(ii) AIGが売買契約もしくはワラントに基づき発行したエクイティもしくはデッ

ト証券を財務省が保有する間、ガイドラインおよび売買契約を遵守するために必要 な限り、上席業務執行役員

および上級従業員に関する給付制度が必要に応じて修正される旨の合意書をAIGとの間で締結した。
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シ リーズD優先株式の保有者は、連続か否かを問わず、4四半期間以上、配当が宣言されず、支払が行われない場

合、AIGの取締役会のメンバーの2名又は取締 役総数の20パーセントに相当する取締役数（端数切り上げ）のい

ずれか多い方の選任について投票する権利を有する。

 

 

(2) 【発行済株式総数、資本金の推移】

（普通株式）

年月日

発行済株式総数 資本金

増減数(株) 残高（株） 増減額（千ドル） 残高（千ドル）

2004年12月31日  2,751,327,476  
6,878,319

(650,276.3 百万円)

2005年12月31日  2,751,327,476  
6,878,319

(650,276.3百万円)

2006年12月31日  2,751,327,476  
6,878,319

(650,276.3百万円)

2007年12月31日  2,751,327,476  
6,878,319

(650,276.3百万円)

2008年12月31日
196,710,525(1)

（2008年５月16日）
2,948,038,001

491,776
（46,492.5百万円）

7,370,095
(696,768.8百万円)

注(1) 2008年５月16日AIGは普通株式196,710,525株を１株あたり38ドルで公募により売却し、その受取総額は

74.7億ドルであった。

 

(新株予約権)

 

（１）ストック・オプション

（a）新株予約権の残高：34,265,635個

（b）新株予約権の行使により発行する株式の発行価格：63.08ドル(5,963.6 円、加重平均行使価格)

（c）資本組入額：（注(1)）

 

 

（２）TARPⅠワラント

（a）新株予約権の残高：53,798,766個

（b）新株予約権の行使により発行する株式の発行価格：2.50ドル(236.4円、加 重平均行使価格)

（c）資本組入額：（注(1)）

 

（３）TARP IIワラント

（a）新株予約権の残高：3,000個

（b）新株予約権の行使により発行する株式の発行価格：0.000001ドル (0.00009454円、加重平均行使価格)

（c）資本組入額：（注(1)）

 

注(1) 当該オプションおよびワラントが行使されることはない。

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

298/791



（シリーズD 優先株式）

年月日

発行済株式総数(株) 資本金(千ドル)

摘要
増減数 残高 増減額 残高

2007年12月31日  -  -  

2008年12月31日
4,000,000

(2008年11月25日)
4,000,000

20,000
（1890.8百万円）

20,000
(1890.8百万円)

 

 

 

(3) 【所有者別状況】(2008年12月31日現在)

 

区分 株主数(名) 所有株式数(株)
発行済株式総数
に対する割合(％)

個人 46,599 49,283,163 1.67

機関投資家    

－ノミニーおよびブ ローカー 10 2,403,118,95381.52

－その他 9,514 495,616,337 16.81

合計 56,123 2,948,018,453 100

注(1)　所有株式数は、AIGの名義書換代理人からの情報に基づいており、発行済株式数と必ずしも一 致しない場

合もある。

注(2)　2008年12月31日現在、議決権を有する株式は普通株式のみである。
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(4) 【大株主の状況】(2008年12月31日現在)

 

（普通株式）

2008年12月31日現在

氏名又は名称 住所
 

所有株式数（株）

発行済株式
総数に対する所有
株式割合（％）

シード・アンド・カンパ ニー ニューヨーク州 10274 ニューヨーク、
ボウリング・グリーン・ステーション
私書箱20

2,403,051,73981.51

    
スター・インターナショ ナル・
カンパニー・インク

アイルランド、ダブリン ２、ロワ―・
フィッツウィリアム・ストリート、
クリフトン・ハウス

191,820,7346.51

    
 

計
 

 
- 2,594,872,473 88.02

注(1) 上記以外の株主の所有率はいずれも１％未満である。

(2) 所有株式数は、AIG名義書換代理人からの情報に基づいている。

(3) 上記の表の情報は、情報の日付および株主名簿上の名称が異なるため本書中の他の情報と一致しない場合

がある。

(4) シード・アンド・カンパニーはノミニーであり、自己のために議決権を行使しない。

 

（シリーズD優先株式）

 

氏名又は名称 住所
 

所有株式数（株）

発行済株式
総数に対する所有
株式割合（％）

米国財務省

The United States Department

of the Treasury 

米国20220、ワシン トンD.C.、ノーズ
ウェスト、ペンシルベニア・アベニュー
1500

4,000,000 100

計 - 4,000,000 100

 

２ 【配当政策】

　AIGは2008年度において、普通株式１株当たり四半期配当金を2008年３月および2008 年６月の各基

準日に20セント、2008年９月５日の基準日に22セント、合計で62セント支払った。

AIGは2007年度において、普通株式１株当たり四半期配当金を2007年３月２日および2007年６月１

日の各基準日に16.5セン ト、2007年９月７日および2007年12月７日の各基準日に20セント、合計で73

セント支払った。

AIGは2006年度において、普通株式１株当たり四半期配当金を2006年３月３日および2006年６月２

日の各基準日に15.0セン ト、2006年９月１日および2006年12月１日の各基準日に16.5セント、合計で

63セント支払った。

普通株式の株主に対しては、AIGの発行済シリーズ型優先株式への優先配当 後、取締役が決定した

配当を法的に配当可能な資金から支払う。

2008年９月23日現在、AIGの取締役会はAIG普通株式についての配 当宣言を停止した。ニューヨーク連邦準備

銀行とのクレジット・ファシリティに関する契約に従い、AIGは、自身の普通株式に対する配当の支払いについて

制 限が課されている。

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

300/791



３ 【株価の推移】

 

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

以下の表は、表示期間中のニューヨーク証券取引所における当社普通株式の最高およ び最低価格

を示したものである。

(単位：ドル)

最近５年間の事業
年度別最高・最低
(各12月末)

決算年次 2004 2005 2006 2007 2008

最高
76.77

(7,257.8円)
73.46

(6,944.9円)
72.81

(6,883.5円)
72.65

(6,868.3円)
59.32

(5,608.1円)

最低
54.70

(5,171.3円)
49.91

(4,718.5円)
57.76

(5,460.6円)
51.33

(4,852.7円) 
1.35

(127.6円)

注(1) 上記の表はAIG普通株式の取引が行われているニューヨーク証券取引所のコンポジット・テープに基づい

ている。

(2) 株式分割前の株価は分割の調整済である。

 

以下の表は、表示期間中の東京証券取引所における当社普通株式の最高および最低価 格を示した

ものである。

最近５年間の事業
年度別最高・最低
(各12月末)

決算年次 2004 2005 2006 2007 2008

最高 8,100円 8,200円 8,590円 9,000円 6,500円

最低 5,800円 5,300円 6,400円 5,850円 126円

 

 

(2) 【当該事業年度中最近６月間の月別最高・最低株価】

以下の表は、表示期間中のニューヨーク証券取引所における当社普通株式の最高およ び最低価格

を示したものである。

(単位：ドル)

当該事業年度中最
近６ヶ月間の月別
最高・最低株価

月別 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高
30.10

(2,845.7円)
29.89

(2,825.8円)
22.76

(2,151.7円)
4.00

(378.2円)
2.41

(227.8円)
2.01

(190.0円)

最低
20.64

(1,951.3円)
18.78

(1,775.5円)
2.05

(193.8円)
1.35

(127.6円)
1.44

(136.1円)
1.55

(146.5円)

注(1) 上記の表はAIG普通株式の取引が行われているニューヨーク証券取引所のコンポジット・テープに基づい

ている。

(2) 株式分割前の株価は分割の調整済である。

 

以下の表は、表示期間中の東京証券取引所における当社普通株式の最高および最低価 格を示した

ものである。

当該事業年度中最
近６ヶ月間の月別
最高・最低株価

月別 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高 3,350円 3,200円 2,650円 494円 308円 215円

最低 2,350円 2,300円 292円 126円 145円 143円
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４ 【役員の状況】

以下の表はAIGの取締役および業務執行役員に関する2009年６月29日現 在の情報である。取締役お

よび業務執行役員の間にはいかなる家族関係も存在せず、また取締役、業務執行役員または他の第三

者との間に取締役または業務執行 役員への選任についていかなる取決めまたは了解も存在しない。

すべての取締役は年次株主総会で選任される。また、すべての業務執行役員は取 締役会の任意で選

任ないし解任されるが、これを条件として各年の５月までの１年間の任期を有する。

 

(1) 取締役 (2009年６月29日現在)

取締役氏名 年齢 略歴 所有株式数(1)

ステファン・F・ボーレン バッハ

Stephen F. Bollenbach
66歳

ヒルトン・ホテルズ・ コーポレーションの共同会

長兼最高業務執行役員。

KBホーム、メイシー ズ・インクおよびタイム・ワー

ナー・インクの各取締役。

2008年1月16日に 当社取締役に選任。

93,806

デニス・D・ダマーマン

Dennis D. Dammerman

63歳 ゼネラル・ エレクトリック・カンパニーの元取締

役会副会長、GEキャピタル・サービシズの元会長。

ブラックロック・インク およびキャップマーク・

フィナンシャル・インクの各取締役。

2008年11月12日 に当社取締役に選任。

87,215

マーティン・S・フェルド スタイ

ン

Martin S. Feldstein

 

69歳 ハーバード大学経済学教 授。ナショナル・ビュー

ロー・オブ・エコノミック・リサーチ(非営利経済

研究所)所長兼最高業務執行役員。

イーライ・リリー・アン ド・カンパニーの各取締

役。

1987年以来当社取締 役。

86,931

ジョージ・L・マイルズ・ ジュニ

ア

George L. Miles, Jr.

67歳 WQEDマルチメディア のプレジデント兼最高業務執

行役員。

EQTコーポレーショ ン、ハーレー・ダビッドソン・

インク、HFEインクおよびWESCOインターナショナル

・インクの各取締役。

2005年以来当社取締 役。

12,102

スザンヌ・ノラ・ジョンソ ン

Suzanne Nora Johnson

51歳 ゴールドマ ンサックス・グループ・インクの元副

会長。

インテュイット・イン ク、ファイザー・インクおよ

びビザ・インクの取締役。

2008年７月16日に 当社取締役に選任。

61,850

モーリス・W・オフィット

Morris W. Offit

72歳 オフィット・キャピタ ル・アドバイザーズ・エル

エルシー（富裕個人資産の運用助言）の会長、

OFFITBANK（プライベート・バンク）の創立者兼元

最高業務執行役員。

2005年以来当社取締 役。

57,102

ジェームス・F・オールⅢ 世

James F. Orr III

 

65歳 ロックフェラー財団理事 会会長。

2006年以来当社取締 役。
50,483
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エドマンド・S・W・ ツェー

Edmund S. W. Tse

 

70歳 AIG上席副会長－生命 保険担当。

1996年以来当社取締 役。
1,702,560
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注 (1) 2009年５月１日現在実質的に所有しているAIG普通株式。かかる株式数には、上記の所有株式数には、60日以

内に行使され得る未行使のオプションの対 象となっているAIG普通株式が含まれる。

 

(2) 業務執行役員

2009年６月29日現在のAIGの業務執行役員は、以下のとおりである。

 

氏名および役職 業務執行役員就任年 年齢 所有株式数(1)

エドワード・M・リディ

Edward M. Liddy

会長兼最高経営責任者

2008年 63歳 0

ジェイコブ・A・フレン ケル

Jacob A. Frenkel

グローバル経済戦略担当 副会長

2004年 64歳 92,395

アナスタシア・D・ケ リー

Anastasia D. Kelly

法務、人材、広報および 会社業務担当副会長

2006年 59歳 22,500

ポーラ・R・レイノルズ

Paula R. Reynolds

事業再編担 当副会長

2008年 52歳 0

デイヴィッド・L・ヘル ツォグ

David L. Herzog

エグゼクティブ・バイ ス・プレジデント兼最高

財務担当役員

2005年 49歳 183,909

ロドニー・O・マーティ ン・ジュニア

Rodney O. Martin, Jr.

生命保険担当エグゼク ティブ・バイス・プレジ

デント

2002年 56歳 861,783

クリスチャン・P・ムー ア

Kristian P. Moor

米国内損害保険担当エグ ゼクティブ・バイス・

プレジデント

1998年 49歳 307,660

ウィン・J・ニューガー

Win J. Neuger

エグゼクティブ・バイ ス・プレジデント

1995年 59歳 365,348

ニコラス・C・ウォル シュ

Nicholas C. Walsh

米国外損害保険担当エグ ゼクティブ・バイス・

プレジデント

2005年 58歳 180,021
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氏名および役職 業務執行役員就任年 年齢 所有株式数(1)

ジェイ・S・ウィントロ ブ

Jay S. Wintrob

リタイヤメント・サービ ス担当エグゼクティブ

・バイス・プレジデント

1999年 51歳 2,184,399

ウィリアム・N・ドゥー リー

William N. Dooley

金融サービス担当シニ ア・バイス・プレジデン

ト

1992年 56歳 234,660

アンドリュー・J・キャ スロー

Andrew J. Kaslow

シニア・バイス・プレジ デント兼最高人材担当

役員

2007年 58歳 9,575

ロバート・E・ルイス

Robert E. Lewis

シニア・バイス・プレジ デント兼最高リスク担

当役員

1993年 57歳 128,209

モニカ・M・マション

Monika M. Machon

シニア・バイス・プレジ デント兼最高投資担当

役員

2009年 48歳 10,482

ブライアン・T・シュレ イバー

Brian T. Schreiber

グローバル・キャピタ ル・プランニングおよび

分析担当シニア・バイス・プレジデント

2002年 43歳 124,734

 
 

注(1)　2009年５月１日現在実質的に所有しているAIG普通株式。上記の所有株式数には、60日 以内に行使され得

る未行使のオプションの対象となっているAIG普通株式が含まれる。
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(3) 取締役および業務執行役員の報酬

 

（2009年６月５日付年次株主総会招集通知からの抜粋）

 

取締役の報酬

 

　2008年においてAIGの非業務執行取締役には、各75,000ドルの年 間報酬が支払われました。主席独立

取締役兼（自身が委員を務めていない全ての常設委員会の）職務委員であるボーレンバッハ氏には、

委員会年間報酬および委 員会への出席報酬の代わりに、追加で40,000ドルの年間報酬が支払われま

した。

　2008年第１四半期および第２四半期に非業務執行取締役会会長を務めた ウィルムスタッド氏には、

委員会年間報酬および委員会への出席報酬の代わりに、追加で200,000ドルの年間報酬が支払われ、最

高経営責任者としての就 任時に当該支払いが終了するまで総額137,500ドルの報酬を受領いたしま

した。その他の非業務執行取締役には、委員会委員の出席１回につき1,500 ドル支払われ、これには、

要請を受けた都度当該取締役が委員を務めない委員会およびAIGの国際顧問委員会に出席した場合も

含まれます。各委員会委員長に は、15,000ドルの年間報酬が支払われますが、監査委員会委員長のみ

は25,000ドル支払われます。その他各委員会の委員には、5,000ドルの年 間報酬が支払われます。年間

報酬は、役務の提供に先立ち四半期毎に按分して支払われ、委員会への出席報酬は前四半期の役務に

対して四半期毎に支払われま す。

 

　2008年には非業務執行取締役は、125,000ドルの付与時価値のある 繰延株式ユニット（Deferred

Stock Units、「DSU」）を年間報奨として受領し、そのユニット数は付与日現在（本総会開催日を指

します。）のAIG普通株式の終値に基づき決定されま す。しかし、以下に述べるように、当該DSUは2008

年にその価値の大半を失ってしまいました。

 

　2008年、DSUは、改正再表示2007年ストック・インセンティブ・プ ランに基づき付与されました。各

DSUにより、取締役が退任したときにAIG普通株式１株が付与されます。年間報酬、委員会報酬および委

員会の出席報酬 は、当該日以降から取締役が選択するところによりDSUに繰延べられることがありま

す。DSUには、配当に相当する権利が含まれ、取締役は、仮にDSUの 目的となるAIG普通株式が発行済み

であれば、AIGから支払われていたであろう通常の四半期配当に相当する金額を、四半期ごとにDSUの

形式で受領する ことができます。

 

　2009年３月に、指名およびコーポレート・ガバナンス委員会は非業務執行 取締役の報酬の検証を完

了しました。かかる検証に基づき、指名およびコーポレート・ガバナンス委員会は、以下の通りAIG非

業務執行取締役の報酬の維持を 取締役会に推奨し、取締役会はこれを承認しました。

・年間報酬75,000ドル

・主席独立取締役報酬40,000ドル

・委員会委員長の年間報酬15,000ドル。ただし、監査委員会委員長につい ては25,000ドルの報酬

・委員会委員の年間報酬5,000ドル
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　以下の項目から構成される非業務執行取締役報酬は削除されました。

・DSU年間報奨

・委員会出席報酬

・年間報酬、主席独立取締役報酬、委員会委員長報酬および委員会委員報酬を DSUに繰り延べる権利

(取締役会から退任時に無利息で支払われる、繰延の必要な2009年残余期間に関する報酬を伴う。）

 

　取締役株式保有ガイドラインに従い、非業務執行取締役は、AIG普通株式 （繰延株式およびDSUを含

む。）を少なくとも10,000株保有しなければなりません。

 

　独立的な助言およびガイダンスを提供するために、特定のAIGの非業務執行 取締役は、AIGの子会社

の取締役会においてもメンバーを務めています。これらの取締役の兼職について年間報酬は支払われ

ず、委員会への出席１回につき 1,500ドルが支払われます。

 

AIGに対して訴訟が提起されたこと（様式10-KによるAIGの2008年度年次報告書に記載されていま

す。）を受けて、AIGの取締 役会は、訴訟の内容を検討するために独立した取締役で構成される特別訴

訟委員会を設置しました。当該特別訴訟委員会は、2005年に設置され、ハマーマン およびマイルズ氏

が委員を務めていましたが、ハマーマン氏は2008年５月14日付け（2008年年次株主総会開催日）にて

同委員会を辞任し、現在の委員 は、マイルズ氏のみです。同委員会の委員の報酬は、取締役会が定めて

おり、その仕事量が当初の予測を越えた場合は、取締役はその報酬を見直し、調整するこ とができま

す。

 

2008年５月14日に取締役会を退任したザーブ氏には、2008年５月から2008年９月間における、取締

役会の指名およびコーポレー ト・ガバナンス委員会に対するコンサルティング役務の提供により

40,000ドルの報酬（および立て替え費用の返済）が支払われました。ザーブ氏の取締役 会からの退

任時において、同氏はAIGコーポレート・ガバナンス関連の主導者としての役割を果たしていました。

取締役会の指名およびコーポレート・ガバナ ンス委員会は同委員会および取締役会が解決を要する

諸問題に関してコンサルタントを務めるようザーブ氏に依頼しました。

 

リディ氏およびツェー氏は取締役としての役務に係る報酬を受領しませんでし た。サリバン氏は

2008年７月１日まで取締役会の任務に従事しておりましたが、取締役としての役務に係る報酬は受領

しませんでした。ウィルムスタッド氏 は2008年９月18日まで取締役会の任務に従事しておりました。

同氏が2008年６月に最高経営責任者として指名された後、同年９月に退任するまでの 間、同氏は取締

役としての役務に係る報酬を受領しませんでした。2008年度上半期におけるウィルムスタッド氏の非

業務執行取締役会会長としての詳細につ いては2008年の報酬の概要表をご覧下さい。
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以下は、2008年の全期間または一定期間にAIGの非業務執行取締役を務め た者に支払われた報酬

の概要です（ただし、ウィルムスタッド氏を除きます。)。

 

2008年非業務執行取締役の報酬

 

2008年の取締役会の
非業務執行メンバー(1)

発生または
現金で
支払われた
報酬(2)

株式報奨(3)
その他

すべての報酬(4)
合計

ステファン・F・ボーレンバッハ $0 $381,086 $3,449 $384,535

マーシャル・A・コーエン $16,500 $51,134 $761 $68,395

デニス・D・ダマーマン $0 $73,941 $0 $73,941

マーティン・S・フェルドスタイン $119,500 $124,985 $2,715 $247,200

エレン・V・フッター $75,750 $124,985 $1,629 $202,364

ステフェン・L・ハマーマン $195,212 $0 $667 $195,879

リチャード・C・ホルブルック $10,000 $198,390 $1,910 $210,300

フレッド・H・ラングハマー $0 $244,413 $3,505 $247,918

ジョージ・L・マイルズ・ジュニア $284,500 $124,985 $2,715 $412,200

スザンヌ・ノラ・ジョンソン $0 $163,978 $1,355 $165,333

モーリス・W・オフィット $146,500 $124,985 $2,715 $274,200

ジェームス・F・オールⅢ世 $0 $240,942 $3,552 $244,494

バージニア・M・ロメッティ $110,173 $124,985 $2,715 $237,873

マイケル・H・サットン $139,500 $124,985 $2,715 $267,200

フランク・G・ザーブ $82,212 $0 $40,667 $122,879

 

　　(1) ウィルムスタッド氏の非業務執行取締役会会長としての報酬については2008年の報酬の概要表を参照下さ

い。

　　(2) この欄は、年間報酬、委員会委員および委員会委員長報酬、ならびに委員会への出席報酬を示しています。

　　(3) この欄は、AIGが2008年に取締役に付与したDSU（配当に相当す るDSUを除く。）に関する、FAS第123号Rに基

づく費用を示しています。

　　(4) この欄は、配当相当額として報奨されたDSUを示していま す。
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以下の表は、AIGの非業務執行役員に対して2008年12月31日現在付与 されていたオプションおよ

び株式報奨に関する情報を示しています。

 

2008年12月31日現在付与されていた株式およびオプ ション報奨

 
2008年の取締役会の非業務執行メン

バー
オプション報奨(1) 繰延株式(2) 繰延株式ユニット(3)

ステファン・F・ボーレンバッハ 0 0 19,171

マーシャル・A・コーエン 20,500 0 0

デニス・D・ダマーマン 0 0 36,424

マーティン・S・フェルドスタイン 20,500 2,875 5,227

エレン・V・フッター 20,500 0 0

ステフェン・L・ハマーマン 5,000 0 0

リチャード・C・ホルブルック 17,500 0 0

フレッド・H・ラングハマー 5,000 0 0

ジョージ・L・マイルズ・ジュニア 5,000 1,875 5,227

スザンヌ・ノラ・ジョンソン 0 0 11,643

モーリス・W・オフィット 5,000 1,875 5,227

ジェームス・F・オールIII世 2,500 1,000 15,168

バージニア・M・ロメッティ 2,500 750 5,227

マイケル・H・サットン 5,000 1,625 5,227

フランク・G・ザーブ 17,500 0 0

 

　　(1) この欄は、AIGが2006年以前に付与したオプション報奨を示しています。全てのオプションは行使可能です

が、その行使価格は2008年末日時点での AIGの普通株式の価額（$1.57）を遥かに上回ります。最低行使価

格は$47.00、最高行使価格は$84.71です。

　　(2) 2008年には繰延株式の報奨は存在しませんでした。上記表にて示されている繰延株式は2007年以前に報奨さ

れたものです。繰延株式の受領は、当該取締 役が取締役会を退任するときまで繰延べられます。

　　(3) 上記表中のDSUは2008年以前に報奨されたDSU、DSUに繰延べられた取締役報酬および配当相当額として報奨

されたDSUを含みます。DSUの目的 となるAIG普通株式は、当該取締役が取締役会を退任するときまで繰延

べられます。
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報酬および経営資源委員会の兼任およびインサイダーの参加

 

　報酬および経営資源委員会のいかなる委員もAIGの元役員または元従業員で はなく、関連当事者

取引として開示が必要な関係をAIGと有していた者はいませんでした。2008年中、AIGの業務執行役員

は、報酬および経営資源委員 会の委員を務める業務執行役員が勤務する別法人の取締役を務めてお

らず、いかなるAIGの業務執行役員も、AIGの取締役会のメンバーを務めたことのある 者が業務執行職

を務める他社のこれと同様の委員会の委員を務めていた者はいませんでした。

 

特定の有価証券の保有

普通株式

下記の表は、AIGの知るところにより、AIG普通株式を５％以上実質的に保有している者に関する情報です。

 

氏名および住所
実質的に所有している普通株式

株数 保有割合(1)

C・V・スター・アンド・カンパニー・インク、エドワード・E・マシュー、
モーリス・R・グリーンバーグ、ザ・モーリス・R・アンド・コリーン・P・
グリーンバーグ・ファミリー・ファウンデーション・インク、モー リス・R
・アンド・コリーン・P・グリーンバーグ・ジョイント・テナンシー・カン
パニーLLC、スター・インターナショナル・カンパニー・インク (「SICO」)
、ユニバーサル・ファウンデーション・インク、C.V.スター・アンド・カン
パニー・インク・トラスト（「スター・グルー プ」と総称)(2)
399パーク・アベニュー、17階
ニューヨーク、ニューヨーク10022 (3)

269,019,4759.9979％

 
 

　　(1) 割合の数値は、後掲注記(2)にて触れられている13D報告書に規定されるとおり発行されているAIG普通株式

に基づいて算出されたものです。

　　(2) スター・グループの各メンバーによる2009年５月１日付けの訂正13D報告書（「スター・グループ13D報告

書」）に基づき、スター・グループのメン バーはグループの存在を認めず、グループ内の他のメンバーの

受益的所有権を放棄します。ただし、モーリス・R・グリーンバーグ氏は、モーリス・R・アン ド・コリー

ン・P・グリーンバーグ・ジョイント・テナンシー・カンパニーLLCの保有するAIG普通株式の受益的所有

権を放棄せず、また、C.V.ス ター・アンド・カンパニー・インクは、C.V.スター・アンド・カンパニー・

インク・トラストの保有するAIG普通株式の受益的所有権を放棄しません。ス ター・グループ13D報告書

のアイテム５には、スター・グループの各メンバーが有する議決権および投資権限の他、スター・グルー

プの各メンバーが有する、 60日以内にAIG普通株式を取得する権利について記載されています。本章

（「特定の有価証券の保有」）に記載されているスター・グループに関する情報 は、スター・グループ

13D報告書に記載のある情報のみに基づき提示されるものです。この情報は、1934年米国証券取引所法およ

びその修正（「証券取引 所法」）の第16章に基づきスター・グループのメンバーが開示した、スター・

グループのメンバーのAIG普通株式保有の変更を反映する更新を行っていませ ん。いずれの場合において

も、かかる情報は正確または完全なものでない可能性があり、AIGはこの点について一切の責任を負わず、

本招集通知中の日付およ びその後の日付においても、情報の正確性または完全性について一切の保証を

表明しません。

　　(3) 本住所はスター・グループの全ての個人および事業体の所属する主たる営業所の所在地です。ただし、ス

ター・インターナショナル・カンパニー・インク（主た る営業所：101　バーレルストラッセ、CH6300　

ザック、スイス）、ユニバーサル・ファウンデーション（主たる営業所：マーキュリー・ハウス、 101　フ

ロント・ストリート、ハミルトン　HM　12、バミューダ諸島)、およびモーリス・R・アンド・コリーン・P・

グリーンバーグ・ジョイント・テ ナンシー・カンパニーLLC（主たる営業所：35　オーシャン・リーフ・

ドライブ　キー・ラルゴ、フロリダ州　33037）については例外とします。
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下記の表は、現職および候補取締役、後述「2008年の報酬」の報酬の概要表 に記載された現職および

元業務執行役員ならびに取締役および現職の業務執行役員全体によるAIGの株式の所有状況を要約した

ものです。下記の表に記載され たAIG普通株式には担保は設定されておりません。
 

 

AIG普通株式の実質的所有状況(1)
(2009年５月１日現在)

実質所有株式の数および内容(2)(3)普通株式総数に占める割合

スティーヴン・J・ベンシンガー 126,767 (4)

ステファン・F・ボーレンバッハ 93,806 (4)

デニス・D・ダマーマン 87,215 (4)

マーティン・S・フェルドスタイン 86,931 (4)

ハーヴェイ・ゴルブ 0 (4)

デイヴィッド・L・ヘルツォグ 183,909 0.01

ローレット・T・コールナー 0 (4)

エドワード・M・リディ 0 (4)

クリストファー・S・リンチ 0 (4)

アーサー・C・マルティネス 0 (4)

ジョージ・L・マイルズ・ジュニア 12,102 (4)

ロバート・S・ミラー 0 (4)

クリス・P・ムーア 307,660 0.01

ウィン・J・ニューガー 365,348 0.01

スザンヌ・ノラ・ジョンソン 61,850 (4)

モーリス・W・オフィット 57,102 (4)

ジェームス・F・オールⅢ世 50,483 (4)

マーティン・J・サリバン 470,337 0.02

ダグラス・M・スティーンランド 0 (4)

エドマンド・S・W・ツェー 1,702,560 0.06

ロバート・B・ウィルムスタッド 5,000 (4)

AIGグループの取締役および業務執行役
員全体(32人)

7,459,828 0.26

 
　　(1) かかる株式数には、個人が保有する議決権および投資決定権を有する株式が含まれています。

　　(2) 記載されている株式数には、60日以内に行使可能なオプション権の対象となるAIG普通株式が含まれていま

す。

　　(3) 記載されている株式数は、記載された個人が実質所有を否定する当該個人の家族が保有する株式を除きま

す。

　　(4) 0.01％未満。
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AIGシリーズC優先株式

　米国ニューヨーク10022、ニューヨーク、パーク・アベニュー399、 アーノルド・アンド・ポーター・

エルエルピー（ケビン・F・バーナード宛）であるトラストが100,000株全ての発行済みAIGシリーズC

優先株式を保 有しています。

 

関連当事者との関係および取引

AIGとの共同出資

AIGは、特定の従業員にAIGのマーチャント・バンキング、ベンチャー・キャピタルおよび類似のファ

ンドに一緒に参加する機会を与える ために従業員投資ファンドを設置しました。このファンドの報酬

体系は、AIGが非従業員に提供する報酬体系よりも全般的に有利になっています。AIGの現 職の業務執行

役員４名がこのファンドに投資しました。2008年は、このファンドからの配当はありませんでした。現業

務執行役員が、類似のファンドである サンアメリカ・ベンチャー・ファンド2000LPに投資し、2008年中

に当該ファンドに関連する課税対象となる分配を受けました。

 

その他取引

ツェー氏の子女にあたるアダ・K.H.・ツェー氏はAIGグローバル・インベ ストメント・コープ（ア

ジア)・リミテッドのプレジデント兼CEOを務めており、2007年および2006年に関し、給与、ボーナスおよ

びエクイティに基 づく報酬を合計で、それぞれ約140万ドルおよび約120万ドル受領しました。同氏は

2008年に関し約50万ドルの給与および約40万ドルの雇用維持報 酬を受領しました。また同氏は2008年

の年度末給与として25万ドルを受領し、まだ承認されてはいませんが追加額を受領する資格を有してい

ます。同氏は 2009年に雇用維持報酬約60万ドルの受領資格を有する予定です。

 

ニューガー氏の子息であるダニエル・ニューガー氏はAIGグローバル・インベ ストメント・コープ

およびAIGグローバル・アセット・マネジメント・ホールディングス・コープのマネージング・ディレ

クターを務めています。同氏は 2008年、2007年および2006年に関し、給与、ボーナスおよびエクイティに

基づく報酬を合計で、それぞれ約36.5万ドル、約33万ドルおよび約 22.5万ドルを受領しました。同氏は

2008年に関し約7.5万ドの雇用維持報奨を受領しました。同氏は2009年に雇用維持報酬約11万ドルの受

領資 格を有する予定です。

 

指名およびコーポレート・ガバナンス委員会におけるザーブ氏のコンサルティン グ業務について

は、 「取締役の報酬」をご覧下さい。

 

関連当事者取引の承認制度

AIGの取締役会は、関連当事者取引の承認制度を設けました。この制度により、取引の金額が120,000ド

ルを超え、AIGのプロク シー・ステートメントの中で開示されなければならない、AIGもしくはその子会

社を一方の当事者とし、取締役、業務執行取締役もしくはこれらの関係者を他 方の当事者とする取引

は、指名およびコーポレート・ガバナンス委員会の承認を得なければなりません。関連当事者取引を承

認する上で、同委員会は、以下の事 項を検討します。

・　取引条件がAIGにとって公平であり、また仮に取引の相手方がAIGの取 締役、業務執行役員もしく

は従業員と親密な関係を有する者ではなかった場合に適用される条件と少なくとも同程度にAIGにとっ

て有利な条件であること。

・　AIGが当該取引を行うことにビジネス上の合理的な理由があること。

・　当該取引が取締役の独立性を損なうものではないこと。

・　当該取引の規模、取締役、業務執行役員もしくは従業員の全体的な財政状 況、取締役、業務執行役

員もしくは従業員が当該取引に有する直接あるいは間接的な利害の性質、提案された取引関係が過去か

ら継続しているものであるかの有 無、およびその他指名およびコーポレート・ガバナンス委員会もし

くは委員長が検討すべきと考える要素を踏まえ、AIGの取締役、業務執行役員もしくは従業 員にとって

不適切な利益相反を生じさせるものではないこと。
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業務執行役員の報酬

報酬に関する考察および分析

当該箇所である報酬に関する考察および分析では、SECの規則に従いAIGの 最高経営責任者、最高財務

担当役員、その他最も高い報酬が支払われている業務執行役員３名および最高経営責任者または最高財

務担当役員を2008年中に務 めた３名の元業務執行取締役の報酬について考察します。我々は、上記の各

個人を「最も高い報酬が支払われた業務執行役員」と言及いたします。ただし、報酬 に関する考察およ

び分析は、AIGのその他従業員に関する措置または世界各国で116,000名の従業員が参加する多くの報酬

プランおよびプログラムにつ いて網羅するものではありません。詳細については英文プロクシー・ス

テートメントの32頁ないし42頁をご参照下さい。

 

2008年の報酬の結果

昨年AIGは2007年の報酬概要において最も高い報酬が支払われた業務執行 役員が稼得した年度末の

業績に基づく報酬額を示した表を記載いたしました。下記はそれに相当する表であり、AIGに勤務を続け

ている2008年度に最も高 い報酬が支払われた業務執行役員の2008年報酬額を示しています。これらの

最も高い報酬が支払われた各業務執行役員は当社の７名の役員から構成される リーダーシップ・グ

ループのメンバーであり、エグゼクティブ・バイス・プレジデント－リタイヤメント・サービス担当の

ウィントロブ氏および最高再編担当役 員のレイノルド氏が含まれています。

 

2008年に稼得された年末の業績に基づく報酬

 

氏名 年度末現金賞与
年度末

オプション報奨
稼得された
業績RSU

稼得された
シニア・パート
ナー・ユニット

合計

エドワード・M・リディ $0 $0 $0 $0 $0

デイヴィッド・L・ヘルツォ
グ

$0 $0 $0 $0 $0

エドマンド・S・W・ツェー $0 $0 $0 $0 $0

ウィン・J・ニューガー $0 $0 $0 $0 $0

クリス・P・ムーア $0 $0 $0 $0 $0

 

報酬決定の手順

報酬および経営資源委員会はAIGの最高経営責任者の報酬を決定し、取締役会 は当該最高経営責任者

に報奨される額を承認または批准します。AIGの最高経営責任者の推奨を受け、委員会はその管轄内にお

けるその他重要な従業員、約 20名（最も高い報酬の支払われたその他全業務執行役員を含みます。）の

報酬について検討および承認を行います。

 

委員会は、重要な従業員に係るAIGの報酬プログラムに関して取締役会に推奨 を行い、AIGの経営開発

および存続プログラムを統括します。

 

通常、内部法務および人事担当業務執行役員ならびにそれらに属するスタッフ （議題に応じる。)、外

部顧問ならびに委員会の独立コンサルタントが委員会の会議に出席します。2008年９月以降において

は、NY連銀およびそのアドバ イザーも定期的に出席しております。

 

独立コンサルタント　委員会は独立した助言を提供するため2005年以来、 Frederic W. Cook & Coの

サービスを活用しています。
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2008年６月において委員会は、雇用維持計画およびAIGの長期インセンティブ報酬プログラムの変更

の可能性に関して、ワトソン・ワイ アット・ワールドワイド・インクにより提供される資料も考慮に

いれています。ワトソン・ワイアットは、AIGによる当該目的のために、支払慣習の変更に関 連するAIG

報酬項目および長期受領期間を考慮する上で、人事部門を補助し、当該目的以外ではAIGに対し資料を提

供しません。

 

競争的な報酬レベルに関する考慮　対象年度に係る報酬の決定を検討し、また、最も高い報酬が支払わ れ

ている業務執行役員の報酬を決定する上で、委員会は競争市場およびAIGの業績に関する情報の提供を

受けました。かかる目的のために、現在委員会は様式 10-KによるAIGの年次報告書にて使用された一連

の同格保険会社より範囲を広げた以下の10社の金融会社を競争会社として考慮しています。

 

オールステート

アメリカン・エクスプレス

バンク・オブ・アメリカ

シティ・グループ

HSBCホールディン グス

JPモルガン・チェー ス

メットライフ

プルデンシャル ファイナンシャル

トラベラーズ

ウェルズ・ファーゴ

 

　前年からの報酬の考慮　本年の報酬額および報酬項目を決定する上で、前年のエクイティに 基づく報

奨およびその他長期報奨から実現される累積額は概して考慮されていません。我々は各年毎に高い実績

を導くために、当該方法が最適であると確信して います。一方、雇用維持報奨は、AIGの株価の低迷を受

けたことを部分的な理由として付与されました。

 

　リスク管理の考慮　AIGによるTARPへの参加の一環として、委員会はAIGの上席リスク担当役員と共に、報

酬編成が最も高い報酬が支払われる業務執行役 員によるAIGの価値を揺るがす様な不要かつ過度のリ

スク負担を誘発しないよう、かかる各業務執行取締役のインセンティブ報酬の編成を検討しました（こ

の 様な検討は年に一度または米国復興再投資法により随時行われる予定です。)。委員会は2009年２月

に内部検査を完了しました。また、委員会は、AIGの 現行の報酬体系の変更に上記検討結果を加味する予

定です。しかしながら、その報酬体系は審理中の法的要件に照らし実質的部分の修正が必要とされる可

能性が あります。
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その他考慮事項

 

業務執行取締役の報酬に係る控除　TARPへの参加の一環としてAIGは内国歳入法セクション162(m)(5)を

遵守しなければならず、その結果、最も高い報酬が支払われ る業務執行役員に支払われる報酬に対する

AIGの連邦所得税控除の適用が制限されます。セクション162(m)(5)は通常、各々に支払われる報酬に対

す る控除限度額を年間1,000,000ドルから500,000ドルに引き下げ、かつ適用のある税務規則に従い、

「業績に基づき」決定される報酬についての 税控除の適用を排除します。従って、最も高い報酬が支払

われる業務執行役員に対し今期に支払われる500,000ドル超過額は、米国連邦所得税に関し控除 対象と

なりません。

 

2008年まで、業務執行役員の報酬に係る控除を最大化するというAIGの戦略は、上級従業員の報酬を業

績に基づくものとし、控除限度の適 用の対象とならないような上級従業員の報酬体系にするものでし

た。したがって、AIGはエグゼクティブ・インセンティブ・プランを導入しました。当該プラ ンでは、当

該プランに該当する業務執行役員に対し、AIGの調整後純利益の0.3％を超過しない額が対象年度の業績

報酬において支払われる旨規定されてい ます（ただし、委員会は当該プラン外において報奨を付与す

る権利を有します。)。雇用維持報奨および業務執行役員への各年変額の業績に基づく支払 （2008年に

おける各年変額の業績に基づく支払を受領しなかったAIGのリーダーシップ・グループを除く。）はエ

グゼクティブ・インセンティブ・プラン 外にて支払われました。委員会は業務執行役員の税控除につ

いて留意し、実際に業績に基づくと思科する報酬を授与するよう努めますが、税控除はもはや報酬の 形

成において主眼ではありません。

 

株式保有ガイドライン　2007年においてAIGは株式保有ガイドラインを採用しました。このガイドライン

の下、最高経営責任者については給付額の５倍に相当する AIG普通株式の保有、シニア・バイス・プレ

ジデント格以上の役職については給付額の３倍に相当するAIG普通株式の保有を規定しています。ガイ

ドライン の要件を満たすまでは、上記役員はストック・オプションの行使またはAIGが付与する制限株

式ユニット（RSU）の支払に基づき受領したAIG普通株式の 50％を保有することが要求されます。ガイ

ドラインに基づき保有される株式には役員または当該役員の配偶者が直接保有する株式の他、稼得され

たが未付与の 株式に基づく報奨が含まれます。

 

報奨の調整または回収　最も高い報酬が支払われる業務執行役員に将来に支払われることが 予測され

る未払いの現金報奨の主要源であるパートナーズ・プランおよびシニア・パートナーズ・プランには、

委員会が財務成績の如何により未払いの報奨を調 整することができる旨が規定されています。特にシ

ニア・パートナーズ・プランでは、過去に報奨が過払いされた可能性があるという事実を考慮して調整

が行わ れる旨を明記しています。委員会が当該権限を行使するために、プラン参加者側での不祥事は要

求されてはおりません。シニア・パートナーズ・プランに適用の ある付与期間の関係上、各シニア・

パートナーの報酬のうち大部分がこれらの規定の対象となります。

 

AIGの報酬体制では、委員会には、不祥事を働いた従業員の報奨を取り消す特別の権限がある旨を規定

しています。さらに、上記のとおり、 最も高い報酬が支払われた業務執行取締役に支払われた給与また

はインセンティブ報酬は、不正確な財務結果に基づくものであった場合、AIGによる回収の対 象となり

ます。

 

結論　AIGはリーダーシップ・グループを含むAIG最上シニア従業員の報酬に関し、注意および困難な

決定を要する非常の試練に直面し続けてい ます。AIGは上記のガイドラインの原則を活用することでこ

れらの試練に立ち向かい、意欲があり経験豊富、有能かつ熟練した従業員が米国納税者にとって重 要な

業績を達成することと、十分でない流動性資産の節約との適切なバランスを図る所存です。
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2008年の報酬

 

報酬の概要表

 

下記の表は、最も高い報酬が支払われた業務執行役員に関する情報を記載したも のです。SECの規則

に従い、AIGの最も高い報酬が支払われた業務執行役員には、最高経営責任者、最高財務担当役員および

その他最も高い報酬が支払われ ている業務執行役員３名ならびに最高経営責任者または最高財務担当

役員を2008年中に務めた３名の元業務執行取締役が含まれます。この表示方法は、 AIGの報酬および経

営資源委員会が管理する重要な使用人の報酬とは大幅に異なります。
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2008年の報酬の概要表 (1)

 

氏名および主な職名 年 給与 賞与 (2)株式報奨 (3)
オプション

報奨 (4)

株式以外の

インセンティブ

報酬 (5)

年金額の

変更 (6)

その他

すべての

報酬 (7)

合計

エドワード・M・リディ
プレジデント兼最高経営責任
者

2008 $1 $0 $0 $0 $0 $0 $460,477
 

$460,478 (1)

デイヴィッド・ヘルツォグ
エグゼクティブ・バイス・プ
レジデント兼最高財務担当役
員

2008$675,000 $0 $430,329$681,155$27,164$111,400$14,626$1,939,674

2007$526,923$628,750$133,158$566,648$693,235$21,785$11,115$2,581,614

2006$500,962$578,750$202,498$482,226$418,616$13,920$22,693$2,219,665

エドマンド・S・W・ツェー
(8)
上席副会長－生命保険担当

2008$950,902 $0 $2,168,443$982,027$285,842$718,065$4,227,888$9,333,166

2007$848,776$1,863,963$(470,227)$2,630,852$4,950,546$0 $197,715$10,021,625

2006$848,776$1,838,455$3,729,295$3,370,727$5,860,619$0 $193,060$15,840,932

ウィン・J・ニューガー
エグゼクティブ・バイス・プ
レジデント兼最高投資担当役
員

2008$1,000,000$555,000$2,549,374$1,602,183$142,921$460,663$44,828$6,354,969

2007$942,000$1,223,000$1,223,230$1,576,646$2,475,273$285,971$56,573$7,782,693

2006$942,000$1,613,000$1,499,042$1,519,533$2,930,309$252,127$33,070$8,789,081

クリス・P・ムーア
エグゼクティブ・バイス・プ
レジデント－損害保険グルー
プ担当

2008$959,615$561,563$2,296,747$1,428,522$163,338$535,339$38,990$5,984,114

2007$725,962$1,823,750$631,881$1,379,472$2,828,884$0 $35,540$7,425,489

2006$700,962$1,663,750$861,355$1,381,947$3,348,925$0 $30,571$7,987,510

2008年中に退任          

マーティン・J・サリバン
プレジデント兼最高経営責任
者（2008年１月１日～2008年
６月15日）

2008$538,462$562,500
 

$6,423,012
(9)

 
$8,094,376

(9)
$277,483$1,447,154

 
$11,888,583

(9)

 
$29,231,570

(1)

2007$1,000,000$3,625,000$921,876$2,461,946$5,607,439$30,021$697,910$14,344,192

2006$1,000,000$10,125,000$1,265,689$1,917,216$5,838,656$275,701$703,432$21,125,694

ロバート・B・ウィルムスタッ
ド
プレジデント兼最高経営責任
者（2008年６月15日～2008年
９月18日）

2008$269,231 $0
 

$24,626,614
(10)

$12,000,000 $0 $0 $659,108
 

$37,554,953
(1)

スティーヴン・J・ベンシン
ガー
エグゼクティブ・バイス・プ
レジデント兼最高財務担当役
員
（2008年１月1日～
2008年５月８日）
副会長兼最高財務担当役員代
理（2008年５月８日～2008年
10月９日）

2008$726,923$487,500
 

$2,418,664
(9)

 
$2,073,593

(9)
$122,327$0

 
$3,408,172

(9)

 
$9,237,179

(1)

2007$751,923$1,450,000$598,408$864,801$2,786,927$113,043$35,274$6,600,376

2006$750,000$3,250,000$753,666$617,647$2,093,078$108,143$18,323$7,590,857
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　 　(1) 本表の注記 は重要です。表に記載された額が、最も高い報酬が支払われた業務執行役員の実 際に受け取っ

た金額を必ずしも表していない場合があります。また、同金額が特定の金銭没収額を表している場合もあ

ります。本表の注記は、株主の方がこれら の金額を計れるよう重要な情報を盛り込んでいます。例えば以

下のとおりです。

・　リディ氏の報酬の大部分は、SECの規則により特別手当として開示が要求されている 項目から成りま

す。かかる報酬には、リディ氏およびその家族がシカゴに住んで いるにも関わらずリディ氏が自発的

にニューヨーク市にて直ちに業務を開始したこと、ならびにリディ氏が現状に応じた適切なAIG業務

執行役員報 酬の取決めに従事しようとしたことに関連して発生した項目が含まれています。詳しく

は注記(7)を参照のこと。

・　ウィルムスタッド氏の報酬には、AIGとウィルムスタッド氏との両者間の合意に基づき停 止した制限

株式の報奨についての会計上の支出24.5百万ドルが反映されています。ウィルムスタッド氏はこれら

の株式の価値を一切認識していませんが、会計規則およびSECの規則上、本表 にはこれらの金額を反

映するよう求められています。詳しくは注記(3)および(10)を参照のこと。

・　サリバンおよびベンシンガー各氏の報酬には、実際に受領はしていない、雇用契約上の「正当な理由」

に基づく退職にあたる場合に受領 の権利が発生する退職金および退職賞与が含まれています。AIG

は、支出および 報酬全体の包括的な見直しの一環として彼らに関する報酬を見直しています。この見

直しが完了するまでは、一切の支払いも行われません。詳しくは注記(6) および(9)を参照のこと。

 

　 　(2) AIGは、2008年における年間業績に基づく報酬を、最も高い報酬が支払われた業務執行取締役員に支払って

いません。表中の2008年 についての金額は、2008年第１、第２および第３四半期を対象とするAIGの四半期

特別賞 与プログラムに基づく支払額のみを表すものであり、それ以降のAIGのリーダーシッ プ・グルー

プに対する支払いは停止しています。リディ氏は、AIGの四半期特別賞 与プログラムに参加していません。

 

　　(3) 2008年において、AIGに留まっている最も高い報酬が支払われた業務執行役員に対し株式に基づく報奨は支

払われませんでした。2008年において株式に基 づく報奨は、2008年３月にサリバン氏に対し支払われ、ま

た、ウィルムスタッド氏に対して非従業員取締役としての職務に対する報奨としておよび同氏が最 高経

営責任者に就任した時点で支払われました。この欄は、財務諸表報告における要件に従い（サービスに基

づく供与の条件に関連した没収金の見積り額は考慮 していません。)、AIGのストック・インセンティブ・

プラン、パートナーズ・プラン、DCPPPプランおよ びSICOプラン等に基づき供与された発行済み株式に基

づく賞与、ならびにウィルムスタッド氏が最高経営責任者に選任される以前に供与されたDSUの額を、ドル

建 てで計上したものです。AIGにより付与された報奨の計上額は、様式10-KによるAIGの年次報告書に 含

まれる連結財務書類の注記17に記載された仮定（2008年に付与された報奨について）を、2007年、2006年

および2005年の12月31日に終 了する各事業年度（2008年以前に付与された報奨について）についてはそ

れぞれ、様式10-Kまたは様式10-K/A（どちらか適用 される様式による。）によるAIGの年次報告書に含ま

れる連結財務書類の注記の17、14および14に記載されている仮定を使用して算出されています。SICOによ

り認めら れた賞与についての計上額は、賞与の提供日時点におけるAIG普通株式の公正 価値を用いて計

算します。当該公正価値は、通常プラン実施期間の第１年目に開始し業務執行役員が65歳に達した年の終

了時点で終了する供与期間を通じた比 例比率で計上されます。SICOは、現金ではなくエクイティによる賞

与を定めており、AIGが賞与の提供額 を提供日時点の公正価値に基づき算出された金額で記録することを

認めています。

 

2008年においてAIG普通株式の株価が低下したため、この欄に計上された額は、発行済み株式に基づく賞与

の現在価値を示したものではありません。 2008年において支払われた賞与が提供時の価値ではなく2008

年末時点におけるAIG普通株式の市場 価値に基づき支払われたものであった場合、2008年のこの欄に報告

される金額は、以下のようになります。
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株式報奨
 

氏名
2008年の報酬の
概要表に

記載された支出

2008年12月31日
現在の市場価値に
基づく見積り額

差異

エ ドワード・M・リディ $0 $0 $0

デ イヴィッド・L・ヘルツォグ $430,239 $12,278$(417,961)

エ ドマンド・S・W・ツェー $2,168,443 $68,610$(2,099,833)

ウィ ン・J・ニューガー $2,549,374 $71,486$(2,477,888)

ク リス・P・ムーア $2,296,747 $64,641$(2,232,106)

2008年中に退任した者    

マー ティン・J・サリバン $6,423,012 $330,326$(6,092,686) 

ロ バート・B・ウィルムスタッ
ド

$24,626,614 $5,052$(24,621,562)

ス ティーヴン・J・ベンシン
ガー

$2,418,664 $61,036$(2,357,628)

 
サリバン氏およびベンシンガー氏に関して記載された額については下記の注(9)をご覧下さい。ウィルム

スタッド氏に関して記載された額については下記の注(10)をご覧下さい。

 

SICOプランによる 2006年の発行済み株式に基づく賞与について計上されたドル建ての額に修正が加わっ

たため、2006年についての欄に記載された額は、以前のAIGの報 酬の概要表に報告されている額とは異な

ります。

 
　　(4) 2008年において、AIGに留まる最も高い報酬が支払われた業務執行役員に対し付与されたオプションはあり

ませんでした。オプションは、ウィルムスタッド氏 が最高経営責任者に就任した時点で彼に対し付与され
ました。この欄は、財務諸表報告における要件に従い（サービスに基づく供与の条件に関連した金銭没収
の 見積り額は考慮していません。)、AIGのストック・オプション・プランおよびストック・インセンティ
ブ・プランに基づき、2008年にウィルムスタッド氏、および 2004年から2007年にかけてリディ氏以外の最
も高い報酬が支払われた業務執行役員に対して供与されたオプションのドル建てで計上したものです。こ
れ らの報奨の計上額は、様式10-KによるAIGの年次報告書に含まれる連結財務書類の注記17に記載された
仮定（2008年に付与された報奨について）を、2007年、2006 年および2005年の12月31日に終了する各事業
年度（2008年以前に付与された報奨について）についてはそれぞれ、様式10-Kまたは様式10-K/A（どちら
か適用 される様式による。）によるAIGの年次報告書に含まれる連結財務書類の注記の17、14および14に
記載されている仮定を使用し、２項オプション価格算出モデルに 基づき算出されています。

 

AIG普通株式を購入 できる発行済みオプションは全て、「アウト・オブ・ザ・マネー」の状態です。した

がってこの欄に計上されている額は、発行済みオプションの現在価値を示す ものではありません。2008年

において支払われた報奨が同様のオプション価格算出モデルに従った2008年末時点における市場価値に

基づき支払われたも のであった場合、この欄に報告される金額は、以下のようになります。
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オプション報奨
 

氏名
2008年の

報酬の概要表に
記載された支出

2008年12月31日
現在の市場価値に
基づく見積り額

差異

エ ドワード・M・リディ $0 $0 $0

デ イヴィッド・L・ヘルツォグ $681,155 $14,730$(666,425)

エ ドマンド・S・W・ツェー $982,027 $17,285$(964,742)

ウィ ン・J・ニューガー $1,602,183 $32,950$(1,569,233)

ク リス・P・ムーア $1,428,522 $29,905$(1,398,617)

2008年中に退任した者    

マー ティン・J・サリバン $8,094,376 $197,821$(7,896,555)

ロ バート・B・ウィルムスタッ
ド

$12,000,000 $908,000$(11,092,000)

ス ティーヴン・J・ベンシン
ガー

$2,073,593 $49,448$(2,024,145)

 

ドル建てで計上されたオプション賞与額から、サービスに基づく提供の条件に従い金銭没収の見積り額を

除くという修正により、 2007年および2006年についての欄に記載された額は、以前のAIGの報酬の概要表 

に報告されている額とは異なります。

 

　　(5) 2008年に終了した業績期間において、シニア・パートナーズ・プランに基づき取得された長期的業績に基づ

く現金報奨はありませんでした。2008年にお いてこの欄に記載された額は、シニア・パートナーズ・プラ

ンに基づく賞与として既に稼得済み（だが支払の済んでいなかった）四半期毎の現金支払額を表して い

ます。四半期毎の支払いは、AIGが普通株式についての配当を停止したのと同時に停止しました。

 

　　(6) この欄の額は、最も高い報酬が支払われた業務執行取締役に対し支払われた金額を表すものではありませ

ん。この額は、AIGの全確定給付 （年金）プランに基づく累積的給付額の数理上の現在価値の変更総額を

表したものです。

 

　ツェー氏　ツェー氏についての2008年の欄に記載した金額には、ツェー氏を対象とした 2008年の退職金

合計額の減少は反映されていません。ツェー氏がAIGの年金プランに 基づいて受け取る権利のある金額

は、彼が香港で参加している確定拠出型プランに基づく残高に対して当社が提供した金額の分だけ相殺さ

れました。これまでの 数年間は、ツェー氏の香港での同プランに基づく残高が彼の年金受給額を完全に相

殺してきました。しかし2008年における市場損失により、ツェー氏の残高 は減少し、現在では部分的な相

殺しか生じません。その結果、SECの規則に従い、 ツェー氏についての2008年の欄に記載した金額は、退職

後にいくらかの年金給付を受けられる権利が新たに発生したことによる数理上の増加を表していま す。

一方で、ツェー氏の香港プランに基づく残高は、2008年において1,841,972ドル分減少しました。したがっ

て現在の価値に基づき計算した場 合、AIGの年金プランおよび香港プランに基づくツェー氏の2008年にお

ける退職金合計額は、1,123,907ドル減少しました。 2006年のツェー氏の年金価値についての実際の変動

は、同年におけるツェー氏の香港プランに基づく残高によりゲインが相殺されたことによる 376,015ドル

の減少でした。

 

　ムーア氏　2007年および2006年のムーア氏の年金価値についての実際の変動は、主 に数理上の仮定が変

更されたことによる、それぞれ11,425ドルおよび2,490ドルの減少でした。

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

320/791



　サリバン氏およびベンシンガー氏　サリバン氏についての2008年の欄に記載した金額に は、年齢や業務

上の支払分を加味したことによる付加価値、および彼の退任が雇用契約上の「正当な理由」に基づくもの

にあたる場合に発生する賞与支払いの早 期開始が反映されています。年齢および業務上の支払分を考慮

しない場合、サリバン氏はAIGの非適格退職年 金プランの対象となる最低退職年齢に達していないため、

これらのプランに基づく金銭没収により、現在の年金賞与は、2007年のレベルと比較した場合 2,322,122

ドル減少することになります。

 

　ベンシンガー氏については、彼の退任が雇用契約上の「正当な理由」に基づくために年齢および業務上

の支払分が加味されたとして も、AIGの非適格退職年金プランに基づく早期退職者としての業務に関する

最低要件を満たしません。その結果、2008年のベンシンガー氏の 欄に記載されている金額には、これらの

プランに基づく金銭没収が反映されています。2008年のベンシンガー氏の年金価値について実際に変動が

あったとす れば、彼の退任が「正当な理由」に基づくものにあたる場合に雇用契約に基づき発生する賞

与受給がAIGの米国課税対象 退職年金プランに基づき彼が年齢および業務による支払を受けるか否かに

応じて211,982ドルまたは248,807ドルのいずれかの減額を見せたであろ うと考えられます。

 

　 　(7) 特別手当　この欄には、特別手当や優遇措置による増分費用が含まれてい ます。以下の表は、最も高い報酬

が支払われた各業務執行役員が受けた特別手当に関してAIGが支払った費用 を記載したものです。

特別手当および利益
 

氏名
航空機の
個人利用(a)

自動車サー
ビスの個人
利用／自動
車関連の手
当て／駐車
料金(b)

金融、税務お
よび法務プラ
ンニング(c)

クラブ会員
資格および
レクリエー
ションの機
会の個人利
用

住宅、ホーム
・セキュリ
ティー、その
他の
生活費用

税務関連の
支払い(d)

合計

エドワード・M
・リディ

$47,578$31,348$162,686 $0 $38,368$180,431$460,411

デイヴィッド
・L・ヘルツォ
グ

$0 $3,286 $0 $0 $0 $0 $3,286

エドマンド・S
・W・ツェー

$0 $43,613 $3,226 $7,421 $6,302 $0 $60,562

ウィン・J・
ニューガー

$0 $12,138$15,600 $0 $0 $0 $27,738

クリス・P・
ムーア

$0 $6,300 $15,600 $0(e) $0 $0 $21,900

2008年中に退
任した者

       

マーティン・J
・サリバン

$179,257$48,764$13,000$5,369(e) $0 $0 $246,390

ロバート・B・
ウ ィ ル ム ス
タッド

$22,824$19,938$339,992 $0 $0 $0 $382,754

スティーヴン
・J・ベンシン
ガー

$0 $4,929 $15,600 $0 $0 $0 $20,529

 

 

(a) 最も高い報酬が支払われた業務執行役員が会社向け航空機を個人として利用した場合、その費用 はAIG

までの渡航にかかる増分費用の総額に基づき計算されます。増分費用総計の算出は、渡航時間ごとの費

用に基づいて行ないます。渡航時 間ごとの費用には、燃料費、添加物および潤滑剤、空港使用料および検

査費、乗務員費用ならびに機内供給物およびケータリング費用等の、航空機の運転に直接 関わる費用が

反映されます。さらに渡航時間ごとの費用には、維持費およびエンジンの修復費に充てられる料金が反

映されています。リディ氏についての金額に は、AIGが返金したニューヨークからシカゴまでの航空券

にかかった実際の費用が含まれています。
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(b) リディ、サリバンおよびウィルムスタッド各氏について、彼らは専用の自動車および専任の運転 手を提

供されているかまたは提供されていましたが、表中の自動車の利用には、指定車の年間リース料金、運転

手の年間報酬、駐車料金、燃料費および維持費と して割り当てられた金額が反映されています。AIGはこ

の特典を最高経営責任者の安全および効率的移動を向上するために提供していますが、SECの規則上、

AIGの事業に直接的 かつ不可欠なものとして関係のない移動費用その他の費用は、業務執行取締役の報

酬として開示するよう求められています。AIGはそうした方法 で自動車の使用について記録していない

ため、上記のような費用は100％全て、最高経営責任者が拠点を置く現地における営業日日数に応じた報

酬の一部とし て記載されています。その他の最も高い報酬が支払われた業務執行役員を対象とした自

動車等の待遇による増分費用は、AIGの直接的支出を 表しています。

 

(c) 金融、税務および法務プランニング、ならびに住宅その他の生活費用は、AIGの直接的支出を 表すもので

す。リディ氏の場合、AIGは、リディ氏が会長兼最高経営責任者に選任後直ちに業務に取り掛かれるよう、

ニューヨーク市内にアパートを用意しました。さらに、 リディ氏についての金融、税務および法務プラ

ンニングの項目に記載されている額は、リディ氏の顧問がリディ氏その他業務執行役員を対象とする適

切な報酬の 仕組みを設定する際にかかった費用を表しています。ウィルムスタッド氏の場合も、報酬に

関する取決めの際に彼の顧問が果たした仕事に対する報酬をAIGが払い戻しまし た。ウィルムスタッド

氏の金融、法務および税務プランニングの項目に示された額には、これらの法務関係手数料326,992ドル

が含まれています。

 

(d) AIGは、AIGで働く際にリディ氏が負う支払義務を回避するための雇用に関する取決めに従い、リディ氏

が被る税の支払債務をすべて相殺するよう金 銭の支払いを行いました。

 

(e) AIGは、ムーア氏に対し、事業上の目的で使用されたゴルフクラブの会員手数料について返金を行いまし

た。ムーア氏が同ク ラブを個人的目的で利用することはできません。また、AIGを退職する際は会員をや

めることが要求されています。かかる費用は、通常かつ必要なAIGの事業費用とみ なされました。ムーア

氏がクラブの会員資格から得られたであろう個人的な利益は偶発的なものとみなされ、個人的利益に関

連する増分費用をAIGが負担したとい うことはありませんでした。

 

2007年、AIGはサリバン氏に対し、事業上の目的で使用されたゴルフクラブの入会費および会員費を返金

しました。これらの金額もまた、通常かつ必 要なAIGの事業費用とみなされました。AIGは、サ リバン氏

のAIG退職後は、サリバン氏への会費の返金を続けていません。AIGはサリバン氏の 退職前に既に2008年

度分の会費の返金を済ませていました。サリバン氏についての額には、こうした会費の２分の１（AIGに

提出された同 意書に従った退職日 (７月１日）時点の額）が反映されています。サリバン氏は現在も

個人的目的によるクラブの利用を認められています（ただしこの場合は自身の会員費を自身で 負担し

なければなりません。)。

 

　その他の利益　この欄には、最も高い報酬が支払われた業務執行役員を対象としてAIGが支払った生命 

保険金、ならびにAIGが401(k)プランおよびツェー氏が香港で参加している確定拠出型プランに基づき

行なったマッチング拠出が含まれています。これ らのマッチング拠出には2008年における以下の金額

が含まれています：ヘルツォグ―10,350ドル；ツェー―119,149ドル；ニューガー ―16,100ドル；サ

リバン―16,100ドル；ウィルムスタッド―1,538ドル；およびベンシンガー―10,350ドル。

 

　ウィルムスタッド氏　2008年のウィルムスタッド氏についての欄に記載されている額に は、ウィルム

スタッド氏が最高経営責任者に就任する以前に彼に支払われた2008年の取締役報酬137,500ドルの他、

ウィルムスタッド氏の退任後にAIGが提供した 2008年の継続的な医療・生命保険金2,463ドルならびに

オフィス・サポートおよび事務的補助134,605ドルが含まれています。医療・生命保険お よびオフィス

関連の利益は、ウィルムスタッド氏によるAIGとの同意書に基 づいて提供されたものです。示された金

額には、オフィス・リースに充てられた金額や事務的補助を担当する個人に対する報酬および賞与に充

てられた金額と いった、AIGの直接支出が含まれています。

 

　サリバン氏およびベンシンガー氏　2008年のサリバンおよびベンシンガー各氏について の欄に記載さ

れている額には、雇用契約に基づく「正当な理由」による雇用の終了に関連して2008年に発生したが未

だ支払われていない金銭および賞与が含 まれています。詳しくは注記(9)を参照下さい。
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　ツェー氏　2008年３月、AIGは、2007 年より前にAIGおよび海外で事業を行う関連会社が従業員に対して

支払った金額に関連して、特定の外国従業員向け給与税を負担する旨の決議を下しま した。これらの取

決めに基づき、AIGは、ツェー氏を含む香港のAIG従業員が不利益 を被ったために支払うこととなった金

額に関連した支払いを、香港の税務当局に対して行いました。2008年のツェー氏についての欄に記載さ

れている額に は、AIGの内部的な支払金4,046,327ドルを含みますが、ツェー氏に実際に支払われた金額

はありません。

 

　　(8) ツェー氏はAIGの香港オフィスを拠点としています。本委員会は、ツェー氏の給与および特別賞与を米国ドル

建ての金額で決定します。これらの金額 は、支払日の為替レートに基づき算出された香港ドル建ての金額

でツェー氏に支払われます。AIGは、ツェー 氏を対象に当社が提供するマッチング拠出を含む賞与を、香港

ドルで記録します。2008年の報酬の概要表中の2008年のツェー氏に関する「その他全ての 報酬」にはこ

のような拠出金額が含まれていますが、この金額は、2008年12月末日の為替レート（１米ドル＝7.75香港

ドル）により換算されたものを 反映しています。

 

　 　(9) 2008年の報酬の概要表に記載されているサリバンおよびベンシンガー各氏についての 額には、彼らの受領

していない退職金および退職賞与が含まれています。彼らの退職が雇用契約上の 「正当な理由」による

ものである場合には、これらの退職金および賞与を受ける権利が発生します。AIGは、支 出および報酬の包

括的見直しの一環としてサリバン氏およびベンシンガー氏の報酬を見直しています。この見直しが完了す

るまで支払いは行われません（ただ し、サリバン氏については、例外として2008年第３四半期に既に最初

の分の賞与が支払われました。)。

 

　その他の報酬　この欄の額には、「正当な理由」に基づく雇用の終了に関連して2008年 に発生した給与

および賞与が含まれています。サリバン氏について2008年に発生した金額は、離職手当11.5百万ドル（現

金)、継続的な医療・生命保険 金6,830ドル、ならびにAIGとの同意書に基づき提供されたオフィス・サ

ポートおよび事務的補助費118,273ドル（ウィルムスタッド氏について挙げたものと 同じ項目に対しAIG

が実際上の支払額および見積り上の支払額に基づき計算された額）でした。ベンシンガー氏について2008

年に発生した金額は、離職 手当3.375百万ドル（現金)、および継続的な医療・生命保険金1,303ドルでし

た。SECの規則上、発 生した金額とは、支払を受領する権利が発生していることや制限約款に遵守している

ことを前提に、内国歳入法409Aに基づく支払遅延要 件に該当することなく、2008年に支払われるべき金額

から成ります。これらの金額は、「正当な理由」のない業務執行役員側の辞職または「原因」に基づくAIG

側の解雇の場合 には支払われません。

 

　株式報奨およびオプション報奨　この欄中のサリバンおよびベンシンガー各氏に対する株式 に基づく報

奨およびオプション報奨についての額には、彼らがAIGを退任した後に 受領または行使を行うことのでき

る報奨の支払いを2008年に早めたことにより発生した支出を反映したものです。かかる支払いの一部は、

サリバンおよびベ ンシンガー各氏の任期が継続していれば数年後に計上されていたはずのものです。サ

リバン氏について計上されている額には、サリバン氏の雇用契約およびAIGとの同意書に基 づく「正当な

理由」による雇用の終了後に再開された株式に基づく報奨およびオプション報奨に関する支出が反映さ

れています。ベンシンガー氏について計上さ れている額には、ベンシンガー氏の雇用契約に基づく「正当

な理由」による雇用の終了後２年間の受給期間中に授与および提供されたかまたは行使できるように 

なった株式に基づく報奨およびオプション報奨に関する支出が反映されています。ベンシンガー氏は、退

職時に、かかる２年間の終了時以降に授与が予定されて いた株式に基づく報奨およびオプション報奨を

持っていました。これらの賞与は、ベンシンガー氏の報酬としてAIGの見直しに付さ れています。
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　さらにAIGは、サリバンおよびベンシンガー各氏を対象とする2007年およびそれより前のDCPPPおよび

SICOプランに基づ く報奨についても記録しました。2008年、サリバン氏の退職後、彼を対象としたSICO報

奨、およびDCPPP報奨の一部 は会計上の理由で修正されたため、以前記載した額は戻し入れされ、2008年に

おいては、サリバン氏の同意書の日付である2008年６月30日におけるAIG株価26.46 ドルに基づいて算出

された額が計上されました。この修正により、2008年におけるサリバン氏のSICO賞与およびDCPPP賞与につ

い ては、これらに関連して以前計上された額からそれぞれ5,495,832ドルおよび110,145ドル分が戻し入

れされた結果、それぞれ (1,555,687)ドルおよび2,977,952ドルが2008年の正味額として計上されること

となりました。しかしSECの規則に従い、 戻し入れされたこれらの合計額のうち1,360,472ドルのみが、

2008年の報酬の概要表中の2008年のサリバン氏の項目に反映されました。これ は、残る4,245,505ドルが

2006年より前の年に既に計上されているため、以前の報酬の概要表においては報告されませんでした。し

たがって 2008年のサリバン氏について報告されている額は、報酬の概要表に前述の事情がなければ記載

されていたはずの額を4,245,505ドル上回るもので す。同様に、ベンシンガー氏の退職時、２年間の受給期

間後にベンシンガー氏に授与されたはずの、彼を対象としたSICO報奨、およびDCPPP報奨の一部 は、会計上

の理由により没収されたため、以前記載した額はこれらの没収された報奨分だけ戻し入れされました。こ

の没収により、2008年におけるベンシン ガー氏のSICO報奨およびDCPPP報奨については、これらに関連し

て以前計上された額からそれぞれ170,263ドルおよび37,492ドル分が戻し入れされた結 果、それぞれ

(164,064)ドルおよび1,385,291ドルが2008年の正味額として計上されることとなりました。しかしSECの

規則に従い、 戻し入れされたこれらの合計額のうち93,706ドルのみが、2008年の報酬の概要表中の2008年

のベンシンガー氏の項目に反映されました。これは、 残る114,049ドルが2006年より前の年に既に計上さ

れているため、以前の報酬の概要表においては報告されませんでした。したがって2008年のベ ンシンガー

氏について報告されている額は、報酬の概要表に前述の事情がなければ記載されていたはずの額を

114,049ドル上回るものです。

 

　 (10) 記載されているウィルムスタッド氏の報酬には、AIGと ウィルムスタッド氏との間で相互に交わされた合

意により停止された制限株式の賞与についての会計上の支出24.5百万ドルが含まれています。ウィルムス

タッド氏の欄に記載されている額は、非従業員取締役としての業務についてウィルムスタッド氏に供与さ

れたDSUに関連する支出 （126,614ドル)、および2008年にウィルムスタッド氏に供与されたサイン・オン

制限株式報奨に関連する支出（24.5百万ドル）を表すもので す。サイン・オン制限株式報奨は、2008年12

月26日におけるAIGとウィルムス タッド氏との相互の合意により、廃止されました。そのためウィルムス

タッド氏は、かかる報奨に基づく株式の供与を受けませんでした。しかし、報奨の約款に 従いウィルムス

タッド氏が退職後もサイン・オン制限株式報奨（４年で失効するという制限付き）を保持できたはずな

ので、かかる報奨に関連する全支出は供与 時に計上され、廃止されたことによる戻入れはありませんでし

た。

 

1997年におけるフランク・G・ワイズナー氏（2009年３月に退職した以前の業務執行役員） の雇用

およびニューヨークへの移転に関連し、AIGは、社宅の購入に関連した費用を支払い、彼がAIGを退職する

までの間、彼のモーゲージについての信用サポートを提 供しました。ワイズナー氏は2009年２月にモー

ゲージを払い終え、当該信用サポートは2009年３月に終了しました。

 

AIGは、自身、自身の取締役および役員、自身の子会社ならびにその取 締役および役員を対象とする、

取締役および役員向け損害賠償保険の方針を維持しています。当該方針を対象とした、2009年９月22日

までの１年間におけ る保険料は、約38百万ドルでした。さらにAIGは、2008年において、2014年まで有効

で、かつAIGおよびその子会社が2005年５月24日から2008年９月22 日までの期間中の取締役および役員

の行為に対する賠償請求を行なえるよう認める保険を購入しました。かかる購入コストは、合計で約

75.1百万ドルでし た。

 

(以上まで抜粋）
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５ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

 

（2009年６月５日付年次株主総会招集通知からの抜粋）

ガバナンス

 

AIGの取締役会は、コーポレート・ガバナンスの進展状況を定期的に見直しています。AIGのコーポレート・ガバ

ナンス・ガイドライン、指名およびコーポレート・ガバナンス委員会、報酬および経営資源委員会、財務およびリス

ク管理委員会、監査委員会、ならびに規制・コンプライアンスおよび政策委員会の規則は、www.aigcorporate.comの

コーポレート・ガバナンス・セクションに掲示されており、American International Group, Inc. 70 Pine

Street, New York, New York 10270, 「Investor Relations」宛てにご請求いただければ、印刷物を無料でご提供

します。

 

AIGの取締役、業務執行役員および上席財務担当役員服務倫理規程ならびに従業員服務規程は、www.

aigcorporate.comのコーポレート・ガバナンス・セクションに掲示されており、American International Group,

Inc. 70 Pine Street, New York, New York 10270, 「Investor Relations」宛てにご請求いただければ、印刷物

を無料でご提供します。AIGの取締役、業務執行役員および上席財務担当役員服務倫理規程が改正され、AIGの取締

役、業務執行役員および上席財務担当役員に適用される免責事項が改訂されたときは、米国証券取引委員会および

ニューヨーク証券取引所の要求する所定期間内、AIGのウェブサイトに掲示されます。

 

コーポレート・ガバナンス・ガイドラインに含まれている、現行の取締役独立基準に従い、取締役会は、指名およ

びコーポレート・ガバナンス委員会の推奨を受けて、ノラ・ジョンソン、コールナー、ボーレンバッハ、ダマーマン、

フェルドスタイン、ゴルブ、リンチ、マルティネス、マイルズ、ミラー、オフィット、オールおよびスティーンランドの

各氏はニューヨーク証券取引所の上場基準およびAIGの独立基準に基づく独立した取締役であると判断しました。

さらに、2008年を通じて取締役を務めたフッター、ロメッティ、ホルブルック、ラングハマーおよびサットンの各氏、

ウィルムスタッド氏については2008年６月に最高経営責任者に就任するまでの間、ならびに2008年から同年の年次

株主総会開催までの間に取締役を務めたマーシャル・A・コーエン、ステファン・L・ハマーマンおよびフランク・

G・ザーブの各氏は、ニューヨーク証券取引所の上場基準およびAIGの取締役独立基準に基づく独立した取締役でし

た。

 

上記各取締役が独立した取締役であると判断する前提として、指名およびコーポレート・ガバナンス委員会は、

次の事由から生じる関係を検証しました。(1)ボーレンバッハ、フェルドスタイン、ハマーマン、ホルブルック、ラン

グハマー、オフィット、ウィルムスタッド、フッターおよびノラ・ジョンソンの各氏またはそれらの各家族が関与す

る慈善団体に対するAIGの寄付、(2)ロメッティ氏については、AIGとIBMコーポレーションとの関係、ならびに(3)特

定の取締役に関しては、通常のビジネスの過程における、AIGが第三者に提供するものと同じ条件で投資および保険

商品の当該取締役への提供。以下に記載されるものを除き、これらのいずれの関係もAIGの取締役独立基準が定める

上限額を超えていませんでした。

 

2008年、AIGは、ホルブルック氏が理事長を務めていたアジア・ソサイエティーに対し、会員料、スポンサー料およ

び一般的な寄付として総額で410,000ドルを支払いました。取締役が独立しているか否かを判断する基準として用

いられているAIGの取締役の独立基準のもとにおいては、取締役会は、当該取締役が関わっている慈善団体への寄付

金が暦上年間200,000ドルを越える場合は、その寄付の実体に留意しなければなりません。指名およびコーポレート

・ガバナンス委員会の推奨を受けて、取締役会は、アジア・ソサイエティーに対する寄付金について検討し、その金

額は、ホルブルック氏の独立性を損なうものではないと判断しました。この判断を下すにあたり、指名およびコーポ

レート・ガバナンス委員会および取締役会は、ホルブルック氏はアジア・ソサイエティーの業務執行職に就かず、

同組織から報酬を得ていなかったこと、同氏自身が寄付金を要求していなかったことおよびAIGのアジアにおける

事業活動の重要性に鑑みると、AIGが同組織に寄付することは、AIGのアジアにおける立場をより向上させると取締

役会およびAIGの経営陣が考えていたことなどの関連あると思われる全ての要因を検討しました。
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2007年および2008年にAIGはゴルブ氏が理事を務めるニューヨーク市のリンカーン・センターにそれぞれ

615,000ドルおよび550,000ドルの寄付を行いました。上記の通り、AIGは、ゴルブ氏の独立性に関してその寄付の実

体に留意しなければなりません。これらのリンカーン・センターへの寄付は、ゴルブ氏が取締役として立候補する

前に行われたものであり、同氏自身による要求ではありませんでした。したがって、取締役会は、指名およびコーポ

レート・ガバナンス委員会の推奨を受け、これらの寄付金はゴルブ氏の独立性を損なうものではないと判断しまし

た。

 

2008年中、取締役会は19回開催されました。非業務執行取締役は、予定されている取締役会の前または後に、経営

取締役が出席しない業務執行会に出席します。ウィルムスタッド氏はAIGの最高経営責任者に選任される前、これら

の業務執行会を主宰していました。その後はボーレンバッハ氏が主席独立取締役として主宰を務めました。2008年

および2007年度中、全ての取締役は、取締役会会議および各自が委員を務める委員会の少なくとも75％は出席しま

した。AIGのコーポレート・ガバナンス・ガイドラインでは、暦上２年連続して、取締役会の定例会議および当該取

締役が投票権を有する委員会の出席率が75％未満となったときは、取締役会ならびに指名およびコーポレート・ガ

バナンス委員会が特別の事情を考慮しない限り、暦上の翌年の年次株主総会において取締役として立候補すること

ができません。

 

取締役は、本総会に出席することが求められます。2008年の年次株主総会には、元取締役のコーヘン氏を除いて当

時の現職取締役全員が出席しました。

 

AIGは、会計およびその他の事項の報告体制、ならびに非業務執行取締役とのコミュニケーションに関する方針を

導入しました。これらの方針については、AIGのコーポレート・ウェブサイトのwww.aigcorporate.comのコーポレー

ト・ガバナンスのセクションで見ることができます。関係のある当事者は、AIGの取締役会の非業務執行取締役全員

に対し、またはその他の取締役会のメンバーに対して、10270ニューヨーク州ニューヨーク市パイン・ストリート70

、アメリカン・インターナショナル・グループ・インク、特別顧問兼秘書役宛に文書で、または

boardofdirectors@aig.comにE-mailにて懸念事項を伝えることができます。

 

（以上まで抜粋）

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

326/791



内部統制

 

開示統制および手続の評価
 
開示統制および手続は、米国証券取引法に基づき提出される報告書において開示が要求される情報が、
規則で定められる期限内に記録、処理、収集および報告され、その情報が最高経営責任者および最高財務
担当役員を含む経営陣が要求される開示に関して適時に判断できるように蓄積され、報告されることが
確実になされることを目的として定められたものである。本有価証券報告書の元となる様式10-K年次報
告書の作成にあたり、AIGの経営陣は、AIGの最高経営責任者および最高財務担当役員を参加させて、1934
年米国証券取引法（「米国証券取引法」）規則13a-15(e)および15d-15(e)（「規則」）に基づき、AIG
の2008年12月31日現在の開示統制および手続の見直しを行った。かかる見直しに基づき、AIGの最高経営
責任者および最高財務担当役員は、2008年12月31日現在のAIGの開示統制および手続が有効であると判
断した。
 
財務報告の内部統制に係る経営陣の報告
 
AIGの経営陣は財務報告に係る適切な内部統制を確立し、これを維持する責任を負っている。AIGにおけ
る財務報告に係る内部統制は、最高経営責任者および最高財務担当責任者の指導のもとで行われ、社外
に報告するための合理的に信頼できる財務書類がGAAPに基づき作成されるよう仕組まれている。
 
ただし、財務報告に対する内部統制の実施には必然的に制約があることから、虚偽記載を防ぎ、発見で
きないことがある。また将来の事業年度の業績予想は、将来の経営環境が変化することにより不適切な
ものとなり、または企業方針および手続の遵守体制が不十分なものとなるリスクにさらされている。
AIGの経営陣は、トレッドウェイ委員会組織委員会(Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission)(COSO)の「内部統制－不正な財務報告を防止するためのフレームワーク」で設
けられた基準に基づき、2008年12月31日現在の財務報告に対するAIGの内部統制の評価を行った。
 
AIGの経営陣は、2008年12月31日現在、AIGの財務報告に係る内部統制は、内部統制基準-COSO統合フレー
ムワークに照らし、有効であると判断した。2008年12月31日現在における経営陣のAIGの財務報告に対す
る内部統制の有効性の評価は、独立した公認会計事務所であるプライス・ウォーターハウス・クーパー
ズ・エルエルピーの監査を受け、当該監査報告書は様式10-K年次報告書に含まれている。
 
従前の財務報告に係る内部統制の深刻な弱点を強化するための措置
 
AIGの経営陣は、過去に、AIGFPスーパー・シニア・クレジット・デフォルト・スワップ・ポートフォリ
オの公正価値に関する財務報告およびその監督に関する内部統制の深刻な弱点を指摘し明らかにした。
深刻な弱点とは、財務報告に対する内部統制において、AIGの年次または中間財務報告書に適時予防また
は検出できない重大な誤記があるという合理的可能性が存在するといった、単数または複数の欠陥を指
す。
 
AIGは、2007年12月31日時点で存在した、AIGFPスーパー・シニア・クレジット・デフォルト・スワップ
・ポートフォリオの公正価値の評価およびその監督に関する内部統制の深刻な弱点を克服するための
是正措置を積極的に実施してきた。これらの是正措置は、以下に記載される通り、AIGの経営陣が以前指
摘した深刻な弱点を克服するように特別に計画された。
 
AIGの上記の弱点の是正措置は、AIGの最高監査担当役員の指示のもと、AIGの最高リスク担当役員、最高
経営責任者、最高財務担当役員およびコントローラーを含む推進委員会の指揮によって進められた。各
弱点の是正状況は、監査委員会に評価され、同委員会に是正の過程で露呈した問題および是正に向けた
AIG経営陣の重要な判断が報告された。
 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

327/791



2007年12月31日の時点で、AIGは、AIGFPスーパー・シニア・クレジット・デフォルト・スワップ・ポー
トフォリオの公正価値の評価およびその監督について効果的な内部統制を発揮していなかった。具体的
には、AIGは、2007年第４四半期に導入された手続やモデルについて、適時エラーを予防または検出する
と同時に適正な開示を行うのに有効な内部統制を組織し実施するのに不十分な材料しか持ち合わせて
いなかった。その結果、AIGは、第三者の提示する全ての情報を評価した際にかかる評価の妥当性を適時
審査するための統制システムを十分に構築できなかった。また、AIGFPスーパー・シニア・クレジット・
デフォルト・スワップ・ポートフォリオの評価プロセスについて、適当な組織レベルにおける情報の共
有を適時行うといった適切な監督およびモニタリング操作を許容する統制システムも、効果的には機能
していなかった。その結果、AIGFPスーパー・シニア・クレジット・デフォルト・スワップ・ポートフォ
リオの評価プロセスおよびその監督は、AIGの経営陣による公正価値の見積りおよび適時開示の不正確
さを予防または検出するのに十分ではなかった。
 
2008年中、AIGの経営陣は、この深刻な弱点を解消するために以下の措置を講じた。
 

・　スーパー・シニア・クレジット・デフォルト・スワップ・ポートフォリオ（「ポートフォリ
オ」）の評価およびかかる評価の監督について、役割や責任の分担といった枠組みを設けた。

・　ポートフォリオの評価について、第三者から入手可能な情報の妥当性および影響の審査といっ
たより高度な統制、ならびに追加的な義務を設定し実施した。

・　コーポレートファイナンス部門やリスク管理部門との協力を増すなど、監督およびガバナンス
の向上に努めた。

・　AIGFPの主要部門とAIGの取引相手企業との間で正式な報告ラインを設けることにより、コミュ
ニケーションの向上を図った。

・　良質な資材を適切に分配することにより、AIGFP内において管理を行うための価値管理グルー
プを実施した。

・　手動型の統制への依存を抑えるために、新たなシステムおよびプロセスを開発した。
・　評価アプローチに関する手続および統制を文書にマニュアル化した。
・　公正価値の評価プロセスに対する重要な統制システムの構造を審査し、その機能有効性を試験

した。
 
AIGは、AIGスーパー・シニア・クレジット・デフォルト・スワップ・ポートフォリオの公正価値の評
価に関する内部統制を引き続き強化し続けていく。これまで実行された措置や、統制の実効性の試験お
よび評価に基づき、AIGの経営陣は、AIGFPスーパー・シニア・クレジット・デフォルト・スワップ・
ポートフォリオの評価プロセスおよびその監督に関する内部統制の深刻な弱点は、2008年12月31日現
在、克服されたと判断した。
 
財務報告に対する内部統制の是正の継続
 
AIGの経営陣は、各期末の財務報告および連結プロセス、投資会計処理、法人税の会計処理、ならびに評
価プロセスに関する内部統制の向上に引き続き注意を払うことが重要であることを認識している。加え
て、再編プランの実施にあたっては、AIGは、既に確立されている手動の統制システムが有効に持続し続
けるように尽力する。有効かつ持続可能な統制を維持するため、AIGは、主要な従業員の雇用を継続する
雇用継続プログラムを実施し、また、AIGの財務担当者の努力を補強するために外部の人材を投入した。
さらに、その資産処分プランの目的に適う場合は、AIGは、長期的に見て手動の統制システムへの依存を
抑えることのできる新たなシステムやプロセスに投資を行っている。
 
財務報告に係る内部統制の変更
 
AIGの財務報告に係る内部統制に重大な影響を及ぼした、あるいは及ぼしかねない2008年12月31日に終
了した四半期中の財務報告に対する内部統制の変更は、前述の通りである。
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(2) 【監査報酬の内容等】

 

① 【外国監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分

2007 2008
監査証明業務に基
づく報酬
（百万ドル）

非監査業務に基づ
く報酬

（百万ドル）

監査証明業務に基
づく報酬
（百万ドル）

非監査業務に基づ
く報酬

（百万ドル）

提出会社(1) - - - -
連結子会社(1) - - - -

計 97.7(2)
(9,236.6百万円)

21.8
(2,061.0百万円)

107.8(2)
(10,191.4百万円)

23.2
(2,193.3百万円)

注(1)　AIGは、連結子会社と提出会社を区分していない。そのため、両者を連結した情報のみを記載する。

注(2)　2007年においては440万ドル、2008年においては480万ドルの支出が含まれる。

 

② 【その他重要な報酬の内容】

 

監査および監査関連業務に関するその他重要な報酬はない。

 

③ 【外国監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

 

非監査業務には、監査関連報酬、税務報酬その他全ての報酬が含まれている。
 
監査関連報酬とは、会計士が従来行なってきた証明およびこれに関する業務に対する報酬をいう。これ
らの業務には、従業員向け給付プランの監査、M&Aおよび事業売却に関連するデュー・デリジェンス、M&A
および事業売却に関連する会計顧問業務および監査ならびに財務会計および報告の基準に関連する内
部統制検査および会計顧問業務を含まれている。
 
税務報酬とは、納税申告書の作成および税務についての相談（海外駐在従業員を対象とする納税申告
書作成や税務の相談を含む。）、ならびに取引に関連する税務相談その他の税務計画および税務に関す
る助言に対する報酬をいう。
 
その他全ての報酬には、情報テクノロジーに関するサポート、情報リソースの提供、研修、監査基準書第
70号「サービス機関」に従う内部統制に関する報告、およびCFA協会によるコンプライアンスの調査に
対する報酬が含まれている。

 

④　 【監査報酬の決定方針】

 
AIGの外国監査公認会計士が行なう監査業務および認められた非監査業務の事前承認に関するAIG方針
に基づき、監査委員会が、業務の区分および各区分についての報酬の上限について承認を与える。事前承
認を得ている業務には、財務書類の監査および規則に従ったかかる書類の提出といった監査業務、事業
売却に関する相談や監査、統制に関する調査およびGAAP（米国において一般に受け入れられている会計
原則）に関する相談といった監査関連業務、税務関係のコンプライアンスおよび相談、移転価格操作、関
税および駐在員向けの税務といった税務関連業務、ならびに規制上のコンプライアンスといった非監査
業務の他、証明業務および情報リソースの提供および研修といった業務が含まれる。監査委員会による
別途の特別承認を経ずに、上限（ドル建て）を超える支出をすることはできない。
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第６ 【経理の状況】

(イ)アメリカン・インターナショナル・グループ・インクおよびその子会社(AIG)の添付の連結財務書

類(2008年12月31日および2007年12月31日現在の連結貸借対照表ならびに2008年12月31日、2007年12

月31日および2006年12月31日にそれぞれ終了した各事業年度の連結損益計算書、連結株主資本変動

表、連結キャッシュ・フロー計算書および連結包括利益(損失)計算書)は、米国において一般に公正妥

当と認められた会計原則、手続、用語、様式および表示方法に準拠して作成されている。

AIGが採用した会計の原則、手続および表示方法のうち本邦で一般に認められた会計の基準と相違

するもので、重要なものは、「4 日米の会計原則および慣行の相違」のところで説明されている。

AIGの連結財務書類は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第

59号)(財務諸表等規則)第127条第１項の規定に従って作成されている。

(ロ)AIGの添付の2008年12月31日および2007年12月31日現在の連結貸借対照表ならびに2008年12月31

日、2007年12月31日および2006年12月31日にそれぞれ終了した各事業年度の連結損益計算書、連結株

主資本変動表、連結キャッシュ・フロー計算書および連結包括利益(損失)計算書、ならびに2008年12

月31日現在の財務報告に関する内部統制は、AIGの独立登録会計事務所であるプライスウォーターハ

ウスクーパースLLPの監査を受けており、添付のとおり監査報告書を受領している。

なお、前述された連結財務書類は、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号)第35条の規定に基

づく「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」(昭和32年大蔵省令第12号)第１条の２の規定によ

り、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査を受けていない。

(ハ)以下に挙げる、連結財務書類および監査報告書の原文(英文)は、AIGが米国証券取引委員会(SEC)に

提出したものの写しであり、実質的に同一である。日本文は、これら原文の財務書類および監査報告書

の翻訳である。

(ニ)AIGの原文の連結財務書類は米ドルで表示されている。日本文の中の円表示額は、１米ドル＝94.54

円(平成21年５月25日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信直物相場－中値)の換算率を用

い、米ドル金額から財務諸表等規則第130条に従って計算されている。日本円に換算された金額は、四

捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。この計算は、この換算率あるいは他のい

かなる換算率によっても、表示された金額が、円金額に決済されたものであったり、決済されうるもの

であるとの表現と解釈がなされるべきではない。

(ホ)円表示額および「2 主な資産・負債及び収支の内容」から「4 日米の会計原則および慣行の相

違」までに記載されている事項は、AIGの原文の連結財務書類に含まれておらず、当該事項における財

務書類への参照事項を除き、上記(ロ)の監査の対象から除かれている。
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１ 【財務書類】

(1) 連結貸借対照表

 

期別

科目

2008年12月31日 2007年12月31日

百万ドル 百万円 百万ドル 百万円

     
(資産)     

投資：     

満期固定証券：     
売却可能債券、公正価値
(償却原価：2008年度373,600百万ドル(35,320,144万円)

2007年度433,327百万ドル(40,966,735百万円))

363,04234,321,991 437,67541,377,795 

満期保有目的債券、償却原価
(公正価値：2008年度０百万ドル(０百万円)

2007年度22,157百万ドル(2,094,723百万円))

－ － 21,5812,040,268 

売買目的債券、公正価値 37,2483,521,426 10,258 969,791 
貸付有価証券に係る投資現金担保、公正価値
(取得原価：2008年度3,906百万ドル(369,273百万円)

2007年度80,641百万ドル(7,623,800百万円))

3,844 363,412 75,6627,153,085 

株式：     
売却可能普通株式および優先株式、公正価値
(取得原価：2008年度8,381百万ドル(792,340百万円)

2007年度15,188百万ドル(1,435,874百万円))

8,808 832,708 20,2721,916,515 

売買目的普通株式および優先株式、公正価値 12,3351,166,151 25,2972,391,578 
モーゲージおよびその他の貸付債権、貸倒引当金控除後
(公正価値評価額：2008年度131百万ドル(12,385百万円)）

34,6873,279,309 33,7273,188,551 

金融債権、貸倒引当金控除後 30,9492,925,918 31,2342,952,862 
航空機(主にオペレーティング・リース中)、
減価償却累計額控除後

43,3954,102,563 41,9843,969,167 

その他の投資資産
(公正価値評価額：2008年度19,196百万ドル(1,814,790百万円)

2007年度20,827百万ドル(1,968,985百万円))

51,9784,914,000 59,4775,622,956 

売戻し条件付購入証券、2008年度は公正価値 3,960 374,378 20,9501,980,613 
短期投資
(公正価値評価額：2008年度19,316百万ドル(1,826,135百万円))

46,6664,411,804 51,3514,854,724 

投資合計 636,91260,213,660 829,46878,417,905 
現金預金 8,642 817,015 2,284 215,929 
未収投資収益 5,999 567,145 6,587 622,735 

未収保険料および未収保険債権、貸倒引当金控除後 17,3301,638,378 18,3951,739,063 

再保険資産、貸倒引当金控除後 23,4952,221,217 23,1032,184,158 
金融取引債権 1,901 179,721 672 63,531 
当期および繰延法人所得税等 11,7341,109,332 － －
繰延保険契約獲得費用 45,7824,328,230 43,9144,151,630 
不動産およびその他の固定資産、減価償却累計額控除後 5,566 526,210 5,518 521,672 

スワップ、オプションおよび先渡取引に係る未実現利益、公正価値 13,7731,302,099 14,1041,333,392 
のれん 6,952 657,242 9,414 890,000 
その他の資産(2008年度は前払委託資産15,458百万ドル(1,461,399
百万円)を含む)
(公正価値評価額：2008年度369百万ドル(34,885百万円)

2007年度4,152百万ドル(392,530百万円))

31,1902,948,703 16,2181,533,250 

分離勘定資産、公正価値 51,1424,834,96578,6847,438,785

     
資産合計 860,41881,343,918 1,048,36199,112,049 

     

添付の連結財務書類に対する注記を参照のこと。

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

331/791



連結貸借対照表(続き)

 
 

期別

科目

2008年12月31日 2007年12月31日

百万ドル 百万円 百万ドル 百万円

(負債)     

支払備金 89,2588,438,451 85,5008,083,170 

未経過保険料 25,7352,432,987 27,7032,619,042 

生命保険および傷害医療保険将来保険給付債務 142,33413,456,256 136,38712,894,027 

保険契約預り金
(公正価値評価額：
2008年度5,458百万ドル(515,999百万円)
2007年度295百万ドル(27,889百万円))

226,70021,432,218 258,45924,434,714 

その他の積立勘定 13,2401,251,710 12,5991,191,109 

未払手数料、未払経費およびその他の未払税金 5,436513,919 6,310596,547 

未払保険債務 3,668346,773 4,878461,166 

再保険契約預り金 2,133201,654 2,501236,445 

当期および繰延法人所得税等 ― ― 3,823361,426 

買戻し条件付売却証券
(公正価値評価額：
2008年度4,508百万ドル(426,186百万円))

5,262497,469 8,331787,613 

金融取引債務 977 92,366 6,445609,310 

売建証券および売建直物商品、公正価値 2,693254,596 4,709445,189 

スワップ、オプションおよび先渡取引
に係る未実現損失、公正価値

6,238589,741 18,0311,704,651 

信託預り金ならびに銀行および
その他の預金者からの預り金
(公正価値評価額：2008年度30百万ドル(2,836百万
円))

4,498425,241 4,903463,530 

コマーシャル・ペーパーおよび
延長可能コマーシャル・ノート

613 57,953 13,1141,239,798 

ニューヨーク連邦準備銀行コマーシャル・ペーパー・
ファンディング・ファシリティ

15,1051,428,027 ― ―

ニューヨーク連邦準備銀行クレジット・ファシリティ 40,4313,822,347 ― ―

その他の長期債務
(公正価値評価額：
2008年度16,595百万ドル(1,568,891百万円))

137,05412,957,085 162,93515,403,875 

貸付有価証券に係る現金担保返済義務 2,879272,181 81,9657,748,971 

その他の負債
(公正価値評価額：
2008年度1,355百万ドル(128,102百万円)
2007年度3,262百万ドル(308,389百万円))

22,2962,107,864 24,7612,340,905 

分離勘定負債 51,1424,834,965 78,6847,438,785 

少数株主持分 10,016946,913 10,522994,750 

負債合計 807,70876,360,714 952,56090,055,022 
契約債務、偶発債務および保証債務
(注記14を参照のこと)

 　  　

(株主資本)     
優先株式、シリーズD；残余財産分配優先権１株当たり
10,000ドル；発行済株式数2008年度4,000,000株

20 1,891 ― ―

普通株式、額面2.50ドル；授権株式数5,000,000,000株、
発行済株式数2008年度2,948,038,001株、

2007年度2,751,327,476株

7,370696,760 6,878650,246 

資本剰余金 72,4666,850,936 2,848269,250 

株式購入に対する前払金 ― ― (912)(86,220)

利益剰余金(累積欠損金) (12,368)(1,169,271)89,0298,416,802 

その他の包括利益(損失)累計額 (6,328)(598,249)4,643438,949 

自己株式(取得原価)：普通株式2008年度258,368,924
株、

2007年度221,743,421
株

(うち各年度の119,283,433株および119,293,487株は
子会社が保有)

(8,450)(798,863)(6,685)(632,000) 

株主資本合計 52,7104,983,203 95,8019,057,027 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)
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負債および株主資本合計 860,41881,343,918 1,048,36199,112,049 
     

添付の連結財務書類に対する注記を参照のこと。
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(2) 連結損益計算書

 

期別

 

科目

12月31日に終了した事業年度

2008年 2007年 2006年

百万ドル 百万円 百万ドル 百万円 百万ドル 百万円

収益：       

保険料およびその他の報酬 83,5057,894,563 79,3027,497,211 74,2137,016,097 

正味投資利益 12,2221,155,468 28,6192,705,640 26,0702,464,658 

正味実現キャピタル・ゲイン(ロス) (55,484)(5,245,457)(3,592)(339,588)106 10,021 

AIGFPのスーパー・シニア・クレジット・デ
フォルト・スワップ・ポートフォリオに係る
未実現市場価値評価損

(28,602)(2,704,033)(11,472)(1,084,563)― ―

その他の収益(損失) (537) (50,768)17,2071,626,750 12,9981,228,831 

収益合計 11,1041,049,772 110,06410,405,451 113,38710,719,607 

給付金、保険金および費用：      　

給付金および保険金 63,2995,984,287 66,1156,250,512 60,2875,699,533 

保険契約獲得およびその他の保険費用 27,5652,605,995 20,3961,928,238 19,4131,835,305 

支払利息 17,0071,607,842 4,751 449,160 3,657 345,733 

事業再編費用ならびに関連する資産減損およ
びその他の費用

758 71,661 ― ― ― ―

その他の費用 11,2361,062,251 9,859 932,070 8,343 788,747 

給付金、保険金および費用合計 119,86511,332,037 101,1219,559,979 91,7008,669,318 

法人所得税等費用(戻し)、少数株主損益および
会計原則の変更による累積的影響額考慮前利益
(損失)

(108,761)(10,282,265)8,943 845,471 21,6872,050,289 

法人所得税等費用(戻し)：当期 1,706 161,285 3,219 304,324 5,489 518,930 

繰延 (10,080)(952,963)(1,764)(166,769)1,048 99,078 

法人所得税等費用(戻し)合計 (8,374)(791,678)1,455 137,556 6,537 618,008 

少数株主損益および会計原則の変更による
累積的影響額考慮前利益(損失)

(100,387)(9,490,587)7,488 707,916 15,1501,432,281 

少数株主損益 1,098 103,805 (1,288)(121,768)(1,136)(107,397)

会計原則の変更による累積的影響額考慮前利益
(損失)

(99,289)(9,386,782)6,200 586,148 14,0141,324,884 

会計原則の変更による累積的影響額、税引後 ― ― ― ― 34 3,214 

当期純利益(損失) (99,289)(9,386,782)6,200 586,14814,0481,328,098 

普通株式１株当たり利益(損失)：    　   

基本    　   
会計原則の変更による累積的影響額考慮前
利益(損失)

(37.84)ドル (3,577)円 2.40ドル 227円 5.38ドル 509円

会計原則の変更による累積的影響額、税引
後

― ― ― ― 0.01ドル 1円

当期純利益(損失) (37.84)ドル (3,577)円 2.40ドル 227円 5.39ドル 510円 

希薄化後       

会計原則の変更による累積的影響額考慮前
利益(損失)

(37.84)ドル (3,577)円 2.39ドル 226円 5.35ドル 506円

会計原則の変更による累積的影響額、税引後 ― ― ― ― 0.01ドル 1円

当期純利益(損失) (37.84)ドル (3,577)円 2.39ドル 226円 5.36ドル 507円 

加重平均発行済株式数(百万株)：       

基本 2,634 2,585 2,608

希薄化後 2,634 2,598 2,623

       

添付の連結財務書類に対する注記を参照のこと。
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(3) 連結株主資本変動表

 

期別
 
 
 

科目

12月31日に終了した事業年度

2008年 2007年 2006年

百万ドル 百万円 百万ドル 百万円 百万ドル 百万円

優先株式、シリーズD：       

期首残高 ― ― ― ― ― ―

発行 20 1,891 ― ― ― ―

期末残高 20 1,891 ― ― ― ―

普通株式：    　  　

期首残高 6,878650,246 6,878650,246 6,878650,246 

発行 492 46,514 ― ― ― ―

期末残高 7,370696,760 6,878650,246 6,878650,246 

資本剰余金：    　  　

期首残高 2,848269,250 2,590244,859 2,339221,129 

普通株式発行による入金額の
額面超過額

6,851647,694 ― ― ― ―

優先株式発行による入金額の
額面超過額

39,8893,771,106 ― ― ― ―

ワラント発行 91 8,603 ― ― ― ―

エクイティ・ユニット発行に関連
する将来の契約調整支払額の現在
価値

(431)(40,747)― ― ― ―

未発行のシリーズC優先株式に関
して受取った対価

23,0002,174,420 ― ― ― ―

株式制度に基づく普通株式発行に
よる入金額の原価に対する不足額

(120)(11,345)(98)(9,265)(128)(12,101)

その他 338 31,955 356 33,656 379 35,831 

期末残高 72,4666,850,936 2,848269,250 2,590244,859 

株式購入に対する前払金：       

期首残高 (912)(86,220)― ― ― ―

前払金 (1,000)(94,540)(6,000)(567,240)― ―

購入した株式 1,912180,760 5,088481,020 ― ―

期末残高 ― ― (912)(86,220)― ―

添付の連結財務書類に対する注記を参照のこと。
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連結株主資本変動表(続き)

 
 

期別
 
 
 

科目

12月31日に終了した事業年度

2008年 2007年 2006年

百万ドル 百万円 百万ドル 百万円 百万ドル 百万円

利益剰余金(累積欠損金)：       

期首残高 89,0298,416,802 84,9968,035,522 72,3306,838,078

会計原則の変更による累積的影響
額調整、税効果考慮後

(1,003)(94,824)(203)(19,192)308 29,118 

調整後期首残高 88,0268,321,978 84,7938,016,330 72,6386,867,197

当期純利益(損失) (99,289)(9,386,782)6,200586,148 14,0481,328,098

普通株主に対する現金配当(各年
度１株当たり0.42ドル(40円)、
0.77ドル(73円)および0.65ドル
(61円))

(1,105)(104,467)(1,964)(185,677)(1,690)(159,773)

期末残高 (12,368)(1,169,271)89,0298,416,802 84,9968,035,522

その他の包括利益(損失)累計額：    　  　

未実現投資評価益(損)、税効果考慮
後:

   　  　

期首残高 4,375413,613 10,083953,247 8,348789,220 

会計原則の変更による累積的影響
額調整、税効果考慮後

(105)(9,927)― ― ― ―

調整後期首残高 4,270403,686 10,083953,247 8,348789,220 

未実現投資評価益(損)、組替修正
後

(13,670)(1,292,362)(8,046)(760,669)2,574243,346 

法人所得税戻し(費用) 4,948467,784 2,338221,035 (839)(79,319)

期末残高 (4,452)(420,892)4,375413,613 10,083953,247 

為替換算調整額、税効果考慮後：  　  　  　

期首残高 880 83,195 (305)(28,835)(1,241)(117,324)

換算調整 (1,423)(134,530)1,325125,266 1,283121,295 

法人所得税戻し(費用) 356 33,656 (140)(13,236)(347)(32,805)

期末残高 (187)(17,679)880 83,195 (305)(28,835)

添付の連結財務書類に対する注記を参照のこと。
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連結株主資本変動表(続き)

 

期別
 
 
 

科目

12月31日に終了した事業年度

2008年 2007年 2006年

百万ドル 百万円 百万ドル 百万円 百万ドル 百万円

キャッシュ・フロー・ヘッジ活動か
ら生じる正味デリバティブ利益(損
失)、税効果考慮後：

      

期首残高 (87) (8,225)(27)(2,553)(25)(2,364)

キャッシュ・フロー・ヘッジに係
る正味繰延利益(損失)、組替修正
後

(156)(14,748)(133)(12,574)13 1,229 

法人所得税戻し(費用) 52 4,916 73 6,901 (15)(1,418)

期末残高 (191)(18,057)(87)(8,225)(27)(2,553)

退職金制度負債の調整、税引後：  　  　  　

期首残高 (525)(49,634)(641)(60,600)(115)(10,872)

純利益(損失) (1,313)(124,131)197 18,624 ― ―

過去勤務利益 (12) (1,134)(24)(2,269)― ―

最小年金負債調整 ― ― ― ― 80 7,563 

法人所得税戻し(費用) 352 33,278 (57)(5,389)(74)(6,996)

FAS第158号当初適用時の調整、税
効果考慮後

― ― ― ― (532)(50,295)

期末残高 (1,498)(141,621)(525)(49,634)(641)(60,600)

その他の包括利益(損失)
累計額期末残高

(6,328)(598,249)4,643438,949 9,110861,259 

自己株式(取得原価)：       

期首残高 (6,685)(632,000)(1,897)(179,342)(2,197)(207,704)

株式の購入 (1,912)(180,760)(5,104)(482,532)(20)(1,891)

株式制度に基づく株式の発行 146 13,803 305 28,835 291 27,511 

その他 1 95 11 1,040 29 2,742 

期末残高 (8,450)(798,863)(6,685)(632,000)(1,897)(179,342)

株主資本期末残高 52,7104,983,20395,8019,057,027101,6779,612,544

       

添付の連結財務書類に対する注記を参照のこと。
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連結株主資本変動表(続き)

 

期別
 
 
 

科目

12月31日に終了した事業年度

2008年 2007年 2006年

株 株 株

優先株式、シリーズD：    

期首残高 ― ― ―

発行 4,000,000 ― ―

期末残高 4,000,000 ― ―

普通株式：    

期首残高 2,751,327,4762,751,327,4762,751,327,476

発行 196,710,525 ― ―

期末残高 2,948,038,0012,751,327,4762,751,327,476

自己株式(取得原価)：    

期首残高 (221,743,421)(150,131,273)(154,680,704)

株式の購入 (37,931,370)(76,519,859)(288,365)

株式制度に基づく株式の発行 1,290,431 4,958,345 4,579,913

その他 15,436 (50,634) 257,883

期末残高 (258,368,924)(221,743,421)(150,131,273)

添付の連結財務書類に対する注記を参照のこと。
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

 

期別

 

科目

12月31日に終了した事業年度

2008年 2007年 2006年

百万ドル 百万円 百万ドル 百万円 百万ドル 百万円

要約：       

営業活動から得た(に支出した)正味現金 755 71,378 35,1713,325,066 6,252 591,064 

投資活動から得た(に支出した)正味現金 47,4844,489,137 (67,834)(6,413,026)(66,914)(6,326,050)

財務活動から得た(に支出した)正味現金 (41,919)(3,963,022)33,3073,148,844 60,2415,695,184 

為替変動が現金に及ぼす影響額 38 3,593 50 4,727 114 10,778 

当期現金預金増減額 6,358 601,085 694 65,611 (307) (29,024)

期首現金預金残高 2,284 215,929 1,590 150,319 1,897 179,342 

期末現金預金残高 8,642 817,015 2,284 215,929 1,590 150,319 

営業活動によるキャッシュ・フロー：    　  　

当期純利益(損失) (99,289)(9,386,782)6,200 586,148 14,0481,328,098 

当期純利益(損失)の営業活動から得た正味現金
への調整：

 　  　  　

当期純利益(損失)中の非現金収益、費用、利益
および損失：

 　  　  　

AIGFPのスーパー・シニア・クレジット・デ
フォルト・スワップ・ポートフォリオに係る
未実現市場価値評価損

28,6022,704,033 11,4721,084,563 ― ―

売却可能証券およびその他の資産の正味売却
(益)損

5,572 526,777 (1,349)(127,534)(763) (72,134)

為替差損(益) (2,958)(279,649)(104) (9,832)1,795 169,699 

AIGFP以外のデリバティブおよびその他の資
産および負債に係る未実現純(利益)損失

23,5752,228,781 116 10,967 (713) (67,407)

持分法投資による(利益)損失に対する持分、
配当金または分配金考慮後

5,410 511,461 (4,760)(450,010)(3,990)(377,215)

繰延保険契約獲得費用の償却 12,4001,172,296 11,6021,096,853 11,5781,094,584 

減価償却費およびその他の償却費 3,523 333,064 3,913 369,935 3,564 336,941 

モーゲージ、その他の貸付債権および金融債
権の貸倒損失引当金繰入額

1,445 136,610 646 61,073 495 46,797 

一時的でない減損 50,9584,817,569 4,715 445,756 944 89,246 

のれんおよびその他の資産の減損 4,538 429,023 ― ― ― ―

ニューヨーク連邦準備銀行クレジット・ファ
シリティに関連する費用の償却

11,2181,060,550 ― ― ― ―

営業資産および負債の増減：    　   

損害および生命保険準備金 11,7871,114,343 16,2421,535,519 12,9301,222,402 

未収保険料ならびに保険債権および債務－
純額

(258) (24,391)(207) (19,570)(1,214)(114,772)

再保険資産 (565) (53,415)923 87,260 1,665 157,409 

繰延保険契約獲得費用の資産計上 (14,610)(1,381,229)(15,987)(1,511,411)(15,486)(1,464,046)

未収投資収益 364 34,413 (401) (37,911)(249) (23,540)

再保険契約預り金 (163) (15,410)(151) (14,276)(1,612)(152,398)

その他の積立勘定 763 72,134 1,374 129,898 (498) (47,081)

未収および未払法人所得税等－純額 (8,992)(850,104)(3,709)(350,649)2,003 189,364 

未払手数料、未払経費および
その他の未払税金

(1) (95) 989 93,500 408 38,572 

その他の資産および負債－純額 (2,567)(242,684)3,255 307,728 (444) (41,976)

金融取引債権および債務－純額 (6,698)(633,229)2,243 212,053 (198) (18,719)

売買目的証券 2,746 259,607 (2,850)(269,439)(7,936)(750,269)

スワップ、オプションおよび先渡取引
に係る未実現純(利益)損失(担保考慮後)

(37,996)(3,592,142)1,413 133,585 (1,482)(140,108)

売戻し条件付購入証券 16,9711,604,438 9,341 883,098 (16,568)(1,566,339)

買戻し条件付売却証券 (3,020)(285,511)(11,391)(1,076,905)9,552 903,046 

売建証券および売建直物商品 (2,027)(191,633)633 59,844 (1,899)(179,531)

売却目的金融債権およびその他の貸付債権に
関する貸付実行および購入

(349) (32,994)(5,145)(486,408)(10,822)(1,023,112)

売却目的金融債権およびその他の貸付債権の
売却

558 52,753 5,671 536,136 10,6031,002,408 

その他－純額 (182) (17,206)477 45,096 541 51,146 

調整額合計 100,0449,458,160 28,9712,738,918 (7,796)(737,034)

営業活動から得た正味現金 755 71,378 35,1713,325,066 6,252 591,064 
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連結キャッシュ・フロー計算書(続き)

 
  

期別

 

科目

12月31日に終了した事業年度

2008年 2007年 2006年

百万ドル 百万円 百万ドル 百万円 百万ドル 百万円

投資活動によるキャッシュ・フロー：       

収入(支払)       

売却可能満期固定証券および複合投資の売
却

104,0999,841,519 87,6918,290,307 93,1468,806,023 

売却可能満期固定証券および複合投資の満
期

18,8371,780,850 44,6294,219,226 19,6861,861,114 

売却可能株式の売却 10,9691,037,009 9,616909,097 12,4751,179,387 

満期保有目的満期固定証券の満期 126 11,912 295 27,889 205 19,381 

売買目的証券の売却 29,9092,827,597 ― ― ― ―

航空機の売却 430 40,652 303 28,646 697 65,894 

その他の投資資産の売却または分配 17,3141,636,866 14,1091,333,865 14,0841,331,501 

モーゲージおよびその他の貸付債権に関す
る
返済の受取

7,229683,430 9,062856,721 5,227494,161 

投資目的で保有する金融債権に関する元本
返済の受取

12,2821,161,140 12,5531,186,761 12,5861,189,880 

メイデン・レーンⅢエルエルシー設立出資
金

(5,000)(472,700) ― ― ― ―

売却可能満期固定証券および複合投資の購
入

(115,625)(10,931,188)(139,184)(13,158,455)(145,802)(13,784,121)

売却可能株式の購入 (8,813)(833,181)(10,933)(1,033,606)(14,482)(1,369,128)

満期保有目的満期固定証券の購入 (88) (8,320) (266)(25,148)(197)(18,624)

売買目的証券の購入 (26,807)(2,534,334)― ― ― ―

航空機の購入(分割払いを含む) (3,528)(333,537)(4,772)(451,145)(6,009)(568,091)

その他の投資資産の購入 (18,641)(1,762,320)(26,688)(2,523,084)(16,040)(1,516,422)

モーゲージおよびその他の貸付債権の発行 (7,486)(707,726)(12,439)(1,175,983)(8,066)(762,560)

投資目的保有金融債権に関する貸付実行お
よび購入

(13,523)(1,278,464)(15,271)(1,443,720)(13,830)(1,307,488)

貸付有価証券に係る投資現金担保の増減 51,5654,874,955 (12,303)(1,163,126)(9,835)(929,801)

不動産、固定資産およびその他の資産の純増 (1,289)(121,862)(870)(82,250)(1,097)(103,710)

短期投資の純増減 (3,032)(286,645)(23,484)(2,220,177)(10,620)(1,004,015)

AIGFP以外のデリバティブ資産および負債
の純増減

(1,444)(136,516)118 11,156 958 90,569 

投資活動から得た(に支出した)正味現金 47,4844,489,137(67,834)(6,413,026) (66,914)(6,326,050) 

添付の連結財務書類に対する注記を参照のこと。
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連結キャッシュ・フロー計算書(続き)

 
  

期別

 

科目

12月31日に終了した事業年度

2008年 2007年 2006年

百万ドル 百万円 百万ドル 百万円 百万ドル 百万円

財務活動によるキャッシュ・フロー：       

収入(支払)       

保険契約預り金 47,2964,471,364 64,8296,128,934 57,1975,407,404 

保険契約預り金からの返戻 (69,745)(6,593,692)(58,675)(5,547,135)(43,413)(4,104,265)

その他の預り金の増減 (557)(52,659)(355)(33,562) 266 25,148 

コマーシャル・ペーパーおよび延長可能コ
マーシャル・ノートの増減

(12,525)(1,184,114)(338)(31,955)2,960279,838 

その他の長期債務による入金 113,50110,730,385 103,2109,757,473 71,0286,714,987 

ニューヨーク連邦準備銀行クレジット・ファ
シリティによる借入金

96,6509,137,291 ― ― ― ―

ニューヨーク連邦準備銀行コマーシャル・
ペーパー・ファンディング・ファシリティに
よる借入金

15,0611,423,867 ― ― ― ―

その他の長期債務の返済 (138,951)(13,136,428)(79,738)(7,538,431)(36,489)(3,449,670)

ニューヨーク連邦準備銀行クレジット・ファ
シリティによる借入金の返済

(59,850)(5,658,219)― ― ― ―

貸付有価証券に係る現金担保返済義務の増減 (76,916)(7,271,639)11,7571,111,507 9,789925,452 

シリーズD優先株式および普通株式ワラント
発行による入金

40,0003,781,600 ― ― ― ―

普通株式発行による入金 7,343694,207 ― ― ― ―

自己株式の発行 12 1,134 206 19,475 163 15,410 

株式購入に対する前払金 (1,000)(94,540)(6,000)(567,240) ― ―

株主に対する現金配当 (1,628)(153,911)(1,881)(177,830)(1,638)(154,857)

自己株式の取得 ― ― (16) (1,513) (20) (1,891)

その他－純額 (610)(57,669) 308 29,118 398 37,627 

財務活動から得た(に使用した)正味現金 (41,919)(3,963,022)33,3073,148,844 60,2415,695,184 

キャッシュ・フロー情報の補足開示：    　  　

当期中の現金支払額    　  　

　利息 7,437703,094 8,818833,654 6,539618,197 

  税金 617 58,331 5,163488,110 4,693443,676 

非現金財務活動：    　  　

未発行の優先株式に関して受取った対価 23,0002,174,420 ― ― ― ―

財務活動に含まれる保険契約口座に計上され
た利息

2,566242,590 11,6281,099,311 10,7461,015,927 

株式購入に対する前払金を使用した自己株式
取得

1,912180,760 5,088481,020 ― ―

エクイティ・ユニット発行に関連する将来の
契約調整支払額の現在価値

431 40,747 ― ― ― ―

非現金投資活動：    　  　

買収およびウェアハウジング投資に係る引受
債務

153 14,465 791 74,781 ― ―

       

添付の連結財務書類に対する注記を参照のこと。

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

342/791



(5) 連結包括利益(損失)計算書

 

期別
 
 
 
 
科目

12月31日に終了した事業年度

2008年 2007年 2006年

百万ドル 百万円 百万ドル 百万円 百万ドル 百万円

当期純利益(損失) (99,289)(9,386,782)6,200586,148 14,0481,328,098

その他の包括利益(損失)：  　  　  　

会計原則の変更による累積的影
響額

(162)(15,315)― ― ― ―

上記増減分に係る法人所得税
戻し

57 5,389 ― ― ― ―

未実現投資評価益(損)、組替修
正後

(13,670)(1,292,362)(8,046)(760,669)2,574243,346 

上記増減分に係る法人所得税
戻し(費用)

4,948467,784 2,338221,035 (839)(79,319)

為替換算調整額 (1,423)(134,530)1,325125,266 1,283121,295 

上記増減分に係る法人所得税
戻し(費用)

356 33,656 (140)(13,236)(347)(32,805)

キャッシュ・フロー・ヘッジ活
動から生じる正味デリバティブ
利益(損失)、組替修正後

(156)(14,748)(133)(12,574)13 1,229 

上記増減分に係る法人所得税
費用(戻し)

52 4,916 73 6,901 (15)(1,418)

退職制度負債調整額の増減 (1,325)(125,266)173 16,355 80 7,563 

上記増減分に係る法人所得税
戻し(費用)

352 33,278 (57)(5,389)(74)(6,996)

その他の包括利益(損失) (10,971)(1,037,198)(4,467)(422,310)2,675252,895 

包括利益(損失) (110,260)(10,423,980)1,733163,838 16,7231,580,992

       

添付の連結財務書類に対する注記を参照のこと。
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(6) 連結財務書類に対する注記

１　重要な会計方針の要約

表示方法の基準　

連結財務書類は、アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(「AIG」)、その被支

配子会社、AIGが第一受益者である変動持分事業体の勘定を含んでいます。AIGは連結対象とし

ていませんが、20％から50％の議決権持分を保有している、および／または重要な影響を及ぼ

すことができるような事業体は、持分法により会計処理しています。

連結財務書類に含まれているAIGの在外子会社の一部は、事業年度末を11月30日で報告して

います。11月30日から12月31日の間に生じたすべての重要な事象がAIGの連結ベースの財政状

態および経営成績に及ぼす影響は、すべての表示期間において反映されています。

添付の連結財務書類は、米国で一般に公正妥当と認められた会計原則(「GAAP」)に準拠して

作成されています。すべての重要な連結会社間の債権、債務および取引は、相殺消去されていま

す。

 

継続企業の前提に関する懸念事項

最近の事象

2008年度第３四半期において、(ⅰ)AIGファイナンシャル・プロダクツ・コーポレーション

およびAIGトレーディング・グループ・インクならびにその各子会社(総称して「AIGFP」)の

クレジット・デフォルト・スワップ(「CDS」)ポートフォリオおよびその他のAIGFPの取引に

関連して担保を提供し、(ⅱ)貸付有価証券に係る現金担保返済資金を準備するよう要求された

ことが圧力となり、AIGの流動性は低下しました。2008年９月８日に22.76ドルであったAIGの株

価は、2008年９月15日には4.76ドルへと下落しました。同日に、AIGの長期債務の格付けが、マッ

クグロウヒル・カンパニーズ・インク傘下のスタンダード&プアーズ(「S&P))、ムーディーズ

・インベスターズ・サービス(「ムーディーズ」)およびフィッチ・レーティングス(「フィッ

チ」)により引き下げられ、これにより流動性への要請が更に高まりました。上記および他の事

象により、債券および株式市場へのAIGのアクセスは著しく制限されています。

2008年９月22日、AIGはニューヨーク連邦準備銀行(「NY連銀」)と850億ドルのリボルビング

・クレジット契約(「連銀クレジット契約」)を締結し、当該連銀クレジット契約に従って、AIG

は、シリーズC永久転換可能利益配当参加型優先株式(「シリーズC優先株式」)100,000株を、米

国財務省の利益のみを目的とした信託(その受託者と総称して「トラスト」)に対して発行す

ることに合意しました。連銀クレジット契約に従って設立されたファシリティ(「連銀ファシ

リティ」)の与信枠は、2008年11月25日付けで600億ドルにまで減額されています。手数料およ

び利率も引き下げられ、満期は３年間延長されました。
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また、2008年度第４四半期において、AIGは以下を完了しました。

・　400億ドルのシリーズD固定利付累積型永久優先株式を発行。

・　額面393億ドルの住宅用モーゲージ証券(「RMBS」)をメイデン・レーンⅡエルエルシー

(「MLⅡ」)に売却。

・　メイデン・レーンⅢエルエルシー(「MLⅢ」)取引に関連して、想定元本約621億ドルの

スーパー・シニア・マルチセクター債務担保証券に係るCDSを解約。

・　NY連銀コマーシャル・ペーパー・ファンディング・ファシリティに参加。

 

上記詳細については、注記５、13および15をご参照ください。

2008年度第４四半期においても世界的な金融危機は沈静化せず、流動性の欠如、市場の乱高

下、多くの資産クラスの資産価値急落、投資者信頼の低下、一部セクターにおける信用スプレッ

ドの拡大、多くの市場における価格透明性の欠如、および複数の大手金融機関の破綻などが続

いています。

これらの状況および事象により、AIGは以下を含む種々の重大かつ不利な影響を受けていま

す。

・　多くの資産クラスの投資ポートフォリオにおける深刻かつ継続的な価値の下落および

運用成績の低迷により投資収益が減少し、一時的でない減損を含む重大な未実現および

実現損失が発生したことで、AIG株主資本が減少し、影響度は前者ほどではないものの、子

会社の規制上の自己資本比率が低下。

・　複数の大手金融機関の破綻または政府介入による多額の信用損失。

・　事業活動全般の低迷による保険料収入の減少、保険契約の解約または解除の増加、およ

び他保険会社との競争激化。

 

2008年12月31日、連銀ファシリティに基づく借入金額は、未払手数料および利息を含めて合

計404億ドルであり、連銀ファシリティの与信枠は残り232億ドルとなっています。

 

親会社および子会社の流動性

AIGでは、親会社および子会社の両レベルで流動性を管理しています。2008年度第４四半期以

降、AIGは、従来のような公募債市場を通じた長期または短期の資金調達を行うことができなく

なりました。さらに、現在のAIGの普通株式価格を考慮すると、AIGは予測可能な将来において公

開市場で株式を発行することは不可能と考えています。

従来AIGでは、子会社からの配当、分配およびその他の支払いを債務の返済に充当してきまし

た。現在のAIGの財政状態を鑑み、規制対象子会社の多くは、AIGに対する配当支払、または資金

供給を制限されています。キャッシュ・フローは主として、債務元利払いおよび子会社への融

資に充当されています。

したがって、連銀ファシリティ、CPFFならびにNY連銀および米国財務省とのその他の取引が

AIGの流動性の主要な源泉であり、大きく依存しています。
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一部子会社も、担保差入要求を満たし、債務を期日どおりに履行し、保険会社(主として生命

保険およびリタイヤメント・サービス・セグメント)および他の金融サービス事業に要求され

る資本および流動性要求を満たすため、NY連銀および米国財務省に大きく依存しています。

 

2009年３月の原則的合意

2009年３月２日、AIG、NY連銀および米国財務省は、連銀クレジット契約およびシリーズD優先

株式の条件を修正し、300億ドルの株式資本コミットメント・ファシリティを設立するという

原則的合意を発表しました。この原則的合意ならびにAIGの資本基盤を強化し、流動性を高め、

借入費用を削減し、AIGの資産処分プログラムを促進することを目的としてAIGとの間で実施予

定のその他の取引について、米国政府は以下の声明を発表しています。

「本日発表した施策は、市場の混乱や景気悪化が続く中でも、AIGの秩序ある事業再編に前向

きに取り組んでいく米国政府の姿勢を具体的に示すものである。AIGが米国の納税者から受け

取った支援を返済し、安定的な財務状態を維持するためには、秩序ある事業再編が不可欠であ

る。米国政府は、AIGが期限通りに債務を履行する能力を維持できるよう、引き続きAIGを支援し

ていく所存である。」

注記23をご参照ください。

 

AIGの安定化とAIGの期日通りの債務履行に関する経営陣の計画

事業の安定化と、連銀ファシリティの期日通りの返済を目的に、AIGでは特定の計画(以下に

記載)を策定しており、その一部はすでに実施されています。

2008年10月３日、AIGは、AIGの生命保険およびリタイヤメント・サービス事業、ならびにその

他の特定の事業のすべてまたは一部の売却を含む事業再編計画を発表しました。この発表以

降、AIGは事業および資産の一部を売却しており、その他の事業および資産に関しても売却契約

を締結してきました。しかし、世界的な市況の悪化は継続しており、許容可能な価額で資産を売

却するAIGの能力をリスクに晒しています。2009年３月２日の発表および注記23の記載にある

とおり、こうした市況に対応すべく、AIGの事業再編計画は進化してきました。具体的には、AIA

およびALICOに関連するAIGとNY連銀との取引、また災害および賠償保険ならびに米国外損害保

険に対する少数持分を売却する可能性に対する準備が、AIGの現在の計画に盛り込まれていま

す。

これら現在の計画は、AIGが長期にわたって事業価値を最大化するのに不可欠と考えられて

います。したがって、売却準備を進めてきた事業の中でも、一部は売却され、一部は将来の売却

を視野に保有され、また一部は公募による将来の売却に備えて準備が進められる予定です。特

定事業の売却については、規制当局による許可が必要となります。これら売却による収入は、

AIGの保険子会社の必要自己資本に該当しない限り、契約上、連銀ファシリティの強制的返済額

として、返済金に充当しなければなりません。
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事業再編計画に関連して、2008年度第４四半期に、AIGは、ブラジルのウニバンコAIGセグロス

S.A.とのジョイント・ベンチャーにおける持分を売却し、またAIGプライベート・バンク・リ

ミテッド、HSBグループ・インク、台湾における金融事業、および小規模のドイツ損害保険子会

社の売却契約を締結しました。これら事業の2008年12月31日現在の資産および負債の帳簿価額

合計は、それぞれ約96億ドルおよび82億ドルでした。これら事業の売却による総収入は、連結会

社間ローン・ファシリティの返済による影響額考慮後で、19億ドルと予想されています。2009

年２月18日までに、AIGはカナダにおける生命保険事業ならびにフィリピンおよびタイにおけ

る消費者金融事業の売却契約も締結しています。

財務会計基準書第144号により、AIGが事業を売却目的として分類するためには、特定の基準

を満たすことが要求されています。2008年12月31日現在、資産処分計画に含まれているAIGの重

要な事業は、FAS第144号の売却目的基準を満たしていません。AIGでは、当該基準に関連した資

産売却状況を引き続き評価していきます。

規制当局による許可を含む特定の売却完了条件が満たされれば、AIGは、契約済の売却は2009

年度上半期中に完了するものと予想しています。これら事業の2008年12月31日現在の資産およ

び負債の帳簿価額合計は、それぞれ約141億ドルおよび126億ドルでした。これら事業の売却に

よる総収入は、連結会社間ローン・ファシリティの返済額を含み、28億ドルと予想されていま

す。これら８取引から21億ドルの正味現金収入が生じることが予想されており、保険関連会社

の自己資本要件を考慮後、連銀ファシリティの借入残高の返済に充当される予定です。

AIGでは、第三者資産を運用する機関投資家としての資産運用事業の売却も予定しています。

ただし売却予定の事業には、AIGの保険子会社向けの従来型の固定利付短期資産および負債管

理事業は含まれていません。当該資産運用事業を抜き出すことにより、残存する資産運用事業

と売却される資産運用事業との間で共有サービス契約を締結し、新しい資産運用契約を確立す

ることが必要となりますが、これは当該事業の購入者との関連で決定されます。AIGFPは事業お

よびポートフォリオを清算する様々な過程に関与しています。この過程に関連して、一部の資

産がすでに売却されているか、売却契約が締結されています。これらの売却による収入は、

AIGFPの流動性目的で利用され、上記の金額には含まれません。これらの売却による収入を連銀

ファシリティの強制的返済額に充当するとNY連銀によるAIGに対する与信枠が永続的に減額さ

れるため、NY連銀は、連銀クレジット契約に基づく当該要件を撤廃しました。代わりに、NY連銀

は、完了した売却による収入の保持をAIGFPに認め、当該収入を連銀ファシリティの任意返済に

充当するよう要求していますが、当該返済額については連銀ファシリティの条件に従って将来

再借入れすることが可能です。またAIGFPは、自社の都合で契約を解除することができます。

AIGFPは、現在のポートフォリオをヘッジし、リスクを低減し、また関連会社事業に係る為替、金

利、およびその他の市場リスクをヘッジする目的でのみ新規のデリバティブ取引を行っていま

す。AIGFPのデリバティブ契約は長期であり、またAIGFPのポートフォリオ構成は複雑であるた

め、秩序ある清算にはかなりの時間を要するものとAIGは予想しています。清算実行の費用は、

各種要因により変動しますが、それら要因の多くは、市況、取引相手を介したAIGFPの市場アク

セス、流動性および更なる格下げの可能性なども含め、AIGFPが制御できないものです。
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AIGでは、全般的な市況、売却対象事業の業績、ならびに競合他社および資産購入の入札候補

企業の市場成果および業績を継続的に評価しています。この評価を通じて、最適の事業売却の

時期と手続きを決定します。上述のように、市場および事業の状況によっては、売却手続きにお

いてAIGと米国納税者の価値を最大化するため、AIGは売却アプローチを変更する可能性があり

ます。この変更に伴い、追加あるいは別の資産が売却される可能性もあります。

AIGは、重要プロジェクトの見直し計画を策定し、外部サービス提供者への現金支出を削減す

ることにより流動性を改善すべく、社内リソースの割当てが任意または不要と判断されたプロ

ジェクトを廃止、延期または縮小しています。またAIGは、資本保護のため、普通株式への配当を

中止しています。

 

経営陣の評価および結論

AIGの現在の財政状態の評価および将来の運営計画の策定において、経営陣は、以下を含む、

ただし以下に限定されない、AIGのリスクおよび不確実性による財政および流動性に対する影

響について、重要な判断および見積りを実施しました。

・　AIGの秩序ある事業再編に対する、またAIGの期日どおりの債務履行能力の維持に向けた

AIGとの連携に対するNY連銀および米国財務省のコミットメント。

・　特に、AIGFPのデリバティブ取引に関連して、契約上の解約条項に基づき解約を選択する

取引相手の数および格下げにより支払いが要求される金額を見積ることの不確実性を含

めて、格付け機関による更なる格下げがあった場合のAIGの事業に対する潜在的な悪影

響。

・　資産売却遅延の可能性とそれによる予想収入の減少。

・　債券および株式市場の継続的下落の可能性。

・　規制対象および規制対象外子会社の自己資本レベルが現状の事業計画を維持するには

不十分と判断された場合、AIGが受ける潜在的な影響。

・　連銀クレジット契約条項の遵守を継続することによるAIG事業への影響。

・　主要な人材流出とそれによるAIG事業価値の下落および資産処分計画の成功に求められ

る能力の低下。

・　注記23に記載したNY連銀および米国財務省との取引案をAIGが１つまたはそれ以上遂行

できない可能性、または取引がその目的を達成できない可能性。

・　シリーズC優先株式発行による法律上の支配権の変更の結果として生じる可能性のある

措置を含めて、１ヵ国またはそれ以上の国における規制措置の可能性。

 

米国政府の継続的コミットメント、NY連銀および米国財務省との原則的合意およびその他の

取引、AIGの事業の安定化と非中核資産処分を目的とする経営陣の計画に基づき、また、これら

計画に対するリスクおよび不確実性を考慮し、経営陣は、AIGの事業運営資金を調達し、資産処

分計画を実行し、債務を返済するのに十分な流動性を少なくとも今後12ヵ月間において確保で

きると考えています。
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経営陣の計画の１つまたはそれ以上において実際の結果が予測とは大きく異なる可能性が

あり、またリスクおよび不確実性の潜在的影響に対する経営陣の重要な判断または見積りの１

つまたはそれ以上において重大な誤りがある可能性もあります。１つまたはそれ以上について

この可能性が現実となった場合には、AIGは債務を期日どおりに履行するため、米国政府から追

加支援を必要とする可能性もあります。

AIGの連結財務書類は継続企業の公準で作成されており、通常の事業の過程で資産を現金化

し、債務を履行していくことを前提としています。当該連結財務書類には、AIGが継続企業とし

て存続できない場合に必要となる可能性がある、計上済資産の回収可能性および分類、あるい

は債務の金額および分類に関連する調整は含まれていません。

 

見積りの使用

GAAPに従った財務書類の作成において、経営陣は、決算日現在の資産および負債の報告額、偶

発的資産および債務の開示情報、また報告期間における収益および費用の報告額に影響を与え

る見積りと仮定を行うことが要求されています。

AIGが最も重要な会計上の見積りとしているものには、継続企業としてのAIGの能力に関する

判断において経営陣により検討される事項、繰延税金資産の回収可能性、支払備金、生命保険お

よび傷害医療保険将来保険給付債務、繰延保険契約獲得費用(「DAC」)の回収可能性、投資型商

品に係る見積総利益、金融債権の貸倒引当金、航空機の回収可能性、投資の一時的でない価値の

減損、のれんの減損テストに関連して用いられる報告ユニットの公正価値、ならびにAIGFPが締

結したスーパー・シニア・クレジット・デフォルト・スワップを含む一部の資産および負債

の公正価値測定があります。これらの見積りは、その性質により、判断ならびに現在の事実およ

び状況に基づいています。このため実際の結果は近い将来のものであっても、これらの見積り

とは異なる場合があり、AIGの連結財務書類に大きな影響を与える可能性があります。

2007年度下半期および2008年度においては、世界的な信用市場の混乱が、信用リスクの更改

や米国住宅市場の悪化と組み合わさり、金融市場の状況をますます困難なものとしました。こ

れにより一部の市場においてボラティリティが増大し、流動性が低下し、信用スプレッドが拡

大し、また価格の透明性が失われることとなり、AIGの投資資産の一部ならびにAIGFPのスー

パー・シニア・クレジット・デフォルト・スワップ・ポートフォリオのようなAIGが発行また

は保有する一部の金融商品に関連する債務および担保を評価することがより難しくなりまし

た。

連結財務書類に含まれているAIGの在外子会社の一部は、事業年度末を11月30日で報告して

います。11月30日から12月31日の間に生じたすべての重要な事象がAIGの連結ベースの財政状

態および経営成績に及ぼす影響は、すべての表示期間において反映されています。AIGは、全世

界の債券および株式市場において2008年12月に評価額が大幅上昇したことは、連結ベースの財

政状態および経営成績に重大な影響を及ぼす決算日相違期間における事象であると判断しま

した。AIGは2008年12月の市場評価額上昇を全投資ポートフォリオに反映しました。これにより

AIGは未実現投資評価益56億ドル(税引後36億ドル)を計上しました。
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修正および組替

2008年度に、AIGは、支払利息とその他の費用とを連結損益計算書において個別に計上し始め

ました。支払利息は、その他の収益に計上されるAIGFP関連の支払利息を除いた、短期および長

期債務に係る支払利息を反映しています。その他の費用は、連結損益計算書において個別に開

示されないその他の費用すべてを反映しています。AIGは従来、金融サービス子会社の一部の資

産および負債を個別に連結貸借対照表に計上していました。2008年12月31日現在、AIGは、従来

は金融サービス－売却可能証券に計上されていた残高を売却可能債券に組替え、従来は金融

サービス－売買目的証券に計上されていた残高を債券および株式－売買目的に組替えていま

す。また、従来はその他の資産およびその他の負債に計上されていたAIGFP以外のデリバティブ

資産および負債は、スワップ、オプションおよび先渡取引に係る未実現利益(損失)に計上され

ています。これらの組替に関する当期の表示に合わせて、過年度の金額はすべて修正再表示さ

れています。

また2008年度に、AIGは、米国外の損害保険報告ユニットの特定の傷害医療保険について、従

来は短期契約として会計処理していたものの長期保険商品として処理するべきであるという

判断を下しました。これにより、従来その他の資産に計上されていた繰延直接反応広告宣伝費

7.63億ドルがDACへ組替えられ、これを反映して2007年12月31日現在の連結貸借対照表が修正

再表示されました。また、2007年12月31日現在の連結貸借対照表において、3.20億ドルが、未経

過保険料から生命保険および傷害医療保険将来保険給付債務へ組替えられました。これらの修

正再表示は、すべての表示期間におけるAIGの当期純利益(損失)または株主資本に対して重要

な影響を与えていません。

また、AIGの財務会計基準審議会(「FASB」)職員意見書(「FSP」)FASB解釈指針(「FIN」)第

39-1号「FASB解釈指針第39号の改訂」(「FSP FIN第39-1号」)の適用により、2007年12月31日

現在の連結貸借対照表に従来表示されていた金額が組替えられることとなりましたが、その詳

細については以下の最近公表された会計基準－会計原則の変更をご参照ください。

 

満期保有目的満期固定証券－保有目的の変更

2008年度に、AIGは、従来は満期保有目的として分類していたすべての有価証券を売却可能へ

と振替えました。2008年度において信用市場の混乱が継続した結果、AIGは、AIGの満期保有目的

証券のほとんどすべてを構成していた、保険子会社が保有する特定の非課税地方自治体債を満

期保有目的から変更しました。この保有目的の変更は、AIGが正味営業損失を出したことを反映

して、一部の子会社が投資戦略を変更して課税証券の比率を高めたことによるものです。当該

証券の振替日現在における帳簿価額は208億ドルであり、未実現純損失は7.52億ドルでした。

 

会計方針

(a) 収益認識および費用：

保険料およびその他の年金掛金： サービス延長契約の販売に関連して保険代理店から受取っ

た短期契約に対する保険料およびその他の年金掛金は、主として関連する契約期間にわたって

配分され収益計上されています。未経過保険料には契約期間のうち未経過期間に対応する収入

保険料およびその他の年金掛金部分が含まれています。
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長期の保険商品および生命保険付年金に関する保険料は、その支払期日に収益として認識され

ます。支払期日到来未収保険料は見積額で計上されます。ユニバーサル・ライフおよび投資型保

険商品の年金掛金は、保険費用、管理費および解約返戻金に備えるための当期中の保険料収入に

より構成されます。将来のサービスに関して収受した保険料収入は繰延処理され、当該商品に関

連するDACに類似した方法で認識されます。

 

正味投資利益： 正味投資利益は主として、AIGの保険事業およびAIG親会社における以下の項

目による利益を表しています。

・　債券に係るプレミアムおよびディスカウントの償却を含む受取利息および支払利息。予

想される元本および利息のキャッシュ・フローの時期および金額の変更は利回りに適宜

反映されています。

・　受け取りが確定した普通株式、優先株式およびその他の投資からの受取配当金および分

配金。

・　公正価値で会計処理される売買目的証券に対する投資からの実現および未実現損益。

・　ヘッジ・ファンドおよび持分法により会計処理されるリミテッド・パートナーシップへ

の投資からの利益。

・　生命保険の生前譲渡契約の帳簿価額と被保険者の死亡時に損益計上された生命保険契約

の生命保険金との差額。

 

実現キャピタル・ゲイン(ロス)： 実現キャピタル・ゲインおよびロスは、個別法によって決

定されます。実現キャピタル・ゲインおよびロスは主として以下の項目から生じています。

・　満期固定証券および株式(公正価値で会計処理される売買目的証券を除く)、不動産、ジョ

イント・ベンチャーおよびリミテッド・パートナーシップに対する投資、ならびにその他

の投資の売却。

・　一時的でない減損に対する満期固定証券および株式(公正価値で会計処理される売買目

的証券を除く)ならびにその他の投資資産の取得原価の減額。

・　以下を除くデリバティブの公正価値の変動。(1)AIGFPのデリバティブ、(2)財務会計基準

書第133号「デリバティブ商品およびヘッジ活動に関する会計処理」(「FAS第133号」)に

基づくヘッジ会計処理が認められるデリバティブでヘッジ対象項目の公正価値の変動が

実現利益(損失)に計上されていない場合、(3)FAS第159号「金融資産および金融負債に関

する公正価値オプション」(「FAS第159号」)に基づく公正価値オプションが選択されて

いる金融商品の経済的ヘッジとして指定されているデリバティブ。

・　外貨建取引から生じる為替差損益。

 

その他の収益： その他の収益には、航空機、資産運用事業、AIGFPの事業および消費者ローンに

係る金融債権からの収益が含まれています。
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オペレーティング・リースによる航空機からの収益は、リース期間にわたりリース規定に基

づきリース料の受領権が生ずる時点で認識されるか、支払金額が変動するリースの場合、リー

スの解約不能期間にわたり定額法で認識されます。リースによっては、その使用状況次第で追

加的な支払を規定している場合があります。リース料収入は、その使用が発生した時点で、将来

の契約による航空機の整備に対する引当を控除して認識されます。航空機に係る損益は、航空

機が売却され、その所有リスクが新しい所有者に移転した時に認識されます。

資産運用事業からの収益は、通常、サービスが提供された時点で収益として認識されます。

ミューチュアル・ファンドの販売に伴い発生した特定の費用は繰延べられた後、償却されま

す。

その他の収益に含まれるAIGFPの事業からの収益は以下で構成されています。

・　公正価値オプションが選択されている金融資産および負債に関連する公正価値の変動。

・　債券に係るプレミアムおよびディスカウントの償却を含む受取利息および支払利息。予

想される元本および利息のキャッシュ・フローの時期および金額の変更は利回りに適宜

反映されています。

・　受け取りが確定した普通株式、優先株式およびその他の投資からの受取配当金および分

配金。

・　デリバティブの公正価値の変動。特定の場合、発生問題専門委員会(「EITF」)問題第02-3

号「売買目的で保有するデリバティブ契約、およびエネルギー取引・リスク管理活動に係

る契約に関する会計処理の問題点」(「EITF第02-3号」)に基づいて、当初の利益または損

失は認識されていませんでした。2008年１月１日より前には、当初の利益または損失は取

引期間にわたり、または観察可能な市場データが入手可能となった場合に損益に認識され

ていました。2008年１月１日現在の未償却残高はFAS第159号への移行時に利益剰余金期首

残高として認識されました。

・　売買目的売建証券および売建直物商品、先物、ならびに複合金融商品の公正価値の変動。

・　売却可能証券ならびにプライベート・エクイティ、ジョイント・ベンチャー、リミテッド

・パートナーシップおよびその他に対する投資の売却による実現損益。

・　外貨建取引から生じる為替差損益。

・　一時的でない減損に対する売却可能証券の取得原価の減額。

・　ヘッジ・ファンドおよび持分法により会計処理されるリミテッド・パートナーシップへ

の投資からの利益。

 

消費者ローンの金融債権に係る収益は利息法を用いて収益として認識されます。収益は、契

約による支払額を貸付および小売販売契約の場合には連続した４ヵ月間、リボルビング小売勘

定および個人向け債権の場合には６ヵ月間受領しなかった場合、その計上が中止されます。期

間延長手数料、遅延損害金および期限前返済違約金は、受取時に収益として認識されます。
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給付金および保険金： 短期保険契約の保険金は、報告期間内に発生した保険金請求(既発

生未報告の保険金請求を含みます)の最終的な見積金額および継続的な見直しの過程で生じた

当期および前期の保険金見積額の変更から構成されます。長期の保険契約に対する給付金は支

払給付金および将来保険給付債務の変動から構成されます。ユニバーサル・ライフおよび投資

型保険商品に対する給付金は主として保険金勘定残高に対する支払利息と保険金勘定残高を

超えて支払われた保険給付金の支払いから構成されますが、FAS第159号に基づく公正価値オプ

ションが選択されている特定の契約は例外であり、給付金は公正価値のすべての変動(関連す

る経済的ヘッジに係るデリバティブ損益を含む)を反映しています。

 

事業再編費用ならびに関連する資産減損およびその他の費用： 事業再編費用は、従業員解

雇および関連費用、契約上の取り決めの解除費用、コンサルティングおよびその他の専門家費

用ならびに事業再編および処分活動に関連するその他の費用を含んでいます。資産減損は、長

期性資産の帳簿価額が割引前キャッシュ・フローから回収不能である場合に、当該資産を公正

価値へ評価減するのに関連する費用を含んでいます。その他の費用は、事業処分に関連する費

用および主要従業員の引止め報奨費用を含んでいます。

 

 (b) 法人所得税：　繰延税金資産および負債は、税務上の資産および負債と連結財務書類の報告

額の間の一時差異の影響について計上されるものです。AIGは、財務会計基準書(「FAS」)第109

号「法人所得税の会計処理」(「FAS第109号」)に従って、収益実績、将来の潜在的収益の時期、

特性および金額、将来加算される一時差異の解消ならびに認識する法人組織が繰延税金資産を

利用できる税務戦略を含む入手可能なすべての証拠を考慮して、繰延税金資産を実現できるか

を評価しています。法人所得税の詳細については、注記20をご参照ください。

 

(c) 満期固定証券と株式への投資：　満期保有目的債券は、主に保険子会社により保有されてお

り、AIGがこれらの有価証券を満期まで保有する能力と積極的な意思を有する場合には、償却原

価で評価されます。AIGが債券を満期まで保有する積極的な意思がない場合、これらの有価証券

は売却可能または売買目的として分類され、公正価値で評価されます。

2008年度に、AIGは、すべての債券について満期まで保有する積極的な意思がなくなったとし

ました。従来は満期保有目的に分類されていた債券はすべて売却可能と判断されました。

満期保有目的または売却可能として分類される債券の購入に伴うプレミアムおよびディス

カウントは、見積期間にわたりまたは適用可能な満期日または繰上償還日までに利回りの調整

として扱われます。

普通株式および優先株式は公正価値で評価されています。

AIGの金融サービス子会社は、公正価値オプションが選択されていない証券を長期投資目的

に合致するよう保有しており、売却可能として会計処理し、公正価値により約定日基準で計上

しています。
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AIGの親会社および保険子会社は、売買目的証券に対する投資に係る未実現損益を、正味投資

利益に計上しています。売却可能な株式および満期固定証券に対する投資に係る未実現損益

は、その他の包括利益(損失)累計額の一項目として繰延税金控除後の純額で連結株主資本に計

上しています。満期固定証券および持分証券への投資は、約定日基準で計上されます。

売買目的証券には、AIGFPの投資ポートフォリオならびにAIGのメイデン・レーンⅡエルエル

シーに対する経済的持分およびメイデン・レーンⅢエルエルシーに対するメンバーシップ持

分が含まれており、これらはすべてFAS第159号に基づき公正価値で計上されます。

AIGFPに係る売買目的証券は、短期投資目的に合致し、その他の証券を経済的にヘッジするよ

う保有されています。売買目的証券は約定日基準で公正価値により計上されます。実現および

未実現損益はその他の収益に反映されます。

AIGは売却可能投資、持分法投資および原価法投資の減損の評価を行っており、証券は以下の

要件のどれかを満たす場合に一時的でない減損の兆候があると考えられます。

・額面、償却原価（下回る場合）または取得原価より大幅に（25％以上）価値が減少した取

引が一時的でなく続く場合（連続した９ヵ月以上）。

・信用事象が不連続に発生した結果、(ⅰ)発行体が重大な債務不履行に陥っている、(ⅱ)発

行体が破産法または裁判所主導による破産会社の再建を目的とした同様の法律に基づき

債権者からの保護を求めている、または (ⅲ)発行体が自主再建を求めており、これにより

債権者が各自の請求権を公正価値が大幅に低い現金または証券に交換するよう求められ

ている場合。

・前述の事象の内の一つが発生してもしなくても、AIGが投資を全額回収できない可能性が

ある場合。

証券に一時的でない価値の下落が発生しているという決定を下すには、経営陣の判断と、発

行体の基本的条件、近い将来における見通しならびに関連する事実および状況のすべてに関す

る検討が必要です。上記の基準は、現在の信用市場で経験しているような市場評価額の急速お

よび深刻な下落状況も考慮しており、AIGは減損期間が一時的なものになると予想することは

合理的でないと考えています(重症損失)。

毎年、決算日現在でAIGは未実現損失が生じている保有証券を評価しています。当該証券がそ

の原価を回復するまでAIGが保有する意思が無い場合、評価日の状況に基づき、AIGは未実現損

失を損益計上しています。状況の変化により決算日後の売却から損失が認識される場合、当該

損失は証券が回復するまで保有する意思がなくなった期間に認識されます。

満期固定証券について保有目的、信用または為替とは無関係の一時的でない減損費用を認識

した後の期間において、AIGは通常、ディスカウントもしくは原価の減額により減少したプレミ

アムを証券の残存期間にわたり償却しています。
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契約上のキャッシュ・フローがある優良でない証券化金融資産(資産担保証券を含む)にお

ける受益持分に対する一部の投資は、EITF第99-20号「受取利息ならびに購入および保有する

証券化金融資産の受益持分の減損の認識」の減損および収益認識指針の対象となっています

が、当該指針は2008年度第４四半期から将来にわたって効力を持つFSP EITF第99-20-1号

「EITF第99-20号の減損指針の改訂」により改訂されています。EITF第99-20号では、AIGが

キャッシュ・フローの最善の見積りを当該証券の期間にわたり定期的に見直すよう求めてい

ます。当該証券の公正価値が取得原価または償却原価を下回り、見積りキャッシュ・フローの

現在価値が前回の見積り時より下落している場合、時期と金額を考慮し、一時的でない減損費

用が認識されます。受取利息は、利回りに反映されている、予想される元本および利息のキャッ

シュ・フローの時期と金額の変更に基づいて認識されます。

またAIGは、一時的に減損した証券を回復するまで保有し続ける意思と能力を考慮していま

す。将来のキャッシュ・フローを見積ることは、第三者からの情報を必要とする定量的および

定性的な手続きであり、特定の仕組み証券の場合には、担保の将来のパフォーマンスに関する

特定の内部での仮定や判断も必要となります。さらに、予想される将来のキャッシュ・フロー

の予測は、担保のパフォーマンスに関する情報の更新に伴い変更される可能性があります。

 

(d) 貸付有価証券に係る投資現金担保（公正価値）および貸付有価証券に係る現金担保返済義

務：　AIGの保険および資産運用事業は、証券を貸付け、貸付証券に関する担保として主に現金

を受け取っています。担保資産の投資は利付現金同等物ならびに固定および変動利付債により

構成されており、その公正価値の変動はその他の包括利益(損失)累計額の一項目として繰延税

金控除後の純額で計上しています。担保資産の投資は、満期固定証券に対する投資と同じ基準

を用いて、一時的でない減損が評価されます。担保資産の投資により生じた利益は、担保提供者

に対する未払利息控除後の金額で正味投資利益に計上されます。AIGは通常、貸付有価証券の現

在の市場水準に基づいて、証券の借り手から現金担保を入手し維持しています。2008年度第４

四半期において、特定の証券貸付取引に関連して、AIGは、様々な取引相手に貸付けられた有価

証券の購入費用を賄うのに十分な担保を入手し維持することができませんでした。この担保の

不足により、AIGは有価証券貸付取引を、担保付借入ではなく先渡購入コミットメントに伴う売

却として会計処理する結果となったものもありました。

有価証券貸付契約に基づき担保提供された有価証券の公正価値は、2008年および2007年12月

31日現在、それぞれ40億ドルおよび760億ドルでした。

 

(e) モーゲージおよびその他の貸付債権－純額：　モーゲージおよびその他の貸付債権は、不動

産モーゲージ貸付、契約者貸付ならびに担保貸付、商業貸付および保証貸付を含みます。不動産

モーゲージ貸付ならびに担保貸付、商業貸付および保証貸付は、未回収の元本残高から信用引

当金を控除しディスカウントまたはプレミアムの償却を調整した価額で計上されています。こ

れら貸付に係る受取利息は稼得時に計上されています。
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モーゲージおよびその他の貸付債権の減損は、特定のリスク要因に基づいており、契約条項

に従った全額の回収が困難な場合に認識されます。この減損は、貸付対象となる担保の公正価

値を前提として、当該貸付の実効金利で、予想される将来のキャッシュ・フローを割引いた現

在価値に基づいて一般的に測定されます。これらの減損した貸付に係る受取利息は、入金時に

認識されます。

契約者貸付は未回収の元本残高で計上されます。契約者貸付には引当金は計上されません

が、これは、契約者貸付が死亡保険金が請求された場合の死亡給付金を減額するものであり、債

権残高は解約返戻金によって実質的に担保されているからです。

 

(f)金融債権：　未経過金融収益を控除して表示される金融債権は、投資目的および売却目的の両

方で保有されています。投資目的で保有する金融債権は償却原価で計上されます。償却原価に

は、利付金融債権に係る未収金融収益、繰延当初費用の未償却額ならびに購入した金融債権に

係る正味プレミアムおよびディスカウントの未償却額が含まれます。貸倒引当金は、費用計上

される貸倒引当金繰入額を通じて設定され、既存のポートフォリオのうちの見積信用損失を吸

収するのに十分と考えられる程度に維持されます。ポートフォリオはプール方式で定期的に評

価され、引当金の評価では、経済状況、ポートフォリオの構成ならびに損失および遅滞実績のよ

うな要因が考慮されます。

払い戻されない手数料控除後の金融債権の貸付実行に係る直接費用は繰延べられ、当該債権

の簿価に含まれます。繰延べられた金額は、利息法を用い、金融債権に係る収益への調整として

損益計算書で償却されます。

流通市場での売却目的で創出された金融債権は、投資家からのコミットメントの総額もしく

は当期の投資家の利回り要件により算定する際に、低価法で計上されます。アメリカン・ジェ

ネラル・ファイナンス・インク(「AGF」)は費用計上により評価性引当金を通じて正味未実現

損失を認識しています。
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(g)航空機：　航空機は、減価償却累計額控除後の取得原価で計上されています。大規模な追加支

出・改造および利息は、資産計上されます。リースされた航空機の通常の維持修繕費、エアフ

レームやエンジンの分解修理費用と現状回復費用は借り手によって支払われます。ほとんどの

リースにおいて、特定のエアフレームやエンジンの分解修理に関する規定のもと、借り手に

よってインターナショナル・リース・ファイナンス・コーポレーション(「ILFC」)に支払わ

れた追加リース料を上限として、特定の費用が払戻しされることになります。AIGは、このよう

な払戻額をリース期間における見積払戻額に基づき引当計上しています。旅客機の減価償却費

は、通常、当該資産の取得原価の約15％を残存価値とし、見積耐用年数25年にわたり定額法で算

定されます。貨物輸送機の減価償却費は、残存価値をゼロとし、耐用年数35年にわたり定額法で

算定されます。2008年12月31日現在、ILFCは貨物輸送機13機を保有しています。航空機フリート

は、財務会計基準書第144号「長期性資産の減損または処分に関する会計処理」(「FAS第144

号」)に従って減損が評価されます。FAS第144号は、事象および状況の変化が資産の簿価を回収

できない可能性があると示唆している場合は随時、長期性資産の減損について評価することを

要求しています。資産の回収可能性は、資産の簿価を当該資産により創出されると予想される

将来の割引前正味キャッシュ・フローと比較することにより測定されます。減損に関するこれ

らの評価は、将来の正味キャッシュ・フローの見積りおよび不確実性を含むその他の要因によ

り大きな影響を受けます。

当該航空機が除却されるかあるいは処分される時、取得原価および関連する減価償却累計額

は、それぞれの勘定科目から取り消され、処分価格との差額は、その他の収益において損益とし

て認識されます。

航空機の減価償却累計額は、2008年および2007年12月31日現在、それぞれ123億ドルおよび

105億ドルでした。

 

(h) その他の投資資産：　その他の投資資産は、主として、AIGの保険事業によるヘッジ・ファン

ド、プライベート・エクイティおよびリミテッド・パートナーシップに対する投資により構成

されています。

AIGの保険事業が合計で５％未満を保有するヘッジ・ファンドおよびリミテッド・パート

ナーシップは、公正価値で計上されます。公正価値の変動はその他の包括利益(損失)累計額の

構成要素として認識されます。AIGが合計で５％以上を保有する、または５％未満しか保有しな

いが被投資会社の事業に対してかなりの影響力をAIGが有するヘッジ・ファンドおよびリミ

テッド・パートナーシップに関しては、AIGの帳簿価額は当該ファンドもしくはパートナー

シップの正味資産価額のうちの持分になります。持分法に基づき会計処理される正味資産価額

の変動は正味投資利益に計上されます。

持分法による会計処理を適用する際、AIGは継続的に各投資のゼネラル・パートナーまたは

マネージャーが提供する最新の入手可能な財務情報を利用していますが、当該情報はAIGの報

告期間の期末日より１ヵ月から３ヵ月前のものです。これらの被投資会社の財務書類は通常年

１回の監査を受けています。
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その他の投資資産には、戦略的目的で行われた、キャピタル・ゲインや収益のみを目的とし

ない投資が含まれています。当該投資は持分法で会計処理されます。2008年12月31日現在にお

けるAIGの重要な部分所有会社への投資には、タタ・AIG・ライフ・インシュアランス・カンパ

ニー・リミテッドに対する26.0％の持分、タタ・AIG・ジェネラル・インシュアランス・カン

パニー・リミテッドに対する26.0％の持分、および富士火災海上保険株式会社に対する39％の

持分が含まれています。AIGの持分比率50％未満の非連結会社から受け取った配当金の金額は

2008年、2007年および2006年12月31日に終了した事業年度においてそれぞれ2,000万ドル、

3,000万ドルおよび2,800万ドルでした。AIGの持分比率50％未満の非連結会社の未処分剰余金

は、2008年、2007年および2006年12月31日現在それぞれ2.27億ドル、2.66億ドルおよび3.00億ド

ルでした。

その他の投資資産にはまた、投資目的で保有する不動産、金融サービス以外の子会社で保有

する航空機投資および生命保険の生前譲渡契約に対する投資が含まれます。詳細については注

記５(h)をご参照ください。

 

(i) 売戻し(買戻し)条件付購入(売却)証券、契約価額：　AIGFPに係る売戻し条件付購入証券およ

び買戻し条件付売却証券は、担保付借入または貸付取引として会計処理され、それぞれ契約上

の売戻しまたは買戻し価額に経過利息を加算して計上されています。AIGの方針は、売戻し条件

付購入証券に係る担保権の占有もしくは入手です。

AIGは、取引の相手方の契約上の義務の不履行に伴う信用リスクを、顧客の信用度や担保価値

を評価・観察するとともに、一般に、必要に応じてAIGに対し追加担保の差し入れを要求するこ

とによって最小限にしています。

 

 

(j) 短期投資：　短期投資は、利付現金同等物、定期預金および購入日から１年以内に当初の満期

が到来する投資(コマーシャル・ペーパーなど)により構成されています。

 

(k) 現金：　現金は手元現金および無利息の要求払預金を表します。

 

(l) 未収保険料および未収保険債権：　未収保険料および未収保険債権は、代理店およびブロー

カーならびに被保険者に対する未払手数料控除後の保険料債権で構成されています。未収保険

料および未収保険債権の貸倒引当金は2008年および2007年12月31日現在、それぞれ5.78億ドル

および6.62億ドルでした。
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(m) 再保険資産：　再保険資産は、支払済あるいは未払いの保険金および損害調査費、未経過出再

保険料、生命保険、傷害医療保険に対する出再将来保険給付金、支払済または未払いの給付金に

かかわるAIGの再保険契約の条件のもとで、他の再保険会社あるいは保険会社から受け取る債

権残高です。当該再保険契約に関連する支払済または未払いの保険金および給付金ならびに損

害調査費に係る金額は、実質的に担保されています。再保険資産の貸倒引当金は2008年および

2007年12月31日現在、それぞれ4.25億ドルおよび5.20億ドルでした。

 

(n) 金融取引債権および債務：　AIGFPに係る金融取引債権および債務には、支払および受取オプ

ション・プレミアム、また、先物、先渡、およびオプションに係る未実現損益に関連して発生し

た取引の相手方に対する債権債務、ならびに決済業者および取引所に対する債権債務が含まれ

ています。

 

(o) 繰延保険契約獲得費用（「DAC」）：　保険契約獲得費用は、主として新規契約の獲得に関連

して変動する手数料、保険料税およびその他の保険引受費用を含む費用を表しています。

短期保険契約：保険契約獲得費用は繰延べられ、関連する保険料が収益計上される期間にわ

たり償却されます。DACは、保険契約が獲得され、サービスが提供され、収益性について測定され

る方法と整合した方法で分類されており、対象となる保険契約の収益性に基づいて回収可能性

が見直されています。投資収益は、DACの回収可能性の評価において考慮されていません。

長期保険契約：　利益配当参加型生命保険、従来型の生命保険および傷害医療保険商品に関

連する保険契約獲得費用は一般的に繰延べられ、FAS第60号「保険企業の会計処理と報告」

(「FAS第60号」)に従って保険料徴収期間にわたり利息とともに償却されます。ユニバーサル

・ライフおよび投資型保険商品(投資型商品)に関連する保険契約獲得費用および発行費用は、

FAS第97号「特定の長期契約ならびに投資の売却による実現損益に関する保険企業の会計処理

および報告」(「FAS第97号」)に従って繰延処理され、当該保険契約の予定保険期間にわたり、

実現する予定総利益に関連させて利息とともに償却されます。予定総利益は、正味受取利息、正

味実現投資損益、報酬、解約手数料、費用、ならびに死差損益および罹病損益からなっています。

予定総利益が著しく変動する場合、DACは新しい仮定を用いて再計算されます。その結果生じた

調整額は、DACに対する調整として損益に含められます。DACは、保険契約が獲得され、サービス

が提供され、収益性について測定される方法と整合した方法で分類されており、対象となる保

険契約の現在および計画上の将来の収益性に基づいて回収可能性が見直されています。

投資型商品に係るDACはまた、売却可能満期固定証券および株式に係る正味未実現損益の増

減の結果としての予定総利益に基づいて調整されます。売却可能満期固定証券および株式は公

正価値の合計で計上されているため、当該証券が評価されていた公正価値の合計で売却され、

その売却代金が現在の利回りで再投資された場合に計上されるであろう償却額の増減に等し

いDACに対する調整が行われます。この調整の増減(税引後)は、その他の包括利益(損失)累計額

に直接計上される売却可能満期固定証券および株式に係る正味未実現損益の増減に含まれま

す。
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取得した事業の価値（「VOBA」）は取得時に算定され、連結貸借対照表にDACとともに報告

されます。この価値は、購入時に適用される利回りで割引かれた将来税引前利益の現在価値に

基づいています。FAS第60号に基づき会計処理される商品については、VOBAはDACと同様、購入時

の仮定に基づいて事業の耐用年数にわたり償却されます。FAS第97号に基づき会計処理される

商品については、VOBAは各期間の現在までの見積利益総額に関連して償却されます。

2008年度より、FAS第159号に基づき公正価値で会計処理される契約については、保険契約獲

得費用は発生時に損益計上され、繰延または償却処理は行われません。

 

(p) 不動産およびその他の固定資産：　建物、器具および備品の取得原価は、主に見積耐用年数に

わたり定額法で償却しています(建物は最長40年、器具および備品は最長10年)。維持修繕費は、

発生時に費用処理されており、改良のための支出は資産計上後、償却されます。AIGは、資産の減

損の有無を判断する目的で所有不動産の簿価を定期的に評価しています。

また、不動産およびその他の固定資産には、資産計上されたソフトウェアの取得原価が含ま

れます。この取得原価は内部使用目的のソフトウェアの入手、開発、アップグレードに直接関連

した費用であり、資産計上され、通常５年以内の期間にわたり定額法を用いて償却されます。

不動産、固定資産およびその他の長期性資産は、特定の減損の兆候が存在する場合に、FAS第

144号に従って減損判定が行われます。

不動産およびその他の固定資産の減価償却累計額は、2008年および2007年12月31日現在、そ

れぞれ58億ドルおよび54億ドルでした。

 

(q)スワップ、オプションおよび先渡取引に係る未実現利益および未実現損失：　金利、通貨、エク

イティおよび商品スワップ(AIGFPのスーパー・シニア・クレジット・デフォルト・スワップ

・ポートフォリオを含む)、スワプション、オプションおよび先渡取引は、約定日基準によって

デリバティブとして会計処理され、公正価値で計上されます。未実現損益は、適切である場合、

損益に反映されています。特定の場合で、契約開始時に利益が認識されない場合、利益は契約期

間にわたり、観察可能な市場データが入手可能な場合に認識されます。資産総額または負債総

額は、各取引相手との間に締結された適格なマスター・ネッティング契約により認められてい

る範囲で、貸借対照表上で相殺されます。これらの取引に関してAIGが取引相手に提供する現金

担保は、関連する正味デリバティブ負債の減額として計上され、また、これらの取引に関して

AIGが受け取る現金担保は、関連する正味デリバティブ資産の減額として計上されます。

 

(r) のれん：　のれんは、取得事業の原価が取得事業の識別可能取得純資産の公正価値を上回る

部分になります。のれんは、減損を年１回、または減損の可能性が示唆される場合にはより頻繁

に評価されます。2008年度には、AIGは、のれんの減損テストを６月30日現在、９月30日現在およ

び12月31日現在で実施しています。
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減損評価は２段階で行い、第１段階では減損の可能性の評価を実施し、減損の可能性がある

場合には、減損額の測定および計上を行います。減損テストは「報告ユニット」レベルで実施

されますが、１つの事業セグメントを構成するすべての報告ユニットが類似した経済的特性を

持つ場合には、減損テストは事業セグメント・レベルで実施されます。

経営陣はまず、減損の可能性を、AIGのそれぞれの報告ユニットまたは事業セグメントの公正

価値を見積り、当該見積公正価値を、のれん配分額を含めた当該報告ユニットの帳簿価額と比

較することで評価します。報告ユニットの公正価値の見積りは、当該ユニットの同業他社にお

ける市場に基づく収益率、割引後予想将来キャッシュ・フロー、外部評価、または報告ユニット

の売却が検討されている場合には第三者による公正価値の指標(入手可能な場合)を含むアプ

ローチのうちの１つまたはその組み合わせに基づいて行われます。経営陣は、減損テストに用

いられる報告ユニットの公正価値を算定する際に、１つまたは複数の見積りを考慮します。減

損テストの一環として、経営陣は、AIGの報告ユニットの見積公正価値の合計を、AIGの完全希薄

化後普通株式の時価総額と比較し、報告ユニットの見積公正価値の合理性を結論付ける基礎と

します。

報告ユニットの見積公正価値が帳簿価額を超過する場合、のれんは減損していません。報告

ユニットの帳簿価額が見積公正価値を超過する場合、当該報告ユニットに関連するのれんは減

損している可能性があります。減損がある場合にはその金額は、のれんの帳簿価額が当該のれ

んの見積公正価値を超過している額として測定されます。のれんの見積公正価値は、報告ユ

ニットの公正価値が仮定上の企業結合において当該報告ユニットの資産および負債に配分さ

れるであろう金額を超過している金額として測定されます。当該超過額の範囲で減損費用が損

益計上されます。

 

(s) その他の資産：　その他の資産は、連銀クレジット契約に関連する前払委託資産、繰延広告

宣伝費を含む前払費用、販売促進資産、預金、その他の繰延費用、のれん以外の無形固定資産お

よびAIGFP保有の直物商品により構成されています。NY連銀クレジット契約に関連する前払委

託資産は、５年間の契約期間にわたって支払利息として比例法で償却されていますが、実際の

支払いにより与信枠の合計が減少する場合には加速償却されます。

特定の直接反応広告宣伝費は、SOP第93-7号「広告宣伝費に関する報告」に従って繰り延べ

られ、予想される将来便益期間にわたって償却されます。顧客が特に顧客の勧誘を主目的とし

た直接反応広告に応募していることをAIGが明らかにしている場合、またその広告が予想され

る将来の経済的便益となることを示すことができる場合、広告宣伝費は資産計上されます。繰

延広告宣伝費は、予想される将来の経済的便益が発生する期間にわたって費用プールごとに償

却され、定期的に回収可能性が評価されます。繰延広告宣伝費は、2008年および2007年12月31日

現在それぞれ合計で6.40億ドルおよび13.5億ドルでした。費用計上額は、2008年度、2007年度お

よび2006年度においてそれぞれ4.83億ドル、3.95億ドルおよび3.59億ドルでした。
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2008年度において、AIGは、米国外の損害保険報告ユニットの特定の傷害医療保険について、

従来は短期契約として会計処理していたものの長期保険商品として処理するべきであるとい

う判断を下しました。詳細については、上記の修正および組替をご参照ください。

AIGは販売促進を提供しており、これには保証利率の改善もしくは特定の年金および投資契

約型商品での契約者へのボーナスの支払（ボーナス利息）が含まれます。契約者に提供される

販売促進は、連結貸借対照表において保険契約預り金の一部として認識されます。このような

金額は繰延べられ、DACを償却する際に用いられるのと同じ手法および仮定を用いて、契約期間

にわたり償却されます。当該会計処理が認められるためには、ボーナス利息は、契約時に契約書

上で明確にされていなければならず、またAIGは当該金額が、ボーナス利息のつかない類似した

契約にAIGが提供する金額の増額分であり、ボーナス支払後の期間における契約で継続される

予想保証利率より高いことを明確にしなければなりません。2008年および2007年12月31日現在

の繰延ボーナス利息およびその他の繰延販売促進資産は、それぞれ合計で18億ドルおよび17億

ドルでした。これらの資産に関連する償却費は、連結損益計算書の給付金および保険金に報告

されます。当該償却費は2008年、2007年および2006年12月31日に終了した事業年度で、それぞれ

合計で5,600万ドル、1.49億ドルおよび1.32億ドルでした。

AIGFPの完全所有ブローカー・ディーラー子会社で保有される直物商品は、公正価値で計上

されます。その他すべての商品は、低価法で評価されます。直物商品は、約定日基準で計上され

ます。市場リスクに対するエクスポージャーは、先渡、先物およびオプション契約の利用により

軽減することができます。低価法による現物商品のポジションの減少および関連するデリバ

ティブによる未実現損益は、その他の収益に反映されています。

デリバティブについては注記10をご参照ください。

 

(t) 分離勘定：　分離勘定は、投資収益ならびに投資利益および損失が契約者に直接帰属し、契

約者が投資リスクを負うファンドを示しています。それぞれの勘定は、特定の投資対象を持ち、

資産は公正価値で評価されています。各勘定の資産は、法律上分別保管されており、AIGの他の

いかなる業務から生じる支払請求にも充てられることはありません。当該勘定の負債は当該勘

定資産と同額です。

 

(u) 支払備金：　保険金および損害調査費は、発生時に費用計上されています。保険金および損

害調査費の支払備金は、既報告の見積保険金と既発生未報告の保険金に対する引当を含んでい

ます。これらの見積りの方法や支払備金の設定方法(見積回収不能再保険に対する引当計上を

含む)は見直され、修正されます。支払備金の見積りが適切ではない、あるいは重複していると

判断された場合、その増減は損益に反映されます。AIGは、規制当局が許可し、米国の規定された

子会社が引き受けている労災補償事業に関して、支払備金の現在価値への割引を行っていま

す。
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(v) 生命保険および傷害医療保険将来保険給付債務ならびに保険契約預り金：　将来保険給付

債務および保険契約預り金は、注記11で説明されている仮定を用いて計上されます。生命保険

および傷害医療保険将来保険給付債務は、適用されるすべての規制上または契約上の規定に

従って発生する契約者に対する将来の配当金の引当金を含んでいます。保険契約預り金は、

(a)FAS第133号に従って組込デリバティブとして公正価値で会計処理される特定の保証給付お

よび(b)FAS第159号に従ってAIGが2008年度より公正価値で会計処理することを選択した特定

の契約に関するAIGの債務を含んでいます。

FAS第159号に関する追加開示については連結財務書類に対する注記４をご参照ください。

 

(w) その他の積立勘定：　その他の積立勘定は取得原価で計上され、保険料預託金および類似項

目を含む積立勘定を含んでいます。

 

(x) 売建証券および売建直物商品、公正価値：　売建証券および売建直物商品は、売却時点にお

いて保有していない証券および直物商品の売却を表すものです。当該取引から生じる債務は約

定日基準で計上され、公正価値で評価されています。また、金リースによる債務が含まれます。

これは金の組込デリバティブをもつ債務主契約として会計処理されます。2008年１月１日よ

り、AIGFPはこれらの債務主契約に対して公正価値オプションを選択しました。

 

(y) コマーシャル・ペーパーおよび延長可能コマーシャル・ノートならびに長期債務：　AIGの

資金の一部は中期および長期の債務ならびにコマーシャル・ペーパーから調達されています。

コマーシャル・ペーパーは、割引発行された場合、受取額で計上され、額面金額まで増額されま

す。延長可能コマーシャル・ノートは、AGFが当初の満期90日以内で発行したものですが、2008

年９月中旬にAGFにより390日までに延長されました。長期債務は、ディスカウントもしくはプ

レミアムの未償却額控除後の借入元本額で計上されます。詳細については、注記13をご参照く

ださい。長期債務にはまたAIGの完全所有子会社であるAIGライフ・ホールディングス(ユーエ

ス)インク(「AIGLH」)が発行した証券に主に関連する信託優先株式に関する負債が含まれて

います。当該優先株式に係る現金分配は支払利息として会計処理されます。

 

(z) 連銀ファシリティおよびコマーシャル・ペーパー・ファンディング・ファシリティ：　

2008年度に、AIGは連銀ファシリティおよびNY連銀コマーシャル・ペーパー・ファンディング

・ファシリティ(「CPFF」)に基づく資金調達を行いました。連銀ファシリティおよびCPFFに基

づく借入額は借入元本で計上され、連銀ファシリティの場合には、経過複利利息および手数料

も含まれます。
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(aa) その他の負債：　その他の負債は、その他の預り金、およびその他の支払債務により構成さ

れています。AIGは主に損害保険セグメントにおいて特定の保険および再保険契約を締結して

おり、当該契約は、保険および再保険として会計処理される十分な保険リスクを含んでいませ

ん。したがって、特定の関連費用控除後の当該契約に係る受取プレミアムは、連結貸借対照表の

その他の負債において預り金として計上されます。これらの預り金の正味収入は投資され、正

味投資利益を生み出します。契約に従った金額が支払われると、預り金債務は減額されます。

 

(bb) 少数株主持分：　少数株主負債は、AIGの連結子会社における外部株主による株主持分、お

よびAIGの完全所有子会社であるILFCの発行済優先株式または持分に関連する子会社における

優先株主持分を含んでいます。この優先株式または持分に対する現金による分配は支払利息と

して会計処理されています。

2008年12月31日現在、優先株式には、市場競売優先株式(「MAPS」)1,000株があり、500株ずつ

の２シリーズ(シリーズAおよびB)に分かれています。MAPS１株当たりの清算価値は100,000ド

ルで、転換はできません。各シリーズそれぞれの配当期間における配当率は、初期設定配当率以

外は、約７週間(49日)ごとに、競売での注文を基に再設定されます。2006年度に、ILFCはそれぞ

れのMAPSの配当期間を３年に延長しました。2008年12月31日現在、MAPSシリーズAの配当率は

4.70％で、MAPSシリーズBの配当率は5.59％です。

 

(cc) 偶発債務：　経営陣の意見では、債務が発生し、かつその債務額が合理的に見積ることがで

きることが十分に考えられる場合、請求されているあるいは請求される可能性が高い保険金に

ついて引当計上しています。多くの場合、債務が発生しているかどうかを判断したり、もしくは

偶発事象が生じる後の事業年度まで債務の最終金額もしくは最小金額を見積ったりすること

ができず、この場合、その時点まで引当計上は行われません。

 

(dd) 外貨：　外貨表示の財務書類項目は、FAS第52号「外貨換算」(「FAS第52号」)に準拠して、

米ドルに換算されています。FAS第52号によると、機能通貨で表示された資産および負債は、通

常各子会社の貸借対照表日現在における為替レートにより米ドルに換算され、換算の結果生ず

る換算調整額は、その他の包括利益(損失)累計額の一項目として、関連する税効果考慮後の純

額で連結株主資本勘定に計上されます。機能通貨とは、一般的に現地の経営環境における通貨

を示します。機能通貨で表示された損益計算書項目は、期中の平均為替レートにより換算され

ています。高インフレーション経済下の在外子会社財務書類の換算調整額は損益計上していま

す。同様に、外貨建取引から生じた為替差損益も、損益計上しています。

 

(ee) １株当たり利益(損失)：　基本１株当たり利益または損失ならびに希薄化後１株当たり損

失は、株式配当および株式分割のすべてを反映するために調整した加重平均発行済普通株式数

に基づいて算定されています。希薄化後１株当たり利益は、基本１株当たり利益の算定に使用

する株式数に、株式配当および株式分割すべてを反映するために調整した希薄効果のある潜在

的普通株式がすべて発行済と仮定した場合の株式数を加えた株式数に基づいて算定されてい
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(ff)最近公表された会計基準：

会計原則の変更

AIGは2006年度に以下の会計基準を適用しました。

 

FAS第155号

2006年２月、「FASB」は、FAS第155号「特定の複合金融商品の会計処理－FAS第140号および

FAS第133号の改訂」(「FAS第155号」)を公表しました。FAS第155号により、AIGは、FAS第133号

では区分処理および個別の会計処理が要求されていた組込デリバティブを含む複合金融商品

について、公正価値の変動を金融商品ごとに損益に含めることができます。取得日または発行

日における複合金融商品の公正価値での測定の選択は取り消しできません。

AIGは、2006年１月１日よりFAS第155号の早期適用を選択し、2005年12月31日現在で存在した

AIGの売却可能ポートフォリオにおける特定の仕組み債および仕組み投資に対するFAS第155号

の公正価値による測定を適用しました。この適用は、2006年１月１日現在の利益剰余金期首残

高に対して税引後で1,100万ドル（税引前で1,800万ドル）の減額をもたらしました。この減額

は、これらの複合金融商品の公正価値と2005年12月31日現在の簿価の差額に相当します。当該

適用による税引後の総利益および総損失に対する影響額は、それぞれ2.18億ドル(税引前で

3.36億ドル)および2.29億ドル(税引前で3.54億ドル)でした。

AIGによるFAS第155号の早期適用に関連して、2006年12月31日現在の仕組み債89億ドル、株式

デリバティブ取引に関連するその他の仕組み債1.11億ドルおよび複合金融商品5.22億ドルは、

現在は公正価値で計上されています。2006年度における、複合金融商品の公正価値の変動に関

する損益への影響額は、税引前損失3.13億ドルでした。そのうち2.87億ドルはその他の収益に

反映され、その大部分は営業利益にも反映される経済的ヘッジ・ポジション上の利益により相

殺されており、2,600万ドルは正味投資利益に反映されています。

 

FAS第158号

2006年９月、FASBはFAS第158号「確定給付年金およびその他の退職後制度に関する雇用者の

会計処理―FASB基準書第87号、第88号、第106号および第132R号の改訂」(「FAS第158号」)を公

表しました。FAS第158号はAIGが確定給付退職後制度の積立状況の過不足をAIGの連結貸借対照

表上資産または負債として将来にわたって認識し、積立状況の変動を変動が生じた事業年度に

おいてその他の包括利益を通じて認識することを要求しています。FAS第158号はまた、AIGが特

定の例外を除いて制度の積立状況を決算日現在で測定することを要求しています。AIGはFAS第

158号を2006年12月31日に終了する事業年度より適用しました。当該基準を適用したことによ

るAIGの2006年12月31日現在の連結貸借対照表上の累積的影響額(繰延税金控除後)は、その他

の包括利益(損失)累計額への借方計上による株主資本の5.32億ドルの正味減少であり、これに

対応した資産合計の5.38億ドルの正味減少および負債合計の600万ドルの正味減少でした。FAS

第158号の適用に関する追加情報については、注記18をご参照ください。

 

AIGは2007年度に以下の会計基準を適用しました。
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SOP第05-1号

2005年９月、AICPAは、SOP第05-1号「保険事業体による保険契約の改定あるいは切替に関連

する繰延保険契約獲得費用に関する会計処理」(「SOP第05-1号」)を公表しました。SOP第05-1

号は、FAS第97号に明記されている保険および投資契約以外の契約の内部的転換に関する会計

処理について指針を定めています。SOP第05-1号は、内部的転換を、現行の保険契約の新しい保

険契約への転換、または契約の改定、異動、特約、あるいは契約の特典または保障の選択により

生じる給付、特典、権利または保障における修正として定義しています。著しく契約を変更する

ことになる内部的転換は、解約および転換契約として処理されます。

SOP第05-1号は2007年１月１日より施行され、通常は当該日より後に生じた内部的転換の会

計処理に影響を及ぼします。2007年度第１四半期において、AIGは、適用日に税引後累積的影響

額8,200万ドルを計上し、利益剰余金期首残高を減額しました。この適用は、DACの未償却額、

VOBA、繰延販売促進資産、前受収益ならびに生命保険契約および傷害医療保険契約に係る将来

保険給付債務の変動を反映しており、これは、特定の団体生命保険契約および医療保険契約に

関連する償却予定期間の短縮、ならびに過年度において予想された将来的な内部的転換に関連

する投資型商品の総利益への影響によるものです。この累積的影響額の調整は生命保険および

リタイヤメント・サービス・セグメントのみに影響を及ぼしました。

 

FIN第48号

2006年７月、FASBは、FASB解釈指針(「FIN」)第48号「法人所得税の不確実性に関する会計処

理－FASB基準書第109号の解釈」(「FIN第48号」)を公表しました。当該解釈指針は、税務ポジ

ションにおける不確実性に関する会計処理を明確にしています。FIN第48号は、税務申告書上で

採用されるかまたは採用することが予想される税務ポジションの財務書類での認識および測

定のための認識段階および測定尺度について規定しています。またFIN第48号は、認識の中止、

計上区分、利息と罰金・科料、期中財務書類での会計処理および追加の開示についても規定し

ています。AIGは2007年１月１日よりFIN第48号を適用しました。適用に際し、AIGは、未認識の税

務上のベネフィットに係る負債の増額を7,100万ドル認識し、その分2007年１月１日現在の利

益剰余金期首残高が減少しました。FIN第48号に関する追加の開示については注記21をご参照

ください。

 

FSP第13-2号

2006年７月、FASBはFASB職員意見書（「FSP」）FAS第13-2号「レバレッジド・リース取引で

生じる法人所得税に関連するキャッシュ・フローの時期の変更または予測される変更に関す

る会計処理」(「FSP第13-2号」）を公表しました。FSP第13-2号は、レバレッジド・リース取引

で生じる法人所得税に関連するキャッシュ・フローの時期の変更または予測される変更が、

リースの貸し手によるリースの会計処理にどのように影響するかを扱い、税務上の仮定が当該

リースに関連するFIN第48号の不確実な税務ポジションと整合するよう規定しています。AIGは

FSP第13-2号を2007年１月１日より適用しました。適用に際し、AIGは会計処理の当該変更によ

る累積的影響額を反映して、利益剰余金期首残高(税引後)の減少5,000万ドルを計上しました。
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AIGは2008年度に以下の会計基準を適用しました。

 

FAS第157号

2006年９月、FASBは財務会計基準書(「FAS」)第157号「公正価値測定」(「FAS第157号」)を

公表しました。FAS第157号は公正価値を定義し、公正価値を測定するための枠組みを設定し、公

正価値測定についての開示要件を拡張していますが、資産または負債が公正価値で計上される

か否かに関する既存の指針は変更していません。FAS第157号は、デリバティブ契約の公正価値

が市場気配値または観察可能な市場データを用いたその他の評価方法により入手できない場

合に、当該契約の開始時における売買益の認識を除外したEITF第02-3号における指針を無効に

しています。またFAS第157号は、債務を公正価値で測定する際に債務者の信用状況を考慮する

よう規定しています。FAS第157号の公正価値測定および関連する開示指針は、FAS第123(R)号

「株式に基づく報酬」に従って会計処理されるAIGの株式に基づく従業員報酬に関連した公正

価値測定には適用されません。

AIGはFAS第157号を、規定された発効日である2008年１月１日より適用しています。FAS第157

号は遡及適用されませんが、EITF第02-3号における指針を用いて当初測定された特定の独立し

たデリバティブおよび複合商品については、2008年１月１日現在の利益剰余金に対する会計原

則の変更による累積的影響として遡及適用しなくてはなりません。FAS第157号適用がAIGの連

結貸借対照表に与えた税引後の累積的影響額は利益剰余金の増加400万ドルでした。

FAS第157号の適用がAIGの2008年度の連結経営成績に与えた最大の影響は、主に複合ノート

やデリバティブのように既に公正価値で計上されていた負債と、新たに公正価値で測定するこ

とが選択された負債(以下のFAS第159号に関する記載を参照)の両方に関する公正価値測定手

法が変更されたことに関係するものでした。特に、AIG自身の信用スプレッドおよび明示的なリ

スク・マージンを組み込んだ(組込保険デリバティブは移行時のみ)結果、2008年度には税引前

損失が18億ドル(税引後12億ドル)増加しました。AIG自身の信用スプレッドの変動による影響

で、2008年度にはAIGFPに係る税引前利益が14億ドル増加しました。取引相手の信用スプレッド

の変動による影響で、AIGFPにおいて公正価値で測定されている資産に関し、2008年度には税引

前利益が107億ドル減少しました。

FAS第157号に関する追加開示については連結財務書類に対する注記４をご参照ください。
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FAS第159号

2007年２月、FASBはFAS第159号「金融資産および金融負債に関する公正価値オプション」

(「FAS第159号」)を公表しました。FAS第159号は、事業体が公正価値での測定が要求されてい

ない多くの金融商品およびその他の特定の項目を公正価値で測定する選択をすることを認め

ています。指定された項目についてのその後の公正価値の変動は、損益計上することが要求さ

れています。FAS第159号はまた、公正価値で測定される類似した資産および負債についての表

示および開示要件を設定しています。FAS第159号は、適用日および資産または負債の当初認識

日に存在している適格商品について、もしくは当該商品が新しい会計処理を必要とする事象が

生じたほとんどの場合において、各商品ごとに公正価値オプションを選択することを認めてい

ます。

AIGはFAS第159号を、規定された発効日である2008年１月１日より適用しました。生命保険お

よびリタイヤメント・サービス・セグメントにおける選択に関連するFAS第159号の適用によ

り、2008年度の利益剰余金期首残高は税引後で5.59億ドル減少しました。AIGFPによる選択に関

連するFAS第159号の適用により、2008年度の利益剰余金期首残高は税引後で4.48億ドル減少し

ました。この金額には、2008年１月１日現在の連結貸借対照表に計上されている売却可能証券

に公正価値オプションが選択されたことに関連してその他の包括利益(損失)累計額から利益

剰余金に組替えられた正味未実現利益1.05億ドルが含まれています。

FAS第159号に関する追加開示については連結財務書類に対する注記４をご参照ください。

 

FAS第157号およびFAS第159号

以下の表は、FAS第157号およびFAS第159号の適用による株主資本勘定期首残高の税引後の増

加(減少)額に関する要約を示しています。

 (単位：百万ドル)

2008年１月１日現在
その他の包括利
益/(損失)累計額

利益剰余金
会計原則の変更によ
る累積的影響額

FAS第157号 $－ $4 $4

FAS第159号 (105) (1,007) (1,112)

会計原則の変更による累積的影響額 $(105) $(1,003) $(1,108)
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FSP FIN第39-1号

2007年４月、FASBは、FASB解釈指針(「FIN」)第39号「特定の契約に関連する金額の相殺」を

修正し、特定の状況において企業が現金担保の未収額または未払額とデリバティブ商品とを相

殺することを認めるFSP FIN第39-1号を公表しました。AIGはFSP FIN第39-1号の条項を2008年

１月１日付けで適用しており、表示されている過去のすべての期間について遡及適用するよう

求められています。2008年12月31日現在、純デリバティブ・ポジションと相殺された現金担保

受取額および支払額は、それぞれ合計で71億ドルおよび192億ドルです。AIGFPのデリバティブ

商品に関連する現金担保受取額および支払額は、従来は金融取引債務および金融取引債権の両

方に計上されていました。AIGFP以外のデリバティブ商品に関連する現金担保受取額は、従来は

その他の負債に計上されていました。したがって、現金担保の相殺に関係して、2007年12月31日

現在のデリバティブ資産および負債は、それぞれ63億ドルおよび58億ドル減少しました。

 

FSP FAS第133-1号およびFIN第45-4号

2008年９月に、FASBは、FASB職員意見書第133-1号およびFIN第45-4号「クレジット・デリバ

ティブおよび特定の保証に関する開示：FASB基準書第133号およびFASB解釈指針第45号の改

訂」(「当該FSP」)を公表しました。当該FSPにより、FAS第133号は、複合商品に組込まれている

デリバティブを含むクレジット・デリバティブの販売者による追加開示を求めるよう改訂さ

れました。また、当該FSPにより、FIN第45号「他社の債務の間接的保証を含む保証に関する保証

提供者の会計処理および開示要件」は、被保証者の返済／履行リスクの現況に関する追加開示

を求めるよう改訂されました。追加開示は注記10に記載されています。

 

FSP FAS第157-3号

2008年10月、FASBはFSP FAS第157-3号「市場が活発でなくなった場合における金融資産の公

正価値の算定」(「FSP FAS第157-3号」)を公表しました。FSP FAS第157-3号は、市場が活発で

なくなった場合の証券の公正価値測定に関し、FAS第157号の特定の側面を明確にする指針を定

めています。AIGは当該指針を2008年度第３四半期に適用しました。FSP FAS第157-3号の適用が

AIGの連結ベースの財政状態および経営成績に及ぼした影響に重要性はありませんでした。

 

FSP FAS第140-4号およびFIN第46(R)-8号

2008年12月に、FASBはFSP FAS第140-4号およびFIN第46(R)-8号「金融資産の譲渡および変動

持分事業体に対する持分に関する公開企業による開示」(「当該FSP」)を公表しました。当該

FSPは、金融資産の譲渡および企業の変動持分事業体への関与に関する開示要件を改訂および

拡大するものです。当該FSPは2008年12月15日より後に終了する期間および事業年度に対して

効力を持ちます。当該FSPの適用により追加開示が必要となりましたが、AIGの財政状態、経営成

績およびキャッシュ・フローには影響を及ぼしていません。追加開示は注記９に記載されてい

ます。
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FSP EITF第99-20-1号

2009年１月、FASBはFSP EITF第99-20-1号「EITF問題点第99-20号の減損指針の改訂」(「FSP

EITF第99-20-1号」)を公表しました。FSP EITF第99-20-1号は、一時的でない減損が生じている

か否かの判断をより一貫性のあるものにするために、EITF問題点第99-20号「購入した受益権

及び証券化金融資産において譲渡人に継続保有された受益権についての利息収入及び減損の

認識」の減損指針を改訂するものです。また、当該FSPは、FASB第115号「特定の負債証券および

持分証券への投資の会計処理」およびその他の関連指針における一時的でない減損の評価の

目的ならびに関連した開示要件を維持および強調するものです。AIGは当該指針を2008年度第

４四半期に適用しました。FSP EITF第99-20-1号の適用がAIGの連結ベースの財政状態および経

営成績に及ぼした影響に重要性はありませんでした。

 

会計基準の将来の適用

 

FAS第141(R)号

2007年12月、FASBはFAS第141号(2007年改訂)「企業結合」(「FAS第141(R)号」)を公表しま

した。FAS第141(R)号は企業結合に関する会計処理を複数変更しており、特に企業結合とみなさ

れる取引や事象を拡大し、取得企業は取得資産、引受負債および非支配(すなわち少数)持分の

公正価値の100％を認識し、条件付対価を取得日の公正価値で認識し(公正価値のその後の変動

は通常は損益計上)、また、取得日の公正価値で取得前の偶発損益を認識するよう変更されまし

た。

AIGは、2009年１月１日以降の日が取得日となる企業結合についてFAS第141(R)号を適用しま

した。AIGによる当該指針の適用は当社の連結ベースの財政状態および経営成績に重要な影響

を及ぼしていませんが、将来において企業結合があった場合にはその会計処理に影響を与え、

また将来におけるのれんの減損の評価に影響を与える可能性があります。

 

FAS第160号

2007年12月、FASBはFAS第160号「連結財務書類における非支配持分(ARB第51号の改訂)」

(「FAS第160号」)を公表しました。FAS第160号は、部分所有連結子会社における非支配(すなわ

ち少数)持分を、当該持分がEITFトピック第D-98号「償還可能証券の分類および測定」(2008年

９月改訂)に従った「永久資本」として認められない場合には、連結株主資本を構成する独立

項目として連結貸借対照表上分類するか、貸借対照表のメザニン区分(負債と資本の間)に分類

するよう求めています。またFAS第160号は、非支配持分のその後の取得および売却に関して会

計上のルールを設定しており、非支配持分の連結損益計算書における表示方法についても規定

しています。子会社の損益に対する非支配持分は連結当期純利益の一部として報告し、連結当

期純利益の支配持分および非支配持分への帰属について連結損益計算書上での開示が求めら

れています。

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

371/791



AIGはFAS第160号を規定された発効日である2009年１月１日より適用しています。FAS第160

号は遡及適用されませんが、例外として、連結当期純利益は支配持分および非支配持分へ帰属

する当期純利益を含むよう遡及的に洗い替えられ、少数株主持分の貸借対照表上の組替は以下

のとおり遡及的に行われます。AIGの2009年度第１四半期に係る様式10-Qより、AIGは、2008年12

月31日現在(および過年度)において負債の少数株主持分の一部であった100億ドルを、株主資

本での計上が認められる場合には、株主資本の独立項目となる非支配持分へ遡及的に組替える

予定です。残りの少数株主持分は貸借対照表のメザニン区分に組替えられます。

 

FAS第161号

2008年３月、FASBはFAS第161号「デリバティブ商品およびヘッジ活動に関する開示(FASB基

準書第133号の改訂)」(「FAS第161号」)を公表しました。FAS第161号は、(a)AIGがデリバティ

ブ商品を利用する方法および理由、(b)デリバティブ商品および関連するヘッジ対象項目がFAS

第133号およびその関連する解釈指針に基づき会計処理される方法、ならびに(c)デリバティブ

商品および関連するヘッジ対象項目がAIGの連結上の財政状態、経営成績およびキャッシュ・

フローに与える影響について開示の強化を求めています。FAS第161号は、AIGの2009年度第１四

半期に発行される財務書類から適用されます。FAS第161号はデリバティブに関する追加開示を

求めているのみであり、AIGの連結上の財政状態、経営成績またはキャッシュ・フローに与える

影響はありません。

 

FAS第162号

2008年５月、FASBはFAS第162号「一般に公正妥当と認められる会計原則の階層」(「FAS第

162号」)を公表しました。FAS第162号は、会計原則の源泉およびGAAPに準拠した財務書類の作

成に利用される原則を選択する枠組みを特定していますが、現在の実務を変更するものではあ

りません。FAS第162号は、GAAPの階層を監査基準から除くための公開企業会計監視委員会によ

る改訂を証券取引委員会(「SEC」)が承認した60日後に発効します。FAS第162号は、AIGの連結

上の財政状態、経営成績またはキャッシュ・フローに影響を与えません。

 

FSP FAS第140-3号

2008年２月、FASBはFSP FAS第140-3号「金融資産の譲渡および買戻し条件付取引に関する会

計処理」(「FSP FAS第140-3号」)を公表しました。FSP FAS第140-3号は、最初の金融資産の譲

渡と、当該譲渡と同時または当該譲渡を予期して行われる買戻し条件付取引とを、特定の基準

が満たされない限りは関連取引として評価するよう求めています。FSP FAS第140-3号は、2009

年１月１日からAIGに対して効力を持ち、同日以降に行われる新規取引に対して適用されます。

早期適用は禁止されています。AIGはFSP FAS第140-3号の適用が連結財務書類に与える影響に

ついて現在評価中ですが、影響は重要性のないものと予想しています。
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FSP FAS第132(R)-1号

2008年12月に、FASBはFSP FAS第132(R)-1号「退職後給付制度資産に関する雇用主の開示」

(「FSP FAS第132(R)-1号」)を公表しました。FSP FAS第132(R)-1号は、雇用主の投資戦略、制度

資産の主要カテゴリー、制度資産内のリスクの集中、および制度資産の公正価値測定に用いら

れる評価手法を含み、雇用主の制度資産に関するより詳細な開示を求めるよう、FAS第132(R)を

改訂するものです。FSP FAS第132(R)-1号は2009年12月15日より後に終了する事業年度から効

力を持ちます。

 

EITF第07-5号

2008年６月、FASBは、発生問題専門委員会(「EITF」)による問題第07-5号「商品(または組込

先物)が自社株式に連動しているか否かの判断」に関する合意を承認しました。2009年１月１

日の適用日以降、発行体の株式に連動していない商品は、FAS第133号(商品が発行体の自社株式

に連動し、資本として分類されていることの両方を要求)に規定されているデリバティブの会

計処理の例外として認められなくなります。AIGはEITF第07-5号の適用が連結財務書類に与え

る影響について現在評価中ですが、影響は重要性のないものと考えています。

 

次へ
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２　事業再編

注記１に記載のとおり、AIGは全組織的な事業再編計画に着手しました。当該計画に基づき、一

部事業は売却され、一部は将来の売却を視野に保有され、また一部は公募による将来の売却に備

えて準備が進められる予定です。

事業再編計画を成功裏に遂行する鍵の１つに、大胆な事業分離があります。したがって、存続事

業を維持し、事業再編計画を成功裏に遂行するため、AIGは主要従業員の引止めプログラムを確立

しました。また、2008年度第１四半期における市場の混乱を受けて、複雑な事業を管理し解消すべ

く、AIGFPでも従業員引止め制度が確立されています。このほか主要な活動として、事業ユニット

および本社機能間の共有サービス、インフラストラクチャおよび資産の分離があります。

2008年12月31日現在、AIGの事業再編および分離活動の完了予定日は決定しておらず、AIGは、当

該活動により生じる総費用の合計を信頼性をもって見積ることもできません。これは、事業再編

計画が膨大な範囲に及ぶこと、売却事業体の最終的な購入者の特質によって事業再編費用が大き

く変動すること、および事業再編期間がかなり長期に及ぶと予想されることが要因です。合理的

見積りが可能な活動については、事業再編および分離費用の合計予想発生額は、2008年12月31日

現在、190億ドルとなっています。

 

2008年12月31日に終了した事業年度における事業セグメント別の事業再編費用ならびに関連

する資産減損およびその他の費用は以下のとおりです。

 

(単位: 百万ドル)

 事業再編費用 分離費用 合計
合計予想発生額

＊

損害保険 $38 $101 $139 $312

生命保険およびリタイヤメント・サービス 15 53 68 243

金融サービス 91 196 287 564

資産運用 24 45 69 94

その他 139 56 195 724

合計 $307 $451 $758 $1,937

 

＊　発生累計額および貸借対照表日に合理的に見積ることができる将来の追加発生額が含まれます。
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事業再編初期債務および2008年12月31日に終了した事業年度における期首残高からの変動は

以下のとおりです。

 

(単位：百万ドル)

 
解雇費用
(a)

契約解除
費用

資産評価減
その他の撤
退費用(b)

事業再編費
用小計

分離費用
(c)

事業再編お
よび分離費
用合計

債務期首残高 $― $― $― $― $― $― $―

費用計上額 89 27 51 140 307 451 758

支払額 (12) ― ― (53) (65) (167)(232)

非現金 ― ― (51) ― (51) ― (51)

債務期末残高 $77 $27 $― $87 $191 $284 $475

合計予想発生額(d) $164 $106 $51 $585 $906$1,031$1,937

 

(a)　事業再編費用には、4,400万ドルの引止め報奨が、合計予想発生額には雇用の終結が予想される従業員に関す

る引止め報奨5,700万ドルが含まれます。

(b)　(ⅰ)資産処分活動、(ⅱ)AIGがNY連銀および米国財務省と共に実施する債務および資本再編プログラム、およ

び(ⅲ)AIGFPの事業およびポートフォリオの大部分の清算、に関連するコンサルティングおよびその他の専

門家費用が主として含まれます。

(c)　事業再編費用には4.48億ドルの引止め報奨が、合計予想発生額には2008年度中に発表された主要従業員引止

め報奨に関する10億ドルが含まれます。

(d)　発生累計額および貸借対照表日に合理的に見積ることができる将来の追加発生額が含まれます。
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３　セグメント情報

AIGは、経営組織と一致する商品の種類ごとに事業セグメントを特定し、税引前営業利益(損失)

に基づいて業績を評価しています。これらのセグメントと、それぞれの事業内容は以下のとおり

となっています。

損害保険事業：　AIGの損害保険子会社は、実質的にすべての企業災害および企業賠償保険と

様々な個人保険種目を米国内外で引き受けています。損害保険セグメントにおける収益は、損害

保険の正味既経過保険料およびその他の報酬、正味投資利益ならびに正味実現キャピタル・ゲイ

ン(ロス)を表しています。AIGの主要な損害保険事業は以下のとおりです。

商業用保険は、主として保険ブローカーから引き受ける、米国およびカナダにおける実質的に

すべての分野の企業保険を販売しています。

トランスアトランティック・ホールディングス・インク(「トランスアトランティック」)の

子会社は、米国内外において再保険を特約および任意で保険会社に提供しています。トランスア

トランティックは、特に特殊リスクに焦点をあてたあらゆる損害保険商品に関するプログラムを

組み立てています。

AIGの個人向け損害保険事業は、21stドットコムおよび自動車保険代理店部門を通じて自動車

保険を販売しており、またAIGプライベート・クライアント・グループを通じて富裕層に幅広い

保険を提供しています。

モーゲージ保証は、１人から４人家族用住宅の購入または借換えのための担保掛目の高い一般

的な第１および第２順位モーゲージに係るクレジット・デフォルトによるファースト・ロスを

填補する住宅用モーゲージ保証を提供しています。2008年９月30日より、モーゲージ保証は、新規

の第２順位モーゲージ保証契約の締結を中止しました。

AIGの米国外の損害保険グループは、支店および米国外に拠点を置く保険子会社のネットワー

クを通じて主に引き受けたリスクを請け負っています。米国外の損害保険グループは、地域の法

規、慣習およびニーズに合わせた企業保険と個人向け損害保険の両方を販売するための様々な

マーケティング手法を利用しています。AIUはアジア、環太平洋、英国を含むヨーロッパ、アフリ

カ、中近東および中南米で営業活動を行っています。

損害保険事業のサブ・セグメントはそれぞれ、以下の主要な商品およびサービス群で構成され

ています。商業用保険は国内向け商業用保険商品およびサービスから、トランスアトランティッ

クは他の損害保険会社に販売される再保険商品およびサービスから、個人向けは個人顧客へ販売

される損害保険商品およびサービスから、モーゲージ保証は特定のローン契約から生じる損失を

補填する商品から、そして米国外の損害保険は海外に販売される損害保険から構成されていま

す。

生命保険およびリタイヤメント・サービス事業：　AIGの生命保険およびリタイヤメント・

サービス子会社は、多様な保険型商品と退職年金商品を米国内外において提供しています。保険

型商品には、個人および団体生命保険、支払年金(定期的な年金の受取)、養老保険、および傷害医

療保険が含まれます。退職年金商品には通常、定額および変額年金保険が含まれます。生命保険お

よびリタイヤメント・サービス・セグメントにおける収益は、生命保険およびリタイヤメント・

サービスの保険料およびその他の報酬、正味投資利益ならびに正味実現キャピタル・ゲイン(ロ
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ス)を表しています。
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AIGの主要な米国外生命保険およびリタイヤメント・サービス事業会社は、アメリカン・ライ

フ・インシュアランス・カンパニー(「ALICO」)、アメリカン・インターナショナル・アシュア

ランス・カンパニー・リミテッドおよびアメリカン・インターナショナル・アシュアランス・

カンパニー(バミューダ)リミテッド(「AIA」)、ナン・シャン・ライフ・インシュアランス・カ

ンパニー・リミテッド(「ナン・シャン」)、フィリピン・アメリカン・ライフ・アンド・ゼネラ

ル・インシュアランス・カンパニー(「フィラムライフ」)、エイアイジー・エジソン生命保険株

式会社(「AIGエジソン生命」)およびエイアイジー・スター生命保険株式会社(「AIGスター生

命」)です。

AIGの主要な米国内生命保険および米国内リタイヤメント・サービス事業会社は、アメリカン

・ゼネラル・ライフ・インシュアランス・カンパニー(「AGライフ」)、ザ・ユナイテッド・ス

テーツ・ライフ・インシュアランス・カンパニー・イン・ザ・シティ・オブ・ニューヨーク

(「USLIFE」)、アメリカン・ゼネラル・ライフ・アンド・アクシデント・インシュアランス・カ

ンパニー(「AGLA」およびAGライフとUSLIFEとを総称して「米国内生命保険内部報告ユニッ

ト」)、エイアイジー・アニュイティー・インシュアランス・カンパニー(「AIGアニュイ

ティー」)、ザ・バリアブル・アニュイティー・ライフ・インシュアランス・カンパニー

(「VALIC」)およびエイアイジー・リタイヤメント・サービス・インク(「AIGサンアメリカ」お

よびAIGアニュイティーとVALICとを総称して「米国内リタイヤメント・サービス内部報告ユ

ニット」)です。

アメリカン・インターナショナル・リインシュアランス・カンパニー・リミテッド

(「AIRCO」)は主に、AIGグループ内の再保険会社としての機能を果たしています。

生命保険およびリタイヤメント・サービス事業は、２つの主要な商品およびサービス群で構成

されています。すなわち、保険型商品およびサービスと退職年金商品およびサービスです。

金融サービス事業：　AIGの金融サービス子会社は、航空機リース、資本市場、消費者金融および

保険料融資を含む多様な業務を手がけています。航空機リース事業、キャピタル・マーケット事

業および消費者金融事業の収益合計は、金融サービス事業による収益の大部分を占めています。

A.I.クレジットも、主にAIGおよび他の保険会社の保険契約者に対して保険料融資を提供するこ

とで、金融サービス事業の収益に貢献しています。

AIGの航空機リース事業は、ILFCの事業を表しています。その営業収益は、主に新・中古の商業

用航空機の国内外航空会社に対するリースによるものですが、ILFCが自社で所有する商業用航空

機の再販売、航空会社および金融機関が所有する航空機の再販売およびフリート・マネジメント

・サービスによる収益も含まれています。

キャピタル・マーケットは、商品、信用、通貨、エネルギー、株式および金利等の標準およびカス

タマイズされた金融商品を含む多様な金融取引に当事者として従事するAIGFPの事業を表してい

ます。AIGFPはまた多様な証券ポートフォリオへの投資および自己勘定投資を行っており、標準お

よび仕組み債ならびにその他の証券の発行や保証投資契約(「GIA」)の締結を含む貸付業務も手

がけています。2008年度に経験した極端な市況、格付け機関によるAIGの信用格付けの引き下げ、

および中核事業に焦点を定め直すというAIGの意思を鑑みて、AIGFPは、ローンおよび負債証券の

多様なプールのスーパー・シニア・リスク・トランシェに係るクレジット・デフォルト・ス
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ワップを通して提供されたクレジット・プロテクションに関連するものを含む、事業およびポー

トフォリオの清算を開始しました。
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従来はAIGのキャピタル・マーケット事業は、取引相手との取引に関連してヘッジされた財務

ポジションより収益の大部分を稼得していました。AIGFPはディーラーとしても多様な金融デリ

バティブ取引に参加していました。特定の期間におけるキャピタル・マーケット事業の収益およ

び営業利益ならびにそれらの金額の変動率は、AIGFPの資産および負債の公正価値の変動による、

また比較期間における取引と比較した当該期間における取引の数、規模および収益性による大き

な影響を受けています。

AIGの北米における消費者金融事業は、主にAGFが運営しています。AGFは、不動産ローン、担保付

および無担保の非不動産ローンならびに小売販売金融債権に関して課す、金融債権からの収益に

よりその収益の大部分を稼得しています。2008年度にAGFは、大口貸付(モーゲージ・ブローカー

を通じた貸付)を中止しました。

AIGの米国外における消費者金融事業は、主にAIGCFGが運営しています。AIGCFGは主に新興およ

び発展途上市場で運営しており、アルゼンチン、中国、ブラジル、香港、メキシコ、フィリピン、ポー

ランド、台湾、タイ、インドおよびコロンビアにおいて事業を展開しています。

資産運用事業：　AIGの資産運用事業は、多様な投資関連サービスおよび投資商品を提供してい

ます。当該サービスおよび商品は、AIGのスプレッドに基づく投資事業、機関投資家向け資産運用

事業ならびにブローカレッジ・サービスおよびミューチュアル・ファンド事業を通して、国内外

において個人、年金基金および機関投資家に対して提供されています。資産運用セグメントにお

ける収益は、スプレッドに基づく商品に関連した投資利益ならびに管理、顧問およびインセン

ティブ報酬を表しています。

その他の事業：　AIGのその他の事業には、支払利息、再編費用、特定の事業セグメントに帰属し

ない本社人件費、内部統制の改善努力に関連する費用、本社主導の活動に係る費用、特定の報酬

制度費用、および連結財務書類に対する注記14(a)に詳細が記載されている和解費用が含まれて

います。
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事業セグメント別のAIGの営業の概要は以下のとおりです。

 

 (単位：百万ドル)

 事業セグメント     

 損害保険

生命保険
および
リタイヤ
メント・
サービス

金融
サービス

資産運用 その他 合計
連結
および
相殺消去

連結

2008年         

収益合計＊ $44,676$3,054$(31,095)$(4,526)$(81)$12,028$(924)$11,104

利息費用 6 5 3,36571213,32317,411 (393)17,018

一時的でない減損費用 4,53338,7311277,276 138 50,805 ― 50,805

少数株主損益考慮前
営業損失＊

(5,746)(37,446)(40,821)(9,187)(15,055)(108,255)(506)(108,761)

減価償却費 380 439 1,976250 162 3,207 ― 3,207

資本的支出 261 695 3,5011,381 303 6,141 ― 6,141

事業部門帰属資産
期末残高

$165,947$489,646$167,061$46,850$168,762$1,038,266$(177,848)$860,418

2007年         

収益合計 $51,708$53,570$(1,309)$5,625$457$110,051$13$110,064

利息費用 29 128 7,794567 1,580 10,098 (410)9,688

一時的でない減損費用 276 2,798 650 835 156 4,715 ― 4,715

少数株主損益考慮前
営業利益(損失)

10,5268,186(9,515)1,164(2,140)8,221 722 8,943

減価償却費 300 392 1,831 88 179 2,790 ― 2,790

資本的支出 354 532 4,5693,557 271 9,283 ― 9,283

事業部門帰属資産
期末残高

$181,708$613,161$193,975$77,274$126,874$1,192,992$(144,631)$1,048,361

2006年         

収益合計 $49,206$50,878$7,777$4,543$483$112,887$500$113,387

利息費用 23 74 6,005105 1,069 7,276 (325)6,951

一時的でない減損費用 77 641 1 225 ― 944 ― 944

少数株主損益考慮前
営業利益(損失)

10,41210,1213831,538(1,435)21,019 668 21,687

減価償却費 274 268 1,655 13 164 2,374 ― 2,374

資本的支出 375 711 6,278835 244 8,443 ― 8,443

事業部門帰属資産
期末残高

$167,004$550,957$202,485$78,275$107,517$1,106,238$(126,828)$979,410
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＊  財務報告をAIGの最高の運営判断を下す者による事業運営の態様により合わせるために、2008年度から認識

されるようになった連結会社間取引に係るAIG自身の信用リスク評価に関する調整はセグメントの収益およ

び営業利益から除外されています。またAIG親会社の帳簿に計上されている合計11億ドルののれんの減損費

用は、セグメント報告の目的上、ここに含まれています。
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主要内部報告ユニット別のAIGの損害保険事業の概要は以下のとおりです。

 

 (単位：百万ドル)

 損害保険

 
 
 

商業用保険
トランス
アトラン
ティック

個人向け
モーゲー
ジ保証

米国外
損害保険

報告セグ
メント
合計

連結
および
相殺消去

損害保険
合計

2008年          

収益合計 $20,841 $4,079$4,848$1,228$13,658$44,654 $22 $44,676

保険金および損害調査費 17,915 2,907 3,633 3,264 7,838 35,557 ― 35,557

保険引受費用 5,991 1,233 2,000 439 5,202 14,865 ― 14,865

営業利益(損失) (3,065) (61) (785)(2,475) 618 (5,768) 22 (5,746)

減価償却費 101 3 87 7 182 380 ― 380

資本的支出 69  3 62 10 117 261 ― 261

事業部門帰属資産期末残
高

$107,458 $13,376$5,304$6,561$39,037$171,736$(5,789)$165,947

2007年          

収益合計 $27,653 $4,382$4,924$1,041$13,715$51,715 $(7)$51,708

保険金および損害調査費 15,948 2,638 3,660 1,493 6,243 29,982 ― 29,982

保険引受費用 4,400 1,083 1,197 185 4,335 11,200 ― 11,200

営業利益(損失) 7,305 661 67 (637) 3,137 10,533 (7) 10,526

減価償却費 97  2 70 6 125 300 ― 300

資本的支出 93  4 81 21 155 354 ― 354

事業部門帰属資産期末残
高

$112,675 $15,484$5,930$4,550$48,728$187,367$(5,659)$181,708

2006年          

収益合計 $27,419 $4,050$4,871 $877 $11,999$49,216 $(10)$49,206

保険金および損害調査費 16,779 2,463 3,306 349 5,155 28,052 ― 28,052

保険引受費用 4,795 998 1,133 200 3,616 10,742 ― 10,742

営業利益 5,845 589 432 328 3,228 10,422 (10) 10,412

減価償却費 100 2 52 5 115 274 ― 274

資本的支出 125 2 94 11 143 375 ― 375

事業部門帰属資産期末残
高

$104,866 $14,268$5,391$3,604$43,879$172,008$(5,004)$167,004
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主要内部報告ユニット別のAIGの生命保険およびリタイヤメント・サービス事業の概要は以下

のとおりです。

 

  (単位：百万ドル)

  生命保険およびリタイヤメント・サービス

  

米国外生命保

険およびリタ

イヤメント・

サービス

米国内

生命保険

米国内

リタイヤメン

ト・サービス

報告

セグメント

合計

連結

および

相殺消去

生命保険

およびリタイ

ヤメント・

サービス合計

2008年        

収益合計：        

　保険型商品  $22,137$(3,743) $― $18,394 $― $18,394

　退職年金商品 (2,042) 2,222 (15,520)(15,340) ― (15,340)

収益合計  20,095 (1,521)(15,520)3,054 ― 3,054

営業利益  (6,337)(10,238)(20,871)(37,446) ― (37,446)

減価償却費  232 90 117 439 ― 439

資本的支出  595 32 68 695 ― 695

事業部門帰属資産期末残高  $271,867$97,773$137,471$507,111$(17,465)$489,646

2007年        

収益合計：        

　保険型商品  $34,289 $8,535 $― $42,824 $― $42,824

　退職年金商品 3,974 493 6,279 10,746 ― 10,746

収益合計  38,263 9,028 6,279 53,570 ― 53,570

営業利益  6,197 642 1,347 8,186 ― 8,186

減価償却費  194 85 113 392 ― 392

資本的支出  398 53 81 532 ― 532

事業部門帰属資産期末残高  $309,934$108,908$201,216$620,058$(6,897)$613,161

2006年        

収益合計：        

　保険型商品  $31,022 $8,538 $― $39,560 $― $39,560

　退職年金商品 3,609 568 7,141 11,318 ― 11,318

収益合計  34,631 9,106 7,141 50,878 ― 50,878

営業利益  6,881 917 2,323 10,121 ― 10,121

減価償却費  171 63 34 268 ― 268

資本的支出  602 71 38 711 ― 711

事業部門帰属資産期末残高  $261,259$103,624$192,885$557,768$(6,811)$550,957
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主要内部報告ユニット別のAIGの金融サービス事業の概要は以下のとおりです。

 

 (単位：百万ドル)

 金融サービス

 
航空機
リース

キャピタル
・マーケッ
ト

消費者金融 その他
報告

セグメント
合計

連結
および
相殺消去

金融
サービス
合計

2008年        

収益合計 $5,075$(40,333)$3,849$323$(31,086)$(9)$(31,095)

利息費用 1,557 ― 1,567 276 3,400 (35) 3,365

営業利益＊ 1,116(40,471)(1,261)(205)(40,821)― (40,821)

減価償却費 1,879 20 48 29 1,976 ― 1,976

資本的支出 3,231 5 85 180 3,501 ― 3,501

事業部門帰属資産期末残高 $47,426$77,846$34,525$(2,354)$157,443$9,618$167,061

2007年        

収益合計 $4,694$(9,979)$3,655$1,471$(159)$(1,150)$(1,309)

利息費用 1,650 4,644 1,437 63 7,794 ― 7,794

営業利益(損失) 873 (10,557)171 (2) (9,515) ― (9,515)

減価償却費 1,751 24 41 15 1,831 ― 1,831

資本的支出 4,164 21 62 322 4,569 ― 4,569

事業部門帰属資産期末残高 $44,970$105,568$36,822$17,357$204,717$(10,742)$193,975

2006年        

収益合計 $4,082$(186)$3,587$320 $7,803 $(26)$7,777

利息費用 1,442 3,215 1,303 108 6,068 (63) 6,005

営業利益(損失) 578 (873) 668 10 383 ― 383

減価償却費 1,584 19 41 11 1,655 ― 1,655

資本的支出 6,012 15 52 199 6,278 ― 6,278

事業部門帰属資産期末残高 $41,975$121,243$32,702$12,368$208,288$(5,803)$202,485

 

＊  AIGの連結上の数値では相殺消去されている連結会社間の利息費用14億ドルおよび公正価値増加額8.03億ド

ルを含んでいます。
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AIGの資産運用事業は単一の内部報告ユニットから構成されています。

 

主要な地域セグメント別のAIGの事業の概要は以下のとおりです。

 

 (単位：百万ドル)

  地域別セグメント  

 米国内(a) 極東 その他海外 連結

2008年     

収益合計 $(33,301)$25,022 $19,383 $11,104

不動産およびその他の固定資産、
減価償却累計額控除後

3,224 1,552 790 5,566

主にオペレーティング・リースに

よる航空機、減価償却累計額控除後(b)
$43,395 $― $― $43,395

2007年     

収益合計 $46,402 $36,512 $27,150$110,064

不動産およびその他の固定資産、
減価償却累計額控除後

3,202 1,404 912 5,518

主にオペレーティング・リースに
よる航空機、減価償却累計額控除後(b)

$41,984 $― $― $41,984

2006年     

収益合計 $57,984 $33,883 $21,520$113,387

不動産およびその他の固定資産、
減価償却累計額控除後

2,432 1,082 867 4,381

主にオペレーティング・リースに

よる航空機、減価償却累計額控除後(b)
$39,875 $― $― $39,875

 

(a) 2008度、2007度および2006度におけるカナダの保険事業による収益、それぞれ14億ドル、13億ドルおよび11億

ドルを含んでいます。収益は通常は報告ユニットの地理的所在地に基づいて計上されています。

(b) ILFCは90％超の収益を、外国の航空会社より稼得しています。
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４　公正価値測定

2008年１月１日付けで、AIGは、公正価値で測定される資産および負債に関連する測定および開

示の基準を明確に定めるFAS第157号およびFAS第159号を適用しました。追加情報については、注

記１をご参照ください。

FAS第157号の適用がAIGの2008年度の経営成績に与えた最大の影響は、主に複合ノートやデリ

バティブのように既に公正価値で計上されていた負債と、新たに公正価値で測定することが選択

された負債(以下のFAS第159号に関する記載を参照)の両方に関する公正価値測定手法が変更さ

れたことに関係するものです。特に、AIGの不履行リスクを反映するためにAIG自身の信用スプ

レッドおよび明示的なリスク・マージンを組み込んだ(組込契約デリバティブは移行時のみ)結

果、2008年度に税引前利益は以下のとおり18億ドル(税引後12億ドル)増加しました。

 

 

2008年12月31日
に終了した
12ヵ月間におけ
る税引前正味
増加(減少)額
(単位：百万ド

ル)

公正価値で
計上されている負債

影響を受ける
事業セグメント

損益計算書項目：    

正味実現キャピタル・ロス $542 独立したデリバティブ
AIGFP以外の
全セグメント

 (155)組込契約デリバティブ
生命保険およびリタイ
ヤメント・サービス

AIGFPのスーパー・シニア・クレジット
・デフォルト・スワップ・ポートフォリ
オに係る未実現市場価値評価損

185

スーパー・シニア・ク
レジット・デフォルト
・スワップ・ポート
フォリオ

AIGFP

その他の収益 1,209
ノート、GIA、デリバティ
ブ、その他の負債

AIGFP

税引前正味増加額 $1,781  

既に公正価値で計上されていた負債 $1,697  

新たに公正価値で測定することが選択され
た負債(FAS第159号による選択)

84   

税引前正味増加額 $1,781  

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

387/791



経常的な公正価値測定

AIGは、売買目的および売却可能証券ポートフォリオにおける金融商品、一部のモーゲージおよ

びその他の貸付債権、一部の直物商品、デリバティブ資産および負債、売戻し(買戻し)条件付購入

(売却)証券、貸付有価証券に係る投資現金担保、その他の投資資産に含まれる非流通株式投資お

よび一部のプライベート・リミテッド・パートナーシップおよび一部のヘッジ・ファンド、一部

の短期投資、分離変額勘定資産、一部の保険契約預り金、売建証券および売建直物商品、一部の信

託預り金ならびに銀行およびその他の預金者からの預かり金、一部の長期債務、その他の負債に

含まれる複合金融商品を経常的に公正価値で測定しています。金融商品の公正価値は、測定日に

市場参加者間の通常の取引において資産を売却する場合に受け取る、または負債を移転する場合

に支払う金額です。

金融商品の公正価値測定に使用される判断の程度は、通常は価格の観察可能性の程度に関係し

ています。活発な市場における相場価格のある金融商品は通常は価格の観察可能性が高く、公正

価値の測定に使用される判断の程度は低くなります。反対に、活発でない市場で取引されている

か相場価格のない金融商品は観察可能性が低く、より多くの判断を必要とする評価モデルまたは

その他の価格算定手法を用いて公正価値が測定されます。活発な市場とは、評価される資産また

は負債の取引が価格情報を継続的に提供するのに十分な頻度と量で発生する市場のことです。活

発でない市場とは、評価される資産または負債の取引があまりないか、価格が最新ではないか、相

場が時期やマーケットメーカーによって大幅に変動するか、公開情報があまりない市場のことで

す。価格の観察可能性は複数の要素による影響を受けますが、その要素とは金融商品の種類、金融

商品の市場における新規性と定着性、取引の特徴および一般市況等です。

 

公正価値の階層

2008年１月１日より、連結貸借対照表に公正価値で計上される資産および負債は、公正価値測

定に使用される市場で入手可能なインプットの観察可能性に基づき、開示のための３つの「レベ

ル」からなる階層で以下のとおり測定および分類されます。

・レベル１:　AIGが参加できる活発な市場における同じ資産または負債の相場価格(未調整)によ

る公正価値測定。市場価格データは通常、取引所またはディーラー市場から入手します。AIGは当

該商品の相場価格を調整しません。経常的に公正価値で測定され、レベル１に分類される資産お

よび負債には、一部の政府および行政機関の証券、活発に取引されている上場普通株式およびデ

リバティブ契約、大部分の分離勘定資産ならびに大部分のミューチュアル・ファンドが含まれ

ます。
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・レベル２:　資産または負債に関して直接的または間接的に観察可能な、レベル１に含まれる相

場価格以外のインプットに基づく公正価値測定。レベル２のインプットには、活発な市場におけ

る類似資産および負債の相場価格と、資産または負債に関して観察可能な相場価格以外のイン

プット、例えば一般的な間隔で観察可能な金利およびイールド・カーブが含まれます。経常的に

公正価値で測定され、レベル２に分類される資産および負債には、通常は、一部の政府証券、大部

分の投資適格および高利回り社債、一部のABS、一部の上場株式、州債、地方自治体債および地方

債、複合証券、ミューチュアル・ファンドおよびヘッジ・ファンドへの投資、デリバティブ契約、

AIGFPの保証投資契約ならびに現物商品が含まれます。

・レベル３:　観察不能な重要なインプットを用いる評価手法に基づく公正価値測定。資産または

負債に関する市場活動があったとしてもごくわずかである場合を含みます。公正価値の測定に

用いられるインプットは、公正価値の階層の別のレベルに該当する場合もあります。その場合、

公正価値測定が全体として該当する公正価値の階層のレベルは、全体としての公正価値測定に

とって重要な最も低いレベルのインプットに基づいて決定されます。特定のインプットの全体

としての公正価値測定にとっての重要性に関するAIGの評価は、判断を要するものです。評価に

あたってAIGは資産または負債に特有の要素を考慮します。経常的に公正価値で測定され、レベ

ル３に分類される資産および負債には、一部の不良ABS、仕組み信用商品、一部のデリバティブ契

約(AIGFPのスーパー・シニア・クレジット・デフォルト・スワップ・ポートフォリオを含む)、

公正価値で計上される保険契約預り金、プライベート・エクイティおよび不動産ファンド投資、

ならびに直接的なプライベート・エクイティ投資が含まれます。非経常的に公正価値で測定さ

れるAIGの非金融商品資産は、通常はレベル３に分類されます。

 

以下は公正価値で計上される商品に関して使用される評価手法に関する記載です。

 

公正価値測定における信用リスクの組み込み

・AIG自身の信用リスク　AIGFPの債務、GIA、仕組み債および独立したデリバティブの公正価値測

定では、観察可能なAIGのクレジット・デフォルト・スワップのスプレッドを参照して、各取引

相手の貸借対照表日現在におけるAIGに対する正味信用エクスポージャーに備えた明示的な保

護費用を算定することで、AIG自身の信用リスクを組み込んでいます。取引相手のAIGに対する正

味信用エクスポージャーは、適宜マスター・ネッティング契約に基づき算定され、AIGとの全ポ

ジションおよび取引相手に対してAIGが貸借対照表日現在提供している担保を考慮しています。

組込保険デリバティブおよび保険契約預り金の公正価値測定では、保険契約者債務はAIGの一

般の債権者に対する債務に優先しているため、AIGのクレジット・デフォルト・スワップまたは

現金扱い発行のスプレッドの変動に対する感応度が大幅に低くなっていることを考慮していま

す。
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・取引相手の信用リスク　独立したデリバティブの公正価値測定では、観察可能な取引相手のク

レジット・デフォルト・スワップのスプレッドを参照して、AIGの貸借対照表日現在における各

取引相手に対する正味信用エクスポージャーに備えた明示的な保護費用を算定することで、取

引相手の信用リスクを組み込んでいます。AIGの取引相手に対する正味信用エクスポージャー

は、マスター・ネッティング契約に基づき算定され、取引相手との全デリバティブ・ポジション

および取引相手が貸借対照表日現在提供している現金担保を考慮しています。

 

同一または類似した商品の観察可能な市場価格に基づいた満期固定証券の公正価値は、取引相

手の信用リスクを黙示的に組み込んでいます。内部モデルに基づいた満期固定証券の公正価値

は、類似商品の現金扱い発行のスプレッドまたはその他の観察可能な情報を考慮した割引率を用

いることで、取引相手の信用リスクを組み込んでいます。

 

満期固定証券－売買目的および売却可能　

AIGは公正価値を測定する際に、観察可能なインプットを最大限に使用し観察不能なインプッ

トの使用を最小限に抑えています。入手可能であれば、AIGは、同一資産の活発な市場における貸

借対照表日現在の相場価格を入手し、売買目的および売却可能ポートフォリオ内の満期固定証券

の公正価値を測定します。市場価格データは通常は取引所またはディーラー市場から入手しま

す。

AIGは、売戻し(買戻し)条件付購入(売却)証券ならびにAIGが公正価値オプションを選択した

モーゲージおよびその他の貸付債権を含む、活発な市場で取引されていない満期固定証券の公正

価値を、類似した属性を有する流通証券を参考に、ディーラー気配値、マトリックス価格算定手法

および割引キャッシュ・フロー分析または内部評価モデルを用いて見積っています。この手法は

発行体の業種、証券の格付けと期間、表面利率、発行体の資本構成におけるポジション、イールド

・カーブ、クレジット・カーブ、期限前償還率およびその他の関連要素等を考慮しています。活発

な市場で取引されていない、もしくは譲渡制限のある満期固定商品の評価額は、非流動性およ

び／または非譲渡性を反映して調整されますが、この調整は通常入手可能な市場証拠に基づいて

います。そのような証拠がない場合には経営陣の最善の見積りが利用されます。

 

MLⅡおよびMLⅢ

AIGのMLⅡに対する経済的持分およびMLⅢに対するメンバーシップ持分(「メイデン・レーン

持分」)は、当初はそれぞれの取引価格10億ドルおよび50億ドルで評価されました。その後、メイ

デン・レーン持分は、メイデン・レーン持分が権利を有している資産の予想将来キャッシュ・フ

ロー、および全資産プールの公正価値に基づき当該持分に適用される割引率を使用した割引

キャッシュ・フロー手法を用いて評価されています。内在的な割引率は、各事業体の資本構造に

対するAIGの持分に相応する原資産の見積価額の変動に応じて調整されます。評価に使用される

見積りキャッシュ・フローおよび割引率は、可能な限り、類似した資産プール、構造および期間を

有した証券に関する観察可能な情報を用いてその妥当性を確認しております。

評価感応度：　メイデン・レーン持分の公正価値は、評価モデルに使用される割引率の変動お

よび基礎となる担保の予想将来キャッシュ・フローの仮定における変更により最大の影響を受
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ベンチマークLIBOR金利カーブの変動は、マクロ経済事項および金融部門信用スプレッドによ

り決定されます。メイデン・レーン持分に関するLIBORのスプレッド(担保特有の信用および流動

性スプレッドを含む)は、当該投資の将来の運用成績に関する市場予測の変化および市場参加者

が取引時に要求するであろうリスク・プレミアムの変化により変動する可能性があります。

予想将来キャッシュ・フローの変動は、主として担保の不履行、回収および担保の対象となっ

ているローンの期限前償還に関する予想の変更の結果として生じます。

評価に使用される割引率の上昇または将来の見積りキャッシュ・フローの減少により、メイデ

ン・レーン持分の公正価値に関するAIGの見積額は以下のとおり減少します。

 

  (単位：百万ドル)

 公正価値の変動

 MLⅡ MLⅢ

割引率   

200ベーシス・ポイント上昇 $(87) $(596)

400ベーシス・ポイント上昇 (164) (1,098)

予想将来キャッシュ・フロー   

10%減少 (316) (881)

20%減少 (595) (1,668)

 

AIGは、これらの分析で使用されている割引率の範囲は、類似した担保証券のインプライド・ス

プレッド・ボラティリティおよびLIBOR金利のインプライド・ボラティリティに基づいて合理的

であると考えています。予想将来キャッシュ・フローの範囲は、類似した商品の累積損失見積額

に暗示される予想キャッシュ・フローの変動性に基づいて決定されています。メイデン・レーン

持分の公正価値は見積額により大幅に変動する可能性が高いです。

 

活発な市場で取引されている株式－売買目的および売却可能

AIGは公正価値を測定する際に、観察可能なインプットを最大限に使用し観察不能なインプッ

トの使用を最小限に抑えています。入手可能であれば、AIGは、同一資産の活発な市場における貸

借対照表日現在の相場価格を入手し、売買目的および売却可能ポートフォリオ内の市場性ある株

式の公正価値を測定します。市場価格データは通常は取引所またはディーラー市場から入手しま

す。
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非流通株式投資－その他の投資資産

AIGは、活発な市場で取引されていない資本商品の公正価値を当初は取引価格を参考に見積り

ます。この評価額はインプットおよび仮定の変動を裏付ける証拠がある場合にのみ調整されます

が、その証拠には、類似商品の取引、原投資または類似事業体による完了または未完了の第三者取

引、その後の資金調達、資本再編およびその他の資本構成に係る一連の取引、資本市場における株

式発行ならびに財務指標またはキャッシュ・フローの変動が含まれます。活発な市場で取引され

ていない、もしくは譲渡制限のある株式の評価額は、非流動性および／または非譲渡性を反映し

て調整されますが、この調整は通常入手可能な市場証拠に基づいています。そのような証拠がな

い場合には経営陣の最善の見積りが利用されます。

 

プライベート・リミテッド・パートナーシップおよびヘッジ・ファンド－その他の投資資産

AIGは、一部のプライベート・リミテッド・パートナーシップおよび一部のヘッジ・ファンド

に対する投資の公正価値を当初は取引価格を参考に見積ります。その後AIGは、当該投資の公正価

値を、当該投資のゼネラル・パートナーまたはマネージャーより提供される純資産価額情報から

入手しており、当該投資の財務書類は通常年１回の監査を受けています。AIGは、純資産価額を公

正価値測定値として利用することの適切性の立証において、観察可能な市場データを検討し、入

念な調査手順を実施しています。

 

分離勘定資産

分離勘定資産は、主に登録および無登録のオープン・エンド型ミューチュアル・ファンドから

なり、当該ファンドは通常は毎日取引があり、活発な市場で取引されている株式に係る上述の方

法により公正価値で測定されています。

 

独立したデリバティブ

デリバティブ資産および負債は取引所または店頭において取引可能です。AIGは通常、上場デリ

バティブを、同一デリバティブの活発な市場における貸借対照表日現在の相場価格を用いて評価

しています。

店頭取引デリバティブは、可能な限り、市場取引およびその他の市場証拠を用いて評価されま

すが、それには、市場に基づいたモデルへのインプット、モデルの市場決済取引に対する調整、ブ

ローカーやディーラーの気配値または合理的な水準の価格透明性のある別の価格算定情報源を

含みます。モデルを使用する際、店頭デリバティブを評価するための特定のモデルの選択は、商品

の契約条件および特有のリスクならびに市場における価格情報の入手可能性に左右されます。

AIGは通常、類似した商品の評価には類似したモデルを使用します。評価モデルは、契約条件、市場

価格およびレート、イールド・カーブ、クレジット・カーブ、ボラティリティの程度、期限前償還

率ならびに当該インプットの相関等の様々なインプットを必要としています。一般的な先渡し、

スワップおよびオプションのような流動性のある市場で取引されている店頭デリバティブにつ

いては、モデルのインプットは通常は相関やその他の方法で観察可能な市場データにより裏付け

が可能であり、モデルの選択において重要な経営陣の判断を伴うことはありません。
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一部の店頭取引デリバティブは流動性が低く価格情報が限られた市場で取引されており、これ

らのデリバティブの公正価値の決定は本質的により困難です。AIGが重要なモデルへのインプッ

トを裏付ける市場証拠を入手できずモデルを市場取引に対して検証できない場合には、取引価格

が当初の公正価値の最善の見積りとして使用されます。したがって、価格算定モデルが当該商品

の評価に使用される場合、開始時のモデル価格が取引価格と等しくなるようモデルは調整されま

す。当初認識の後に、類似した市場取引、第三者価格算定サービスおよび／またはブローカーや

ディーラー気配値、もしくはその他の実証的市場データ等の証拠による裏付けがあれば、AIGは評

価インプットを更新します。流動性、ビッド／オファー・スプレッドおよび信用事項等の様々な

要因により、評価額は適宜調整されます。この調整は通常は入手可能な市場証拠に基づいていま

す。そのような証拠がない場合には経営陣の最善の見積りが利用されます。

 

組込保険デリバティブ

一部の変額年金ならびに株式連動年金および生命保険契約に含まれている組込保険デリバ

ティブの公正価値は、予想契約期間にわたる予測キャッシュ・フローに関連する数理計算上およ

び資本市場の仮定に基づいて測定されます。これらのキャッシュ・フロー見積額は、主に給付金

および関連する手数料評価額を適宜含んでおり、保険契約者の行動に関する予想を組み込んでい

ます。将来の保険契約者の行動に関する予想は主観的なものであり、主にAIGの過去の実績に基づ

いています。AIGの変額年金契約に含まれている組込保険デリバティブについては、予想キャッ

シュ・フローがダイナミックかつ複雑であるため、リスク・ニュートラル評価法が用いられま

す。これらの商品に係るキャッシュ・フローを見積るためには、期待市場収益率、市場ボラティリ

ティ、ファンドと市場インデックス収益の相関、ファンドのパフォーマンス、割引率および保険契

約者の行動等に関する多くの見積りおよび判断が必要となります。AIGの株式連動年金および生

命保険契約に含まれている組込保険デリバティブについては、将来の株式インデックス成長率、

株式インデックスのボラティリティ、将来の金利に関する仮定、ならびに市況および保険契約者

の行動に関する仮定を踏まえた就労率および株式連動クレジット・レート上限の調整に関する

決定を考慮して、オプション価格算定モデルが公正価値の見積りに使用されます。FAS第157号が

適用されても、これらの手法に変更はありませんが、予測キャッシュ・フローおよび保険契約者

の行動に関する市場参加者の見積りを考慮するために明示的なリスク・マージンを組み込んだ

点だけが変更されています。2008年度には一部の変額年金保証の公正価値の測定に用いられる評

価手法が修正され、主に特定の予測給付支払額に適用される長期の株式ボラティリティの仮定お

よび割引率が変更されました。
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AIGFPのスーパー・シニア・クレジット・デフォルト・スワップ・ポートフォリオ

AIGFPは、負債証券またはローンの指定されたプールにおけるスーパー・シニア・リスク層に

関して締結されたクレジット・デフォルト・スワップを、内部評価モデル、第三者見積額および

市場インデックスを用いて評価しています。主要な市場は、この種類と規模のスーパー・シニア

・クレジット・デフォルト・スワップの取引が、最大の量または水準で発生するまたは発生して

いる市場と考えられます。このため主要な市場の参加者は洗練された店頭デリバティブ市場に参

加する他の大手金融機関であるとAIGは考えています。特定される評価手法は、関連する債務の性

質および市場価格の入手可能性によって異なります。

特に2007年度下半期以降、ストラクチャード・ファイナンス市場における売買および価格の透

明性が十分でないことから観察可能な市場情報の入手が制限されているため、スーパー・シニア

・クレジット・デリバティブの評価は困難なものになっています。このような市況では、財務報

告目的での公正価値の見積りにおいて経営陣の見積りと判断への依存が高まります。また、市場

参加者が使用する評価手法および不安定な市場を評価する際の判断がそれぞれ異なるため、これ

らの商品に関して、それぞれが大幅に異なる公正価値の見積額を算出する可能性が高くなってい

ます。

AIGFPのスーパー・シニア・クレジット・デフォルト・スワップ・ポートフォリオの評価手法

は、悪化する市況および観察可能な市場情報の欠如に対応できるよう変化しています。AIGは入手

可能な市場情報に対してモデルを調整し、モデルの仮定を定期的に見直すようにしてきました。

規制上の自己資本比率の改善を円滑にするために締結されたクレジット・デフォルト・ス

ワップの場合、AIGFPはこれらのデリバティブの公正価値を、観察可能な市場取引を考慮して見

積っています。最も観察可能性の高い取引は、取引相手による取引の早期解約です。AIGはこれら

の取引の大部分は今後15カ月のうちにAIGFPの取引相手により解約されるものと考えています。

2008年度には、想定元本純額997億ドルの規制上の自己資本に係るスーパー・シニア取引が解約

または満期となりました。またAIGFPは、想定元本純額265億ドルの規制上の自己資本に係るスー

パー・シニアCDS取引についても、2009年度の特定日を解約日とする正式な解約通知を受領して

います。AIGFPは、これらの解約について支払いを求められたことはなく、解約手数料を受領する

場合もありました。AIGFPは、妥当かつ入手可能な範囲で、その他の市場データも検討しています。

AIGFPは、資産担保証券(「ABS」)のマルチセクター債務担保証券(「CDO」)のスーパー・シニ

ア・トランシェ(特定のCDOにより発行された証券の保有者が当該証券を1940年投資会社法に基

づく適格な短期2a-7投資(「2a-7プット」)として扱うことを認める満期短縮プットを含む)に関

して締結されたクレジット・デフォルト・スワップ・ポートフォリオの評価に２項展開法

(Binomial Expansion Technique「BET」)モデルの修正版を使用しています。BETモデルは、CDOト

ランシェの予想損失を見積り、当該トランシェの信用格付けを引き出すために、主要格付け機関

により1996年に開発され、それ以降幅広く利用されています。

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

395/791



AIGFPは、CDOのスーパー・シニア・リスク層またはトランシェの価格を見積るためにBETモデ

ルを採用しています。AIGは、格付け機関の仮定ではなく原証券の市場価格によりデフォルトの可

能性を暗示するためにBETモデルを修正しました。見積額を算出するために、当該モデルでは、CDO

ポートフォリオを構成する証券の見積価格をインプットとして使用し、当該見積価格を現在の

LIBORに基づく金利に係る信用スプレッドに変換しています。これらの信用スプレッドは原証券

の暗示されているデフォルトの可能性および予想損失を算定するのに用いられます。その後当該

データは統合され、CDOのスーパー・シニア・トランシェの予想キャッシュ・フローの見積りに

利用されます。

CDOが保有する各証券の価格は、入手可能な場合には大抵はCDO担保管理者より入手されます。

2008年12月31日に終了した事業年度において、CDO担保管理者は原証券の61.2％について市場価

格を提供しています。証券の価格がCDO担保管理者より提供されない場合には、AIGFPは、類似証券

に関してCDO担保管理者が提供している価格を用いた価格決定マトリックスより価格を引き出し

ます。マトリックスによる価格決定は、主に負債証券の評価に用いられる数学的な手法であり、特

定の証券の相場価格のみに依拠するのではなく、むしろ他の指標となる証券に対する当該証券の

関係に依拠しています。価格を提供したほぼすべてのCDO担保管理者は、原証券のすべてまたは一

部に関してディーラー価格を利用していますが、第三者価格決定サービスにより補完されている

場合もあります。

またBETモデルは、分散指数、加重平均寿命、回収率および割引率も利用しています。

AIGFPはまた、資本構造の最優先レベルにキャッシュ・フローを流入させるトリガーがあると

いったCDOの構造の独自性がCDOの評価に与える影響を測定するのを補助するために、モンテ・カ

ルロ・シミュレーションを利用しています。モンテ・カルロ・シミュレーションは、一定のシ

ミュレーション・シナリオにおいて原証券が不履行となるか否か、また不履行となるのであれば

当該証券が不履行となる暗示されたランダムな時期および予想損失を判断するのに用いられま

す。当該情報はキャッシュ・フロー動向の予測およびポートフォリオの予想損失の算出に利用さ

れます。

AIGFPは、クレジット・デフォルト・スワップで参照されているスーパー・シニアCDO証券の公

正価値の見積額を内部モデルを用いて算出していますが、当該モデルの結果を立証し、公正価値

の可能な限り最善の見積額を算出するために、当該取引の取引相手を含む第三者により提供され

るスーパー・シニアCDO証券の見積価格も考慮しています。クレジット・デフォルト・スワップ

で参照されているスーパー・シニアCDO証券の公正価値を算出する際、AIGFPは、入手可能なすべ

ての価格決定データ点を考慮し範囲外のデータ点を排除する一貫した手続きを用いています。価

格決定データ点が合理的な範囲内であれば、平均的な手法が使用されます。

投資適格な社債のポートフォリオに関して締結されたクレジット・デフォルト・スワップの

場合、AIGFPは、各契約の契約上のプレミアムを同等の信用指標(欧州の社債はiTraxxインデック

ス、米国の社債はCDXインデックス)を持つシニア・トランシェの現在の市場水準と比較すること

で、当該債務の公正価値を見積っています。これらの指標は参照ポートフォリオの代用として合

理的であると考えられています。また、AIGFPは、公正価値の可能な限り最善の見積額を算出する

ために、当該評価額を第三者価格と比較し適宜調整を加えています。
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AIGFPは、CLOに関して締結されたクレジット・デフォルト・スワップから生じる債務の公正価

値は、参照債務の現在の市場価額を控除した額面価額に等しいと見積っています。このため、クレ

ジット・デフォルト・スワップ契約のもと参照されている原スーパー・シニア・トランシェの

第三者相場を入手することで、評価額が算出されます。

 

保険契約預り金

保険契約預り金は2008年１月１日より公正価値で会計処理され、以下の要素を考慮しインカム

・アプローチ法を用いて測定されています。

・現在の保険契約口座の評価額および関連する解約手数料

・リスク・ニュートラル評価法を用いる商品に関連する見積り将来キャッシュ・インフロー(契

約料)およびアウト・フロー(給付金および維持費)の現在価値で、保険契約者の行動、市場利回

りおよびその他の要素に関する予想を組み込んだもの

・市場利回りおよびモデル・インプットに内在する不確実性に関して市場参加者が求めるリス

ク・マージン

保険契約預り金の公正価値の変動は、給付金および保険金として連結損益計算書に計上されま

す。

 

直物商品ならびに売建証券および売建直物商品

直物商品および売建直物商品の公正価値は、取引所で取引される参照スポット先物契約の現在

の市場価額に基づいています。売建証券の公正価値は現在の市場価額に基づいています。
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経常的に公正価値で測定される資産および負債

以下の表は、経常的に公正価値で測定されている資産および負債に関する情報を表示してお

り、使用されるインプットのレベルに基づいた公正価値測定のレベルを示しています。

 
 

(単位：百万ドル)

 レベル１ レベル２ レベル３
取引相手
相殺(a)

現金担保
(b)

2008年
12月31日
現在合計

資産：       

売却可能債券 $414$344,237$18,391$－ $－ $363,042

売買目的債券 781 29,4806,987 － － 37,248

貸付有価証券に係る投資現金担保(c) － 2,966 435 － － 3,401

売却可能普通株式および優先株式 7,2821,415 111 － － 8,808

売買目的普通株式および優先株式 11,1991,133 3 － － 12,335

モーゲージおよびその他の貸付債権 － 131 －  － 131

その他の投資資産(d) 1,8536,17511,168 － － 19,196

スワップ、オプションおよび先渡取引に
係る未実現利益

223 90,9983,865(74,217)(7,096)13,773

売戻し条件付購入証券 － 3,960 － － － 3,960

短期投資 3,24716,069 － － － 19,316

分離勘定資産 47,9022,410 830 － － 51,142

その他の資産 － 44 325 － － 369

合計 $72,901$499,018$42,115$(74,217)$(7,096)$532,721

負債：       

保険契約預り金 $－ $－ $5,458 $－ $－ $5,458

その他の積立勘定 － － － － － －

買戻し条件付売却証券 － 4,423 85 － － 4,508

売建証券および売建直物商品 1,1241,569 － － － 2,693

スワップ、オプションおよび先渡取引に
係る未実現損失(e)

1 85,25514,435(74,217)(19,236)6,238

信託預り金ならびに銀行およびその他
の預金者からの預り金

－ 30 － － － 30

コマーシャル・ペーパー － 6,802 － － － 6,802

その他の長期債務 － 15,4481,147 － － 16,595

その他の負債 － 1,355 － － － 1,355

合計 $1,125$114,882$21,125$(74,217)$(19,236)$43,679

 

(a) FIN第39号に従った適格なマスター・ネッティング契約の対象であるデリバティブ・エクスポージャーの相

殺を示しています。

(b) 現金担保提供額および受取額を示しています。

(c) 当該金額は取得原価で計上される短期投資を除いており、当該取得原価は4.43億ドルの公正価値に近似して

います。
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(d) レベル３として計上されている資産の公正価値の約14.6％は、AIGが連結している様々なプライベート・エ

クイティ、不動産、ヘッジ・ファンドおよびファンド・オブ・ファンズに関連しています。これらのファンド

に対するAIGの所有持分はレベル３の金額の27.6％または17億ドルに相当します。

(e) レベル３には、AIGFPのスーパー・シニア・クレジット・デフォルト・スワップ・ポートフォリオに係る90

億ドルの公正価値デリバティブ負債が含まれています。

 

2008年12月31日現在、レベル３の資産は資産合計の4.9％に相当し、レベル３の負債は負債合計

の2.6％に相当しています。

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

399/791



以下の表は、経常的に公正価値で測定されるレベル３の資産および負債の2008年度における増

減、ならびに2008年12月31日現在の連結貸借対照表に計上されているレベル３の資産および負債

に関連して2008年度に損益計上された実現および未実現利益(損失)を示しています。

 

(単位：百万ドル)

 
期首残高
(a)

損益計上
された
正味実現
および
未実現利益
(損失)(b)

その他の
包括利益
(損失)
累計額

購入、売却、
発行および
決済
‐純額

譲渡
引受け
(引渡し)

2008年
12月31日
現在
残高

2008年
12月31日
現在

保有されて
いる商品に
係る未実現
利益(損失)
の変動

資産：        

売却可能債券 $19,071$(5,968)$(653)$803$5,138$18,391$－

売買目的債券 4,563(3,905) 5 6,268 56 6,987(2,468)

貸付有価証券に係る投資現金
担保

11,353(6,667)1,668(11,732)5,813 435 －

売却可能普通株式および優先
株式

359 (25) (53) (173) 3 111 －

売買目的普通株式および優先
株式

30 － (4) (25) 2 3 (1)

モーゲージおよびその他の
貸付債権

－ (4) － － 4 － －

その他の投資資産 10,373 112 (382)1,042 23 11,168 991

短期投資 － － － － － － －

その他の資産 141 12 － 172 － 325 12

分離勘定資産 1,003 (221) － 48 － 830 (221)

合計 $46,893$(16,666)$581$(3,597)$11,039$38,250$(1,687)

負債：        

保険契約預り金 $(3,674)$(986) $5 $(803)$－ $(5,458)$2,163

買戻し条件付売却証券 (208) (17) － (82) 222 (85) (3)

スワップ、オプションおよび先
渡取引に係る未実現損失、純額

(11,710)(26,824)(19)27,956 27 (10,570)(177)

その他の長期債務 (3,578)730 － 1,309 392 (1,147)(126)

その他の負債 (511) － － 511 － － －

合計 $(19,681)$(27,097)$(14)$28,891$641$(17,260)$1,857

 

(a) レベル３のデリバティブ・エクスポージャー合計は、上表の表示上のみ相殺されています。
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(b) 上記の正味実現および未実現利益(損失)は、連結損益計算書において主に以下のとおり計上されています。

 

資産/負債の主要カテゴリー 連結損益計算書の勘定科目

金融サービス資産および負債 ・その他の収益

 ・AIGFPスーパー・シニア・クレジット・デフォルト・スワッ

プ・ポートフォリオに係る未実現市場価値評価損

貸付有価証券に係る投資現金担保 ・正味実現キャピタル・ゲイン(ロス)

その他の投資資産 ・正味実現キャピタル・ゲイン(ロス)

保険契約預り金 ・給付金および保険金

 ・正味実現キャピタル・ゲイン(ロス)

 

上表のレベル３に分類されているポジションの公正価値の算定には、観察可能および観察不能

なインプットの両方が使用される場合があります。このため、2008年12月31日現在保有されてい

る商品に係る未実現利益(損失)は、観察可能なインプット(市場金利の変動等)および観察不能な

インプット(観察不能な長期ボラティリティの変動等)の両方に帰属する公正価値の変動を含む

場合があります。

AIGは様々なヘッジ手法を用いて、レベル３に分類されているものを含む特定のポジションに

関連するリスクを管理しています。当該手法は、レベル１および／またはレベル２に分類されて

いる金融商品の購入または売却を含むことがあります。このため、上表のレベル３に分類されて

いる資産および負債に係る実現および未実現利益(損失)は、レベル１および／またはレベル２に

分類されているヘッジ商品に係る関連の実現および未実現利益(損失)を反映していません。

分離変額勘定資産の公正価値の変動は、公正価値で計上されないために上表には含まれていな

い分離変額勘定負債の変動により連結損益計算書上において完全に相殺されています。

 

非経常的な公正価値測定

AIGは特定の資産の公正価値を非経常的に測定しており、通常は四半期ごと、年１回、もしくは

資産の帳簿価額が回収できない可能性を示す事象や状況の変化が生じた際に測定しています。当

該資産には、満期保有目的証券(2008年度第３四半期より前の期間)、原価法および持分法による

投資、生命保険の生前譲渡契約、航空機、担保保証付担保権実行ローンおよび不動産およびその他

の固定資産、のれんならびにその他の無形固定資産が含まれます。AIGは、以下に記載のとおり、当

該資産の公正価値を測定するために様々な手法を適宜使用しています。

・原価法および持分法による投資：　AIGは当該資産の帳簿価額を回収できない可能性があると

判断した時点で、当該資産を公正価値で計上し、減損を損益計上しています。この場合、AIGは当

該資産の公正価値を、上述の経常的な公正価値測定－公正価値の階層に記載されている満期固

定証券および株式に係る方法を用いて測定します。
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・生命保険の生前譲渡契約：　AIGは個々の生命保険の生前譲渡契約(その他の投資資産に含まれ

る)について、当該契約を有効に存続させるために発生が予想される割引前の将来費用を帳簿価

額に加算した金額が当該契約による予想収入を上回る場合に公正価値を測定しています。この

場合、公正価値は、現状における平均寿命の仮定を組み込んだ、割引キャッシュ・フローに基づ

いて算定されます。割引率は、市場金利、生命保険の生前譲渡契約を発行した保険会社に対する

信用エクスポージャーおよび当該契約の投資者が求めるであろうリスク・マージンに関する

AIGの見積りについての最新の情報を組み込んでいます。

・航空機(主にオペレーティング・リース中):　AIGは商業用航空機の帳簿価額が回収できない可

能性があると判断した時点で、当該航空機を公正価値で計上し、減損を損益計上しています。AIG

は、商業用航空機の公正価値を、インカム・アプローチにより、航空機の最高最善の使用形態で

の経済的耐用年数の終了時までの期間における条件付賃借料に処分価額を加算した金額を含む

既存および予測の支払リース料(市場参加者に関する過去の実績および現在の予想に基づく)か

ら生じるすべてのキャッシュ・フローの現在価値に基づいて測定しています。

・担保保証付担保権実行ローンおよび不動産およびその他の固定資産:　担保権実行ローンに関

連してAIGが担保を差し押さえる場合には、通常AIGは、当該資産を単独で売却する現在の取引に

おいて受け取るであろう価格に基づいて公正価値を見積ります。

・のれん:　AIGは、のれんの帳簿価額が回収できない可能性を示す事象や状況の変化が生じた際

もしくは少なくとも年１回、のれんの減損テストを実施します。のれんが減損した可能性がある

とAIGが判断した場合、AIGは割引予想将来キャッシュ・フローを含む手法、評価、または報告ユ

ニットの売却が検討されている場合には第三者による公正価値の指標(入手可能な場合)を使用

します。

・長期性資産:　AIGは、長期性資産の帳簿価額が回収できない可能性を示す事象や状況の変化が

生じた際、長期性資産の減損テストを実施します。AIGは、長期性資産の公正価値を、上述の使用

中の前提に基づき不動産およびその他の固定資産の公正価値を見積るのに使用するのと同じ要

素を考慮する使用中の前提に基づいて測定しています。

 

AIGの様々な資産クラスの減損テスト方法に関する追加情報については、注記１(c)、(d)、(e)お

よび(s)をご参照ください。
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非経常的に公正価値で測定される資産の減損費用は以下のとおりです。

 

(単位：百万ドル)

 レベル１ レベル２ レベル３ 合計

2008年
12月31日
に終了した
事業年度

のれん $－ $－ $－ $－ $4,085

所有不動産 － － 1,379 1,379 242

その他の投資 15 － 3,122 3,137 265

その他の資産 － 29 1,160 1,189 107

合計 $15 $29 $5,661$5,705$4,699

 

AIGは、主に損害保険、米国内生命保険および米国内リタイヤメント・サービス、消費者金融お

よびキャピタル・マーケット事業に関連したのれんの減損費用41億ドルを2008年度に認識しま

した。2008年12月31日現在、損害保険、生命保険およびリタイヤメント・サービスならびに資産運

用事業セグメントに残存しているのれんの帳簿価額合計は、それぞれ13億ドル、44億ドルおよび

13億ドルでした。

AIGは、特定の投資不動産およびその他の長期性資産の減損費用6.14億ドルを2008年度に認識

し、その他の収益に含めました。FAS第157号で規定されているとおり、上記表に開示されている公

正価値は取引費用の調整前のものです。連結貸借対照表に計上されている金額は取引費用控除後

の金額です。
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公正価値オプション

FAS第159号は、企業が公正価値での測定が要求されていない多くの金融商品ならびにその他の

特定の資産および負債を公正価値で測定する選択をすることを認めています。指定された項目に

ついてのその後の公正価値の変動は、損益計上することが要求されています。FAS第159号に基づ

き公正価値オプションが選択された、AIGの保険事業およびAIGFPにおける金融商品に係る未実現

利益および損失は、連結損益計算書上、給付金および保険金ならびにその他の収益にそれぞれ分

類されています。

 

以下の表は、AIGが公正価値オプションを選択した適格商品に関連して2008年度に計上された

利益および損失、ならびに2008年１月１日現在の株主資本期首残高に対する減少として計上され

た関連の移行調整額を示しています。

 
 

(単位：百万ドル)

 
2008年

１月１日現在
適用前

適用による
移行調整額
(a)

2008年
１月１日現在
適用後

2008年12月31日
に終了した事業
年度における
利益(損失)

モーゲージおよびその他の貸付債権 $1,109 $－ $1,109 $(82)

売買目的証券(旧売却可能証券) 39,278 5 39,283 (8,663)

売買目的－MLⅡおよびMLⅢ － － － (1,116)

売戻し条件付購入証券 20,950 1 20,951 400

その他の投資資産 321 (1) 320 (39)

短期投資 6,969 － 6,969 68

繰延保険契約獲得費用 1,147 (1,147) － －

その他の資産 435 (435) － 1

生命保険および傷害医療保険将来保険給付債務 299 299 － －

保険契約預り金(b) 3,739 360 3,379 1,314

買戻し条件付売却証券 6,750 (10) 6,760 (125)

売建証券および売建直物商品 3,797 (10) 3,807 (176)

信託預り金ならびに銀行および
その他の預金者からの預り金

216 (25) 241 198

長期債務 57,968 (675) 58,643 (4,041)

その他の負債 1,792 － 1,792 1,210

2008年12月31日に終了した事業年度における
利益(損失)合計(c)

   $(11,051)

公正価値オプション適用による累積的影響額、税
効果考慮前

 (1,638)   

繰延税金負債の減少  526   

公正価値オプション適用による累積的影響額  $(1,112)   
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(a) 2008年１月１日付けで、AIGFPは、すべての適格資産および負債(持分法による投資、金融取引債権および金融

取引債務を除く)に対してFAS第159号に基づく公正価値オプションの適用を選択しました。公正価値オプ

ションの選択により、AIGFPは、デリバティブの公正価値の変動とそれを相殺するヘッジ対象資産および負債

の公正価値の変動とを損益を通して同時に認識し業績を取引の経済性とより密接に適合させることが可能

になり、また経営陣による事業の評価方法と適合させることも可能になるからです。上記の利益(損失)の金

額のほぼすべてが、連結損益計算書上その他の収益に計上されています。2008年８月、AIGFPはこの選択を将

来にわたって修正しましたが、これは経営陣が、既存の仕組み信用取引に関連して購入された証券およびそ

れに関連する積立債務については、自動的な公正価値オプションの選択から除外した方が適切であると考え

ているためです。AIGFPは、既存の仕組み信用取引に関連して購入された証券およびそれに関連する積立債務

について、公正価値オプションを選択するか否かを商品ごとに評価します。

 

(b) AIGは、日本における一部の保険料一時払い変額生命保険商品および主にアジアで販売されている投資連動

生命保険商品に対して公正価値オプションの適用を選択しました。これらの保険は双方とも連結貸借対照表

上は保険契約預り金に分類されています。AIGは、会計処理を取引の経済性とより密接に適合させるために、

これらの負債に対して公正価値オプションを選択しました。主にアジアで販売されている投資連動商品につ

いては、この選択により、資産の公正価値の変動とそれに対応する保険契約負債の公正価値の変動とがより

効果的に適合するようになりました。日本における保険料一時払い生命保険商品については、公正価値オプ

ションの選択により、AIGは、デリバティブ商品の使用を通じた効率的かつ効果的な方法で、事業に特有の市

場リスクを経済的にヘッジできるようになりました。2008年度第３四半期に完全実施されたヘッジ・プログ

ラムにより、この事業の会計上の表示は経済状態および事業の経営管理方法をより密接に反映するようにな

り、デリバティブおよび対象となる資産の公正価値の変動が契約負債の公正価値の変動の大部分を相殺する

ようになりました。AIGは、保険契約預り金に分類されるその他の負債については公正価値オプションを選択

していません。これはその他の契約の特徴が、会計上の表示と経済的業績との差異を生じさせていた契約の

特徴とは異なるためです。

(c) 上記表には、FAS第159号に基づく公正価値オプションが選択されていないデリバティブ、売買目的証券およ

び一部のその他の投資資産の公正価値の変動を主な要因とする、2008年12月31日に終了した事業年度におけ

る損失446億ドルは含まれていません。この金額には、AIGFPのスーパー・シニア・クレジット・デフォルト

・スワップ・ポートフォリオに係る、2008年12月31日に終了した事業年度における未実現市場価値評価損

286億ドルが含まれています。

 

公正価値オプションが選択された資産および負債に係る受取利息および支払利息ならびに受

取配当金は、商品の性質および関連する市場慣行に基づき連結損益計算書上認識および分類され

ます。AIGFPでは、関連する活動、受取利息および配当金ならびに支払利息はその他の収益に含ま

れています。あるいは、受取利息および配当金は連結損益計算書上、正味投資利益に含まれます。

受取利息および配当金ならびに支払利息の認識、測定および開示に係るAIGの方針に関する追加

情報については、注記１(a)をご参照ください。

2008年度において、AIGは、公正価値オプションが選択されたAIG自身の負債に係る信用スプ

レッドの変動による観察可能な影響額に帰属する8,400万ドルの利益を認識しました。AIGはこれ

らの信用スプレッドの変動による影響額を、現在の市場金利、当該負債に係るAIGの観察可能な信

用スプレッドおよび不履行リスクを軽減する担保等のその他の要素を組み込んだ割引キャッ

シュ・フロー法を用いて算定しています。
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以下の表は、公正価値オプションが選択されたモーゲージおよびその他の貸付債権ならびに長

期債務の公正価値と契約上の元本総額との差異を示しています。

 

(単位：百万ドル)

 
2008年

12月31日現在
公正価値

満期に支払われる
元本

差異

資産：    

モーゲージおよびその他の貸付債権 $131 $244 $(113)

負債：    

長期債務 $21,285 $16,827 $4,458

 

2008年12月31日現在、公正価値オプションが選択されているモーゲージおよびその他の貸付債

権のうち、期日を90日以上超過しており、かつ未収利息不計上となっているものはありません。

 

公正価値で測定されない金融商品に関する公正価値情報

FAS第107号「金融商品の公正価値に関する開示」(「FAS第107号」)は、公正価値が実務上見積

可能な金融商品について公正価値の情報を開示するよう求めています。FAS第107号は、保険契約

およびリース契約に関するものも含めて、一部の金融商品を除外しています。

 

公正価値で計上されない金融商品の公正価値の見積りに関する情報は以下のとおりです。

 

・モーゲージおよびその他の貸付債権：　不動産モーゲージ貸付および担保貸付の公正価値は、

市場参加者が当該資産に対して支払う対価を決定する際に使用するとAIGが考える割引率に基

づいて現在価値に割り引いたキャッシュ・フローを用いて、開示目的のために、見積られてい

ます。現在AIGが同種の貸付を行う際の貸付利率は、市場参加者が使用する率に近似していると

考えられているため、割引率として使用されています。契約者貸付については、公正価値の算定

のもたらすメリットをその費用が大きく上回るものと考えられるため、見積りを行っていませ

ん。

・金融債権：　公正価値は、類似の金融債権に現在市場で適用されている加重平均利率で現在価

値に割り引いたキャッシュ・フローに基づき、開示目的のために、見積られています。

・貸付有価証券に係る投資現金担保および現金担保返済義務：　貸付有価証券に係る現金担保は

変動利付満期固定証券であり公正価値で計上されています。公正価値は、市場気配値またはそ

の他の満期固定証券に対する手法と整合した内部で開発されたモデルに基づいています。現金

担保返済義務の契約価値は、当該債務が短期的な性格であるため公正価値に近いものとなって

います。
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・現金、短期投資、金融取引債権、金融取引債務、売戻し(買戻し)条件付購入(売却)証券、コマー

シャル・ペーパーおよび延長可能コマーシャル・ノート：　当該資産および負債の帳簿価額

は、オリジネーションから実現までの期間が比較的短期間と予想されているため公正価値にほ

ぼ近いものとなっています。

・投資型契約に関連する保険契約預り金：　公正価値で会計処理されない投資型契約に関連する

保険契約預り金の公正価値は、評価の対象となる契約の残存契約期間と同じ満期を有する類似

契約に現在適用されている利率で現在価値に割り引いたキャッシュ・フローで、開示目的のた

めに、見積られています。類似契約が提供されていない場合には、割引率はキャッシュ・フロー

の通貨と整合した適切な通貨のテナー・スワップ・レート(入手可能な場合)または現在の無

リスク金利です。

・信託預り金ならびに銀行およびその他の預金者からの預り金：　１年超で満期の到来する預金

証書の公正価値は、満期の類似した預り金に現在適用されている金利により現在価値に割り引

いたキャッシュ・フローを用いて、開示目的のために、見積られています。１年未満で満期の到

来する要求払預金および預金証書については、帳簿価額は公正価値に近似しています。

・長期債務：　これらの債務の公正価値は、評価の対象となる債務の残存契約期間と同じ満期を

有する類似借入金に現在AIGが適用している借入利率を用いて現在価値に割り引いたキャッ

シュ・フローに基づいて、開示目的のために、見積られています。
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以下の表は、FAS第107号で規定されている、AIGの金融商品の帳簿価額および見積公正価値を示

しています。

 
 

   (単位：百万ドル)

 12月31日現在

 2008年  2007年

 簿価(a) 公正価値  簿価(a) 公正価値

資産：      

満期固定証券 $404,134$404,134 $545,176$545,752

株式 21,143 21,143 45,569 45,569

モーゲージおよびその他の貸付債権 34,687 35,056 33,727 34,123

金融債権、貸倒引当金控除後 30,949 28,731 31,234 28,693

その他の投資資産(b) 50,381 51,622 57,788 58,633

売戻し条件付購入証券 3,960 3,960 20,950 20,950

短期投資 46,666 46,666 51,351 51,351

現金預金 8,642 8,642 2,284 2,284

スワップ、オプションおよび先渡取引に係る
未実現利益

13,773 13,773 14,104 14,104

金融取引債権 1,901 1,901 672 672

負債：      

投資型契約に関連する保険契約預り金 179,478176,783 211,987211,698

買戻し条件付売却証券 5,262 5,262 8,331 9,048

金融取引債務 977 977 6,445 6,445

売建証券および売建直物商品 2,693 2,693 4,709 4,709

スワップ、オプションおよび先渡取引に係る
未実現損失

6,238 6,238 18,031 18,031

信託預り金ならびに銀行およびその他の預金
者からの預り金

4,498 4,469 4,903 4,986

コマーシャル・ペーパーおよび延長可能コ
マーシャル・ノート

613 613 13,114 13,114

ニューヨーク連邦準備銀行コマーシャル・
ペーパー・ファンディング・ファシリティ

15,105 15,105 － －

ニューヨーク連邦準備銀行クレジット・ファ
シリティ

40,431 40,708 － －

その他の長期債務 137,054101,467 162,935165,064

貸付有価証券に係る現金担保返済義務 2,879 2,879 81,965 81,965

 

(a) すべてのその他の金融商品の帳簿価額は、公正価値に近似しています。

(b) 金融サービス以外の子会社が保有する航空機資産投資は除きます。
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次へ
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５　投資

(a) 法定預託資産：　AIGの保険子会社が規制当局の要請により預託している現金預金および有

価証券の帳簿価額合計は、2008年および2007年12月31日現在において、それぞれ152億ドルおよ

び136億ドルでした。

 

(b) 正味投資利益：　正味投資利益の分析は以下のとおりです。

 

(単位：百万ドル)

 12月31日に終了した事業年度

 2008年 2007年 2006年

満期固定証券(短期投資を含む) $20,839 $21,445 $19,773

株式 592 575 277

モーゲージおよびその他の貸付に係る利息 1,516 1,423 1,253

パートナーシップ (2,022) 1,986 1,596

ミューチュアル・ファンド (989) 535 948

売買目的勘定損失 (725) (150) ―

その他の投資＊ 1,002 959 1,241

保険契約者投資収益および売買益(損)考慮前投資収
益合計

20,213 26,773 25,088

保険契約者投資収益および売買益(損) (6,984) 2,903 2,016

投資収益合計 13,229 29,676 27,104

投資費用 1,007 1,057 1,034

正味投資利益 $12,222 $28,619 $26,070

 

＊  有価証券貸付による正味投資利益を含んでおり、貸付有価証券に係る投資現金担保により得た利息収益を貸

付有価証券に係る現金返済義務に係る利息費用で相殺したものを表しています。
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(c) 正味実現利益および損失：

AIGの売却可能投資の正味実現キャピタル・ゲイン(ロス)および未実現投資評価益の増加

(減少)は以下のとおりです。

 

(単位：百万ドル)

 12月31日に終了した事業年度

 2008年 2007年 2006年

正味実現キャピタル・ゲイン(ロス)：    

満期固定証券の売却 $(5,266) $(468) $(382)

株式の売却 (119) 1,087 813

不動産およびその他の資産の売却 1,239 619 303

一時的でない減損:    

重症損失 (29,146) (1,557) ―

回復まで保有する意思の欠如 (12,110) (1,054) (636)

外貨の下落 (1,903) (500) ―

発行体特有の信用事象 (5,985) (515) (262)

仕組み証券の不利な予測キャッシュ・フロー (1,661) (446) (46)

非米国為替取引 3,123 (643) (382)

デリバティブ商品 (3,656) (115) 698

合計 $(55,484) $(3,592) $106

未実現投資評価益の増加(減少)：    

満期固定証券 $(9,944) $(6,644) $1,156

株式 (4,654) 2,440 432

その他の投資 766 (3,842) 986

未実現評価益の増加(減少) $(13,832) $(8,046) $2,574

　

売買目的証券として分類される投資証券から生じた、連結損益計算書に含まれる正味未実現

利益(損失)は、2008年度、2007年度および2006年度においてそれぞれ(81)億ドル、11億ドルおよ

び9.38億ドルでした。
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一時的でない減損

AIGは、各貸借対照表日現在において売却可能に分類されている満期固定証券を含み、未実現

損失の状態となっているすべての満期固定証券を回復まで保有するAIGの能力について評価し

ています。売価可能に分類されている満期固定証券の売却の決定は、売却される証券は同等の

リスクを伴う代替証券と比べた相対的価値に基づくと魅力的な収益を将来的にもたらす可能

性が低いというAIG経営陣の判断を反映しています。不良証券に関しては、売却の決定は、リス

ク割引後の最終的な回収予想額が売却により達成可能な価額を下回るというAIG経営陣の判断

を反映しています。

AIGは投資に係る価値および信用の減損を評価しています。証券に一時的でない価値の下落

が発生しているという決定を下すには、発行体の基本的条件、近い将来における見通しならび

に関連する事実および状況に関するAIG経営陣の判断と検討が必要です。AIGの減損の方針に関

する追加情報については、注記１(c)満期固定証券と株式への投資をご参照ください。

証券に一時的でない減損があると判断されれば、その時点における証券の公正価値を参考に

当該減損額が算出され、損益計上が行われます。

証券の一時的でない価値の減損に関するAIGの定期的な評価の結果、AIGは、2008年度、2007年

度および2006年度において一時的でない減損費用をそれぞれ508億ドル、47億ドル(AIGFPに関

連してその他の収益に計上された6.43億ドルを含む)および9.44億ドル計上しました。

米国住宅用モーゲージおよび信用市場における最近の深刻な混乱を考慮して、AIGは、主に

モーゲージ証券、資産担保証券および担保付証券ならびに金融機関の証券に関連する一時的で

ない減損費用(重症損失)を2008年度に291億ドル認識しています。AIGには当該証券を取得原価

を回復するまで保有する意思および能力があり(2008年度において92億ドルの重症損失を発生

させている貸付有価証券に係る投資現金担保を除く)、また当該証券の多くが当初の条件通り

に履行されることを示唆する仕組みもありますが、AIGは減損期間が一時的なものになると断

言することは合理的でないという結論に達しています。

上記の重症損失の他に、AIGは、2008年度、2007年度および2006年度において、以下に関連する

一時的でない減損費用を計上しています。

・AIGが回復まで保有する意思のない証券

・為替レートによる下落

・発行体特有の信用事象

・発生問題専門委員会問題第99-20号「受取利息ならびに購入および保有する証券化金融資

産の受益持分の減損の認識」および関連する解釈指針に基づき減損処理される特定の仕

組み証券

・その他の減損(持分証券およびパートナーシップ投資を含む)
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AIGの売却可能証券の売却による実現損益の総額は以下のとおりです。

 

(単位：百万ドル)

 12月31日に終了した事業年度

 2008年  2007年  2006年

 総実現利益 総実現損失  総実現利益 総実現損失  総実現利益 総実現損失

満期固定証券 $6,620$11,886 $680 $1,148 $711 $1,093

株式 1,415 1,569 1,368 291 1,111 320

優先株式 35 ―  10 ―  22 ―

合計 $8,070$13,455 $2,058$1,439 $1,844$1,413
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(d) 投資証券の公正価値：　

AIGの売却可能証券および満期保有目的証券の償却原価または取得原価および公正価値は以

下のとおりです。

 

(単位：百万ドル)

 2008年12月31日
 

2007年12月31日

 
償却原価
または
取得原価

総未実現
利益

総未実現
損失

公正価値
 償却原価
または
取得原価

総未実現
利益

総未実現
損失

公正価値

売却可能(a)：     
 

    

米国債および米国保証事業体
債

$4,433$331 $(59)$4,705
 

$7,956$333 $(37)$8,252

州債、地方自治体債および地
方公共団体債

62,7181,150(2,611)61,257
 

46,087927 (160)46,854

外国政府債 62,1766,560(1,199)67,537
 

67,0233,920(743)70,200

社債(b) 194,4814,661(13,523)185,619
 
239,8226,215(4,518)241,519

モーゲージ証券、資産担保証
券および担保付証券：

    
 

    

RMBS 32,092645(2,985)29,752
 

89,851433(5,504)84,780

CMBS 14,205126(3,105)11,226
 

23,918237(1,156)22,999

CDO/ABS 6,741 233 (843)6,131
 

10,844196 (593)10,447

AIGFP(c) 217 ― ― 217
 

16,369355 (450)16,274

モーゲージ証券、資産担保証
券および担保付証券合計

53,2551,004(6,933)47,326
 
140,9821,221(7,703)134,500

債券合計 377,06313,706(24,325)366,444
 
501,87012,616(13,161)501,325

株式 8,3811,146(719)8,808
 

15,1885,547(463)20,272

合計 385,44414,852(25,044)375,252
 
517,05818,163(13,624)521,597

満期保有目的(d)： $― $― $― $―
 
$21,581$609 $(33)$22,157

 

(a) 2007年12月31日現在には、AIGFPが2008年１月１日付けで公正価値オプションを選択した、公正価値393億ド

ルのAIGFPの売却可能証券が含まれており、主に社債、モーゲージ証券、資産担保証券および担保付証券で構

成されています。当該証券の2008年12月31日現在の公正価値は261億ドルでした。2008年および2007年12月31

日現在、AIGが保有する投資適格を下回るまたは格付けされていない満期固定証券はそれぞれ194億ドルおよ

び270億ドルでした。2008年度第３四半期において、AIGは保険子会社が保有する特定の非課税地方自治体債

を満期保有目的から変更しました。これにより、従来は満期保有目的に分類されていたすべての証券は、売却

可能証券に分類されるようになりました。追加情報については、連結財務書類に対する注記１をご参照くだ

さい。貸借対照表に計上されている満期固定証券は、貸付有価証券に係る投資現金担保に含まれる短期投資

4.42億ドルを含んでいます。

(b) AIGFPを除き、社債を業種別に分類すると、金融機関債および公益事業債が主体となっており、2008年12月31

日現在ではそれぞれ42％および13％、2007年12月31日現在ではそれぞれ42％および11％でした。

(c) 2007年12月31日現在の金額は、AIGFPが2008年１月１日付けで公正価値オプションを選択したモーゲージ証

券、資産担保証券および担保付証券に対するAIGFPの投資合計額を反映しています。当該証券の2008年12月31

日現在の公正価値は124億ドルでした。2008年12月31日現在の金額は、AIGFPが公正価値オプションを選択し
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ていない証券を反映しています。
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(d) 州債、地方自治体債および地方公共団体債を反映しています。2008年度にAIGは当該証券の保有目的を満期保

有に変更しました。

 

以下の表は、AIGの売却可能満期固定証券の償却原価および公正価値を契約上の満期別に示

しています。実際と契約上の満期が異なる場合がありますが、それは借手が買戻しもしくは繰

上償還する権利をそれにかかる違約金の支払の有無にかかわらず有するためです。

 

 
 

(単位：百万ドル)

 
 

売却可能

2008年12月31日現在
 

償却原価 公正価値

１年以内
 

$15,430 $15,515

１年超５年以内
 

79,619 77,742

５年超10年以内
 

98,957 97,064

10年超
 

129,802 128,797

モーゲージ証券、資産担保証券および担保付証券
 

53,255 47,326

売却可能証券合計
 

$377,063$366,444

 

AIGの売却可能証券は連結貸借対照表に以下のとおり計上されています。

 

 
 

(単位：百万ドル)

 
 

12月31日現在

 
 

公正価値

 
 

2008年 2007年

売却可能債券
 

$363,042$437,675

売却可能普通株式および優先株式
 

8,808 20,272

貸付有価証券に係る投資現金担保＊
 

3,402 63,650

合計
 

$375,252$521,597

 

＊  2008年および2007年12月31日現在それぞれ4.42億ドルおよび120億ドルの、貸付有価証券に係る投資現金担

保に含まれている短期投資を除いています。

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

417/791



(e) 投資に係る総未実現損失および見積公正価値：　

以下の表は、AIGの売却可能証券に係る原価および総未実現損失の要約であり、主要な投資の

種類別および個別の証券が継続して未実現損失の状態となっている期間別に集計されていま

す。

 
 
     (単位：百万ドル)

 12ヵ月以内  12ヵ月超  合計

 原価(a)未実現損失  原価(a)未実現損失  原価(a)未実現損失

2008年12月31日現在         

債券(b) $142,496$14,332 $56,312$9,993 $198,808$24,325

株式 3,749 719 ― ―  3,749 719

合計 $146,245$15,051 $56,312$9,993 $202,557$25,044

2007年12月31日現在         

債券(b) $190,809$9,935 $65,137$3,226 $255,946$13,161

株式 4,433 463 ― ―  4,433 463

合計 $195,242$10,398 $65,137$3,226 $260,379$13,624

 

(a) 債券は、償却原価を示しています。

(b) 主に社債の項目に関連しています。

 

2008年12月31日現在、AIGは、未実現損失の状態となっている個別の債券および株式投資を

29,068口および40,029口保有しており、このうち個別の投資7,736口は、12ヵ月以上継続して未

実現損失の状態となっていました。

AIGは、未実現損失の状態となっているこれらの証券を、2008年12月31日現在、一時的でない

減損があるとは見なしていません。経営陣には、一時的と考えられる回復期間内に取得原価を

回復するまでこれらの証券を保有する意思と能力があるからです。この評価を実施する際、経

営陣は、過去の広範囲な市場の下落期間における証券の市場回復期間を検討しました。また、よ

り著しく下落している特定の証券については、経営陣は各証券ごとに拡張したファンダメンタ

ル信用分析を実施し、信用強化、担保のデフォルト予想、関連する産業分析報告および予測のレ

ビューならびにその他の入手可能な市場データを考慮しました。経営陣の考えでは、この分析

は、償却原価を下回る公正価値の深刻な下落が一時的でないと見なされるべきではないという

結論を出すのに十分な説得力ある証拠を提供しています。

 

(f) メイデン・レーンⅡエルエルシー

2008年12月12日、AIG、一部のAIGの完全所有米国内生命保険子会社(生命保険会社)、および別

のAIG子会社であるAIGセキュリティーズ・レンディング・コーポレーション(AIGエージェン

ト)は、NY連銀を唯一のメンバーとするデラウェア州の有限責任会社であるメイデン・レーン
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Ⅱエルエルシー(「MLⅡ」)と、資産購入契約(「資産購入契約」)を締結しました。

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

419/791



当該資産購入契約に従い、生命保険会社は、AIGの米国内証券貸出プログラム(「証券貸出プ

ログラム」)に関連して、生命保険会社の代理店としてAIGエージェントが保有する額面価額

393億ドルの住宅用モーゲージ証券(「RMBS」)プールにおける未分割持分のすべてを、MLⅡに

売却しました。AIGエージェントは、米国内証券貸出プログラムにおいて生命保険会社が貸付け

た有価証券の担保として保有する現金で、生命保険会社に代わってRMBSを購入していました。

RMBSと引き換えに、生命保険会社は、当初購入価格の198億ドルを受領し、また合計購入価格10

億ドルの繰延偶発部分を受領する権利および残余部分に対する権利を得ましたが、いずれも、

NY連銀によるMLⅡに対する貸付金の返済に劣後しています。当初支払額および合計購入価格の

繰延偶発部分(実現した場合)は、2008年９月30日現在のRMBSプールにおけるそれぞれの保有持

分に基づき、生命保険会社間で配分されます。

クレジット契約に従い、NY連銀は、優先的債権者としてMLⅡに総額195億ドルの貸付(「MLⅡ

優先貸付」)を行ないました(当該金額は、契約手続き完了日にMLⅡが支払うことになっている

特定の調整考慮後のRMBSの現金購入価格であり、2008年10月31日の取引決済日と2008年12月12

日の契約手続き完了日との間の期間におけるRMBSに係る支払額を含みます。)。MLⅡ優先貸付は

RMBSにおける第一優先順位証券持分およびMLⅡの全資産で保証されており、1ヵ月物LIBORに

1.00％上乗せした年率で利息が発生し、期間は６年ですが、NY連銀の単独の判断で期間は延長

されます。MLⅡ優先貸付が全額返済された後に、RMBSからの十分な正味現金収入があれば、生命

保険会社には、繰延偶発購入価格の一部分である最大10億ドルに1ヵ月物LIBORに3.0％上乗せ

した利率で契約手続き完了日から発生し毎月資産計上される利息を加えた金額をMLⅡより受

領する権利があります。また、この繰延偶発購入価格の固定部分に利息を加えた金額をMLⅡが

支払った後に、生命保険会社には、MLⅡがRMBSに関して受け取る正味収入の６分の１をRMBSに

関する繰延偶発購入価格の残余部分として受領する権利があり、NY連銀は、MLⅡがRMBSに関し

て受け取る正味収入の６分の５をMLⅡ優先貸付の偶発持分として受領します。NY連銀がMLⅡ優

先貸付における持分を保有している限りは、NY連銀は、MLⅡおよびMLⅡによるRMBSの売却を単

独で支配することになります。

AIGはMLⅡに対するいかなる支配権も保有しておりません。MLⅡは変動持分事業体(「VIE」)

であり、AIGは第一受益者ではないとAIGは判断しています。MLⅡへのRMBSの譲渡は、FAS第140号

に従って売却として会計処理されています。AIGはMLⅡに対する経済的持分10億ドル(繰延偶発

購入価格に対する権利を含む)をFAS第159号に基づき公正価値で会計処理することを選択しま

した。当該持分は債券―売買目的証券に計上されており、公正価値の変動は正味投資利益の構

成要素として計上されています。AIGの公正価値測定手法に関する詳細については、注記４をご

参照ください。

生命保険会社は、RMBSの売却による当初対価ならびに利用可能な現金および資本拠出の形式

でAIGから提供された51億ドルを利用して、2008年12月12日現在の合計が約205億ドルであるNY

連銀との取引を含む米国内証券貸付プログラムに基づく未決済証券貸付取引を決済し、米国内

証券貸付プログラムおよびNY連銀との証券貸付契約は終了となりました。
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(g) メイデン・レーンⅢエルエルシー

2008年11月25日、AIGは、NY連銀、メイデン・レーンⅢエルエルシー(「MLⅢ」)およびニュー

ヨークメロン銀行と、マスター投資およびクレジット契約(「MLⅢ契約」)を締結し、これによ

りAIGファイナンシャル・プロダクツ・コーポレーションが締結した一部のクレジット・デ

フォルト・スワップおよびその他の類似したデリバティブ商品(「CDS」)の基礎にある、また

は当該CDSに関連するマルチセクター債務担保証券(「マルチセクターCDO」)を、当該CDSの解

約に関連して購入する資金を、MLⅢを通じて調達する段取りが整いました。これと同時にAIG

ファイナンシャル・プロダクツ・コーポレーションによる当該CDS取引の取引相手は、同社よ

り購入されたマルチセクターCDOに関連する当該CDS取引を解約することに合意しました。

MLⅢ契約に従い、NY連銀は、優先的債権者として、MLⅢに対する最大で総額300億ドルのター

ム・ローン・ファシリティ(MLⅢ優先貸付)を設定しました。MLⅢ優先貸付は、1ヵ月物LIBORに

1.0％上乗せした年率で利息が発生し、予想期間は６年ですが、NY連銀の単独の判断で期間は延

長されます。

AIGは、MLⅢに50億ドルを拠出しており、資本持分を有しています。当該資本持分には、1ヵ月

物LIBORに3.0％上乗せした年率で分配金が発生します。当該資本持分に係る発生済未払いの分

配金は、月次で複利計算されます。MLⅢによる支払いに対するAIGの権利は、MLⅢ優先貸付の元

本および利息の全額支払いに完全に劣後し下位となります。MLⅢの債権者は、MLⅢの債務に関

してAIGへの遡及権は有しませんが、AIGは、MLⅢに対するAIGの資本持分の全額を上限とする損

失にさらされています。

MLⅢ優先貸付およびMLⅢに対するAIGの資本持分に係る発生済分配金が全額支払われた後、

残りのすべてのMLⅢによる受領額は、67％がNY連銀に偶発利息として支払われ、33％がAIGに資

本持分に係る偶発分配金として支払われます。

NY連銀がMLⅢ優先貸付における持分を保有している限りは、NY連銀は、MLⅢの支配権を有す

る管理メンバーです。AIGはMLⅢに対するいかなる支配権も保有しておりません。MLⅢはVIEで

あり、AIGは第一受益者ではないとAIGは判断しています。AIGはMLⅢに対する持分50億ドル(偶

発分配金に対する権利を含む)をFAS第159号に基づき公正価値で会計処理することを選択しま

した。当該持分は債券―売買目的証券に公正価値で計上されており、公正価値の変動は正味投

資利益の構成要素として計上されています。AIGの公正価値測定手法に関する詳細については、

注記４をご参照ください。
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2008年12月31日までに、AIGファイナンシャル・プロダクツ・コーポレーションは取引相手

とのCDS取引を解約し、同時にMLⅢは、AIGファイナンシャル・プロダクツ・コーポレーション

が締結した2a-7プットの基礎にある85億ドルのマルチセクターCDOを含み、基礎にあるマルチ

セクターCDOを購入しました。NY連銀は、MLⅢ優先貸付に基づき総額243億ドルをMLⅢに貸付け、

MLⅢはマルチセクターCDO621億ドル購入の資金とし、AIGファイナンシャル・プロダクツ・

コーポレーションの取引相手への正味支払額は268億ドルとなりました。AIGファイナンシャル

・プロダクツ・コーポレーションの取引相手は350億ドルについても留保し、そのうち25億ド

ルは、解約されたマルチセクターCDSに関してAIGファイナンシャル・プロダクツ・コーポレー

ションが過去に提供していた正味担保に関し、不足額に関する合意事項に基づき返還されまし

た。MLⅢより供給された268億ドルは、基礎にあるマルチセクターCDOの2008年10月31日現在の

公正価値に基づいており、NY連銀とAIGとの間で相互合意されたものです。

 

(h) その他の投資資産：　

その他の投資資産は以下のとおりです。

 

 
 

(単位：百万ドル)

 
 

12月31日現在

 
 

2008年 2007年

パートナーシップ(a)
 

$24,416 $28,938

ミューチュアル・ファンド
 

2,924 4,891

投資不動産(b)
 

8,879 9,877

航空機資産投資(c)
 

1,597 1,689

生命保険の生前譲渡契約(d)
 

2,581 1,610

連結管理パートナーシップおよびファンド
 

6,714 6,614

部分所有会社への投資
 

649 654

その他すべての投資
 

4,218 5,204

その他の投資資産
 

$51,978 $59,477

 

(a) プライベート・エクイティ・パートナーシップおよびヘッジ・ファンドを含みます。

(b) 2008年度および2007年度においてそれぞれ8.13億ドルおよび5.48億ドルの減価償却累計額控除後の金額で

す。

(c) 主に信託に保有されている生命保険およびリタイヤメント・サービスの航空機に対する投資により構成さ

れています。

(d) 追加的情報については下記(i)の項をご参照ください。
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2008年および2007年12月31日現在のその他の投資資産68億ドルおよび72億ドルは公正価値

で計上される売却可能投資に関連しており、その未実現損益はその他の包括利益(損失)累計額

に繰延税金控除後の純額で計上され、残りの投資のほぼすべては持分法で会計処理されていま

す。当該投資はすべて、減損テストの対象となっています（注記１(k)をご参照ください）。

2008年12月31日現在の売却可能として会計処理される投資に係る総未実現損失は4.38億ドル

で、そのうちの大部分は12ヵ月未満の期間継続して未実現損失の状態となっていた投資です。

 

(i) 生命保険の生前譲渡契約：　2008年12月31日現在、AIGの生命保険の生前譲渡契約の帳簿

価額は26億ドルで、連結貸借対照表のその他の投資資産に含まれています。これらの投資は、年

に４回契約ごとに減損について判定が行われています。2008年度における、以前非連結信託に

保有されていた生命保険の生前譲渡契約について認識された利益は9,900万ドルで、連結損益

計算書の正味投資利益に含まれています。

 

生命保険の生前譲渡契約の詳細は以下のとおりです。

 

 (単位：百万ドル)

2008年12月31日現在  契約数  帳簿価額  
額面金額
(死亡給付金)

被保険者の残存平均寿命   
 

   

０－１年  8
 

$7  $10

１－２年  50
 

43  59

２－３年  113
 

93  146

３－４年  166
 

139  296

４－５年  218
 

163  357

６年以上  3,522
 

2,136 10,963

合計  4,077 $2,581 $11,831

 

2009年12月31日に終了する12ヵ月間およびその後の2013年12月31日に終了する４年間にお

いて、生命保険の生前譲渡契約を有効に存続させるのに必要かつ支払可能な予想生命保険料

は、2008年12月31日現在それぞれ2.58億ドル、2.80億ドル、2.79億ドル、2.85億ドルおよび2.85

億ドルです。
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６　貸付業務

モーゲージおよびその他の貸付債権は以下のとおりです。
 

（単位：百万ドル）

  12月31日に終了した事業年度

  2008年 2007年

モーゲージ－商業用  $17,161 $17,105

モーゲージ－住宅用＊  2,271 2,153

生命保険の契約者貸付  9,589 8,099

担保貸付、保証貸付およびその他の商業貸付  5,874 6,447

モーゲージおよびその他の貸付債権合計  34,895 33,804

貸倒引当金  (208) (77)

モーゲージおよびその他の貸付債権、純額  $34,687 $33,727

 

＊ 主に米国外のモーゲージ貸付により構成されています。

 

売却目的のモーゲージ貸付およびその他の債権は、2008年および2007年12月31日現在、それぞ

れ3,300万ドルおよび3.77億ドルでした。

 

未経過金融収益控除後の金融債権は以下のとおりです。
 

 
 

  （単位：百万ドル）

  12月31日に終了した事業年度

  2008年 2007年

不動産ローン  $20,650 $20,023

非不動産ローン  5,763 5,447

小売販売金融  3,417 3,659

クレジット・カード・ローン  1,422 1,566

その他のローン  1,169 1,417

金融債権合計  32,421 32,112

貸倒引当金  (1,472) (878)

金融債権、純額  $30,949 $31,234

 

売却目的の金融債権は、2008年および2007年12月31日現在、それぞれ9.60億ドルおよび2.33億

ドルでした。
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７　再保険

通常の営業活動において、AIGの損害保険会社および生命保険会社は、他の保険会社へ出再を

行っています。これはAIGの保険業務をより一層多様化し、また重大なリスクから生じる潜在的損

失を限定するためです。さらに、AIGの損害保険子会社は他の保険会社からの再保険を引き受けて

います。

 

出再保険控除後の保険金および保険給付債務に関する補足的情報は以下のとおりです。

 

(単位：百万ドル)

 財務書類計上額 再保険控除後

2008年12月31日現在   

支払備金 $(89,258) $(72,455)

生命保険および傷害医療保険将来保険給付債務 (142,334) (140,750)

未経過保険料 (25,735) (21,540)

再保険資産＊ 22,582 ―

2007年12月31日現在   

支払備金 $(85,500) $(69,288)

生命保険および傷害医療保険将来保険給付債務 (136,387) (134,781)

未経過保険料 (27,703) (23,709)

再保険資産＊ 21,811 ―

 

＊引当金および支払済保険金に係る出再保険金回収見込額を除いた再保険資産総額を表しています。

 

AIRCOは主として、AIGの保険事業に対するグループ内の再保険会社としての機能を果たしてい

ます。これは、保険リスク管理（保有、ボラティリティ、集中）および各地域（支店および子会

社）の資本計画を容易にしています。また、これにより、AIGは連結レベルでより効率的に保険リ

スクをプールし、再保険を購入し、世界規模の取引先リスクおよび取引相手方との関係を管理し、

世界規模の異常災害リスクを管理することができます。
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損害再保険

損害再保険は、特約再保険や個別リスクごとの交渉により行われています。これらの再保険契

約の中には、保険金支払が規定された金額を超えるような場合に備えるための超過損害再保険契

約も含まれます。出再保険料は前払再保険料とみなされ、再保険の対象に応じて、契約期間にわた

り既経過保険料の減額として認識されます。損害再保険会社からの回収可能な金額は、当該再保

険に関する請求債務と矛盾しない方法で見積られ、再保険資産として示されています。受再保険

料は主に再保険契約の期間にわたり按分して収益計上されます。出再保険および受再保険に再保

険の会計処理を適用するためには、リスク移転要件が満たされなければなりません。リスク移転

要件が満たされていない場合、当該契約は預託金として会計処理され、収益または費用としてで

はなく預託資産または負債を通して契約に基づくキャッシュ・フローが認識されます。リスク移

転要件を満たすために、再保険契約には、引受けリスクとタイミングリスクからなる保険リスク、

および引受ける会社にとっての重大な損失の合理的可能性の両方を含めなくてはなりません。直

接引受けた保険契約を保険として会計処理するかまたは預託金として処理するかを判断するに

あたり、同様のリスク移転基準が使用されています。

 

損害保険の収入保険料と既経過保険料は以下のとおりです。

 

(単位：百万ドル)

 12月31日に終了した事業年度

 2008年 2007年 2006年

収入保険料：    

元受 $49,422 $52,055 $49,609

受再 7,239 6,743 6,671

出再 (11,427) (11,731) (11,414)

合計 $45,234 $47,067 $44,866

既経過保険料：    

元受 $50,110 $50,403 $47,973

受再 7,336 6,530 6,449

出再 (11,224) (11,251) (10,971)

合計 $46,222 $45,682 $43,451

 

2008年、2007年および2006年12月31日に終了した事業年度において、発生保険金および損害調

査費から控除された再保険回収額は、それぞれ84億ドル、90億ドルおよび83億ドルでした。
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生命再保険

生命再保険は主として毎年更新可能な契約特約のもとで履行されます。これらの特約に関する

保険料は前払再保険料とみなされ、再保険の対象に応じて、契約期間にわたり既経過保険料の減

額として認識されます。生命再保険からの回収可能な金額は、元受契約の保険給付と同一の仮定

に基づいて見積られ、再保険資産として示されています。

 

生命保険およびリタイヤメント・サービスの保険料は以下のとおりです。

 

(単位：百万ドル)

 12月31日に終了した事業年度

 2008年 2007年 2006年

総保険料 $39,153 $34,585 $32,247

出再保険料 (1,858) (1,778) (1,481)

保険料 $37,295 $32,807 $30,766

 

2008年、2007年および2006年12月31日に終了した事業年度において、死亡およびその他の保険

給付金から控除された再保険回収額は、それぞれ約9.08億ドル、11億ドルおよび8.06億ドルでし

た。
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他の保険会社に出再されている生命保険保有契約高は以下のとおりです。

 

 (単位：百万ドル)

 12月31日現在

 2008年 2007年 2006年

出再生命保険保有契約高 $384,538 $402,654 $408,970

 

生命保険における受再保険の割合は、2008年、2007年および2006年12月31日現在の保有契約高

総額に対しそれぞれ0.1％、0.1％および0.1％未満であり、生命保険およびリタイヤメント・サー

ビスの総保険料およびその他の報酬に対する受再保険料の割合は2008年、2007年および2006年12

月31日に終了した事業年度においてそれぞれ0.2％、0.1％および0.1％でした。

AIGの米国内生命保険および米国内リタイヤメント・サービス事業は、保険リスクを管理し、資

本管理方針を容易にするために、グループ内および第三者の再保険関係を利用しています。格付

けの高い第三者の再保険会社におけるプールは、限度額を超えるリスク純額を管理するために利

用されています。AIGの米国内生命保険会社はまた、超過額、特定の条件およびユニバーサル・ラ

イフの保険契約に関してのみ法定基準で計上される非経済的支払備金、ならびに特定の定額年金

をオフショア関連会社に出再しています。

AIGは通常、同社の連結会社間再保険取引を法定上認識するために信用状を入手しています。こ

のため、AIGには2008年12月31日現在で25億ドルのシンジケート信用状ファシリティがありまし

た。これらのすべては、生命保険の連結会社間再保険取引に関連しています。AIGはまた、相対ベー

スで約23億ドルの信用状を取得しており、これらのすべては、生命保険の連結会社間再保険取引

に関連しています。約48億ドルのこれらの信用状はすべて2015年12月31日に満期が到来します。

AIGの米国内生命保険会社がAIGの完全所有子会社でなくなった場合には、AIGはこれらの信用状

または上記のファシリティを利用できなくなります。

 

再保険の担保

AIGの第三者再保険契約は、保険契約者に対する直接的な支払義務からAIGを免責するものでは

ありません。したがって、損害保険・生命保険の両方の出再保険について、再保険を引受けた保険

会社が再保険契約上の義務を履行できない場合についての信用リスクが存在します。AIGは再保

険契約のもとで、預り金、有価証券および／または信用状の形で実質的に担保を保有しておりま

す。また、見積回収不能再保険については引当金が計上されています。AIGは、過去における回収努

力において大きな成果をあげています。

AIGは、AIGの信用リスク委員会を通じて、再保険会社の財政状態を評価し、再保険会社ごとの限

度額を設定しています。AIGは、再保険会社１社に対するエクスポージャーはAIGに対する不適切

なリスクの集中を示していないと考えており、またAIGの業務も再保険会社１社に依存していな

いと考えています。
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８　繰延保険契約獲得費用

保険契約獲得費用の期中増減は以下のとおりです。

 

 (単位：百万ドル)

 12月31日に終了した事業年度

 2008年 2007年 2006年

損害保険事業：    

期首残高 $5,407 $4,977 $4,546

保険契約獲得費用繰延額 7,370 8,661 8,115

償却費 (7,428) (8,235) (7,866)

為替換算等による増加(減少) (235) 4 182

期末残高 $5,114 $5,407 $4,977

生命保険およびリタイヤメント・サービス事業：    

期首残高 $38,445 $32,810 $28,106

保険契約獲得費用繰延額 7,277 7,276 6,823

償却費(a) (4,971) (3,367) (3,712)

有価証券に係る正味未実現利益(損失)の増減 1,419 745 646

為替換算による増加(減少) (466) 916 947

その他(b) (1,091) 65 ―

小計 $40,613 $38,445 $32,810

連結および相殺消去 55 62 70

期末残高(c) $40,668 $38,507 $32,880

繰延保険契約獲得費用合計 $45,782 $43,914 $37,857

 

(a) 2007年度において、数理計算上の見積額の変動に関連して償却費は7.32億ドル減少しましたが、その大部分

は給付金および保険金により相殺されています。

(b) 2008年度は主にFAS第159号の適用による累積的影響額を示しています。2007年度はSOP第05-1号の適用によ

る累積的影響額(1.18)億ドルおよび貸借対照表上の組替1.89億ドルを含んでいます。

(c) 売却可能証券に係る正味未実現利益および損失による影響額を、2008年、2007年および2006年12月31日現在

でそれぞれ14億ドル、500万ドルおよび(7.20)億ドル含んでいます。
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上記の表には、パーチェス法による会計処理に基づいて計上された、無形固定資産であるVOBA

が含まれています。これは、DACと同様の方法で償却されています。VOBAの償却額は2008年度、2007

年度および2006年度において、それぞれ1.11億ドル、2.13億ドルおよび2.39億ドルであり、未償却

残高は2008年、2007年および2006年12月31日現在でそれぞれ20.5億ドル、18.6億ドルおよび19.8

億ドルでした。2008年度におけるVOBAの未償却残高のうち、2009年から2013年までに償却が予想

される年度別の割合は、それぞれ11.7％、10.0％、8.1％、7.4％および6.2％で、56.6％は５年後以

降に償却されます。これらの予測は、投資、継続率、死亡率、および疾病率の仮定に関する当期の見

積りに基づいています。費用計上されるDACの償却は、主に米国内のリタイヤメント・サービス事

業におけるFAS第97号関連の実現キャピタル・ゲイン(ロス)に対する償却の増減を含んでいま

す。償却費は、2008年度、2007年度および2006年度においてそれぞれ22億ドル、2.91億ドルおよび

9,000万ドル減少しました。

2008年、2007年および2006年12月31日に終了した事業年度において、DACまたはVOBAに減損は生

じていませんでした。
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９　変動持分事業体

FIN第46R号「変動持分事業体の連結」は、持分投資家が支配的財務持分の特性をもたない、ま

たは事業体が追加的な劣後的財務支援を受けずに業務資金を調達することができるリスクを負

担する持分を十分に保有していない特定の事業体の連結の判定に関する指針を示しています。

FIN第46R号は、過半数の議決権持分に基づく連結をこれらのVIEには適用すべきでないことを認

識しています。VIEは、VIEの予測損失の大部分を吸収する、またはVIEの予測残余利益の大部分を

受け取る、もしくはその両方に該当する当事者または関連当事者グループである第一受益者に

よって連結されます。

AIGは主に、AIGが第一受益者または重要な持分の保有者であるか否かをVIEの定性的評価に基

づいて判断します。これには、VIEの資本構成、契約上の関係および条項、VIEの営業および目的の

性質、発行されたVIEの持分の性質、ならびに変動を創出または吸収する事業体におけるAIGの持

分に関する評価が含まれます。AIGは、連結の判定において、VIEの設計および当該事業体の設計に

より変動持分保有者がさらされることになる関連リスクを評価します。AIGが第一受益者である

か否かが定性的観点からは明らかにならない限られた場合においては、AIGは、キャッシュ・フ

ロー・モデルを用いて確率論的加重予想損失および確率論的加重予想残余利益を算出するため

に、定量的分析を使用します。

VIEに関連するAIGのオフバランスシート・エクスポージャー合計は、2008年および2007年12月

31日現在、それぞれ33億ドルおよび12億ドルでした。

 

以下の表は、連結VIEにおける重要な変動持分に関連するAIGの資産合計、負債合計およびオフ

バランスシート・エクスポージャーを示しています。

 

(単位：十億ドル)

 12月31日現在

 VIE資産(a) VIE負債
オフバランスシート
・エクスポージャー

 2008年2007年(b)2008年2007年2008年2007年

不動産および投資ファンド $5.6 $9.2 $3.1 $2.6 $0.9 $0.8

コマーシャル・ペーパー・コンジット 8.8 8.9 8.5 8.6 ― ―

CLO/CDO 0.3 0.4 ― ― ― ―

アフォーダブル・ハウジング・パートナーシップ 2.7 2.7 ― ― ― ―

その他 0.2 1.7 ― ― ― ―

合計 $17.6$22.9$11.6$11.2$0.9 $0.8

 

(a) それぞれのVIE資産は、当該VIEの特定債務を決済する場合にのみ使用できます。
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(b) 2008度に、AIGは、上記に報告されているVIE資産を修正し、従来はVIEとして分類されていた特定の事業体を

連結から除外しました。従来は議決権持分モデルに基づき連結されていた事業体、二重計上されていた事業

体、または分類を間違えていた事業体がこれに該当します。これによりAIGは、修正再表示に合わせて、表示さ

れている過去の期間の修正を行いました。

 

AIGは、VIEにおける持分の重要性に応じて、変動持分を重要と定義しています。AIGが算出して

いる最大損失エクスポージャーは、(ⅰ)VIEの債務または資本への投資金額、(ⅱ)参照債務として

のVIEとともにAIGもクレジット・プロテクションを提供しているVIEのVIE資産または負債の想

定元本、または(ⅲ)VIEに対するその他の契約債務および保証債務です。AIGが出資しているVIEの

持分保有者は、通常、VIEの資産およびキャッシュ・フローにのみ遡及権を有し、AIGがVIEの持分

保有者に対して保証を提供している限られた場合を除いて、AIGへの遡及権は有しません。

 

以下の表は、AIGが重要な変動持分を保有している、またはVIEにおける変動持分を保有する出

資者である、非連結VIEの資産合計、ならびに当該VIEに関連するAIGの最大損失エクスポージャー

を示しています。

 

(単位：十億ドル)

  最大損失エクスポージャー(a)

  
オン

バランスシート
オフ

バランスシート
 

 
VIE資産
合計

購入およ
び保有し
た持分

その他
契約債務
および保
証債務

デリバ
ティブ

合計

2008年12月31日現在       

不動産および投資ファンド $23.5$2.5 $0.5 $1.6 $― $4.6

CLO/CDO 95.9 6.4 ― ― 0.5 6.9

アフォーダブル・ハウジング・パートナーシッ
プ

1.0 ― 1.0 ― ― 1.0

メイデン・レーン持分 46.4 4.9 ― ― ― 4.9

その他(c) 8.7 2.1 0.5 0.3 ― 2.9

合計 $175.5$15.9$2.0 $1.9 $0.5$20.3

2007年12月31日現在(b)       

不動産および投資ファンド $40.6$3.9 $3.8 $0.3 $― $8.0

CLO/CDO 104.712.2 ― ― ― 12.2

アフォーダブル・ハウジング・パートナーシッ
プ

0.9 ― 0.9 ― ― 0.9

その他(c) 20.3 8.5 1.5 0.1 ― 10.1

合計 $166.5$24.6$6.2 $0.4 $― $31.2

 

(a) 非連結VIEに係るAIGの最大損失エクスポージャー合計は、2007年12月31日より減少していますが、これは
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AIGFPの取引を一部解約したこと、また全体的な市場の悪化による影響によるものです。

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

433/791



(b) 2008度に、AIGは、従来は開示されていたFIN第46R号によるVIEの定義に合致しない事業体に対する持分投資

を除外するよう、非連結VIEの資産および負債の表示を修正しました。当該投資は連結貸借対照表上、その他

の投資資産として分類されています。これによりAIGは修正再表示に合わせて、表示されている過去の期間の

修正を行いました。

(c) AIGFPが出資している非連結SIVに保有されている資産が2008年度および2007年度においてそれぞれ14億ド

ルおよび24億ドル含まれています。AIGFPの2008年および2007年12月31日現在の投資資産には、それぞれ６億

ドルおよび17億ドルの売戻し条件付購入証券と、当該事業体が発行したコマーシャル・ペーパーならびに中

期およびキャピタル・ノートが含まれています。

 

貸借対照表上の分類

連結および非連結VIEの資産および負債に対するAIGの持分は、AIGの連結貸借対照表上、以下の

とおり分類されています。

 

 (単位：十億ドル)

 12月31日現在

 連結VIE 非連結VIE

 2008年 2007年 2008年 2007年

資産：     

現金預金 $― $0.9 $― $―

モーゲージおよびその他の貸付債権 ― ― 0.5 0.3

売却可能証券 9.1 10.7 6.4 20.1

売買目的証券
(2008年度は主にメイデン・レーン持分)

― 3.4 5.5 0.6

その他の投資資産 4.3 3.9 3.5 9.0

その他の資産勘定 4.2 4.0 2.0 0.8

合計 $17.6 $22.9 $17.9 $30.8

負債：     

ニューヨーク連邦準備銀行コマーシャル・
ペーパー・ファンディング・ファシリティ

$6.8 $― $― $―

その他の長期債務 4.8 11.2 ― ―

合計 $11.6 $11.2 $― $―

 

通常の事業の過程で、AIGは、様々な形でVIEと関与しています。AIGの保険会社は主に、VIEが発

行した負債証券(格付けありおよび格付けなし)および持分証券に対する消極的投資家としてVIE

に関与しています。金融サービスおよび資産運用事業を通じたAIGのVIEとの関与には、事業体の

設計および構築、事業体の担保のウェアハウジングおよび運用、ならびにVIEとの保険、信用およ

びデリバティブ取引が含まれます。
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不動産および投資ファンド

AIGインベストメンツは、AIGグローバル・リアル・エステートを通じた、様々な不動産投資に

おける投資家であり、その一部はVIEです。これらの投資は通常、パートナーシップまたは有限責

任会社の構造を通した関連会社以外の外部の開発会社とのものです。VIEの活動は主に、商業用お

よび住居用不動産の開発または再開発から構成されます。AIGの関与は、消極的な持分投資家また

は出資者からVIEの活動を積極的に管理するまでと多岐にわたります。

特定の場合、AIGインベストメンツは、投資ファンド、プライベート・エクイティ・ファンド、ま

たはヘッジ・ファンドの投資マネージャーとして活動し、VIEの投資指示を実施する責任があり

ます。AIGの保険事業は、主として第三者が運用するヘッジおよびプライベート・エクイティ・

ファンドならびにAIGインベストメンツが運用する一部のファンドが発行する持分証券に消極的

投資家として参加しています。AIGの保険事業は、通常、VIEの設計または設立には関与せず、VIEの

管理に積極的に参加することもありません。

 

コマーシャル・ペーパー・コンジット

AIGFPは、第三者に対する資産担保コマーシャル・ペーパー・コンジットであるカーゾン・

ファンディング・エルエルシーにおける第一受益者であり、コンジットの資産はコンジットの債

務に対する担保として提供されます。2008年度に、当該事業体は68億ドルのコマーシャル・ペー

パーを発行し、CPFFに参加しました。

 

CLO／CDO

AIGFPは、CDOおよび、現金支出ベースまたはシンセティック型で、積極的または消極的に運用さ

れる類似の仕組み取引に投資しています。AIGFPの役割は、通常は投資家としての役割に限定され

ており、仕組み取引の運用は行っていません。

特定の場合、AIGインベストメンツは、CDOまたはローン担保証券(「CLO」)の担保管理者として

活動しています。CDOおよびCLO取引の際に、AIGは、銀行貸出金、社債、または不履行債権などの資

産ポートフォリオを購入して、資産ポートフォリオにおける持分を表す信託証券または負債証券

を発行する信託またはその他の特別目的事業体を設立します。これらの取引は現金支出ベースま

たはシンセティック型となり得、積極的または消極的に運用されます。AIGインベストメンツが担

保管理者として稼得する管理報酬は、AIGの連結財務書類上、重要性はありません。AIGの保険会社

の一部も、これらのCDOおよびCLOに投資しています。AIGは、連結の必要性を評価する際に、様々な

営業子会社を通じて保有している変動持分(管理、業績連動報酬および負債または持分証券等)を

結合します。AIGが持分を保有するCDOについては、注記５に詳述されています。
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アフォーダブル・ハウジング・パートナーシップ

サンアメリカ・アフォーダブル・ハウジング・パートナーズ・インク(「SAAHP」)は、米国内

の連邦上の税額控除が認められる低価格住宅および少数の市場価格の下がった不動産を開発お

よび運営するリミテッド・パートナーシップを組織し、投資を行なっています。オペレーティン

グ・パートナーシップのゼネラル・パートナーの大半は、関連会社以外の外部の開発会社です。

ゼネラル・パートナーが関連会社以外の人物である場合、AIGはオペレーティング・パートナー

シップを連結しません。約1,200のパートナーシップを通し、SAAHPは、全米で約157,000戸のア

パートの開発に投資し、1991年よりその他の投資家に対してパートナーシップ・エクイティにお

ける70億ドル超をシンジケートしています。その他の投資家は、特に内国歳入法の特定のセク

ションに基づく税額控除の恩典を受ける予定です。SAAHPの営業利益はその他のサンアメリカ・

パートナーシップの利益と共に、AIGの資産運用セグメントの構成要素として計上されます。

 

メイデン・レーン持分

MＬⅡ

2008年12月12日、一部のAIGの完全所有生命保険会社は、額面価額393億ドルのRMBSプールにお

ける未分割持分のすべてを、NY連銀を唯一のメンバーとするMLⅡに売却しました。AIGは、VIEであ

るMLⅡに対する重要な変動経済持分を有しています。MLⅡに関するAIGの契約の詳細については、

注記５をご参照ください。

 

MＬⅢ

2008年11月25日、AIGは、NY連銀、MLⅢおよびニューヨークメロン銀行とMLⅢ契約を締結し、AIG

ファイナンシャル・プロダクツ・コーポレーションが締結したCDSの基礎にある、または当該CDS

に関連するマルチセクターCDOを、当該CDSの解約に関連して購入する資金をMLⅢを通じて調達す

る段取りが整いました。これと同時にAIGファイナンシャル・プロダクツ・コーポレーションに

よる当該CDS取引の取引相手は、同社より購入されたマルチセクターCDOに関連する当該CDS取引

を解約することに合意しました。AIGは、VIEであるMLⅢに対する重要は変動持分を有しています。

MLⅢに関するAIGの契約の詳細については、注記５をご参照ください。
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その他の資産勘定

仕組み投資子会社

2007年度に、AIGFPは、変動金利の投資適格負債証券(大部分は資産担保証券)に対して投資する

唯一の仕組み投資子会社(「SIV」)であるナイチンゲール・ファイナンス・エルエルシーへの資

金援助を行いました。当該SIVが公開市場で資金調達できない場合には、AIGFPは、コマーシャル・

ペーパーの購入により、または買戻し条件付きの融資により、当該SIVを援助する義務を有してい

ます。当該SIVは、資本の役目を果たす劣後キャピタル・ノート(法的には負債商品)なしに運営す

るだけの十分な資本を有していないため、VIEの定義に合致しています。当該キャピタル・ノート

は、優先債より前に損失を吸収します。2008年度に、当該SIVに対するAIGFPの持分は、ミディアム

・ターム・ノートに対する投資1.50億ドルおよび売戻し条件付購入証券4.06億ドルまで減少し

ましたが、この主な要因は、2008年10月にNY連銀のCPFFに参加したことによる11億ドルのコマー

シャル・ペーパーの発行です。AIGFPは2008年12月31日現在、当該SIVに対する重要な損失吸収変

動持分を保有していないため、第一受益者ではありません。

 

適格特別目的事業体(「QSPE」)

AIGは、個人向け生命保険資産を担保とした消費者ローンにより保証されている証券を発行す

る３つのQSPEへの資金援助を行なっています。2008年12月31日現在、消費者ローンの帳簿価額を

示しているAIGの最大エクスポージャーは8.54億ドルであり、当該事業体に係るVIE資産合計は29

億ドルでした。AIGは最大エクスポージャーを金融債権として計上しており、SFAS第140号に従っ

て、当該事業体に係るVIE資産合計を連結していません。

 

RMBS、CMBSおよびその他のABS

AIGは、通常はQSPEとして構築されている米国内事業体が主に発行したRMBS、CMBSおよびその他

のABSに対する消極的投資家です。AIGは当該事業体に対する資金援助または資産譲渡は行ってお

らず、また当該事業体の設計にも関与していないため、AIGは、当該事業体を上記表には含めてい

ません。資金援助も資産譲渡も行なっていないため、AIGには、当該事業体がQSPEであると決定的

に立証するのに必要な情報がありません。AIGの最大エクスポージャーは、当該事業体が発行した

証券に対する投資に限定されており、AIGは、当該事業体全体の第一受益者ではありません。注記

５で詳述されているとおり、RMBS、CMBSおよびCDO／ABSに対するAIGの投資の公正価値は、2008年

および2007年12月31日現在、それぞれ596億ドルおよび1,345億ドルでした。

 

 

10　デリバティブおよびヘッジ会計

金融リスク管理プログラムおよび投資事業の一環として、AIGはデリバティブおよびその他の

金融商品を利用しています。AIGFPもまたディーラーとしてデリバティブを取引しています。

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

437/791



FAS第133号で定義されるデリバティブは、契約の対象となる株式、債券、商品もしくはその他の

資産、負債、または為替相場、またはその他の指標あるいは特定の支払事象の発生に関連した、も

しくはそれらから「派生」する利益を伴う、２者以上の当事者間の金融契約です。デリバティブ

の支払は金利、為替相場、特定証券の価格、市況商品、または金融もしくは商品インデックスある

いはその他の変数に影響されます。デリバティブは公正価値で貸借対照表の「スワップ、オプ

ションおよび先渡取引に係る未実現利益」および「スワップ、オプションおよび先渡取引に係る

未実現損失」に反映されています。

 

連結貸借対照表上のデリバティブ資産および負債の公正価値は以下のとおりです。

 

 (単位：百万ドル)

 12月31日現在

 デリバティブ資産 デリバティブ負債

 2008年 2007年 2008年 2007年

AIGFPのデリバティブ $12,111 $12,319 $4,344 $14,817

AIGFP以外のデリバティブ 1,662 1,785 1,894 3,214

合計 $13,773 $14,104 $6,238 $18,031

 

AIGFPのデリバティブ

AIGFPは、取引から生じるエクスポージャーのリスク（金利、通貨、商品、信用および株式）を軽

減するためにデリバティブ取引を行っています。AIGFPが締結したクレジット・デフォルト・ス

ワップに関連するエクスポージャーは、大抵はヘッジされていませんでした。AIGFPは、ディー

ラーとして、事業運営の特定の側面をヘッジすることや望ましい財務エクスポージャーを得るこ

とを求める取引相手のニーズに応えるためにデリバティブ取引を構築および締結していました。

金利スワップ取引を含むAIGFPのデリバティブ取引は、通常、固定金利と変動金利の支払義務を

交換するもので、想定元本の交換は行われません。AIGFPは通常、当事者間の支払金利交換取引の

当事者となるために、取引相手の信用リスクおよび取引相手が債務を履行しない場合の損失にさ

らされています。通貨、商品およびエクイティ・スワップは、金利スワップに類似していますが、

特定の通貨の交換または契約の対象となる商品、株式あるいは指数に基づくキャッシュ・フロー

の交換が行われるという点において異なります。また、契約締結時および終了時に想定元本の交

換が行われることもあるという点においても異なります。スワプションは、所有者がスワップ取

引を行う、または既存のスワップ取引を解約する権利を有するが、その義務はないオプションで

す。
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AIGFPは、社内のデリバティブ・ポートフォリオ内で証券ごとの反対ポジションをとることに

より未実現利益および損失の大部分を相殺しており、これにより売却可能証券に伴う金利、為替、

商品および株価リスクを最小化する方針を遵守しています。さらにAIGFPは、信用リスクを低減さ

せることを目的として、6.35億ドルの証券について信用リスクを経済的にヘッジするためのクレ

ジット・デリバティブ取引を行っています。上述のとおり、これらの経済的相殺はFAS第133号の

ヘッジ会計要件を満たしておらず、連結損益計算書においてその他の収益に計上されています。

想定元本は、AIGFPのスワップ業務の取引量測定の基準となっています。想定元本は、市場リス

クや信用リスクを数量化したものではなく、連結貸借対照表には計上されていません。想定元本

は、通常、交換される契約上のキャッシュ・フローの計算に使われるものであって、通貨スワップ

のような特定の契約以外では支払いおよび受け取り額を示すものではありません。

AIGFPの為替先渡契約や取引所扱先物取引あるいはオプション契約に関連するキャッシュ・フ

ローの時期と金額は、それぞれの契約により定められています。

 

以下の表は、AIGFPの金利、クレジット・デフォルトおよび通貨スワップならびにスワプション

・デリバティブの想定元本を満期までの残存期間別に示しています。

 

(単位：百万ドル)

 
想定元本の残存期間
2008年12月31日現在(a)

想定元本
12月31日現在

 １年以内
１年超
５年以内

５年超
10年以内

10年超 2008年 2007年

金利スワップ $190,864$542,810$139,674$9,714$883,062$1,167,464

クレジット・デフォルト・スワップ
(b)

98,398173,16829,7344,239 305,539561,813

通貨スワップ 35,504117,98835,5655,274 194,331224,275

スワプション、エクイティおよび商品
スワップ

28,90760,99833,2368,786 131,927178,967

合計 $353,673$894,964$238,209$28,013$1,514,859$2,132,519

 

(a) 想定元本は市場リスクまたは信用リスクを表すものではなく、連結貸借対照表に計上されていません。

(b) 対象が同一のクレジット・プロテクションが購入および販売されたため、2008年12月31日現在の想定元本で

は、想定元本総額55億ドルが相殺されています。

 

先物および先渡契約とは、保有者に外国通貨、商品あるいは金融指数の売却もしくは購入を義

務づける契約であり、当該契約に基づき、売手／買手は、特定の将来時点において、特定の価格あ

るいは利回りで、特定の商品の引渡し／引受けを行うことに合意します。オプションとは、オプ

ションの保有者が特定の価格で対象となる商品、通貨または金融指数を特定の時点または期間内

において購入もしくは売却することを承認する契約です。オプションの売手として、AIGFPは通

常、オプション・プレミアムを受け取り、その後の対象となる商品、通貨または金融指数における

価値の不利な変動によるリスクを、市場に参加している第三者と反対取引を行うことで管理して

います。市場価額が契約価格と異なる場合、および取引相手が契約義務に従わない場合に損失を

被るリスクが発生します。
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以下の表は、AIGFPの期日別およびデリバティブ種類別の先物、先渡およびオプション契約ポー

トフォリオを示しています。

 

(単位：百万ドル)

 
想定元本の残存期間
2008年12月31日現在

想定元本
12月31日現在

 １年以内
１年超
５年以内

５年超
10年以内

10年超 2008年 2007年

取引所扱先物およびオプション契約
契約額

$11,239$509 $― $― $11,748$28,947

相対取引先渡契約契約額 37,4774,046 1,509 ― 43,032493,046

合計 $48,716$4,555$1,509 $― $54,780$521,993

 

AIGFPのヘッジ・プログラム

2007年度において、AIGFPは利息が生じる金融資産および金融負債の一部に係る指標金利リス

クに対して特定の金利スワップを公正価値ヘッジとして指定しました。当該ヘッジ関係におい

て、AIGは、固定金利の売却可能証券と固定金利の借入金をヘッジしていました。AIGFPはまた、米

ドル以外の通貨建による売却可能負債証券の直物レートの変動に対して、外貨先渡契約を公正価

値ヘッジとして指定しました。こうした戦略の下で、個別または複数のデリバティブのすべてま

たは一部が、単一のヘッジ対象に対して指定されることがあります。

それぞれのヘッジ関係の開始時に、AIGFPはヘッジの有効性が高いことを示すために、ヘッジの

有効性の評価を行い、書面化していました。金利リスクのヘッジについて、AIGFPはヘッジの有効

性が高いことを示すために回帰分析を利用し、為替ヘッジについては、期間ごとの金額的相殺割

合による評価方法を用いていました。AIGFPは当該ヘッジが遡及的に有効性が高かったか否かを

評価するため期間ごとの金額的相殺割合による評価方法を用いていました。将来的および遡及的

評価は毎日更新されました。ヘッジ商品の時間的経過部分および為替ヘッジのフォワードポイン

トは、ヘッジの有効性の評価およびヘッジの非有効性の測定から除外されました。AIGFPはヘッジ

の有効性の評価において、ショート・カット法、マッチ・ターム・メソッドまたは等価法を用い

ていませんでした。

FAS第133号の公正価値ヘッジとしての要件を満たすデリバティブの公正価値の変動は、ヘッジ

されたリスクについてヘッジ対象に係る損益とともに、当期損益に計上されました。金利ヘッジ

については、ヘッジ対象の帳簿価額に対する調整がヘッジ対象の残存期間にわたり実効利回り法

を用いて償却され、損益計上されました。ヘッジの有効性の評価から除外される金額は当期損益

に認識されました。2007年12月31日に終了した事業年度について、AIGFPはヘッジの非有効性につ

いて純損失70万ドルを損益計上し、ヘッジの有効性の評価から除外される一部のヘッジ商品につ

いて純損失4.56億ドルを計上しました。

2008年１月１日付けでSFAS第159号に基づく公正価値オプションを選択しているため、AIGFP

は、このヘッジ・プログラムにおいて、デリバティブをFAS第133号に基づきヘッジ会計が認めら

れるヘッジ関係として指定しなくなりました。
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2006年12月31日に終了した事業年度には、AIGFPがFAS第133号に基づきヘッジ会計が認められ

るヘッジ関係として指定したデリバティブはありませんでした。

 

AIGFPにより仲介されたAIGのヘッジ

2008年度および2007年度に、AIGは特定のAIGFPのデリバティブを、AIGインク(MIPを含む)、ILFC

およびAGFが借入れた特定の債務に対する公正価値ヘッジまたはキャッシュ・フロー・ヘッジと

して指定しました。公正価値ヘッジには、(i)指標金利の変動による固定利付債務の公正価値の変

動に対するヘッジとして指定された金利スワップ、(ⅱ)為替レートおよび／または指標金利の変

動による外貨建債務の公正価値の変動に対するヘッジとして指定された通貨スワップが含まれ

ます。キャッシュ・フロー・ヘッジについては、(i)金利スワップは指標金利の変動による変動利

付債務のキャッシュ・フローの変動に対するヘッジとして指定され、(ⅱ)通貨スワップは指標金

利および為替レートの変動による外貨建債務のキャッシュ・フローの変動に対するヘッジとし

て指定されました。

AIGは、ヘッジの開始時およびその後継続的に、ヘッジ取引で使用されるデリバティブが、ヘッ

ジ対象の公正価値またはキャッシュ・フローの変動を相殺するにあたり、有効性が高いか否かを

評価しています。将来的および遡及的にこれらのヘッジの有効性を評価するために回帰分析が用

いられます。AIGはヘッジの有効性の評価においてショート・カット法、マッチ・ターム・メソッ

ドまたは等価法を用いていません。

公正価値ヘッジとして指定され、有効なデリバティブの公正価値の変動は、ヘッジ対象に係る

損益とともに当期の損益に計上されます。ヘッジ会計を中止する際に、指標金利または為替レー

トの変動によるヘッジ対象の帳簿価額に対する累積的調整額は、ヘッジ対象の残存期間にわた

り、実効利回り法を使用して償却されます。ヘッジの有効性の評価から除外される金額は当期損

益に計上されます。2008年および2007年12月31日に終了した事業年度に、AIGがヘッジ手段の非有

効な部分に係る損失として計上した金額はそれぞれ6,100万ドルおよび100万ドルでした。2008年

および2007年12月31日に終了した事業年度に、AIGはまた、ヘッジの有効性の評価から除外された

ヘッジ手段のフォワード・ポイントの変動に関連してそれぞれ1,700万ドルおよび300万ドルの

利益を認識しました。

キャッシュ・フロー・ヘッジとして適格なデリバティブの公正価値の変動の有効な部分は、

ヘッジ対象のキャッシュ・フローの変動により損益が影響を受けるまで、その他の包括利益(損

失)累計額に計上されます。当該ヘッジの非有効な部分は正味実現キャピタル・ゲイン(ロス)に

計上されます。AIGは、2008年度および2007年度において、ヘッジの非有効性を示す損失1,300万ド

ルおよび利益100万ドルをそれぞれ損益計上しました。2008年12月31日現在、その他の包括利益累

計額に含まれる繰延正味損失1.15億ドルが、今後12ヵ月間で損益計上される予定です。デリバ

ティブの損益のすべての構成要素が、ヘッジの有効性の評価に織込まれています。2008年度およ

び2007年度にヘッジ会計が中止された例はありませんでした。
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AIGFPが締結したスーパー・シニアおよび一銘柄のクレジット・デフォルト・スワップ

AIGFPは通常の営業活動の一環として、信用エクスポージャーに係る収益を資金の手当てをせ

ずに稼得する目的で、クレジット・デリバティブ取引を行っていました。AIGFPのクレジット・デ

リバティブ取引の大半において、AIGFPは貸付または負債証券の指定ポートフォリオに対するク

レジット・プロテクションを販売していました。通常、AIGFPは、「第二次損失」に対してこのよ

うなクレジット・プロテクションを提供していますが、これは、プロテクションの対象である貸

付および負債証券の元本および／または利息の不足もしくはその他の信用事象が「第一次損

失」の一定の限度額または水準を超過した場合にのみAIGFPに信用損失が発生することを意味し

ています。

一般的に、貸付または負債証券の指定ポートフォリオに関連する信用リスクは、複数の層のリ

スクのトランシェに区分され、各層が格付け機関により分析および格付けされています。オリジ

ネーション時に通常は、ポートフォリオ合計の特定の割合を上限として第一次信用損失を補償す

る株式からなる層が存在し、その次はBBB-格付けの層から１つ以上のAAA-格付けの層までが設定

されています。AIGFPの取引の大半が格付け機関から格付けされており、リスク層またはトラン

シェはオリジネーション時にはAAA格付けを受けており、AIGFPの支払い義務が通常発生する限界

レベルよりもすぐ下のレベルです。格付けのない取引については、AIGFPはその支払い義務が発生

する限界レベルを設定する上で同等のリスク条件を適用しています。したがって、これらの取引

において貸付または負債証券の指定ポートフォリオに関しAIGFPが引き受けるリスク層は、通常

「スーパー・シニア」リスク層と呼ばれ、これは格付け機関からAAA格付けを受けた、あるいは格

付けのない場合はこの格付けに相当するよう構成された１つまたは複数のリスク層の上に位置

する信用リスク層と定義されています。AIGFPのスーパー・シニア・クレジット・デリバティブ

・ポートフォリオの予想加重平均満期は、2008年12月31日現在、規制上の自己資本に係る企業向

けポートフォリオで0.7年、規制上の自己資本に係る住宅用モーゲージ・ポートフォリオで1.2

年、規制上の自己資本に係るその他のポートフォリオで7.8年、企業裁定ポートフォリオで3.7年、

およびマルチセクターCDOポートフォリオで6.0年となっています。
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AIGFPのスーパー・シニア・クレジット・デフォルト・スワップ・ポートフォリオ(規制上の

自己資本比率を改善する特定取引のメザニン・トランシェに関して締結されたクレジット・デ

フォルト・スワップを含む)の資産種類別想定元本純額、デリバティブ負債の公正価値および未

実現市場評価損は以下のとおりです。

 

(単位：百万ドル)

 
想定元本純額
12月31日現在

デリバティブ負債の
公正価値
12月31日現在

未実現市場評価損
12月31日に終了した
事業年度(a)

 2008年(b)2007年(b)2008年(c)2007年(c)2008年(d)2007年(d)

規制上の自己資本：       

企業向け貸付 $125,628$229,313$― $― $― $―

優良住宅用モーゲージ 107,246149,430 ― ― ― ―

その他(e) 1,575 ― 379 ― 379 ―

合計 234,449378,743379 ― 379 ―

裁定：       

マルチセクターCDO(f) 12,55678,2055,90611,24625,70011,246

社債/CLO(g) 50,49570,4252,554 226 2,328 226

合計 63,051148,6308,46011,47228,02811,472

メザニン・トランシェ(h) 4,7015,770 195 ― 195 ―

合計 $302,201$533,143$9,034$11,472$28,602$11,472

 

(a) 2006年度には未実現市場価値評価損はありませんでした。

(b) 想定元本純額は、対象となるトランシェより下に位置するすべての劣後部分控除後で表示されています。

(c) 公正価値の金額は、FIN第39号に従った取引相手のネッティング調整および現金担保相殺による影響額考慮

前で表示されています。

(d)デリバティブ負債の評価に係るAIGの拡大する信用スプレッド相殺による正の影響額を示す信用評価調整益

を、2008年度において1.85億ドル含んでいます。AIGFPは、2008年１月１日におけるSFAS第157号適用の結果、

当該評価調整額を反映し始めました。2008年１月１日より前は、信用評価調整額はAIGFPの負債の評価には反

映されていませんでした。

(e) 2008年度には、欧州のRMBSに係る規制上の自己資本比率の改善取引は、その特有の属性から生じる裁定機会

および取引相手の特有の資金源により取引相手に自己資本比率の改善をもたらしていない場合には、予想通

りには解約されませんでした。

(f) MLⅢ取引に係るCDS取引の解約に関連して、AIGファイナンシャル・プロダクツ・コーポレーションは、過去

に供していた担保の引渡しにより325億ドルを支払いました(不足額に係る合意事項に従って受取った25億

ドル控除後)が、そのうち25億ドル(その他の収益(損失)に含まれます)はMLⅢが購入したマルチセクターCDO

に関して締結された特定の2a-7プット取引に関連しています。

(g) 2008年12月31日現在は、CLOのスーパー・シニア・トランシェに対して締結されたクレジット・デフォルト

・スワップ15億ドルを含んでいます。

(h) 2008年および2007年12月31日現在の想定元本純額は、購入したCDSの相殺額それぞれ20億ドルおよび27億ド

ルを含んでいます。
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2008年12月31日現在、AIGFPの支払義務が支払額の不足、破産、および原資産の評価減といった

その他特定の事象により引き起こされる場合、規制上の自己資本比率目的のすべての未決済CDS

取引および裁定ポートフォリオの大部分は、構造上、参照債務のバスケットに関し現金決済され

ます。裁定ポートフォリオに係るCDS取引の残り部分については、AIGFPの支払義務は単一の参照

証券に基づく信用事象の発生により引き起こされ、パフォーマンスは、取引相手による参照証券

の現物譲渡に対するAIGFPによる一括支払いに限定されています。一方で、2007年12月31日現在で

は、マルチセクターCDOに係るCDS取引の大部分において、AIGFPの支払義務は単一の参照CDO証券

に基づく不履行事象の発生により引き起こされ、パフォーマンスは、取引相手による参照証券の

現物譲渡に対するAIGFPによる一括支払いに限定されていました。

2008年12月31日現在のAIGFPのスーパー・シニア・クレジット・デフォルト・スワップ・ポー

トフォリオの想定エクスポージャー純額合計2,344億ドル(企業向け貸付および優良住宅用モー

ゲージで構成されている)は、主に欧州の金融機関の規制上の自己資本比率の改善を目的に締結

されたデリバティブを表しており、裁定を目的としたものではありません。定期的な手数料と引

き換えに、取引相手は自社の様々な貸付ポートフォリオに関するクレジット・プロテクションを

受けるため、最低資本要件が減額されます。これらのCDS取引には、構造上、特定の期間でまたは

バーゼルⅡの実施といった規制上の事象が生じた際に取引相手がAIGFPへの解約手数料の支払い

なしに当該取引を解約できる早期解約権が付されています。2008年度には、想定元本純額997億ド

ルが解約または満了となりました。2009年２月18日までに、AIGFPは、想定元本純額265億ドルにつ

いても、2009年度の特定日を解約日とする正式な解約通知を受領しています。

規制上の自己資本比率の改善を目的とするCDS取引は現金決済が求められており、担保の提供

以外にも、AIGFPは、基礎となるポートフォリオの実現信用損失がAIGFPのアタッチメント・ポイ

ントを上回る場合にのみ規制上の自己資本比率の改善取引に関連した支払いが求められていま

す。

これらのCDS取引のスーパー・シニア・トランシェは、ほとんどの場合においてオリジネー

ション以後増加している高いレベルの劣後部分で引き続き裏付けられています。欧州の住宅用

モーゲージおよび企業向け貸付の参照ポートフォリオの裏付けとなっている加重平均劣後部分

は、2008年12月31日現在、それぞれ12.7％および18.3％でした。単身者向け住宅用モーゲージおよ

び企業向け貸付プールにおける今日までの実現損失の最高レベルは、それぞれ2.1％および

0.42％でした。企業向け貸付取引は、それぞれ、業種および場合によっては国の異なる数百の担保

付および無担保貸付で構成されており、発行体ごとに集中が制限されています。両タイプの取引

では、古い貸付の期日到来または期限前返済があり、通常は、定義されている制約に従って貸付の

一部置換および補充が認められています。これらの補充権は通常は取引開始後の数年間で満了と

なり、その後は期限前返済または期日到来の貸付からの収入は、まずスーパー・シニア・トラン

シェに振り向けられ(連続的に)、これによりAIGFPのスーパー・シニアCDSエクスポージャーの残

高を裏付ける関連する劣後部分のレベルが引き上げられます。

基礎となるポートフォリオの最近のパフォーマンス、劣後部分のレベル、取引相手がこれらの

取引を満了前に解約するであろうという予想を鑑み、AIGFPはこれらの取引の契約上の条項に

従って支払いを求められることはないと考えています。
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想定エクスポージャー純額が2008年および2007年12月31日現在それぞれ合計631億ドルおよび

1,486億ドルのAIGFPのスーパー・シニア・クレジット・デフォルト・スワップは、マルチセク

ターCDOもしくは投資適格上位無担保社債またはCLOの指定プールについて締結された裁定目的

の取引です。

注記４に記載のとおり、MLⅢ取引によりスーパー・シニア・マルチセクターCDOのCDSエクス

ポージャーの大部分は消去されています。

2008年12月31日現在のマルチセクターCDOの未決済CDSポートフォリオは、RMBS、CMBSおよびCDO

内部証券の集中が通常的に見られるCDO取引について締結されたものです。当該ポートフォリオ

の想定元本純額約74億ドル(公正価値負債40億ドル)は、2005年およびそれより前の年代のサブプ

ライムRMBSを主とする一定水準のサブプライムRMBS担保を含んだスーパー・シニア・マルチセ

クターCDOについて締結されたものです。AIGFPのポートフォリオには優良なメザニンCDOも含ま

れています。

マルチセクターCDOのCDS取引の大半は現金決済が求められており、担保の提供以外にも、AIGFP

は、基礎となるポートフォリオの実現信用損失がAIGFPのアタッチメント・ポイントを上回る場

合にのみ当該取引に関連した支払いが求められています。当該ポートフォリオの残り部分につい

ては、AIGFPの支払義務は単一の参照証券に基づく信用事象の発生により引き起こされ、パフォー

マンスは、取引相手による参照証券の現物譲渡に対するAIGFPによる一括支払いに限定されてい

ます。

マルチセクターCDOポートフォリオには満期を短縮するプットが含まれており、これによって、

一部のCDOにより発行された証券の保有者は、1940年投資会社法に基づき当該証券を短期の適格

な2a-7投資として扱うことが認められます(「2a-7プット」)。証券保有者は、特定の状況におい

て、証券を発行体に額面で差し出すことが求められます。発行体の再販売機関が差し出された証

券を再売却できない場合には、AIGFPは、当該証券がデフォルトに陥っていない限り、または当該

証券の発行体に関する特定の破産事象が発生していない限りは、額面で購入しなくてはなりませ

ん。2008年および2007年12月31日現在、想定元本純額それぞれ17億ドルおよび65億ドルの2a-7

プットが未決済です。

2008年度の金額のうち、2.52億ドルについては2009年度に行使される可能性があり、MLⅢは、マ

ルチセクターCDOを2009年度に売却しないこと、および当該マルチセクターCDOに係るプット・オ

プションを行使しないか、またはマルチセクターCDO証券の各購入時に各プット・オプションを

行使することに合意しています。それと引き換えに、AIGファイナンシャル・プロダクツ・コーポ

レーションは、プット・プロテクションの提供により受領する対価をMLⅢに対して支払うことに

合意しています。

企業裁定ポートフォリオは、CDS開始時に通常は投資適格に格付けされている上位無担保社債

ポートフォリオについて締結されたCDS取引で主に構成されています。これらのCDS取引は現金決

済が求められています。また、当該ポートフォリオには、CLOの資本構造の上位部分について締結

された想定元本純額15億ドルのCDS取引も含まれており、信用事象の発生時には現金決済が求め

られています。

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

447/791



一部のスーパー・シニア・クレジット・デフォルト・スワップは、AIGの格付けレベルがBBBま

たはBaa2に引き下げられた場合の追加解約権を取引相手に認めています。当該レベルとなった時

点で、想定元本純額が2008年12月31日現在386億ドルのCDS取引の取引相手は、取引を早期解約す

る権利を得ます。取引相手がこの権利を行使した場合、取引切替費用または取引解約により取引

相手に発生する損失の誠実で合理的な見積額について、取引相手が補償されることが契約上規定

されています。

当該解約権を行使する取引相手の数および当該行使により引き起こされる支払額の両方に関

する見積りは不確実であるため、AIGは、信用格付けがAIGの現在の格付けより低くなった場合に

おけるスーパー・シニア・クレジット・デフォルト・スワップに基づく必要支払総額を合理的

に見積ることはできません。

裁定ポートフォリオ内のCDSの満期は長期であるため、AIGは、支払いが行なわれる期間を合理

的に見積ることはできません。しかしながら、想定元本純額は、スーパー・シニア・クレジット・

デフォルト・スワップ・ポートフォリオの最大損失エクスポージャーを示しています。

AIGFPのクレジット・デフォルト・スワップの大半には担保提供条項があり、通常は国際ス

ワップデリバティブ協会(ISDA)マスター契約および信用補完に関する付属文書による統制を受

けています。当該条項は取引相手および資産クラスによって異なります。AIGFPには、規制上の自

己資本比率の改善取引および裁定取引の両方に関連する担保提供義務がありますが、今日までの

当該義務の大半はマルチセクターCDOに係る裁定取引に関連するものです。

AIGFPは、一部のスーパー・シニア・クレジット・デフォルト・スワップの取引相手より担保

差入要求を受けており、その大半はマルチセクターCDOに関連しています。それより少ないです

が、AIGFPは、取引相手の規制上の自己資本比率の改善を目的として締結された一部のスーパー・

シニア・クレジット・デフォルト・スワップに関して、また企業裁定に関しても担保差入要求を

受けています。

将来の担保差入要求の金額は、AIGの信用格付け、参照債務の格付けおよび関連する参照債務の

市場価値の更なる下落により決まりますが、後者が最も重要な要素です。裁定ポートフォリオに

関する担保提供額とこれらの契約価額との間には高いレベルの相関関係がありますが、規制上の

自己資本に係るポートフォリオに関しては、これらの取引に関する担保の金額が決定される方法

の性質を考えると、同様の関係は存在しません。深刻な市場の混乱、観察可能なデータの欠如およ

び信用市場の混乱に向けて連邦政府が最近実施した施策による市場価格への潜在的影響に係る

不確実性により、AIGFPは、差入が要求される可能性のある担保の金額を合理的に見積ることはで

きません。

マスター契約に基づく担保金額は、各取引相手が異なる取引におけるエクスポージャーを相互

に有している場合には相殺される可能性があります。マスター契約に係る実際の担保提供額は、

担保提供額を増加または減少させ得る基準および独立した金額を含むその他の合意条項による

影響を受ける可能性があります。

2008年および2007年12月31日現在、AIGFPのスーパー・シニア・クレジット・デフォルト・ス

ワップ・ポートフォリオに係る担保提供額(その他の取引に係る相殺前)は、それぞれ88億ドルお

よび29億ドルでした。
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またAIGFPは、信用エクスポージャーに係るスプレッド利益を資金の手当てをせずに稼得する

目的で、企業、インデックスおよび資産担保のクレジットに関して、一銘柄のエクスポージャーを

参照するクレジット・デフォルト・スワップ契約を締結しています。当該取引の一部はロング・

ショート戦略の一環として締結されており、これによりAIGFPは引受CDSと購入CDSとの間の正味

スプレッドを稼得することができます。

2008年12月31日現在、引受CDS契約の想定元本は63億ドルであり、平均信用格付けはBBBでした。

AIGFPは、同一の参照債務を有する想定元本純額30億ドルの相殺CDS契約を購入することで、当該

エクスポージャーをヘッジしています。ヘッジされていない正味ポジションは約33億ドルであ

り、当該CDS契約の最大損失エクスポージャーを示しています。引受CDS契約の平均満期は４年で

す。2008年12月31日現在、CDSポートフォリオの公正価値(帳簿価額を示す)は(10)億ドルでした。

基礎となるクレジットにトリガー事象(デフォルト等)が発生すれば、AIGFPには通常、競売手続

きを通じてポジションを決済する(現金決済)か、基礎となるクレジットにより発行される債券と

引き換えに契約の想定元本を取引相手に支払う(現物決済)選択があります。

AIGFPは、ISDA契約に基づいて引受CDS契約を締結しています。これらのISDA契約の大半は信用

補完付属条項を含んでおり、これにより様々な格付けおよび基準での担保の提供が規定されてい

ます。2008年12月31日現在、AIGFPはこれらの契約に基づき12億ドルの担保を提供しています。

 

AIGFP以外のデリバティブ

AIGおよびその子会社(AIGFPを除く)もまた、金融リスク管理プログラムの一環としてデリバ

ティブおよびその他の商品を利用しています。金利デリバティブ(金利スワップなど)は、固定利

付証券への投資、コマーシャル・ペーパーの発行、中期債および長期債の売出しならびにその他

の金利に敏感な資産・負債に関連した金利リスクを管理するために使用されています。さらに、

外国為替デリバティブ(主にクロス・カレンシー・スワップ、先渡しおよびオプション)は、米ド

ル以外の通貨建て債務、正味資本エクスポージャーおよび外国為替取引に関連するリスクを経済

的に軽減するために使用されています。当該デリバティブは、エクスポージャーの有効な経済的

ヘッジで、相殺を目的としています。

ヘッジ活動のほかに、特にクレジット・デフォルト・スワップならびに株式リンク債および転

換社債のような組込デリバティブを含む投資の購入といった投資活動に関連して、AIGはデリバ

ティブ商品を利用しています。デリバティブの公正価値の変動はすべて損益計算書に計上されま

す。AIGは組込デリバティブを以下の場合には区分しています。(ⅰ)組込商品の経済的特徴が当該

金融商品の残りの構成要素の特徴と明確かつ密接に関連していない場合、(ⅱ)組込デリバティブ

商品および主契約の双方から構成される契約が公正価値で再測定されていない場合、(ⅲ)組込商

品と同等の条件を持つ単独の商品がFAS第133号に基づくデリバティブの定義に合致する場合。
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投資対応プログラムが締結したクレジット・デフォルト・スワップ

投資対応プログラム(「MIP」)は、信用エクスポージャーに係るスプレッド利益を資金の手当

てをせずに稼得する目的で、プロテクションの提供者としてCDS契約を締結しています。CDS契約

のポートフォリオは一銘柄のエクスポージャーであり、開始時には、大部分が優良な企業のクレ

ジットとなっています。

MIPは、関係会社を通じて締結されたCDS契約に投資しており、直説的には関係会社が非関係会

社である第三者とISDA契約に基づいて取引を行っています。2008年12月31日現在、締結されてい

るCDS契約の想定元本は41億ドルであり、平均的な信用格付けはBBB+です。締結されているCDS契

約の平均満期は2012年３月または3.3年です。2008年12月31日現在、MIPが締結したCDSの公正価値

(帳簿価額を示す)は(3.51)億ドルです。

ISDA契約の大半は信用補完付属条項を含んでおり、これにより様々な格付けおよび基準での担

保の提供が規定されています。2008年12月31日現在、MIPに関連するCDS契約に関し、1,289億ドル

の担保が提供されています。想定元本は、締結されているCDS契約に係る最大損失エクスポー

ジャーを示していますが、平均的な投資適格格付けおよび予想デフォルト回収率により、実際の

損失はそれより少なくなると予想されています。AIGインベストメンツは、MIPの投資マネー

ジャーとして、企業の信用リスク手続きを通じて信用エクスポージャーを管理しています。

基礎となるクレジットにトリガー事象(デフォルト等)が発生すれば、MIPには通常、競売手続き

を通じてポジションを決済する(現金決済)か、基礎となるクレジットにより発行される債券と引

き換えに契約の想定元本を取引相手に支払う(現物決済)選択があります。
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11　支払備金、生命保険および傷害医療保険将来保険給付債務ならびに保険契約預り金

 

支払備金の変動に関する調整は以下のとおりです。

 

 (単位：百万ドル)

 12月31日に終了した事業年度

 2008年 2007年 2006年

期首残高：    

支払備金 $85,500 $79,999 $77,169

出再保険金回収見込額 (16,212) (17,369) (19,693)

合計 69,288 62,630 57,476

為替相場の影響 (2,113) 955 741

取得および売却(a) (269) 317 55

発生保険金および損害調査費：    

当期 35,085 30,261 27,805

過年度(割引の増加以外)(b) 118 (656) (53)

過年度(割引の増加) 317 327 300

合計 35,520 29,932 28,052

支払保険金および損害調査費：    

当期 13,440 9,684 8,368

過年度 16,531 14,862 15,326

合計 29,971 24,546 23,694

期末残高：    

支払備金純額 72,455 69,288 62,630

出再保険金回収見込額 16,803 16,212 17,369

合計 $89,258 $85,500 $79,999

 
(a) 2008年度第４四半期におけるユニバンコの売却に関する期末残高ならびに2007年度および2006年度における

ウーバおよびセントラル・インシュランス・カンパニー・リミテッドの買収に関する期首残高を反映してい

ます。

(b) 2007年度および2006年度におけるトランスアトランティックの損害再保険業務に関するそれぞれ8,800万ドル

および1.81億ドル、また、2005年度および2004年度の異常災害により発生した2008年度、2007年度および2006年

度の発生保険金それぞれ700万ドル、6,400万ドルおよび1.03億ドルを含んでいます。
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支払備金の割引

2008年12月31日現在、AIGの損害保険事業の正味支払備金は、表定および表定外割引を含む25.7

億ドルの支払備金の割引を反映しています。表定労災保険割引は3.5％の金利と1979-81年の10年

死亡表を利用して計算されます。表定外労災保険割引は、ニューヨークおよびペンシルバニアに

拠点のある会社については別途計算されており、各州の法規制に基づき計算されています。

ニューヨーク州の会社については、割引率は５％の金利と会社自身の支払傾向に基づいていま

す。ペンシルバニア州の会社については、６％の金利と業界支払傾向に従って、2001事故年度およ

びそれ以前の割引係数が定められています。2002事故年度以降に関しては、割引係数は、会社の支

払傾向と投資利回りに基づいています。

 

将来保険給付債務および保険契約預り金の分析は以下のとおりです。

 

   (単位：百万ドル)

  12月31日現在

  2008年 2007年

将来保険給付債務：    

長期契約  $141,623 $135,521

短期契約  711 866

合計  $142,334 $136,387

保険契約預り金：    

年金保険  $139,126 $140,444

保証投資契約  14,821 25,321

ユニバーサル・ライフ商品  29,277 27,114

変額商品  24,965 46,407

企業向け生命保険商品  2,259 2,124

その他の投資契約  16,252 17,049

合計  $226,700 $258,459

 

上記の表に示される将来保険給付債務に含まれる長期契約債務は、主に生命保険商品から生じ

るものです。短期契約債務は、主に傷害医療保険商品に係わるものです。生命保険将来保険給付債

務は、以下の仮定に基づき設定されています。

・ 金利(即時開始年金および退職時受託型年金を除く)は、地域、発行年度および商品により

異なり、最初の20年間については、1.0％から11.0％の間です。即時開始年金および退職時

受託型年金の金利は最高で11.5％であり、6.0％を超えない利率まで漸次減少します。
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・ 死亡率および解約率は、地域別に実際の経験にもとづいて設定されており、契約形態の相

違に応じて修正が加えられています。個人および団体に関する加重平均保険失効率は、解

約も含め約6.8％です。

・ AIGに帰属する当期および過年度の純利益ならびに当期の未実現投資評価益のうちの一

部は、保険契約およびその保険契約の効力がある管轄区における保険に関する規則によっ

て制限される場合があります。

・ 利益配当参加型生命保険は、2008年12月31日現在、総保険契約高の約15％、また2008年度

の総保険料およびその他の報酬の21％を占めています。支払われるべき年間配当金額は、

各地域の取締役会で決定されています。将来の配当支払に対する引当金は各地域の規制を

反映して、管轄区ごとに算定されます。

 

保険契約預り金債務は、以下の仮定に基づき設定されています。

・ 据え置き年金に付された金利は地域および発行年度により、1.4％から13.0％まで(ボー

ナスを含む)の間です。当該債務の1.0％未満が、9.0％超の金利で計上されています。現在、

表明されている金利は通常１年間の適用が保証されていますが、場合によってはそれより

長い期間保証されています。脱退料は通常０％から12.0％であり、０年から15年にわたっ

て０％まで漸次減少します。

・ 国内においては、保証投資契約(「GIC」)に関し、給付金の支払以外の払い戻しについて、

市場価額で評価された返戻準備金が設定されています。金利は通常1.2％から9.0％の間で

す。ほとんどのGICが３年以内で満期となります。

・ 企業向け生命保険商品の金利は4.0％が保証されており、2008年の加重平均金利は5.0％

でした。

・ ユニバーサル・ライフ・ファンドについては、1.0％から5.8％の利率が適用されており、

発行年度により1.0％から5.5％の金利が保証されています。さらに、ユニバーサル・ライ

フ・ファンドは、解約に際し一定の解約費用が課されますが、その費用は、発行から20年を

上限とする期間にわたってファンド総額の13.0％から０％まで漸次低減していきます。

・ 変額商品および変額投資契約については、保険契約の価値は投資ユニットの観点から表

示されます。各ユニットは資産ポートフォリオに関連しています。ユニットの価値の増減

は、関連する資産ポートフォリオの価値に基づいています。流動負債は、全投資ユニットに

関する現在のユニットの価値に最低死亡保証給付金または払戻給付に対する負債を加算

した合計です。

 

一部の商品は経験に基づく調整を必要とします。これらの商品には、団体生命および団体医療

保険、信用生命保険、傷害医療保険(生命保険契約への特約条項)、および他の元受保険会社との再

保険契約の一部が含まれています。これらの保険契約から生じる最終的な保険料は収益として見

積り、計上され、保険料の未経過分は負債として計上されます。経験に基づく調整は、契約形式お

よび当該保険契約の効力がある地域によって異なり、また、各地域の規制の制限を受けます。
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12　変額生命保険および変額年金契約

AIGは、意見書第03-1号(「SOP第03-1号」)に従っています。この意見書は、変額年金および変額

生命保険契約に関連した最低死亡保証給付金およびその他の生存給付金に対する負債を認識し、

これらの商品に関する特定の開示を行うよう要求しています。

投資収益および投資損益が保険契約者に直接的に発生しており、保険契約者が投資リスクを負

担しており(従来型の変額年金)、SOP第03-1号による分離勘定処理が認められている場合、AIGは、

変額契約を分離勘定に計上しています。いくつかの外国の管轄地では、分離勘定は一般勘定の債

権者から法的に分離されないため、SOP第03-1号による分離勘定処理が認められていません。この

ような場合、保険契約者が資産のパフォーマンスに関連するリスクを負担していても、変動契約

は一般勘定契約として報告されます。またAIGが保険契約者に対して(a)保険契約預り金の合計か

ら返戻金を控除した額に最低利回りを加えた額(数少ないですが、最低利回りがないこともあり

ます)(正味預り金と最低利回り)、または(b)契約締結日より通常１年ごとの応答日に達成された

ことのある契約者価額の最高値から当該日以降の返戻金を控除した額(最高契約者価額)のどち

らかを、契約上保証している場合(保証付変額契約)、AIGは変額年金および生命保険契約について

も分離勘定、または分離勘定による報告が認められていない場合は一般勘定による計上を行って

います。これらの保証は、積立期間中の特定日における死亡、年金またはその他の事象により支払

われる給付金を含んでいます。当該給付金は最低死亡保証給付金(GMDB)、最低所得保証給付金

(GMIB)、最低保証払戻給付（GMWB）および最低保証契約者価額給付金(GMAV)と呼ばれます。AIGの

給付金の大部分を占めるのはGMDBです。

従来型の変額年金および保証付変額契約の変額勘定を裏付ける資産は、公正価値で評価され、

SOP第03-1号による分離勘定処理が認められる場合、分離勘定資産として計上され、同額が負債と

して計上されます。分離勘定処理が認められない分離勘定の資産は売買目的勘定資産として報告

され、負債は対応する一般勘定の保険契約者債務に含まれます。死亡、管理およびその他のサービ

スに関する保険契約者に対する査定額は収益に含まれ、最低保証に関する負債の増減は連結損益

計算書の給付金および保険金に含まれます。SOP第03-1号による分離勘定処理が認められる当該

勘定についての分離勘定の正味投資利益、正味投資損益および関連する負債の増減は、連結損益

計算書の同一の勘定科目内で相殺されます。SOP第03-1号による分離勘定処理が認められない契

約についての正味投資利益および売買勘定にかかる損益は正味投資利益に報告され、主に給付金

および保険金に報告される金額と相殺されます。
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変額契約者に対する保証によるAIGのエクスポージャーの大部分は、GMDBによるものです。AIG

のGMDBエクスポージャーの詳細は以下のとおりです。

 

  (単位：十億ドル)

 
正味預り金と
最低利回り

最高契約者価額

2008年12月31日現在   

契約者価額(a) $50 $11

リスク額(b) 13 5

商品ごとの保険契約者の平均年齢 38－69歳 55－71歳

最低保証利回りの水準 3－10％  

2007年12月31日現在   

契約者価額(a) $66 $17

リスク額(b) 5 1

商品ごとの保険契約者の平均年齢 38－69歳 55－72歳

最低保証利回りの水準 3－10％  

 

(a) 連結貸借対照表の保険契約預り金に含まれています。

(b) 現在の契約者価額を超過している死亡給付金を表しています。

 

以下は一般勘定に計上されている変額契約の保証に関するGMDB負債の要約表です。

 

 (単位：百万ドル)

 12月31日に終了した事業年度

 2008年 2007年

期首現在 $463 $406

引当金増加額 351 111

給付金支払額 (97) (54)

期末現在 $717 $463

 

GMDB負債は、期末毎に、死亡給付金予想額が勘定残高予測額を超過する金額を見積り、合計予測

査定額に基づいた支払期間にわたって当該超過額を比例配分することで算出されます。AIGは使

用した見積りを定期的に評価し、実績またはその他の証拠により以前の仮定に修正が必要なこと

が分かれば、給付費用を借方または貸方計上して負債額を調整します。
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以下の仮定および手法が2008年12月31日現在のGMDB負債の算出に用いられました。

・使用されたデータは上限1,000の確率論に基づく運用実績シナリオです。

・平均運用実績仮定は事業ブロックにより異なり、３％から約10％の範囲です。

・ボラティリティ仮定は事業ブロックにより異なり、８％から23％の範囲です。

・死亡率は様々な生命保険および年金保険の死亡率表の50％から103％の範囲で仮定されていま

す。

・米国内の契約に関し、失効率は契約の種類および期間ごとに異なり、０％から40％の範囲です。

米国外の契約に関しての失効率は契約の種類により０％から15％の範囲です。

・米国内の契約に関し割引率は3.25％から11％の範囲です。米国外の契約に関しての割引率は

1.6％から７％の範囲です。

GMDBの他に、AIGの契約には比較的小規模ではありますがGMIBも含まれています。GMIB負債は、

期末毎に、年金給付金予想額が年金給付日における勘定残高予測額を超過する金額を見積り、合

計予測査定額に基づいた支払期間にわたって当該超過額を比例配分することで算出されます。

AIGは使用した見積りを定期的に評価し、実績またはその他の証拠により以前の仮定に修正が必

要なことが分かれば、給付費用を借方または貸方計上して負債額を調整します。

AIGの契約は、現在のところGMAVおよびGMWB給付を含んでいます。GMAVおよびGMWBは組込デリバ

ティブと見なされており、損益計上を通じて公正価値で認識されます。AIGは、GMAVおよびGMWBか

ら生じるエクスポージャーの一部を経済的にヘッジするためにデリバティブ契約を締結してい

ます。

 

 

13　借入債務

AIGの借入金合計は以下のとおりです。

 

   （単位：百万ドル）

  12月31日現在

  2008年 2007年

連銀ファシリティ  $40,431 $―

その他の長期債務  137,054 162,935

コマーシャル・ペーパーおよび延長可能コマー
シャル・ノート

 613 13,114

NY連銀コマーシャル・ペーパー・ファンディング
・ファシリティ

 15,105 ―

債務合計  $193,203 $176,049
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長期債務の満期は以下のとおりです(連結投資の借入金を除く)。

 

(単位：百万ドル)

 2008年12月31日現在

 合計 2009年2010年2011年2012年2013年それ以降

AIG：        

連銀ファシリティ $40,431$― $― $― $― $40,431$―

社債 11,7561,4181,350 562 27 998 7,401

下位劣後債 11,685 ― ― ― ― ― 11,685

エクイティ・ユニットに帰属
する下位劣後債

5,880 ― ― ― ― ― 5,880

借入金およびモーゲージ債務 416 4 4 5 5 338 60

MIP対応社債 14,4461,1562,2353,1112,157 877 4,910

AIGFP対応社債 4,660 255 38 27 56 ― 4,284

AIG合計 89,2742,8333,6273,7052,24542,64434,220

AIGFP、公正価値：        

GIA 13,8601,166 768 282 410 400 10,834

社債 5,2502,630 762 177 625 79 977

借入金およびモーゲージ債務 2,1751,175 324 195 192 78 211

複合金融商品負債(a) 2,113 216 238 241 94 249 1,075

AIGFP合計 23,3985,1872,092 895 1,321 806 13,097

AIGLH社債 798 ― 500 ― ― ― 298

信託優先株式に関連した負債 1,415 ― ― ― ― ― 1,415

ILFC(b)：        

社債 20,0513,1784,0034,3803,5723,5421,376

下位劣後債 999 ― ― ― ― ― 999

輸出与信枠(c) 2,437 502 400 312 283 283 657

銀行融資 7,5592,4712,1032,660 325 ― ―

ILFC合計 31,0466,1516,5067,3524,1803,8253,032

AGF(b)：        

社債 23,0896,6364,1123,1722,0791,9795,111

下位劣後債 349 ― ― ― ― ― 349

AGF合計 23,4386,6364,1123,1722,0791,9795,460

AIGCFG借入金およびモーゲージ
債務(b)

1,596 771 652 83 36 35 19

その他の子会社(b) 670 3 3 5 4 3 652

合計 $171,635$21,581$17,492$15,212$9,865$49,292$58,193

 

(a) 公正価値で会計処理されているAIGFPが発行した仕組債を表しています。
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(b) AIGはこれらの借入金の保証は行っていません。

(c) 輸出与信枠に基づくILFCの借入に関する将来の最小支払額を反映しています。

 

AIG(親会社)

(ⅰ)連銀ファシリティ： 2008年９月22日、AIGは、850億ドルの連銀クレジット契約ならびに保

証および担保提供契約(「担保提供契約」)をNY連銀と締結しました。

連銀クレジット契約に従って、NY連銀による連銀ファシリティに基づく与信枠の拡大および

500,000ドルの支払いに対して、AIGはシリーズC優先株式100,000株を発行することに合意しまし

た。シリーズC優先株式の詳細については連結財務書類に対する注記15をご参照ください。

2008年11月９日、AIGおよびNY連銀は2008年11月25日付けで連銀クレジット契約を改訂しまし

た。改訂連銀クレジット契約では、特に以下が規定されています。(ⅰ)シリーズD優先株式発行後

の連銀ファシリティに基づく与信枠合計を600億ドルとする、(ⅱ)借入残高に係る支払金利を

３ヵ月物LIBOR(3.5％以上)に３％上乗せした年率とする、(ⅲ)未使用額に係る支払手数料を年率

0.75％とする、(ⅳ)連銀ファシリティの期間を５年間とする。シリーズD優先株式の詳細について

は注記15をご参照ください。2008年12月31日現在、手数料および経過複利利息36.3億ドルを含む

合計404億ドルが連銀ファシリティに基づいて借入れられています。

連銀ファシリティはAIGの一部子会社の資本株式および資産により担保されていますが、AIGお

よび一部子会社の債務契約ならびにAIGの修正基本定款に基づき担保として提供されることが認

められていない特定の資産、規制対象子会社の資産、米国外子会社の資産ならびに特別目的事業

体の資産については担保の対象外となっています。AIGの特定の直接子会社の資本株式も担保の

対象外としており、AIGは、すべてまたはほとんどすべての資産をNY連銀に担保として提供してい

るわけではありません。

AIGは、従来のような公募債市場を通じた長期資金調達は行えません。

 

(ⅱ)社債： 2008年８月18日、AIGはルール144A／レギュレーションSに基づく募集により元本

32.5億ドル年利8.25％満期2018年の上位無担保債を販売しました。当該社債の販売による入金額

はAIGFPにより一般事業目的で使用され、当該社債は上記表の「AIGFP対応社債」に含まれていま

す。AIGは、有効な登録届出書に従って当該社債の発行日から360日以内に募集を完了させる商業

的合理性のある努力をすることに合意しています。

2008年12月31日現在、AIGのミディアム・ノート・プログラムのもとでの上位債の元本残高は

約75億ドルであり、そのうち32億ドルはAIGの一般事業目的で使用され、8.93億ドルはAIGFPが使

用し(上記表の「AIGFP対応社債」に含まれています)、34億ドルはMIPへ資金を供給するために使

用されました。これら社債の満期日は2009年から2052年の間になります。AIGはこれら社債に関連

して効率的な借入金利を管理するために適当と考えられる範囲でスワップ取引を行うことがあ

ります。
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2008年12月31日現在、AIGのユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラムのもとでの社

債残高は120億ドル相当でした。そのうち、97億ドルはMIPへ資金を供給するために使用され、残り

はAIGの一般事業目的で使用されました。残高総額には米ドルへの為替換算により生じた5.88億

ドルの損失が含まれており、そのうち10万ドルの利益はAIGが一般事業目的で発行した社債に関

連しており、5.88億ドルの損失はMIPへ資金を供給するために発行された社債に関連していまし

た。AIGは外貨建社債から生じる為替エクスポージャーを経済的にヘッジしています。

AIGは日本で発行登録の届出を行っており、これは、総額で上位債3,000億円までの発行を規定

しています。このうち5.62億ドル相当額が2008年12月31日現在発行されています。

 

(ⅲ)下位劣後債： 2007年度および2008年度にAIGは、米ドル、英ポンドおよびユーロ建ての総

額125億ドルの下位劣後債を、８回にわたって発行しました。下位劣後債の各シリーズに関連し

て、AIGは、AIGの2036年満期6.25％上位債の保有者のために、代替資本条項(「RCC」)を締結しま

した。RCCでは、AIGが代替資本証券の売却により適格な収入を得ない限りは、特定の日以前に該当

する下位劣後債の払い戻し、償還または購入を行わないことが規定されています。

2008年５月、AIGは、以下の販売を通じて合計約200億ドルを調達しました。(ⅰ)１株当たり38ド

ルでのAIG普通株式196,710,525株の公募、(ⅱ)１口当たり75ドルでのエクイティ・ユニット78.4

百万口の公募、(ⅲ)３シリーズの下位劣後債69億ドルの未登録募集。エクイティ・ユニットおよ

び下位劣後債は、主要な格付け機関の現行の方針に基づき、ハイブリッド・エクイティとして処

理されていますが、連結貸借対照表上では長期債務として計上されています。エクイティ・ユ

ニットは、AIG下位劣後債に対する保有持分、およびエクイティ・ユニット保有者が2011年におけ

る３日間においてAIG普通株式を購入することを義務付けまたAIGが売却することを義務付ける

株式購入契約により構成されています(購入株式数は変動し、下限128,944,480株、上限

154,738,080株であり、逆希薄化調整を受けます)。

 

AIGFP

保証投資契約債務に属する借入金： AIGによって保証されているGIA債務に属する借入金は、

公正価値で計上されています。債務は、契約相手方の任意で満期日前に繰上返済することができ

ます。当該借入金に関する利率は、ほとんどが固定利率であり、満期日により異なり、9.8％が上限

となっています。

2008年12月31日現在、これらの債務に関し担保に供されている証券の公正価値は約84億ドルで

す。
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GIAを除くAIGFPの借入債務は以下のとおりです。

 

2008年12月31日現在    

満期 通貨 金利
米ドル建帳簿価額
(単位：百万ドル)

2009年－2035年 米ドル 0.01－8.25％ $4,167

2009年－2047年 ユーロ 1.59－7.65 2,866

2009年－2023年 日本円 0.01－2.50 2,205

2009年－2015年 スイス・フラン 0.25－2.79 112

2009年－2015年 オーストラリア・ドル 0.01－2.65 107

2009年－2012年 その他 0.01－7.73 81

合計   $9,538

 

AIGFPは社債を経済的にヘッジしています。AIGは、AIGFPが発行しているすべての社債について

保証を行っています。

 

複合金融商品負債： AIGFPの社債には、支払条件が１つ以上の金融指標またはその他の指標

(株価指数、商品指数、負債証券に明確かつ密接に関連しているとみなされないその他の測定値

等)に連動している仕組商品が含まれます。これらの社債は、FAS第133号で個別の会計処理が要求

される組込デリバティブを含んでいます。AIGがFAS第155号を早期適用した際に、AIGFPはこれら

の社債に対して公正価値オプションを選択しました。公正価値オプションを用いて会計処理して

いる社債は複合金融商品(公正価値)に区分して報告されます。

 

AIGLH 

2008年12月31日現在、総額7.98億ドルのAIGLH社債が発行されており、2010年から2029年までに

満期を迎え、利率は6.625%から7.50%です。AIGはAIGLHの社債を保証しています。

 

信託優先株式に関連した負債

AIGLHは、AIGLHにより設立された特定の信託に対して下位劣後債券(以下「負債」という)を発

行しました。これは当該信託の唯一の資産です。当該信託は独立した営業は行っていません。当該

信託は、投資家に強制償還可能優先株式を発行しました。当該負債の利払い条件と償還日は優先

株式と同じです。当該負債および関連契約に関するAIGLHの債務を総合的に考えた場合、AIGLHが

優先株式に関する支払について完全かつ無条件の保証を提供していることになります。AIGは、当

該負債および関連契約に関してAIGLHの債務を保証しています。当該負債は、AIGLHの意思により

一定の状況下で比例配分基準で償還されます。
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2008年12月31日現在、優先株式残高は、アメリカン・ジェネラル・キャピタルⅡが2000年６月

に発行した清算価値3.00億ドル利率8.5％の優先株式、アメリカン・ジェネラル・インスティ

テューショナル・キャピタルBが1997年３月に発行した清算価値5.00億ドル利率8.125％の優先

株式、ならびにアメリカン・ジェネラル・インスティテューショナル・キャピタルAが1996年12

月に発行した清算価値5.00億ドル利率7.57％の優先株式から構成されていました。

 

ILFC

(ⅰ)社債： 2008年12月31日現在、総額201億ドルの社債が発行されており、ターム・ノート77

億ドル、2009年から2015年までに満期を迎え、利率が1.62％から7.95％の間のミディアム・ター

ム・ノート124億ドル、および下記で説明されている下位劣後債10億ドルから構成されています。

これら社債のうち41億ドルは変動利率、それ以外は固定利率で利息が付されています。ILFCは、当

該社債の実効支払金利を管理するために適切と思われる範囲内でスワップ契約を締結していま

す。

現在、ILFCは、従来のような公募債市場を通じた長期または短期の資金調達を行うことができ

ません。現在、ILFCは、現存する与信枠および証書に基づき、50億ドルを超えて担保付の資金調達

を行うことができます。

ILFCはよく知られた発行体であり、SECに有効な発行登録の届出を提出しています。2008年12月

31日現在69億ドルの負債証券がこの届出に基づき発行されています。また、ILFCはユーロ・ミ

ディアム・ターム・ノート・プログラムを70億ドル保有しており、これに基づいて2008年12月31

日現在23億ドルの社債が発行されています。ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラム

に基づき発行された社債は、上記の借入金に関する表のILFCの社債に含まれています。ILFCは、ス

ワップを通じて社債のエクスポージャーをヘッジすることで、外貨建社債により発生する為替エ

クスポージャーの大部分を回避しています。

 

(ⅱ)下位劣後債： 2005年12月に、ILFCは、ILFCが支援する信託が発行した信託優先証券を担保

するために総額10億ドルの下位劣後債を２つのトランシェに分割して発行しました。6.00億ドル

のトランシェの繰り上げ償還日は、2010年12月21日で、4.00億ドルのトランシェの繰り上げ償還

日は、2015年12月21日です。当該トランシェは双方とも、2065年12月21日に満期が到来します。

6.00億ドルのトランシェの固定利率は、最初の５年間は5.90％です。4.00億ドルのトランシェの

固定利率は、最初の10年間は6.25％です。コール・オプションが行使されない場合、両トランシェ

の金利は四半期ごとに更改される変動利率に基づいて調整されますが、当該利率は、当初の信用

スプレッドに(ⅰ)3ヵ月物LIBOR、(ⅱ)10年国債および(ⅲ)30年国債のうち一番利率が高いものを

加算した利率に等しいです。
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(ⅲ)輸出与信枠： 2008年12月31日現在、ILFCは2001年度までに納入された航空機約75機の購

入に使用された43億ドルの輸出与信枠(「ECA」)に基づいて、3.65億ドルを借入れています。10年

で償却する当該借入に対する利率は、航空機の納期により5.75％から5.86％の間になります。こ

の債務は、同与信枠により資金調達された航空機の所有権を保有するILFCの子会社の株式の提供

により担保されています。同与信枠は、様々なヨーロッパの輸出信用機関により保証されていま

した。

2008年12月31日現在、ILFCは、2009年５月31日までに納入される航空機のために最大36億ドル

を借入れることができる同様の仕組みのECAに基づいて、21億ドルを借入れています。同与信枠

は、様々なヨーロッパの輸出信用機関が将来の航空機の保証を提供する際に利用可能となり、利

率は入札過程を通じて決定されます。利率は、(0.04)％から0.90％のスプレッドでLIBORに基づく

か、もしくは4.2％から4.7％の固定利率となります。2008年12月31日現在の借入金の利率は

2.51％から4.71％の間となっています。この債務は、同与信枠により資金調達された航空機の所

有権を保有するILFCの子会社の株式の提供により担保されています。これらの与信枠に基づく債

務は、上記の借入金に関する表のILFCの社債に含まれています。

これらの輸出与信枠に基づき、ILFCは、信用格付けの引き下げに関連して、資金調達された航空

機に係る預託金および維持準備金を分離勘定に分離するよう求められる可能性があります。2008

年10月３日にムーディーズによりILFCの長期債券格付けがBaa1へ引き下げられた結果、ILFCは与

信枠の保証信託より、資金調達された航空機に係る保証預託金および維持準備金を分離勘定に分

離するよう通知を受けました。ILFCは通知日から90日以内にこれに応じる必要があり、2008年12

月31日以降に、ILFCは約2.60億ドルの預託金および維持準備金を分離しました。与信契約に基づ

き分離が求められる資金は、預託金の増減、維持準備金および与信枠により資金調達された航空

機に係る債務の満期により変動します。信用格付けがさらに引き下げられれば、賃借料の分離要

求等、輸出与信枠に基づく新たな制限が課せられることになり、また分離勘定から資金を引き出

すのに事前の同意が必要となります。

 

(ⅳ)銀行融資契約： ILFCは、適宜様々な銀行融資契約を締結しています。2008年12月31日現

在、借入額合計は、76億ドルでした。当該融資は、2012年までに満期が到来します。利率は、0.30％

から1.625％のスプレッドでLIBORに基づいています。2008年12月31日現在の利率は2.15％から

4.36％の間となっています。

 

AIGはILFCのいかなる借入債務も保証していません。

 

AGF

(ⅰ)社債： 2008年12月31日現在、総額231億ドルの社債が発行されており、2009年から2031年

までに満期を迎え、利率は0.23％から９％の間となっています。AGFは、当該社債の一部について、

実効支払金利を管理するために適切と思われる範囲内でスワップ契約を締結しています。
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(ⅱ)下位劣後債： 2008年12月31日現在、2067年１月に満期が到来する総額3.49億ドルの下位

劣後債が発行されています。当該債券はルール144A／レギュレーションSの募集でAGFが支援する

信託が売却した一連の信託優先証券を担保します。AGFは2017年１月より額面で当該債券を償還

できます。

 

AIGはAGFのいかなる借入債務も保証していませんが、AGF364日シンジケート・ファシリティに

基づくAGFの債権者のために資本支援契約を締結しています。

ILFCとAGFの両社は、それぞれのリボルビング・クレジット・ファシリティに基づき借入可能

な金額を全額引き出しています。

AIGのシンジケート・ファシリティは、AIGが最低500億ドルの株主資本合計(GAAPに準拠して連

結ベースで計算)を常に維持するよう求める条項を含んでいます。この株主資本合計の水準を維

持できなくなった時点で、AIGは当該与信枠を利用できなくなります。また、AIGが500億ドルの株

主資本合計を維持できないことを含み、銀行が当該与信枠を解約する要因となるような当該与信

枠における不履行事象が生じた場合には、AIGは、保険子会社が連結会社間再保険取引を行う法的

許可を得られるようにAIGが入手した約27億ドルの信用状について、担保の提供を求められる可

能性があります。

 

その他の社債、借入金およびモーゲージ債務の内訳は以下のとおりです。

 

  (単位：百万ドル)

12月31日現在 無担保社債/借入金
担保付借入金および
モーゲージ債務

AIGCFG $1,596 $―

AIG 416 ―

その他の子会社 514 156

合計 $2,526 $156
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コマーシャル・ペーパー　

コマーシャル・ペーパーの発行残高は以下のとおりです。

 

(単位：百万ドル)

2008年12月31日現在 正味帳簿価額
未償却割引額
および
未払利息

額面価額 加重平均金利
加重平均

満期期間(日数)

コマーシャル・ペーパー：      

ILFC $57 $― $57 3.51％ 57

AGF(a) 173 1 174 3.40 66

AIGファンディング 244 ― 244 3.19 39

AIGCC－台湾(b) 110 ― 110 1.48 15

AIGF－タイ(b) 14 ― 14 2.46 18

コマーシャル・ペーパー合計 598 1 599 ― ―

CPFF：      

AIGFP(c) 6,802 19 6,812 3.84 29

ILFC(d) 1,691 3 1,694 2.78 28

AIGファンディング 6,612 15 6,627 2.82 24

CPFF合計 15,105 37 15,133   

合計(a) $15,703 $38 $15,732 ― ―

 

(a) 延長可能コマーシャル・ノート1,500万ドルを除きます。

(b) 現地通貨で発行され、現地の実勢金利が付されています。

(c) 公正価値で計上されています。

(d) 2009年１月21日、S&PがILFCの短期信用格付けを引き下げたことで、ILFCはCPFFに参加できなくなりました。

 

2008年12月31日現在、AIGは、AIGファンディング以外の子会社について、コマーシャル・ペー

パーの保証を行っていません。
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コマーシャル・ペーパー・ファンディング・ファシリティ

AIGはCPFFに参加しています。AIGファンディング、カーゾン・ファンディング・エルエルシー

およびナイチンゲール・ファイナンス・エルエルシーは、CPFFに基づき、それぞれ最大約69億ド

ル、72億ドルおよび11億ドルのコマーシャル・ペーパーを発行できます。ILFCは2008年12月31日

現在ではCPFFに参加しており、プログラムに基づいて約17億ドルを借入れていました。2009年１

月21日、S&PがILFCの短期信用格付けを引き下げたことで、ILFCはCPFFに参加できなくなりまし

た。ILFCがCPFFに基づいて借入れた17億ドルは支払い期日が到来し、2009年１月28日に返済され

ました。2008年12月31日および2009年２月18日現在、その他の関連会社３社が、当該与信枠に基づ

いてそれぞれ合計で約145億ドルおよび140億ドルを借入れていました。これらのAIGの関連会社

は、CPFFの標準的な条件で参加しています。

CPFFに基づくコマーシャル・ペーパーの発行による入金額は、AIGの発行済コマーシャル・

ペーパの満期到来時における借り換え、その他の運転資本の充足、連銀ファシリティに基づく任

意返済に利用されています。連銀ファシリティに基づく任意返済により、借入可能額が減額する

ことはありません。

 

 

14　契約債務、偶発債務および保証債務

通常の営業活動において、様々な契約債務および偶発債務が、AIGおよびいくつかの子会社にお

いて発生しています。またAIGは、いくつかの子会社の様々な債務を保証しています。

 

(a) 訴訟および調査

営業活動において発生する訴訟　AIGおよびその子会社は、通常の営業活動の中で、一般的に保

険業および金融サービス業に共通の訴訟を受けており、これは懲罰的損害賠償請求を含んでいま

す。AIGの保険業務では保険金請求の決済業務から生じる訴訟は、通常、AIGの支払備金の設定で考

慮されていますが、陪審員の評決額および和解金が増加する可能性があるため、訴訟の最終的な

結果の見積りは困難なものになっています。

様々な連邦、州ならびに米国外の規制および政府機関が、AIGの流動性問題に関する業界全体お

よびその他の調査に関連してAIGおよびその子会社による開示、取引および慣行の一部を見直し

ています。これらの見直しには、AIGFPスーパー・シニア・クレジット・デフォルト・スワップ・

ポートフォリオに関するAIGの評価および開示についてのSECおよび米国司法省詐欺取締課

(「DOJ」)による調査ならびにAIGFPの英国における営業に関する英国重大不正監視局による調

査が含まれています。AIGは召喚状およびその他の要請に応じて文書およびその他の情報の提供

に協力しており、今後も継続して協力する予定です。

複数のSEC調査に関連して、AIGは、複数の従業員がウェルズ通知を受け取っており、今後も別の

現職および元従業員が同様の通知を受け取る可能性があることを了解しています。ウェルズ通知

とは、SECの手続に基づき、SEC職員が正式な勧告を確定する前にSEC職員に返答する機会を受取人

に与える是正措置を勧告する事前決定を行ったことを示すものです。
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AIGは、現時点では、以下に記載の未解決の訴訟および調査について最終的な債務を見積ること

はできませんが、当該債務は、AIGの連結ベースの財政状態、個々の報告期間における連結ベース

の経営成績および連結ベースのキャッシュ・フローに対して重大で不利な影響を及ぼす可能性

があります。

 

AIGFPのスーパー・シニア・クレジット・デフォルト・スワップ・ポートフォリオに関連する訴

訟

証券訴訟―ニューヨーク州南部地区　2008年５月21日、推定証券詐欺集団訴訟が、AIGならびに

その現職および元の役員および取締役の一部に対して、ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所

(「ニューヨーク州南部地区」)で提起されました。告訴状では、被告が2007年５月11日から2008

年５月９日の間に、プレスリリース、AIGの四半期および年度末の提出書類ならびにアナリストと

の電話会議において、著しく虚偽で誤解を招く発表を行い、AIGの株価をつり上げたことが主張さ

れています。虚偽の誤解を招く発表とされているのは、特に、深刻な信用市場の混乱を原因とする

AIGFPのスーパー・シニア・クレジット・デフォルト・スワップ・ポートフォリオに係る未実現

市場価値評価損に関するものです。告訴状では、証券取引法セクション10(b)および20(a)に基づ

く請求が主張されています。その後、別の３件の推定証券集団訴訟がニューヨーク州南部地区で

提起されており、それらはすべて同様の申し立てをしています。そのうち１件の2008年６月19日

に提起された訴訟では、推定集団の期間を2006年11月10日から2008年６月６日と主張していま

す。

2008年10月９日、推定証券集団訴訟の告訴状が、登録された公募を通して2007年12月11日に発

行されたAIGの利率7.70％シリーズA-5下位劣後債の購入者を代表して、AIG、その現職および元の

役員および取締役の一部ならびに公募の引受会社に対して、ニューヨーク州南部地区で提出され

ました。告訴状では、被告がAIGの登録届出書、目論見書ならびに四半期および年度末の提出書類

において、1933年証券法セクション11、12(a)および15に違反した著しく虚偽で誤解を招く記載を

していることが主張されています。請求は、上記の証券詐欺集団訴訟とほぼ同様の申し立てに基

づいています。同一の申し立てをする、別の１件の推定証券集団訴訟の告訴状が2008年10月27日

にニューヨーク州南部地区で提出されました。

2008年12月４日、推定証券集団訴訟の告訴状が、2003年６月12日、2007年６月22日および2008年

５月12日に提出された３つの発行登録届出書に従って発行された様々なAIG証券の購入者を代表

して、AIG、その現職および元の役員および取締役の一部ならびに公募の引受会社に対して、

ニューヨーク州南部地区で提出されました。告訴状では、被告が発行登録届出書ならびに年次、四

半期および最新の提出書類において、1933年証券法セクション11、12(a)および15に違反した著し

く虚偽で誤解を招く記載をしていることが主張されています。請求は、上記の証券詐欺集団訴訟

とほぼ同様の申し立てに基づいています。

2009年１月15日に、推定証券集団訴訟の告訴状が、2006年11月17日から2008年４月10日までの

継続的な期間において提供されたとされるAIGのミディアム・ターム・ノートのシリーズAIG-FP

の購入者を代表して、AIG、その現職および元の役員および取締役の一部ならびに公募の引受会社

に対して、ニューヨーク州南部地区で提出されました。告訴状では、被告が募集資料においてAIG
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の信用度つまりは社債の価値に関連する情報を開示せず、これにより1933年証券法セクション

11、12(a)および15に違反した虚偽で誤解を招く資料となっていることが主張されています。
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裁判所はこれらの訴訟における原告代表を任命していません。

ERISA訴訟―ニューヨーク州南部地区　2008年６月25日に、当社、その一部の幹部役員および取

締役、ならびに当社の退職委員会および投資委員会の不特定メンバーを被告として、２件のほぼ

同一の訴訟がニューヨーク州南部地区で提起されました。この訴訟は、2007年５月11日から現在

までの間におけるAIGまたはその子会社が提供している特定の年金制度(「当該制度」)の加入者

および受益者で、加入者口座に当社普通株式への投資を含んでいた者すべてを代表する集団訴訟

とすることを意図しています。原告は、特に被告が、(ⅰ)当該制度および制度資産の慎重かつ忠実

な管理を怠り、(ⅱ)加入者および受益者への当社および当社の株式価値に関する完全かつ正確な

情報の提供を怠り、(ⅲ)当該制度の任命された受託者の監視および当該受託者への完全かつ正確

な情報の提供を怠り、(ⅳ)利害の衝突を避ける義務に違反したことで、改正1974年定年退職従業

員収入保障法(「ERISA」)に基づく当該制度加入者および受益者に対する信任義務に違反したと

主張しています。このERISA違反申し立ては、特に、深刻な信用市場の混乱を原因とするAIGFPの

スーパー・シニア・クレジット・デフォルト・スワップ・ポートフォリオに係る未実現市場価

値評価損を被告が意図的に監視および／または開示しなかったという主張に関連しています。そ

の後、別の６件の推定ERISA集団訴訟がニューヨーク州南部地区で提起されており、それらはそれ

ぞれ同様の申し立てをしている。これらの訴訟はすべて併合され、併合訴訟における原告代表を

裁判所が任命することが予想されます。

デリバティブ訴訟―ニューヨーク州南部地区　2007年11月20日、２件の推定株主デリバティブ

訴訟がニューヨーク州南部地区で提起され、当時のAIGの取締役ならびにAIGおよびその子会社の

上級役員の一部が被告となっています。原告は、特に、訴訟の中でサブプライム市場危機として説

明されているものへのエクスポージャーに関するAIGの開示に関連して、信任義務違反、会社資産

の毀損および不当利得に係る請求を主張しており、また、証券取引法セクション10(b)およびそこ

で規定されているルール10b-5ならびに証券取引法セクション20(a)への違反についても請求を

主張しています。当該訴訟はアメリカン・インターナショナル・グループ・インク2007年デリバ

ティブ訴訟として併合されました(「併合2007年デリバティブ訴訟」)。2008年２月15日、原告は

同じ訴訟理由の併合修正告訴状を提出しました。2008年４月15日、当該訴訟の却下を求める申し

立てがすべての被告を代表して提出されました。却下を求めるこの申し立ては係争中です。

2008年８月６日、併合2007年デリバティブ訴訟の併合修正告訴状とほぼ同様の申し立てに基づ

く請求をAIGに代わって主張する推定株主デリバティブ訴訟がニューヨーク州南部地区で提起さ

れました。

デリバティブ訴訟―ニューヨーク州最高裁判所　2008年２月29日、当時のAIGの取締役ならびに

AIGおよびその子会社の現職および元の上級役員の一部を被告として、推定株主デリバティブ訴

訟がナサウ群の州最高裁判所に提起されました。原告は、訴訟の中でサブプライム・モーゲージ

市場として説明されているものへのエクスポージャーに関するAIGの開示に関連して、信任義務

違反、会社資産の毀損および不当利得に係る請求を主張しています。2008年５月19日、被告は、係

争中の併合2007年デリバティブ訴訟を踏まえて手続きを却下または停止するよう求める申し立

てを提出しました。この申し立ては係争中です。
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デリバティブ訴訟―デラウェア州衡平法裁判所　2008年９月17日、AIGおよびその子会社の現職

および元の取締役および上級役員の一部を被告として、推定株主デリバティブ訴訟がデラウェア

州衡平法裁判所で提起されました。原告は、名目上の被告であるAIGに代わって、サブプライム貸

付市場へのエクスポージャーに関するAIGの開示に関連して、信任義務違反、会社資産の毀損およ

び不当行為に係る請求を主張しています。2008年12月19日、当該訴訟の却下または停止を求める

申し立てが被告を代表して提出されました。この申し立ては係争中です。

デリバティブ訴訟―デラウェア州衡平法裁判所　2009年１月15日、AIGの現職の取締役の一部お

よびAIGFPの元最高経営責任者ジョーゼフ・カッサーノ氏を被告として、推定株主デリバティブ

訴訟がデラウェア州衡平法裁判所で提起され、名目上の被告であるAIGFPに代わって請求を主張

しています。AIGFPの単独株主として、AIGも名目上の被告となっています。原告はジョーゼフ・

カッサーノ氏に対して信任義務違反および不当利得に係る請求を主張しています。告訴状では、

サブプライム担保付クレジット・デフォルト・スワップおよび債務担保証券へのエクスポー

ジャに関連してAIGFPが被った損失についてカッサーノ氏には責任があり、彼は自己の利益のた

めにこの損失を隠蔽したことが主張されています。

スター・ファウンデーションによる訴訟―ニューヨーク州最高裁判所　2008年５月７日、ス

ター・ファウンデーションは、AIG、AIGの元最高経営責任者マーティン・サリバン氏およびAIGの

当時の最高財務責任者スティーブン・ベンシンガー氏を被告とする告訴状をニューヨーク州最

高裁判所に提出し、コモン・ロー上の詐欺に対する請求を主張しています。告訴状では、被告が

AIGのクレジット・デフォルト・スワップ・ポートフォリオの数十億ドルの損失疑惑に関して重

大な誤解を招く記載および脱漏を行っていたと申し立てられています。また告訴状では、スター

・ファウンデーションが損失疑惑に関する真実を知っていたならば残りのAIG株式を売却してい

たと主張されており、スター・ファウンデーションは少なくとも３億ドルの損害を被ったと申し

立てられています。2008年５月30日、当該告訴状の却下を求める申し立てが被告を代表して提出

されました。当該告訴状は審問を経て却下されました。2008年12月23日、原告は上訴を申し立てま

した。

カナダの証券集団訴訟―オンタリオ州上級裁判所　2008年11月13日、AIG、AIGFP、AIGの現職およ

び元の役員および取締役の一部、ならびにAIGFPの元最高経営責任者に対して推定証券詐欺集団

訴訟を提起することの許可を求める申請がオンタリオ州上級裁判所に提出されました。裁判所が

この申請を承認すれば、原告集団はAIGに対する要請書類を提出することが認められます。要請書

類案では、集団期間を2006年11月10日から2008年９月16日とすることが主張されており、当該期

間における四半期および年次報告書ならびに口頭発表において被告がオンタリオ州証券法に違

反した虚偽の誤解を招く記載および脱漏を行っていたことが申し立てられています。
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NY連銀とのクレジット契約に関連する訴訟

2008年11月４日、AIG、会長兼最高経営責任者エドワード・M・リディ氏ならびにAIGの現職およ

び元の取締役を被告として、推定集団訴訟がデラウェア州衡平法裁判所で提起されました。原告

は、連銀クレジット契約に従って米国財務省の利益のみを目的に設立された信託に対して発行さ

れるシリーズC優先株式に関連して、デラウェア州一般会社法セクション242(b)(2)の違反および

信任義務違反を申し立てています。原告は、シリーズC優先株式は授権普通株式数を増加させ普通

株式の額面を減額させる修正基本定款の改訂に対する普通株式保有者の決議なしには普通株式

に転換不能であることを宣言する命令、AIGの取締役はそのような修正基本定款の改訂に対する

株主の決議より前に資金調達の代替手段または補足手段を模索しないことにより信任義務に違

反していることを宣言する命令、および損害賠償を求めています。2008年11月７日の裁判所との

協議において、AIGの弁護人は、授権普通株式数を増加させるまたは普通株式の額面を減額させる

修正基本定款の改訂は普通株式保有者の決議に関する問題であることを述べ、原告の弁護人も、

この救済命令を求めた原告の要求は現実的でないことに同意しました。2009年１月12日、原告は

被告に対する請求を取り下げ、350,000ドルを上限とする弁護士費用のみを訴訟事項とすること

を約定しました。2009年２月５日、裁判所は、当該訴訟の当事者による取り下げの約定および命令

を承認しました。

 

2006年規制上の和解および関連事項

2006年規制上の和解　2006年２月、AIGは、調査中の請求および事項について、DOJ、SEC、ニュー

ヨーク州司法長官事務局(「NYAG」)、およびニューヨーク州保険省(「DOI」)と和解に達しまし

た。AIGは、2005年度第４四半期にこれらの和解に関連して税引後費用11.5億ドルを計上していま

す。これらの和解により、AIGおよびその子会社の会計処理、財務報告、および保険仲介業務の実務

慣行に関連してSEC、NYAGおよびDOIが実施した調査も解決し、労災保険の保険料に係る税金の過

少申告およびその他の評価に関連する請求も解決しました。しかし、これらの和解は、成功報酬お

よび談合等その他の仲介業者関連の行為に関連する保険仲介業務の実務へのその他の州の規制

当局による調査は解決していません。また当該和解はAIGがこれらの事項に関連する保証基金を

決めなくてはならない可能性を解決していません。

これらの和解の結果、2006年度にAIGにより支払われた金額または第三者預託金として保管さ

れた金額の総額は約16.4億ドルで、そのうち2.25億ドルが罰金および違約金です。利息を含む第

三者預託金として保管された金額の総額は約3.38億ドルで、2008年12月31日現在、その他の資産

に含まれています。同日現在、同預託金の全額が労災保険の残余市場評価額についてAIGによる過

少支払により生じた請求に対する和解のために預託されています。

第三者預託金とは別に、8.00億ドルが、投資家によりAIGに対して主張されている請求(以下に

記載されている証券集団株主訴訟を含む)を解決するために利用可能な和解金の一部としてSEC

の管理の下基金に預託されています。
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また和解の一環として、AIGは、特に、AIGの財務報告に関する内部統制の妥当性、AIGの規制、コ

ンプライアンスおよびリーガル機能についての方針、手続きおよび有効性ならびにAIGが独自の

内部レビューの結果導入した改善計画についてレビューを実施する独立したコンサルタントを

３年間雇用することに同意しました。

その他の規制上の和解　SEC、DOJ、NYAGおよびDOIとのAIGの2006年規制上の和解は、保険仲介業

務の実務へのその他の州の規制当局による調査は解決していません。AIGは2008年１月29日付け

で、フロリダ州、ハワイ州、メリーランド州、ミシガン州、オレゴン州、テキサス州、ウェストバージ

ニア州、マサチューセッツ州、ペンシルバニア州およびコロンビア地区の司法長官、フロリダ州金

融サービス局ならびにフロリダ州保険規制事務所と、募集者補償および保険発行実務に関するそ

れぞれの業界全体調査に関連して和解契約を締結しました。和解契約は、州機関への賠償と調査

費用の弁済として、10の管轄区で分配される合計1,250万ドルの支払いを求めています。和解契約

の期間中、AIGは特定の募集者補償の開示とコンプライアンスを継続する予定です。またAIGは業

界全体調査において引き続き協力していく予定です。テキサス州司法長官との和解契約は、AIGと

アライド・ワールド・アシュアランス・カンパニーとの関係による反競争的行為に対する申し

立てに関する和解も含んでおり、500,000ドルの和解金が追加して支払われます。

AIGは、AIGおよびペンシルバニアを拠点とする保険子会社の業務に対するペンシルバニア州保

険局による調査に関連して、2008年３月13日付けで当局と和解契約を締結しました。和解契約は

合計約1,350万ドルの支払いを求めており、うち約440万ドルは前回の和解契約に基づいて支払わ

れています。和解契約の期間中、AIGは年次再保険報告書を作成し、特定の募集者補償の開示とコ

ンプライアンスを継続する予定です。

労災保険料報告のNAIC検査　2006年度において全米保険長官会議(「NAIC」)の和解レビュー作

業グループは、インディアナ州、ミネソタ州およびロードアイランド州の指示のもと、労災保険料

に関するAIGの報告について調査を開始しました。2007年度後半において、和解レビュー作業グ

ループは、労災保険に焦点を合わせた複数州での市場慣行に関するターゲット検査をNAICの市場

分析作業グループの指示のもと開始するよう勧告しました。AIGは複数州での市場慣行に関する

ターゲット検査について2008年１月に報告を受けました。複数州での検査を先導する州はデラ

ウェア州、フロリダ州、インディアナ州、マサチューセッツ州、ミネソタ州、ニューヨーク州、ペン

シルバニア州およびロードアイランド州であり、その他の全ての州(およびコロンビア地区)も複

数州での検査への参加に同意しています。これまでの検査は、1985年から1996年の間のAIGの労災

保険の引受けおよび報告に関連した過去の問題に焦点を合わせてきました。AIGは、当該事業に適

用される法的要件への現在のコンプライアンスに検査の焦点を合わせる予定であるという報告

も受けています。AIGは、検査を先導する州より、これらの問題に関する決定事項は現時点ではな

いという報告を受けており、調査の結果を予測することも、調査の結果生じる規制措置について

確約することもできません。
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証券訴訟―ニューヨーク州南部地区　2004年10月からAIGに対していくつかの推定証券詐欺集

団訴訟がニューヨーク州南部地区で提起され、アメリカン・インターナショナル・グループ・イ

ンク証券訴訟として併合されています。その後、類似しているが個別の証券詐欺訴訟が特定のフ

ロリダ州の年金基金によりAIGに対して提起されました。当該集団訴訟における原告代表は、オハ

イオ州の従業員が受益者である公的な退職制度や年金基金で、彼等自身および1999年10月28日か

ら2005年４月１日の間にAIGの株式を公開市場で購入した者全員に代わって訴えを起こしていま

す。被告となっているのは、AIGならびに現職および元のAIG役員および取締役であり、この他にス

ター、SICO、ゼネラル・リインシュランス・コーポレーション(「ゼネラル・リ」)、プライス

ウォーターハウスクーパース・エルエルピー(「PwC」)も被告となっています。原告代表は、特に

AIGが、(1)保険仲介業者への真偽の疑わしい支払いや違法な談合への参加による競争を排斥する

行為に関わっていたことを隠していた、(2)同社の利益を上げるために「収益平準化」商品およ

びその他の手法を用いていることを隠していた、(3)その他の会社へ「収益平準化」保険商品を

売りに出し、販売していることを隠していた、(4)政府調査の範囲について投資家を欺いていた、

ということを主張しています。また、原告代表は、AIGの元最高経営責任者モーリス・R・グリーン

バーグ氏がAIGの株価を操作していたと主張しています。原告代表は、1933年証券法セクション11

および15、証券取引法セクション10(b)およびそこで規定されているルール10b-5、証券取引法セ

クション20(a)、ならびに証券取引法セクション20Aへの違反に係る請求を主張しています。2006

年４月、裁判所は第２修正集団訴訟告訴状およびフロリダの告訴状を却下するよう求めた被告の

申し立てを却下しました。2006年12月、第３修正集団訴訟告訴状が提出されましたが、これはその

前の告訴状とほとんど変わりません。現在、事実開示手続きが進行中です。2008年２月20日、原告

代表は集団確定の申し立てを提出しました。この申し立ては係争中です。

ERISA訴訟―ニューヨーク州南部地区　2004年11月30日から2005年７月１日の間に、AIGもしく

はその子会社が提供している３つの年金制度の加入者および受益者の推定集団に代わって複数

のERISA訴訟がニューヨーク州南部地区で提起されました。2000年９月30日から2005年５月31日

までの期間の集団を主張し、AIG、AIGの問題となっている制度の退職委員会および管理委員会の

メンバー、AIGの取締役会の現職および元のメンバーを被告とする併合告訴状が2005年９月26日

に提出されました。告訴状における実際の主張は、上記の証券訴訟―ニューヨーク州南部地区に

記載の証券訴訟のものと本質的に同一です。当事者は、AIGの保険金の範囲内の金額でこの問題を

和解することに合意しました。2008年７月３日、裁判所は和解の仮承認を下し、2008年10月７日の

審問において、裁判所は、和解を最終的に承認にし、当該訴訟を再訴不能として棄却する命令を下

しました。和解命令の上訴期限は2008年11月７日です。上訴はされず、最終的な和解に達していま

す。
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デリバティブ訴訟―ニューヨーク州南部地区　2004年10月25日から2005年７月14日の間に、７

件の個別のデリバティブ訴訟がニューヨーク州南部地区で提起され、そのうちの５件が１つの訴

訟に併合されました(証券訴訟―ニューヨーク州南部地区のニューヨーク州2004年／2005年デリ

バティブ訴訟)。この訴訟の告訴状では、上述の証券詐欺訴訟での申し立てとほとんど同じ申し立

てがなされています。AIGの現職および元の役員および取締役、マーシュ・アンド・マクレナン・

カンパニーズ・インク(「マーシュ」)、SICO、スター、ACEリミテッドおよび子会社、ゼネラル・

リ、PwCが被告に含まれ、これら被告事業体の一部の従業員または役員も含まれています。原告は、

特に、信任義務違反、重大な不当行為、会社資産の毀損、不当利得、内部者販売、監査人の契約違反、

監査人の業務上過失ならびにAIGの元最高経営責任者モーリス・R・グリーンバーグ氏および元

最高財務責任者ハワード・I・スミス氏のインセンティブに基づく報酬やサーベンス・オクス

リー法のセクション304に基づくAIG株式の受取額から得た不当な利得の吐き出しに対する請求

を主張しています。特に原告は、補償的損害賠償金、コーポレート・ガバナンスの改善および特定

のAIGの取締役の選出の取消を求めています。AIGの取締役会は、影響のある併合デリバティブの

告訴状で主張されている事項を検討するために、独立した取締役による特別な委員会(特別委員

会)を任命しました。裁判所は、以下に記載のデラウェア州2004年／2005年デリバティブ訴訟の結

果が出るまで、この訴訟を停止する命令を下しました。また裁判所は、デラウェア州訴訟からの一

部被告の放免は、裁判所による追加命令なしにこの訴訟においても適用されるという命令を下し

ました。2007年10月17日、原告ならびにデラウェア州訴訟における原告株主が請求を中止した被

告のAIG役員および取締役は、この訴訟における係る被告に対するすべての請求を再訴不能とし

て棄却するよう求める申立てを提出しました。元取締役および役員のモーリス・R・グリーン

バーグ氏およびハワード・I・スミス氏は、当該決定を控えるよう裁判所に求めました。
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デリバティブ訴訟―デラウェア州衡平法裁判所　2004年10月から2005年４月まで、AIG株主は５

件のデリバティブ訴訟をデラウェア州衡平裁判所に提起しました。これらデリバティブ訴訟はす

べて１つの訴訟に併合され、アメリカン・インターナショナル・グループ・インク併合デリバ

ティブ訴訟とされました(デラウェア州2004年／2005年デリバティブ訴訟)。修正併合告訴状で

は、ニューヨーク州2004年／2005年デリバティブ訴訟と同様に、現職および元のAIGの役員および

取締役、その他の事業体およびそれら事業体の現職および元の従業員および取締役の43名が被告

となっています。これには名目上の被告であるAIGは含まれません。この訴訟で求められている事

実上の申し立て、法律上の請求および救済は、請求が州法にのみ基づくことを除けば、ニューヨー

ク州2004年／2005年デリバティブ訴訟での申し立てと似ています。2007年初め、裁判所はAIGを原

告に戻す合意を認め、特別委員会の指導に従って、AIGは2007年６月13日に、元取締役および役員

のモーリス・R・グリーンバーグ氏およびハワード・I・スミス氏に対し信任義務違反および損

害賠償を主張して、修正告訴状を提出しました。また2007年６月13日に、特別委員会は特定の被告

に関する訴訟終了の申し立てを提出しましたが、その他の被告については何も行っていません。

被告であるグリーンバーグ氏とスミス氏はAIGの告訴状に対して答弁を提出し、現職および元の

AIGの取締役および役員の一部、PwCならびにレギュラトリー・インシュランス・サービシズ・イ

ンクに対し第三者引込訴状を提出しました。2007年９月28日、AIGおよび原告株主は併合修正告訴

状を提出しましたが、そこではAIGが被告であるグリーンバーグ氏およびスミス氏に対しての請

求を継続しており、残りの併合修正告訴状における原告株主による請求に対しては立場を示して

いません。この訴状において、原告株主は一部のAIGの役員および取締役に対する請求を中止して

います。2008年２月12日、裁判所は、ニューヨーク州の併合証券訴訟におけるAIGに対する請求の

結果が出るまで開示手続きを停止するよう求めたAIGの申し立てを認めました。2008年４月11日、

原告株主は第１修正併合告訴状を提出し、AIGの元取締役および役員であるモーリス・グリーン

バーグ氏、エドワード・マシューズ氏およびトーマス・ティッツィオ氏に対する地方デリバティ

ブ市場における談合疑惑に基づく信任義務違反に関する請求を追加しました。2008年６月13日、

一部の被告が原告株主の告訴状を部分的に却下するよう求める申し立てを提出しました。2009年

２月11日、裁判所はモーリス・グリーンバーグ氏、エドワード・マシューズ氏およびトーマス・

ティッツィオ氏による却下の申し立てを棄却し、PwCによる却下の申し立てを再訴可能として認

め、AIGの元従業員による却下の申し立てを対人管轄権がなく再訴可能として認めました。原告株

主はPwCの却下について控訴しています。残りの当事者による却下の申し立ては係争中です。

AIGは、マーシュの株主により提起されたデラウェア州衡平法裁判所におけるデリバティブ訴

訟でも被告となっています。2008年７月10日、原告株主は、AIGが信任義務違反を幇助および教唆

し、企業向け保険市場における談合および不正誘導疑惑に関連する献金および補償金の支払いを

行ったことに対する請求を含んだ第２併合修正告訴状を提出しました。これは下記の保険契約者

反トラスト法および組織犯罪取締法(「RICO」)訴訟で問題となっている事項です。2008年11月10

日、AIGおよび一部の被告は、原告株主の告訴状を部分的に却下するよう求める申し立てを提出し

ました。この却下の申し立ては係争中です。
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デリバティブ訴訟―ニューヨーク州最高裁判所　2009年２月11日、デラウェア州2004年／2005

年デリバティブ訴訟の原告株主は、対人管轄権を理由にデラウェア州2004年／2005年デリバティ

ブ訴訟の告訴状の却下を申し立てた個人被告に対して、ニューヨーク州最高裁判所において、デ

リバティブ訴訟を提起しました。AIGの現職および元の役員および従業員、マーシュならびにゼネ

ラル・リが被告となっており、AIGは名目上の被告となっています。この訴訟の告訴状における申

し立ては、上述のデラウェア州2004年／2005年デリバティブ訴訟の申し立てに類似しています。

保険契約者反トラスト法およびRICO訴訟　2004年度より、保険契約者は、AIGおよびその多くの

子会社を含む保険会社および保険仲介業者に対して、複数の連邦上の反トラスト法およびRICO集

団訴訟を全米にわたる州で提起し、保険会社と保険仲介業者が、顧客の振り分け、不正誘導および

談合という大掛かりな共同謀議を行っていたと主張しています。当該訴訟は、AIGまたはAIGの子

会社を被告とした異なる連邦裁判所に提出された24通の告訴状を含み、広域係属訴訟に関する司

法委員会により併合され、米国ニュージャージー地区連邦地方裁判所(「ニュージャージー地

区」)へ統合された正式事実審理前手続きのために移管されました。併合訴訟は、保険仲介業反ト

ラスト訴訟(「商事法上の告訴状」)および従業員給付保険仲介業反トラスト訴訟(「従業員給付

の告訴状」、また「商事法上の告訴状」と総称して「広域係属訴訟」)の２件の並行訴訟として

当該裁判所で進行しています。

商事法上の告訴状における原告は、様々な保険ニーズのために保険仲介サービス提供について

被告とされた保険仲介業者と契約を締結した会社、個人および公的事業体のグループです。被告

とされた保険仲介業者は原告の代理として、AIGの子会社を含む被告とされた多くの保険会社と

保険を発行していたと主張されています。商事法上の告訴状ではまた、複数の保険仲介業者およ

びその他の保険会社(そのうちの３社はその後和解しました)が被告となっています。商事法上の

告訴状は、特に、被告が顧客を談合および不正誘導の慣行を通じて振り分ける広範囲な共同謀議

を行っていたと主張しています。原告は、被告がシャーマン反トラスト法、RICO法、48州とコロン

ビア地区の反トラスト法に違反し、コモン・ロー上の信任義務違反および不当利得で責任を負う

べきであると主張しています。原告は、RICO法およびシャーマン反トラスト法違反を主張して、利

息を加えた三倍額賠償および弁護士費用を求めています。

従業員給付の告訴状の原告は、個人従業員ならびに法人および地方自治体の雇用者のグループ

で、２件の個別の全米推定集団(1994年８月26日から集団認定日までに被告から保険商品を購入

した従業員集団と雇用者集団)に代わって請求を主張しています。従業員給付の告訴状は、AIGと

ともに複数のその他の保険仲介業者および保険会社を被告としています。特定の例外はあります

が、従業員給付の告訴状で主張されている取引は、商事法上の告訴状による主張を踏襲していま

す。
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商事法上の告訴状に関連して、裁判所は(修正許可なしに)連邦反トラスト法およびRICO法上の

請求を却下するよう求めた被告の申し立てを、2007年８月31日および2007年９月28日にそれぞれ

認めました。裁判所は、商事法上の告訴状における州法上の請求に対する追補的司法権の行使を

拒絶し、このため全体として却下しました。2008年１月14日、裁判所は従業員給付の告訴状におけ

るERISA請求に関する略式判決を求めた被告の申し立てを認め、続いて残りの州法上の請求を再

訴可能として却下しており、これにより従業員給付の告訴状を全体として却下しています。2008

年２月12日、原告は、従業員給付の告訴状の却下に関連して第３巡回米国控訴裁判所に上訴申し

立てをしました。原告は既に2007年10月10日に第３巡回米国控訴裁判所に対して商事法上の告訴

状の却下について申し立てています。両上訴の訴訟準備書類は作成されており、口頭弁論の日程

は暫定的に2009年４月20日とされています。

この広域係属訴訟と同様の申し立てをしている複数の告訴状が、全米の州裁判所および連邦裁

判所においてAIGおよびその他の被告に対して提出されています。被告は連邦訴訟をニュー

ジャージー地区地方裁判所に移管し広域係属訴訟に併合することに、現在までは成功していま

す。これらの追加的な併合訴訟は現時点ではまだニュージャージー地区において係争中ですが、

当該訴訟の手続きを広域係属訴訟の却下に関する上訴の間にも進めるべきか否かについての裁

判所の決定が出るまでは、手続きは停止されています。しかし2008年８月20日に、連邦地方裁判所

は、従属する１件の訴訟について停止を解除するよう求めた原告の申し立てを認め、当該訴訟を

移管前の裁判所に差し戻すよう提言しました。2008年11月26日に、広域係属訴訟の司法委員会は

当該訴訟を移管前の裁判所に差し戻すよう命令しました。被告であるAIGは、同様の申し立てをし

ている州裁判所の訴訟についても、広域係属訴訟の結果が出るまで手続きを停止するよう求めて

います。この取り組みは概ね成功していますが、テキサス州裁判所において係争中の１件の訴訟

における原告が開示手続きを再開するよう申し立てています。この申し立てに対する審問は2008

年４月９日に行われました。その後裁判所は、被告の特例に関する審問が行われるまで、この申し

立てに対する決定を延期する命令を出しました。2009年１月９日、裁判所は被告の特例に関する

審問を行いました。この審問は終了しておらず、2009年４月３日まで継続されます。AIGは、広域係

属訴訟と同様の申し立てをしている様々な連邦訴訟および州訴訟のいくつかについて和解して

おり、これには開示手続きが認められていたフロリダ州で係争中の州裁判所訴訟が含まれていま

す。
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オハイオ州司法長官の訴訟―オハイオ州一般訴訟裁判所　2007年８月24日、オハイオ州司法長

官が、オハイオ州一般訴訟裁判所において、AIGおよびそのいくつかの子会社ならびに被告となっ

ているその他複数の保険仲介業者および保険会社がオハイオ州反トラスト法に違反したとして、

訴訟を提起しました。当該告訴状は商事法上の告訴状に類似しており、AIGならびに被告となって

いるその他の保険仲介業者および保険会社が共謀して、顧客を振り分け、市場を分割し、被告と

なっている保険仲介業者により販売される商業向け損害保険における競争を抑止していたと主

張しています。告訴状ではオハイオ州における商業向け損害保険の公的な購入者に代わって三倍

額賠償を、また商業向け損害保険の公的および私的購入者の両者に代わって不当利得の返還を、

さらに共同謀議が行われた日数につき１日500ドルの罰金を求めています。AIGは、2007年11月16

日、他の被告とともに当該告訴状の却下を申し立てました。2008年６月30日、裁判所は被告による

却下の申し立てを棄却しました。2008年８月18日、被告は当該告訴状に対する答弁書を提出しま

した。開示手続きが進行中です。

労災保険料報告に関する訴訟―イリノイ州北部地区　2007年５月24日、加入者に代わって全米

労災保険再保険プール(National Workers’ Compensation Reinsurance Pool「NWCRP」)が、AIG

が労災保険の残余市場評価額を過少支払したとして、イリノイ州北部地区連邦地方裁判所におい

てAIGを提訴しました。告訴状では、RICO法違反、契約違反、詐欺および1970年から現在までの間の

AIGによる評価額の過少支払い疑惑により生じた州法上の請求に関する請求が主張されており、

10億ドル超の損害賠償を求めています。2007年８月６日、裁判所は、告訴状を却下または停止する

か、ニューヨーク州南部地区へ移管することを求めたAIGの申し立てを却下しました。2007年12月

26日、裁判所は告訴状の却下を求めたAIGの申し立てを却下しました。2008年３月17日、AIGは、全

米補償保険協議会(NWCRPの代理人として)、NWCRP、その理事およびNWCRPのメンバーであるその他

の保険会社の一部に対して、修正答弁書、反訴状および第三者引込訴状を提出し、RICO法違反なら

びに共同謀議、詐欺およびその他の州法上の請求に関する請求を主張しています。反訴状および

第三者引込訴状の被告は、2008年６月９日に却下の申し立てを行っています。2009年２月23日、裁

判所は、AIGの反訴状を認め、AIGの第三者引込訴状を一部認める判決および命令を下しました。ま

た裁判所はAIGの第三者引込訴状の一部を再訴可能として却下しました。また、裁判所は、事物管

轄権がないことを理由としたAIGによる却下の申し立てに対する判決が出るまで(判決は2009年

６月10日に予定されています)、この訴訟全体を停止しました。
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労災保険料報告に関する訴訟―ミネソタ州　2006年２月16日、ミネソタ州司法長官は、ミネソタ

州歳入局およびミネソタ州特別補償基金による請求に関連して、AIGを提訴しました。告訴状で

は、ミネソタ州および特定の州基金に対するAIGの労災保険料の拠出額および支払額を不当に下

げるために、AIGが虚偽の供述および報告をミネソタ州機関および規制当局に対して行ったと主

張されています。この訴訟については2007年12月に和解に達していますが、同様の訴訟が、ミネソ

タ地区連邦地方裁判所においてミネソタ労災再保険協会およびミネソタ労災保険会社協会によ

り提起されています。2008年３月28日、裁判所は全体としての却下を求めたAIGの申し立てを認め

ました。2008年４月25日、原告は第８巡回米国控訴裁判所に上訴し、ミネソタ州裁判所における申

し立てと同様の申し立てをする新しい告訴状を提出しました。2008年４月30日、ほぼ同一の請求

が、ミネソタ州裁判所においてミネソタ州保険保証協会およびミネソタ州リスク割当プランによ

り提起されました。2008年９月11日、両訴訟の当事者は和解に達し、AIGに対するすべての請求が

取り下げられました。請求の取り下げおよび広範囲の免除と引き換えに、和解の金銭的条件では、

AIGが2,150万ドルを原告に対して支払い、原告から350万ドルを回収する権利を放棄することが

定められています。

労災保険料報告に関する訴訟―サウスカロライナ地区　推定集団訴訟がサウスカロライナ地区

連邦裁判所においても2008年１月25日にAIGおよびその一部子会社に対して提起されましたが、

これはAIGが労災保険料を過少報告した疑いによりAIG各社から労災保険を取得し過剰な保険料

を支払ったと主張している雇用者の集団によるものです。修正告訴状が2008年３月24日に提出さ

れ、AIGは2008年４月21日にこの修正告訴状を却下するよう申し立てました。2008年７月８日、裁

判所は、再訴可能としてすべての告訴状を却下するよう求めたAIGの申し立てを認め、一定の条件

付きで原告の再訴を認めました。原告は2008年７月22日に第２修正告訴状を提出しました。AIGは

2008年８月22日に、第２修正告訴状を却下するよう申し立てました。却下の申し立てに対する決

定が出るまで、開示手続きは停止されています。

 

SICOおよびスターに関連する訴訟

SICO訴訟　2005年７月、SICOはニューヨーク州南部地区において、AIGがSICOの特定のアート

ワークへの接近を認めないことを主張し、AIGが直ちにSICOへ所有物を渡すよう裁判所が命令す

ることを求めた告訴状をAIGに対して提出しました。AIGは、SICOの主張を否認し、SICOの請求に対

する抗弁を示す答弁書を提出しました。またAIGは、AIGおよびその従業員の利益のためだけにAIG

の株式を使用するSICOの義務違反に関して、契約違反、不当利得、横領、信任義務違反、擬制信託お

よび確認判決を主張して反訴状を提出しました。2008年６月23日、裁判所はSICOの略式判決の申

し立ての一部を却下し一部を認めました。2008年７月31日、当事者は共同で予審手続の決定を提

起しました。正式事実審理は2009年６月15に開始する予定です。
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スターおよびSICOに関連するデリバティブ訴訟　2002年12月31日、デラウェア州衡平裁判所に

おいて、AIGの取締役および幹部20名ならびに名目上の被告としてのAIGに対してデリバティブ訴

訟が提起され、特に、AIGの取締役がスターが保有する保険管理総代理店へ報酬を、SICOへ賃貸・

サービス報酬の支払いを認めたことで誠実および注意の信任義務に違反し、幹部はスターおよび

SICOとの契約をAIGに締結させたことで誠実義務を、AIGの会社としての機会を不法行使したこと

により信任義務に違反したと主張しています。さらに告訴状ではスターの代理店がAIG自身で提

供できなかったサービスを何も提供せず、これら事業体への報酬の支払が単にスターの所有者の

利益のためであったということを主張しています。告訴状はまた、SICOおよびその子会社に支払

われたサービス報酬および賃貸報酬が適切ではなかったことも主張しています。2006年２月16日

に裁判所が承認した約定の条件に基づき、独立した社外取締役に対する請求は再訴不能として取

り下げられ、その他の取締役に対する請求は再訴可能として取り下げられました。2006年６月21

日付けの意見書において、裁判所は、2000年１月１日より前に行われたスターへの支払に対する

原告の異議申立て関連を除き、被告の却下の申し立てを却下しました。2006年７月21日、原告は第

２修正告訴状を提出し、2000年１月１日から2005年５月31日までの間に、個々の被告が、スターお

よびSICOとの契約をAIGに締結させたことで誠実義務を、AIGの会社としての機会を不法行使した

ことにより信任義務に違反したと主張しています。スターは、報酬の受託に関して信任義務違反

および不当利得を幇助し、教唆したことで告発されています。SICOは現在被告ではありません。

2007年６月27日に、スターはAIGに対して、分担金、不当利得、相殺を含む訴因を主張して、クロス

・クレームを提起しました。2007年11月15日、裁判所は、AIGから救済を求める部分についてス

ターによるクロス・クレームを却下するAIGの申し立てを認めました。2008年２月14日、裁判所は

AIGの元役員トーマス・ティッツィオ氏を被告に加える申し立てを認めました。これにより、この

訴訟の被告はAIG(名目上の被告)、スターならびに元取締役および役員のモーリス・グリーン

バーグ氏、ハワード・スミス氏、エドワード・マシューズ氏およびトーマス・ティッツィオ氏と

なりました。2008年９月30日、当事者は、告訴状において主張されている請求からの広範囲の免除

を受けるのと引き換えに、被告がAIGに対して1.15億ドル(弁護士費用および諸費用控除後)を支

払うことに合意した、和解の約定を提出しました。2008年12月17日における和解審問において、裁

判所は和解の条件を承認し、最数的な判決を下しました。
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AIGの損害保険事業に関連する訴訟事項

ケアマーク　AIGおよび一部のその子会社は、ケアマークRxインク(ケアマーク)に関する集団お

よびデリバティブ訴訟の1999年の和解から生じたアラバマ州の州裁判所における２件の推定集

団訴訟の被告となっています。第２訴訟の原告は第１訴訟に参加し、第２の訴訟は却下されまし

た。1999年の訴訟に関してAIGの子会社が発行したエクセス保険は、債務の制限がないと明示され

ていました。現在の訴訟において、原告は、1999年の和解を承認した裁判官は保険の適用可能範囲

について誤解しており、エクセス保険の存在および／またはその無制限の性質を知っていたなら

ば、当該和解を承認していなかったと主張しています。原告はさらに、AIG、その子会社およびケア

マークは保険の性質および適用範囲を虚偽表示および／または秘匿したことについて、詐欺およ

び証拠隠滅の責任を負うと主張しています。また訴訟参加の原告は、当初、集団およびデリバティ

ブ訴訟において原告を代表した複数の弁護士および法律事務所(「弁護士被告」)も詐欺および

証拠隠滅、不実表示ならびに信任義務違反の責任を負うと主張していました。原告および訴訟参

加の原告による告訴状は、1999年の集団訴訟に係る補償的損害賠償金32億ドルに加え、懲罰的損

害賠償を要求しています。AIGおよびその子会社は詐欺および証拠隠滅の申し立てを否定し、エク

セス保険に関する情報は和解の承認の数ヶ月も前に開示されていたことを主張しています。さら

に、AIGおよびその子会社は、現在の申し立ては出訴期限法により禁止されており、出訴期限の到

来している原告の主張によりエクセス保険の適用範囲の公開について申立てを行うことはでき

ないと主張しています。反対に、原告および訴訟参加の原告は、開示は適用範囲の性質を知らせる

には不十分であり、出訴期限の算定は開始していないと主張しています。2007年11月26日、事実審

裁判所は弁護士被告に対する訴訟参加者の告訴状を却下し、弁護士被告に有利な最終判決を下し

ました。この事項はアラバマ州最高裁判所に対する上訴の結果が出るまで停止されていました。

2008年９月、アラバマ州最高裁判所は事実審裁判所による弁護士被告の放免を支持しました。当

該訴訟が事実審裁判所に差し戻された後、訴訟参加の原告は追加の弁護人としてハスケル・ス

ローター・ヤング・アンド・レディカー・エルエルシー(「ハスケル・スローター」)法律事務

所を雇い、2008年12月１日に修正告訴状を提出しました。当該修正告訴状では、ケアマークおよび

AIGおよび複数の子会社のみが被告とされており、すべての被告に対し不実および偽装の共同謀

議に関して、またAIGおよびその子会社に対しケアマークの偽装の幇助および教唆に関して請求

が主張されています。被告は当該修正告訴状の却下を申し立て、代わりにより明確な供述を求め

ました。ハスケル・スローター事務所が訴訟参加の原告を代表するようになった後に、原告は、訴

訟参加の原告のすべての弁護人を不適格とするよう申し立てました。ハスケル・スローター事務

所が以前はケアマークの代理人であったことが、その主な理由です。その後、訴訟参加の原告は、

先行訴訟の原告の弁護人を不適格とするよう申し立てました。事実審裁判所は2009年２月６日に

不適格の申し立てに関する口頭弁論を実施し、不適格の申し立てに対する決定が出るまでは、被

告による却下の申し立ておよび集団訴訟の日程計画協議を延期することを名言しました。現時点

では集団訴訟の開示手続きは開始されていません。AIGは現時点では、これらの訴訟で勝訴する可

能性、または債務が決定された場合の潜在的な損害賠償金を合理的に見積ることはできません。
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(b) 契約債務

航空機

2008年12月31日現在、ILFCは、2009年から2019年にかけて納入が予定されている新しい航空機

168機について見積総額167億ドルで購入する契約を締結しています。ILFCは、取得した航空機に

ついて顧客を探す必要があり、航空機の購入資金の一部の調達を行わなければなりません。

新しい航空機168機には、ボーイング787航空機74機も含まれており、現時点では、第１機目の納

入が2012年７月に予定されています。ボーイングは787航空機の納入の遅延について何度か発表

しており、ILFCとボーイングは、ILFCに対する適格な遅延補償金および罰金の支払いの可能性に

ついて協議しています。ILFCの787航空機リース条項では、特定の賃借人は、航空機の納入遅延に

よりILFCがボーイングより受け取る補償金の一部に対して権利を有しています。ILFCは注文済み

の787航空機74機のうち31機についてリース契約を締結しています。
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引渡された航空機の解約不能なオペレーティング・リースからの将来の最低リース料受取額

は以下のとおりです。

 

  (単位：百万ドル)

  2008年12月31日現在

 2009年  $4,449

 2010年  4,026

 2011年  3,363

 2012年  2,681

 2013年  2,027

 2014年以降 4,047

 合計  $20,593

 

航空機リースはオペレーティング・リースであり、残存期間は１年から11年です。

 

リース契約債務

AIGとその子会社は、多くの地域で各種の長期リースによって事業所を確保しており、また、長

期に使用する情報処理機器の各種リース契約を結んでいます。

 

オペレーティング・リースのもとでの将来の最低リース料支払額は以下のとおりです。

 

  (単位：百万ドル)

  2008年12月31日現在

 2009年  $800

 2010年  631

 2011年  463

 2012年  388

 2013年  311

 2014年以降 1,665

 合計  $4,258

 

賃借料は、2008年、2007年および2006年12月31日に終了した事業年度においてそれぞれ約8.96

億ドル、7.71億ドルおよび6.57億ドルでした。
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その他の契約債務

通常の事業の過程で、AIGはリミテッド・パートナーシップ、プライベート・エクイティ、ヘッ

ジ・ファンドおよびミューチュアル・ファンドに投資し、米国内外の不動産を購入し、開発する

ため契約を締結しています。これらの契約債務は2008年12月31日現在、総額92億ドルです。

2005年６月27日にAIGは契約を締結し、当該契約によりAIGは、一定の条件付で、SICO制度（下記

(c)の「スター・インターナショナル・カンパニー・インクおよびC.V.スター・アンド・カンパ

ニー・インクにより提供される給付」に記載）に基づきAIGおよびその子会社の特定の従業員に

より生じた給付に関して、即時に支払われない金額について支払いを行うことに合意しました。

 

(c) 偶発債務

支払備金

AIGは定期的に、設定した支払備金の妥当性の評価を行っていますが、AIGの最終的な支払備金

がAIGの現在の支払備金を不利に、大幅に上回って増加しないことを保証するものではありませ

ん。長期災害保険事業に関する最終的な正味保険金、損害調査費および支払備金の見積額を算出

する過程は複雑になります。長期災害保険事業には、エクセスおよびアンブレラ賠償責任、会社役

員賠償責任(D&O)、専門職業人賠償責任、医療過誤、労災補償、賠償責任、製造物責任および関連賠

償責任、ならびにアスベストおよび環境関連のエクスポージャーなどが含まれます。通常、過去の

実績に基づく損害の変動要素が、将来の損害の変動を予測するために使用されますが、将来の損

害の変動傾向が過去のものと同じになることを保証するものではありません。また、損害費用傾

向または損害の変動要素における偏差は、保険事故年度に当初支払備金見積額を計上した後、長

期にわたって認識できないことがあります。したがって、今後何年かの支払備金は、支払備金を設

定する際に利用される損害費用傾向または損害の変動要素の変更により重大な影響を受ける可

能性があります。損害費用傾向または損害の変動要素における変更は、物価上昇率、労務費および

材料費、司法環境、あるいは保険金請求に影響を及ぼすその他の社会現象または経済現象におけ

る変更による場合があります。

 

繰延税金資産

AIGが繰延税金資産の実現可能性について判断する際には、将来の課税所得の見積りが必要と

なります。当該見積額は近い将来において大幅に変動する可能性があり、AIGが評価性引当金を調

整する必要が生じる可能性があります。当該調整額は、正であっても負であっても、AIGの連結

ベースの財政状態または経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。注記20をご参照くだ

さい。

 

スター・インターナショナル・カンパニー・インクおよびC.V.スター・アンド・カンパニー

・インクにより提供される給付　

SICOは、特定のAIG従業員に対し、一連の２年間の繰延報酬利益参加制度(「SICO制度」)を提供

しています。SICOはAIG普通株式を主要な資産とする非公開持株会社であり、SICO制度は、SICOの

議決権のある株主および取締役会が、AIGを含むアメリカン・インターナショナル系列の全ての

会社の現在および今後の経営陣を対象とするインセンティブ制度を提供するために、SICOの資本
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価値の一部を利用すべきであるという判断を下した1975年に開始されました。
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AIGは、SICOが拠出したとみなされる金額を反映している資本剰余金に貸方計上した金額の相

殺とともに、SICOがAIGの従業員に支払った繰延報酬金額に係る損益(報告額)に対して費用を計

上していますが、SICO制度における様々な給付に係る費用をAIGは支払っておりません。SICO制度

は、SICOが現在保有している株式を参加者のために区分して保有しておき、退職時に分配するよ

う規定しています。SICO取締役会は現在、特定の状況下において、株式の早期支給を許可していま

す。支給が行われるまでは、参加者に議決権はなく、当該株式に関する配当を処分または受領する

権利もありません。また、参加者が通常の退職年齢より前にAIGを辞職するなどの特定の状況下に

おいては、株式が失効することもあります。SICO制度の下、SICO取締役会は、AIG普通株式の代わり

に現金によって参加者に支払を行うことができます。SICO制度に基づいて特定の将来の報奨を現

金ではなく株式によって決済することをSICOからSICO制度の参加者に通知されたのを受けて、

AIGは、SICO制度に関する会計処理を変動測定会計処理から固定測定会計処理に変更しました。

AIGは、決済方法における当該変更を2005年12月９日(SICOがSICO制度の参加者に通知した日)か

ら実施しました。

 

(d) 保証

AIGは、AIGFPが行っている取引から生じるAIGFPの現在および将来のすべての支払義務および

債務の期日における迅速な支払に関して無条件の保証を行っています。

AIGの完全所有子会社SAIデファード・コンペンセーション・ホールディングス・インクは一

部のAIG子会社の登録された代表者のための繰延報酬制度を設定しており、これにより参加者は

繰延手数料および報酬を想定ベースで投資する機会を有しています。繰延報酬の価値は、選択さ

れた繰延投資の価値とともに変動します。AIGは当該制度に基づく繰延報酬の支払に関するSAIデ

ファード・コンペンセーション・ホールディングス・インクの債務について、完全かつ無条件の

保証を提供しています。2008年12月、AIGは現職の従業員に対して当該制度を打ち切り、また制度

への新規繰延を認めなくなりました。
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15　株主資本および１株当たり利益(損失)

親会社AIGは、キャッシュ・フローを借入金、前受金、共同費用の払戻しおよび配当金の形態で

子会社に依存しています。AIGの保険子会社は、親会社AIGに対する配当金の送金に関する法的規

制を受けています。これらの規制は州によって異なります。例えば、ニューヨーク保険監督庁の許

可がない場合、ニューヨークに所在する損害保険会社は、会社の保険契約者法定剰余金の10％か

「調整後正味投資利益」の100％のいずれか少ない額を超える配当を12ヵ月の間に行うことはで

きない規定になっています。一般的に、これほど厳格ではありませんが、AIGの保険子会社が所在

するその他の州の大部分には、損害保険会社および生命保険会社両者に適用される規制がありま

す。国外の一部には、配当の送金を遅らせたり制限したりできる規則があります。また、子会社か

らAIGへの現金の貸付や前渡しを制限する種々の現地規制があります。主としてこれらの規制の

結果、2008年12月31日現在において、AIGの連結子会社の資本総額の大部分は親会社AIGへの即時

送金を規制されています。

 

シリーズC永久転換可能利益配当参加型優先株式

連銀クレジット契約の部分的対価として、AIGは、トラストに対してシリーズC優先株式を

100,000株発行することに合意しました。AIGは、未発行のシリーズC優先株式の公正価値230億ド

ルを前払委託資産として計上し、資本剰余金を増額しました。トラストの運営に関して規定する

トラスト契約が2009年１月に施行されました。2009年３月１日にAIGはシリーズC優先株式購入契

約をトラストと締結しており、AIGは2009年３月初旬にトラストに対してシリーズC優先株式を発

行する予定です。

シリーズC優先株式には、シリーズC優先株式が転換された場合における全発行済普通株式の約

77.9％を保有するのと同等の議決権が付されます。シリーズC優先株式の保有者は普通株式に対

して支払われる配当に参加する権利を有することとなり、シリーズC優先株式が転換された場合

に発行済となる普通株式に対して支払われる配当金総額の約77.9％を受領することになります。

シリーズC優先株式が発行され、トラストから通知を受領した後に、AIGは、授権普通株式数を190

億株に増加させ１株当たり額面を減額させるよう修正基本定款を改訂するために、特別株主総会

を開催する必要があります。普通株式保有者は、AIGの修正基本定款の当該改訂について、シリー

ズC優先株式の保有者とは別の集団として投票する権利を有します。授権株式数の増加および普

通株式の額面の変更が承認されれば、シリーズC優先株式は普通株式に転換可能となります。シ

リーズC優先株式が転換可能となる株式数は、シリーズC優先株式の発行日における発行済普通株

式数にその後エクイティ・ユニットの決済により発行される普通株式数を加えた株式数に基づ

き、転換されれば約77.9％の保有につながることになる数です。特定の例外はありますが、トラス

トが米国財務省の利益のみを目的に最低50％のシリーズC優先株式(またはシリーズC優先株式の

転換対象の株式)を保有している間は、AIGは資本株式もしくは資本株式に転換可能また行使可能

な証券または商品をトラストの同意なしに発行することは禁止されます。また、AIGはシリーズC

優先株式に要求登録請求権を付しています。
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シリーズC優先株式の当初公正価値230億ドルは、主にシリーズC優先株式の転換対象の普通株

式のインプライド価値に基づいてAIGにより算出されており、これは連銀クレジット契約の条項

が公表された直後のAIGの普通株式価格に暗示されています。この価額を裏付けるために、AIGの

信用スプレッドのような市場で観測可能なインプットおよびその他のインプットの両方を考慮

する、その他の評価手法が用いられました。以下の重要な仮定が当該評価において使用されてい

ます。

・ シリーズC優先株式の評価日は、NY連銀から連銀クレジット契約を締結するという確約を

AIGが受けた2008年９月16日です。

・ シリーズC優先株式は、経済上は普通株式と同等となり、普通株式と同等の議決権が付さ

れ、普通株式に転換可能となります。

・ NY連銀による連銀クレジット契約を締結するという確約を公表した翌日のAIG普通株式

価格が、シリーズC優先株式の価額の最も観測可能性が高い市場証拠となります。

基本および希薄化後１株当たり利益は、AIGが当期純利益を有する期間において、シリーズC優

先株式による影響を受けます。基本および希薄化後１株当たり利益に対する影響額は２クラス方

式を用いて算出されますが、この方式では、当該期間における全剰余金が処分されるものと仮定

して当該期間における剰余金をシリーズC優先株式と普通株式に配分します。したがって、シリー

ズC優先株式が一部でも転換されるまでは、当該期間における剰余金の約77.9％がシリーズC優先

株式に配分されることとなり、普通株式に帰属する当期純利益を直接減額することになります。

シリーズC優先株式が転換可能となれば、希薄化後１株当たり利益は、転換仮定方式または２クラ

ス方式のうち、より希薄化効果のある方式を用いて算出されます。転換仮定方式では、シリーズC

優先株式の転換は期首に発生したものと仮定されており、転換により発行される普通株式数は当

該期間において発行済となる追加株式数と仮定されています。2008年12月31日に終了した事業年

度においてAIGには当期純損失が発生しているため、シリーズC優先株式は逆希薄化効果を有して

おり、基本または希薄化後１株当たり利益(損失)の計算には反映されていません。

 

シリーズD優先株式

米国財務省の金融安定化策(「TARP」)および組織的に業績が深刻に悪化している機関に対す

るプログラム(Systemically Significant Failing Institutions Program)に基づき、AIGはシ

リーズD固定利付累積型永久優先株式(「シリーズD優先株式」)400万株、および普通株式

53,798,766株を購入する10年物ワラント(「ワラント」)400億ドルを発行し、連銀ファシリティ

に基づく債務を一部返済するのに利用しました。
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シリーズD優先株式はシリーズC優先株式と同等であり、AIG普通株式の上位に位置しています。

シリーズD優先株式の議決権は限定されていますが、年率10％の累積的複利配当金があります。当

該配当金はAIGの取締役会が宣言すれば、その時点で支払われます。AIGは、シリーズD優先株式の

配当金が支払われるまでは、AIG普通株式に対する、またはシリーズD優先株式と同等かそれより

下位のAIG優先株式に対する配当金を宣言または支払うことができません。トラストまたは承継

事業体がAIGの議決権の30％未満を保有しており、シリーズD優先株式保有者がAIGを支配してい

ない、または支配する可能性がない場合には、AIGは、シリーズD優先株式を規定されている残余財

産分配優先権400億ドルに発生済未払配当金を加えた価額でいつでも償還することができます。

2008年12月31日現在の累積配当金は4.00億ドルでした。

また、米国財務省がシリーズD優先株式を保有している限りは、AIGは資本株式を買戻す能力に

関して制限を受けており、法人費用、ロビー活動および幹部報酬を制限する方針を採択および維

持するよう求められています。

シリーズD優先株式の発行に関連して、AIGはいつでも行使可能なワラントを発行しており、１

株当たり当初行使価格は2.50ドルです。行使価格はAIGの株主がAIGの普通株式の額面を0.000001

ドルにまで減額させることを承認した場合には、１株当たり0.000001ドルまで下がります。米国

財務省は、ワラントの行使により発行される普通株式に伴う議決権を行使しないことに同意して

います。ワラントには、米国連邦および州の証券法への準拠に必要な制限以外に契約上の譲渡制

限はありません。AIGには、米国財務省の要求で、ワラントおよびワラントの行使対象となる普通

株式に関する登録届出書を提出する義務があります。ワラントの10年間の期間中にAIG普通株式

が国内の証券取引所で上場または取引されなくなった場合には、AIGには、米国財務省の指示で、

すべてまたは一部のワラントを、米国GAAPに基づき永久資本として分類される同等の公正価値を

有するAIGに対する別の経済的持分に交換する義務があります。ワラントに関連して発行される

シリーズD優先株式が全額償還されるか、第三者に譲渡された場合には、AIGはその時点で米国財

務省が保有するワラントを、トラストが取締役会における代表を通じてAIGを支配していないま

たは支配する可能性がない限りにおいて、いつでも公正市場価値で買戻すことができます。

 

配当金

普通株式１株当たりの配当金は2008年度、2007年度および2006年度においてそれぞれ0.42ド

ル、0.77ドルおよび0.65ドルでした。2008年９月23日付けで、AIGの取締役会はAIGの普通株式に対

する配当金の宣言を中止しました。連銀クレジット契約に従い、AIGは普通株式に対する配当金の

支払いを制限されています。また、シリーズD優先株式の条件に従い、AIGは、シリーズD優先株式の

配当金が支払われるまでは、AIG普通株式に対する、またはシリーズD優先株式と同等かそれより

下位のAIG優先株式に対する配当金を宣言または支払うことができません。
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株式の発行および買戻し

2007年２月、AIGの取締役会は、購入価額総額80億ドルの株式買戻しを承認することでAIGの株

式買戻しプログラムを増大させました。2007年11月、AIGの取締役会は、普通株式の追加買戻し80

億ドルを承認しました。2007年度に、AIGは構造化された株式買戻し契約を締結しており、これに

より購入価額総額70億ドルの長期にわたる株式買戻しが可能になりました。

2007年12月31日現在の義務を履行するために、合計37,926,059株が2008年度上半期に買戻され

ました。2008年度第３および第４四半期において買戻しはありませんでした。2009年２月18日現

在、総承認額に基づき90億ドルが買戻しのために利用可能です。

しかしながら連銀クレジット契約に従い、AIGは、普通株式の買い戻しを制限されています。

2008年５月、AIGは普通株式196,710,525株を１株当たり38ドルで売却し、受取総額は74.7億ド

ルでした。またエクイティ・ユニット78,400,000口を１口当たり75ドルで売却し、受取額総額は

58.8億ドルでした。エクイティ・ユニットの主要な条件については以下に要約されており、連結

貸借対照表上、長期債務として計上されています。
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エクイティ・ユニット

エクイティ・ユニットの当初表示価格は75ドルであり、AIG発行の株式購入契約と、それぞれ元

本1,000ドルの下位劣後債３シリーズ(シリーズB-1、B-2およびB-3)に対する分割されない受益所

有持分1/40すなわち2.5％(当初)からなります。

株式購入契約は、2011年２月15日、2011年５月１日および2011年８月１日の各日にAIG普通株式

を現金25ドルで契約保有者が購入し、AIGが売却するよう規定しており、購入される株式数は変動

的です。株式購入日にAIGが譲渡しなくてはならない株式数は以下の表に示されています(「適用

される市場価額」は、関連する株式購入日の３営業日前に終了する20取引日におけるAIG普通株

式の平均取引価格です)。

 

適用される市場価額： AIGが発行義務を有する株式数：

・45.60ドル以上 ・株式購入契約１口当たり0.54823株

・38.00ドル超45.60ドル未満 ・25ドルを適用される市場価額で除した株数

・38.00ドル以下 ・株式購入契約１口当たり0.6579株

 

基本１株当たり利益(損失)は株式購入契約残高の影響を受けません。希薄化後１株当たり利益

(損失)は、株式購入契約残高による潜在的な希薄化効果を考慮して自己株式法を用いて算定され

るため、適用される市場価額が45.60ドルを超過しない限りは、希薄化後１株当たり利益(損失)は

株式購入契約残高の影響を受けません。

AIGは株式購入契約の保有者に対して四半期ごとの契約調整支払額を支払う義務を有してお

り、表示価格に対して2.71％の当初年率が適用されました。契約調整支払額の現在価値4.31億ド

ルは契約開始時に負債(その他の負債の構成要素)として認識され、資本剰余金の減少として計上

されています。

株式購入契約の他に、エクイティ・ユニットの一部として、AIGは下位劣後債のシリーズB-1、

B-2およびB-3をそれぞれ19.6億ドル発行しており、当初利率はそれぞれ5.67％、5.82％および

5.89％です。会計上の目的で、AIGはエクイティ・ユニットによる受取額を株式購入契約と下位劣

後債とに相対的な公正価値の割合で配分しています。AIGは発行時における株式購入契約の公正

価値をゼロと算定しているため、すべての受取額が下位劣後債に配分されました。

 

１株当たり利益(損失)

基本１株当たり利益(損失)および希薄化後１株当たり損失は、株式配当および株式分割のすべ

てを反映するために調整された加重平均発行済普通株式数に基づいて算定されています。希薄化

後１株当たり利益は、基本１株当たり利益(損失)の算定に使用する株式数に、株式配当および株

式分割すべてを反映するために調整された希薄化効果のある潜在的普通株式がすべて発行済と

仮定した場合の株式数を足した株式数に基づいて算定されています。
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基本および希薄化後１株当たり利益(損失)の計算は以下のとおりです。

 

(１株当たりの金額を除き、単位は百万)

 12月31日に終了した事業年度

 2008年 2007年 2006年

１株当たり利益(損失)の計算に用いられた分子：    

会計原則の変更による累積的影響額考慮前利益(損失) $(99,289)$6,200 $14,014

会計原則の変更による累積的影響額、税引後 ― ― 34

シリーズD優先株式の配当金 (400) ― ―

基本１株当たり利益(損失)について普通株式に帰属する当期純
利益(損失)

(99,689)6,200 14,048

条件付転換社債利息、税引後 ― ― 10

希薄化後１株当たり利益(損失)について普通株式に帰属する当
期純利益(損失)

(99,689)6,200 14,058

会計原則の変更による累積的影響額、税引後 ― ― (34)

希薄化後１株当たり利益(損失)について普通株式に帰属する会
計原則の変更による累積的影響額考慮前利益(損失)

$(99,689)$6,200 $14,024

１株当たり利益(損失)の計算に用いられた分母：    

１株当たり利益(損失)の計算に用いられた加重平均発行済株式
数：

   

発行済普通株式 2,872 2,751 2,751

自己株式 (252) (179) (153)

繰延株式 14 13 10

加重平均発行済株式数－基本 2,634 2,585 2,608

潜在的普通株式による増分株数：    

従業員ストックオプション制度の未行使分から生じる

加重平均株数(金庫株方式)＊
― 13 7

条件付転換社債 ― ― 8

加重平均発行済株式数－希薄化後＊ 2,634 2,598 2,623

１株当たり利益(損失)：    

基本：    

会計原則の変更による累積的影響額考慮前利益(損失) $(37.84)$2.40 $5.38

会計原則の変更による累積的影響額、税引後 ― ― 0.01

当期純利益(損失) $(37.84)$2.40 $5.39

希薄化後：    

会計方針の原則による累積的影響額考慮前利益(損失) $(37.84)$2.39 $5.35

会計方針の原則による累積的影響額、税引後 ― ― 0.01

当期純利益(損失) $(37.84)$2.39 $5.36

 

＊ 自己株式法を用いて算定。株式に基づく従業員報酬制度およびシリーズD優先株式に関連するワラントから生

じる一部の株式については、逆希薄化効果をもたらすため、希薄化後１株当たり利益の計算には含まれていま

せん。計算から除外された株式数は、2008年、2007年および2006年12月31日に終了した事業年度において、それ

ぞれ9,800万株、800万株および1,300万株でした。
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16　法定財務情報

法定会計実務に基づく損害保険ならびに生命保険およびリタイヤメント・サービス事業の法

定剰余金および当期純利益(損失)は、以下のとおりです。

 

 (単位：百万ドル)

 12月31日に終了した事業年度

 2008年 2007年 2006年

法定剰余金(a)：    

損害保険 $34,616 $37,705 $32,665

生命保険およびリタイヤメント・サービス 24,511 33,212 35,058

法定当期純利益(損失)(a)(b)：    

損害保険(c) 216 8,018 8,010

生命保険およびリタイヤメント・サービス(a) (23,558) 4,465 5,088

 

(a) 米国外事業に関連する法定剰余金および純利益(損失)は11月30日現在で見積られています。AIAの支店につ

いての表示基準は香港の法定報告基準になります。ALICOの支店についての表記基準は米国の法定報告基準

になります。AIGスター生命、AIGエジソン生命、ナン・シャンおよびフィラムライフは各社の現地の報告基準

に基づいて見積られています。

(b) 実現キャピタル・ゲインおよびロスならびに税金を含んでいます。

(c) 税引後の異常災害損失による保険金を2008年度および2007年度においてそれぞれ11.5億ドルおよび1.77億

ドル含んでいます。

 

AIGの保険子会社は、米国内外の保険規制当局により規定もしくは認可されている法定会計実

務に準拠して作成した財務書類を提出しています。米国内の会社について、法定財務書類と米国

GAAPに準拠して作成された財務書類の主な相違点は、法定財務書類には、DACが反映されていない

こと、債券ポートフォリオの一部が償却原価で計上されている場合があること、投資の減損が法

定会計実務に準拠して算定されていること、資産と負債が再保険控除後で表示されていること、

保険契約者負債は通常より保守的な仮定を用いて評価されること、ならびに一部の資産が認めら

れていないことです。

AIGの米国内損害保険会社の2005年度の法定財務書類の提出にあたり、AIGは、州の保険規制当

局と様々な項目の法定会計処理について合意しました。また規制当局は、特定の米国内外の保険

子会社が、その特定の非保険および米国外保険子会社に対する投資の帳簿価額を裏付けるのに、

AIGの監査済連結財務書類を利用して、当該事業体の資本が米国GAAPに基づき監査されなければ

ならないとの要件を満たすことを認めています。AIGは、2008年度および2007年度の法定財務書類

についても保険規制当局から類似の許可を得ています。この許可された実務により、米国内外の

損害保険会社の剰余金がそれぞれ1.14億ドルおよび8.59億ドル発生していますが、最低法定自己
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資本比率の遵守状況には影響を及ぼしていません。
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2008年、2007年および2006年12月31日現在、AIGの保険子会社の法定資本金は会社活動の最低要

件レベルを上回っていました。

2008年10月１日より、特定の米国内生命保険および米国内リタイヤメント・サービスの保険事

業体は、「ローン担保および仕組み証券以外の債券」および「ローン担保および仕組み証券」の

一時的でない減損に関する法定会計実務を、認められている１つの方法から別の方法へと変更し

ました。新たな実務による影響で2008年度第４四半期における法定報告上の一時的でない減損は

減少し、これにより当該事業体の2008年12月31日現在の法定剰余金は約70億ドル増加しました。

2009年１月１日より、これらの米国内生命保険および米国内リタイヤメント・サービスの保険

事業体ならびにその他の特定のAIGの保険事業体は、SSAP第98号「評価額の変動および減損を測

定する際のキャッシュ・フローの処理、SSAP第43号「ローン担保および仕組み証券」の改訂」

(「SSAP第98号」)を将来にわたって適用するよう求められています。SSAP第98号の適用による影

響は現時点では算定されていませんが、当該事業体の法定剰余金を大幅に減少させる可能性があ

ります。2009年度の当該減少額が重要性のあるものとなったとしても、AIGは当該保険子会社の法

定剰余金は会社活動の最低要件レベルを上回るものと予想しています。

 

 

17　株式に基づく従業員報酬制度

2008年12月31日に終了した事業年度において、AIGの従業員は、７種類の異なる株式に基づく報

酬制度に従って報奨による報酬を受領しました。

(ⅰ)修正後のAIG1999年ストック・オプション制度(「1999年制度」)

(ⅱ)修正後のAIG1996年従業員株式購入制度(「1996年制度」)―AIG普通株式の現在の市場価額

に基づき2007年10月より募集は中止となりました。

(ⅲ)修正後のAIG2002年株式インセンティブ制度(「2002年制度」)(この制度に基づいて、AIGは、

時の経過により権利が確定する制限株式ユニット(「RSU」)およびパフォーマンス制限株式

ユニット(「パフォーマンスRSU」)を発行しました)

(ⅳ)修正後のAIG2007年株式インセンティブ制度(「2007年制度」)

(ⅴ)SICO繰延報酬利益参加制度(「SICO制度」)

(ⅵ)AIG2005年―2006年繰延報酬利益参加制度(「AIG DCPPP」)－AIG DCPPPは2005年―2006年の

期間においてSICO制度の代替制度として採用されました。AIG DCPPPに基づいて取得された株

式に基づく従業員報酬は、2002年制度に基づく時の経過により権利が確定するRSUとして付与

されました。

(ⅶ)AIGパートナー制度は、AIG DCPPPに取って代わる制度になります。AIGパートナー制度に基づ

いて取得された株式に基づく従業員報酬は、2002年制度によるパフォーマンスに基づくRSUと

して付与されましたが、2007年12月の付与は2007年制度に基づいています。
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上記すべての制度に基づいて付与された報奨は2008年12月31日現在未決済ですが、将来におけ

るオプション、RSUおよびパフォーマンスRSUの付与は2007年制度に基づいてのみ行われます。AIG

は現在、SICOによる株式報奨(この株式報奨はSICOより決済されています)を除き、AIGが過去に取

得して自己株式として保有している株式を発行することにより、参加者に対して株式オプション

行使およびその他の株式報奨の決済を行っています。

2006年度およびそれ以前の年度において、AIGの社外取締役は、1999年制度に従って付与された

オプションという形式で、また2004年度の定時株主総会で株主により承認され、現在は2007年制

度の補助的な制度となっているAIG取締役株式制度に基づくAIG普通株式の付与(株式の受け渡し

は取締役を退任するまで繰延べられます)という形式で株式に基づく報酬を受領していました。

2007年５月16日以降、社外取締役は2007年制度に基づく繰延株式ユニット(「DSU」)を受領し、株

式の受け渡しは取締役を退任するまで繰延べられます。

2006年１月１日より、AIGは、従業員に付与される株式に基づく報酬に対し、FAS第123R号の公正

価値認識規定を適用し、適用による累積的影響額4,600万ドルを会計原則の変更による累積的影

響額、税引後として計上しました。

2008年、2007年および2006年12月31日に終了した事業年度のAIGの連結損益計算書には税引前

の株式報酬費用3.89億ドル、2.75億ドルおよび3.53億ドルがそれぞれ含まれています。

 

1999年ストック・オプション制度

1999年制度は、2000年度の定時株主総会において株主の承認を得ており、一部の修正は、2003年

度の定時株主総会において株主の承認を得ています。1999年制度は、1991年従業員ストック・オ

プション制度(「1991年制度」)に取って代わりましたが、1991年制度に基づき付与された未行使

のオプションは、行使されるか失効するまで引き続き有効です。1999年制度に基づいて付与され

たオプションは通常、４年間にわたり権利が確定し(１年につき25％ずつ権利確定)、付与日から

10年で失効します。2007年制度が1999年制度に取って代わりました。

2008年12月31日現在、1999年制度および1991年制度による発行に備えるため34,265,635株が保

有されており、1999年制度による将来の付与に備えて保有されている株式はありません。

 

繰延

2008年12月31日現在、AIGには以前のオプション行使で繰延べられた受け渡しに関連して

12,341,489株を発行する義務がありました。

 

評価

AIGは、付与されたストック・オプションの公正価値を算出する二項格子モデルを利用してい

ます。評価方法の詳細は、以下のとおりです。
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以下の加重平均仮定が付与されたストック・オプションに使用されました。

 

 2008年 2007年 2006年

予想年次配当利回り(a) 3.77％ 1.39％ 0.92％

予想ボラティリティ(b) 53.27％ 32.82％ 23.50％

無リスク利子率(c) 4.43％ 4.08％ 4.61％

予想期間(d) 4年 7年 7年

 

(a) 配当利回りは、付与日に決定されます。

(b) 2008年度において、予想ボラティリティは、AIG株式の過去のボラティリティ(７年分の日次株価変動データ

に基づく)と取引量の多いオプションのインプライド・ボラティリティの平均です。

(c) 評価モデルに使用される利子率曲線は、期間が３ヵ月から10年までの米国財務省証券のストリップ債の利回

りでした。

(d) 2008年度には、評価モデルのアウトプットから引き出した平均行使期間に基づいて予想期間は４年となって

います。2007年度および2006年度には、オプションの契約期間は通常10年間で、予想期間である７年間は過去

の従業員および幹部の行使に係る行動様式の分析および従業員退職率(権利確定後の退職)に基づき算出さ

れています。早期行使率は、付与後経過した期間の関数となります。15年分の過去のデータが、早期行使率の

見積りに使用されました。

 

AIGのストック・オプション制度に関する追加情報は以下のとおりです。

 

2008年12月31日現在または
同日に終了した事業年度

株式数
加重平均
行使価格

加重平均
による残存
契約期間

本源的価値
総額

(百万ドル)

オプション：     

期首未行使残高 36,363,769$63.83  $59

付与 1,144,00023.52  ―

行使 (336,422)48.59  2

消滅または失効 (2,905,712)58.60  ―

期末未行使残高 34,265,635$63.08 4.18年 $―

期末現在行使可能オプション 30,269,601$64.63 3.61年 $―

付与されたオプションの対象となる株式１
株当たりの加重平均公正価値

 $10.61   

 

上記の表に含まれている、2008年12月31日現在の権利確定オプションおよび権利確定が予想さ

れるオプションの総数は32,962,793、加重平均行使価格は64.46ドル、加重平均による契約期間は

3.91年、本源的価値総額はゼロでした。

2008年12月31日現在、未認識の報酬費用合計(予想される権利消滅額控除後)は4,800万ドルで、

加重平均による期間は1.09年です。2008年12月31日現在のこれらの制度に基づく未行使の報奨費

用は、約３年にわたり認識される見込みです。
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2008年度、2007年度および2006年度に行使されたオプションの本源的価値は、それぞれ約200万

ドル、3.60億ドルおよび2.15億ドルでした。2008年度、2007年度および2006年度に権利が確定する

オプションの付与日における公正価値は、それぞれ約6,700万ドル、6,300万ドルおよび9,700万ド

ルでした。AIGは、ストック・オプションの行使により、2008年度、2007年度および2006年度におい

て、現金でそれぞれ1,600万ドル、4.82億ドルおよび1.04億ドルを受領しました。ストック・オプ

ションの行使より認識された税務上ベネフィットは、2008年度、2007年度および2006年度におい

て、それぞれ50万ドル、1,600万ドルおよび3,500万ドルでした。付与されたオプションの付与日に

おける加重平均公正価値は、2008年度、2007年度および2006年度において、それぞれ10.61ドル、

20.97ドルおよび23.41ドルでした。

 

従業員株式購入制度

AIGの1996年制度により、有資格者である従業員(少なくとも１年間雇用されている者)は、購入

権付与日における公正市場価額の85％に等しい価額でAIGの普通株式を合計10,000,000株まで購

入することができます。株式購入権は四半期ごとに付与され、従業員の年間報酬の10％か、10,000

ドルのいずれかの少ないほうの金額を上限とする年間購入株式数の制限が設けられています。

 

2002年株式インセンティブ制度

2002年制度は、2002年度の定時株主総会において採択され、AIG取締役会により2002年９月18日

に改訂および修正されました。2007年度において、179,106のRSU(パフォーマンスRSUを含む)が

2002年制度に基づき付与されました。2002年制度は2007年制度に取って代わられているため、AIG

DCPPPに基づく特定の基準達成により付与される増加分を除き、2008年12月31日現在、将来の報奨

に関連した発行に備えて保有されている株式はありません。2008年３月より前には、2002年制度

に基づいて付与された時の経過により権利が確定するRSUの大部分は、付与日から４年目に権利

確定する予定でした。2008年３月より、2005年および2006年12月の付与に関して権利確定が加速

し、付与日から３年目に権利確定するようになりました。

 

2007年株式インセンティブ制度

2007年制度は、2007年度の定時株主総会において採択され、AIG取締役会により2007年11月14日

に改訂および修正されました。当該制度に基づき発行される可能性のある普通株式の合計株式数

は180,000,000株です。2007年制度は、1999年制度および2002年制度に取って代わるものです。

2008年度および2007年度において、それぞれ1,533,998および7,121,252のRSU(パフォーマンス

RSUを含む)が2007年制度に基づき付与されました。付与されたRSU、パフォーマンスRSUおよびDSU

報奨はそれぞれ、将来付与可能な株式数を2.9株減少させています。2008年12月31日現在、2007年

制度に基づく発行に備えるために、163,745,561株が保有されていました。2007年制度に基づいて

2008年度に付与された時の経過により権利が確定するRSUの大部分は、付与日から３年目に権利

確定します。

2008年度に付与されたストック・オプションの一部には、AIGの株価が連続した15営業日にお

いて特定の水準を上回っていなければならないという権利確定の条件が付されていました。
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社外取締役株式報奨

従業員ストック・オプションを評価するために使用される方法は、取締役ストック・オプショ

ンにも使用されます。取締役ストック・オプションは、付与日から１年後に権利確定しますが、そ

れ以外は従業員ストック・オプションと同じです。2007年度より、取締役はオプションによる報

奨を受領しないことになりました。40,000株に関するオプションが、2006年度に付与されました。

2008年度に、AIGは127,070のDSU(配当相当額のDSUを含む)を取締役に付与しました。AIGはま

た、取締役株式制度に基づき、2007年度および2006年度において取締役に対してそれぞれ6,375株

および14,000株を付与しましたが、株式の受け渡しは繰延べられています。2008年度に付与され

た繰延株式はありません。

 

SICO制度

SICO制度は、SICOが現在保有しているAIG普通株式を制度加入者のために区分して保有してお

き、退職時に分配するよう規定しています。SICOの取締役会は、特定の状況下において、株式の早

期支給を許可できます。支給が行われるまでは、制度加入者に議決権はなく、当該株式に関する配

当を処分または受領する権利もありません。また、制度加入者が通常の退職年齢より前にAIGを辞

職するなどの特定の状況下においては、株式が失効することもあります。

SICO制度については注記14にも記載されています。

SICO制度に基づいて支給された様々な給付の費用についてはいずれもAIGによる支払は行われ

ていませんが、AIGは、SICOがAIGの従業員に対して支払う繰延報酬金額に関して報酬費用を計上

しており、SICOが拠出したと考えられる金額を反映するよう相殺金額を資本剰余金に貸方計上し

ています。

SICO制度に基づく報奨の大部分は、制度参加者が65歳までAIGに雇用されていることを条件に、

制度加入者の年齢が65歳に達した翌年に権利が確定します。早期支給が可能な報奨部分は、当該

支給日に権利が確定します。

 

AIG DCPPP

AIG DCPPPは、上級幹部役員を含むAIGの主要従業員に対して株式に基づく報酬を提供します。

2005年度および2006年度のAIGの１株当たり累積的修正利益が2003年度および2004年度を上

回っているとAIGの報酬委員会が判断した場合、AIG DCPPPは、条件付きで各制度加入者に対して

時の経過により権利が確定するRSUを一定数配分しました。この目標は達成され、DCPPP制度の条

項に従って3,696,836の時の経過により権利が確定するRSUが2007年度において付与されました。

2008年３月における修正で、これらのRSUの権利確定期間が短縮され、３回の権利確定のうち最後

１回は2012年１月に権利が確定します。

2008年12月31日現在、2,987,955株に関連したRSU報奨が未行使です。
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AIGパートナー制度

2006年６月26日に、AIGの報酬委員会は、AIGパートナー制度に基づく２つの付与を承認しまし

た。１つ目の付与に関するパフォーマンス期間は、2006年１月１日から2007年12月31日までです。

２つ目の付与に関するパフォーマンス期間は、2007年１月１日から2008年12月31日までです。

2007年12月に、報酬委員会は、パフォーマンス期間が2008年１月１日から2009年12月31日までの

付与を承認しました。報酬委員会は当該付与に関するパフォーマンスの測定基準を2008年度第１

四半期に承認しました。１つ目および２つ目の付与は、関連するパフォーマンス期間の初日から

４年後および６年後に権利が50％確定します。３つ目の付与は、パフォーマンス期間の初日から

３年後および４年後に権利が50％確定します。報酬委員会は付与日の前に、最初の２つの付与に

関してパフォーマンスの測定基準を承認しました。最初の２つの付与の測定は、最初の２つの付

与の主要な条件に関する相互理解が存在した2006年６月26日に発生したと考えられます。すべて

の付与について2008年３月に修正がありました。2008年度には、パートナー制度に基づく２つ目

および３つ目の付与に関し、これらの報奨のパフォーマンス基準が満たされていないため報酬費

用は計上されていません。2007年度には報酬費用は計上されておらず、またパートナー制度に基

づく１つ目の付与に関して2006年度に計上された報酬費用は、当該報奨のパフォーマンス基準が

満たされていないため戻し入れられています。

 

評価

RSUおよびパフォーマンスRSUの公正価値は、付与日におけるAIG株式の終値に基づいています。

 

以下の表は上述の制度に基づく権利未確定の未行使報奨に関連する株式の要約を示していま

す*。

 

 株式数  付与日における加重平均公正価値

2008年12月
31日現在ま
たは同日に
終了した事
業年度

時の経過によ
り権利が確定
するRSU

AIG DCPPP
パートナー

制度

AIG制度

合計

SICO制度

合計
 

時の経
過によ
り権利
が確定
するRSU

AIG

DCPPP

パート
ナー制度

AIG制度

合計

SICO制度

合計

期首現在、
権利未確
定

11,343,6884,220,4604,941,52520,505,6739,469,809 $63.01$54.53$55.08$59.36$61.27

付与 1,533,998― 1,378,3422,912,340 ―  25.40 ― 41.5933.06 ―

権利確定 (780,598)(620,945)(183,744)(1,585,287)(1,213,505) 64.4951.3439.1356.4045.50

消滅 (2,171,366)(284,770)(2,772,889)(5,229,025)(677,107) 43.7057.4855.8350.8860.19

期末現在、
権利未確
定

9,925,7223,314,7453,363,23416,603,7017,579,197 $61.31$57.36$50.23$58.28$61.12

 

＊  オプションについては、上記のAIGのストック・オプション制度に関する追加情報の表において報告されて

います。DSUについては、社外取締役株式報奨において報告されています。AIG DCPPPについては、付与された

または付与予定の株式増分のすべてが含まれています。
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2002年制度、2007年制度、AIG DCPPP、AIGパートナー制度およびSICO制度に基づき付与された権

利未確定の株式報酬報奨に関連する未認識報酬費用総額(予想される消滅額控除後)ならびに当

該費用が認識される予定の加重平均期間は、以下のとおりです。

 

2008年12月31日現在  
未認識報酬費用
(単位：百万ドル)

加重平均期間 行使期間

時の経過により権利が確定するRSU－2002年制度 $74 0.64年 3年

時の経過により権利が確定するRSU－2007年制度 $151 1.13年 3年

AIG DCPPP  $71 1.07年 3年

AIGパートナー制度  $29 1.19年 3年

AIG制度合計  $325 1.01年 3年

SICO制度合計  $181 5.63年 31年

 

修正

2008年度第１四半期において、AIGは株式に基づく従業員報酬制度の権利確定スケジュールの

見直しを行い、2008年３月11日に、AIGの経営陣ならびにAIG取締役会の報酬および経営資源委員

会は、質の高い人材を魅了し、保持するという目的を果たすためには、当該制度に基づく未行使報

奨の一部および当該制度に基づき将来付与されるすべての報奨について権利確定スケジュール

を短縮すべきであるという判断を下しました。またAIGは、AIGパートナー制度に関して達成され

たパフォーマンス水準の測定基準を修正しました。

会計上は、株式報奨に関する条件の修正は、当初の報奨と新規報奨との交換として処理されま

す。この修正による影響を受けた残りの報奨に関連する増加額は合計2,100万ドルであり、当初測

定された報酬費用の未償却分とともに、短縮された期間にわたって償却されます。この修正によ

り当該費用の正味償却費は2008年度に9,800万ドル増加しました。AIGは、この修正により当該費

用の償却費が2009年度において4,300万ドル増加し、これに関連して2010年度から2013年度にお

ける償却費は1.20億ドル減少するものと見込んでいます。

 

 

18　従業員給付

年金制度

AIGとその子会社および特定の関連会社は、種々の確定給付制度を、特定の勤続期間の満了また

は雇用年月日に基づく(年齢制限あり)加入資格を有する従業員に対して提供しています。

AIGの米国内の適格退職制度は、ERISAの対象となっている非拠出型の確定給付制度です。制度

加入の会社により雇用されている21歳以上の継続して12ヵ月間勤務している米国の定額給従業

員は、当該制度に加入することが可能です。５年以上の勤務で通常従業員の権利は確定します。通

常の退職(65歳)では満額が支給され、給付額は、最終平均給与に44年を上限とする勤続年数を乗

じた金額に対して一定の割合で決められます。米国外の確定給付制度は、一般的には従業員の勤

続年数および退職前の数年の給与、もしくは各勤務年度における従業員の職階およびその他の要

素に基づく累積ポイントのどちらかに基づいています。
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2007年度にAIGは21stセンチュリーの少数持分を取得しました。21stセンチュリーの制度に関

連する資産、債務および費用はここに含まれています。21stセンチュリーの制度に使用されてい

る仮定は、AIGの米国内制度においてAIGが使用しているものと大差はありません。

またAIGは、主要幹部を含む特定の従業員のための非積立型確定給付制度のいくつかにも出資

していますが、当該制度の目的はAIGのその他の退職制度からの年金給付を補うことです。当該制

度にはAIG追加的退職年金制度が含まれ、この制度は、報酬および給付に対する連邦税法上の制限

によりAIGの米国内退職制度のもとでの特定の従業員に対する給付予定額が減額する場合に、給

付予定額の減少額と同額の給付を支給するものです。また当該制度には幹部退職金補完制度も含

まれ、この制度は、特定の幹部に対し追加的な退職給付を支給するものです。この補完制度のもと

では、年間給付額は平均最終給与の60％を上限とする平均最終給与に勤続年数を乗じた金額の一

定割合から、現行制度および旧退職制度からの給付金(AIG追加的退職年金制度および類似の制度

を含む)、社会保障ならびに前雇用主の適格年金制度からの給付金等がある場合にはこれらを差

し引いたものとなります。

 

退職後給付制度

AIGとその子会社はまた、米国内および米国外の一部の地域において退職後の医療および生命

保険給付を提供しています。種々の給付制度の受給資格は、一般的に所定の継続勤務期間を満た

し、かつ特定の年齢に到達したことによって付与されます。米国外では地域によって給付金は異

なります。

米国における退職後の医療および生命保険給付は、勤続年数10年以上で即時退職を選択した従

業員を対象としています。生命保険給付は非拠出型ですが医療給付は拠出型です。退職者の医療

拠出金は年齢および勤続期間によって異なり、1989年以前の退職者は無料ですが1993年以降の退

職者は特定の減額保険料の支払いを求められています。当該拠出金には毎年修正が加えられま

す。この医療給付制度における会社と従業員の間での費用負担に関するその他の費用には、控除

額、共同保険、米国政府のメディケア・プランが含まれ、当制度における生涯の給付限度額は200

万ドルまでとなっています。
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以下の表は、制度の積立状況を連結貸借対照表における報告額に調整したものです。米国外の

確定給付年金および退職後制度の一部についての測定日は、スポンサー会社の事業年度末に合わ

せた11月30日です。その他すべての制度についての測定日は2008年12月31日です。

 

  (単位：百万ドル)

 年金給付 退職後給付(a)

 米国外制度(b) 米国内制度(c) 米国外制度 米国内制度

2008年12月31日現在または
同日に終了した事業年度

2008年2007年2008年2007年2008年2007年2008年2007年

予測給付債務の増減：         

　給付債務期首残高 $1,745$1,578$3,156$3,079$79 $53 $257$252

　勤務費用 112 90 132 135 8 5 8 11

　利息費用 62 50 202 186 4 3 16 15

　加入者拠出金 4 4 ― ― ― ― ― ―

　数理計算上の(利益)損失 85 (12)374 (159)15 (2) 16 (3)

　制度修正および統合 1 (2) ― 17 ― ― ― ―

　給付支払額：         

　　AIG資産 (60)(36)(25)(11) (1) (1) (17)(18)

　　制度資産 (43)(43)(96)(91) ― ― ― ―

　為替の変動による影響 107 78 ― ― (5) 4 ― ―

　その他 67 38 2 ― 1 17 5 ―

予測給付債務期末残高 $2,080$1,745$3,745$3,156$101 $79 $285$257
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  (単位：百万ドル)

 年金給付 退職後給付(a)

 米国外制度(b) 米国内制度(c) 米国外制度 米国内制度

2008年12月31日現在または
同日に終了した事業年度

2008年2007年2008年2007年2008年2007年2008年2007年

制度資産の増減：         

制度資産の公正価値期首残高 $952$850$3,129$2,760$― $― $― $―

制度資産の実際運用収益
－費用控除後

(205)36 (334)162 ― ― ― ―

AIG拠出金 115 87 59 309 1 1 17 18

加入者拠出金 4 4 ― ― ― ― ― ―

給付支払額：         

AIG資産 (60)(36) (25)(11) (1) (1) (17)(18)

制度資産 (43)(43) (96)(91) ― ― ― ―

為替の変動による影響 5 51 ― ― ― ― ― ―

その他 (3) 3 ― ― ― ― ― ―

制度資産の公正価値期末残高 $765$952$2,733$3,129$― $― $― $―

期末現在積立状況 $(1,315)$(793)$(1,012)$(27)$(101)$(79)$(285)$(257)

連結貸借対照表における認識額：         

資産 $32 $28 $― $228 $― $― $― $―

負債 (1,347)(821)(1,012)(255)(101)(79)(285)(257)

　認識額合計 $(1,315)$(793)$(1,012)$(27)$(101)$(79)$(285)$(257)

その他の包括(利益)損失累計額に
おける認識額：

        

　純損失 $601$242$1,429$513 $21 $6 $12 $(5)

　過去勤務費用(利益) (66)(67) (1) (2) ― ― 23 23

認識額合計 $535$175$1,428$511 $21 $6 $35 $18

 

(a) AIGは現在のところ退職後給付を積立てていません。

(b) 非積立型制度を含み、当該制度の年金給付債務総額は2008年および2007年12月現在でそれぞれ8.59億ドルお

よび5.59億ドルでした。2008年度および2007年度において、約82％および83％は、現地の法令で積立を要求し

ていない日本の制度に関係していました。当該制度の予測給付債務合計はそれぞれ7.02億ドルおよび4.64億

ドルでした。

(c) 適格でない非積立型制度を含み、当該制度の予測給付債務総額は2008年および2007年12月現在でそれぞれ

2.70億ドルおよび2.40億ドルでした。
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米国外および米国内年金給付制度に関する累積給付債務は以下のとおりです。

 

(単位：百万ドル)

 12月31日現在

 2008年 2007年

米国外年金給付制度 $1,862 $1,504

米国内年金給付制度 $3,219 $2,752

 

予測給付債務が関連する制度資産を超過している、また累積給付債務が関連する制度資産を超

過している確定給付年金制度債務は以下のとおりです。

 

 (単位：百万ドル)

 12月31日現在

 
予測給付債務が

制度資産の公正価値を超過
累積給付債務が

制度資産の公正価値を超過

 米国外制度 米国内制度 米国外制度 米国内制度

 2008年2007年2008年2007年2008年2007年2008年2007年

予測給付債務 $2,000$1,676$3,745$368$1,840$1,415$3,745$240

累積給付債務 1,8001,4623,2193171,6761,2773,219206

制度資産の公正価値 652 8552,733113 519 6522,733 ―
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以下の表は確定給付年金制度およびその他の退職後給付制度に関する損益に認識された純期

間給付費用およびその他の包括(利益)損失累計額に認識されたその他の金額の内訳を示してい

ます。

 

  (単位：百万ドル)

 年金給付 退職後給付

 米国外制度 米国内制度 米国外制度 米国内制度

 2008年 2007年 2006年 2008年 2007年 2006年 2008年 2007年 2006年 2008年 2007年 2006年

純期間給付費用の内訳：             

勤務費用 $112 $90 $78 $132$135$130 $8 $5 $4 $8 $11 $6

利息費用 62 50 36 202 186 169 4 3 2 16 15 11

資産の期待運用収益 (44)(36)(28)(235)(216)(201)― ― ― ― ― ―

過去勤務利益の償却 (11)(10) (9) (1) (3) (3) ― ― ― ― (2) (6)

移行時債務の償却 ― 1 1 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

純損失の償却 29 9 16 22 43 75 ― ― ― ― ― ―

その他 (1) 1 1 2 14 6 ― ― ― 5 ― ―

純期間給付費用 $147$105 $95 $122$159$176 $12 $8 $6 $29 $24 $11

その他の包括(利益)損失
累計額に認識された金額
合計

$361$(10)$38 $917$(155)$24 $16 $(2)$― $17 $(7)$―

純期間給付費用およびそ
の他の包括利益に認識さ
れた金額合計

$508 $95 $133$1,039$4 $200 $28 $6 $6 $46 $17 $11

 

AIGの結合確定給付年金制度について、翌事業年度にわたりその他の包括利益累計額から純期

間給付費用に償却される予定の見積純損失および過去勤務利益は、それぞれ1.36億ドルおよび

1,200万ドルです。確定給付退職後制度について、翌事業年度にわたりその他の包括利益累計額か

ら純期間給付費用に償却される予定の見積純損失、過去勤務費用および移行時債務は総額で200

万ドルを下回る予定です。

AIGの米国内退職制度に係る2009年度の年金費用は、約2.39億ドルと予想されています。割引率

または期待長期収益率が100ベーシス・ポイント増加し、その他の項目に変動がなければ、2009年

度の費用はそれぞれ約6,500万ドルおよび2,700万ドル減少します。反対に、割引率または期待長

期収益率が100ベーシス・ポイント減少し、その他の項目に変動がなければ、2009年度の費用はそ

れぞれ約8,400万ドルおよび2,700万ドル増加します。
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仮定

給付債務を決定するために使用された加重平均による仮定は以下のとおりです。

 

 年金給付  退職後給付

 米国外制度 米国内制度  米国外制度 米国内制度

2008年12月31日現在      

　割引率 2.00-15.00％ 6.00％  1.50－7.25％ 6.00％

　昇給率 2.50-10.00％ 4.25％  3.00－4.00％ 4.25％

2007年12月31日現在      

　割引率 2.00-11.00％ 6.50％  2.75－6.50％ 6.50％

　昇給率 1.50-9.00％ 4.25％  3.00－3.50％ 4.25％

 

米国外制度の給付債務は、給付を提供している各子会社の現地の経済環境に最も適切な仮定を

反映しています。

 

米国内制度における医療費傾向率の仮定は以下のとおりです。

 

 12月31日現在

 2008年 2007年

翌事業年度：   

　医療(65歳未満) 9.00% 9.00%

　医療(65歳以上) 7.00% 7.00%

費用の増加が下降に転じると仮定される最終傾向率 5.00% 5.00%

最終傾向率に到達する事業年度：   

　医療(65歳未満) 2018年 2015年

　医療(65歳以上) 2018年 2015年
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医療費傾向率の仮定における１パーセント・ポイントの増減は、AIGの退職後給付債務に以下

のような影響を与えます。

 

 (単位：百万ドル)

 12月31日現在

 １パーセント増加  １パーセント減少

 2008年 2007年  2008年 2007年

米国外制度 $14 $12  $(11) $(8)

米国内制度 $6 $6  $(5) $(5)

 

AIGの退職後制度は、主に確定雇用主給付ではなく確定雇用主拠出という形式で給付を提供し

ます。医療費傾向率の仮定の変動は、米国内制度に関しては上限がありますが、AIGの米国外退職

後制度には上限がありません。

 

純期間給付費用を決定するために使用された加重平均による仮定は以下のとおりです。

 

 年金給付  退職後給付

12月31日現在 米国外制度＊ 米国内制度  米国外制度＊ 米国内制度

2008年      

割引率 2.00-11.00％ 6.50％  2.75－6.50％ 6.50％

昇給率 1.50-9.00％ 4.25％  3.00－3.50％ 4.25％

資産の期待運用収益 2.75-9.75％ 7.75％  該当なし 該当なし

2007年      

割引率 2.25-10.75％ 6.00％  4.00－5.75％ 6.00％

昇給率 1.50-10.00％ 4.25％  3.00％ 4.25％

資産の期待運用収益 2.50-10.50％ 8.00％  該当なし 該当なし

2006年      

割引率 1.75-12.00％ 5.50％  4.50－5.50％ 5.50％

昇給率 1.50-10.00％ 4.25％  2.50－3.00％ 4.25％

資産の期待運用収益 2.50-13.50％ 8.00％  該当なし 該当なし

 

＊　米国外制度の給付債務は、給付を提供している子会社の現地の経済環境に最も適切な仮定を反映しています。
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割引率の方法

AIGの米国内退職金制度に基づく予測給付キャッシュ・フローは、2008年および2007年12月31

日現在の調整前シティグループ年金割引曲線による直物レートを用いて割引かれ、同じ負債とな

るよう、同等の単一割引率が取得されました。単一割引率は25ベーシス・ポイントの位で四捨五

入され、すなわち2008年および2007年12月31日現在でそれぞれ6.0％および6.5％です。その他の

米国内制度に適用された割引率は上述のものとほとんど変わりませんでした。

通常、米国外年金制度の割引率は、発達した市場における高格付け社債を参照することによっ

て選択されますが、発達した市場が堅調でなかったり存在しなかったりする場合には各国の政府

債を参照します。日本の積立型および非積立型両制度は、2008年および2007年12月31日現在、米国

外年金制度に係るAIGの負債のそれぞれ71％および62％超を占めています。日本の割引率2.0％

は、年金制度の負債の期間を考慮した測定日現在の、公表済みのムーディーズ／スタンダード＆

プアーズAA格付けの社債ユニバースを参照することによって選択されました。

 

制度資産

AIGの米国内年金制度資産に関する投資戦略は、短期間での積立不足のリスクを制限しつつ、長

期間にわたり年金制度へ全額を積み立て、制度費用を賄う投資収益を達成するために設計されて

います。したがって、各資産クラス固有のリスクおよび便益プロフィールを含んだ様々なリスク

要素を管理しつつ、投資収益率を最大にすることを目標に資産が配分されています。制度資産は、

AIGの退職委員会の投資委員会および投資マネージャーの両者により定期的に監視されており、

その結果によっては、事前に承認されている範囲内で制度資産の再配分が適宜行われます。例え

ば、金融市場の混乱を受けて、AIGは2008年度に、損失を軽減させるために年金制度による証券貸

付活動を中止することとしました。

2008年および2007年12月31日に終了した事業年度におけるAIGの米国内年金制度に関する長期

期待収益率は、それぞれ7.75％および8.00％でした。これらの収益率は、各資産クラスの期待収益

の総額であり、制度へのAIGの拠出と合わせれば必要な給付債務のすべてを履行できる制度の能

力を維持するものと考えられています。各資産クラスにおける収益は、過去の収益、現在の市況、

資産のボラティリティおよび将来の期待収益を考慮したビルディング・ブロック・アプローチ

に基づいて算出されたものです。期待収益率の予想は長期にわたるものであり毎年変更される予

定はありませんが、重大な投資戦略の変更または経済状況の変化があれば、変更が必至となりま

す。

米国外年金制度資産は様々な信託に保有されており、同様に、一定のリスク水準で長期収益率

を最大にするために、株式、負債証券およびその他に投資されています。米国内および米国外の両

制度において、その他の投資には、現金預金、保険契約、不動産、プライベート・エクイティ、関連

当事者団体年金保険およびヘッジ・ファンド資産クラスが含まれています。関連当事者団体年金

保険は、AIGの関連会社であるUSライフと締結されているもので、2008年および2007年12月31日現

在、それぞれ合計約3,600万ドルおよび3,800万ドルでした。2008年または2007年12月31日現在、米

国内年金制度資産にはAIG普通株式は含まれていません。
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AIGの制度の主要な資産クラス別の資産配分率および目標配分率は以下のとおりです。

 

 12月31日現在

 米国外制度－配分率  米国内制度－配分率

 
目標
2009年

実際
2008年

実際
2007年

 
目標
2009年

実際
2008年

実際
2007年

資産クラス：        

　株式 41％ 39％ 50％ 45％ 31％ 56％

　負債証券 30 32 28  30 46 30

　不動産 7 6 5  ― ― ―

　現金預金 2 3 1  ― 5 2

　その他 20 20 16  25 18 12

合計 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％

 

予想キャッシュ・フロー

米国内年金制度に関する積立金額の範囲は、ERISAに規定されている最低額から、米国の税務上

控除可能となる最高額までの金額です。この範囲は、通常、第４四半期まで決定されません。最低

額を超過する拠出額は、任意拠出とみなされます。最高額を超過する金額は消費税の対象となり、

内国歳入法のもとでは控除されません。補完制度および追加的退職年金制度の支払および退職後

制度の支払は、支払時に控除されます。

2008年度のAIGの米国内および米国外の年金制度への拠出額は、1.74億ドルでした。2009年度の

米国内および米国外の制度への年間の年金拠出額は、約6.00億ドルになると予想されます。拠出

額の決定は、AIGの流動性、資産処分、市場パフォーマンスおよび経営陣の裁量を含む様々な要素

により影響を受けるため、この見積りは変更されることがあります。

2009年１月１日現在、AIGは、2006年年金保護法の目標債務に基づいた米国内年金制度の積立状

況は94％を超過するものと予想しています。このためAIGは当期における給付制限または不足額

の償却は予定していません。
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確定給付年金制度およびその他の退職後給付制度に関する加入者拠出額控除後の見積将来給

付支払額は以下のとおりです。

 

 (単位：百万ドル)

 年金給付  退職後給付

 米国外制度 米国内制度  米国外制度 米国内制度

2009年 $108 $129  $1 $21

2010年 104 139  1 19

2011年 109 150  1 20

2012年 112 164  1 21

2013年 125 178  2 22

2014年－2018年 650 1,111 11 125

 

確定拠出制度

いくつかの小規模な確定拠出制度の他に、AIGは米国内従業員のための任意貯蓄制度を支援し

ていますが、それは、従業員の給与からの天引きによる積立およびそれに見合った最高で年収の

７％までの拠出を、勤続年数に応じて、AIGが米国内で行うことを規定しています。当該制度に関

連する税引前費用は、2008年度、2007年度および2006度においてそれぞれ1.24億ドル、1.14億ドル

および1.04億ドルでした。

 

 

19　持分関係および関連当事者取引

(a) 持分関係：　モーリス・R・グリーンバーグ氏、エドワード・E・マシューズ氏、スター・イ

ンターナショナル・カンパニー・インク、C.V.スター・アンド・カンパニー・インク、ユニバー

サル・ファウンデーション・インク、ザ・モーリス・R・アンド・コリーン・P・グリーンバーグ

・ファミリー・ファウンデーション・インク、モーリス・R・アンド・コリーン・P・グリーン

バーグ・ジョイント・テナンシー・カンパニー・LLCおよびC.V.スター・アンド・カンパニー・

インク・トラストが2009年１月22日に提出したスケジュール13Dによると、同日現在で当該報告

関係者はAIGの普通株式270,491,939株を実質的に所有していると見なされる可能性があります。

2009年１月30日現在のAIGの発行済普通株式数に基づくと、当該持分は、AIGの議決権付株式の約

10.1％に相当します。当該報告関係者は、普通株式持分の売却を報告して、証券取引法のセクショ

ン16に基づく届出を行っていますが、2009年１月22日より後の持分関係の変更を報告するための

スケジュール13Dへの修正は提出されていません。

 

(b) シリーズC優先株式、および米国財務省の利益のみを目的としたトラストによるAIG議決権

持分の過半数保有については、注記15をご参照ください。
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20　連邦法人所得税

米国内および米国外の利益の税引前の内訳は、当該税引前利益(損失)が生み出された地域を反

映しています。米国内および米国外の税引前利益(損失)は以下のとおりです。

 

(単位：百万ドル)

 12月31日に終了した事業年度

 2008年 2007年 2006年

米国内 $(105,179)$(3,957) $9,862

米国外 (3,582) 12,900 11,825

合計 $(108,761)$8,943 $21,687

 

法人所得税等引当金の内訳は以下のとおりです。

 

(単位：百万ドル)

 12月31日に終了した事業年度

 2008年 2007年 2006年

実際の法人所得税費用(戻し)の米国外と米国内の内
訳：

   

米国外：    

当期 $1,537 $3,157 $2,725

繰延 (1,812) 461 933

米国内：    

当期 169 62 2,764

繰延 (8,268) (2,225) 115

合計 $(8,374) $1,455 $6,537
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2008年度、2007年度および2006年度における米国連邦法人所得税率は、いずれも35％でした。実

際の法人所得税額と、連邦法人所得税率を適用して算出した法定法人所得税額とは、以下の理由

により異なっています。

 

(単位：百万ドル)

 12月31日に終了した事業年度

 2008年  2007年  2006年

 金額
税引前利益
に対する率

 金額
税引前利益
に対する率

 金額
税引前利益
に対する率

法定税率での米国連邦法人所得税(戻
し)

$(38,066)35.0％ $3,13035.0％ $7,59135.0％

調整項目：         

評価性引当金 20,673(19.0)％ ― ―  ― ―

米国外事業の影響額 5,189(4.8)％ (565)(6.3)％ (132)(0.6)％

不確実な税務ポジション 1,113(1.0)％ 622 7.0％ ― ―

のれん 1,401(1.3)％ ― ―  ― ―

非課税利息 (843)0.8％ (823)(9.2)％ (718)(3.3)％

パートナーシップおよびジョイント
・ベンチャー

279 (0.3)％ (312)(3.5)％ (265)(1.2)％

税額控除 (59) 0.1％ (127)(1.4)％ (196)(0.9)％

受取配当金控除 (144)0.1％ (129)(1.4)％ (102)(0.5)％

州法人所得税 (63) 0.1％ 45 0.5％ 59 0.3％

SICO給付金 ― ―  (194)(2.2)％ ― ―

その他 2,146(2.0)％ (192)(2.2)％ 300 1.3％

実際の法人所得税費用(戻し) $(8,374)7.7％ $1,45516.3％ $6,53730.1％
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正味繰延税金資産の内訳は以下のとおりです。

 

(単位：百万ドル)

  12月31日現在

  2008年 2007年

繰延税金資産：    

支払備金の割引  $2,105 $2,249

未経過保険料控除  1,179 1,743

未実現投資評価損  12,401 1,503

売却可能負債証券に関連する未実現(利益)/損失  3,649 ―

貸倒引当金およびその他の積立金  1,166 1,408

米国外子会社およびジョイント・ベンチャーに対する投
資

 ― 1,121

生命保険責任準備金の調整  3,226 3,213

NOLおよび税金の属性＊  25,632 1,814

損金否認未払費用およびその他  2,617 1,305

繰延税金資産合計  51,975 14,356

繰延税金負債：    

繰延保険契約獲得費用  (11,462) (11,716)

航空機、固定資産および無形固定資産  (5,593) (5,239)

米国外子会社およびジョイント・ベンチャーに対する投
資

 (2,321) ―

売却可能負債証券に関連する未実現(利益)/損失  ― (1,399)

その他  (717) (1,041)

繰延税金負債合計  $(20,093) $(19,395)

評価性引当金考慮前正味繰延税金資産(負債)  $31,882 $(5,039)

評価性引当金  (20,896) (223)

正味繰延税金資産(負債)  $10,986 $(5,262)

 

＊ AIGには、2008年および2007年12月31日現在、繰越欠損金がそれぞれ473億ドルおよび45億ドル、また未使用の

外国税額控除がそれぞれ22億ドルおよび6.39億ドルあります。正味繰越欠損金は20年間にわたって繰越すこ

とができ、未使用の外国税額控除は10年間にわたって繰越し可能です。2008年12月31日現在、AIGには、５年以

内に使用期限が到来する繰越欠損金209億ドルがあります。2008年および2007年12月31日に終了した事業年度

において、AIGは、一般事業税額控除に関する繰延税金資産2.60億ドルおよび5,600万ドル、ミニマム税の控除

に関する繰延税金資産2.50億ドルおよび1.01億ドルをそれぞれ計上しました。未使用の一般事業税額控除は

20年以内に使用期限が到来しますが、未使用のミニマム税の控除については使用期限がありません。
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評価性引当金

2008年12月31日現在、AIGは、評価性引当金考慮後正味繰延税金資産110億ドルを計上していま

すが、2007年12月31日現在では正味繰延税金負債53億ドルを計上していました。2008年および

2007年12月31日現在、AIGは、正味繰延税金資産を実現可能性の方が高い(50％超の可能性)とAIG

が考える金額にまで減額させる繰延税金資産の評価性引当金を、それぞれ209億ドルおよび２億

ドル計上しています。AIGの正味繰延税金資産の実現は、正味営業損失、正味キャピタル・ロス、控

除可能一時差異および税額控除が発生した税管轄の繰越期間内に、適切な性格の十分な課税所得

を創出する能力により左右されます。

2008年12月31日現在、AIGには最近の事業年度における財務報告上の累積損失があります。2008

年12月31日現在の繰延税金資産の実現に関する評価において、AIGは、以下を含むすべての入手可

能な証拠を考慮しています。(ⅰ)財務報告上の当期および累積損失の性質、頻度および程度、(ⅱ)

最近の累積損失の要因となった事象の再発を防止または制御するよう設計された2008年度完了

および2009年度完了予定の施策(2008年12月31日までに完了した施策および特定の投資資産クラ

スの将来における信用損失を軽減するために2009年度に戦略が実施されるという期待を重要

視)、(ⅲ)正味営業損失、正味キャピタル・ロスおよび外国税額控除の繰越期間、(ⅳ)将来の課税

所得の源泉および時期(個別の源泉および初期予測期間を重要視)、および(ⅴ)課税金額の発生を

早めるために必要に応じて実施されるであろう税務戦略。

最近の事業年度における累積損失は、スーパー・シニア・マルチセクターCDSポートフォリオ

および貸付有価証券ポートフォリオを含む、証券に係る損失に主に関連しています。2008年度第

４四半期に、AIGは、AIGFPのマルチセクターCDSポートフォリオおよび貸付有価証券ポートフォリ

オの信用悪化に対する解決策として、NY連銀と２つの取引(NY連銀取引)を実施しました。AIGは、

当該取引により、CDSポートフォリオおよび貸付有価証券ポートフォリオに関連する将来の損失

は大幅に限定されるものと考えています。

2009年３月２日、AIG、NY連銀および米国財務省は、連銀ファシリティおよびシリーズD優先株式

の条件を修正し、300億ドルの株式資本コミットメント・ファシリティを提供するという原則的

合意を発表しました。また、AIGの資本基盤を強化し、流動性を高め、借入費用を削減し、AIGの資産

処分プログラムを促進することを目的とした、数々のその他の施策を講じる意思についても発表

しました。注記23をご参照ください。

2008年度第４四半期に実施され、2009年度においても実施予定のこれらの取引は、AIGの繰延税

金資産の一部について実現可能性の方が高いと経営陣が結論付けるための重要な肯定的証拠で

あると考えています。AIGは、近い将来の利益、処分による税務上利益、および正味繰延税金資産を

実現するために必要に応じてAIGが実施するであろう税務戦略も考慮しています。

米国財務省およびNY連銀との原則的合意に関する2009年３月２日の発表ならびにNY連銀との

その他の取り決め案、またAIGの収益、利益および損失の予測を考慮し、AIGの経営陣は、110億ドル

の正味繰延税金資産が2008年12月31日現在回収可能であると結論付け、これにより、AIGの繰延税

金資産を実現可能性の方が高い金額にまで減額させるために、2008年12月31日現在209億ドルの

評価性引当金を設定しました。
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繰越欠損金の実現可能性の評価において、AIGはIRS通知2008-84による救済を考慮しています

が、これは、赤字会社の１度または複数回にわたった株式取得により生じる繰越欠損金に係る制

限は、米国が直接的または間接的に赤字会社の50％超の持分を保有している期間における当該株

式取得については適用されないというものです。

2008年12月31日現在、AIGは、株式報酬に関連する繰延税金資産2.39億ドルを計上しています。

AIGの株価の大幅下落により、当該繰延税金資産は将来実現されない可能性があります。FAS第

123(R)号に基づき、AIGは、当該資産に係る減損費用を、関連する株式報奨が行使、権利確定または

失効するまでは認識できません。繰延税金資産に関連する費用はすべて、法人所得税等費用では

なく資本剰余金に反映される可能性が高いです。

 

未処分剰余金

2008年度に、AIGは、米国外子会社の未処分剰余金に帰属する繰延税金費用39億ドルおよび米国

内子会社に帰属する７億ドルを計上しています。2008年度に計上された米国外子会社の繰延税金

費用は、当期の活動、および利益が永久に再投資されると考えられていたため過年度には引当て

られていなかった繰延税金に関連しています。2008年12月31日現在、AIGは米国外子会社の未処分

剰余金全額について繰延税金を引当てています。

 

税務申告および調査

AIGおよびその米国内適格子会社は、連結米国連邦法人所得税申告を行っています。連結財務書

類に含まれる米国内子会社の一部は、個別に米国連邦法人所得税申告を行っており、AIGの連結米

国法人所得税グループには参加していません。米国外で運営している子会社は、適用される米国

および外国の法律に基づいて課税され、法人所得税費用が計上されています。

AIGの連結連邦法人所得税申告について、2000年より前のすべての税務年度に関する出訴期限

が到来しました。AIGは2000年から2002年の税務年度に関して現在調査中です。

2008年４月、AIGは1997年から2006年の税務年度について還付請求を提出しました。1991年から

1996年の税務年度について2007年６月に提出された還付請求は現在も未解決のままです。これら

の還付請求は、AIGの2004年度以前の財務書類の修正再表示による税務上の影響に関係していま

す。

2008年３月20日、AIGは、1997年から1999年についての不備に関する法定通知(「当該通知」)を

IRSより受領しました。当該通知では、国境を越えた財務取引に関連する外国税額控除の否認を主

な要因として、AIGが当該年度について追加税金および罰金・科料を支払うべきであることが主

張されています。当該通知の主題となっている取引は、当該通知の対象期間以外にも行われてお

り、これらの期間についてもIRSが異議を唱えてくる可能性が高いです。IRSがその他の取引につ

いてもこれに類似する取引と見なす可能性もあります。AIGは1997年について、課税額に利息およ

び罰金・科料を加えた金額を支払っており、還付請求を提出しています。2009年２月26日、AIGは

ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所において還付請求訴訟を提起しました。また、AIGは、

1998年および1999年についても追加税金、利息および罰金・科料を支払っています。AIGは積極的

に抗弁する構えであり、IRSの措置から生じる可能性のある負債に対する十分な引当金を計上し
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ていると考えています。
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2008年10月６日、AIGは、問題となっているリース取引に参加していた一部納税者に関するIRS

の決済イニシアチブに参加するという決定をIRSに通知しました。FIN第48号およびFSP第13-2号

に従い、AIGは、この問題に係る税引後費用1.10億ドルを2008年度に計上しました。

 

FIN第48号

未認識の税務上のベネフィット総額の期首および期末残高の調整は以下のとおりです。

 

(単位：百万ドル)

  12月31日に終了した事業年度

  2008年 2007年

未認識の税務上のベネフィット総額　期首現在  $1,310 $1,138

期首残高に含まれている税務当局と合意の監査調整  ― (188)

過年度の税務ポジションにおける増加  1,339 646

過年度の税務ポジションにおける減少  (322) (189)

当年度の税務ポジションにおける増加  1,092 82

出訴期限到来  (26) (1)

決済  (25) (178)

未認識の税務上のベネフィット総額　期末現在  $3,368 $1,310

 

2008年および2007年12月31日現在、AIGの未認識の税務上のベネフィット(利息および罰金・科

料を除く)は、それぞれ34億ドルおよび13億ドルでした。2008年および2007年12月31日現在のAIG

の未認識の税務上のベネフィットは、否認された場合であっても実効税率に影響を及ぼさない税

務ポジションに係るそれぞれ6.65億ドルおよび2.99億ドルを含んでいました。したがって、未認

識の税務上のベネフィットの金額が認識された場合、実効税率に有利に働く金額は、2008年およ

び2007年12月31日現在それぞれ27億ドルおよび10億ドルです。

未認識の税務上のベネフィットに関連する利息および罰金・科料は法人所得税費用に計上さ

れます。2008年および2007年12月31日現在、AIGは支払利息(連邦税上のベネフィット控除後)およ

び罰金・科料をそれぞれ4.26億ドルおよび2.81億ドル未払計上しました。2008年および2007年12

月31日に終了した事業年度において、AIGはそれぞれ2.01億ドルおよび1.70億ドルの利息(連邦税

上のベネフィット控除後)および罰金・科料を連結損益計算書に計上しました。

AIGは引き続き、税務当局による修正案を評価しています。2008年12月31日現在、当該修正案は

AIGの連結ベースの財務状態に重要な変更をもたらさないと見込まれていますが、個別の報告期

間におけるAIGの連結ベースの経営成績には重要な影響を与える可能性があります。未認識の税

務上のベネフィットの残高が今後12ヵ月の間に大きく変動する合理的な可能性はありますが、起

こり得る結果は不確実であるため、現時点では変動の範囲を見積ることはできません。
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以下の表は主要な税務管轄地による調査の対象となっている税務年度です。

 

2008年12月31日現在  

主要税務管轄地 未確定の税務年度

米国 2000年-2007年

フランス 2005年-2007年

香港 2003年-2007年

日本 2001年-2007年

韓国 2003年-2007年

マレーシア 2002年-2007年

シンガポール 2001年-2007年

台湾 2000年-2007年

タイ 2006年-2007年

英国 2006年-2007年

 

　不確実な税務ポジションに関する引当金は、主に連銀ファシリティとの関係で発生する費用

および国境を越えた財務取引に関連する外国税額控除に関連して、2008年度に約20億ドル増加し

ました。

 

 

21　四半期財務情報－非監査

以下の2008年および2007年３月31日、６月30日、９月30日および12月31日に終了した各３ヵ月

間の四半期財務情報は非監査です。ただし経営陣の意見では、当該期間の経営成績を適正に記載

するために必要なすべての修正(通常の継続的な修正のみで構成されている)が行われています。
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連結損益計算書

 

(単位：百万ドル、ただし１株当たり金額を除く)

 ３月31日に終了した３ヵ月間 ６月30日に終了した３ヵ月間

 2008年 2007年 2008年 2007年

収益合計(a)(b) $14,031$30,645 $19,933$31,150

法人所得税等および少数株主損益考慮前利益(損
失)(a)(b)

(11,264)6,172 (8,756) 6,328

当期純利益(損失)(c) $(7,805)$4,130 $(5,357)$4,277

普通株式１株当たり利益(損失)：      

基本 $(3.09) $1.58 $(2.06) $1.64

希薄化後 $(3.09) $1.58 $(2.06) $1.64

加重平均発行済株式数(百万株)：      

基本 2,528 2,612 2,605 2,602

希薄化後 2,528 2,621 2,605 2,613

 

 (単位：百万ドル、ただし１株当たり金額を除く)

 ９月30日に終了した３ヵ月間 12月31日に終了した３ヵ月間

 2008年 2007年 2008年 2007年

収益合計(a)(b) $898 $29,836 $(23,758)$18,433

法人所得税等および少数株主損益考慮前利益(損
失)(a)(b)

(28,185)4,879 (60,556)(8,436)

当期純利益(損失)(c) $(24,468)$3,085 $(61,659)$(5,292)

普通株式１株当たり利益(損失)：      

基本 $(9.05) $1.20 $(22.95)$(2.08)

希薄化後 $(9.05) $1.19 $(22.95)$(2.08)

加重平均発行済株式数(百万株)：      

基本 2,703 2,576 2,704 2,550

希薄化後 2,703 2,589 2,704 2,550

 

(a) 収益ならびに法人所得税等および少数株主損益考慮前利益(損失)には、(ⅰ)2008年度第１、第２、第３および

第４四半期においてそれぞれ91億ドル、56億ドル、71億ドルおよび69億ドル、ならびに2007年度第３および第

４四半期においてそれぞれ3.52億ドルおよび111億ドルのAIGFPのスーパー・シニア・クレジット・デフォル

ト・スワップ・ポートフォリオに関する未実現市場評価損と、(ⅱ)2008年度第１、第２、第３および第４四半

期においてそれぞれ56億ドル、68億ドル、199億ドルおよび186億ドル、ならびに2007年度第４四半期において

33億ドルの一時的でない減損が含まれています。

(b) 2008年度第４四半期の収益ならびに法人所得税等および少数株主損益考慮前利益(損失)には、信用評価調整

損失78億ドルが含まれています。

(c) 2008年度には、AIGの繰延税金資産を実現可能性の方が高いとAIGが考える金額にまで減額させる評価性引当

金206億ドル、および米国外事業の売却の可能性に帰属する繰延税金費用55億ドルが含まれています。
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22　債務に関連して提示された情報

以下の要約連結財務書類は、AIGの持株会社であり完全所有子会社であるAIGライフ・ホール

ディングス(ユーエス)インク(「AIGLH」)(旧アメリカン・ジェネラル・コーポレーション)の経

営成績を反映しています。AIGはAIGLHの債務全額について完全かつ無条件の保証を行っていま

す。

また、AIGリクィディティー・コーポレーションおよびAIGプログラム・ファンディング・イン

クは両社ともAIGの完全所有子会社です。AIGはAIGリクィディティー・コーポレーションおよび

AIGプログラム・ファンディング・インクの債務全額について完全かつ無条件の保証を行ってい

ます。これらの事業体に関する報告金額はありません。
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要約連結貸借対照表

 

(単位：百万ドル)

 

アメリカン
・インター
ナショナル
・グループ
・インク
(保証会社)

AIGLH
その他の
子会社

消去 AIG連結

2008年12月31日現在      

資産：      

投資(a) $16,110$― $753,181$(132,379)$636,912

子会社に対する貸付金(b) 64,283 ― (64,283)― ―

現金預金 103 ― 8,539 ― 8,642

連結子会社に対する投資(b) 65,72423,25634,499(123,479)―

起債費用(2008年度は前払委託資産15,458百万ドル
を含む)

15,743 ― ― ― 15,743

その他の資産 11,7072,626185,095(307)199,121

資産合計 $173,670$25,882$917,031$(256,165)$860,418

負債：      

保険債務 $― $― $503,171$(103)$503,068

ニューヨーク連邦準備銀行クレジット・ファシリ
ティ

40,431 ― ― ― 40,431

その他の長期債務 47,9282,097234,701(131,954)152,772

その他の負債(a) 32,6013,063 75,670 103 111,437

負債合計 120,9605,160813,542(131,954)807,708

株主資本合計 52,71020,722103,489(124,211)52,710

負債および株主資本合計 $173,670$25,882$917,031$(256,165)$860,418

 

(a) 信用評価調整考慮前の公正価値で計上される連結会社間のデリバティブ・ポジションを含んでいます。

(b) 連結上は消去されています。
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(単位：百万ドル)

 

アメリカン
・インター
ナショナル
・グループ
・インク
(保証会社)

AIGLH
その他の
子会社

消去 AIG連結

2007年12月31日現在      

資産：      

投資 $14,712$40 $836,506$(21,790)$829,468

現金預金 84 1 2,199 ― 2,284

連結子会社に対する投資 111,65024,39617,952(153,998)―

その他の資産 9,4142,592204,448 155 216,609

資産合計 $135,860$27,029$1,061,105$(175,633)$1,048,361

負債：      

保険債務 $43 $― $528,059$(75)$528,027

長期債務 36,0452,136156,003(18,135)176,049

その他の負債 3,9712,826244,772(3,085)248,484

負債合計 40,0594,962928,834(21,295)952,560

株主資本合計 95,80122,067132,271(154,338)95,801

負債および株主資本合計 $135,860$27,029$1,061,105$(175,633)$1,048,361
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要約連結損益計算書

 

(単位：百万ドル)

 

アメリカン
・インター
ナショナル
・グループ
・インク(保
証会社)

AIGLH
その他の
子会社

消去 AIG連結

2008年12月31日に終了した事業年度      

営業利益(損失) $(20,512)$(92)$(88,157)$― $(108,761)

連結子会社の未分配純利益(損失)に対する持分(a)(61,542)(17,027)― 78,569 ―

連結子会社からの受取配当金(a) 2,399 75 ― (2,474) ―

法人所得税費用(戻し)(b) 19,634 (17)(27,991)― (8,374)

少数株主損益 ― ― 1,098 ― 1,098

当期純利益(損失) $(99,289)$(17,027)$(59,068)$76,095$(99,289)

2007年12月31日に終了した事業年度      

営業利益(損失) $(2,379)$(152)$11,474 $― $8,943

連結子会社の未分配純利益に対する持分 3,121 (27) ― (3,094) ―

連結子会社からの受取配当金 4,685 1,358 ― (6,043) ―

法人所得税費用(戻し) (773) 248 1,980 ― 1,455

少数株主損益 ― ― (1,288) ― (1,288)

当期純利益(損失) $6,200 $931 $8,206$(9,137)$6,200

2006年12月31日に終了した事業年度      

営業利益(損失) $(786)$122$22,351 $― $21,687

連結子会社の未分配純利益に対する持分 13,3081,263 ― (14,571)―

連結子会社からの受取配当金 1,689 602 ― (2,291) ―

法人所得税費用(戻し) 197 (131)6,471 ― 6,537

少数株主損益 ― ― (1,136) ― (1,136)

会計原則の変更による累積的影響額 34 ― ― ― 34

当期純利益(損失) $14,048$2,118$14,744$(16,862)$14,048

 

(a) 連結上は消去されています。

(b) 親会社が計上している法人税等には、米国内外の事業の売却の可能性に帰属する繰延税金費用および連結上

の繰延税金資産を実現可能性の方が高い金額にまで減額させる評価性引当金が含まれています。追加情報に

ついては、連結財務書類に対する注記20をご参照ください。
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要約連結キャッシュ・フロー計算書

 

(単位：百万ドル)

 
 
 
 
 

アメリカン・イ
ンターナショナ
ル・グループ・
インク
(保証会社)

AIGLH
その他の
子会社

AIG連結

2008年12月31日に終了した事業年度     

営業活動から得た(に支出した)正味現金 $(1,896)$178 $2,473 $755

投資活動によるキャッシュ・フロー：     

メイデン・レーンⅢエルエルシー設立出資金 (5,000) ― ― (5,000)

投資資産の処分 10,704 ― 190,491201,195

投資資産の取得 (4,200) ― (190,311)(194,511)

子会社に対する貸付金 (86,045) ― 86,045 ―

その他 (7,617) ― 53,417 45,800

投資活動から得た(に支出した)正味現金 (92,158) ― 139,642 47,484

財務活動によるキャッシュ・フロー：     

ニューヨーク連邦準備銀行クレジット・ファシ
リティによる借入金

96,650 ― ― 96,650

ニューヨーク連邦準備銀行クレジット・ファシ
リティによる借入金の返済

(59,850) ― ― (59,850)

長期債務による入金 21,142 1 92,358 113,501

長期債務の返済 (5,143) ― (133,808)(138,951)

普通株式発行による入金 7,343 ― ― 7,343

シリーズD優先株式および普通株式ワラント発行
による入金

40,000 ― ― 40,000

株式購入に対する前渡金 (1,000) ― ― (1,000)

株主に対する現金配当 (1,628) ― ― (1,628)

その他 (3,441) (180) (94,363)(97,984)

財務活動から得た(に支出した)正味現金 94,073 (179)(135,813)(41,919)

為替変動が現金に及ぼす影響額 ― ― 38 38

当期現金預金増減額 19 (1) 6,340 6,358

期首現金預金残高 84 1 2,199 2,284

期末現金預金残高 $103 $― $8,539 $8,642
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(単位：百万ドル)

 
 
 
 
 

アメリカン・イ
ンターナショナ
ル・グループ・
インク
(保証会社)

AIGLH
その他の
子会社

AIG連結

2007年12月31日に終了した事業年度     

営業活動から得た(に支出した)正味現金 $(774) $214 $35,731$35,171

投資活動によるキャッシュ・フロー：     

投資資産の処分 3,586 ― 174,672178,258

投資資産の取得 (10,029) ― (199,524)(209,553)

その他 (6,051) ― (30,488)(36,539)

投資活動に支出した正味現金 (12,494) ― (55,340)(67,834)

財務活動によるキャッシュ・フロー：     

長期債務による入金 20,582 ― 82,628 103,210

長期債務の返済 (1,253) ― (78,485)(79,738)

株式購入に対する前渡金 (6,000) ― ― (6,000)

株主に対する現金配当 (1,881) ― ― (1,881)

その他 1,828 (213) 16,101 17,716

財務活動から得た(に支出した)正味現金 13,276 (213) 20,244 33,307

為替変動が現金に及ぼす影響額 ― ― 50 50

当期現金預金増減額 8 1 685 694

期首現金預金残高 76 ― 1,514 1,590

期末現金預金残高 $84 $1 $2,199 $2,284
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(単位：百万ドル)

 
 
 
 
 

アメリカン・イ
ンターナショナ
ル・グループ・
インク
(保証会社)

AIGLH
その他の
子会社

AIG連結

2006年12月31日に終了した事業年度     

営業活動から得た(に支出した)正味現金 $(2,602) $258 $8,596 $6,252

投資活動によるキャッシュ・フロー：     

投資資産の処分 3,343 ― 154,763158,106

投資資産の取得 (8,239) ― (196,187)(204,426)

その他 (2,313) (67) (18,214)(20,594)

投資活動に支出した正味現金 (7,209) (67) (59,638)(66,914)

財務活動によるキャッシュ・フロー：     

長期債務による入金 12,005 ― 59,023 71,028

長期債務の返済 (2,417) ― (34,072)(36,489)

株主に対する現金配当 (1,638) ― ― (1,638)

その他 1,747 (191) 25,784 27,340

財務活動から得た(に支出した)正味現金 9,697 (191) 50,735 60,241

為替変動が現金に及ぼす影響額 ― ― 114 114

当期現金預金増減額 (114) ― (193) (307)

期首現金預金残高 190 ― 1,707 1,897

期末現金預金残高 $76 $― $1,514 $1,590
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キャッシュ・フロー情報の補足開示は以下のとおりです。

 

 (単位：百万ドル)

 12月31日に終了した事業年度

 2008年 2007年

連結会社間の非現金財務/投資活動:   

貸付債権での買戻し契約の決済 $3,160 $―

債券形式での資本拠出 3,160 ―

資本拠出を通して帳消しとなった貸付債権 11,350 ―

子会社に対するその他の非現金資本拠出 513 ―

 

2008年度第２四半期において、AIGは、アメリカン・インターナショナル・グループ・インク

(保証会社)の要約キャッシュ・フロー計算書を一部修正しました。これは主に連結会社間勘定残

高および貸付有価証券残高の一部組替による影響に関係しています。これによりAIGは、修正再表

示に合わせて、表示されている過去の期間の修正を行いました。連結キャッシュ・フロー計算書

または期末現金預金残高に対する影響はありません。

 

2007年および2006年12月31日に終了した事業年度におけるアメリカン・インターナショナル

・グループ・インク(保証会社)の要約キャッシュ・フロー計算書に対する修正額およびその影

響は以下とおりです。

 

(単位：百万ドル)

 当初の報告額 修正 修正再表示後

2007年12月31日    

営業活動から得た(に支出した)キャッシュ・フロー $(770) $(4) $(774)

投資活動から得た(に支出した)キャッシュ・フロー (10,737) (1,757) (12,494)

財務活動から得た(に支出した)キャッシュ・フロー $11,515 $1,761 $13,276

2006年12月31日    

営業活動から得た(に支出した)キャッシュ・フロー $(590) $(2,012) $(2,602)

投資活動から得た(に支出した)キャッシュ・フロー (7,643) 434 (7,209)

財務活動から得た(に支出した)キャッシュ・フロー $8,119 $1,578 $9,697
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23　後発事象

2009年３月の原則的合意

2009年３月２日、AIG、NY連銀および米国財務省は、連銀クレジット契約およびシリーズD優先株

式の条件を修正し、300億ドルの株式資本コミットメント・ファシリティを提供するという原則

的合意を発表しました。

 

シリーズD優先株式に対する修正

2009年３月２日、AIGおよび米国財務省は、米国財務省がシリーズD優先株式の条件を修正する

取引を行なうという原則的合意を発表しました。当該修正は、発行済シリーズD優先株式の100％

を新規に発行される永久シリーズの優先株式(「シリーズE優先株式」)と交換することで実施さ

れ、残余財産分配優先権は、放棄されたシリーズD優先株式の発行日における残余財産分配優先権

に累積未分配配当金を加えた価額に等しくなります。シリーズE優先株式の条件は、配当金が累積

しないことを除いては、シリーズD優先株式と同じです。シリーズD優先株式には累積配当金があ

りました。

累積シリーズD優先株式および非累積シリーズE優先株式に係る配当年率は10％です。シリーズ

D優先株式がシリーズE優先株式に交換されるのと同時に、AIGはAIG債券シリーズの保有者に有利

な代替資本条項を締結する予定ですが、当該条項により、シリーズE優先株式の発行から３年経過

するまでは、AIGまたはAIG子会社による特定の資本証券の発行から得た収入以外を使用して、AIG

は返済、償還または買戻しを行なわず、またAIG子会社はすべてまたは一部のシリーズE優先株式

を購入しないことにAIGは合意します。AIGは、今後の事業年度に関して、代替資本条項に実質的に

類似した意向書を作成する予定です。シリーズD優先株式は代替資本条項の対象ではありません

でした。

 

株式資本コミットメント・ファシリティ

2009年３月２日、AIGおよび米国財務省は、５年間の株式資本コミットメント・ファシリティ

300億ドルを設定するという原則的合意を発表しました。AIGは、米国財務省に対して固定利付非

累積永久シリーズの優先株式(「シリーズF優先株式」)を売却するために当該ファシリティを利

用する可能性があります。AIGが連邦倒産法(Title 11, United States Code)に基づく未解決事

項の債務者となっておらず、引出し時においてトラスト(または米国財務省の利益のために設立

された承継事業体)がAIGの議決権の50％超を「受益保有」している限りは、AIGは当該ファシリ

ティを利用することができます。

シリーズF優先株式の条件は、シリーズF優先株式は代替資本条項または意向書の対象とならな

いことを除いて、シリーズE優先株式に類似しています。

株式資本コミットメント・ファシリティに関連して、米国財務省は、その時点で発行済のAIG普

通株式の１％に相当する数のAIG普通株式に関して行使可能なワラントを受領する予定であり、

ワラントの発行時に、シリーズC優先株式の未払配当金および議決権はワラントの対象となる株

式数分だけ減少されます。
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子会社優先持分による連銀ファシリティの返済

2009年３月２日、AIGおよびNY連銀は、AIGが連銀ファシリティによる借入残高の一部を決済す

るために、新規設立特別目的事業体(「SPV」)における優先株式持分をNY連銀に譲渡する取引を

行なうという意向を発表しました。各SPVは、AIG営業子会社(１社はAIAであり、もう１社はALICO)

の普通株式の100％を唯一の資産として(直接的または間接的に)保有する予定です。AIGは各SPV

に対する共同持分を保有する予定です。NY連銀が優先株式持分を受け取るのと引き換えに、連銀

ファシリティによる借入残高および最大借入可能額は、同時に大幅に減額されます。

 

証券化

2009年３月２日、AIGおよびNY連銀は、AIGが連銀ファシリティによる借入残高の一部を決済す

るために、保有する生命保険契約ブロックにより保証されている１つまたは複数の新規設立SPV

における上位証書をNY連銀に対して発行する取引を行なうという意向を発表しました。減額され

る連銀ファシリティの金額は、受取額に基づいています。SPVはAIGにより連結される予定です。こ

れらの譲渡は、最終的条件に関する合意と規制当局によるその後の承認が必要です。

 

連銀ファシリティの修正

2009年３月２日、AIGおよびNY連銀は、連銀クレジット契約を改訂し金利フロアを取り除くとい

う原則的合意を発表しました。現在の条件では、連銀ファシリティに基づく借入残高に対して

３ヵ月物LIBOR(3.5％以上)に3.0％を上乗せした年率で利息が発生します。3.5％というLIBORの

フロアは改訂により取り除かれます。また連銀ファシリティは、上記の子会社優先持分および証

券化取引による連銀ファシリティの返済の影響を考慮した後でも、最低250億ドルのコミットメ

ント合計額が維持されるよう改訂されます。これらの受取額により、連銀ファシリティに基づく

借入残高は、2008年12月31日現在の借入残高と比べて大幅に減額されることが予想されていま

す。
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(7) 附属明細表

１　関連当事者に対する投資以外の投資の要約

2008年12月31日現在

 

 
原価

＊ 公正価値 貸借対照表価額

百万ドル 百万ドル 百万ドル

満期固定証券：    

米国債および米国保証事業体債 4,471 4,741 4,741

州債、地方自治体債および地方公共団体債 62,722 61,260 61,260

外国政府債 62,982 68,313 68,313

公益事業債 12,819 12,769 12,769

その他社債 276,556 253,207 253,207

貸付有価証券に係る投資現金担保、公正価
値

3,906 3,844 3,844

満期固定証券合計 423,456 404,134 404,134

株式およびミューチュアル・ファンド：    

普通株式：    

公益事業株式 399 434 434

銀行・信託および保険会社株式 1,406 1,561 1,561

一般事業会社およびその他の株式 5,435 5,516 5,516

普通株式合計 7,240 7,511 7,511

優先株式 1,349 1,244 1,244

ミューチュアル・ファンド 14,608 12,388 12,388

株式およびミューチュアル・ファンド合計 23,197 21,143 21,143

モーゲージおよびその他の貸付債権 34,687 35,056 34,687

金融債権、貸倒引当金控除後 30,949 28,731 30,949

その他の投資資産 51,891 53,219 51,978

売戻し条件付購入証券、契約価額 3,960 3,960 3,960

短期投資、取得原価(ほぼ公正価値に近似) 46,666 46,666 46,666

金融取引債権 1,901 1,901 1,901

スワップ、オプションおよび先渡取引に係る未実
現利益

― 13,773 13,773

投資合計   609,191

    

 

＊　株式および満期固定証券の取得原価は一時的でない減損費用により減額され、満期固定証券に関しては償還

額が減額され、プレミアムまたは割引額の償却が調整されます。
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２　親会社の要約財務情報

(イ)貸借対照表 ――― 親会社単独

 

期別
 
 

科目

2008年12月31日 2007年12月31日

百万ドル 百万ドル

資産：   

現金預金 103 84

投資 16,110 14,712

子会社に対する貸付金
＊ 64,283 ―

連結子会社に対する投資
＊ 65,724 111,650

当期および繰延法人所得税等 7,179 ―

関連会社債権
＊ 222 ―

未収保険料および未収保険債権－純額 ― 311

起債費用(2008年度は前払委託資産15,458百万
ドルを含む)

15,743 ―

その他の資産 4,306 9,103

資産合計 173,670 135,860

 

＊　連結上は消去されています。

 

添付の財務書類(親会社単独)に対する注記を参照のこと。
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貸借対照表 ――― 親会社単独(続き)

 

期別
 
 

科目

2008年12月31日 2007年12月31日

百万ドル 百万ドル

負債：   

未払保険債務 ― 43

関連会社債務
＊ 26,593 3,916

ニューヨーク連邦準備銀行クレジット・ファ
シリティ

40,431 ―

社債 29,321 20,397

借入金 ― 500

AIG MIP対応社債 14,464 14,274

シリーズAIGFP対応社債 4,143 874

その他の負債(2008年度は連結会社間負債
3,593百万ドルを含む)

6,008 55

負債合計 120,960 40,059

株主資本：   

優先株式 20 ―

普通株式 7,370 6,878

資本剰余金 72,466 1,936

利益剰余金(累積欠損金) (12,368) 89,029

その他の包括利益(損失)累計額 (6,328) 4,643

自己株式 (8,450) (6,685)

株主資本合計 52,710 95,801

負債および株主資本合計 173,670 135,860

   

 

＊　連結上は消去されています。

 

添付の財務書類(親会社単独)に対する注記を参照のこと。
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(ロ)損益計算書 ――― 親会社単独

 

期別
 
 
 
 

科目

12月31日に終了した事業年度

2008年 2007年 2006年

百万ドル 百万ドル 百万ドル

代理業務利益 ― 10 9

金融サービス事業利益(損失) (307) 69 531

資産運用事業利益 882 99 34

損害保険損失 (1,076) ― ―

連結子会社からの受取現金配当金
＊ 2,337 4,685 1,689

連結子会社からの受取非現金配当金
＊ 62 ― ―

部分所有会社からの受取配当金 2 9 11

連結子会社および部分所有会社の未分配純利益
(損失)に対する持分

(61,542) 3,121 13,308

支払利息 (13,707) (1,343) (501)

その他の費用－純額 (6,306) (1,223) (870)

会計原則の変更による累積的影響額 ― ― 34

法人所得税等費用(戻し)考慮前利益 (79,655) 5,427 14,245

法人所得税等費用(戻し) 19,634 (773) 197

当期純利益(損失) (99,289) 6,200 14,048

    

 

＊　連結上は消去されています。

 

添付の財務書類(親会社単独)に対する注記を参照のこと。
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(ハ)キャッシュ・フロー計算書 ――― 親会社単独

 

期別
 
 
 
 

科目

12月31日に終了した事業年度

2008年 2007年 2006年

百万ドル 百万ドル 百万ドル

営業活動に支出した正味現金 (1,896) (774) (2,602)

投資活動によるキャッシュ・フロー：    

メイデン・レーンⅢエルエルシー設立出資金 (5,000) ― ―

投資の購入 (4,016) (7,649) (7,744)

投資の売却 748 3,052 3,314

短期投資の増減 (254) (3,657) 414

子会社および部分所有会社への出資 (9,973) (755) (957)

モーゲージおよびその他の貸付債権に関する

貸付実行および購入
＊ (86,229) (2,380) (495)

モーゲージおよびその他の貸付債権による受
取額

9,956 534 29

その他－純額 2,610 (1,639) (1,770)

投資活動に支出した正味現金 (92,158) (12,494) (7,209)

 

＊　2008年度は、子会社に対する貸付金86,045百万ドルを含んでいます。

 

添付の財務書類(親会社単独)に対する注記を参照のこと。
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キャッシュ・フロー計算書 ――― 親会社単独(続き)

 

期別
 
 
 
 

科目

12月31日に終了した事業年度

2008年 2007年 2006年

百万ドル 百万ドル 百万ドル

財務活動によるキャッシュ・フロー：    

ニューヨーク連邦準備銀行クレジット・ファ
シリティによる借入金

96,650 ― ―

ニューヨーク連邦準備銀行クレジット・ファ
シリティによる借入金の返済

(59,850) ― ―

長期債務による入金 21,142 20,582 12,005

長期債務の返済 (5,143) (1,253) (2,417)

普通株式発行による入金 7,343 ― ―

シリーズD優先株式および普通株式ワラント
発行による入金

40,000 ― ―

自己株式の発行 16 217 190

株式購入に対する前払金 (1,000) (6,000) ―

株主に支払われた現金配当 (1,628) (1,881) (1,638)

自己株式の取得 ― (16) (20)

その他－純額 (3,457) 1,627 1,577

財務活動から得た正味現金 94,073 13,276 9,697

当期現金預金増減額 19 8 (114)

期首現金預金残高 84 76 190

期末現金預金残高 103 84 76

    

 

添付の財務書類(親会社単独)に対する注記を参照のこと。
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キャッシュ・フロー情報の補足情報：

 

 12月31日に終了した事業年度

 2008年 2007年

 百万ドル 百万ドル

連結会社間の非現金財務/投資活動:   

貸付債権での買戻し契約の決済 3,160 ―

債券形式での資本拠出 3,160 ―

資本拠出を通して帳消しとなった貸付債権 11,350 ―

子会社に対するその他の非現金資本拠出 513 ―

 

添付の財務書類(親会社単独)に対する注記を参照のこと。
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(ニ)要約財務書類に対する注記 ――― 親会社単独

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(「親会社」)による連結子会社に対

する投資は、取得原価に連結子会社の未分配利益に対する持分を加えた価額で計上されていま

す。添付の親会社単独の要約財務書類は、親会社の様式10-Kに記載の2008年度アニュアル・レ

ポートに含まれているアメリカン・インターナショナル・グループ・インクおよび子会社の

連結財務書類およびそれに対する注記と併せて読む必要があります。AIUの北米部門が従来は

ニューヨークで行なっていた代理店業務は、親会社の2007年度および2006年度の財務書類に含

まれています。

親会社は損益計算書に子会社からの配当金および連結子会社の未分配利益(損失)に対する

持分を含めていますが、当該持分は完全所有子会社各社の純利益(損失)を示しています。

当期の表示に合わせて、過年度の金額の一部は修正再表示されています。

親会社の長期債務には、ニューヨーク連邦準備銀行とのクレジット契約およびその他の借入

金が含まれています。すべての債務の詳細および５年間の満期スケジュールについては、連結

財務書類に対する注記13の参照により組み込まれています。

親会社は、一部の子会社とともに連結連邦法人所得税申告書を提出しており、内国歳入庁へ

の支払時においては連結納税グループの代理人となっています。親会社およびその子会社は、

合意文書に従い、連結連邦法人所得税配分法を採用しています。合意文書に基づき子会社に配

分される金額は添付の要約貸借対照表上、関連会社債務に含まれています。

添付の要約貸借対照表上の法人所得税等は、親会社の当期および繰延税金資産、連結グルー

プの当期法人所得税未収金、米国外および米国内の事業の売却の可能性に帰属する繰延税金、

ならびに連結上の繰延税金資産を実現可能性の方が高い金額にまで減額させる評価性引当金

で構成されています。追加情報については、連結財務書類に対する注記20をご参照ください。

2008年度第２四半期において、親会社は、連結会社間および貸付有価証券残高の一部組替え

による影響に主に関連して、アメリカン・インターナショナル・グループ・インクの要約

キャッシュ・フロー計算書を一部修正しました。この修正再表示に合わせて、親会社は、表示さ

れている過去の期間についても修正しました。連結キャッシュ・フロー計算書または期末現金

預金残高に対する影響はありませんでした。
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2007年および2006年12月31日に終了した事業年度におけるアメリカン・インターナショナ

ル・グループ・インクの要約キャッシュ・フロー計算書に対する修正額およびその影響は以

下とおりです。

 

 当初の報告額 修正 修正再表示後

 百万ドル 百万ドル 百万ドル

2007年12月31日    

営業活動から得た(に支出した)キャッシュ・フロー (770) (4) (774)

投資活動から得た(に支出した)キャッシュ・フロー (10,737) (1,757) (12,494)

財務活動から得た(に支出した)キャッシュ・フロー 11,515 1,761 13,276

2006年12月31日    

営業活動から得た(に支出した)キャッシュ・フロー (590) (2,012) (2,602)

投資活動から得た(に支出した)キャッシュ・フロー (7,643) 434 (7,209)

財務活動から得た(に支出した)キャッシュ・フロー 8,119 1,578 9,697
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３　保険事業に関する追加情報

2008年、2007年および2006年12月31日現在ならびに同日に終了した各事業年度

 

  
繰延保険契約
獲得費用

 
支払備金、
将来保険
給付債務(a)

 未経過保険料  
保険および
その他契約
損害請求(b)

 
保険料および
その他の報酬
による収益

セグメント  百万ドル  百万ドル  百万ドル  百万ドル  百万ドル

2008年           

損害保険  5,114 89,258 25,735 ―  46,222

生命保険お
よびリタイ
ヤメント・
サービス

 40,613 142,334 ―  3,118 37,295

その他  55  ―  ―  ―  (12)

  45,782 231,592 25,735 3,118 83,505

2007年           

損害保険  5,407 85,500 27,703 ―  45,682

生命保険お
よびリタイ
ヤメント・
サービス

 38,445 136,387 ―  3,123 33,627

その他  62  ―  ―  ―  (7)

  43,914 221,887 27,703 3,123 79,302

2006年           

損害保険  4,977 79,999 26,271 ―  43,451

生命保険お
よびリタイ
ヤメント・
サービス

 32,810 121,004 ―  2,788 30,766

その他  70  ―  ―  ―  (4)

  37,857 201,003 26,271 2,788 74,213

 

(a) 損害保険事業に関する支払備金は割引額考慮後で、2008年、2007および2006年12月31日現在においてそれぞ

れ25.7億ドル、24.3億ドルおよび22.6億ドルです。

(b) 添付の連結貸借対照表上の未払保険債務に反映されています。

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

544/791



 

  正味投資利益  
保険金、
損害調査費
および給付金

 
繰延保険契約
獲得

費用の償却
 

その他の
営業費用

 
正味収入
保険料

セグメント  百万ドル  百万ドル  百万ドル  百万ドル  百万ドル

2008年           

損害保険  3,477 35,557 7,428 7,437 45,234

生命保険お
よびリタイ
ヤメント・
サービス

 10,106 27,594 4,972 7,934 ―

その他  (1,361) 148 ―  ―  ―

  12,222 63,299 12,400 15,371 45,234

2007年           

損害保険  6,132 29,982 8,235 2,965 47,067

生命保険お
よびリタイ
ヤメント・
サービス

 22,341 36,188 3,367 5,829 ―

その他  146 (55) ―  ―  ―

  28,619 66,115 11,602 8,794 47,067

2006年           

損害保険  5,696 28,052 7,866 2,876 44,866

生命保険お
よびリタイ
ヤメント・
サービス

 20,024 32,086 3,712 4,959 ―

その他  350 149 ―  ―  ―

  26,070 60,287 11,578 7,835 44,866
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４　再保険明細

2008年、2007年および2006年12月31日現在ならびに同日に終了した各事業年度

 

  総額  出再保険  受再保険  純額  
受再保険対
純額比率

  百万ドル  百万ドル  百万ドル  百万ドル  (％)

2008年            

生命保険保有契約高  2,377,314 384,538 1,000 1,993,776  0.1

保険料：            

損害保険  49,422 11,427 7,239 45,234  16.0

生命保険およびリタイ
ヤメント・サービス

 39,091 1,858 62 37,295  0.2

保険料合計  88,513 13,285 7,301 82,529  8.8

2007年            

生命保険保有契約高  2,311,022 402,654 1,023 1,909,391  0.1

保険料：            

損害保険  52,055 11,731 6,743 47,067  14.3

生命保険およびリタイ
ヤメント・サービス

 34,555 1,778 30 32,807＊  0.1

保険料合計  86,610 13,509 6,773 79,874  8.5

2006年            

生命保険保有契約高  2,069,617 408,970 983 1,661,630  0.1

保険料：            

損害保険  49,609 11,414 6,671 44,866  14.9

生命保険およびリタイ
ヤメント・サービス

 32,227 1,481 20 30,766＊  0.1

保険料合計  81,836 12,895 6,691 75,632  8.8

 

＊　2008度、2007度および2006年度における傷害医療保険料、それぞれ80.6億ドル、67.6億ドルおよび71.1億ドル

を含みます。
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５　引当金

2008年、2007年および2006年12月31日に終了した事業年度

 

 

  
期首残高

 追加  その他の
増減(a)

 
期末残高

   費用計上  貸倒償却   

  百万ドル  百万ドル  百万ドル  百万ドル  百万ドル

2008年           

モーゲージおよびその他の貸付債権
の引当金

 77 72 (3) 62 208

金融債権の引当金  878 1,427 (931) 98 1,472

未収保険料および未収保険債権の
引当金

 662 205 (283) (6) 578

再保険資産の引当金  520 4  (7) (92) 425

繰延税金資産の評価性引当金  223 20,673 ―  ―  20,896

分解修理引当金(b)  372 265 ―  (218) 419

2007年           

モーゲージおよびその他の貸付債権
の引当金

 64 22 (7) (2) 77

金融債権の引当金  737 646 (632) 127 878

未収保険料および未収保険債権の
引当金

 756 114 (216) 8  662

再保険資産の引当金  536 131 (62) (85) 520

繰延税金資産の評価性引当金  11 212 ―  ―  223

分解修理引当金(b)  245 290 ―  (163) 372

2006年           

モーゲージおよびその他の貸付債権
の引当金

 64 17 (11) (6) 64

金融債権の引当金  670 495 (534) 106 737

未収保険料および未収保険債権の
引当金

 871 240 (481) 126 756

再保険資産の引当金  999 147 (381) (229) 536

繰延税金資産の評価性引当金  ―  11 ―  ―  11

分解修理引当金(b)  127 264 ―  (146) 245

 

(a) 以前に貸倒償却された金額の回収額およびその他の科目へ／からの組替えを含みます。

(b) 分解修理引当金の金額は、実施された分解修理に対する賃借人への払戻しおよび売却された航空機に対する

購入者への振替額を示しており、連結貸借対照表上のその他の負債に含まれています。

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

547/791



 

(8) 財務報告に関する内部統制についての経営者の報告書

 

AIGの経営者には、財務報告に関する適切な内部統制を確立し、維持する責任があります。AIGの財務報告に関する

内部統制とは、財務報告の信頼性およびGAAPに準拠した外部報告目的のAIGの財務書類の作成について合理的な保

証を提供するよう、AIGの最高経営責任者および最高財務責任者の監督の下で整備された手続きです。

財務報告に関する内部統制には固有の限界があるため、虚偽表示が防止または発見されない可能性があります。

また将来における有効性の評価の予測には、環境の変化によって統制が不十分となったり、方針または手続きへの

準拠の程度が低下するといったリスクが存在します。

AIGの経営者は、トレッドウェイ委員会組織委員会(以下「COSO」といいます)が公表した「内部統制－統合的枠

組み」で規定される基準に基づき、AIGの2008年12月31日現在の財務報告に関する内部統制の有効性について評価

を行いました。

　AIGの経営者は、AIGの財務報告に関する内部統制は、2008年12月31日現在、COSOが公表した「内部統制－統合的枠

組み」で規定される基準に基づき有効であったと結論を下しました。2008年12月31日現在におけるAIGの財務報告

に関する内部統制の有効性は、独立登録会計事務所であるプライスウォーターハウスクーパース　LLPにより監査を

受けており、様式10－Kの当該年次報告書に含まれている監査報告書において意見が述べられています。

 

前へ　　　次へ
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アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書
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アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書
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アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書
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EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書
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アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書
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アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書
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アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

554/791
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アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)
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EDINET提出書類
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有価証券報告書
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EDINET提出書類
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有価証券報告書
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EDINET提出書類
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アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

667/791



 

 

前へ　　　次へ

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

668/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

669/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

670/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

671/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

672/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

673/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

674/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

675/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

676/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

677/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

678/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

679/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

680/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

681/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

682/791



 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

683/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

684/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

685/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

686/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

687/791



 

 

前へ　　　次へ

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

688/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

689/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

690/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

691/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

692/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

693/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

694/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

695/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

696/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

697/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

698/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

699/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

700/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

701/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

702/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

703/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

704/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

705/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

706/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

707/791



 

 

前へ　　　次へ

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

708/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

709/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

710/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

711/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

712/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

713/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

714/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

715/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

716/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

717/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

718/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

719/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

720/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

721/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

722/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

723/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

724/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

725/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

726/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

727/791



 

 

前へ　　　次へ

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

728/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

729/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

730/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

731/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

732/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

733/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

734/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

735/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

736/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

737/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

738/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

739/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

740/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

741/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

742/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

743/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

744/791



 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

745/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

746/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

747/791



 

 

前へ　　　次へ

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

748/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

749/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

750/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

751/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

752/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

753/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

754/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

755/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

756/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

757/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

758/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

759/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

760/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

761/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

762/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

763/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

764/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

765/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

766/791



 

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

767/791



 

 

前へ

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

768/791



２ 【主な資産・負債及び収支の内容】

添付の連結財務書類を参照のこと。

 

３ 【その他】

(1) 決算日後の状況

該当事項なし。

(2) 訴訟

添付の財務書類に対する注記「14 契約債務、偶発債務および保証債務」を参照のこと。

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

769/791



４【日米の会計原則および慣行の相違】

添付の連結財務書類は、米国において一般に公正妥当と認められた会計原則および慣行に従って作

成されている。従って、日本の会計原則および慣行に従ったものとは、異なっている。主要な相違は以

下のように要約される。

 

(1) 会計方針の変更および誤謬の修正

米国においては、財務会計基準書(SFAS)第154号「会計方針の変更および誤謬の修正」により、非

現実的でない限り、会計方針の自主的な変更を過去のすべての期間の財務書類に遡って適用し、変

更後の会計方針で表示することを要求される。SFAS第154号はまた、過去に発行された財務書類にお

ける誤謬の修正は「修正再表示」であると規定している。

日本においては、確定した過年度の財務諸表を過去に遡り修正再表示する会計慣行や会計基準は

ない。

 

(2) 保険料の認識基準

米国においては、短期保険契約の保険料は、一般に保険の契約期間にわたり均等に収益として認

識され、長期保険契約(主として生命保険)からの保険料は、保険契約者に対する保険料の徴収期日

に収益として認識される。年金および投資型保険商品に係る保険料は、受取時に保険契約者勘定の

増加として計上される。年金および投資型保険商品からの収益は、保険費用、管理費および解約返戻

金に備えるための当期中の保険料のみから構成される。

日本においては、生命保険の保険料は回収日を以って収益として認識され、年金および投資型保

険商品に係る預り金は保険料収益の一部として認識される。

 

(3) 法人所得税

米国においては、FASB解釈指針第48号「法人所得税の不確実性に関する会計処理－FASB基準書第

109号の解釈」（FIN第48号）において、税務ポジションにおける不確実性に関する会計処理を明確

にしている。FIN第48号は、税務申告書上で採用または採用することが予想される税務ポジションの

財務書類での認識および測定のための認識段階および測定尺度について規定している。また、FIN第

48号は、認識の中止、計上区分、利息と罰金・科料、中間財務書類での会計処理および追加の開示に

ついても規定している。

日本においては、税務ポジションにおける不確実性に関する会計処理は制定されていない。

 

EDINET提出書類

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(E05772)

有価証券報告書

770/791



(4) 保険獲得費用

新規契約の獲得に関連して変動する手数料を含む獲得費用は、保険獲得費用とよばれている。

米国においては、保険獲得費用は繰延べられ、関連する保険料が収益計上される期間にわたり、粗

利益が実現されるに従って、償却される。繰延保険獲得費用は、対象となる保険契約の収益性に基づ

いて回収可能性が見直される。なお、AICPA参考意見書第05-1号「保険事業体による保険契約の改定

あるいは切替に関連する繰延保険契約獲得費用に関する会計処理」（「SOP第05-1号」）により、

著しく契約内容を変更することになる内部的転換は、解約および転換契約として処理される。

日本においては、保険獲得費用は発生時にすべて費用処理される。従って、未経過保険料あるい

は、将来保険料に対応する保険獲得費用が繰延べられ、保険契約期間にわたり償却されることはな

い。

 

(5) 保険給付費用の認識基準

米国における損害費用(保険金および損害調査費)の会計基準は以下のとおりである。

保険契約に係る未払の損害費用に対する債務(既発生未報告支払備金「IBNR」を含む)(以下「支

払備金」という)は、保険事故が発生した時に計上される。

支払備金は、将来の保険金支払に対する見積りであり、その見積りは、過去の経験に現在の傾向そ

の他の過去の経験を修正すべき要因を反映して行われる。

損害調査費に対する債務は、関連の支払備金が計上された時に、同時に計上される。損害調査費に

は、特定の支払済または支払途上の損害に直接関係する、例えば弁護士やアジャスターの手数料費

用、および特定の損害に関係づけられないが、損害の支払または支払の過程において必要とされる、

例えば保険会社の損害調査事業の内部的なコストが含まれる。

日本では、損害保険については、「保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令等」により、地

震、自賠責を除く全ての保険種目について既発生未報告支払備金（IBNR）の計上が要求されてい

る。

また生命保険については、既発生未報告の死亡保険金、高度障害保険金、災害保険金、手術給付金、

障害給付金等について過去の趨勢にもとづき既発生未報告支払備金（IBNR）の計上が要求されて

いる。

なお、日本では、支払備金に係る損害調査費の引当計上は一般的に行われていない。

 

(6) 将来保険給付債務（責任準備金）

米国においては、長期保険契約にかかわる将来保険給付債務は、保険料の収益が認識される時に

計上される。この債務は、将来において保険契約者、または保険契約者の指定する者へ支払われる将

来保険給付および関連費用の現在価値から、将来の正味保険料の現在価値を差し引いたものであ

り、保険契約が締結された時点における期待利回り、死亡率、罹病率および脱退率等の予測を含む一

定の仮定を用いて見積られる。

日本においては、保険料積立金および未経過保険料の算出について、平準純保険料式またはチル

メル式が適用されている。
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(7) 危険準備金

日本において、保険会社は保険業法施行規則第69条、第70条および第87条により、将来発生が見込

まれる危険に備えて危険準備金を設定し、大蔵省令告示に基づき計算される金額を計上することが

要求されている。

しかし、米国の保険会社はこのような準備金の設定を要求されていない。

 

(8) 価格変動準備金

日本において保険会社は、保険業法第115条に基づき、その所有する株式その他の価格変動による

損失が生じ得るものとして内閣府令で定める資産について、内閣府令で定めるところにより計算し

た金額を価格変動準備金として積み立てなければならないが、米国ではそのような規則はない。

 

(9) 退職給付

米国においては、SFAS第87号「事業主の年金会計」により、年金費用は勤務費用、利子費用、年金

資産の実際の予想収益および過去勤務債務の償却等を含む。未認識損益（数理計算上の差異、およ

び過去勤務債務）に関しては、期首時点での予測給付債務(PBO)と年金資産の市場関連価額のいず

れか大きい方の10％（コリドール）を超えた場合に償却し、年金費用に計上することが要求されて

いる。正味年金費用と実際拠出額の差額は未払または前払年金費用として計上されている。

また、SFAS第158号「給付建年金およびその他の退職後給付制度の会計処理- FASB基準書第87号、

第88号、第106号、および第132(R)号の修正」により、年金資産とPBOの差額を資産または負債として

貸借対照表に計上し、当期の純年金費用として認識されていない未認識損益は税効果考慮後の金額

でその他の包括利益累計額の１項目として計上することとされた。

その他の包括利益累計額に計上された年金資産とPBOの差額は、その後SFAS第87号および第106号

に従った償却により正味年金費用への計上を通じてその他の包括利益累計額から損益へ計上され

ることになる。

日本では同様の会計処理の適用が要求されているが、コリドールアプローチの概念はなく、未認

識過去勤務債務および未認識保険数理差損益は毎期一定の方法で償却を行い費用として計上する。

また、PBOと年金資産の時価との差額を貸借対照表に計上することは行われておらず、それらは未

認識損益の残高と共に財務諸表への注記として開示される。

 

(10) 年金以外の退職後給付の会計処理

米国においては、SFAS第106号「雇用主の年金以外の退職後給付の会計処理」が年金以外の退職

後給付に関する費用を現金主義によるよりも発生主義により認識することを要求している。

また、SFAS第158号「給付建年金およびその他の退職後給付制度の会計処理- FASB基準書第87号、

第88号、第106号、および第132(R)号の修正」により、当期の費用として認識されていない未認識損

益は税効果考慮後の金額でその他の包括利益累計額の１項目として計上することになる。

日本においては、当該費用は発生主義により認識されている。
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(11) 包括利益

米国においては、SFAS第130号「包括利益の報告」に従って、包括利益およびその内訳は、一般目

的財務書類の一部として報告される必要がある。包括利益とは、非所有者源泉に係る取引およびそ

の他の事象や状況によって生じた持分の変更を反映するものである。

日本においては、このような会計処理は要求されない。ただし、会社は包括利益に関する項目を損

益計算書に表示することができる。

 

(12) 企業結合

米国においては、SFAS第141号「企業結合」により、企業結合については全てパーチェス法により

会計処理されることが要求されている。パーチェス法の下では、被買収会社の経営成績は買収日か

ら財務書類に反映される。そして、買収コストは、買収日の適正価額に基づき買収により取得した資

産と負債に配分される。なお、2007年12月に公表されたSFAS第141号（2007年改訂）「企業結合」で

は、企業結合に関する会計処理を大幅に変更しており、特に企業結合とみなされる取引や事象を拡

大し、取得企業は取得資産、引受負債および100％に満たない支配持分の取得であっても当該取得に

より被取得企業の支配が変更される場合には非支配持分の公正価値の100％を認識し、条件付対価

を取得日の公正価値で認識し（公正価値のその後の変動は通常は損益計上）、また、取得日の公正

価値で取得前の偶発損益を認識するよう変更された。同基準は、2008年12月15日以降開始事業年度

の期首以降の日が取得日となる企業結合より適用するよう求められている。

日本においては、企業結合に係る会計処理について、企業会計審議会より公表されている「企業

結合に係る会計基準」により、企業結合を「取得」と「持分の結合」とに識別し、「取得」につい

てはパーチェス法、「持分の結合」については持分プーリング法によりそれぞれ会計処理されるこ

とが要求されている。持分プーリング法の下では、全ての結合当事企業の資産および負債はその帳

簿価額で企業結合後もそのまま引き継がれる。また、結合当事企業の経営成績は、期首に企業結合が

行われたとみなして損益を合算する処理が行われる。なお、2008年12月26日において「企業結合に

係る会計基準」は改正され（基準名も「企業結合に関する会計基準」に改正）、2010年4月1日以降

実施される企業結合より共同支配企業の形成以外の企業結合についてはパーチェス法が適用され

ることになる。当該改正は2009年4月1日以降開始する事業年度から早期適用することができる。

 

(13) のれん

米国においては、パーチェス法による会計処理において、買収価額が被買収企業の買収時におけ

る純資産の公正価値を超える額は、のれんに計上される。SFAS第142号「のれんおよびその他の無形

固定資産」により、企業結合に係るのれんは償却せずに、少なくとも年に一回の減損テストを行う

ことが求められている。

日本においては、企業会計審議会より公表されている「企業結合に係る会計基準」により、のれ

んは20年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、定額法その他の合理的な方法により規則的に償却

される。のれんの減損については、企業会計審議会より公表されている「固定資産の減損に係る会

計基準」に従い、減損損失の測定と認識が要求される。
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(14) 長期性資産の減損

米国においては、SFAS第144号「長期性資産の減損または処分に係る会計処理」により、長期性資

産（上述のSFAS第142号の規定が適用されるものを除く）の減損の検討が要求されている。保有及

び使用される予定の長期性資産については、当該資産の将来予測キャッシュ・フロー総額がその帳

簿価額よりも小さい場合に、帳簿価額を回収できないと判断され、その帳簿価額と公正価値の差額

が減損として認識される。処分予定の長期性資産については、帳簿価額、もしくは売却費用を差し引

いた公正価値の、どちらか低い方の金額で計上される。

日本においては長期性資産の減損会計について、企業会計審議会より公表されている「固定資産

の減損に係る会計基準」に従い、減損損失の測定と認識が要求される。米国基準と比較して、この基

準は、処分予定の資産を区分していないこと、減損の測定に公正価値ではなく回収可能価額（資産

の正味売却価額と見積将来キャッシュ・フローの現在価値のいずれか高い額）を使用しているこ

と等の差異がある。

 

(15) リース契約

米国においては、一定の要件に該当する長期リース契約をキャピタル・リースとして資産化する

という会計処理が要求されている。なお、FASB職員意見書第13-2号「レバレッジド・リース取引で

生じる法人所得税に関連するキャッシュ・フローの時期の変更または予測される変更に関する会

計処理」において、レバレッジド・リース取引で生じる法人所得税に関連するキャッシュ・フロー

の時期の変更または予測される変更が、リースの貸し手による会計処理にどのように影響するかを

扱い、税務上の仮定が当該リースに関連するFIN第48号の不確実な税務ポジションと整合するよう

規定している。

日本においても、「リース取引に関する会計基準」により米国の会計原則と同様にファイナンス

・リース物件については資産および負債に計上処理されるが、ファイナンス・リース取引のうち、

リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借手に移転すると認められるもの以外の

取引（「所有権移転外ファイナンス・リース取引」）については、一定の注記を条件として、通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行うことができるとされていた。しかしながら、2007

年3月に企業会計基準委員会(ASBJ)から公表された企業会計基準第13号「リース取引に関する会計

基準」により、所有権移転外ファイナンス・リース取引について当該処理が廃止され、通常の売買

取引に係る方法に準じて会計処理を行うこととなった。同基準は、2008年４月１日以降開始事業年

度から適用（四半期財務諸表に関しては2009年４月１日以降開始する事業年度から適用）されて

いる。

 

(16) 保証債務

米国においては、FASB解釈指針第45号「他者の債務の間接的保証を含む保証に関する保証人の会

計処理および開示要件」において、債務保証は、保証の発行による義務の公正価値をもって負債を

計上し、損益認識するよう求めている。

日本においては、債務保証は、金融資産または金融負債の消滅の認識の結果生じるものを除いて

時価評価は行われず、財務諸表において注記として開示される。
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(17) 変動持分事業体の連結

米国においては、FASB解釈指針第46号「変動持分事業体の連結」(FIN第46号)の改訂であるFIN第

46R号により、変動持分事業体(VIE)とされる一部の事業体は、事業体の主たる受益者により連結さ

れなければならない。主たる受益者は、通常、VIEから生じるリスク、又は報酬の過半数を有するもの

として定義されている。VIEにおいて重要な(ただし過半数ではない)変動持分が保有されている場

合は、かかるVIEについては特定の開示が要求されている。

日本においては、企業の連結財務諸表に含める子会社の範囲は、(1)他の会社の議決権の過半数を

実質的に所有している、(2)他の会社の議決権の半数以下しか所有していなくても、高い比率の議決

権を所有しており、かつ、意思決定機関を支配している一定の事実が認められる場合のいずれかの

場合に行われる。なお、企業会計基準委員会により公表されている実務対応報告第20号「投資事業

組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い」により、投資事業組合に

ついては、出資者が業務執行の権限を有していない場合であっても、当該出資額や資金調達額の状

況や、投資事業から生ずる利益または損失の享受または負担の状況等によっては、当該投資事業組

合は当該出資者の子会社に該当するものとして取り扱われる。

 

(18) 負債および資本双方の性質を有する特定の金融商品

米国においては、SFAS150号「負債および資本双方の性質を有する特定の金融商品に関する会計

処理」により、従来、貸借対照表において資本の部に含めるか、または負債の部と資本の部の間に表

示されていた金融商品を負債の部に含めるよう要求している。SFAS第150号は、強制償還義務金融商

品、発行体が資産の移転により債務を決済しなければならない債務、および発行者が可変的な数の

株式を発行することにより決済しなければならない債務といった３種類の独立した金融商品を負

債に含めることを発行体に要求している。

日本においては、負債及び資本双方の性質を有する金融商品についての包括的な会計基準はな

い。

 

(19) 特定の非従来型の長期契約および分離勘定

米国においては、SOP第03-1号「特定の非従来型の長期契約および分離勘定に関する保険会社に

よる会計処理および報告」により、一定の要件に該当する分離勘定の資産は時価評価し、内訳表示

し、同額の負債は内訳表示される。

さらに、保険契約者へ提供される販売促進の特典（セールス・インデュースメント）は保険給付

に対する負債として認識し、セールス・インデュースメントの対象契約が有効である間、または、

セールス・インデュースメントが償却される時点のいずれか早い時点まで計上し続けなければな

らない。支出の繰延金額は資産として認識され、保険獲得費用と同じ方法で繰延べられ、期間配分額

は給付支出の一部として認識される。

日本においては、特別勘定が時価評価される点で異ならないが、貸借対照表においては一般勘定

と一体として表示され、損益計算書においては特別勘定運用損益が独立表示される。販売促進

（セールス・インデュースメント）の会計処理に関する会計実務はない。
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(20) 特定の複合金融商品

米国においては、SFAS第155号 「特定の複合金融商品の会計処理」により、原則として分離処理

される、組込デリバティブを含む特定の複合金融商品に対する公正価値による再測定の選択が容認

されている。また、金利または元本のみストリップ債はSFAS第133号に対する例外とされている。ま

た、証券化された金融資産の受益権が、独立したデリバティブか、区分処理が要求される組込デリバ

ティブを含む複合商品かどうかを判断するため、当該受益権を分析することが要求されている。さ

らに、発行体保有資産の信用力の変化に由来する証券化商品のキャッシュ・フローの変化は組込デ

リバティブではないとされる。

日本においては、企業会計基準適用指針第12号「その他の複合金融商品（払込資本を増加させる

可能性のある部分を含まない複合金融商品）に関する会計処理」により、払込資本を増加させる可

能性のある部分を含まない複合金融商品は、以下の全ての要件を満たした場合は、組込対象の金融

資産・負債と区分して時価評価し、評価差額を当期の損益とすることとされている。その要件とは、

１）組込みデリバティブのリスクが現物に及ぶ可能性がある、２）組込みデリバティブと同一条件

の独立したデリバティブがデリバティブの特徴を満たしている、３）複合金融商品の時価の変動に

よる評価差額が当期の損益に反映されない、である。

 

(21) 公正価値測定

米国においては、SFAS第157号「公正価値測定」において、公正価値を定義し、公正価値を測定す

るための枠組みを設定し、ならびに公正価値測定についての開示要件を拡張している。SFAS第157号

は、公正価値が出口価格であり、市場参加者の通常の取引で、資産の売却価格、あるいは負債の移転

により支払われるであろう価額を表していることを明確にしている。SFAS第157号では、公正価値の

測定において取引費用は調整されず、また、債務を公正価値で測定する際に債務者の信用状況を考

慮するよう規定している。SFAS第157号は、商品が公正価値で計上されるか否かに関する既存の指針

は変更していないが、デリバティブ契約の公正価値が市場気配値または観察可能な市場データを用

いたその他の評価方法により入手できない場合には、当該契約の開始時における売買益の認識を禁

止したEITF第02-3号「売買目的デリバティブ契約ならびにエネルギー関連取引およびリスク管理

活動に関する会計処理における問題」における指針を無効にしている。

日本においては、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」で、時価は、市場において形

成されている取引価格、気配値もしくは指標その他の相場（以下「市場価格」という。）に基づく

公正な評価額と定義されている。市場価格がない場合には認識された公正価値は合理的に評価され

る。また非制限金融商品に関する包括的な会計基準は制定されていない。
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(22) 公正価値オプション

米国においては、SFAS第159号「金融資産および金融負債に関する公正価値オプション」が2007

年2月に公表されており、SFAS第159号は、事業体が現在公正価値での測定が要求されていない多く

の金融商品およびその他の項目を公正価値で測定する選択をすることを認めている。指定された項

目についてのその後の公正価値の変動は、損益計上されることになる。SFAS第159号はまた、公正価

値で測定される類似した資産および負債についての表示および開示要件を設定している。SFAS第

159号は、適用日、および資産または負債の当初認識日に存在している適格商品について、もしくは

当該商品が新しい会計処理を必要とする事象が生じた場合において、各商品ごとに公正価値オプ

ションを選択することを認めている。

日本においては、金融資産および金融負債のための公正価値オプションに関する包括的な会計基

準は設定されていない。

 

(23) 非支配持分

米国においては、SFAS第160号「連結財務書類における非支配持分」に基づき、部分所有連結子会

社における非支配(すなわち少数株主)持分は、当該持分が「永久資本」として認められない場合に

は、資本を構成する独立項目として連結貸借対照表上分類されるか、貸借対照表のメザニン区分(負

債と資本の間)に分類される。またFAS第160号は、非支配持分のその後の取得および売却に関する会

計処理、ならびに非支配持分の連結損益計算書における表示方法についても規定している。

日本においては、企業会計基準第5号「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」によ

り、連結貸借対照表上、少数株主持分は、純資産の部に区分して記載することとされている。一方、少

数株主損益については、企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」により、連結損益

計算書において損失又は利益として表示し、当期純利益は親会社の株主に帰属する利益の額として

計算することとされている。
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第７ 【外国為替相場の推移】

本項目の記述は、最近５事業年間および最近６ヶ月間の日本円と米ドルの為替レートが日本において

２紙以上の日刊紙に記載されているため省略する。
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第８ 【本邦における提出会社の株式事務等の概要】

１　日本における株式事務等の概要

(1) 株式の名義書換取扱事務所および株主名簿管理人

日本においては当社普通株式の名義書換取扱場所または株主名簿管理人は存在しない。しかし、

株式会社証券保管振替機構(以下「保管振替機構」という。)またはそのノミニー名義となっている

株券の実質株主(以下「実質株主」という。)に対する株式事務は、保管振替機構から委任を受けた

三菱UFJ信託銀行株式会社(以下「株式事務取扱機関」という。)がこれを取扱う。

東京証券取引所（以下「取引所」という。）に上場されている当社株式は、保管振替機構の外国

株券等の保管及び振替決済制度（以下「保管振替制度」という。）に従い保管振替機構の名義で、

保管振替機構が指定した米国の保管機関(以下「保管機関」という。)に保管され、保管振替機構ま

たはそのノミニー名義で当社の株主名簿に登録されている。したがって当社株式の取引所決済にあ

たっては、取引所の取引参加者である証券会社間では保管振替機構に開設した当該取引参加者の口

座間の振替が行われ、また、同一取引参加者の顧客間の決済については、同取引参加者に顧客が外国

証券取引口座約款に従い開設した外国証券取引口座間の振替が行われるため、通常当社株主名簿上

における株式名義書換は行われない。

但し、日本における取引の結果として保管銀行の保管株数残高に増減が生じた場合には、米国内

における当社株式の名義書換の手続に従って、ニューヨークの当社事務所において名義書換が行わ

れる。

当社の付属定款によれば、当社は、ある株式につき株主として登録されている株主を、事実上の株

主として取扱う権限を付与されており、デラウェア州法が別に定める場合を除き、これ以外の者の

株式に対する衡平法上その他の請求または権利を認める義務はない。したがって、取引所の取引に

より当社の株式を取得しそれを保管振替機構の定める上記保管振替制度に従って保管している実

質株主は、配当を受領する権利、議決権などの株主としての権利を、保管振替機構を通じて行使する

ことになる。

以下に記載されるものは、保管振替機構および保管機関間の保管契約、保管振替機構、株式事務取

扱機関および当社間の株式事務委任に関する契約、保管振替機構、株式事務取扱機関および当社間

の株式事務委託に関する契約、保管振替機構、株式会社東京三菱UFJ銀行その他の配当金支払取扱銀

行（以下「配当金支払取扱銀行」という。）と当社間の配当金支払事務委任に関する契約等上記の

保管振替決済制度に基づき要求される諸契約が締結されていることを前提とする。この株式事務等

は、今後変更されることがありうるし、上記の記載は投資家が株券の保管および当社の株主名簿上

の登録名義人につきこれと異なる取決めをした場合には適用されない。

(2) 株主に対する特典…………なし

(3) 株式の譲渡制限……………なし
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(4) その他株式事務に関する事項

(a) 決算期……………………12月31日に終了する暦年。

(b) 年次株主総会……………毎年当社取締役会(以下「取締役会」という。)が指定する期日およ

び時間に、デラウェア州内外の取締役会が指定する場所で開かれる。

(c) 株主名簿閉鎖の始期……当社の基本定款および付属定款に株主名簿閉鎖期間として特定され

た期間はない。

(d) 基準日……………………当社の株主総会において議決権を行使できる株主または配当その他

の分配金を当社から受領する権利を有する株主は、それぞれ株主総

会の前60日から10日の範囲でまたは配当その他の分配金の支払日の

前60日の範囲で取締役会が定める基準日における当社の株主名簿上

の登録名義人であり、これらの権利を付与される実質株主は通常日

本国で同一の暦日付で、株式事務取扱機関により作成された実質株

主リスト上の名義人である。

(e) 株券の種類………………いかなる単位の株券でも発行できる。

(f) 株券に関する手数料……日本における当社株式の実質株主は、日本の証券会社に外国証券取

引口座を開設維持するにあたり、取引所および日本証券業協会の定

める年間口座管理料の支払をする必要がある。

米国内においては、当社株主名簿管理人または登録機関が株主より

徴求する名義書換または登録手数料はない。

(g) 公告掲載新聞名…………実質株主に通知するために、当社は日本で刊行される日本経済新聞

に公告を掲載する予定である。

 

２　日本における実質株主の権利行使手続等

(1) 実質株主の議決権行使に関する手続………日本における当社株式の実質株主は株式事務取扱機

関に指示することにより議決権を行使することができる。議決権の代理行使の勧誘が行われる場合

には、株式事務取扱機関は、当社から議決権代理行使の勧誘に関する参考書類を受領し、これを基準

日現在で同機関が作成した実質株主リストに基づき実質株主に交付する。ただし、上記につき、実質

株主の指示がない場合には、当該株式については議決権は行使されない。

(2) 配当請求等に関する手続………株式事務取扱機関は、当社から配当率、配当金支払日その他配当

に関する通知を受けたときはこれを基準日現在の実質株主リストに基づき実質株主に通知する。

配当金は、保管振替機構の指定する代理人が保管振替機構に代わって当社から受領し、これを当

社の指定する配当金支払取扱銀行に交付し、配当金支払取扱銀行は、株式事務取扱機関が作成した

実質株主リストに基づき原則として銀行口座振込によりこれを実質株主へ交付する。

株式配当および株式分割は保管振替決済制度に従って取り扱われる。株式配当または分割により

発行された株式は、一般に、保管振替機構を通じて実質株主の口座に振り込まれる。但し、割当数が

１株未満の株式については、市場で売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関を通じて実質株主に

交付する。
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当社の株主は、株主として何らの新株引受権をも有しないが、株主に対し取締役会によりこれが

与えられた場合には、実質株主が新株式の引受けを希望し、証券会社を通じて保管振替機構に払込

代金を支払うときは、保管振替機構が新株引受権を行使して新株を引き受け、当該新株式が実質株

主の口座に振込まれる。それ以外の場合には、保管振替機構に代わって保管銀行が米国においてこ

れを売却処分し、売却代金は株式事務取扱機関を通じてそれに対する権利を有する実質株主に対し

支払われる。

上記配当金支払手続等に要する費用は当社が全額負担し、実質株主は手数料等を支払う必要はな

い。

(3) 株式の移転に関する手続等………米国においては当社株式の移転には、当該株式を表章する株券

に適法な裏書をして交付するか、正当に作成された株式譲渡承認書および税金支払証明書とともに

株券を交付しなければならない。

日本においては、実質株主は当社株式の株券を保有しない。実質株主は当社株主に関する権利を

取引所の取引により譲渡することができる。この場合、取引の決済は、証券会社に開設された口座間

の振替かまたは保管振替機構に開設された証券会社の口座間の振替によって行なわれる。

 

(4) 本邦における配当等に関する課税上の取扱い

(a) 配当

イ　配当 ……………………………… 当社から株主に支払われる配当は、日本の税法上、配当所

得として取扱われる。日本の居住者たる個人または日本

の法人に対して支払われる当社の配当金については、当

該配当金額(米国における当該配当の支払の際に米国ま

たはその地方公共団体の源泉徴収税が徴収される場合、

当該控除後の金額)につき、当該配当の支払いを受けるべ

き期間に応じ、下表に記載された源泉徴収税率に相当す

る金額の日本の所得税等が源泉徴収される。
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配当課税の源泉徴収税率

 

配当を受けるべき期間 国内の法人 国内の個人居住者

2009年１月１日～20118年12月31日所得税７％ 所得税７％、住民税３％

2012年１月１日～ 所得税15％ 所得税15％、住民税５％

個人納税者は、配当金額の多寡に関係なく、税務申告の

対象となる所得額から当社の支払配当額を除外するこ

とができる。

個人が2009年１月１日以降に支払いを受けるべき上場

株式の配当については、申告分離課税を選択することが

可能である。申告分離課税を選択した場合、2009年１月

１日から2011年12月31日までに支払いを受けるべき上

場株式の配当については、７％の所得税と３％の住民税

が、2012年１月１日以降に支払いを受けるべき上場株式

の配当については、15％の所得税と５％の住民税が課せ

られるが、かかる配当の額は、平成21年分以降の上場株

式等の譲渡損と損益通算が可能である。

米国において課税された税額は、配当につき確定申告し

た場合には日本の税法の規定に従い外国税額控除の対

象となりうる。

ロ　売買損益 ………………………… (ⅰ)個人株主の株式の売買によって生じた売買損益の日

本の税法上の取り扱いは、原則として株式売却益は所得

税の対象となり、株式売却損は、株式売却益の範囲内で控

除される。但し、上記の通り、配当について申告分離課税

を選択した場合には、平成21年分以降の上場株式等の譲

渡損は受取配当の額からの控除も可能である。控除しき

れない売却損は所得税の確定申告を通じて、その売却損

が発生した年の翌年以降３年間に発生した株式売却益か

ら控除することができる。

また、同一年内に株式の売却益と売却損がある場合で、確

定申告をすることにより損益通算をすることができる。

(ⅱ)当社株式の法人株主については、かかる株式の売買

損益は、当該法人の損益として課税所得の計算上算入さ

れる。
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ハ　相続税 …………………………… 当社株式を相続しまたは遺贈を受けたときに、日本国内

に住所を有する実質株主(日本国内に住所を有しない者

を除く。)には、日本の相続税法に基づき相続税が課税さ

れるが、外国税額控除が認められる場合もある。

 

(5) その他諸通知報告………日本における当社株式の実質株主に対し、株主総会議案等に関する通知が

行われる場合には、株式事務取扱機関は、当社から当該事項に関する資料を受領し、所定の手続に

従って一定基準日現在の実質株主リストに基づき実質株主に交付するか、または所定の手続により

当該事項に関する公告を行う。
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第９ 【提出会社の参考情報】

１ 【提出会社の親会社等の情報】

 

当社には親会社等は存在しない。

 

 

２ 【その他の参考情報】

 

平成20年１月１日から本有価証券報告書提出日までの間において、以下の書類が関東財務局長に提出

された。

 

 書類名  提出年月日

 有価証券報告書   

１ 有価証券報告書(2007年度(自2007年１月１日　至2007年12月31日)) 2008年６月23日

２ 有価証券報告書の訂正報告書(2007年度)  2008年７月23日

    

 半期報告書   

３ 半期報告書（2008年度中）  2008年９月26日

    

４ 四半期報告書(2009年第１四半期)  2009年６月９日

５ 上記４の確認書   

    

 有価証券届出書   

６ 有価証券届出書  2008年６月23日

７ 上記６の有価証券届出書の訂正届出書  2008年７月４日

８ 有価証券届出書  2008年６月23日

９ 上記８の有価証券届出書の訂正届出書  2008年７月４日

    

 臨時報告書   

10 臨時報告書
(会社代表者の異動について企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第
２項第９号に基づき提出)

 2008年６月19日

11

臨時報告書
(1996年度従業員株式購入制度のもとで新株予約権証券の募集を行ったこ
とについて企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第１号に基づ
き提出)

 2008年７月４日

12
臨時報告書
(会社代表者の異動について企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第
２項第９号に基づき提出)

 2008年９月22日
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13

臨時報告書
(2008年９月16日にニューヨーク連邦準備銀行との間でリボルビング・ク
レジット・ファシリティを締結したことについて企業内容等の開示に関す
る内閣府令第19条第２項第19号に基づき提出)

 2008年９月26日

14

臨時報告書
(2008年９月23日にニューヨーク連邦準備銀行との間で850 億ドルのクレ
ジット契約を締結したことについて、ならびにシリーズD確定利付累積的永
久優先株式および額面2.50ドルの普通株式を最大53,798,766株まで購入す
る権利が付与されたワラントを発行したことについて、企業内容等の開示
に関する内閣府令第19条第２項第２号及び第19号に基づき提出)

 2008年12月18日

15

臨時報告書
(シリーズC転換可能参加型永久優先株式の発行に伴う主要株主の異動につ
いて企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号および第４号
に基づき提出)

 2009年３月23日

16

臨時報告書
(米国財務省との間で証券交換契約を締結し、シリーズD確定利付累積的永
久優先株式400万株を、シリーズE確定利付非累積的永久優先株式40万株と
交換することについて、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項
第２号に基づき提出)

 2009年５月８日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当なし
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（訳文）

独立登録会計事務所の監査報告書
 

 

 

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク

取締役会および株主　各位

 

私どもの意見では、添付の連結財務書類は、すべての重要な点において、アメリカン・インターナショナル・グ

ループ・インクおよびその子会社（AIG）の2008年および2007年12月31日現在の財政状態、ならびに2008年12月31

日に終了した３年間の各事業年度の経営成績およびキャッシュ・フローを、米国において一般に公正妥当と認めら

れている会計原則に準拠し適正に表示しています。また、私どもの意見では、添付の附属明細表は、関連する連結財

務書類と併読した場合にそこに含まれている情報を、すべての重要な点において適正に表示しています。さらに私

どもの意見では、AIGは2008年12月31日現在、トレッドウェイ委員会組織委員会（以下「COSO」といいます。）が公

表した「内部統制－統合的枠組み」で規定される基準に基づく財務報告に関する有効な内部統制をすべての重要

な点において維持していました。AIGの経営者は、これらの財務書類および附属明細表について責任を有しており、

また財務報告に関する有効な内部統制を維持し、財務報告に関する内部統制についての経営者の報告書に含まれる

とおり、財務報告に関する内部統制の有効性について評価する責任があります。私どもの責任は、私どもの統合監査

に基づいて、これらの財務書類、附属明細表およびAIGの財務報告に関する内部統制に対し意見を表明することで

す。私どもは、公開企業会計監視委員会（米国）の基準に準拠して監査を実施しました。これらの基準は、財務書類

に重大な虚偽表示がないか、また財務報告に関する有効な内部統制がすべての重要な点において維持されていたか

どうかについて合理的な保証を得るために、私どもが監査を計画し、実施することを要求しています。財務書類の監

査は、財務書類における金額および開示の基礎となる証拠の試査による検証、経営者による会計方針の選択および

経営者によって行われた会計上の重要な見積りの評価、ならびに財務書類全体としての表示の検討を含んでいま

す。財務報告に関する内部統制の監査は、財務報告に関する内部統制についての理解、重要な欠陥が存在するリスク

の評価、ならびに当該リスクの評価に基づく内部統制の整備とその運用状況の有効性の検証および評価を含んでい

ます。また私どもの監査は、状況に応じて私どもが必要と考えるその他の手続きの実施を含んでいます。私どもは、

実施した監査が、私どもの意見表明のための合理的な基礎を提供しているものと判断しています。

連結財務書類に対する注記１に記載されているとおり、2008年１月１日付で、AIGは公正価値測定の新しい枠組み

を採用し特定の金融資産および負債を公正価値で計上するオプションを選択しました。またAIGは、2007年１月１日

付で、特定の保険および投資契約の内部的契約転換、法人所得税等の不確実性、ならびにレバレッジド・リース取引

により発生する法人所得税等に関係するキャッシュ・フローの時期の変更や予測される変更に関する会計処理方

法を変更し、2006年12月31日付で、特定の従業員給付制度に関する会計処理方法を変更しています。
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連結財務書類に対する注記１および23に記載されているとおり、AIGはニューヨーク連邦準備銀行(以下「NY連

銀」といいます。)および米国財務省より重大な財政支援を受けています。AIGはNY連銀および米国財務省の継続的

財政支援に依存しています。

会社の財務報告に関する内部統制は、財務報告の信頼性および一般に公正妥当と認められている会計原則に準拠

した外部報告目的の財務書類の作成について合理的な保証を提供するよう整備された手続きです。会社の財務報告

に関する内部統制は、以下についての方針および手続きを含んでいます。（ⅰ）会社の取引および資産の処分を合

理的に詳細、正確かつ公正に反映する記録の維持に関係するもの、（ⅱ）一般に公正妥当と認められている会計原

則に準拠した財務書類を作成するために必要な取引が記録されていることについて、また会社の収入および支出は

会社の経営者および取締役の承認に基づいてのみ発生していることについて、合理的な保証を提供するもの、なら

びに（ⅲ）財務書類に重要な影響を及ぼす可能性のある会社の資産の未承認の取得、利用または処分の防止または

適時発見に関して合理的な保証を提供するもの。

財務報告に関する内部統制には固有の限界があるため、虚偽表示が防止または発見されない可能性があります。

また将来における有効性の評価の予測には、環境の変化によって統制が不十分となったり、方針または手続きへの

準拠の程度が低下するといったリスクが存在します。

 

 

プライスウォーターハウスクーパース　LLP

ニューヨーク州、ニューヨーク

2009年３月２日

 

次へ
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Report of Independent Registered Public Accounting Firm 

 

To the Board of Directors and Shareholders of American International Group, Inc.: 

 

In our opinion, the consolidated financial statements listed in the accompanying index present fairly, in all

material respects, the financial position of American International Group, Inc. and its subsidiaries (AIG) at

December 31, 2008 and 2007, and the results of their operations and their cash flows for each of the three years

in the period ended December 31, 2008 in conformity with accounting principles generally accepted in the

United States of America. In addition, in our opinion, the financial statement schedules listed in the

accompanying index present fairly, in all material respects, the information set forth therein when read in

conjunction with the related consolidated financial statements. Also in our opinion, AIG maintained, in all

material respects, effective internal control over financial reporting as of December 31, 2008, based on criteria

established in Internal Control — Integrated Framework issued by the Committee of Sponsoring Organizations of

the Treadway Commission (COSO). AIG’s management is responsible for these financial statements and

financial statement schedules, for maintaining effective internal control over financial reporting and for its

assessment of the effectiveness of internal control over financial reporting, included in Management’s Report on

Internal Control Over Financial Reporting appearing under Item 9A. Our responsibility is to express opinions on

these financial statements, on the financial statement schedules, and on AIG’s internal control over financial

reporting based on our integrated audits. We conducted our audits in accordance with the standards of the Public

Company Accounting Oversight Board (United States). Those standards require that we plan and perform the

audits to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement

and whether effective internal control over financial reporting was maintained in all material respects. Our audits

of the financial statements included examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures

in the financial statements, assessing the accounting principles used and significant estimates made by

management, and evaluating the overall financial statement presentation. Our audit of internal control over

financial reporting included obtaining an understanding of internal control over financial reporting, assessing the

risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal

control based on the assessed risk. Our audits also included performing such other procedures as we considered

necessary in the circumstances. We believe that our audits provide a reasonable basis for our opinions. 
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As described in Note 1 to the consolidated financial statements, as of January 1, 2008, AIG adopted a new

framework for measuring fair value and elected an option to report selected financial assets and liabilities at fair

value. Also, AIG changed the manner in which it accounts for internal replacements of certain insurance and

investment contracts, uncertainty in income taxes, and changes or projected changes in the timing of cash flows

relating to income taxes generated by leveraged lease transactions on January 1, 2007, and certain employee

benefit plans as of December 31, 2006. 

 

As discussed in Notes 1 and 23 to the consolidated financial statements, AIG has received substantial

financial support from the Federal Reserve Bank of New York (NY Fed) and the United States Department of

Treasury (US Treasury). AIG is dependent upon the continued financial support of the NY Fed and US Treasury. 

 

A company’s internal control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance

regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in

accordance with generally accepted accounting principles. A company’s internal control over financial reporting

includes those policies and procedures that (i) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail,

accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (ii) provide reasonable

assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance

with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made

only in accordance with authorizations of management and directors of the company; and (iii) provide reasonable

assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the

company’s assets that could have a material effect on the financial statements. 

 

Because of its inherent limitations, internal control over financial reporting may not prevent or detect

misstatements. Also, projections of any evaluation of effectiveness to future periods are subject to the risk that

controls may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the

policies or procedures may deteriorate. 

 

/s/  PricewaterhouseCoopers LLP

New York, New York 

March 2, 2009 

 

 

　（※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出会社

が別途保管しております。
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