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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＝90.15円の換算率(2010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。

４　本書における将来の見通しおよび予測などに関する記述は、2010年２月26日に米国証券取引委員 会に提出された様

式10-Kの記載に基づくものであり、同日以降本書提出日までに生じた事象は考慮されていない点に留意されたい。

 

 

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。

 

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。
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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

本書提出日現在、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5,100,000,000

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100,000,000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。本書提出日現在、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。

(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。
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(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。

 

(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。
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(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。

(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。本書提出日現 在、かかる発行済シリーズ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。

 

(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。

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

  6/806



(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。

 

(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。
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(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。
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(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

米国内国歳入庁　回示230開示(IRS Circular 230 Disclosure)：「米国内国歳入庁の設定する要件の遵守を

確実なものとするため、我々は次の事項を明記する。(i)本書における米国連邦税に関す る記述は、米国内国歳

入法に基づく罰則を回避する目的で利用されることを意図しておらず、また、そのために記載されたものではな

く、かかる目的のために利 用することはできない。(ii)上記の税に関する記述は、本書に取り上げられている事

項に関して記載されたものである。 (iii)投資を行う可能性のある者は、自己の個別の状況に基づき、独立税務

アドバイザーからの助言を求めるべきである。」

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。)、
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・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。

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。
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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。

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。
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(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。

(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。
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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。

 

(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・ヤ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(1)。

(連結ベース)

12月31日に終了する事業年度 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年

総収入(百万ドル) 96,004 6,896 103,632 106,926 102,729

継続事業による、法人所得税控除前、
歳出(利益)考慮前および会計原則の
変更による累積的影響額考慮前利益
(損失)(百万ドル)

(13,648) (106,528) 8,134 20,990 14,870

AIGに帰属する純利益(損失)(百万ド
ル) (10,949) (99,289) 6,200 14,048 10,477

普通株式(百万ドル) 354 368 344 344 344

発行済普通株式総数 141,732,263147,401,900137,566,374137,566,374137,566,374

総資産(百万ドル) 847,585 860,418 1,048,361 979,414 851,847

総資本(3)(百万ドル) 69,824 52,710 95,801 101,677 86,317

普通株式１株当たり期末現在の総資
本(5)(ドル) 516.94 391.94 757.45 781.77 664.83

普通株式１株当たりのAIGに帰属す
る純利益(損失)（基本）(ドル) (90.48) (756.85) 47.98 107.73 80.69

普通株式１株当たりのAIGに帰属す
る純利益(損失)（希薄化後）(ドル) (90.48) (756.85) 47.73 107.18 79.86

普通株式１株当たりにつき宣言され
た配当金(ドル) - 8.40 15.40 13.00 12.60

(内普通株式１株当たり四半期
配当金)(ドル) -

第１四半期  4.00
第２四半期  4.00
第３四半期  4.40
第４四半期(2)  -

第１四半期  3.30
第２四半期  3.30
第３四半期  4.00
第４四半期  4.00

第１四半期  3.00
第２四半期  3.00
第３四半期  3.30
第４四半期  3.30

第１四半期  2.50
第２四半期  2.50
第３四半期  3.00
第４四半期  3.00

普通株式１株当たりにつき支払われ
た配当金（ドル） - 12.40 14.60 12.60 11.00

配当性向(4)(%) - (1.64) 30.43 11.70 13.63

普通株主持分比率(6)(%) 8.24 6.13 9.14 10.38 10.13

自己資本利益率(7)(%) (15.68) (188.37) 6.47 13.82 12.14

株価収益率(8)(%) (33.13) (4.15) 24,301.18 1,330.36 1,691.66

現金の期末残高
(百万ドル) 4,400 8,642 2,284 1,590 1,897

従業員数（千人） 96 116 116 106 97

(1) AIGは、2009年６月30日付けで普通株式についての20対１の割合の株式併合を実施した。上記の表ならびに下記(5)および

(8)の表は、かかる株式併合を反映して、従前の数値を修正したものである。

(2) 2008年９月23日以降、配当を停止している。

(3) 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）。

(4) 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。

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

 14/806



(5) 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。

各年度の計算の基準日 発行済株式総数 自己株式 発行済普通株式数

2005年12月31日 137,566,374 7,734,035 129,832,339

2006年12月31日 137,566,374 7,506,564 130,059,810

2007年12月31日 137,566,374 11,087,171 126,479,203

2008年12月31日 147,401,900 12,918,446 134,483,454

2009年12月31日 141,732,263 6,661,356 135,070,907

 

(6) 総資本を総資産で除した数値。

(7) 当期純利益を総資本で除した数値。

(8) 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
各年度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*

2005 1,364.60ドル(2005年12月31日)

2006 1,433.20ドル(2006年12月31日)

2007 1,166.00ドル(2007年12月31日)

2008 31.40ドル(2008年12月31日)

2009 29.98ドル(2009年12月31日)

* 上記表における2005年度から2008年度の各年度末現在の株価の終値は、2009年６月30日付けで普通株式について実施さ

れた20対１の割合の株式併合を反映して、従前の数値を修正したものである。
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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。

  
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。

  
2008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(「シリーズD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。

  
2009米国財務省は、AIGのシリーズD優先株式を、シリーズE確定利付非累積的永久優先株式(「シリーズE優先

株式」)400,000株と交換した。
  
2009米国財務省は、シリーズF確定利付非累積的優先株式(「シリーズF優先株式」)の優先的分配権の増加と

引き換えに、米国財務省が最大298.35億ドルを提供する契約に基づき、AIGのシリーズF優先株式300,000
株、および普通株式3,000株を購入できるワラントを購入した。
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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

関連事業を主に営んでいる持株会社である。

 

2008年９月以降、AIGは、その主要な事業の価値を保護し向上させ、資産処分計画を順調に実施し、かつ将来に向けた

地位を確保するための活動を行なってきた。AIGは、ニューヨーク連邦準備銀行（「NY連銀」）、AIGクレジット・

ファシリティー・トラスト（保管人として能力の範囲内で行動するトラスティーと合わせて「本トラスト」）、お

よび米国財務省（「米国財務省」）との間でいくつかの重要な取引を締結し、これらといくつかの重要な関係を築

いた。これらの取決めの結果、AIGは、米国財務省を唯一の受益者とする本トラストの支配下におかれている。

 

AIGの４つの報告セグメントは以下のとおりである。

・　損害保険

・　米国内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

・　金融サービス

 

2009年度末におけるAIGの各報告セグメントにおける主要な事業ユニットは以下のとおりである。

損害保険部門

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」)、

チャーティス・オーバーシーズ・エルティーディー、

エーアイユー・インシュアランス・カンパニー（「AIUI」）、

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」)

 

米国内生命保険およびリタイヤメント・サービス

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（「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」)、

ウェスタン・ナショナル・ライフ・インシュアランス・カンパニー(「ウェスタン・ナショナル」)、

サンアメリカ・アニュイティー・アンド・ライフ・アシュアランス・カンパニー（「サンアメリカ・アニュイ

ティー」）
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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

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)、

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」）

 

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(「AIGFP」)、

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」）、

エイアイジー・クレジット・コープ（「A.I.クレジット」）

 

AIGが2010年２月26日に米国証券取引委員会に提出した様式10-Kによる年次報告書（「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。保険利益(損失)は、AIGの損害保険事

業の業績を報告する際に使用される。正味実現キャピタル・ゲイン(ロス)を含む税引前利益(損失)は、AIGの生命保

険およびリタイヤメント・サービス事業の業績を報告する際に使用される。

 

以下は、AIGの事業に関する追加情報である。

 

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、企業向け損害保険事業部門および米国外損害保険

事業部門を構成する。2009年７月、AIGの損害保険子会社は、チャーティスと名称を改めた（商業保険はチャーティ

ス・ユー・エスとして営業し、米国外損害保険はチャーティス・インターナショナルとして営業している。）。

チャーティス・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」）は、

チャーティス・ユー・エスの一部である。

 

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、2009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15％を占めた最大事業は、損害保険事業および自動車保険事業であった。2009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、８％はカリフォルニア州、６％はニューヨーク州、また６％はテキサス州でそれ

ぞれ引き受けられ、11％は日本、９％は英国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

 

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、レキシントンお

よびその他特定のAIGの損害保険子会社によって運営されている。
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チャーティス・ユー・エス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、チャーティス・ユー・エス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チャーティス・ユー・エスに対して

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、チャーティス・ユー・エスにリスクを引き受けさ

せる権限は有していない。

 

チャーティス・ユー・エスは、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。またチャーティス・ユー・エスには、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

者である企業向け損害責任部門、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チャーティス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。チャーティス・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。プライベート・クライアント・グループは、高額資産を持つ個人を対象とする幅広い保険を提供

する。

 

米国外損害保険

 

チャーティス・インターナショナルは、代理店、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、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。チャーティス・インターナショナルは、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。チャーティス・インターナショナルは、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。

 

米国内生命保険およびリタイヤメント・サービス事業

 

2009年12月にサンアメリカ・フィナンシャル・グループに名称を変更したAIGの米国内生命保険およびリタイヤメ

ント・サービス部門は、アメリカン・ジェネラル、AGLA、VALIC、ウェスタン・ナショナル、サンアメリカ・リタイヤ

メント・マーケッツ、サンアメリカ・ミューチュアル・ファンズ、サンアメリカ・アフォーダブル・ハウジング・

パートナーズ、FSCセキュリティーズ、ロイヤル・アライアンスおよびセージポイント・フィナンシャルというブラ

ンドで商品およびサービスを販売するいくつかの生命保険事業およびリタイヤメント・サービス事業から成る。こ

れらの事業は、生命保険、退職年金貯蓄商品および保証収入制度を包括する包括型の商品を、（国および地方の）銀

行および独立ブローカー・ディーラー、キャリア金融顧問、大口生命保険ブローカー、保険代理店および顧客対象直

接取引業者を含む確固たる複合チャンネル販売網を通じて提供する。

 

AIGの米国内生命保険事業は、個人向けの定期およびユニバーサル生命保険や団体向けの生命・医療保険等、広範な

保護商品を提供する。さらに、米国内生命保険は、保険料一括払年金、仕組型保険および一括給付型年金を含む様々

な給付型年金保険を提供する。

 

米国内リタイヤメント・サービス事業は、団体向けの年金商品ならびに個人向けの定額および変額年金を提供す

る。過去に取得された特定の「クローズド・ブロック」、ならびに現在は継続されていないその他の定額および変

額年金ブロックは、「ランオフ」年金として報告されている。また、米国内リタイヤメント・サービスは、2006年以

前に機関投資家向け市場において引き受けられた（または同市場を対象に発行された）保証付き投資契約（GIC）

のランオフ・ブロックを維持している。
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一定のブローカー・サービス、ミューチュアル・ファンド、GICおよびその他の資産運用事業の業績は、以前は資産

運用部門として報告されたが、現在は米国内生命保険およびリタイヤメント・サービス部門に取り込まれている。

 

米国外生命保険およびリタイヤメント・サービス事業

 

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、終身および定期生命保険、投資型保険、ユニバー

サル生命保険、養老保険、個人向け傷害医療保険、団体向けの年金、生命保険および医療保険などの商品、ならびに定

額および変額年金が含まれる。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、

キャリア・エージェント、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る。

 

AIGの主な米国外生命保険およびリタイヤメント・サービス事業体には、ALICO、AIGスター生命、AIGエジソン生命、

AIA、およびフィラムライフ（現在はAIAの子会社である。）が含まれる。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、中東および日本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。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。

 

2009年10月12日、AIGは、ナン・シャン・ライフ・インシュアランス・カンパニー・エルティーディー（「ナン・

シャン」）における持ち株97.57％を、約21.5億ドルで売却する合意を締結した。この取引の結果、2009年第４四半

期には、ナン・シャンは非継続企業と認定され、「売却目的」会計の基準を満たした。

 

再保険事業

 

チャーティス子会社は、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とで、世界中で事業を行っている。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の様々な事業クラス（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損害保険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。
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以下の表は保険事業部門の投資実績（非継続事業の実績は除く。）を要約したものである。

12月31日に終了した年度
(単位：百万ドル) 投資の年平均額

(a) 正味投資利益
 平均投資税引前利益率

(ｂ)

損害保険事業：

　　2009年 $89,236 $3,295 3.7%

　　2008年 92,313 2,606 2.8

　　2007年 96,207 5,348 5.6

米国内生命保険およびリタイヤメント・サービス事業：

　　2009年 $148,202 $9,553 6.4%

　　2008年 196,515 9,134 4.6

　　2007年 248,720 13,582 5.5

米国外生命保険およびリタイヤメント・サービス事業：

　　2009年 $182,183 $11,502 6.3%

　　2008年 180,833 157 0.1

　　2007年 182,216 10,184 5.6

(a) 不動産投資および証券貸付プログラムに基づき投資された担保資産を含む。

(b) 正味投資利益を、投資の年平均額で除した数値である。

 

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。
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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、2008年

の暮れから2009年を通じて、AIGFPの事業およびポートフォリオの解体を行なってきた。

 

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。

 

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。2009年中、AIGは、AIGCFGのほとんど事業を売却した。2009年12月31日現在、AIGCFGは、アルゼンチン、台

湾、インド、コロンビア、およびポーランドにおいて事業を有していた。ポーランドにおける事業は、2009年12月31日

現在、売却契約の対象となっており、2009年における売却目的会計の基準を満たした。

 

その他の事業

 

AIGのその他の事業には、AIGの事業セグメントへの分配後の「親会社その他」事業の業績、非中核事業の業績なら

びに売却対象事業の売却によるゲインおよびロスが含まれている。

 

親会社およびその他

 

AIGの「親会社その他」事業は、主に、利息の支払い、再編費用、特定の報告セグメント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、コーポ

レート・レベルでの正味実現キャピタル・ゲインおよびロス、訴訟和解費用、ならびに売却対象事業の売却による

ゲインおよびロスといったもので構成される。

 

非中核事業

 

非中核事業には、売却されたかまたは清算もしくは再配備に付されている特定事業の業績が含まれる。

 

非中核保険事業

 

2009年以降、AIGの主要な業務執行者が資源の分配について決定を下すためおよび業績を審査するためにAIGの事業

を見直す方法に財務報告の記載をより適合できるよう、ユナイテッド・ギャランティー・コーポレーション

（「UGC」）、トランスアトランティック、21stセンチュリーおよびHSBの業績は、AIGの「その他」事業の分類に含

まれている。これらの額は、以前は損害保険事業の一部として報告されていた。過去の期間の額は、現行の計上方法

に合わせて修正してある。21stセンチュリーおよびHSBが当年度に処分された結果、およびトランスアトランティッ

クの連結が解除された結果、UGCのみが現在も報告の継続している事業業績である。
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モーゲージ保証保険

 

UGC子会社の主な事業は、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第一

抵当モーゲージにかかる貸倒れから最初に発生する損失を補償する住宅モーゲージ保証保険を米国内外で提供す

ることである。

 

2008年中、UGCは、第一順位抵当事業の引受けガイドラインを強化し、保険料率を増加し、また、2008年９月30日現在

で第二順位抵当事業の保証を中止し、2008年第４四半期には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全般において新規事業の保証を停止した。これらの措置はすべて、世界住宅市場の市況低

迷に対する対応措置であるが、これにより2008年下半期から2009年を通じての新規引受事業は大幅に減少した。

 

トランスアトランティック

 

2009年６月10日、AIGは、総額11億ドルの代金と引き換えに、AIGが直接または間接的に所有していたトランスアトラ

ンティック普通株式2,990万ドル分について以前から発表していた株式公開を完了した。かかる株式公開の完了時

において、AIGは、発行済みのトランスアトランティック普通株式の13.9％を間接的に保持した。2009年12月31日現

在、AIGがもはやトランスアトランティックを支配していないものと考えられるとする旨のニューヨーク保険庁の

確認を受けた後、AIGはトランスアトランティックを関係当事者とみなすことをやめた。

 

非中核資産運用事業

 

AIGの投資顧問事業および第三者機関投資家向け資産運用事業の売却（グローバル・リアル・エステート投資運用

事業を除く。）が発表されたことに伴い、AIGは当該事業からの管理報酬およびキャリード・イントレストに起因す

るキャッシュ・フローからの利益を享受することはなくなるが、当該売却はAIGの資産運用活動に関連した営業費

用の削減につながる。資産運用部門はもはや報告セグメントとはみなされず、下記の資産運用事業の業績は、AIGの

「その他」事業に分類される非中核事業として記載されている。仲介サービス報酬、その他の資産運用報酬、および

GICの投資利益は、以前は資産運用部門として報告されていたが、現在は米国内生命保険およびリタイヤメント・

サービス部門に組み込まれている。過去の期間の業績は、これに従い修正された。

 

対応投資プログラム

 

AIGの対応投資プログラム（「MIP」）とは、満期固定証券（コーポレートおよび仕組み）、ローンおよび頻度は比

較的低いけれども単一銘柄クレジット・デフォルト・スワップを主な投資対象とするスプレッドに基づく投資業

務をいう。2008年に経験した異常な市況やAIGの信用格付の格下げにより、MIPは現在行なわれていない。予測可能な

将来において、MIPに関する追加債務の発行は見込まれない。
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機関投資家向け資産運用事業

 

AIGの機関投資家向け資産運用事業は、AIGグローバル・アセット・マネジメント・ホールディングス・コープなら

びにその子会社および関係会社（「AIGインベストメント」と総称）を通じて行なわれてきたが、これは、機関投資

家、年金ファンド、AIG子会社、AIG関連会社および高額資産保有投資家を対象に一連の投資商品およびサービスを提

供するものである。これらの商品には、従来のエクイティおよび満期固定証券、ならびに広範なクラスの不動産およ

び代替的資産が含まれる。一方サービスには、投資助言サービスおよびそれに準ずる助言サービス、投資モニタリン

グ、ならびに取引の構成作業が含まれる。エクイティおよび満期固定資産クラスにおいて、AIGインベストメントは

様々な形式の仕組み投資を提供している。一方代替的資産クラスにおいては、AIGインベストメントはヘッジおよび

プライベート・エクイティ・ファンド、ファンド・オブ・ファンズ、直接投資、ならびに不良債務投資を提供してい

る。AIGグローバル・リアル・エステート・インベストメント・コープ（「AIGグローバル・リアル・エステー

ト」）は、AIG子会社ならびに第三者機関投資家、年金ファンドおよび高額資産保有投資家を対象に、広範な不動産

投資ならびに開発および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、様々な合弁会

社のプラットフォーム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。

 

2009年９月５日、AIGは、自身の投資顧問事業および第三者機関投資家向け資産運用事業を売却する合意を締結し

た。当該売却により、AIGの保険子会社を対象に従来の確定利付資産および負債運用を提供していた資産運用事業

や、AIGグローバル・リアル・エステート投資運用事業、ならびに所有不動産およびプライベート・エクイティ投資

は排除されることになる。AIGは、売却済み事業との関係を、自身の保険子会社が利用するその他の投資運用サービ

スを目的として継続するつもりである。売却が完了すれば、AIGは当該事業からの管理報酬およびキャリード・イン

トレストに起因するキャッシュ・フローからの利益を享受することはなくなるが、当該売却はAIGの資産運用活動

に関連した営業費用の削減につながる。

 

一定の資産の所在地

 

2009年12月31日現在、外国の規制当局に預託している69億ドルの現金および有価証券を含め、AIGの連結資産の約

44％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。

2009年12月31日現在、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14,111,480株（10.504％）保有しているとして2010年３月17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12月31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％

     
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・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％

    
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％

    
AIG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・アニュイティ・アンド・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％

    
AIGジェネラル・インシュアランス（タイランド）リ
ミテッド

タイ 損害保険 100％

    
AICCO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。
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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)

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％

    
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％

    
AIGカジュアルティー・カンパニー 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％

    
AIG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％

    
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％

    
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・ライフ・アンド・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％

    
AIUインシュアランス（フィリピン）インク フィリピン 損害保険 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％

    
AIG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リタイアメント・サービシズ・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％

 
 

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 13.9％

    
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 13.9％

    
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 13.9％

    
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％
    
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％

    
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％

 
 

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％

    
ウエスタン・ナショナル・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・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％

    
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％

    
AIA（ベトナム）ライフ・インシュアランス・カンパ
ニー・リミテッド

ベトナム 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】

 

2009年12月31日現在、当社（連結子会社を含む。）の従業員数は約96,000名であった。
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第３ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

 

(1)　事業成績

 

経営陣の営業の概観

 

AIGは、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、米国外生命保険および米国外リタイヤメント・サー

ビスならびに金融サービスの４つの報告部門に分けて経営成績を報告する。AIGは、部門の業績の情報をより有意義に提供するた

め、非継続事業の業績および事業の売却による純利益（損失）を除いた税引前利益（損失）を基に業績の査定を行っている。

 

・　損害保険:　2009年７月にチャーティスと改名した損害保険は、米国内外で実質的すべ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：　2009年12月にサンアメリカ・フィナンシャル・グループと改名

した米国内生命保険事業は、個人定期保険およびユニバーサル生命保険ならびに団体生命医療保険などの多様な保護商品を提

供している。更に米国内生命保険は、保険料一括払年金、仕組型保険および一括給付型年金などの多様な給付型年金も提供して

いる。米国内リタイヤメント・サービス事業は団体年金商品ならびに個人定額および変額年金を提供している。過去に取得さ

れたクローズド・ブロックならびにその他の解約された定額年金保険および変額年金保険は、「ランオフ」年金保険として報

告されている。更に、国内リタイヤメント・サービスは、2006年より前に機関投資家向け市場において契約された（または当該

市場に向けて発行された）保証投資契約（「GIC」）のランオフ・ブロックを維持している。

・　米国外生命保険および米国外リタイヤメント・サービス：　米国外生命保険および米国外リタイヤメント・サービスは、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、個人向け障害医療保

険、ならびに年金、生命および医療を含む団体向け商品、および定額・変額年金保険などを提供している。

・　金融サービス部門：　金融サービス部門は、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・マーケット事業、

消費者金融および保険料の融資を含む、多様な活動に従事している。

 

次へ
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投資顧問事業および第三者機関投資家向けの資産運用事業(AIGグローバル・リアル・エステート投資事業を除く。）の売却にか

かる発表により、AIGは当該事業からの管理報酬およびキャリード・イントレストに起因するキャッシュ・フローからの利益を

享受することはないが、当該売却はAIGの資産運用活動に関連した営業費用の削減につながる。資産運用事業は報告部門とみなさ

れなくなり、機関投資家向けの資産運用事業および廃止されている対応投資プログラム（「MIP」）はAIGのその他事業の非中核

事業として表示されている。更に、以前に資産運用事業部門内に報告されていた、特定のブローカレッジ・サービスの業績、

ミューチュアル・ファンド、GICおよびその他の資産運用事業は、米国内生命保険および米国内リタイヤメント・サービス部門に

含まれている。過去の期間の業績は適宜、調整されている。

 

AIGは、NY連銀、AIGクレジット・ファシリティー・トラスト（受託者としての機能において行動する受託者とあわせ、「本トラス

ト」）および米国財務省との間で、幾つかの重要な取引を締結し、関係を結んだ。これらの取引の結果、AIGは、米国財務省を唯一

の受益者として設立されたトラストの支配下にある。

 

2008年９月以来、AIGは、主要事業にかかる価値の保護および向上、秩序だった資産処分計画の実施ならびに将来に向けてAIG自身

の位置づけに取り組んでいる。

 

2010年の優先事項
 

AIGは、下記の2010年の優先事項に重点的に取り組んでいる。

 

・　AIGの事業の、継続した安定化および強化。

・　AIGが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（以後の変更を含み、「連銀クレジット契約」）の

下、NY連銀が提供した連銀融資枠（「連銀融資枠」）に基づく借入金の返済のため、AIGの再編および資産処分へのイニシア

ティブにおいて、新たな進展を築く。

・　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（「AIA」）およびアメリカン・ライフ・インシュランス

・カンパニー（「ALICO」）の持分を処分したことにより得られた、価値を実現するための計画を実行する。

・　AIGの特定な金融商品およびデリバティブの取引活動に対するエクスポージャーの更なる縮小。

・　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」）の資金需要に取り組み、再編への代替案を模索する。

 

2009年財務の概況
 
2009年後半には、世界の金融市場は、投資家が株式市場および債券市場に戻るにつれ、回復を続けた。この楽観的傾向は、まだ堅調

な経済回復には至っていないが、債券、株式および商品市場の力強い回復を促進させた。2008年および2009年初期に投資家により

投資された現金は、短期金融勘定から高利回り資産へと流入していき、これにより、多くのセクターにおいて、投資需要が利用可

能な新規投資供給を上回った。証券化された不動産関連の商品がコマーシャル・モーゲージおよび不動産株式のセクター、とり

わけ十分な保証がなされている取引のトランシェにおいて、その回復の促進にある程度貢献したにもかかわらず、同セクターの

回復は引続き停滞している。

 

上記の改善された市場の環境は、継続事業の法人所得税控除前損失の大幅な減少に貢献した。法人所得税控除前損失は、2008年が

1，065億ドルであったのに対し、2009年は136億ドルまで減少した。下記の重大な要因も、このような改善に貢献した。

 

・　2008年は、2009年第２四半期より始まった新たな、一時的でない減損の会計基準の採用により、 満期固定証券に不要となっ

た、信用に関連しない減損（重要な損失）が含まれる。更に、2008年同期間に比べ、市況の回復に起因する、一時的でない減損の

減少。

・　2008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・ポートフォリオにかかる未実現市場価値

評価利益、286億ドルに比べ、メイデン・レーン（MLIII）取引に関連した2008年第４四半期における契約の終了から発生する

残存想定元本（正味）の大幅な減少および企業向け信用格差の縮小により、2009年には14億ドルであったこと。

・　のれん減損費用の減少、34億ドル。
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更に、2009年の正味損失は、2008年に計上した、米国外会社の売却の可能性があることから生じる繰延税金費用254億ドルおよび

評価引当金により、減少した。

 

2009年第４四半期正味損失

 

2009年第４四半期において、AIGは、AIGに帰属する正味損失89億ドルを負担した。かかる損失は主に、下記の事由に起因するもの

である。

 

・　NY連銀持分ならびに、優先株式持分を発行したことにより借入残高および連銀融資枠の上限が250億ドル減少したことに関連

する前払約定資産、52億ドル（税引後34億ドル）を含む償却費用62億ドル（税引き後は40億ドル）。

・　非連結事業に報告されている、保留中であるナン・シャンの売却による損失28億ドル（税引き後は15億ドル）。

・　企業向け損害保険における、特定のロング・テール型賠償責任保険事業に対する支払備金の増加、23億ドル（税引き後は15億

ドル）。

・　上記に明記されているものを含む、現時点で認識できない税控除に対する評価引当の変化、27億ドル。

 

2010年景気概況

 

2009年中、AIGはAIAおよびALICOを、市場環境を考慮しつつ、通常の監督当局による承認を前提として、新規株式公開（IPO)または

第三者への売却の可能性に向けて準備を進めてきた。かかる目標を進展させるべく、AIAの全てのIPOの上場市場として香港証券

取引所が選ばれ、AIGは、ALICOの売却の可能性を巡り第三者と協議をしてきた。当該２社の売却作戦にかかる最終判断はAIGの取

締役会の承認および市場環境を条件とする。AIGはALICOの売却にあたり、ALICOは日本およびその他の報告部門を構成するため、

当該報告部門に関連するのれん、47億ドルが減損されるか査定しなければならない。

 

AIGの将来の作戦は、一流であるグローバルな損害保険事業、国内ならびに特定の国外生命保険および国外リタイヤメント・サー

ビス事業に焦点をあて、同時に、金融サービス部門の流動性およびリスク課題に取り組むことである。

 

AIGはNY連銀といくつかの取引を完了させ、連銀融資枠に対する返済プランを実行し続けている。AIGは、前払い約定資産に関連す

る追加的期限前償還費用および繰延税金、のれんおよびその他の長期資産の償却等、多額の再編関連費用を負担し、追加的に負担

することも予測している。

 

市場の、長引く困難な状況は投資目的で保有されていた特定の未公開株式および不動産の価値の下落を招き、結果として、減損費

用を発生させた。厳しい信用市場および高い失業率により牽引される世界的に不安定な経済状況の存続は、引き続き税引前収益

に悪影響を及ぼすであろう。経営陣は、引き続き価値の低下およびかかる低下の永続性を査定する。このような市況は、プライ

ベート・エクイティおよび不動産ポートフォリオの履行期の到来した債務契約の支払いまたは借り換えを行うにあたって悪影

響を及ぼした。

 

2009年６月10日、米国財務省は、2009年アメリカ復興・再投資法案の報酬の制限を執行させる規制を公表した。これら規制は、

TARPから融資を受けている企業が支払う特定の従業員に対するボーナスやその他のインセンティブ報酬の総額を制限する。これ

ら制限は、AIGのプロクシー・ステートメントに記載されている５人の業務執行役員および次いで最高給の20人に適用される

（「上位25人」という。）。かかる規制はさらに、報酬規制の解釈および適用に対して責任を有するTARP報酬特別監査委員会

（Office of Special Master for TARP Executive Compensation。以下、当該委員会の"Special Master"を「特別監査官」とい

う。）を組成する。AIGは、特別監査官より、上位25人の報酬ならびにAIGの業務執行役員および26位から100位の最高給の従業員お

よび業務執行役員（「上位100人」）の報酬構成についての承認を得るよう義務付けられている。特別監査官は、上位25人および

上位100人に関するデタミネーション・メモランダラム（Determination Memorandum）を提出した。当該デタミネーション・メ

モランダは、前述の従業員の報酬に対し重要な新しい条件を与え、その条件により、AIGは従業員達を保持し、動機付けることが難

しくなる可能性がある。
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損害保険事業

 
現在の保険資金のレベルおよび2009年の比較的優良な災害期間を勘案すると、全体的な予測として、財物および賠償の両市場の

価格は、2010年にも引続き低下する。最近の四半期において、料率の変動は安定してきたが、この様な傾向は2010年には続かない

とチャーティスは予測している。更に、全体的な経済の状況により、格付け可能なエクスポージャーの数値（例えば、資産価値、従

業員数および売上）は減少し、これに合わせて、基準保険料の市場価格が全体的に悪影響を受けた。これらの要因を前提として、

AIGは、米国外損害保険の成長に牽引され、2010年に基本的な少量な成長および正味収入保険の成長を予測している。

 

チャーティスは、2010年に、2009年に始まった資本管理イニシアティブを実行し続けるために、自社の企業リスク管理の機能を強

化し、オペレーティング・ユニットの一般的なリスク選好度のガイドラインを発展させ、事業ごとの資本比率の改善、自己資本利

益率を増加および不適切な価格付けおよび損失トレンドの増加が存在する特定の事業に対するエクスポージャーを減少させる

ため引受および再保険戦略を実行する。

 

チャーティス・ユー・エスは、全体的な保険料引受の総計は2009年レベルと横ばいであると予測している。しかし、資本管理イニ

シアティブを反映し、チャーティス・ユー・エスのビジネス・ミックス(business mix)は、引き続き変わっていくと予測される。

チャーティス・ユー・エスの資本管理イニシアティブと適合させるために自社の再保険プログラムを調整するにつれ、正味引受

保険料は減少する可能性がある。

 

チャーティス・インターナショナルの保険料引受の総計は、新興市場に存在していることおよびAIGへ連結化が必要となる富士

火災海上保険に対する出資の増収の見込みにより、2010年に大幅に増加すると予測される。

 

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は、市場が回復し、AIGの格付けが安定し、AIGに対する不利な報道が治まり、再ブランドに対する取り組みが功を奏し、追加の

金融機関において販売が回復することにより、2010年から2011年にかけて、売上および預金が徐々に回復すると予測する。

 

米国内生命保険および米国内リタイヤメント・サービスの企業は2008年および2009年に高い流動性を維持し、これにより、正味

投資収益の成績は悪影響を受けた。2010年から2011年にかけて、当該現金バランスがより長期な証券へ再投資されることにより、

AIGは投資利回りが徐々に改善すると予測している。

 

米国外生命保険および米国外リタイヤメント・サービス事業

 
AIGは、AIGの出来事が、主に日本および英国における第三者金融機関販売ネットワークにおいて受けた不利な影響が長引いてい

るため、米国外投資指向型商品は過去年度のレベルより低くなると予測する。また、特にアジアにおいて、リスク型保険商品の売

上が引続き改善されると予測している。

 

AIAおよびALICOの営業状況は改善し、再ブランドのイニシアティブならびにAIAおよびALICOの代理店および直接販売網の再生が

続くことで、状況は引き続き改善すると予測している。
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金融サービス

 

資本市場

 
AIGFPは、2009年中、事業およびポートフォリオを縮小し続け、2010年以降もかかる縮小活動の継続を予定している。2009年中、

AIGFPは自社のデリバティブ・ポートフォリオの名目元本を2008年12月31日付けでの1.6兆ドルから2009年12月31日付けの9,407

億ドルまで、41％削減した。AIGFPは未処理の取引数を2008年12月31日付けの約35,000から2009年12月31日付けの約16,100まで、

約18,900削減した。これらの活動に連動して、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財政に多大な影響を及ぼすため、AIGFPおよびAIGの経営幹部が関与する

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MLIII取引に関連しマルチセクター債

務担保証券（「CDO」）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および売却、エネルギー/インフラ投資ポートフォリオ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。加えて、特別監査官が作成したデタミネーション・メモランダラムは、上位

25人および上位100人に含まれるAIGFP従業員の報酬に対し新しい重要な規制を与え、当該デタミネーション・メモランダラムに

より、AIGは従業員達を保持し、動機付けることが難しくなる可能性があり、AIGFPの事業縮小活動に悪影響を及ぼす可能性があ

る。

 

ILFC

 

現在の市況および現在のILFCの無担保債務市場への制限されたアクセスを勘案すると、航空機の新規購入は当面の間、制限され

る可能性がある。更に、かかる市況は、ILFCの営業利益率の増大を遅らせる押し下げの圧力を引き起こしている。ILFCは現在、担保

貸付を求めており、金融上および営業上の債務を履行するため、航空機ポートフォリオを投資家へ売却することを検討している。

かかる担保貸付は、ILFCの複利率を上昇させ、これにより、営業利益率は更なる押し下げの圧力を受け、おそらく全ての航空機の

売却は結果として損失となる。このような損失は、ポートフォリオのサイズおよび構成によっては、重大となる。更に、航空機の大

きなポートフォリオの売却は、ILFCの航空隊の平均年齢を上昇させ、将来の営業利益利率に影響を与える。

 

ILFCの流動性の資金源が、今後一年の間に履行期が到来する契約債務を返済するにあたり十分でない場合、ILFCはAIGより追加的

な資金提供を求め、かかる資金提供は、AIGがNY連銀の承認を得ることを条件とする。

 

AGF

 

2008年９月の出来事以来、AGFの資本市場において無担保債務を発行する能力を含む、従来の借入の資金源は現在に至り、利用で

きなくなっており、近い将来も利用できるようにならないと予測している。AGFの信用格付けは、AGFの流動性に対する懸念、AIGへ

の依存性、業績およびAIGから支援を受けられるか否かという不確実性により不利な影響を受けた。
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AGFは、金融債権の回収に加え、自身の金融上および営業上の債務を履行するため更なるイニシアティブを模索している。このよ

うなイニシアティブは、追加の貸借対照表上の証券化、ポートフォリオの売却および経費削減を含む。2009年中、AGFは、200の支店

を閉鎖し、小売販売金融事業を縮小し、人員整理および削減を通し約1,400人の従業員を削減し、保有している金融債権、19億ドル

分を売却した。2009年7月にAGFは、不動産ローン19億ドルを証券化し、これににより9.67億ドルを現金で受取った。

 

AGFの流動性の資金源が、今後一年の間に履行期が到来する契約債務を返済するにあたり十分でない場合、AGFはAIGより追加的な

資金提供を求め、かかる資金提供は、AIGがNY連銀の承認を得ることを条件とする。

 

 

2009年における重要な事象

 

AIAおよびALICOの特別目的会社への移管を完了
 

2009年12月1日にAIGは、NY連銀との間で、2つの取引を完了させた。これらの取引により、AIGは、新設された２つの特別目的会社

（「SPV」）における、支配権をもたず議決権を有しない償還優先エクイティ持分（「本優先持分」）を、NY連銀に対して譲渡

し、それと引き換えに連銀融資枠における借入残高および借入可能上限額が250億ドル削減された。この取引の結果、前払約定資

産の一部の52億ドル分が早期償却された。それぞれのSPVは、自社の唯一の資産として、各々1つの事業子会社の普通株式100パー

セントを（直接的にまたは間接的に）保有している。一方のSPVについてはAIA,他方のSPVについてはALICOが当該保有事業子会

社に該当する。AIGは、各SPVの議決権付普通エクイティ持分を全て保有している。AIGがこれらの合意を締結した目的は、AIAおよ

びALICOを、通常の規制当局による承認を前提として、市場環境次第で新規株式公開「（IPO)」または第三者への売却に向けて位

置づけることである。上記の目的と同程度に重要な本件取引の目標は、AIGの再編計画を達成し、NY連銀および米国財務省から受

けている資産を返済するたまに、格付け機関からの要求に合致するようなAIGの資本強化を実行することである。本優先持分は

AIGによって自由に償還され、NY連銀の裁量により譲渡することができる。いずれのSPVの経営陣がIPO、清算、解散、または任意売

買を開始した場合、本優先持分の償還価値が弁済されるまで、利益を本優先持分に対し、分配しなければならない。本優先持分の

償還価値は、償還日に分配されていない全ての優先配当を含む、優先的分配権ならびに償還日において、普通および本優先持分の

保有者に対し100％の分配が行われた際、本優先持分が受領する配当分である。

 

本優先持分により、NY連銀は、SPVによる特定の重要な行動に係る拒否権を有す。また、NY連銀は、SPVに対し、IPOまたはSPV、もしく

はSPVが保有する事業の売却を含む特定な行動をとるよう、最大限の努力を払うよう強要する等の権利が与えられる。2010年12月

１日以降（それ以前は、本トラストの受託者の承諾を以って）、NY連銀は、保有している普通持分の売却を決定した場合、普通持

分保有者に対し、当該持分を売却するよう強要することができる。NY連銀は、IPOが行われた後、保有している本優先持分を、公開

機関の普通持分と交換する権利を有す。

 

AIAのSPVの本優先持分の初期優先的分配権は160億ドルであり、2013年9月22日まで（それ以降は９％）、年4回複利である５％の

優先配当の権利を有す。優先配当が支払われていない場合、当該額は本優先持分の優先的分配権に上乗せされる。AIAの本優先持

分は、優先的分配権の配当後、純利益の１％の配当を受ける。更にAIAの本優先持分は、(i) AIAの優先配当、(ii) AIAの純利益の

１％の配当権、(iii) 全ての本優先持分の優先的分配権の支払が全て行われ、(iv)普通株式の保有者（現在はAIG)が普通配当を

含む(i) 90億ドルおよび(ii) 初期資本提供のほか、いかなる追加的な資本提供の総額を受取った後の残余価値の１％の配当を

受ける権利がある。AIGは、SPVによるAIAの売却により、残りの99％の残余価値を受取る権利を有している。

 

ALICOのSPVの本優先持分は優先的分配権付きのシニア優先持分およびジュニア優先持分、それぞれ10億ドルおよび80億ドルを含

む。シニア優先持分およびジュニア優先持分は2013年9月22日まで（それ以降は９％）、年4回複利である５％の優先配当の権利

を有す。優先配当が支払われていない場合、当該額は本優先持分の優先的分配権に上乗せされる。ジュニア優先持分は、優先的分

配権ならびにシニア優先持分およびジュニア優先持分に対する当時四半期の優先配当が支払われ、普通株式の保有者（現在は

AIG)が普通配当を含む(i) 60億ドルおよび(ii) 初期資本提供のほか、いかなる追加的な資本提供の総額を受取った後の残余価

値の５％の配当を受ける権利がある。AIGは、SPVによるAIAの売却により、残りの95％の残余価値を受取る権利を有している。
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AIGシリーズD優先株式をAIGシリーズE優先株式に交換

 

2009年４月17日、AIGは、米国財務省との間で証券交換契約（「AIGシリーズE交換契約」）を締結した。AIGシリーズE交換契約に

従い、AIGは、(i)一株当たりの額面価格が5.00ドルであるAIGのシリーズD確定利累積的永久優先株式（「AIGシリーズD優先株

式」）400万株を、一株当たりの額面価格が5.00ドルであるAIGのシリーズE確定利付非累積的永久優先株式（「AIGシリーズE優

先株式」）40万株と交換した。

 

米国財務省コミットメント

 

2009年４月17日、AIGは、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、（a)AIGシリーズF優先株式30

万株および（b)一株当たりの額面価格が2.50ドルのAIGの普通株式、150株を購入する権利が付与されたワラント（「AIGシリー

ズFワラント」）を（i)米国財務省に対し発行し、(ii)米国財務省は、AIGシリーズF優先株式の優先的分配権の増加と引き換え

に、298.35億ドル（「米国財務省コミットメント」）を提供することに合意した。

 

連銀融資枠の修正

 

2009年4月17日、AIGおよび連邦準備制度理事会は、NY連銀クレジット契約について修正覚書（第3号）を締結した。当該修正に従

い、主にLIBORの下限金利3.5％が削除され、AIGは、米国財務省に対し、AIGシリーズE優先株式、シリーズF優先株式およびシリーズ

Fワラントの発行が許可された。

 

2009年12月1日、AIGとNY連銀は、主に下記のため、NY連銀クレジット契約について修正覚書（第４号）を締結した。

 

・　NY連銀との、AIAおよびALICOの取引を完了。

・　連銀クレジット融資枠の借入残高および借入可能額を250億ドル削減。

 

シリーズC優先株式を発行

 

2009年３月４日に、AIGは、AIGと本トラストとの間で2009年3月1日付けにて締結したシリーズC転換可能参加型永久優先株式売買

契約（「AIGシリーズＣ売買契約」）に従い、一株当たりの額面価格5.00ドルとするシリーズC転換可能参加型永久優先株式

（「AIGシリーズC優先株式」）10万株を、本トラストに対し、発行した。AIGシリーズC優先株式の総購入価格は、50万ドルであっ

た。当該価格は、NY連銀クレジット契約に基づく連銀融資枠の形で独立した対価を支払ったとの理解に基づくものである。

 

生命保険の証券化

 

AIGは、以前に予定されていたNY連銀との生命保険の証券化に関する取引をもはや追及していない。

 

継続企業としてのAIGの存続の能力に関する考慮事項

 

本年次報告書（様式10-K）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

た事項は以下のとおりである。

 

・　履行期の到来する債務に関するAIGの履行確保のため米政府が引続きAIGと協力するとのコミットメント

 

・　事業の安定および連銀融資枠に基づく借入金の返済のための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
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・　米国財務省コミットメントメントを通じてAIGに提供または約束した追加資本

 

・　AIG、AIRCOおよびNY連銀間で2009年６月25日付けにて締結された売買契約（「AIA売買契約」）、ならびにAIGおよびNY連銀間

で2009年６月25日付けにて締結された売買契約（「ALICO売買契約」）により企図されていた取引の、2009年12月1日における

完了

 

・　重要な子会社の売却予定

 

・　AIGの特定の事業における引き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

 

・　AIGが晒されている重大なリスク

 

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の潜在的な悪影響に関して

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つまたは複数（場合によっては大きく）異なる可能性は

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確保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。かかる状況の下、追加支援が利用できない場合、AIGの継続企業としての存続能力に深刻な疑問が

生じ得る。

 

資金の調達源および流動性

 

流動性

 

連銀融資枠

 

2010年２月17日現在、AIGの連銀融資枠に基づく正味未返済借入額は210億ドルであり、残余利用可能額は140億ドル、発生した複

利金および手数料は55億ドルである。2009年12月１日におけるAIAおよびALICOの取引の結果、連銀クレジット融資枠における借

入残高および借入可能上限額が250億ドル削減された。2009年12月31日および2010年２月17日付時点における正味借入金はAGFか

らAIGへの16億ドルの貸付により減少した。AIGは当該貸付の返済を、適宜AGFの流動性を支援するために行う予定である。連銀ク

レジット融資枠に基づく正味借入金は、2009年12月31日から2010年２月17日にかけて約31億ドル増加した。当該受取金は主に、

AIGファンディング・インクおよびカーゾン・ファンディング・エルエルシーによる、コマーシャル・ペーパー・ファンディン

グ・ファシリティ（「CPFF」）に基づくコマーシャル・ペーパーの未返済借入金35億ドルを返済するために使用された。
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下記の表は、連銀クレジット融資枠に基づく正味未返済借入額および残余借入可能額の概要である。

(単位：百万ドル)

開始時点から

 増(減)

2009年12月31日まで 2008年12月31日まで

正味借入金：    

　　　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

$50,605 $46,997 $3,608

　　　AIGに対するAIGFPの返済 (8,903) (4,093) (4,810)

　　　保険会社に対する資本金

拠出および融資(a)
23,329 20,850 2,479

　　　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(b)
222 1,672 (1,450)

　　　ILFCに対する融資 3,900 - 3,900

　　　債務返済 5,448 2,109 3,339

　　　AIA LLCおよびALICO LLC

の優先持分の発行
(25,000) - (25,000)

　　　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(c) (1,389) (423) (966)

正味借入金 17,900 36,800 (18,900)

連銀融資枠総額 35,000 60,000 (25,000)

残余借入可能額 17,100 23,200 (6,100)

正味借入金 17,900 36,800 (18,900)

発生した複利および手数料

(d)
5,535 3,631 1,904

借入金合計 $23,435 $40,431 $(16,996)

(a)　証券貸出事業を含む。

(b)　返済および子会社の売却を含む。

(c)　CPFFからの収益および税の還付金による返済、AGFからAIGに対する貸付および未だ利用されていないが米国財務省コミット

メントに基づく借入を含む。

(d)　2009年および2008年12月31日における未払い利息、それぞれ200万ドルおよび800万ドル（その他負債に含まれていた。）は

除く。 
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米国財務省コミットメント

 

米国財務省は、AIGシリーズF優先株式の優先的分配権の増加と引換えにAIG資金の借入を許可する。

 

米国財務省コミットメントに基づく借入活動および借入可能残額の概要は以下のとおりである。

(単位：百万ドル) 開始時点から2009年12月31日まで*

借入:  

　　保険会社への資本拠出 $1,389

　　会社間におけるILFCエクイティ保有の売却 2,722

　　UGC関連の再編取引 1,132

　　連銀融資枠の一時的な返済 101

借入総額 5,344

コミットメントに基づく原借入可能額 29,835

残余借入可能額 $24,491

*　2010年1月1日から2010年2月17日にかけ、AIGは、米国財務省コミットメントに基づき、追加借入22億ドルを要求した。当該借入

は主に、損害保険の子会社が保有する関連会社の証券を償還することにより、当該子会社のリスクに基づいた資本比率を改善す

るためである。 

 

下記の親会社および子会社の流動性には、流動性調達に関する追加の詳細が含まれている。

 

安定化および履行期の到来した自社の債務の返済に向けたAIGの戦略

 

将来の現金需要

 

AIGは、利用可能である現金は、主に満期の到来する将来の債務の返済ならびに本優先持分にかかる優先配当および優先的分配権

に対する弁済に使われると考えている。AIAおよびALICOのいかなる売却、IPOまたはその他の貨幣化による純利益は、まず本優先

持分の弁済の支払に充てられる。

 

以下の表は、翌４四半期に関してAIGおよびその子会社の満期の到来する債務を示したものである。

（単位：百万ド

ル）

2010年

第１四半期

2010年

第２四半期

2010年

第３四半期

2010年

第４四半期
合計

ILFC $738 $1,476 $2,052 $2,492 $6,758

AGF* 729 573 5,142 106 6,550

AIG対応投資プ

ログラム
500 - 897 834 2,231

AIGFP 924 460 273 246 1,903

AIG 889 - - 500 1,389

その他子会社 36 25 516 24 601

合計 $3,816 $2,534 $8,880 $4,202 $19,432

*　 アメリカン・ジェネラル・ファイナンス・インク。2009年７月９日、AGFは364日シンジケート融資に基づき引出した以前の

ローン24.5億ドルを１年を期間とするローンに転換した。AIGはこれらのタームアウトローンにかかる貸付人の利益のために

資本支援についての合意を提供している。当該タームアウトローンの返済期限は2010年７月９日である。
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AIGの、履行期の到来した債務を返済するための計画は、以下の通りである。

 

・　ILFCの、かかるニーズに応じるための流動性の資金源は、将来の営業活動からの将来のキャッシュ・フロー、航空機売却、潜在

的な追加の担保貸付を含む。ILFCが十分な担保貸付を受領しない場合、AIGはILFCの現在の借入および営業活動からの将来

キャッシュ・フロー（航空機売却を含む。）は、ILFCが現在の債務を返済する上で不十分かもしれないと予測している。AIGは

ILFCの再編への機会を模索している。担保貸付、航空機売却およびその他の資金源が、流動性を充足するために十分でない範囲

において、AIGはＩＬＦＣに対し、2011年２月28日までに支援を提供する予定である。

 

・　AGFは、主な流動性の資金源は、顧客債権の回収、追加的な貸借対照表上の証券化およびより少ない程度に、ポートフォリオの

売却であると考えている。更に、AIGはAGFの再編の機会を模索している。資産売却、証券化および/またはその他の取引が、流動

性を充足するために十分でない範囲において、AIGはAGFに対し、2011年２月28日までに支援を提供する予定である。

 

・　MIPのための満期債務証券には、当該売却もしくはプログラムの資産ポートフォリオへの資金調達の他、投資資産（元本およ

び利息分）から得られるキャッシュ・フローを通じて資金が供給される予定である。更に、AIGの再編活動の結果、AIGは、将来

のキャッシュ・フローの強化およびMIPの満期の到来する債権に対応するため、自身の非中核事業および子会社の資産を利用

すると予測している。

 

・　2010年12月31日までに満期を迎えるAIGFPの社債約14億ドルは、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

いるため、AIGFPは、当該保証により、満期を迎える社債を返済するにあたり必要な現金の正味金額が削減されると考えている。

しかし、上記のAIGFPの現金需要に加え、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・エルエルシーおよび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・エルエルシーは、そのすべてが2010年４月に満期を迎える、CPFFに基づき発行されたコマーシャル・ペー

パーをそれぞれ12億ドルおよび11億ドルを2010年２月17日付で保有していた。AIGFPは満期の到来時に、当該コマーシャル・

ペーパーを償還する予定であるが、これにより連銀融資枠に基づく借入れが増加されると予測される。

 

・　AIGは主に当該債務を保証する資産からのキャッシュ・フローおよび当該資産の処分ならびに連銀融資枠に基づく借入れに

より、満期を迎える当該債務の返済を予定している。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

びその他の支払いを徴収する。また米国財務省コミットメントに基づき更なる流動性の利用が可能である。

 

AIGは将来、自身の子会社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いる。

 

資産処分計画
 
2008年９月以来AIGは、主要事業にかかる価値の保護および向上、秩序だった資産処分計画の実施、ならびに将来に向け、自身の位

置付けに取り組んでいる。AIGは、流動性および資本の柔軟性を維持しつつ価値を最大化できるよう継続して当該計画の再評価を

行っており、これは当初企図されたより長時間をかけた枠組みにおいて成し遂げられると予測される。

 

事業の売却および特定資産の処分
 

特定の事業の処分には監督当局の許認可が条件となることもある。処分による収益は、AIGの保険子会社の規制上または格付けに

関わる理由のための資本要件に当てられない範囲内において、NY連銀による別段の合意がない限り、契約により、連銀融資枠の期

限前返済に強制的に充当されなくてはならない。
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2009年から2010年２月17日までの間に、AIGは、事業および資産（AIGFPの資産を除く。）の売却を目的とする複数の合意を締結

し、かかる売却を実施した。これらの事業および資産は、2009年12月31日時点または売却日の時点もしくはトランスアトラン

ティックの場合には連結除外日の時点で、それぞれ881億ドルおよび713億ドルの価額に上る総資産および総負債を有していた。

これらの取引により借入れの未返済残高の返済および連銀融資枠の借入可能上限額の削減に充てられる現金の正味総額、約56億

ドル（税額、取引費用、会社間融資の決済、および規制上または格付けに関わる理由で保持が要求されている資金を考慮した後の

額）の創出が見込まれる。事業の処分に関連して計上された損益には、今後調整に付されることになる見積りが含まれている。こ

れまでの取引に基づき、AIGは、かかる調整が将来の業績またはキャッシュ・フローに重大な影響を与えるものではないと確信し

ている。

 

当該取引は以下を含むものである。

 

・　2009年３月28日、AIGは現金約12億ドルで東京本社の売却を完了した。主に敷金の負担という形で、2011年までAIGは借主とし

て関与を継続するため当該売却によるゲインはAIGの賃貸借期間が満了する2011年初めまで繰り延べられ、当該売却は融資取

引として計上される。

 

・　2009年６月10日、AIGは売却総額11億ドルで、AIGが保有していたトランスアトランティック普通株式2,990万株の、事前に発表

された、二次的な株式公開を完了した。当該新規株式公開完了時に、AIGはトランスアトランティックの発行済み普通株式

13.9％を保持していた。その結果、AIGはトランスアトランティックを連結除外することとなり、総資本の構成要素である被支

配的持分における減少14億ドルを招いた。

 

・　2009年７月１日、AIGは米国内自動車保険事業である21stセンチュリー・インシュアランス・グループ(「21stセンチュ

リー」)の売却を完了した。当該事業は2009年６月30日現在において、それぞれ57億ドルおよび34億ドルの総資産額および負債

額を保有していた。当該事業の売却総額は会社間融資への充当分を含めて19億ドルであった。

 

・　2009年７月28日、AIGは、当該時点で9.413億ドルの価値（現金としては6.80億ドルであり、エスクロー口座での2.30億ドルの

保有および特定の将来の条件が充足された場合における追加による6,120万ドルを含む。）を有する、AIGクレジット・コープ

およびA.I.クレジット・コンシューマー・ディスカウント・カンパニー（「A.I.クレジット」）の生命保険収入金融事業の

大部分の売却を完了した。

 

・　2009年７月28日、AIGは、自身の消費者金融事業をAIGバンク・ポルスカ・S.A.を通じ、ポーランドのサンタンデール・コン

シューマー・ファイナンス S.A.（「SCB」）の消費者金融事業に統合させる合意を締結した。これと引き換えに、AIGはSCBの

エクイティ持分を受け取る。クロージング時点でにおいて当該機関に係る全ての会社間の借入融資枠は返済され、AIGは統合さ

れた消費者金融事業に対する将来の資金提供の責任を負わない。取引は、2010年の第１四半期中に完了する予定である。当該取

引は、2009年の、売却目的の保有にかかる会計基準を満たしている。

 

・　2009年９月５日、AIGは投資助言業および第三者機関投資家向けの資産運用事業を、売却事業の純資産価額に更なる将来の偶

発損益およびキャリード・イントレストにかかる継続持分を加算してクロージング時点において決定された現金支払を総対

価として売却する合意を締結した。

 

・　2009年10月12日、AIGはナン・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」)の持分9

７.57%を約21.5億ドルで売却する契約を締結した。この結果、ナン・シャン非継続事業および2009年の売却目的の保有にかか

る会計基準を満たした。AIGは、税控除後の損失15億ドルを計上した。

 
AGFポートフォリオの売却および証券化取引
 

2009年中、AGFは、不動産ローンポートフォリオの売却により19億ドルの売却益を受け取った。加えて、2009年７月30日において、

AGFは、特定のAGF不動産ローンに関するプライベート証券化取引においてモーゲージ担保証券を発行し、現金9.67億ドルを受領

した。
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ＮＹ連銀とのAIAおよびALICOの取引

 
2009年12月１日にAIGは、ＮＹ連銀との間で、２つの取引を完了させた。これらの取引により、AIGは、連銀融資枠の未返済残高の決

済に充てられる、新設された２つのSPVにおける優先エクイティ持分を、NY連銀に対して譲渡した。それぞれのSPVは、自社の唯一

の資産として、各々１つの事業子会社の事業子会社の普通株式100パーセントを（直接的にまたは間接的に）保有している。一方

のSPVについてはAＩＡ、他方のSPVについてはALICOが当該保有事業子会社に該当する。AIGは、各SPVの普通エクイティ持分を保有

している。NY連銀が優先エクイティ持分を受け取ったことを引き換えに、連銀融資枠に基づく借入残高および借入可能上限額が

250億ドル削減された。

 

AIGFPの規模縮小

 

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た。これらの売却益はAIGFPの流動性のために使用され、上記の事業の売却および特定資産の処分におけ

る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期限前返済としての充当に関するNY連銀契約

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った。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。

 

2009年８月11日、AIGFPはエネルギーおよび設備投資資産の売却を完了し、2009年および2008年において、それぞれ総額6.19億ド

ルおよび13億ドルの純収益を実現した。

 

親会社および子会社の流動性

 

AIG（親会社）

 

AIG（親会社）の有する流動性についての資金源は以下のとおりである。

（単位：百万ドル）

2009年12月31日

現在

2010年２月17日

現在

連銀融資枠に基づく借入可能額 $17,100 $14,000

現金および短期投資 528 287

米国財務省コミットメントに基づく借入可能額 24,491 22,292*

合計 $42,119 $36,579

*　2010年2月AIGが、米国財務省コミットメントに基づき、追加借入22億ドルを要求したことを反映している。当該借入は主に、損害保険の子会社

が保有する関連会社の証券を償還することにより、当該子会社のリスクに基づいた資本比率を改善するためである。

 

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。AGFまたはILFCがAIGの支援なしで債務の返済を行うため十分な流動性を

築けない場合、追加担保要求、法定剰余金に影響を与える投資ポートフォリオの減少、年金保険およびその他保険の解約の増加、

AIGの信用格付けの更なる引下げ、異常災害損失あるいは支払備金の増強、またはスーパー・シニア・クレジット・デフォルト・

スワップ・ポートフォリオにおける更なる減少により、大幅な現金需要が追加で発生する可能性もしくは、いくつかの流動性の

資金源を損失する可能性、または両方の事象が起きる可能性がある。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。
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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。AIGが当該市場を再び
利用できる保証はないが、AIGはキャピタル・マーケットを利用する能力について定期的に査定を続けている。

 

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、規制対象の子会社の多くは、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ている。結果と

して、AIGは流動性の主な収入源としてNY連銀および米国財務省に依拠してきた。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。2009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、22億ドルを回収および債券（ただし、MIPおよびシリーズ型のAIGFP債務証券を除く。）14億ドルを償還した。2009年中、

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18億ドルの利払い、および子会社に対する正味57億ドルの

資本拠出を行った。さらに、2009年の第２四半期中、AIGは完全子会社に総額12億ドルの貸付を行うため、米国財務省のコミットメ

ントより借入を行い、当該金額は主に保険会社への資本拠出に使用された。

 

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、すべてCPFFプログラムを通

して発行されていた。AIGファンディングは借入総額69億ドルを上限としてCPFFへの参加が認められた。AIGファンディングは、

2009年12月31日付けで、コマーシャル・ペーパーによる未返済借入額約20億ドルがあったが、当該未返済借入額は2010年１月に

返済された。

 

損害保険

 

2009年に、AIGはチャーティス・ユー・エス子会社に対し、6.41億ドルの資本を拠出した。当該資本金は、同年にAIGに配当として

全て返済された。2009年第４四半期において、AIGは更に、チャーティス・ユー・エスより配当金５億ドルを回収した。AIGは更に

2009年中、チャーティス・ユー・エス子会社に対し、子会社のトランスアトランティックの普通株式の売却に関連し、9100万ドル

の資本を拠出した。

 

AIGは現在、チャーティス子会社が、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。市場金利の上昇は、格付け機関の資本モデルが必要となる資金に対する利用可能な資金を減少させる可能性がある

ため、損害保険事業子会社の財務力格付けに不利な影響を与える可能性がある。

 

2009年12月31日、チャーティスは現金および短期投資により流動性を有していた。これらはチャーティス内での数多くの法人に

よる連結された現金および短期投資である。一般的にこのような資産は法人間で譲渡不可能であるが、各法人は基本的にそれぞ

れの流動性の需要を満たすために十分な現金および短期投資を有している。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2009年12月31日時点で損害保険事業の満期固定証券投資総額の95.0％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。

 

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

 49/806



米国内および米国外生命保険およびリタイヤメント・サービス事業

 

2009年12月31日、米国内および米国外生命保険およびリタイヤメント・サービス事業の子会社は現金および短期投資による流動

性を有しており、経営陣は予見可能な将来の流動性需要を満たすために当該流動性は十分であると考えている。米国内および米

国外生命保険およびリタイヤメント・サービス事業の子会社は、2009年の投資利益の減少を招いた最近の市場の崩壊およびAIG

特有の問題を考慮し、流動性を増加し続けてきた。当該子会社は、2009年の後半において、投資適格確定利付証券を購入すること

により、満期プロフィールを延ばし始めた。一般的にこのような資産は法人間で譲渡不可能であるが、各法人は一般的にそれぞれ

の流動性の需要を満たすために十分な現金および短期投資を有している。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2009年12月31日時点で米国内および米国外生命保険およびリタイヤメント・サービス事業の満期固定証券投

資総額の85.6％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。米国内および米国外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2009年第１四半期にかけて発

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。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招くおそれのある事態とは、AIGの生命保険および米国内および米国外リタイヤメント・

サービス事業に重要である国や地域における経済の破綻、国有化、災害、テロ攻撃、世界的流行病、またはその他の経済的、政治的

混乱などである。

 

米国内生命保険およびリタイヤメント・サービス

 

2009年中、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。）およびその他投資関連項目の

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・サービス子会社に総額24億ドル

の資本拠出（この内1.65億ドルは米国内生命保険持株会社が保持しており、事業運営を行う子会社には拠出されなかった。）を

行った。この内、12億ドルは2009年５月における米国財務省コミットメントに基づく借入れを原資とする資金提供であった。AIG

は、米国内生命保険およびリタイヤメント・サービス会社は、現在、自身の事業プランを支えるために十分な資本を有していると

考えている。米国内生命保険およびリタイヤメント・サービス会社の投資ポートフォリオが将来下落した場合、その範囲内にお

いて、望ましい資本レベルを維持するため更なる資本拠出が必要とされる可能性がある。

 

米国内生命保険およびリタイヤメント・サービス会社の必要となる可能性のある最も重要な流動性は保険解約およびその他解

除に対する資金提供である。かかる資金需要の著しい増加はこれらの会社の流動性を圧迫する可能性がある。しかしながら、経営

陣は現在、当該子会社がかかる需要を充足するために十分な短期流動性を有していると考えている。

 

2009年より、GICプログラムの業績は米国内生命保険および米国内リタイヤメント・サービスの報告部門内に報告されており、そ

れ以前の業績は適宜に修正されている。

 

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。

2009年12月31日現在

（単位：十億ドル）
2010年2011年-2012年2013年-2014年2014年以降 合計

米国内GIC $- $2.5 $2.5 $3.5 $8.5

 

当該GIC債務は、投資収入および米国内リタイヤメント・サービス会社の債務を援助している資産の満期により資金供給される

と予測されている。
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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

 

2009年中、AIGは米国外生命保険およびリタイヤメント・サービス子会社に対し、6.24億ドルの資金提供を行った。AIGは、米国外

生命保険およびリタイヤメント・サービス会社は、現在、自身の事業プランを支えるために十分な資本を有していると考えてい

る。ただし、米国外生命保険およびリタイヤメント・サービス会社の投資ポートフォリオが将来下落した場合、その範囲内におい

て、これらの子会社に対しAIGは追加資本を貸す、または与えることが必要となる可能性がある。

 

AIAおよびALICOのSPVの取引に関連し、2009年12月1日に、AIG、NY連銀および各SPVは、有限責任の会社契約を締結した。当該合意に

より、各当事者の各SPVにおける、保有権および管理権に関する諸規定が設けられた。当該規定に従い、AIA SPVおよびALICO SPV

は、各事業年において、AIGへ行う資金提供（各SPVにおける優先持分に対する優先配当および優先的分配権の支払の前。AIA SPV

においては、優先配当および優先的分配権の支払の前に、AIA SPVの優先持分保有者に対するAIA SPVの純利益１％の支払の前。) 

の総額上限をそれぞれ２億ドルおよび４億ドルとする。

 

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AIG・コンシューマー・ファイナンス・グループ・インク（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、保証付き

投資協定（GIA)の発行、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、ILFCは自社の2004年輸出信用機構（「ECA」）融資枠の下でエアバス社航空機の購入のための資金提供が可能であり、

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
 

2009年中、ILFCによる公債市場での借入が不可能となり、短期信用格付けの引下げのため、CPFFへのアクセスが不可能となり、履

行期の到来した債務およびその他の契約上の支払いを行うためにAIGファンディングより39億ドル借入れた。さらにILFCは担保

貸付により約1.61億ドルを借り入れた。ILFCは現在、追加の担保貸付を求めている。ＩＬＦCは現在の融資および契約に基づき、約

47億ドルの（NY連銀、銀行の貸付、期限付き貸付により要求される同意の受領を条件にILFCの契約下にある規制対象でない資格

を有する子会社を通じた貸付の場合、17億ドル以上となる。）担保貸付を締結する能力を有していた。当該担保貸付は、AIGファン

ディングと締結したタームローン契約（「タームローン」）の後、約8.00億ドル削減された。ILFCは、金融上および業務上の債務

を履行するための一つのオプションとして、潜在的な航空機の売却を検討している。提案されているポートフォリオが潜在的な

買い手に対し提示され、幾つかの入札が受け入れられ、現在査定されている。入札を査定するにあたり、経営陣は、航空機の保有に

かかる長期価値に必要な資金とその他の融資活動のバランスをとろうとしている。実際の売却ポートフォリオを構成する航空機

を含む航空機売却の可能性、売買価格ならびに買い手、AIGおよびILFCが受諾できる条件付きの売買契約に合意できるかにつき、

先行き不安が大いにある。

 

景気の停滞および買い手からの融資が制限されていることから、現在の航空機市場は低迷している。したがって、資金需要を充た

すために複数の航空機を売却した場合、高い可能性で実現損失が発生する。潜在的なポートフォリオの売却に対する不安が変わ

れば、売却の可能性も変わり、減損の性質、タイミングおよび減損額に直接的に影響を与える。

 

2009年12月31日付けの事実および状況を基に、ILFCは提案されたポートフォリオの減損分析を行い、経営陣の航空機の保持また

は売却の可能性の予測に基づき、ポートフォリオ内の全ての航空機に対し減損はなかったと結論づけた。状況が変わり、売却の可

能性が大幅に高まった場合、または売買取引が承認もしくは実行された場合、ILFCは高い可能性で、将来損失を発生させる。潜在

的な損失額は、売却された具体的な航空機、売買価格、売却された日付およびその他の売却費用によって左右される。現在、検討さ

れている潜在的な航空機ポートフォリオの売却を踏まえると、現存および実現損失の可能性は、各報告期間の業績に多大な影響

を与えかねない。
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2009年12月31日現在、ILFCは、潜在的な航空機ポートフォリオの売却に関連する減損を計上しなかった。上記の売却の可能性にか

かる、重大な不安要素は、減損を発生させるにあたり、十分でなかった。ILFCが十分な担保貸付を受領しない場合、AIGはILFCの現

在の借入および将来の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が現在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、AIGは担保貸付、航空機売却およびその他資金源がILFCの資金需要を充たすのに十分でない

範囲内においてILFCへの支援を2011年２月28日まで行う予定である。

 

現在の長期債務格付けに基づき、ILFCは、2004年ECA融資枠に基づいてエアバス航空機の購入にかかる資金調達を行う前に、当該

融資枠の証券受託者の書面による同意が必要である。2010年２月17日時点においてILFCは、2010年６月までにエアバス航空機の

購入にかかる資金調達のため、当該ECA融資枠に基づき約6.00億ドルを利用することができた。ILFCは、2009年においてこのECA融

資枠に基づき、25機の航空機のための資金調達を行い、そのうち19機は書面による同意を必要とし、かつ取得することができた。

しかし、2009年第４四半期に受け渡された５つエアバス航空機の融資にかかる受託者の同意は、2010年第１四半期まで得られな

かった。更に、ILFCの現在の信用格付けの下では(i)1999年および2004年ECA融資枠の下で資金調達された航空機に関連する保証

預かり金、維持準備金および受領した支払賃料を、1999年および2004年ECA融資枠の受託者が管理する分別口座に分別する必要が

あり、(ii)賃借人が事業を営む各法域において融資枠に基づき資金が提供された航空機に対し、ILFCが個別の抵当権を設定しな

くてはならない。2009年12月31日においてILFCは当該航空機に関し3.15億ドルにのぼる保証預かり金、維持準備金および支払賃

料を分別した。分別された金額は、ECA融資枠の満期が到来するつど、元本および利息の支払に利用される。

 

2009年10月13日、ILFCは20億ドルの新規クレジット契約および17億ドルの改訂クレジット契約から構成される2つのタームロー

ン契約(「タームローン」)をAIGファンディングとの間で締結した。タームローンは航空機、全ての関連する機器およびリースの

ポートフォリオにより保証される。ILFCは2009年10月15日に満期が到来した20億ドルのリボルビング・クレジット・ファシリ

ティに基づく債務を全額返済するためローンからの借入金20億ドルを使用した。後者のクレジット契約はILFCが2009年３月に

AIGファンディングとの間で締結した総額17億ドルの２通の要求支払手形にかかる契約を改訂したものであり、当該要求支払手

形の満期日の延長が改訂内容に含まれる。双方のタームローンは2013年９月13日に満期が到来し、現在、３ヶ月LIBORプラス

6.025%の金利が発生する。タームローンには早期償還の予定はなく、満期時に全て返済されなくてはならない。2009年12月４日

に、20億ドルの新クレジット契約は22億ドルに増加された。タームローンにかかる資金は連銀融資枠を通してAIGファンディング

に提供された。NY連銀が当該タームローンを承認する条件として、ILFCは当該タームローンの未返済借入総額に相当する額を上

限としてAIGのNY連銀クレジット契約に基づく債務の返済を保証する契約を締結した。

 

当該ターム・ローンにより、ILFCは2010年２月17日現在、融資および契約に基づき約8.00億ドルの担保貸付を締結する能力を有

する。

 

AIGFP
 

2008年９月より前は、AIGFPは、従来、社債の発行、GIAに係る借入、その他のストラクチャード・ファイナンス取引および買戻し協

定を通じて、営業活動の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減少し、流動性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。2010年２月17日時点における未返済借入額は約12億ドルである。

AIGFPに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への参加が認められた。2010年２月17日時点における未返済借入額は約１１億ドルである。

2010年４月に、全てのコマーシャル・ペーパーは満期を迎える。この結果、連銀融資枠に基づく借入はおそらく増加する。
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AIGFPが差し入れた担保額は以下のとおりである。

2009年12月31日に終了した

年度

2008年12月31日時点

での差入担保

取引相手により相殺

された追加担保

取引相手受け戻し

担保

2009年12月31日時点

での差入担保

(単位：百万ドル）  

保証付きGIAおよびその他

の借入れ $9,401 $429 $3,701 $6,129

デリバティブ（スーパー・

シニア・クレジット・デ

フォルト・スワップを含

む。） 22,791 2,098 15,082 9,807

合計 $32,192 $2,527 $18,783 $15,936

 

AGF
 

2008年９月より前は、AGFの従来からの流動性のための資金源は顧客債権の回収および市場での借入れであった。

 

AGFによる従来からのキャピタル・マーケット資金源の利用は引き続き制限され、その営業活動および債務返済の資金源は顧客

債権の回収ならびに追加的な貸借対照表上の証券化およびポートフォリオの売却であると考えている。営業活動によるキャッ

シュ・フローの改善のためAGFは貸付業務を著しく制限し、積極的に経費管理を行った。2008年９月から2010年２月17日まで、AGF

の代替的資金源は不動産ローンポートフォリオからの収益19億ドルおよび不動産ローン証券化からの現金利益9.67億ドルを含

んでいた。更に、AGFは自社の金融債権の売却および/または証券化の可能性を検討している。更に、AIGはAGFの再編への他機会を

模索している。AIGは2011年２月28日まで資産売却、証券化および/またはその他取引がAGFの流動性需要を充たすのに不十分であ

る範囲内においてAGFへの支援を行う予定である。2009年中、AIGはAGFに対し（AIGキャピタル・コーポレーションを通じて）

6.00億ドルの資本拠出を行い、AGFは親会社のAIGに対し要求払手形に基づき16億ドルの貸付を行った。2009年７月にAGFは364日

シンジケート融資に基づき借入れた従前のローン24.5億ドルを1年を期間とするローンに転換した。これらのタームアウトロー

ンの返済期限は2010年７月９日である。AIGは当該ローンに関してAGFに資本支援についての合意を提供した。

 

AIGCFG
 

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、2010年にAIGCFG

の流動性需要は増加する可能性があると考えている。2009年中および2010年２月17日までの間、AIGは中国、タイ、フィリピン、メ

キシコ、香港、ブラジル、ロシアおよび台湾でのAIGCFGの事業の売却を終結させた。AIGは更に、アルゼンチン、コロンビアおよび

ポーランドでのAIGCFGの事業の売却にかかる契約を締結した。

 

非中核事業
 

AIGの非中核資産運用事業の主な資金は、一般的な稼動資本、プライベート・エクイティならびに不動産においての所有持分に関

連した投資契約およびMIPの資金の差額のために必要とされる。経営陣は特定の所有持分および資金にかかる権利の放棄、投資関

係の再構築および第三者への売却を含む様々な戦略を通じて、将来の所有持分に関する資金需要の管理に向けパートナーおよび

取引相手方と協調を続けている。2010年の始め、AIGは所有プライベート・エクイティ持分ポートフォリオの契約上の投資コミッ

トメントの削減において、著しく進展を遂げた。

 

機関投資家向けの資産運用事業関連の現金需要は、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、資産運用事業が当該資金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・エステート投資事業の投資活動では、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。

 

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

 53/806



UGC

 
2009年、AIGは、超過損害再保険契約に基づき、UGCの保険子会社から完全子会社に譲渡された損失のための法定クレジットを証券

化するため、AIGは信託に資本提供を行った。今年度中、UGCの保険子会社は、主に当該再保険契約のため、十分な資本および流動性

のレベルを維持し、2010年に更なる損失を関連会社へ譲渡すると予測している。

 

対応投資プログラム
 

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）の売却およびプログラム

内の資産ポートフォリオの売却または融資から創出したキャッシュ・フローの充当を考えている。しかしながら、投資ポート

フォリオの市場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。そのような場合、AIGは親会社として当該債務弁済のた

めに資金を提供する必要が生じる。更に、AIGは、AIGの再編活動の結果、将来のキャッシュ・フローの強化およびMIPに対する債務

返済能力のため、自身の非中核事業および子会社の資産を利用すると予測している。AIGは、2009年および2008年において、MIPに

資金提供するための追加的な債務の発行を行っておらず、予見可能な将来において追加的な債務を発行する予定はない。

 

MIPに基づき発行された債券の契約上の満期は、以下のとおりであった。

2009年12月31日現在

（単位：十億ドル）
2010年2011年-2012年2013年-2014年2014年以降 合計

MIP負債 $2.2 $5.4 $1.3 $4.5 $13.4

 

MIPは、公開および非公開の社債、ならびに住宅モーゲージ担保証券（「RMBS」）、商業モーゲージ担保証券（「CMBS」）および

CDOから成る仕組み確定利付証券を含む、様々な確定利付資産クラスを対象に投資を行う。2010年２月17日現在、これらの投資の

大半は、投資適格を有している。MIPはさらに、銀行貸付、商業モーゲージ・ローンおよび単一銘柄クレジット・デフォルト・ス

ワップを対象に投資を行う。
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借入金
 

借入金総額は以下のとおりであった。

(単位:百万ドル) 2009年12月31日2008年12月31日

AIGによる借入金：
 

 

　　連銀融資枠（担保付） $23,435 $40,431

　　社債 10,419 11,756

　　下位劣後社債 12,001 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 438 416

　　MIPに対応させた社債 13,371 14,446

　　シリーズAIGFPに対応させた社債 3,913 4,660

　　AIGの借入金合計 69,457 89,274

AIGが保証している借入金：   

AIGFP　公正価値による   

　　コマーシャル・ペーパーおよびその他短期借入金(a) 2,742 6,802

　　GIA 8,257 13,860

　　社債 2,029 5,250

　　借入金およびモーゲージ債務 1,022 2,175

　　ハイブリッド金融商品に関連する債務 1,887 2,113

　　AIGFPの借入金合計 15,937 30,200

AIGファンディングのコマーシャル・ペーパー(a) 1,997 6,856

AIGLHの社債 798 798

信託優先株式に関連する債務 1,339 1,415

AIGによる、またはAIGが保証している借入金合計 89,528 128,543

AIGが保証していない借入金：
  ILFC   

　　コマーシャル・ペーパーおよびその他短期借入金(a) - 1,748

　　下位劣後社債 999 999

　　社債　ECA融資枠および銀行貸付(ｂ) 25,174 30,047

ILFCの借入金合計 26,173 32,794

AGF   

　　コマーシャル・ペーパーおよびその他短期借入金 - 188

　　下位劣後社債 349 349

　　社債 19,770 23,089

AGF借入金合計 20,119 23,626

AIGCFG   

　　コマーシャル・ペーパーおよびその他短期借入金 - 124

　　借入金およびモーゲージ債務 216 1,596

AIGCFG借入金合計
216 1,720

その他の子会社 295 670

連結投資法人の借入金：   

　　AIGインベストメント 532 1,300

　　AIGグローバル・リアル・エステート・インベストメント 4,412 4,545

　　ALICO 90 -

　　AIGサンアメリカ 107 5

　　連結投資法人の借入金合計 5,141 5,850

AIGが保証していない借入金合計 51,944 64,660

借入金合計：

   

　　コマーシャル・ペーパーおよびその他短期借入金合計 - 613

　　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 4,739 15,105

　　長期借入金合計 136,733 177,485

　　借入金合計
$141,472 $193,203
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(a)　 2009年12月31日における、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。) およびAIGファンディング借入金である、それぞれ27億ドルおよび20億ドル、なら

びに2008年12月31日における、CPFFに基づくAIGFP (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。

(b)　 2009年12月31日および2008年12月31日における1999年および2004年ECA融資枠に基づく借入金30億ドルおよび24億ドルな

らびに２００９年12月31日におけるILFCに無償還である1.30億ドルの担保貸付を含む。
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長期債務
 

連結投資事業体の借入金を除く長期借入金は、以下のとおりである。

2009年12月31

日に終了した

年度

2008年

12月31日

現在の残高

発行額

履行期の到来し

た債務および返

済

外国為替の

影響

その他

現金によらない

変更(a)

2009年

12月31日

現在の残高
（単位：百万ドル）

AIG       

　　連銀融資枠 $40,431 $32,526$(26,426) $- $(23,096)$23,435

　　社債 11,756 - (1,381) 102 (58) 10,419

　　下位劣後社債 11,685 - - 314 2 12,001

　　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

416 - (37) 37 22 438

　　MIPに対応

させた社

債

14,446 - (1,159) 4 80 13,371

　　AIGFPに対

応させた

社債

4,660 - (390) - (357) 3,913

AIGFP　公正価

値による

(b)

      

　　GIA 13,860 754 (3,793) - (2,564) 8,257

　　社債および

ハ イ ブ

リッド金

融商品に

関連する

債務

7,363 49 (3,627) - 131 3,916

　　借入金およ

び モ ー

ゲージ債

務

2,175 60 (1,199) - (14) 1,022

AIGLHの社債 798 - - - - 798

信託優先株式

に関連する

債務

1,415 - - - (76) 1,339

ILFCの社債

ECA融資枠銀

行貸付およ

びその他担

保貸付

30,047 1,295 (6,288) 115 5 25,174

ILFCの下位劣

後社債
999 - - - - 999

AGFの社債 23,089 962 (4,421) 125 15 19,770

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

1,596 894 (1,894) 30 (410) 216

その他子会社

(b)
670 - (41) 15 (349) 295

合計 $171,635$36,540$(50,656) $742 $(26,669)$131,592
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(a)　連銀融資枠は、AIAおよびALICOのSPVの取引により生じた、借入残高の250億ドルの削減が反映されている。これは、既発生未

支払複利および手数料、19億ドルにより相殺されている。

（ｂ）　AIGFP債務の公正価値における、25億ドルの下落およびその他現金によらない変更に報告されている、AIGCFGに売却のた

め保有されている事業の、再分類された債務1.23億ドルを含む。

 

次へ
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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。

 

2009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70億ドルの優先社債を発行しており、このうち32億ドルがAIGの

一般事業資金として、5.08億ドルがAIGFPにより（上記表の「シリーズAIGFPに対応させた社債」に含まれている。）、また、33億

ドルがMIPへの資金提供に充てられた。これらの社債は、2010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。

 

2009年12月31日現在、AIGのユーロ中期社債プログラムのもとで116億ドル相当の社債が発行されており、このうち96億ドルは、

MIPへの資金提供に充当され、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8.67億

ドルが含まれ、このうち5,200万ドルの損失分は会社経営上の一般的な使用目的のため発行された社債に起因するものであり、

8.15億ドルの損失分は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。

 

AIGライフ・ホールディングス （US） インク（AIGLH）

 

当社の2001年におけるAIGLHの買収に関連し、AIGはAIGLHとAIGLHの既発行キャピタル証券に関する協定を締結した。1996年に

AIGLHは、信託を通し機関投資家に対しキャピタル証券を発行し、信託に発行した下位劣後社債で信託に投資した。AIGLHは、（i)

信託が社債の支払を受け、および(ii)信託が、かかる支払でキャピタル証券保有者への支払を行える限り、キャピタル証券保有者

への支払を保証した。2001年に、AIGは当該キャピタル証券保有者に対し、同じ内容の支払を保証した。AIGの保証は、AIGLHの保証

と同様に、社債の支払が信託に実際に行われた場合のみ適用される。AIGは、社債の支払が行われていない場合、信託に対しいかな

る支払を行う義務を負わない。AIGは更に、特定のAIGLHの優先債券に明示的に劣後する保証に従う社債を保証した。AIGは、AIGの

保証の下、社債の支払が社債の劣後規約により禁じられている場合、社債の支払を行う義務を負わない。結果として、AIGLHが社債

の支払を禁じられている限り、AIGは自社の保証の下での支払いを行う義務を負うことはない。

 

AIGFP

 

2010年12月31日までに満期の到来する約14億ドルの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。

 

ILFC
 

2009年12月31日現在、期間社債54億ドルおよび中期社債115億ドル（2010年から2015年の間に満期が到来し、利息が0.48％から

7.95％の間）から成る発行額総額169億ドルの社債、ならびに劣後社債10億ドル（以下で記載のもの）が存在する。総額39億ドル

分の社債は変動利率であり、残りの社債は固定利率である。ILFCは当該社債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っている。
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2009年10月13日、ILFCは、AIGファンディングとの間で、20億ドルの新規クレジット契約および17億ドルの改訂クレジット契約か

ら構成される２つのタームローン契約(「本件タームローン」)を締結した。本件タームローンは航空機、全ての関連する機器お

よびリースのポートフォリオにより担保される。本件タームローンはいずれも、2013年９月13日に満期が到来し、現在、３ヶ月

LIBORプラス6.025%の金利が発生している。本件タームローンには早期償還の予定はなく、満期時に全て返済されなくてはならな

い。2009年12月４日に、20億ドルの新規クレジット契約は22億ドルに増額された。本件タームローンにかかる資金は連銀クレジッ

ト融資枠を通してAIGファンディングに提供された。NY連銀が本件タームローンを承認する条件として、ILFCは当該タームローン

の未返済借入総額に相当する額を上限としてAIGのNY連銀クレジット契約に基づく債務の返済を保証する契約を締結した。

 
2009年12月31日現在、ILFCはユーロ中期社債プログラムのもとで19億ドルの社債を発行しており、前記の借入の表内のILFC社債

に含まれている。ILFCはスワップ取引を通じ社債のエクスポージャーをヘッジすることにより、外貨建社債から生じる為替への

エクスポージャーを大幅に削減した。

 

ILFCは2005年12月に、ILFCが出資するトラストが発行したトラスト優先証券の原資となる総額10億ドルの２つの劣後社債のトラ

ンシェを発行した。うち一方の６億ドルのトランシェの払込請求期日は2010年12月21日で、もう一方の４億ドルのトランシェの

払込請求期日は2015年12月21日である。両トランシェは、2065年12月21日に満期を迎える。６億ドルのトランシェの最初の５年間

は5.90％の固定利率である。４億ドルのトランシェの最初の10年間の固定利率は6.25％である。両トランシェにおいて、四半期毎

に見直される変動利率（当初の信用スプレッドに、(i) ３カ月のLIBOR、(ii) 10年変動利付国債または(iii) 30年変動利付国債

のうち最も高い率を加算したもの。）に基づく当初のコールオプションが行使されなかった場合、利率が調整される。 

 

ILFCは、2001年に納められたエアバス社航空機約62機の購入に関連して利用した43億ドルの1999年ECA融資枠を有していた。この

融資枠は、様々なヨーロッパの輸出信用機関により保証されている。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

5.78％から5.86％の間で異なっている。2009年12月31日現在、ILFCには同融資枠に基づく残存元本を1.46億ドルとする32の借入

れがあった。2009年12月31日現在、関連する航空機の正味帳簿価額は18億ドルであった。この債務は、融資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2010年６月30日までに納入されるエアバス航空機の購入資金のために、2009年５月に修正された46億ドルを上限とした類

似の仕組み2004年ECA融資枠を有している。この融資枠は、暦上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、利率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2.25％の範囲

で設定するか、4.20％から4.71％の間で固定金利を設定するかのいずれかである。2009年12月31日現在、ILFCには同融資枠に基づ

く借入金約40億ドルを原資として、66機の航空機を保有しており、そのうち約29億ドルを実際に借り入れていた。2009年12月31日

現在、借入れの利率は0.45％から4.71％の範囲で設定されている。2009年12月31日現在、関連航空機の正味帳簿価額は約40億ドル

であった。この債務は、融資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。この融資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。

 

2009年12月31日現在、ILFCは、総額51億ドルを銀行から借入れており、当該総額51億ドルにはリボルビング融資契約の45億ドルを

含む。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0.25％から0.40％の間で

ある。2009年12月31日現在、金利は0.55％から0.93％の範囲内にて変動している。AIGは、ILFCのいかなる債務も保証していない。

 

AGF
 

2009年12月31日現在、満期が2010年から2031年にわたり、金利が0.31％から9.00％に及ぶ社債が総額198億ドル発行されていた。

アメリカン・ジェネラル・ファイナンス・インク（以下「AGF」という。）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。
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AIGはAGFの如何なる債務も保証しないが、AGFの一年社債（以前は、「AGF364日シンジケート融資」と呼んでいたもの）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、AIGの完全子会社であるアメリ

カン・ジェネラル・ファイナンス・コーポレーションに（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。AGF364日シンジケート融資に基づき、かかる支援契約においては、AGF貸

付人のみが恩恵を受け、その他のAGF債権者は恩恵を受けることが出来ず、また執行を受けることもない。かかる支援契約は、2009

年７月における、融資枠の一年融資へ転換の際、AGF貸付人の利益のため継続された。

 

リボルビング融資契約

 
ILFCおよびAGFは、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。）を締結してきた。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額の全額を借入れている。AIGの364日シンジケート融資契約は、2009年７月に終了し、AIGは５年

シンジケート融資契約を2009年８月に終了させた。結果として、AIGは現在いかなるリボルビング融資契約も利用することはでき

ない。

 

以下の表は、リボルビング融資契約の概要である。

2009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 返済期限

     

ILFC:     

　　５年シンジケート・ロー

ン
$2,500ILFC $- 2011年10月

　　５年シンジケート・ロー

ン
2,000ILFC - 2010年10月

ILFC合計 $4,500 $-  

AGF:     

　　1年シンジケート・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
- 2010年７月

*

　　  
アメリカン・ジェネラル・ファイナン

ス・インク
-  

　　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

AGF合計 $4,575 $-  

＊　2009年７月９日に、AGFは364日シンジケート融資に基づき引出した以前のローン24.5億ドルを一年を期間とするローンに転

換した。これらのタームドアウトローンの返済期限は2010年７月９日である。
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信用格付

 

AIGおよびその子会社の無担保借入れのコストおよび融資を受けられる状況は、通常、その短期債務および長期債務格付けによっ

て左右される。以下の表は、AIGおよびその特定の子会社の2010年２月17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  優先長期債務

 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)

(d)

A-1

(８段階中の１番)

F1

(５段階中の１

番)

 

A3

(９段階中の３番)

(d)

A-

(８段階中の３番)

(d)

BBB

(９段階中の４番)

(e)

AIGフィナンシャ

ル・プロダクツ・

コープ(f)

P-1(d) A-1 -  A3(d) A-(d) -

AIGファンディン

グ・インク(f)
P-1(d) A-1 F1  - - -

ILFC
ノット・プライム

(d)
- F2(ｈ)  

B1

(９段階中の６番)

(d)

BBB-

(８段階中の４番)

(g)

BBB

(９段階中の４番)(

ｈ)

アメリカン・ジェ

ネラル・ファイナ

ンス・コーポレー

ション

ノット・プライム

(d)

B

(８段階中の４番)
-  

B2

(９段階中の６番)

(d)

BB+

(８段階中の５番)

(d)

BB

(９段階中の５番)(

ｈ)

アメリカン・ジェ

ネラル・ファイナ

ンス・インク

ノット・プライム

B

（８段階中の４番

）

-  - -

BB

(９段階中の５番)(

ｈ)

(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)　ネガティブ・アウトルック

(e)　エボルビング・アウトルック

(f)　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。

(g)　クレジット・ウォッチ・ネガティブ

(h)　レーティング・ウォッチ・ネガティブ

 

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、情報の変化または不足もしく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およびその子会社すべての格付けを網羅するものではない。

 

ある独立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。

 

AIGFPのGIA、仕組み商品および金融デリバティブの多くにおいて、AIGの長期債務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または返済、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また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実際の担保額（AIGが支払わなければならない可能性

のある総計額）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。
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契約債務

 

契約債務総額および満期到来時期ごとの額は、以下の表のとおりである。

   期間別支払い額

2009年12月31日に終了した年

度

（単位：百万ドル）

支払合計額  2010年
2011年-

2012年

2013年-

2014年
それ以降

借入金
(a) $108,157 $19,432 $26,599 $12,240$49,886

連銀クレジット融資枠 23,435 - - 23,435 -

借入金の利息 61,703 4,478 8,376 9,78439,065

支払備金
(b) 85,386 18,956 23,566 13,18429,680

保険および投資契約債務
(c) 628,521 24,535 46,274 45,959511,753

GIC債務
(d) 8,813 218 2,530 2,464 3,601

航空機購入契約債務 13,699 243 887 3,546 9,023

営業リース 2,576 600 781 456 739

購入債務
(e) 675 286 189 74 126

合計
 (f)（ｇ） $932,965 $68,748 $109,202 $111,142$643,873

(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、連結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)　主に将来のサービスの購入のための契約およびその他の資本支出を含む。

(ｆ)　認識すべき時期が不明確である未認識税控除48億ドルを反映していない。

(ｇ)　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。2009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44億ドルである。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。しかし、AIGは（その他の取引との相殺以前に）当該スワッ

プにおいて37億ドルの担保を差し入れた。
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オフバランスシート取引および取引契約債務

 

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ごとの額は、以下のとおりである。

2009年12月31日現在
契約債務

合計額
 

期限切れ取引契約債務額

2010年
2011年-

2012年

2013年-

2014年
それ以降

（単位：百万ドル）    
保証：       

　短期与信
(a) $890 $- 789 - 101

　スタンドバイ信用状 1,264 1,094 28 19 123

　建築保証
(b) 104 2 21 - 81

　債務保証 213 - - - 213

　その他全ての保証
(c) 1,911 11 139 128 1,633

取引契約債務：       

　投資契約
(d) 7,418 2,382 2,477 1,426 1,133

　与信契約 194 84 89 19 2

　信用状 267 198 69 - -

　その他取引契約債務
(e) 723 46 20 10 647

合計
(f) $12,984 $3,817 $3,632 $1,602 $3,933

(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)　資産売却契約に含まれる潜在的な補償額に対する引当金の金額を除く。

(d)　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。

(e)　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。2010年の年金制度に対する年次拠出額は米国内外で

約1.34億ドルが見込まれている。

(f)　AIGの連結会社間における保証または支援調整を含まない。

 

変動持分事業体との取引

 

AIGは、通常事業を行う中で、変動持分事業体（「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。金融サービス部門およ

び非中核資産運用事業を通じて、AIGは、担保事業体を考案および設定、事業体の担保保管および管理ならびに保険、クレジットお

よびデリバティブ取引の締結を含むVIEとの取引に関与している。また、AIGは強制償還優先株を投資家へ発行することを唯一の

目的として、トラストを設立させた。AIGは当該トラストがVIEであると判断したが、AIGは主たる受益者でなく、当該VIEの変動持

分を保有していないため、当該VIEを連結していない。

 

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。
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保険子会社からの配当

 

保険子会社からAIGへの配当の支払は、規制当局が設ける特定の規制に制約されている。AIGの国内保険子会社に関して、いかなる

配当の支払を行う際においても、当該保険子会社の所在地の保険局に対して正式な通知を行うことが必要となる。例として、

ニューヨークが所在地である損害保険会社は、ニューヨーク保険監督庁の許可がなければ、いかなる12ヶ月間の期間中において

も、当該会社において法定保険契約者の剰余金の10％または当該会社において「調整後正味投資利益」として定義されている額

の100％のいずれか低い方の額を超えた額の配当を株主に支払うことができない。基本的には、AIGの保険子会社が所在するその

他の州においてはそれほど厳しくない規制が設けられている。多くの州において保険提供者は、配当額が特定の規制当局の閾値

より低い場合、保険監督者の事前の許可なしに配当を支払うことができる。その他の外国裁判管轄権、特にバミューダ、日本、香

港、台湾、英国、タイおよびシンガポールはAIGの国外子会社の配当を支払う能力を規制する可能性がある。更に、子会社によるAIG

に対する現金のローンおよび前貸しを規制する局所的な制限がいくつか存在する。これら規制の結果、2009年12月31日に、AIGの

連結子会社のエクイティ総額の大部分をAIG親会社へ直ちに譲渡することが禁じられた。AIGは、規制当局の捜索がどのように規

制されている子会社の配当の支払の能力を影響するか、予測できない。AIGの知る限りでは現在、規制当局の、または同様の支払能

力に関する「ウォッチ・リスト」に挙げられているAIG会社はない。

 

規制および監督

 

AIGの保険子会社は、その他の保険提供者と同様、事業を行っている州および裁判管轄権の規制および監督に従わなければならな

い。一般的に親会社であるAIGは、州の規制当局の監督に規制されないが、自己の保険子会社との間の重大な取引およびAIGまたは

自己の保険子会社の支配権の変更に関わる取引等の特定の取引は、州の規制当局による事前の承認が必要となる可能性がある。

米国では、全米州保険長官協会（「NAIC」）がリスクベース資本（「RBC」）モデル法の基準を開発した。RBCは個々の保険会社

の法定剰余金と当該保険会社の事業全体の本来備え持つリスクを関連付けている。

 

AIGの保険子会社は、国内および国外の保険規制当局が規定または認める法定会計慣習に従い財務諸表を提出する。米国内会社の

法定財務諸表と米国GAAPに従い作成された財務諸表の主な相違点は、法定財務諸表はDACを反映していない点、いくつかの債権

ポートフォリオは償還価格で扱われている点、資産および負債は再保険を差し引いて表示されている点、および保険契約の負債

はより保守的な条件の下評価されている、特定の資産は認められていないという点である。

 

多数の規制当局が特定の保険事業業務の調査を開始した。更に、OTSおよびその他の規制当局は、AIGおよび消費者金融事業を含む

AIGの子会社に対し、定期的な調査を行っている。AIGはこのような調査、またはこれらの調査の結果として発生する追加的な規制

が、最終的にどのように自身の事業に影響を与えるか、予測できない。連邦、州または地方の法律は、AIGの様々な金融サービスお

よび事業を運営および拡大する能力に影響を与える可能性がある。また、現行の法律、規制、またはそれらの解釈の変更は、当該事

業に対し、悪影響を与える可能性がある。

 

AIGの米国内の事業は、ほとんどの州において制定されている、支払保証金の賦課にかかる法律により、悪影響を受けている。支払

保証金の賦課にかかる法律が制定されている州で事業を行う結果、支払不能に陥っていない保険会社であっても、同州で事業を

展開しているその他の保険会社が支払不能に陥ったことから発生した特定の債務につき、賦課を受ける可能性がある。AIGは基本

的に、当該賦課の通知を受けた時点で帳簿に計上する。更に、特定の州は少なくとも賦課額の一部を会社の将来の保険料税の負債

に充てるクレジットとして利用することを認めている。これらのことから、最終的な正味賦課額を合理的に見積ることはできな

い。2009年、2008年および2007年に計上された、クレジット引きの支払保証金の賦課額はそれぞれ、1800万ドル、1200万ドルおよび

7100万ドルであった。

 

AIGはさらに、複数の強制参加保険プール（主に、従業員の報酬事業についてのプール）への参加を要求されている。当該保険

プールにより、強制参加が要求されない市場において保険を受けられない者に保険が提供される。このような額も合理的に見積

ることができず、当該参加の通知時点で帳簿に計上される。
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AIGの損害保険事業の大部分および全ての米国外生命保険および米国外リタイヤメント・サービス事業は米国外で運営されてい

る。米国外の裁判管轄権の規制および監督の度合いは様々である。一般的に、AIGは、当該裁判管轄地で営業している保険引受会社

と同様に、現地の規制に対応しなければならない。外国の当局が発行したライセンスは、改良、または取り消される可能性がある。

従って、AIGの保険子会社は現在営業を行っている外国の裁判管轄地において将来、事業を行うことを禁止される可能性がある。

AIGの米国外事業は、様々な発展途上国での事業も含む。現行および将来の米国外事業は、不利な政治的変動（AIG事業がAIGに対

する補償なくして国有化されることを含む。）により、悪影響を受ける可能性がある。こうした悪影響は１つの国に起因するもの

であっても、当該事象の大きさおよびその時点でのその国におけるAIGの正味金融エクスポージャーによっては、AIGの業績、流動

性および財務状態に影響を与える可能性がある。

 

個々の米国外保険事業は、妥当な資本の維持を要求するという内容の各地のソルベンシーマージン要件に従わなければならず、

AIGは各国単位で当該要件を遵守する。更に、米国外（特に日本）では、支払保証金の賦課がなされる可能性のある規制が設定さ

れている。当該規制は、AIGの財務状態および経営成績に重要な影響は与えていない。

 

経営成績

 

AIGは、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、米国外生命保険および米国外リタイヤメント・サー

ビスならびに金融サービスの４つの報告部門に分けて経営成績を報告する。AIGは、より有意義な部門の業績の情報を提供するた

め、非継続事業の業績および事業の売却による純利益（損失）を除いた、収益税引き前利益（損失）を基に業績の査定を行って

いる。AIGはこれらの報告部門を通じて、130ヶ国超の国や地域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のその他事業部門はAIGの報告部門に割り当てられていない事業および項目から構成される。

 

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。
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連結の業績
 

以下の表はAIGの連結損益計算書である。

12月31日に終了した年度

（単位：百万ドル）

 増（減）率

2009年 2008年 2007年 2009年対2008年2008年対2007年

収益：      

保険料およびその他報酬 $64,702 ＄78,564 $74,753 (18)% 5%

正味投資利益 25,239 11,433 30,051 121 (62)

正味実現キャピタル・ロ

ス
(6,854)（52,705） (3,501) - -

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

1,418 （28,602）(11,472) - -

その他の収益 11,499 （1,794） 13,801 - -

収益合計 96,004 6,896 103,632 - (93)

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
61,436 58,839 62,452 4 (6)

保険契約獲得費用およびそ

の他の保険費用
20,674 26,284 19,819 (21) 33

利息費用 15,369 17,007 4,751 (10) 258

再編費用、関連する資産減

損およびその他費用
1,386 804 - 72 -

売却事業の純損失 1,271 - - - -

その他費用 9,516 10,490 8,476 (9) 24

給付金、保険金請求および

費用合計
109,652 113,424 95,498 (3) 19

継続事業の法人所得税（控

除）前利益（損失）
(13,648)（106,528） 8,134 - -

法人所得税（控除） (1,878) (8,894) 1,267 - -

継続事業の利益（損失） （11,770）（９７,634) 6,867 - -

非継続事業の法人所得税控除

前の利益（損失）
（543） (2,753) 621  -

純利益（損失） (12,313)(100,387)7,488 - -

差引：      

継続事業の支配権を持た

ない持分に帰属する利

益（損失）

     

NY連銀が保有している、支

配権をもたず議決権を

有しない償還優先劣後

持分

140 - - - -

その他 （1,527） (944) 1,259 - -

継続事業の被支配的持分に

帰属する利益（損失）
（1,387） (944) 1,259 - -

非継続事業の支配権を持たな

い持分に帰属する利益（損

失）

23 (154) 29 - -

支配権を持たない持分に帰属

する純利益(損失）
（1,364） (1,098) 1,288 - -

AIGに帰属する純利益（損

失）
＄（10,949） $(99,289)$6,200 -% -%
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保険料およびその他報酬

 

2009年対2008年

 

2009年における保険料およびその他報酬は、2008年に比べ、主に以下の理由により減少した。

・　2008年におけるブラジル事業の売却、2009年におけるHSBグループ・インク（HSB)、21stセンチュリーおよびAIGライフ・カ

ナダの売却ならびに2009年におけるトランスアトランティックの非連結化を含む事業の譲渡による、2009年における69億ド

ルの減少

・　労働者の報酬、不動産および運輸事業の減少を反映した企業向け損害保険の保険料の正味収入の減少

・　為替取引の悪影響および上記の2008年におけるブラジルでの事業の売却による、米国外損害保険の減少

・　主に給付型年金の低下およびAIGライフ・カナダの売却による、米国内生命保険における保険の保険料収入の減少

・　主に売り上げおよび預金の低下、2008年のブラジル事業の売却、為替市場の影響、世界における投資関連および年金商品の

影響による、米国外生命保険および米国外リタイヤメント・サービスにおける減少

 

2008年対2007年

 

2008年における保険料およびその他報酬は、2007年に比べ、主に以下の理由により増加した。

・　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米国外リタイヤメント・サービスにおける成長

・　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レートによる、

米国外損害保険事業における増加

・　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企業向け損害保険

収入の減少によって一部相殺された。
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正味投資利益

 

連結正味投資利益の構成内容は以下のとおりである。

 

（単位：百万ドル）

12月31日に終了した事業年度 増（減）率

2009年 2008年 2007年 2009年対2008年2008年対2007年

短期投資を含む満期固

定証券
＄18,793 $21,472 $21,496 (12)% -%

メイデン・レーン持分 394 (1,116) - - -

エクイティ証券 397 408 440 (3) (7)

モーゲージおよびその

他貸付の利子
574 622 650 (8) (4)

パートナーシップ収入 (35) (2,152) 3,415 - -

ミューチュアル・ファ

ンド
440 (962) 521 - -

取引勘定のゲイン（ロ

ス）
33 (725) (150) - -

不動産 1,229 1,226 1,126 - 9

その他投資 457 629 691 (27) (9)

契約者勘定投資利益お

よび取引ゲイン（ロ

ス）、加算前投資利益合

計

22,282 19,402 28,189 15 (31)

契約者勘定投資利益お

よび取引ロス
3,950 (6,984) 2,903 - -

投資利益合計 26,232 12,418 31,092 111 (60)

投資費用 993 985 1,041 1 (5)

正味投資利益 $25,239 $11,433 $30,051 121% (62)%

 

2009年対2008年

 

2009年における正味投資利益は、2008年に比べ、主に以下の理由により増加した。

・　2008年に比べ、米国外生命保険および米国外リタイヤメント・サービス事業における保険契約者勘定の投資利益および取

引ゲインまたはロス（以下、「保険契約者取引ゲイン（ロス）」と総称。）の増加。保険契約者取引ロスは発生した保険金お

よび給付金によって相殺され、主に日本およびアジアのエクイティ市場の動向を反映する。

・　主に、10.9年から9.6年への加重平均寿命の短縮、および約100ベーシス・ポイント別に信用スプレッドを収斂したことによ

る評価の改善に起因するML IIIにおけるAIGの持分の公正価値の変更に伴う2009年の利益、4.19億ドルに関連する増加。公正

価値に悪影響を及ぼしたのは、主に維持する担保証券の予想信用ロスの増加によるキャッシュ・フローの減少であった。

・　2008年において損失であったことに比べ、2009年にはミューチュアル・ファンド投資からの収入となったこと、および2009

年におけるパートナーシップのからの損失の減少（各々、2008年に比べ2009年の市況が強化したことが反映されている。）

 

当該増加は、以下の理由により、一部相殺された。

・　2008年に比べた2009年の投資資産の水準の低下（売却された事業の影響を含む）

・　流動性目的のために保持されていた、増加した短期投資による投資収益の低下
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2008年対2007年

 

2008年の正味投資利益は、2007年と比べ、以下の理由により減少した。

・　2007年に比べ2008年の市況が著しく低迷したことを反映したパートナーシップおよびミューチュアル・ファンド投資から

の損失

・　エクイティ市場の減退を反映して、2007年において米国外生命保険および米国外リタイヤメント・サービス事業における

保険契約者取引ゲインであったのが、2008年には保険契約者取引ロスとなったこと

・　2008年の、ML IIにおけるAIGの経済的な利益およびＭL IIIへの投資、計約11億ドルに関連する損失

・　流動性目的のための増加した短期投資の影響

 

正味実現キャピタル・ゲイン（ロス）

 

（単位：百万ドル）
12月31日に終了した年度

2009年 2008年 2007年

満期固定証券の売却 $956 $(5,159) $(429)

エクイティ証券の売却 390 104 917

不動産およびその他資産の

売却
(10) 238 172

一時的ではない減損：    

重大な損失 (1,892) (27,798) (1,517)

保有・売却意図の変化 (1,036) (11,518) (993)

為替の下落 (517) (1,903) (500)

発行体特有のクレジッ

ト・イベント
(4,185) (5,785) (497)

仕組み証券のキャッシュ

・フロー下落予想
(149) (1,645) (446)

貸倒引当金 (708) - -

為替取引 (1,256) 3,166 (672)

デリバティブ取引 1,749 (3,420) 16

その他 (196) 1,015 448

合計 $(6,854) $(52,705) $(3,501)

 

2009年対2008年

 

2009年の正味実現キャピタル・ロスは、2008年に比べ、主に以下の理由により減少した。

・　2008年には、一年間通期の信用に関連しない減損（すなわち、「重要な損失」）が含まれる（当該減損は、2009年第２四半

期に開始した、新たな、一時的でない減損の会計基準の採用により、満期固定証券との関係では現在不要ではとなってい

る。）。更に、一時的でない減損は、市況の回復により、2008年に比べて減少した。

・　信用市場の回復を反映し、2008年には満期固定証券の売却がロスであったことに対し、2009年にはゲインとなったこと。

・　米ドル安によって、ヘッジ会計扱いとして認められなかったデリバティブ商品が2008年にはロスであったこと対し、2009年

にはゲインとなったこと。

 

上記は、2009年における不動産およびその他の資産の売却から生じた損失により、一部相殺された。更に、上記の正味投資キャピ

タル・ロスには、2008年には米ドル安によって為替差益であったことに対し、2009年の為替差損となったことが含まれる。
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2008年対2007年

 

2008年の正味実現キャピタル・ロスは、2007年に比べ、主に一時的でない減損費用の増加により、増加した。一時的でない減損費

用の増加には、下記の重要な事項を含む。

 

・　減損期間が一時的でないと判断された市場の評価が急速に、かつ厳しく低下したことによる、主に特定のRMBS、その他の仕

組み証券および金融機関の証券に関連する、補償額の損失の増加

・　特定の証券（主に証券貸出プログラムにおいて、担保として保持されている証券。）を経営回復まで保持しつづけるAIGの

意図および能力の変化に関連する損失

・　金融機関への融資に関連する費用を含む、発行体特有のクレジット・イベント

・　特定の仕組み証券のキャッシュ・フロー下落予想

 

当該一時的でない減損費用は、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、AIGの証券貸出取引証券のいくつかが、当該証券について提供されている担保が、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に、売却基準に該当することとなった。これにより、AIGは当該

証券のみなし売却により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

ML II による購入前のRMBSにかかる損失23億ドルを含む。

 

 

AIGFPのスーパー・シニア・クレジット・デフォルト・スワップ・ポートフォリオに係る未実現市場価値評価

利益（損失）

 

2009年対2008年

 

AIGFPは、2009年における、スーパー・シニア・クレジット・デフォルト・スワップ・ポートフォリオに係る未実現市場価値評価

利益は、14億ドルならびに、2008年における未実現市場価値評価利益は、286億ドルであると報告した。AIGFPのスーパー・シニア

・クレジット・デフォルト・スワップ・ポートフォリオに係る未実現市場価値評価ゲイン（ロス）の変更は、MLIIIの取引に関

連した2008年第４四半期における契約の終了から発生する残存想定元本（正味）の大幅な減少、2009年における市況の回復およ

び企業向け信用格差の縮小による。

 

2008年対2007年

 

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。ML III 取引において購入されたマ

ルチセクターCDO証券に関連したCDS取引（想定元本621億ドル）の終了に関連し、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ML III 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。
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その他利益(損失）

 

2009年対2008年

 

2009年におけるその他利益は、2008年に比べ、下記の理由により、増加した。

・　公正価値で計上されているAIGFPの資産および負債に対する2008年の正味信用評価調整損失が95億ドルであったことに比

べ、2009年の正味信用評価調整利益が28億ドルとなったこと。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ゲイン（ロス）に反映された増加は除く。

・　2009年に主要通貨に対しドル安となったことにより、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

響を反映した55億ドルの増加

 

当該増加は、以下により、一部相殺された。

・　2009年における不動産投資およびプライベート・エクイティ投資の減損ならびに管理下にある基本運用資産についての基

本運用手数料の低下による非中核機関投資家向け資産運用収益の24億ドルの減少

・　連結管理下パートナーシップおよびファンドからの収入の10億ドルの減少（支配権を持たない持分に帰属する純利益（損

失）により一部相殺された。）

・　2009年におけるAGFの流動性管理の取り組みの一環であるAGF不動産ポートフォリオの売却および消費者金融事業の売却の

影響を反映した消費者金融の金融歳入およびその他の歳入の低下

 

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。

 

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。

 

発生した保険給付金および保険金請求

 

2009年対2008年

 

2009年において発生した保険給付金および保険金請求は、2008年と比べ、以下の理由から増加した。

・　2008年において、米国外生命保険および米国外リタイヤメント・サービス事業における保険契約者取引ロスが68億ドルで

あったことに比べ、2009年には発生した保険金損失および給付費用の増加による、保険契約者取引ゲインが40億ドルであっ

たこと

・　企業向け損害保険における、主に、エクセス賠償責任保険およびエクセス従業員報酬に起因する、過去年度の不利な変動な

らびに米国外損害保険における金融事業部門からの請求のエクスポージャーに起因する、前年度からの不利な変動

 

当該増加は、以下の理由により、一部相殺された。

・　主に2008年におけるブラジル事業の売却、2009年におけるHSB、21stセンチュリーおよびAIGライフ・カナダの売却ならびに

2009年におけるトランスアトランティックの非連結化を含む事業の譲渡による52億ドルの減少

・　2008年における16億ドルに比べ、2009年における5300万ドルへの災害関連の損失の減少（2008年の損失は主にハリケーン

・アイクおよびハリケーン・グスタブに関連する。）

・　損害保険ならびに米国内生命保険およびリタイヤメント・サービスにおける商品レベルの低下による影響
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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、2008年において米国外生命保険および米国外

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94億ドル削減されたためである。当該減少

は、主にハリケーン・アイクおよびハリケーン・グスタブ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った部分である。

 

保険獲得費用およびその他保険費用

 

2009年対2008年

 

2009年の保険獲得費用およびその他保険費用は2008年と比べ、以下の理由から減少した。

・　主に2008年におけるブラジル事業の売却、2009年におけるHSB、21stセンチュリーおよびAIGライフ・カナダの売却ならびに

2009年におけるトランスアトランティックの非連結化を含む事業の譲渡による24億ドルの減少

・　2008年に計上した、のれん減損費用の33億ドルの減少

・　損害保険ならびに米国外および米国内生命保険およびリタイヤメント・サービス事業における商品レベルの低下の影響

 

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2007年と比べ、主に以下の理由から減少した。

・　HSBののれんに主に関連する企業向け損害保険におけるのれん減損費用12億ドルに主に起因する、損害保険費用の24億ドル

の増加

・　主にのれん減損費用12億ドルに起因する、米国内生命保険および米国内リタイヤメント・サービスにおける1.74億ドルの

増加。当該増加は、繰り延べられた獲得費用により一部相殺された。

・　外国為替取引の影響、事業の成長、および新しい公正価値オプション会計基準の導入の影響に起因する、米国外生命保険お

よび米国外リタイヤメント・サービス費用の29億ドルの増加

・　2008年における、非中核保険事業からののれん減損費用8.78億ドル

 

 

利息費用

 

2009年対2008年

 

2009年の利息費用は、主に連銀クレジット融資枠に係る利息費用の減少により、2008年から減少した。2008年の連銀クレジット融

資枠に係る利息費用が114億ドルであったことに対し、2009年の連銀クレジット融資枠に係る利息費用は104億ドルであった。

2009年の利息費用には前払約定手数料資産の償還84億ドルを含み、当該期限前償還は、連銀融資枠の借入残高および借入上限額

の250億ドルの削減に関連する加速償還52億ドルを含む。2008年の利息費用は、連銀クレジット融資枠に関連する前払約定手数料

資産の期限前償還93億ドルを含み、当該期限前償還は、2008年11月25日の連銀クレジット融資枠の再編に関連する加速償還66億

ドルを含む。2009年の間、利息はNY連銀融資枠の利息の減少により恩恵を受けた（加重平均率は、2008年は10.6％であったのに対

し、2009年には4.5％であった。）。しかし、当該融資枠は2008年の未払い期間が107日間であったのに対し、2009年には満１年で

あったことにより、有利な影響の大部分は相殺された。

 

2008年対2007年

 

2008年の利息費用は、主に前払い約定資産の期限前償還を含む連銀クレジット融資枠に係る利息費用に起因する借入額の水準が

高まったことにより、2007年から増加した。2008年の利息費用は、2008年５月を発行日とする劣後社債およびエクイティ・ユニッ

トに対する利息を含む。
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再編費用およびこれに関連する資産減損その他費用

 

2008年第４四半期にAIGは、連邦政府からの支援を受けた後、組織全体での再編計画を開始した。AIGは、2009年を通じて、当該計画

を引続き発展および調整した。当該計画の実施に関連し、AIGは、退職費用1.63億ドル、契約解除費用5,300万ドル、資産の評価損

1.29億ドル、その他の出口戦略のための費用4.39億ドルおよび分離費用6.02億ドルから構成される再編および分離費用14億ドル

を計上した。

 

その他の出口戦略のための費用には、主に（i）処分活動、（ii）NY連銀よび米国財務省とのAIG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、2009年における、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、5.03億ドルが含まれている。当該雇用維持計画に基づく報奨は2008年に

付与され、2008年から2011年までの将来の役務提供期間にわたり一定の割合で費用として発生する。上記の2008年雇用維持計画

に関連して発生すると予想される総額は、11億ドルである。AIGは2008年および2009年において従業員に当該計画に基づく支払い

を実施し、2009年から2011年にわたり、更なる支払いの実施を予定している。最終的な額は権利消滅の影響によりさほど重大では

ないと予測される。

 

2008年雇用維持計画に基づく報告部門別の費用計上額、費用負担予想額および費用負担額合計は、以下のとおりである。

(単位：百万ド

ル）

損害保険

事業

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

米国外生命

保険および

米国外リタ

イヤメント

・サービス

事業

金融サービ

ス
その他 合計

費用計上額:       

2009年12月31

日に終了した

年度

＄122 $56 $95 $173 $57 $503

2008年12月31

日に終了した

年度

83 52 25 288 96 544

再編プラン開始

以降累積額
(a) 205 108 120 461 153 1,047

将来の費用負担

予想額：
      

2010年 2 - 5 - 2 9

2011年 - - 1 - - 1

将来の費用負担

予想額合計
2 - 6 - 2 10

費用負担額合計

(ｂ) $207 $108 $126 $461 $155 $1,057

(a)　金融サービスにおける将来の費用負担予想額の増額をするために、2008年の保有額の支払い開始以降負担された5,100万ド

ルの調整を含む。

(b)　2009年１２月31日現在、支払残余額は3.93億ドルであった。

 

再編および分離費用の総額は、個々の報告期間における、将来の連結損益計算書およびキャッシュ・フローに多大な影響を及ぼ

す可能性がある。
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処分事業からの正味損失

 

非継続事業として認められなかった、2009年中に処分された事業の売却から生じる正味損失を含む。

 

その他費用

 

2009年対2008年

 

2009年のその他費用は、主に特定のポートフォリオ投資の非連結化およびプライベート・バンクであるスイス・バンクの売却の

影響を含む、親会社であるAIGの事業およびその他事業ならびに非中核資産運用事業による補償関連費用の減少により、2008年か

ら減少した。更に、2008年にはのれん減損費用として7.91億ドル計上されたことに対し、主に非中核機関投資家向け資産運用事業

に関連する2009年ののれん減損費用6.12億ドルは、その他事業の部門に反映されている。当該減少は資産運用事業におけるのれ

んの減損の増加により一部相殺された。

 

2008年対2007年

 

2008年のその他費用は、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解体の方向性により発生

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年のれん減損費用7.91億ドルを計上したこ

とにより、2007年から増加した。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。

 

法人所得税（受戻し）

 

2009年対2008年

 

2009年の継続事業における税引前損失に対する実効税率は、13.8％であった。当該実効税率は、主に評価引当および不確定な税持

分の増加（税金控除利息および子会社売却の可能性があることで米国納税義務予測が変動したことにより一部相殺された）に

より、法定税率である35％と差異が生じた。

 

2009年12月31日現在、AIGは評価引当後の正味繰延税金資産59億ドルを報告した。当該正味繰延税金資産には評価引当額237億ド

ルおよび繰延税金負債185億ドルが含まれる。経営陣は、繰延税金資産に対応するために必要であれば導入される（現在はまだ実

行されていない）売却および税金プランニング戦略、ならびに将来の事業収入の見通しを除いた結果、残りの正味繰延税金資産

59億ドルを実現することはできると判断した。

 

2008年対2007年

 

2008年の税引前損失に対する実効税率は8.3％であった。当該実効税率は法定税率である35％を下回ったが、これは将来売却する

米国外事業に帰属する繰延税金費用48億ドル、およびAIGが実現できないと予測する額まで繰延税金資産の資産額を減少するた

めの評価引当金206億ドルから構成される、2008年中に計上した繰延税金費用254億ドルに主に起因する。
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部門別の業績

 

以下の表は、各報告部門の業績を表したものである。

   増（減）率

12月31日に終了した年度

（単位：百万ドル）
2009年 2008年 2007年

2009年対

2008年

2008年対

2007年

収入:  

損害保険事業 ＄35,039 $34,731$41,162 1% (16)%

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
11,366(19,634)18,189 - -

米国外生命保険および米国外リタ

イヤメント・サービス事業
32,937 16,659 31,795 98 (48)

金融サービス 9,576 (31,095)(1,309) - -

その他 9,163 8,449 14,170 8 (40)

連結および処分 (2,077)(2,214) (375) - -

合計 96,004 6,896 103,632 - (93)

正味実現キャピタル・ゲイン（ロ

ス）
 
:

     

損害保険事業 (530) (4,374) (242) - -

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
(3,514)(36,412)(2,735) - -

米国外生命保険および米国外リタ

イヤメント・サービス事業
(1,339)(8,208) (125) - -

金融サービス 55 (498) (100) - -

その他 (1,526)(3,213) (299) - -

合計 (6,854)(52,705)(3,501) - -

税引前利益（損失）
 
:      

損害保険事業 169 (2,451)10,175 - -

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
(1,179)(34,948)3,070 - -

米国外生命保険および米国外リタ

イヤメント・サービス事業
3,221 (3,332) 5,352 - -

金融サービス 517 (40,821)(9,515) - -

その他 (15,769)(23,672)(1,699) - -

連結および処分 (607) (1,304) 751 - -

合計 $(13,648)$(106,528)$8,134 -% -%
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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を引き受けている複合的損害保険会社である。

 

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、損害保険事業の業績を審査するために、法定保険引受事業利益（損失）ではない保険引受事業利益

（損失）を使用している。

 

2009年以降、AIGの主要な業務執行者が資源の分配について決定を下すためおよび業績を審査するためにAIGの事業を見直す方法

に財務報告の記載をより適合できるよう、トランスアトランティック、21stセンチュリーおよびモーゲージ保証保険の業績は、現

在、AIGの「その他」事業に分類されている。これらの業績は、以前は損害保険事業の一部として報告されていた。さらに、HSB

（2009年３月31日に売却された。）の業績についても、以前は企業向け損害保険部門に含まれていたが、現在は、AIGの「その他」

事業に分類されている。また、2009年以降、損害保険の業績には、特定のエクイティ・メソッドを通じての投資により発生するエ

クイティ利益（損失）が含まれている。これは、以前は、AIGの「その他」事業の分類の一部に含まれていたものである。過去の期

間の業績は、現行の計上方法に合わせて修正してある。

 

損害保険事業の業績

 

以下の表は、損害保険事業の業績を示したものである。

  増(減)率

12月31日に終了した年度
(単位：百万ドル)

2009年 2008年 2007年
2009年
対2008

2008年
対2007

保険引受事業業績：      

　　正味収入保険料 $30,664 $35,633 $37,107(14)%(4)%

　　未経過保険料の減（増） 1,610 866 (1,051)86 -

　　正味既経過保険料 32,274 36,499 36,056(12) 1

　　発生保険金および損害調査費 25,367 26,093 22,391(3) 17

　　繰延獲得費用の変動 241 35 (339) - -

　　その他の引受費用 9,262 11,054 8,935(16) 24

　　保険引受事業利益(損失) (2,596) (683) 5,069 - -

正味投資利益 3,295 2,606 5,348 26 (51)

正味実現キャピタル・ロス (530) (4,374) (242) - -

税引前利益(損失) $169 $(2,451) $10,175-% -%

 

損害保険引受事業の業績
 

AIGの損害保険事業の運営にあたり、AIGは、保険引受事業利益を用いた事業業績の分析を行う。保険引受事業利益とは、正味既経

過利益から発生保険金および損害調査費ならびに保険引受費用を差し引いて得られる利益である（繰延獲得費用の変動を含

む。）。
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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。

 

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。

 

損害保険事業の正味収入保険料
 

企業向け損害保険事業による正味収入保険料が、労災、建設、不動産および物流の保険事業に対する経済状況低迷の悪影響から主

に発生する保険対象エクスポージャーにおける軽減を反映したため、2009年における損害保険事業による正味収入保険料は、

2008年に比べて減少した。米国外損害保険事業の正味収入保険料の減少には、2008年におけるブラジル事業の売却、および為替

レートの変動による悪影響が反映された。

 

企業向け損害保険事業による正味収入保険料が、労災保険およびその他災害保険事業の低迷を反映したため、2008年における損

害保険事業による正味収入保険料は、2007年に比べて減少した。これらの低迷は、既存および新規の販売チャンネルを通じた米国

外損害保険の成長および為替レートの変動による正の影響により、大幅に相殺された。

 

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、為替の変動が損害保険の正味収入保険料の成長に及ぼした影響を

示したものである。

12月31日に終了した事業年度 2009年 2008年

元の通貨における減少* (12.5)% (6.0)%

為替の影響分 (1.4) 2.0

米ドル建てで報告された成長率 (13.9)% (4.0)%

＊各事業年度で、同じ為替レートが用いられた。

 

損害保険事業の引受レシオ
 

以下の表は、損害保険に関するGAAPのコンバインド・レシオを示したものである。

12月31日に終了した事業年度 2009年 2008年 2007

損失率 78.6 71.5 62.1

経費率 29.4 30.4 23.8

コンバインド・レシオ 108.0 101.9 85.9
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対2008年比における2009年の損害保険のコンバインド・レシオの増加は、主に以下に起因するものである。

 

・　過去年度の動向により、発生損失が2009年には28億ドル増加し、2008年には発生損失が3,900万ドル減少した。2009年における

過去年度の動向には、主に2002年およびそれ以前の保険事故年度に遡るエクセス保険およびエクセス労災保険（２つのロン

グテール型の事業）に主に関連する企業向け損害保険事業における第４四半期の支払備金強化費用23億ドルが含まれる。

 

・　2009年における企業向け損害保険に関する損失連動保険に関連した有利な変動は、2008年が3.39億ドルであったのに対し、

1.18億ドルと低調であった。かかる有利な変動は、上記の全体の変動額に反映されており、また、既経過保険料の減少により

実質的に相殺されるため、保険引受事業利益に何ら影響を及ぼさない損失連動保険に関連付けられている。

 

・　保険料率の減少による影響および損失傾向の変化。

 

これらの増加は以下により一部相殺された。

 

・　2009年に計上された、2008年の保険事故年度における損失率より1.5ポイント低い2009年の保険事故年度における損失率。か

かるポイント減少は、災害損失が2008年の16億ドルから2009年の5,300万ドルに減少（これは、保険事故年度損失率にして、

4.3ポイントの減少を意味する。）したことに起因する。保険事故年度損失率における当該減少は、金融市場における最近の

破綻および米国外損害保険における金融詐欺的請求に起因する今年度の損失活動における4.12億ドルの増加により、一部相

殺された。2009年における保険事故年度のコンバインド・レシオは、99.2であった。

 

・　2009年における経費率の対2008年比で0.9ポイントの減少。これは主に、HSBの取得以来留まっているのれんの減損額12億ドル

を原因とするものである。

 

2008年における損害保険事業のコンバインド・レシオは、損失率の増加を主な原因として、2007年に比べ増加した。2008年に計上

された2008年の保険事故年度における損失率は、2007年に計上された2007年の保険事故年度における損失率に比べ、7.4ポイント

高かった。災害に関連する損失は、2008年および2007年においてそれぞれ16億ドルおよび2.66億ドルであった。これは、保険事故

年度損失率にして、4.2ポイントの増加を意味する。その他の損害保険についての損失率も、保険料率の減少および損失傾向の変

動を原因として増加した。過去年度からの動向により、発生損失は、2008年において3,900万ドル減少し、2007年において6.57億ド

ル減少した。2008年における経費率は、主にHSBに関連する12億ドルの減損額により、3.3ポイント増加した。

 

損害保険投資事業の業績
 

2009年における損害保険事業の正味投資利益は、5.61億ドルのパートナーシップ投資の利回りの向上を主な原因として、2008年

に比べ増加した。2008年における正味投資利益は、2007年に比べ、主にパートナーシップ投資における発生損失を原因として大幅

に減少した。かかる減少の結果として、パートナーシップからの利回りは前年比で20億ドル減少した。2009年における損害保険事

業の正味実現キャピタル・ロスは、投資における一時的ではない減損が低下したために、2008年に比べ減少した。これは、2008年

の業績には確定利付市場の悪化に伴う大規模な一時的ではない減損が反映されていたためである。
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企業向け損害保険事業の業績
 

以下の表は、企業向け損害保険事業の業績を示したものである。

  増(減)率

12月31日に終了した年度
(単位：百万ドル)

2009年 2008年 2007年
2009年
対2008

2008年
対2007

保険引受事業業績：      

　　正味収入保険料 $18,373 $21,243 $24,056(14)%(12)%

　　未経過保険料の減（増） 1,405 1,169 (349) 20 -

　　正味既経過保険料 19,778 22,412 23,707(12) (5)

　　発生保険金および損害調査費 17,943 18,255 16,148(2) 13

　　繰延獲得費用の変動 230 68 (112) 238 -

　　その他の引受費用 4,171 5,819 4,373(28) 33

　　保険引受事業利益(損失) (2,566) (1,730) 3,298 - -

正味投資利益： 2,790 1,981 3,883 41 (49)

正味実現キャピタル・ロス (679) (3,294) (76) - -

税引前利益(損失) $(455) $(3,043) $7,105 -% -%

 

 

企業向け損害保険引受事業の業績

 

企業向け損害保険の正味収入保険料

 

以下の表は、事業ライン毎の企業向け損害保険の正味収入保険料を示したものである。

  増(減)率

12月31日に終了した年度
(単位：百万ドル)

2009年 2008年 2007年
2009年
対2008

2008年
対2007

損害保険／自動車保険 $3,266 $3,687 $4,241(11)%(13)%

労災保険 2,710 3,491 4,670(22) (25)

財物保険 2,345 2,269 2,130 3 7

経営者責任保険 1,856 2,166 2,469(14) (12)

企業向けアンブレラ保険／エクセス保険 1,738 2,251 2,671(23) (16)

A&H 商品 1,261 1,325 1,216 (5) 9

マルチナショナルP&C 978 950 951 3 -

個人顧客向け保険グループ 926 964 747 (4) 29

プログラム 741 900 906 (18) (1)

ヘルスケア 564 646 720 (13) (10)

環境保険 525 768 863 (32) (11)

航空機保険 219 276 320 (21) (14)

その他 1,244 1,550 2,152(20) (28)

合計 $18,373 $21,243 $24,056(14)%(12)%
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2009年における企業向け損害保険の正味収入保険料は、以下を主な原因として、2008年に比べて減少した。

 

・　料率の低下、雇用水準の低下、競争の激化、価格維持に関する戦略に起因する米国労災保険料の低下

・　建設、不動産および物流ラインの保険事業の低迷（他のラインの保険事業よりも、新規プロジェクトに向けた資本を制限し一

般賠償責任保険および企業向けアンブレラ保険等の保険事業に影響を与えた信用危機による悪影響を受けた。）

・　2009年におけるAIGの不人気による悪影響

 

2008年における企業向け損害保険の正味収入保険料は、労災保険およびその他の損害保険ラインの事業から得られる保険料の低

下を主な原因として、2007年に比べて減少した。その他の損害保険ラインの事業の低迷は、料率の低下ならびに建設および物流産

業における活動の不活発化に起因していた。経営者責任保険ラインや専門職賠償責任保険ラインの事業もまた、2007年に比べ、競

争が激化したために、特に2008年第４四半期において低迷した。

 

企業向け損害保険事業の引受レシオ

 

以下の表は、企業向け損害保険に関するGAAPのコンバインド・レシオを示したものである。

12月31日に終了した事業年度 2009年 2008年 2007

損失率 90.7 81.4 68.1

経費率 22.3 26.3 18.0

コンバインド・レシオ 113.0 107.7 86.1

 

対2008年比における2009年の企業向け損害保険のコンバインド・レシオの増加は、主に以下に起因するものである。

 

・　過去年度の動向により、発生損失が2009年には27億ドル増加し、2008年には2,300万ドル増加した。2009年における過去年度の

動向には、主に2002年およびそれ以前の保険事故年度に遡るエクセス保険およびエクセス労災保険（２つのロングテール型

の事業）に主に関連する企業向け損害保険における第４四半期の支払備金強化費用23億ドルが含まれる。

 

・　2009年における損失連動保険に関連した有利な変動のレベルが2008年に比べ低度であった点。2009年における有利な変動は、

2008年の3.39億ドルに対し、1.18億ドルであった。かかる有利な変動は、既経過保険料の減少により実質的に相殺された損失

連動保険に関連している。

 

・　保険料率の減少による影響および損失傾向の変化

 

これらの増加は以下により一部相殺された。

 

・　2009年に計上された、2008年の保険事故年度の損失率より4.4ポイント低い2009年の保険事故年度の損失率。かかるポイント

減少は、災害損失が2008年の15億ドルから2009年の5,300万ドルに減少（これは6.3ポイントの減少を意味する。）したこと

に起因する。2009年における保険事故年度のコンバインド・レシオは、98.6であった。

 

・　対2008年比における2009年の経費率の4.0ポイントの減少。これはHSBに関連するのれんの減損額12億ドルを主な原因とする

ものである。全体の経費（2008年におけるのれんの償却を除く。）は、変動経費が減少したことにより、2008年に比べて4.52

億ドル（9.8％）減少した。しかし、この額は、より高額な年金および再編費用により一部相殺された。企業向け損害保険事業

が積極的に経費削減を進めているが、経費節約の影響は、正味収入保険料の低下を遅らせる。
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2008年における企業向け損害保険事業のコンバインド・レシオは、2007年に比べ増加した。2008年に計上された2008年の保険事

故年度における損失率は、災害損失に関連する6.6ポイントの効果を含んでおり、また、2007年に計上された2007年の保険事故年

度における損失率に比べ10.8ポイント高かった。過去年度の動向により、発生損失は、2008年において2,300万ドル増加し、2007年

において3.71億ドル減少した。2008年における企業向け損害保険事業の経費率は、上記ののれんの償却を主な原因として、2007年

に比べて増加した。残る増加部分は、正味既経過保険料の減少および事業の統合に起因するものである。

 

企業向け損害保険投資の業績
 

2009年における企業向け損害保険事業の正味投資利益は、パートナーシップ投資に関する利回りが6.91億ドル改善したことを主

な原因として、2008年の比べ増加した。2008年における正味投資利益は、パートナーシップ投資における発生損失を主な原因とし

て、2007年に比べ大幅に減少した。かかる減少の結果として、パートナーシップによる利回りは前年比で18億ドル減少した。

 

2009年における企業向け損害保険事業の正味実現キャピタル・ロスは、投資における一時的ではない減損が低下したために、

2008年に比べ減少した。これは、2008年の業績には確定利付市場の悪化に伴う大規模な一時的ではない減損が反映されていたた

めである。

 

米国外損害保険事業の業績

 

以下の表は、米国外損害保険事業の業績を示したものである。

  増(減)率

12月31日に終了した年度
(単位：百万ドル)

2009年 2008年 2007年
2009年
対2008

2008年
対2007

保険引受事業業績：      

　　正味収入保険料 $12,291 $14,390 $13,051(15)% 10%

　　未経過保険料の減（増） 205 (303) (702) - -

　　正味既経過保険料 12,496 14,087 12,349(11) 14

　　発生保険金および損害調査費 7,424 7,838 6,243 (5) 26

　　繰延獲得費用の変動 11 (33) (227) - -

　　その他の引受費用 5,091 5,235 4,562 (3) 15

　　保険引受事業利益(損失) (30) 1,047 1,771 - (41)

正味投資利益 505 625 1,465(19) (57)

正味実現キャピタル・ゲイン(ロス) 149 (1,080) (166) - -

税引前利益(損失) $624 $592 $3,070 5% (81)%
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米国外損害保険引受事業の業績
 

米国外損害保険事業の正味収入保険料

 

以下の表は、事業ライン（系統）毎の企業向け損害保険の正味収入保険料を示したものである。

  増(減)率

12月31日に終了した年度
(単位：百万ドル)

2009年 2008年 2007年
2009年
対2008

2008年
対2007

A&H 商品 $3,724 $3,907 $3,495(5)% 12%

特殊商品 2,327 2,463 2,166 (6) 14

個人向け商品 2,243 3,169 2,924(29) 8

損害保険商品 1,679 1,968 1,726(15) 14

海上＆エネルギー保険 700 771 694 (9) 11

ロイズ保険 635 623 829 2 (25)

財物保険 530 569 471 (7) 21

航空機保険 261 305 296 (14) 3

その他 192 615 450 (69) 37

合計 $12,291 $14,390 $13,051(15)% 10%

 

2009年における米国外損害保険の正味収入保険料は、以下を主な原因として、2008年に比べ減少した。

 

・　2008年におけるブラジル事業の売却（この要因は、減少の7.3％を占め、主に A&H 商品および個人向け保険事業に影響を与え

た。）

・　為替レートの変更による悪影響（この要因は、減少の3.5％を占めた。）

・　一般的経済状況（新規事業に悪影響を及ぼす一因となった。）

・　2009年におけるAIGの悪評による悪影響

 

2008年における正味収入保険料は、既存および新規の販売チャンネルによる新規事業（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（「WüBa」）の2007年の暮れにおける取得を含む。）に促された企業向けおよび消費者向け保険商品の

成長を主な原因として、2007年に比べ増加した。英国およびヨーロッパにおける企業向け保険ラインの新規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、保険料率の低下により一部相殺された。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。

 

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、為替の変動が米国外損害保険事業の正味収入保険料の成長に及ぼ

した影響を示したものである。

12月31日に終了した事業年度 2009年 2008年

元の通貨における減少* (11.1)% 4.6%

為替の影響分 (3.5) 5.7

米ドル建てで報告された成長率 (14.6)% 10.3%

＊　各事業年度で、同じ為替レートが用いられた。
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米国外損害保険事業の引受レシオ
 

以下の表は、米国外損害保険のコンバインド・レシオを示したものである。

12月31日に終了した事業年度 2009年 2008年 2007

損失率 59.4 55.6 50.6

経費率 40.8 36.9 35.1

コンバインド・レシオ 100.2 92.5 85.7

 

対2008年比における2009年の米国外損害保険のコンバインド・レシオの増加は、主に以下に起因するものである。

 

・　金融市場における最近の混乱および金融詐欺に起因する金融ラインに対する請求の4.12億ドルの増加により生じた損失率の

3.3ポイントの増加。

・　当保険事故年度の損失率および予想損失の増加は、ハリケーンのシーズンが穏やかなものであったために相殺された。一方、

2008年は、ハリケーンのグスタフおよびイケにより自然災害の影響を被った。2009年における保険事故年度のコンバインド

・レシオは、2008年の93.0に対し、100.2であった。

・　2008年に対し、2009年の経費率が増加した点。これは、分離費用、再編費用、不良債権関連経費に関連する特定の費用および年

金費用の増加、ならびに未経過保険料の増加に起因するものである。

 

2008年における損失率は、2007年に比べて増加した。2008年に計上された2008年の保険事故年度における損失率は、2007年に計上

された2007年の保険事故年度に比べて3.2ポイント高かったが、これは主に、料率低下の継続、および低金額の保険金請求の頻度

の増加に起因するものである。過去の保険事故年度における損失の動向により、損失率が1.9ポイント増加した。

 

米国外損害保険投資事業の業績
 

2009年における米国外損害保険事業の正味投資利益は、エクイティ・メソッドを通じた投資による損失および確定利付ポート

フォリオにおける収益の低下（後者は、市況の改善に起因するミューチュアル・ファンド利益の改善により一部相殺された。）

を主な原因として、2008年に比べ減少した。2008年における正味投資利益は、エクイティ市場における業績不振に伴うミューチュ

アル・ファンドおよびパートナーシップの利益の低下を反映して、2007年に比べ減少した。

 

米国外損害保険事業は、2009年第２四半期以降に一時的でない減損に関する新たな会計基準を採用したことにより、2008年には

正味実現キャピタル・ロスを計上したのに対し、2009年には正味実現キャピタル・ゲインを計上した。

 

2008年における正味実現キャピタル・ロスは、2008年の業績が確定利付市場の悪化に伴う大幅な変動を反映したため投資におけ

る一時的でない損害が増加したことにより、2007年に比べ増加した。2007年の実現キャピタル・ゲインおよびロスには、エクイ

ティ・メソッドによる投資に関連する一時的でない減損1.50億ドルが含まれていた。

 

未払いの保険金請求および保険金請求調整費用

 

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）に関する以下の記載は、損害保険事業セグメントにおける企業向け

損害保険および米国外損害保険の両報告ユニットを対象とする支払備金、および売却済み事業および／または非中核事業（AIG

の「その他」事業に計上されたトランスアトランティック、21ｓｔセンチュリーおよびモーゲージ保証保険の報告ユニットから

成る。）に関する支払備金について説明するものである。
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以下の表は、主要な保険事業ライン毎の支払備金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。(a)

12月31日に終了した事業年度

(単位：百万ドル)
2009年 2008年

その他の賠償責任保険発生額 $20,344 $19,773

労災保険 15,200 15,170

その他の賠償責任保険請求額
12,619 13,189

国際保険 12,582 11,786

モーゲージ保証保険／信用保険 5,477 3,137

自動車保険 4,164 5,593

財物保険 3,872 5,201

製造物責任保険 2,414 2,400

傷害・医療保険 1,677 1,451

医療賠償責任保険 1,672 2,210

航空機保険 1,388 1,693

企業向け複合リスク保険 1,081 1,163

身元信用／保証保険 875 1,028

再保険 154 3,102

その他 1,867 2,362

合計(b) $85,386 $89,258

(a)　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。

(b)　2008年12月31日現在の支払備金額からの減少は、主にトランスアトランティックの連結解除に起因するものであった。

 

AIGの支払備金総額は、発生したが未報告である損害（「IBNR」）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しおよび調整が行われる。当該見直しの結果行った調整

は、現在は税引前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。

 

2009年12月31日現在における正味支払備金は、以下に記載する事業の売却を主な原因として、前年末に比べ減少した。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。
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以下の表は、2008年および2007年の各12月31日現在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

（単位：百万ドル）
2009年 2008年

損害保険セグメント：   

　　企業向け損害保険(a) $50,498 $48,896

　　米国外損害保険 12,688 10,853

損害保険合計 63,186 59,749

非中核事業：   

　　トランスアトランティック(b) - 7,349

　　21stセンチュリー(a)(b) - 2,065

　　モーゲージ保証保険 4,713 3,004

　　HSB(b) - 288

非中核事業合計 4,713 12,706

正味支払備金合計 $67,899 $72,455

(a)　2008年12月31日現在の残高は、個人顧客向け保険部門を企業向け保険に再分類するよう修正された。

(b)　トランスアトランティックは、2009年第２四半期中に連結が解除された。また、21stセンチュリーは、2009年第３四半期中に

売却され、HSBは、2009年第１四半期中に売却された。
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支払備金の割引
 

2009年12月31日現在、正味支払備金は、表定および表定外割引を含む26.6億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とおりである：企業向け損害保険部門の労災保険の表定割引

6.69億ドル、企業向け損害保険部門の労災保険の表定外割引19億ドル、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1.30億ドル。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、正味支払備金は、2009年12月31日現在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2009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

(単位：百万ドル)
2009年 2008年 2007年

期首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

為替の影響 1,416 (2,113) 955

買収(a) - - 317

処分(b) (9,657) (269) -

発生した保険損害金および損害調査費用(c)：    

　　当年度 27,359 35,085 30,261

　　過去年度、割引前 2,771 118 (656)

　　過去年度、割引後 313 317 327

発生した保険損害金および損害調査費用 30,443 35,520 29,932

支払った保険損害金および損害調査費用：    

　　当年度 11,082 13,440 9,684

　　過去年度 15,676 16,531 14,862

支払った保険損害金および損害調査費用 26,758 29,971 24,546

期末正味未払保険金請求および保険金請求調整 $67,899 $72,455 $69,288

(a)　2007年におけるWüBa（ヴュルテムベルギッシェン・ウント・バーディシェン保険）の取得に関する開始残高を表示してい

る。
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(b)　トランスアトランティックは、2009年第２四半期中に連結が解除された。また、21stセンチュリーは、2009年第３四半期中に

売却され、HSBは、2009年第１四半期中に売却され、また、ユニバンコは、2008年第４四半期に売却された。

(c)　処分日を通じての処分に関連する額を含む。

 

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

（単位：百万ドル）
2009年 2008年 2007年

過去の保険事故年度における報告ユニット別の推移：    

損害保険セグメント：    

　　企業向け損害保険 $2,749 $23 $(371)

　　米国外損害保険 9 (62) (286)

損害保険合計 2,758 (39) (657)

非中核事業：    

　　トランスアトランティック* (5) (1) 88

　　21stセンチュリー* (17) 87 24

　　モーゲージ保証保険 38 177 (25)

　　HSB* (3) (69) (36)

非中核事業合計 13 194 51

　　アスベスト和解金 - (37) (50)

過去年度、割引増加前 $2,771 $118 $(656)

*　トランスアトランティックは、2009年第２四半期中に連結が解除された。また、21stセンチュリーは、2009年第３四半期中に売

却され、HSBは、2009年第１四半期中に売却された。

 

12月31日に終了した事業年度

(単位：百万ドル)
2009年 2008年 2007年

過去の保険事故年度における主要な事業クラス別の推移：    

　　エクセス賠償責任保険（企業向け損害保険） $1,507 $1,105 $73

　　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）
(39) (430) (305)

　　エクセス労働者災害保険(企業向け損害保険) 956 (12) (14)

　　ヘルスケア(企業向け損害保険) (92) (310) (194)

　　再保険（トランスアトラティック） (5) (1) 88

　　アスベストおよび環境関連(主に企業向け損害保険) 155 51 18

　　その他全て、正味 289 (285) (322)

過去年度、割引増加前 $2,771 $118 $(656)
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12月31日に終了した事業年度

(単位：百万ドル)

暦年

2009年 2008年 2007年

過去の保険事故年度における保険事故年度別の変動：  

保険事故年度    

　　2008 $289   

　　2007 (57) $(370)  

　　2006 (91) (590) $(1,248)

　　2005 18 (455) (446)

　　2004 182 (335) (428)

　　2003 73 200 37

　　2002 126 176 234

　　2001 316 238 263

　　2000 356 341 321

　　1999およびそれ以前 1,559 913 611

過去年度、割引増加前 $2,771 $118 $(656)

 

AIGは過去の保険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、各事業クラス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、ある事業クラス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事業クラス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、その事業クラス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、当該事業クラス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、2009年に各事業クラスのために、2009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。

 

2009年の正味損失の変動
 

2009年における損害保険事業の正味損失（支払備金の割引の増加による3.13億ドルを除く。）は、以下の不利な変動を原因とし

て、過去の保険事故年度に比べて約27.6億ドル不利に変動した。

 

・　2006年以前の保険事故年度に関連する企業向け損害保険のうちエクセス賠償責任保険事業に関する15.1億ドル。かかる不利

な変動は、2002年以前の保険事故年度における損失発生が継続していること、および2004年の保険事故年度から2006年の保

険事故年度にかけて当該事業クラスにおけるそれまでの損失発生パターンを大幅に超える程度に損失発生が拡大したこと

に主に起因するものであり、その結果として、AIGは、エクセス賠償責任保険事業における損失変動の見積りを増加させた。

・　企業向け損害保険のうちエクセス労災保険事業に関する9.56億ドル。2009年において、企業向け損害保険は、1999年以前の保

険事故年度における損失の発生を経験した。かかる変動に対し、AIGは、保険数理の研究を行い、各保険金請求に関する予想最

大コストのAIGのクレーム・スタッフによる見積りからわかる動向パターンを分析した。この分析の結果、AIGは、ロングテー

ル型の事業クラスに関する損失変動の見積りを増加させた。

・　2002年およびそれ以前の保険事故年度に遡るアスベスト請求に関する動向1.51億ドル（主に企業向け損害保険事業に関連す

る。）
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非中核事業を含む2009年の保険事故年度のAIGの合計正味損失は、過去保険事故年度に比べて約28億ドル不利に変動した。モー

ゲージ保証保険事業は、主に国際保険事業に関連して、不利な変動全体の約3,800万ドルを占めた。

 

2008年の正味損失の変動
 

2008年における損害保険事業の正味損失は、過去の保険事故年度と比較して約3,900万ドル有利に変動した。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年における損害保険事業の正味支払保険金は、過去の保険事故年度と比較して約

3.00億ドル不利に変動した。全体的としては有利な変動約3,900万ドルとなったが、以下の不利な変動が含まれている。

 

・　企業向け損害保険事業のうち、以下を反映したエクセス賠償責任保険事業における11億ドル

・　2002年以前、ならびに2003年および2004年（2002年以前よりも比較的低い程度）の各保険事故年度における予想を超える

損失発生

・　2000年以前の保険事故年度に遡る企業向け損害保険部門に属する主にエクセス賠償責任保険事業に対するガソリン添加剤

であるMTBEに関する請求に関連する2.00億ドル

・　欠陥建築、製品の総合および医薬品関連のエクスポージャーの依然とした潜在的な請求の発生、ならびに予想を上回る損害

活動

 

エクセス賠償責任保険事業に関する不利な変動は、以下の有利な変動により相殺された。

 

・　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6.60億ドル

・　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事業に属する金融サービス部門からの4.30億

ドル

 

損失連動保険事業における3.39億ドルの有利な変動は、労災保険を含む他の事業クラスからの不利な変動および再保険の振替お

よびアスベストに関連する支払備金により相殺された。

 

非中核事業を含む、2008年の保険事故年度のAIGの合計正味損失は、過去保険事故年度に比べて1.18億ドル不利に変動した。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。

 

2007年の正味損失の変動
 

2007年における損害保険事業の正味損失は、過去の保険事故年度と比較して約6.57億ドル有利に変動した。この変動金額は、支払

備金約3.27億ドルの割引の増加を除いている。全体的な有利な変動6.57億ドルは、以下の有利な変動で構成された。

 

・　企業向け損害保険事業のうち役員賠償責任保険および関連経営者責任保険保険に関する3.05億ドル

・　主に金融ラインおよびエクセス賠償責任保険ラインに関連する米国外損害保険事業に関する2.86億ドル

・　企業向け損害保険のうちヘルスケア保険事業に関する1.94億ドル

 

AIGの多くの事業クラスは、2007年においても、2004の保険事故年度から2006の保険事故年度にかけての有利な変動を経験した。
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かかる有利な変動は、以下の不利な変動に一部相殺された。

 

・　企業向け損害保険事業のうち、労災保険からの3.00億ドル

・　企業向け損害保険のうち、エクセス賠償責任保険に関する7,300万ドル

 

非中核事業を含む、2007年の保険事故年度AIGの合計正味損失は、過去保険事故年度に比べて6.56億ドル有利に変動した。非中核

事業の過去保険事故年度における変動には、トランスアトランティックに起因する8,800万ドルの不利な変動、およびモーゲージ

保証保険に起因する2,500万ドルの有利な変動が含まれる。

 

事業クラス別の正味損失の変動
 

以下では、2009年、2008年および2007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。

 

エクセス賠償責任保険事業：　この事業部門の支払備金は、2007年のわずかな不利な変動の後、2009年および2008年は大幅に不利

に変動した。ただし、2002年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。2007年から2009年に亘る不利な

変動が生じたその他の要因は、1998年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年から2006年の保険事故年度に対しても変動が生

じている。2009年において、過去の保険事故年度における変動の大部分は、当該事業クラスに関するこれまでの平均を大幅に上回

る損失の発生に起因するものであった。

 

2009年末の支払備金見直しの際、AIGは、予想を大幅に上回る損失発生に応じ、様々な損失変動の見積りに基づくエクセス賠償責

任についての表示支払備金を見直した。こうした見積りの対象は、長期的な損失変動平均値（当該クラスに関する過去のデータ

をすべてまたはほとんどすべて利用して算出）から短期的な平均値（直近３から５暦年の損失変動のみを利用して算出）に及

んだ。AIGは直近暦年の経験をより重視したため、2009年末の支払備金見直しにおいてはより非常に大きな損失変動要因が見積も

られた。この損失変動見積りの変更により、2006年以前の保険事故年度におけるエクセス賠償責任保険の支払備金は、約8.15億ド

ル増加した。さらに、上記のより非常に大きな損失変動要因の採用に合わせて、AIGは、別途見直される商品全般関連請求に関する

発生損失の変動要因により大きな重点を置いた。この結果、主に2000年以前の保険事故年度における支払備金が約1.95億ドル増

加した。商品全般に関する損失変動に関する2008年の見直しにおいて、商品全般関連請求に関する発生損失の変動要因について

は部分的な信用性しか与えられなかった。最後に、AIGのクレーム・スタッフは、会計上、欠陥建築関連請求への重要なエクスポー

ジャーに関して、見直しを更新した。この結果、約6,500万ドルの増加が生じた。
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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7,500万ドルの支払備金を追加で増強した。2007年および2008年における商品全般

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の保険数理人は商品全般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1,000万ドルを設定した。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。

 

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7,500万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、潜在的なエクス

ポージャーに関連するものである。

 

上記表のとおり、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。

 

エクセス労働者災害保険事業：　2007年および2008年の２年間にわずかな変動があった後、AIGは、2009年中、当該事業クラスにお

いて大幅な不利な変動を経験した。エクセス労災保険事業は、非常にテールの長い事業クラスであり、損失の発生は数十年に渡

る。満期の保険事故年度について、AIGは、当該事業クラスの損失変動要因を決定する際に参考となるようAIGのクレーム・スタッ

フが提供する請求金予想を利用する。

 

2009年末の支払備金の見直しの際、AIGは、当該事業クラスに関する損失変動の見積りを増加させた。その結果、支払備金が約9.25

億ドル増加した。増加した損失変動見積りは、AIGが1999年以前の保険事故年度における損失の発生に応じて行なった更なる保険

数理研究に基づくものである。かかる研究は、各請求にかかる予想最大コストに関するAIGのクレーム・スタッフによる見積りか

らわかる変動パターンを分析するものであった。2008年末および2007年末の支払備金見直しに際し、重要な見積りの変更はな

かった。
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役員賠償責任保険および関連経営者責任保険事業：　AIGは、2007年および2008年において大幅な有利な変動があった後、2009年

においては比較的わずかな有利な変動のみを経験した。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。2009年の支

払備金は2008年の保険事故年度に対し不利に変動した。しかし、これは、より以前の保険事故年度、特に2004年から2007年にかけ

て続いた有利な変動により相殺された。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。

 

2009年末の支払備金の見直しの際、AIGの保険数理人は、2007年以前の保険事故年度における有利な変動、および2008年の保険事

故年度における不利な変動を勘案した。AIGのクレーム・スタッフによる過去数年に及ぶグラウンドアップ請求予想に見られる

有利な変動の発生に応じ、AIGは、2009年の保険事故年度における損失率の算定において、2008年の保険事故年度の予想以上に高

い初期請求予想、および請求予想に関するそれ以前の保険事故年度の有利な変動の両方を勘案した。

 

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。

 

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。

 

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。

 

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

 93/806



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、2007年および2009年は緩やかに有利な変動をもたら

し、2008年には大幅に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。2009年末の支払備金見直しに際し、重要な見積りの変更

はなかった。

 

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ショートテール型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ロングテール型

の賠償責任保険である。

 

ショートテール型の賠償責任保険の支払備金
 

財物保険のようなショートテール型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。

 

ロングテール型の賠償責任保険の支払備金
 

ロングテール型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。ロングテール型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が計上しているロングテール型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。ロングテール型の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。ロングテール型

の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。比較的テールの長い保険には、通常以

下に関する保険数理上の見積りが行われる。
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・　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、2009年末の支払備金分析についてならば2009年の保険事故年度の予測損害率)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。ロングテール型の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。

 

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４四半期中に完了する。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、支払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、通常支払備金の保険数理

上主要な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主要な見積りの合計額は、その子会社の全体的な保

険数理上の支払備金の主要な見積りを導き出す。実際の支払備金が決定される最終的な手続では、保険数理上主要な内部見積り

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、保険金支払請求処理方法の変化、ならびに主要事業のクラスについて定期的に実施される第三者に

よる保険数理上の審査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。
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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がロングテール型保険事業の大部分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1,000万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、７00万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1,000万ドルに乗じられ、未

報告損害見積額は630万ドルとなる。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100万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、730万ドルになる

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、７00万ドルになる。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100万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1,000万ドルと予想する。
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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年の保険事故年度につ

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テールが比較的短いことから、主要なアンブレラ保険およびその

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、テールが比較的短いことから、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

2009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。2009年末の支払備金の見直し時には、2008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１年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の規模が最近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、非常にテールの長い保険であり、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のクレーム・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、テールが非常に長いという性質を持ち、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１年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。
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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、またその

３年の中で直近の１年の保険事故年度以外の全ての保険事故年度ではある程度の重点を置く。エクセス補償では、直近の３年の

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おいては、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、それほど長いテールを有するものではないが、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１年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１年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は通常ショートテール型の保険種目と同じ方法を採用している。
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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。

 

モーゲージ保証保険の損害および損害調整費用は、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。モーゲージ保証保険の損害および損害調整費用

は、住宅価格の低迷および失業率の上昇など、特に金融市場における混乱に伴うマクロ経済的な事情による悪影響を受けた。これ

らのマクロ経済的な事情が不利または有利に変動するため、最終的な損害および損害調整費用を決定するためには、高度な判断

が要求される。こうしたマクロ経済的な悪影響に対応するため、モーゲージ保証保険事業は、2009年下半期中、自身の損失軽減オ

ペレーションおよび請求支払オペレーションに多くの資源を追加投資した。当該事業部門は、詐欺的請求、引受ガイドライン違反

およびその他の契約違反の増加（主に2006年および2007年の事業ブロックに関連するもの）を経験した。こうした保険契約違反

は、結果、2009年第４四半期におけるローン解約の増加および請求拒否の増加（総称して「解約等」）を招いた。モーゲージ保証

保険事業において、2009年第４四半期中、第一順位抵当事業についての請求1.37億ドルについて解約等を行った。第二順位抵当に

関する解約等は、主に、各々のストップ・ロス・リミットに達した保険契約に関連する請求についてのものである。2009年におけ

るモーゲージ保証保険事業について、上記の解約等の増加に起因する予想損失および予想損害調整費用に対する重要な変更はな

かった。モーゲージ保証保険事業において、上記の解約等の増加が2010年にも継続するものと予想されているが、当該解約等によ

る財政的影響は合理的に予測することができない。AIGは、現在延滞しているローンに対して適切で、かつ業界の慣行に合致した

支払備金を設定したと考える。

 

ショートテール型保険：　AIGは、財物保証などショートテール型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セグメントにより引き受けられる事業には、ロングテール型およびショートテール

型両種類の保険が含まれる。ロングテール型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、ショートテール型であり、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。
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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。

 

異常災害損失保険：　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
 

前述のとおり、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ロングテール型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2009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。

 

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、2009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５％からプラス15％の範囲、あるいは2009年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22億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。ロングテール型の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。
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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、2009年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8.2％低く、または約8.0％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8.2％または8.0％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13億ドル減少し、高く変動したときは約12億ドル増加する。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、ロングテール型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、2009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2009年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、あくまで逸脱が合理的に予想される範囲であることには注意

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、2009年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％低く、ま

たは約６％高い範囲で変動する可能性が合理的に予想されると判断した。損害変動要素が各４％または６％変動した場合、正味

保険金および支払備金に約2.00億ドルの減少または約3.00億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

前述したとおり、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４％または６％にとどまる保証はない。

 

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、2009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、プラスまたはマイナス

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3.00億ドルの増加または2.00億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。
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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、テールの非常に長い保険で

あり、損害変動要素のテールに対する適切な損害変動要素について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、および当該事業クラスのテールにおける損害変動要素を選択する際に参考となるグラ

ウンドアップ請求予想の過去数年に及ぶ変動を評価した結果、AIGは、エクセス労働者災害保険における実際の損害変動は、約

8.00億ドル以下の増加または約13億ドル以下の減少が発生する可能性が合理的に考えられると判断した。この保険種目は、他の

保険よりもテールが非常に長いために、実際の損害変動のテールは場合によっては、予想よりも大きく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、ロングテール型の保険であ

り、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、2009

年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3.5％からプラス約9.1％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3.5％または9.1％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25億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、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、各報告期間における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年よりも前に設置している。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、和解および場合によっては訴訟を通じて積

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。

 

2009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2008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。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、AIGが被告となっている800件近いア

スベスト訴訟において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けた保険金請求の全体の95％超を占めた。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。前述のとおり、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。これらの金額は再保険回収可能として表示された額から控除された。2009年末の分析には、2005年に初めて完

了し、その後の各年において更新された、再保険の回収可能性の包括的な分析が反映されている。2009年の見直しに基づく予想未

報告損害額が相当程度存在した全てのアスベスト関係の計算は、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、アスベストおよび環境関連として表示された支払備金の、トップダウン報告年度の予想および市場シェアの予想を完

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のこれらのテストでは、2009年まで報告された実際の損害および当該請求につき将来起こると見込まれる損

害発生に基づき、2010年から2026年までの向こう17年の将来の予想請求額が見積もられる。これらのテストでは、より楽観的な仮

定からより保守的な仮定までに及ぶ、一連の仮定を想定した３つの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（すなわち、IBNR）の環境関

連の予想請求額は、向こう７年、つまり2016年まで予想が立てられている。

 

2009年末、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3.00億ドル増加し、アスベストについての正味支払備金を7,500万ドル増加した。さらに、2009

年中、主に数件の大規模アスベスト会計に起因するアスベストにかかる一定程度不利な金額の損害変動が反映された。

 

2009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、支払備金の純額の軽微な調整が認識された。
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以下の表は、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を示

すものである。

12月31日現在または12月31日に

終了した年度中
2009年  2008年  2007年

(単位：百万ドル) 総額 純額  総額 純額  総額 純額

アスベスト：         

　期首未払保険金請求および保険金請求調整 $3,443$1,200 $3,864$1,454 $4,523$1,889

　処分(a) (84) (21) - - - -

　発生した保険損害金および損害調査費用

(b)
482 151 273 53 96 5

　支払った保険損害金および損害調査費用

(b)
(605)(179) (694)(307) (755)(440)

　期末未払保険金請求および保険金請求調整
$3,236$1,151 $3,443$1,200 $3,864$1,454

環境関連：         

　期首未払保険金請求および保険金請求調整 $417 $194 $515 $237 $629 $290

　処分(a) (37) (7) - - - -

　発生した保険損害金および損害調査費用

(b)
2 4 (44) (2) 10 13

　支払った保険損害金および損害調査費用

(b)
(44) (32) (54) (41) (124) (66)

　期末未払保険金請求および保険金請求調整
$338 $159 $417 $194 $515 $237

合計：         

　期首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

　処分(a) (121) (28) - - - -

　発生した保険損害金および損害調査費用

(b)
484 155 229 51 106 18

　支払った保険損害金および損害調査費用

(b)
(649)(211) (748)(348) (879)(506)

　期末未払保険金請求および保険金請求調整
$3,574$1,310 $3,860$1,394 $4,379$1,691

(a)　トランスアトランティック（2009年第２四半期中に連結解除された。）に関する支払備金および21stセンチュリー（2009年

第３四半期中に売却された。）に関する支払備金を含む。

(b)　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。

 

AIGが請求発生時ベースで引き受けている現在の環境関連保険については、上記の表から排除されている。
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以下の表は、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見積りの概要を個別ベースと合計ベースで示したものである。

12月31日現在 2009年  2008年  2007年

(単位：百万ドル) 総額 純額  総額 純額  総額 純額

アスベスト $2,072$863 $2,301$939 $2,701$1,145

環境関連 161 71 249 99 325 131

合計 $2,233$934 $2,550$1,038 $3,026$1,276

 

以下の表は、アスベストおよび環境関連請求の内容についての概要を示したものである。

  

12月31日現在

または12月31

日に終了した

事業年度中

2009年  2008年  2007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 5,7806,67412,454 6,5637,65214,215 6,8789,44216,320

期 中 請 求 件

数：
           

　新規受付 615 983 1,598 639 1,0651,704 656 937 1,593

　支払済 (243)(215)(458) (219)(207)(426) (150)(179)(329)

　却下またはそ

の他解決等
(735)(1,448)(2,183) (1,203)(1,836)(3,039) (821)(2,548)(3,369)

期末請求件数 5,4175,99411,411 5,7806,67412,454 6,5637,65214,215

 

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、2009年、2008年および2007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。2009年12月31日現在のアスベスト総額に関するサバイバル・

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、2008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、2007年および2008年における複数の特

定の有利な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、2009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0.9年および約1.9年短縮し、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、また、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。また前述のとおり、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。
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以下の表は、３年間の平均支払額に基づいて算出された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・レシオを個

別ベースと合計ベースで示したものである。

12月31日に終了した事業年度 総額 純額

2009年   

サバイバル・レシオ：   

　アスベスト 4.7 3.7

　環境関連 4.5 3.5

　合計 4.7 3.7

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

 

前へ　　　次へ
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米国内生命保険事業およびリタイヤメント・サービス事業

 

サンアメリカ・ファイナンシャルグループとして経営するAIGの国内生命保険およびリタイヤメント・サービス事業部門は、ア

メリカン・ジェネラル、AGLA、VALIC、ウェスタン・ナショナル、サンアメリカ・リタイヤメント・マーケッツ、サンアメリカ・

ミューチュアル・ファンズ、サンアメリカ・アフォーダブル・ハウジング・パートナーズ、FSCセキュリティーズ、ロイヤル・ア

ライアンスおよびセージポイント・ファイナンシャルのブランドで商品およびサービスを販売するいくつかの生命保険および

リタイヤメント・サービス事業で構成されている。この事業は、（国および地方の）銀行および独立したブローカー・ディー

ラーならびにキャリア金融アドバイザー、大口生命保険ブローカー、保険代理店および直販サービスなどの確立されたマルチ

チャネルの販売網を通して、生命保険、リタイヤメント・セービング商品および保証付収益ソリューションの包括的な商品を提

供している。

 

AIGの米国内生命保険事業は、例えば個人定期保険およびユニバーサル生命保険ならびに団体生命医療保険などの多様な保護商

品を提供している。また、米国内生命保険事業は、様々な給付型年金保険を提供しており、これらには、保険料一括払年金、仕組型

保険および一括給付年金も含まれる。国内リタイヤメント・サービス事業は、団体年金商品ならびに個人定額および変額年金を

提供している。過去に取得された特定のクローズド・ブックおよび現在は解約されたその他の固定および変額年金ブロックは、

「ランオフ」年金として報告されている。国内リタイヤメント・サービス事業はまた、機関市場において2006年以前に引き受け

られた（または発行された）保証付き投資契約（「GICｓ」）のランオフ・ブロックを保持している。

 

米国内生命保険およびリタイヤメント・サービス事業を管理する際、AIGは、各事業の正味実現キャピタル・ゲイン（ロス）考慮

前税引前利益（損失）を用いて業績を分析している。正味実現キャピタル・ゲイン（ロス）考慮前税引前利益（損失）は、米国

GAAPに従って決定された税引前利益の代替ではない。しかし、AIGは正味実現キャピタル・ゲイン（ロス）考慮前税引前利益（損

失）の表示は、現行の米国内生命保険およびリタイヤメント・サービス事業活動の収益性の理解を高めると信じている。税引前

利益の調整は、下記の表に示されている。

 

AIGの主要な業務執行意思決定者が原資の分配について決定を下すためおよび業績を審査するために事業を見直す方法に財務報

告の記載をより適合させるため、2009年初めからは、資産運用部門において以前報告された特定のブローカレッジ・サービス、

ミューチュアル・ファンド、GICおよびその他の資産運用事業の業績が米国内生命保険およびリタイヤメント・サービス事業に

含まれることになった。残存の資産運用事業がAIGのその他の事業部門に含まれるようになった。過去の期間における金額は当期

の表示に合わせて修正されている。
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米国内生命保険およびリタイヤメント・サービス事業の業績

 

以下の表は、米国内生命保険およびリタイヤメント・サービス事業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

（単位：百万ドル）
2009年 2008年 2007年

増（減）率

2009年対

2008年

2008年対

2007年

　　保険料およびその他報酬 $5,327 $7,644 $7,342 (30)% 4%

　　正味投資利益 9,553 9,134 13,582 5 (33)

　　発生した保険給付金および

保険金請求
9,097 11,535 11,572 (21) -

　　保険契約獲得費用およびそ

の他の保険費用
3,448 3,779 3,547 (9) 7

正味実現キャピタル・ロス考

慮前税引前利益
2,335 1,464 5,805 59 (75)

正味実現キャピタル・ロス (3,514)(36,412)(2,735) - -

税引前利益（損失） $(1,179)$(34,948)$3,070 -% -%

 

2009年対2008年
 

2009年の米国内生命保険およびリタイヤメント・サービス事業は、2008年に比べ、主に以下の原因により正味実現キャピタル・

ロス考慮前税引前利益の増加を計上した。

 

・　パートナーシップ収益の増加（2008年の12億ドルの損失に対し、2009年における2.64億ドルの収益）による正味投資利益の

増加の他、ML IIにおける評価調整の比較的小さな損失は、投資投資ポートフォリオの高度な流動性による悪影響により相殺

された。

・　2008年に比べ11億ドル減少した2009年ののれんの減損費用

・　団体リタイヤメント商品および個人変額年金商品の長期成長率の仮定における減少および個人定額年金にかかる予想解約率

の増加に起因する、2008年における15億ドルのDACおよびSIA費用ならびに関連する支払備金に対し、2009年における米国内

リタイヤメント・サービス事業のDACおよびSIA費用ならびに関連する支払備金の6.01億ドルの増強

 

これらの改善は、2008年の25億ドルに対し、2009年における1.08億ドルの正味実現キャピタル・ロスに関連したDACおよび販売促

進資産（「SIA」）からの利益により一部相殺された。

 

2009年の米国内生命保険およびリタイヤメント・サービスの税引前損失の2008年と比較したところの減少は、主に2009年におけ

る一時的ではない減損の大幅な減少による正味実現キャピタル・ロスの減少を反映した。

 

2008年対2007年
 

2008年の米国内生命保険およびリタイヤメント・サービス事業は、2007年に比べ、主に以下の原因により正味実現キャピタル・

ロス考慮前税引前利益（損失）の大幅な減少を計上した。

 

・　エクイティ市場の減退に起因する米国内リタイヤメント・サービス事業のDACおよびSIA費用ならびに関連する支払備金の15

億ドルの増強、2008年９月中旬以降のAIGの流動性問題に起因する解約の大幅な増加

・　2008年における米国内生命保険およびリタイヤメント・サービス会社ののれんの減損費用12億ドル
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・　2008年のパートナーシップからの損失に起因する比較的小さな正味投資利益、利回り強化利益の減少および短期投資の増加

により全体的に低下した投資利回り

 

これらの減少は、200７年の2.15億ドルに対し、2008年における25億ドルの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1.08億ドルにより一部相殺された。

 

2008年の米国内生命保険およびリタイヤメント・サービスの税引前損失は、2008年における主に一時的ではない減損の大幅な減

少に起因する、2007年に比べ高い正味実現キャピタル・ロスの減少を反映した。

 

米国内生命保険の業績
 

以下の表は、米国内生命保険事業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

（単位：百万ドル）
2009年 2008年 2007年

増（減）率

2009年対

2008年

2008年対

2007年

　　保険料およびその他報酬 $4,252 $6,248 $5,836 (32)% 7%

　　正味投資利益 3,819 3,823 4,019 - (5)

　　発生した保険給付金および

保険金請求
5,026 6,862 6,599 (27) 4

　　保険契約獲得費用およびそ

の他の保険費用
1,714 1,885 1,816 (9) 4

正味実現キャピタル・ロス考

慮前税引前利益
1,331 1,324 1,440 1 (8)

正味実現キャピタル・ロス (712) (11,554) (796) - -

税引前利益（損失） $619 $(10,230) $644 -% -%

 

2009年対2008年
 

2009年の米国内生命保険事業の保険料およびその他の報酬は、主に給付型年金商品の売上げの減少により2008年に比べ20億ドル

減少し、同様に、発生した保険給付金および保険金請求は、2009年４月１日付けのAIGライフ・カナダの売却により18億ドル減少

した。保険契約獲得費用およびその他の保険費用は、経費の削減により減少し、主に再編費用の増加により一部相殺された。

 

2009年の米国内生命保険事業の正味実現キャピタル・ロス考慮前税引前利益は、主に以下の原因により2008年に比べわずかに増

加した。

 

・　ML IIにおける投資の公正価値の損失の減少に関連する正味投資利益の2008年に比べ4,800万ドルの増加
・　2008年におけるのれんの減損費用4.03億ドル
・　2009年の生命保険における死亡率からの有利な影響
 
当該増加は、以下の要因により一部相殺された。

 

・　短期投資の増加により全体的に低下した投資利回りに起因する正味投資利益の減少およびパートナーシップからの損失の増

加

・　2008年の3.64億ドルに対し、2009年における3,500万ドルの正味実現キャピタル・ロスに関連するDAC費用
・　2008年に比べ2009年の再編費用の3,300万ドルの増加
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・　2008年の未収収入債務の減少、およびその結果発生する正味給付金2,200万ドル

 

2009年の米国内生命保険事業の税引前利益は、2008年の税引前損失と比較して、主に一時的ではない減損費用86億ドルに起因す

る、2009年の正味実現キャピタル・ロスの減少を反映した。2008年における一時的でない減損費用には、2008年12月に終了した

AIGの米国証券貸し出しプログラムに関連した費用55億ドルを含んでいた。

 

2008年対2007年
 

2008年の米国内生命保険事業の保険料およびその他の報酬は、主に給付型年金商品の売上げの増加により増加し、発生した保険

給付金および保険金請求に対応する影響を及ぼした。2007年に比べ増加した、のれんの減損費用および再編費用としての保険契

約獲得費用ならびにその他の保険費用は、主に正味実現キャピタル・ロスに関連するDAC費用のみにより一部相殺された。

 

2008年の米国内生命保険事業の正味実現キャピタル・ロス考慮前税引前利益は、主に以下の原因により2007年に比べわずかに減

少した。

 

・　短期投資の増加により全体的に低下した投資利回りを反映する正味投資利益の減少ならびにパートナーシップおよびコール

およびテンダーからの収入の減少

・　2008年におけるのれんの減損費用4.03億ドル
・　2008年における再編費用

・　2007年における5,200万ドルの費用の減少に比べ2008年における労災保険再保険プログラム関連する保険給付金支払備金の

1,200万ドルの増加

 
当該減少は、以下の要因により一部相殺された。

 

・　現行の対象事業の成長および生命保険における死亡率の有利な影響短期投資の増加により全体的に低下した投資利回りに起

因する正味投資利益の減少およびパートナーシップからの損失の増加

・　2007年の1,300万ドルの利益に比べ、2008年の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
・　2008年の未収収入債務の減少、およびその結果発生する正味給付金2,200万ドル
・　2007年の給付型年金支払備金を増加するための調整費用3,000万ドル

 

2008年の米国内生命保険事業の税引前損失は、主に一時的ではない減損費用の2007年に比べ8７億ドルの増加に起因する、正味実

現キャピタル・ロスの増加を反映した。2008年における一時的でない減損費用には、上述のAIGの米国証券貸し出しプログラムに

関連した費用55億ドルを含んでいた。
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米国内生命保険事業の売上げおよび預金高
 

以下の表は、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

（単位：百万ドル）
2009年 2008年 2007年

増（減）率

2009年対

2008年

2008年対

2007年

生命保険      

商品別の定期保険：      

　ユニバーサル生命保険 $53 $167 $230 (68)% (27)%

　変額ユニバーサル生命保険 19 63 55 (70) 15

　定期生命保険 73 210 219 (65) (4)

　終身生命保険およびその他 4 11 9 (64) 22

　　　商品別の定期保険料売上合計 149 451 513 (67) (12)

団体生命/医療 89 121 118 (26) 3

臨時払預金および一括払預金 63 267 426 (76) (37)

　　　生命保険合計 301 839 1,057 (64) (21)

キャリア販売      

商品別：
75 76 80 (1) (5)

　生命保険および傷害医療保険
18 21 18 (14) 17

　定額年金
8 11 16 (27) (31)

　臨時払預金および一括払預金
143 199 116 (28) 72

　　　キャリア販売合計
244 307 230 (21) 33

給付型年金
963 2,893 2,612 (67) 11

個人定額およびランオフ年金
760 930 420 (18) 121

売上および預金高合計
$2,268 4,969 $4,319(54)% 15%

*売却された事業を含む。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。

 
2009年対2008年
 

2009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生命保険料およびAIGライフ・カナダの売上げの

減少により、2008年に比べて大幅に減少した。給付型年金の売上げおよび生命保険料は、主に格付けの低下およびAIGに対する不

利な評判により減少した。

 

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。
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米国内リタイヤメント・サービス事業の業績
 

以下の表は、米国内リタイヤメント・サービス事業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

（単位：百万ドル）
2009年 2008年 2007年

増（減）率

2009年対

2008年

2008年対

2007年

　　保険料およびその他報酬 $1,075 $1,396 $1,506 (23)% (7)%

　　正味投資利益 5,734 5,311 9,563 8 (44)

　　発生した保険給付金および

保険金請求
4,071 4,673 4,973 (13) (6)

　　保険契約獲得費用およびそ

の他の保険費用
1,734 1,894 1,731 (8) 9

正味実現キャピタル・ゲイン

（ロス）考慮前税引前利益
1,004 140 4,365 - (97)

正味実現キャピタル・ロス (2,802)(24,858)(1,939) - -

税引前利益（損失） $(1,798)$(24,718)$2,426 -% -%

 

2009年対2008年
 

2009年の米国内リタイヤメント・サービス事業は、2008年に比べ、主に以下の原因により正味実現キャピタル・ゲイン（ロス）

を含む税引前利益の増加を計上した。

 

・　ML IIにおける経済的持分の公正価値の損失の減少1.03億ドルおよびパートナーシップ収益の増加15億ドル

・　2008年に比べ減少したDACおよびSIA費用および関係する支払備金の増強による8.95億ドル。2009年の費用計上は主に団体リ

タイヤメント商品および個人変額年金商品の長期成長率の仮定における減少、年初における低迷するエクイティ市況および

個人定額年金にかかる予想解約率の増加に起因する。2008年の費用計上は主に、個人変額年金にかかるエクイティ市場の状

況の低迷および全種の商品について予想解約率の上昇に起因する。

・　2008年に比べ減少したのれんの減損費用7.36億ドル

 

当該減少は、以下の要因により一部相殺された。
・　正味実現キャピタル・ロスの減少により2008年に比べ減少した2009年のDACおよびSIAからの利益の減少21億ドル

・　GICおよび定額年金ブロックにおける支払備金および資産の減少に起因する投資利益の減少。GICブロックが「ランオフ」状

態にあるため、AIGは、将来における支払備金および資産の減少を予期している。

・　保険契約口座の平均評価額の減少に関連する報酬収入の減少
 

2009年の米国内リタイヤメント・サービス事業の税引前損失の減少は、2008年と比較して、主に一時的ではない減損費用の減少

181億ドル、AIGの米国証券貸し出しプログラムに関連した取引ロスの減少29億ドルおよび債券およびエクイティ市場の改善によ

る、経済的ヘッジを控除した組込み保険デリバティブ債務の公正価値の変動による収益の増加12億ドルに起因する、正味実現

キャピタル・ロスの減少を反映した。2008年における一時的でない減損費用には、2008年12月に終了したAIGの米国証券貸し出し

プログラムに関連した費用112億ドルを含んでいた。
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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、2007年に比べ、主に以下の原因により正味実現キャピタル・ゲイン（ロス）

の大幅な減少を計上した。

 

・　2007年のパートナーシップ収益20億ドルに比べ減少した2008年のパートナーシップからの損失12億ドルに起因する正味投資

利益、利回りの低い強化利益および短期投資の増加により全体的に低下した投資利回り

・　2008年における、主に予想解約率の増加および低迷するエクイティ市場に起因するDAC費用および関連する支払備金の15億ド

ルの増強

・　2008年におけるのれんの減損費用8.17億ドル

 

これらの費用は、2007年の2.02億ドルの利益に対し、2008年における22億ドルの正味実現キャピタル・ロスに関連するDACおよび

SIAからの利益により一部相殺された。

 

2008年の米国内リタイヤメント・サービス事業の税引前損失の減少は、2007年と比較して、一時的ではない減損費用の増加196億

ドル、AIGの米国証券貸し出しプログラムに関連した取引ロスの増加28億ドルおよび債券およびエクイティ市場の改善による、関

連する経済的ヘッジを控除した組込み保険デリバティブ債務の公正価値の変動による収益の増加8.50億ドルに起因する、正味実

現キャピタル・ロスの増加を反映した。2008年における一時的でない減損費用には、2008年12月に終了したAIGの米国証券貸し出

しプログラムに関連した費用112億ドルを含んでいた。
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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
（単位：百万ドル）

2009年 2008年 2007年

団体リタイヤメント商品     
期首残高 $56,861 $68,109 $64,357 
　　預金－年金 4,856 5,661 5,898 
　　預金－ミューチュアル・ファンド 1,345 1,520 1,633 
　　預金総額 6,201 7,181 7,531 
　　解約およびその他解除 (7,233) (6,693) (6,551) 
　　死亡給付 (275) (246) (262) 
　　正味フロー（アウトフロー） 1,307 242 718 
　　対象投資資産の公正価値の変動、利息込み、
手数料控除後

7,865 (11,490) 3,034 

期末残高 $63,419 $56,861 $68,109 
個人定額年金商品     
期首残高 $48,394 $50,508 $52,685 
　　預金 5,348 7,276 5,085 
　　解約およびその他解除 (6,715) (9,571) (7,565) 
　　死亡給付 (1,700) (1,721) (1,667) 
　　正味フロー（アウトフロー） (3,067) (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

1,875 1,902 1,970 

期末残高 $47,202 $48,394 $50,508 
個人変額年金商品     
期首残高 $23,593 $33,108 $31,093 
　　預金 891 3,455 4,472 
　　解約およびその他解除 (2,667) (4,240) (4,158) 
　　死亡給付 (404) (480) (497) 
　　正味フロー（アウトフロー） (2,180) (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

3,224 (8,250) 2,198 

期末残高 $24,637 $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 $128,848 $151,725 $148,135 
　　預金 12,440 17,912 17,088 
　　解約およびその他解除 (16,615) (20,504) (18,274) 
　　死亡給付 (2,379) (2,447) (2,426) 
　　正味フロー（アウトフロー） (6,554) (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

12,964 (17,838) 7,202 

　　期末残高－ランオフを除く 135,258 128,848 151,725 
　　個人年金－ランオフ 4,637 5,079 5,690 
　　GIC－ランオフ 8,536 14,608 24,890 
期末残高 $148,431 $148,535 $182,305 
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 $94,912 $103,748 $113,691 
　　個別勘定支払備金 45,444 38,499 60,461 
一般および個別勘定支払備金合計 140,356 142,247 174,152 
　　団体リタイヤメントミューチュアル・ファ
ンド

8,075 6,288 8,153 

支払備金およびミューチュアル・ファンド合
計

$148,431 $148,535 $182,305 

 

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

116/806



2009年対2008年

 
預金高は、AIGの格付の低下および継続しているAIGに対する不利な評判により悪影響を受けた。個人変額年金商品の2008年に比

べ2009年の減少は、業界出来高の全般的な低迷にも起因する。個人定額および変額年金商品の売り上げはAIGの問題の影響による

特定の販売機関での商品の一時的な販売の停止により減少した。しかし、2009年の下半期において、個人定額年金預金は主に保証

商品に対する需要の増加および以前販売を一時的に停止していた特定の金融機関における販売の再開により減少した。

 

2009年の団体リタイヤメント商品の解約およびその他解除は、主に団体解約の増加のため減少した。しかし、個人定額年金および

個人変額年金に関して、解約率および解除は増加した。

 

2008年対2007年
 

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の格下げおよびエクイティ市場が引続き脆弱であるため減少した。

 

2008年の全３商品における団体リタイヤメント商品および個人年金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。

 

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

（単位：百万ドル）
団体リタイヤメント商品* 個人定額年金 個人変額年金

2009年    

　　解約料なし $47,854 $11,444 $11,161

　　0%　－　2% 1,509 3,054 4,094

　　2%超　－　4% 1,918 5,635 2,066

　　4%超 3,213 23,885 6,758

　　解約不可 850 3,184 558

支払備金合計
$55,344 $47,202 $24,637

解約率
12.3% 14.4% 12.1%

2008年    

　　解約料なし $43,797 $10,287 $8,594

　　0%超　－　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%

＊2009年および2008年のミューチュアル・ファンドそれぞれ81億ドルおよび63億ドルを除く。
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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

 
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。

 

米国外生命保険およびリタイヤメント・サービス事業を管理する際、AIGは、正味実現キャピタル・ゲイン（ロス）考慮前税引前

利益（損失）を用いて各事業の営業パフォーマンスを分析している。正味実現キャピタル・ゲイン（ロス）考慮前税引前利益

（損失）は、米国GAAPに従って決定された税引前利益を代替するものではない。しかし、AIGは正味実現キャピタル・ゲイン（ロ

ス）考慮前税引前利益（損失）の表示は、現行の事業活動の収益性を取り上げることにより現行の米国外生命保険およびリタイ

ヤメント・サービス事業の業績の理解を高めると信じている。税引前利益の調整は、下記の表に示されている。

 

2009年以降、AIGの主要な業務執行者が資源の分配について決定を下すためおよび業績を審査するためにAIGの事業

を見直す方法に財務報告の記載をより適合できるよう、米国外生命保険およびリタイヤメント・サービスの業績に、AIGの

その他の事業部門に以前含まれていた特定の持分法によるエクイティ収入（損失）が含まれることになった。過去の期間におけ

る金額は当期の表示に合わせて修正されている。
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米国外生命保険およびリタイヤメント・サービス事業の業績

 

以下の表は、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を示したものである。

12月31日に終了した事業年度

（単位：百万ドル）
2009年 2008年 2007年

増（減）率

2009年対

2008年

2008年対

2007年

日本およびその他：      

　　保険料およびその他報酬 $13,473 $14,513 $12,387 (7)% 17%

　　正味投資利益 6,230 981 6,084 - (84)

　　発生した保険給付金および

保険金請求
11,464 7,115 11,097 61 (36)

　　保険契約獲得費用およびそ

の他の保険費用
5,183 5,372 4,035 (4) 33

正味実現キャピタル・ロス考

慮前税引前利益
3,056 3,007 3,339 2 (10)

正味実現キャピタル・ロス (1,756) (5,693) (294) - -

税引前利益（損失） $1,300 $(2,686) $3,045 -% -%

アジア：      

　　保険料およびその他報酬 $9,301 $10,197 $9,349 (9)% 9%

　　正味投資利益 5,272 (824) 4,100 - -

　　発生した保険給付金および

保険金請求
10,461 4,484 9,856 133 (55)

　　保険契約獲得費用およびそ

の他の保険費用
2,608 3,020 1,455 (14) 108

正味実現キャピタル・ロス考

慮前税引前利益
1,504 1,869 2,138 (20) (13)

正味実現キャピタル・ロス 417 (2,515) 169 - -

税引前利益（損失） $1,921 $(646) $2,307 -% -%

米国外生命保険およびリタイ

ヤメント・サービス合計：
     

　　保険料およびその他報酬 $22,774 $24,710 $21,736 (8)% 14%

　　正味投資利益 11,502 157 10,184 - (98)

　　発生した保険給付金および

保険金請求
21,925 11,599 20,953 89 (45)

　　保険契約獲得費用およびそ

の他の保険費用
7,791 8,392 5,490 (7) 53

正味実現キャピタル・ロス考

慮前税引前利益
4,560 4,876 5,477 (6) (11)

正味実現キャピタル・ロス (1,339) (8,208) (125) - -

税引前利益（損失） $3,221 $(3,332) $5,352 -% -%

 

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。
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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日に終了した事業年度

（単位：百万ドル）

2009年 2008年

現地通貨建てでの成長率＊ (7.6)% 7.5%

為替の影響 (0.2) 6.2

米ドル建てで報告された成長率 (7.8)% (13.7)%

＊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。

 

2009年対2008年

 

保険料およびその他の報酬の減少は、ヨーロッパにおけるクレジット生命保険料収入の減少、2008年におけるブラジル事業の売

却および報酬収入の減少に起因する。保険契約者取引ゲインの増加108億ドル、パートナーシップおよびユーチュアル・ファンド

の収益および英国保険契約者取引ゲイン（ロス）に起因する、2009年の正味投資利益の2008年に比べ大幅な増加は、発生した保

険給付金および保険金請求により相殺された。保険契約獲得費用およびその他の保険費用の減少は、新事業の売上げの減少に起

因する。

 

2009年の米国外生命保険およびリタイヤメント・サービス事業の正味実現キャピタル・ロス考慮前税引前利益が2008年に比べ

減少した要因は以下の通りである。

 

・　フィリピン事業経営における損失計上に係る費用1.34億ドル

・　2009年における、主に韓国における特定の商品にかかる予想より高い解約率に起因する想定費用の計上および見積りの変更

に関連する保険数理計算上の費用1.11億ドル（2008年においては、5,100万ドルの利益）

・　英国、日本およびアジアにおける投資指向型およびリタイヤメント・サービス事業にかかるポートフォリオの管理下の資産

の減少

・　特定の事業におけるリスク回避の傾向および短期流動性の上昇による投資利益の減少

・　2008年11月30日付けでのブラジル事業の売却に関連する税引前利益2.76億ドルの減少

・　2009年におけるAIGの保険数理システムおよびプロセスの標準化を促進する現行のプロジェクトに関連する見積りの変更に

対する保険数理上の費用9,100万ドル（2008年においては、1.54億ドルの利益）

・　再編活動に関連する経費の増加（以前予定されていたAIGスター・ライフおよびAIGエジソン・ライフ間の合併の中止決定に

関連する日本での費用の資産化に関する2009年の減損9,100万ドルを含む。）

・　2009年における日本の保険契約者のデータの秘密保持義務違反に関連する費用5,800万ドル

 

当該減少は、以下の要因により一部相殺された。

 

・　2009年におけるパートナーシップおよびミューチュアル・ファンドからの収入、正味保険契約者取引ゲインおよび参加保険

契約者持分1.02億ドル（2008年にいては4.96億ドルの損失）

・　2009年における取引ゲイン（ロス）および英国における投資指向型商品に関連した正味支払備金に関連する変更による損失

200万ドル（2008年においては4.13億ドルの損失）

・　2009年における正味実現キャピタル・ゲイン（ロス）に関連するDACおよびSIA費用3.71億ドル（2008年においては1.32億ド

ルの利益）
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2009年の米国外生命保険およびリタイヤメント・サービス事業の税引前利益は、2008年に比べ、主に一時的でない減損の減少に

よる正味実現キャピタル・ロスを反映した。

 

2008年対2007年

 

保険料およびその他の報酬の増加は、日本および韓国における生命保険商品に関連する新事業およびヨーロッパにおける団体ク

レジット生命保険の売上げの成長に起因する。2007年の29億ドルの利益に比べ、2008年の保険契約者取得ロス68億ドルが発生し

たことに大きく起因して、2008年の正味投資利益は、2007年に比べ減少した。保険契約獲得費用およびその他の保険費用の増加

は、2008年新公正価地オプション会計規則の実施、2007年の保険数理に基づく調整に関連する利益および外国為替の影響の結果

として生じた、解約料の増加に関連するDAC償却の増加に起因する。

 

2008年の米国外生命保険およびリタイヤメント・サービス事業の正味実現キャピタル・ゲイン（ロス）考慮前税引前利益が

2007年に比べ減少した主な要因は以下の通りである。

 

・　2008年９月中旬の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。

・　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1.06億ドルに上昇した（関連するDAC費用計上を除
く。）。

・　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3,900万ドルあったのに対し、2008年においては、1.54億ドルで
あった。

 

これらの項目は、以下の要因により一部相殺された。
 

・　現行の事業の成長および外国為替の有利な影響

・　2007年における1.01億ドルの是正措置に関連する費用

・　2007年における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

 

2008年の米国外生命保険およびリタイヤメント・サービス事業の税引前利益は、2007年に比べ、2008年における主に大幅な一時

的でない減損による正味実現キャピタル・ロスを反映した。

 

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＊

 

以下の表は、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、年金預金を示したものであ

る。

12月31日に終了した事業年度

（単位：百万ドル）
2009年 2008年 2007年

増（減）率

2009年対

2008年

2008年対

2007年

米ドル 現地

通貨

米ドル 現地

通貨

初年度保険料 $3,711 $4,231 $4,182(12)%(10)%(1)%(2)%

一括払保険料 2,629 10,468 15,001(75)(73)(30)(31)

年金預金 2,504 17,238 19,092(85)(85)(10)(11)

*　ブラジルでの事業を除く。
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2009年対2008年

 
2009年における初年度の保険料ベースの売上げは、主に団体商品の販売の増加により一部相殺された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、2008年から減少した。アジアにおける投資連動型商品に関する生命保険の売上げは、エクイティ市

場の業績および為替の不利な換算により悪影響を受けた。日本における生命保険の売上げは販売奨励活動手当および為替の有利

な影響により増加したが、個人向け傷害保険は減少した。団体商品の売上げは主にオーストラリアの大規模な団体により増加し

た。

 

2009年の一括払保険の売上げは、主に、劣悪な市況およびAIGに関する不利な評判の影響に起因する英国における保険付収益社債

預金の低下により前年に比べて大幅に減少した。日本では、一括払い保険の売上げは、主に銀行による販売の一時的な停止により

減少した。アジアでの一括払保険の売上げについても、その年の初めに顧客のエクイティ市場の業績に対する懸念が生じたこと

により減少した。

 

2009年の年金預金は、主に英国における個人変額年金預金および日本における個人定額年金預金の減少により前年に比べて著し

く減少した。英国における投資連動型預金はAIG問題に起因して保険金の解約活動が活発化したことに続き、英国プレミア・アク

セス・ポンド商品の減少により、2009年において大幅に減少した。AIGに関する不利な評判およびAIGの日本における生命保険事

業の再編に関する確実性により、銀行がAIGの商品の販売を停止したため、2009年において、日本での預金に引き続き悪影響を及

ぼした。

 

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、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2007年からわずかに改善した。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の不利な評判に関

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。

 

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の不利な評判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、特に香港、シンガポールおよび中国において減少した。

 

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の不利な評判により2008年第４四半期において大幅に減少した。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の不利な

評判および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。
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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。

 

航空機リース

 

ILFCは、AIGの航空機リース事業を担っており、主として国内外の航空会社に新規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。同時に、ILFCは、自己勘定で商業用ジェット機を再販売すること、ならびに航空会社および金融機関を

代理して商業用ジェット機を再販売すること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・マーケッツ

 

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、2008年後半にその事業ならび

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。

 

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、税引前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。

 

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している金利から、その収益のほとんどを得ている。

 

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、主に発展途上国市場において事業を行ってい

る。2009年12月31日現在、AIGCFGは、アルゼンチン、ポーランド、台湾、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

年中から2010年2月17日までの間に、AIGは、中華人民共和国、タイ、フィリピン、メキシコ、香港、ロシアおよび台湾におけるAIGCFG

の事業の売却を完了した。AIGはまた、アルゼンチン、コロンビアおよびポーランドにおけるAIGCFGの事業の売却を目的とする契

約を締結している。
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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

（単位：百万ドル）
2009年 2008年 2007年

増（減）率

2009年対

2008年

2008年対

2007年

収入：      

　　航空機 リース $5,288 $5,075 $4,694 4% 8%

　　キャピタル・マーケッツ 662 (40,333)(9,979) - -

　　消費者金融 3,096 3,849 3,655 (20) 5

　　その他（グループ会社間の

調整を含む）
530 314 321 69 (2)

合計 $9,576$(31,095)$(1,309) -% -%

税引前利益(損失）：      

　　航空機リース $1,385 $1,116 $873 24% 28%

　　キャピタル・マーケッツ 180 (40,471)(10,557) - -

　　消費者金融 (985) (1,261) 171 - -

　　その他（グループ会社間の

調整を含む）
(63) (205) (2) - -

合計 $517 $(40,821)$(9,515) -% -%

 

2009年対2008年

 
主に以下の理由から、2008年の金融サービス事業が非常に多額の税引前損失であったことに比べて、2009年の同事業は税引前利

益を計上した。

 

・　AIGFPは、自身のスーパー・シニア・クレジット・スワップ・ポートフォリオに関連して、2009年において14億ドルの未実現

市場評価ゲインを計上し、2008年において286億ドルの未実現市場評価ロスを計上した。2009年および2008年における業績に

は、それぞれ28億ドルの正味ゲインおよび93億ドルの正味ロスが含まれているが、これらは、AIGFPの資産および負債の評価

に対する信用スプレッドの変動による影響（それぞれ5,200万ドルおよび1.85億ドルの信用評価調整ゲインを含む。）を表

したものであり、当該正味ゲイン（ロス）は、AIGFPのスーパー・シニア・クレジット・スワップ・ポートフォリオの未実現

市場ゲイン（ロス）の評価に反映されている。会社間ローンに基づく支払利息、および2009年におけるAIGFPのポートフォリ

オを引き続き解体していることに関連する業績への影響により、AIGFPのクレジット・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ゲイン、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変動による影響に

関連するゲインは一部相殺された。

・　2009年におけるILFCの税引前損失は、2008年に比べ、24％すなわち2.69億ドル増加した。2009年において、リースによる収入は

2008年に比べて3.32億ドル増加し、支払利息は2008年に比べて2.12億ドル減少した。リースによる収入の大部分は、航空機フ

リートの規模拡大、および複利借入金利の低下による支払利息の減少に起因している。これらの収入・損失は、償却費用およ

び点検のための引当金の増加、飛行装備品販売の収入の減少ならびに航空機についての2009年における減損費用5,100万ド

ルにより一部相殺された。
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・　2008年にAGFおよびAIGCFGが、それぞれ3.41億ドルおよび3.43億ドルののれんの減損費用を計上していたことを主な原因とし

て、2009年における消費者金融事業は、2008年に比べて、税引前損失の減少を計上した。かかる利益は、2009年において、主に

利息収入およびその他の収入の減少（AGFの流動性管理施策の一環として行われた不動産ポートフォリオの売却における損

失を反映している。）、ならびに金融債権損失に対する引当金の増加（AGFの金融債権ポートフォリオにおける支払遅延率の

レベルが上昇したことおよび正味貸倒引当金の増加したことに起因する。）により、2008年に比べてAGFの税引前損失が増加

したことにより、一部相殺された。当該税引前損失の増加は、AGFの営業支出および利息が減少したことにより一部相殺され

た。2009年におけるAGFの営業支出は、AGFの2008年におけるのれん評価減損の発生、2008年における大口販売中止の決定、な

らびに2008年および2009年合わせて442件のAGF支店の閉鎖を主な原因として、2008年に比べ減少した。

 

2008年対2007年
 

2008年および2007年の金融サービス事業における税引前損失の増加の主な要因は以下の通りである。

 

・　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115億ドルにより税引前損失を計上した。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税引前損失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の税引前利益は、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。

・　AIGCFGは2008年の減損費用3.43億ドルを計上した。

・　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

税引前利益の伸びを計上した。

・　「その他」として計上される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。
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キャピタル・マーケット事業の業績
 

2009年対2008年
 

AIGFPは、2009年において、主にスーパー・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2008年の損失に比べ

2009年の市場評価ゲインにより、2008年における大幅な税引前損失に比べ、税引前利益を計上した。またAIGFPの業績には事業の

清算による影響が反映されている。また正味の税引前業績は、流動性の維持を目的として2008年度上半期を通じて開始された努

力による影響を加味している。AIGがその中核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。

 

AIGFP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、2008年の

未実現市場評価ロス286億ドルに対し、2009年においては14億ドルの未実現市場評価ゲインを計上した。計上された当該ゲインお

よびロスの主な内訳は以下の通りである。

 

・　AIGFPは、2008年の23億ドルの未実現市場評価ロスに対し、2009年においては企業裁定取引ポートフォリオにおけるクレジッ

ト・デフォルト・スワップ取引に関連する未実現市場評価ゲイン19億ドルを計上した。これらの取引の評価は、2009年におい

ては企業信用スプレッドが大幅に収縮したために増加した（かかるスプレッドは2008年においては拡大をみせていた。）。

・　AIGFPは、2008年には257億ドルの未実現市場評価ロスであったのに対し、2009年においてはマルチセクターCDOについて引き

受けられたクレジット・デフォルト・スワップ取引に関連する未実現市場評価ロス6.69億ドルを計上した。当該ポートフォリ

オにおけるかかる未実現市場評価ロスの減少は、主にML　III取引に関連する2008年第４四半期のクレジット・デフォルト・ス

ワップ取引の終了に伴い、未払正味名目額が大幅に減少したことによるものである。

・　2009年第４四半期において、一つの取引相手方は、２件の主要な住宅モーゲージ取引の両方を、早期解約しないとAIGに通知し

た。かかる2件の取引に関して、当該取引相手方は早期解約する権利をもはや有しておらず、AIGに対し、原名目額に基づいた実

現ロスのみにより減額された手数料を、償還期間内に支払うことが求められる。かかる２件の取引が、最終法定満期より著しく

短い加重平均寿命を有しているため、正味通知額が完全に償却される日以後、最終法定満期まで相手方から支払われる契約手

数料により、AIGにとって価値があるものとなる。その結果、未実現市場評価ゲイン1.37億ドルが、2009年に計上された。かかる

ゲインは、同様の取引におけるメザニン・トランシェの損失により一部相殺された。

 

2009年において、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企業信用、指標に関する信用および

資産担保による信用について引き受けられた単一銘柄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

について、2008年のロス8.88億ドルに対し、2009年においては2.40億ドルのゲインを計上した。

・　2002年に締結した１件の取引（AIGFPは、これにより、相手方からのオフィス・スペースのリースに基づく債務を保証した。）

に関連した追加費用1.98億ドルを負担した。

・　連結時には加味されない、AIGと会社間借入れにおける金利について、2008年の14億ドルに対し、27億ドルを負担した。

 

これまでキャピタル・マーケット事業の営業支出の大部分を占めてきたものは、報酬であった。2009年における報酬支払費用は、

約9,800万ドル、つまり営業支出の19％であった。さらに、AIGFPは、過去の雇用維持報酬プランに関連する支出ならびに関連する

資産減損およびその他の費用として、1.53億ドルを計上した。2008年においてAIGFPが計上した重大な損失により、AIGFPの様々な

繰延報酬プランおよび特別インセンティブ・プランに基づき発生した合計5.63億ドルは、2008年において払い戻された。2008年

における報酬費用の合計は、雇用維持報酬を含めて4.26億ドルであった。
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2008年対2007年
 

2007年に比べ、2008年におけるAIGFPの税引前損失は、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

正味税引前損失は、同年を通して経験した非常に厳しい市況や、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。

 

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

払ったことにより連続して実現された約9.95億ドルの損失が含まれる。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連続して生じた

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、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、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。）。

（単位：百万ドル）

相手方資産の信用評価調整 AIG負債の信用評価調整

2009年12月31日に終了した年度

売買目的証券 $2,095社債 $(163)

ローンその他の資産 (48)ハイブリッド金融商品債務 (83)

デリバティブ資産 891GIA 172

  その他の負債 (12)

  デリバティブ負債* (64)

資産の増加 $2,938負債の増加 $(150) 

その他の収入についての

税引前の正味の増加

$2,788   

2008年12月31日に終了した年度

売買目的証券 $(8,928)社債 $248

ローンその他の資産 (61)ハイブリッド金融商品債務 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。

 

2009年におけるAIGFPの税引前利益には、AIGFPの資産および負債の評価に対する信用スプレッドの変動の影響を反映した28億ド

ルの正味ゲインが含まれる。また、かかるゲインには、スーパー・シニア・クレジット・デフォルト・スワップにおける未実現市

場評価ゲインに反映された5,200万ドルのゲインが含まれている。2009年におけるかかるゲインは、AIGFPの投資ポートフォリオ

の大部分を占める資産担保証券およびCDOのスプレッドの縮小を主な原因としている。

 

2008年におけるAIGFPの税引前損失には、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資産担保証券

（「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年の税引前損失には、新たな会計基

準（公正価値を査定しかつ特定の金融資産および負債については公正価値で査定することを選択するもの）の採用に関連する

2.91億ドル規模の転移額が含まれている。
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その他の事業

 

AIGのその他の事業には、AIGの事業部門および非中核事業の業績に振り分け後の、親会社およびその他の業績が含まれる。

 

親会社およびその他

 

AIGの親会社およびその他の事業は、主に利息の支払い、再編費用、特定の報告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、コーポレート・レベルの正味実現

キャピタル・ゲインおよびロス、特定の訴訟関連費用および事業売却の正味ゲインおよびロス。

 

非中核事業

 

非中核事業の業績は、売却または解体もしくは再構築されている特定の事業の業績を含む。

 

AIGの主要な業務執行者が資源の分配について決定を下すためおよび業績を審査するためにAIGの事業を見直す方法

に財務報告の記載を整合させるため、2009年初めからは、以下の通り変更された。

 

・　モーゲージ保証保険、トランスアトランティック、21stセンチュリーおよびHSBの業績がAIGのその他の事業に含まれることに

なった。これらの数値は、以前は損害保険事業の一部として報告されていた。

・　資産運用部門において以前報告された特定のブローカレッジ・サービス、ミューチュアル・ファンド、GICおよびその他の資

産運用事業の業績が米国内生命保険およびリタイヤメント・サービス事業に含まれることになった。残存の資産運用事業が

AIGのその他の事業部門に含まれるようになった。

・　AIGのその他の事業部門の一部として以前含まれていた特定の持分法適用投資からの持分収入（損失）が損害保険事業なら

びに米国外生命保険およびリタイヤメント・サービス事業に含まれるようになった。

 

過去の期間における金額は、上記の変更に対する当期の表示に合わせて修正されている。残りの資産運用事業は、現在AIGのその

他の事業部門に含まれている。

 

その他の業績

 

AIGのその他の事業の税引前利益は以下の通りである。

12月31日に終了した事業年度

（単位：百万ドル）
2009年 2008年 2007年

増（減）率

2009年対

2008年

2008年対

2007年

親会社およびその他：      

　　受取利息 $2,923 $1,649 $50 77% -%

　　連銀融資枠における支払利

息：
     

　　　　未払利子および複合利子 (2,022) (2,116) - - -

　　　　前払約定資産の償却 (8,359) (9,279) - - -

　　連銀融資枠における支払利

息合計
(10,381)(11,395) ^ - -

　　その他の支払利息 (2,198) (1,940) (1,223) - -

　　割り当てられない企業費用 (1,149) (967) (649) - -

　　再編費用 (422) (195) - - -

　　ML　IIIの公正価地の変化* (1,401) (900) - - -

　　正味実現キャピタル・ゲイ

ン（ロス）
900 (1,218) (265) - -

　　事業売却による正味ロス (1,271) - - - -

　　その他雑費、正味 464 (24) 25 - -

非中核事業：      

　　モーゲージ補償保険 $(1,688)$(2,488) $(641) -% -%
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　　その他の非中核保険 220 (846) 921 - -

　　ML　IIIの公正価地の変化* 1,820 - - - -

　　非中核資産運用 (3,586) (5,348) 83 - -

非中核費用合計 $(3,234)$(8,682) $363 -% -%

合計 $(15,769)$(23,672)$(1,699) -% -%

*　上記表の非中核事業の中で報告されているように、親会社およびその他は、2009年第２四半期にML　IIIにおける自身のエクイ

ティ持分をAIGの子会社の１つに対し付与した。

 

親会社およびその他
 

2009年における親会社の税引前損失は、2008年と比較したところの2009年の正味実現キャピタル・ゲイン、連銀融資枠における

支払利息の減少、および連結時に排除されている2009年の会社間ローンにおける受取利息の増加を主な原因として、2008年に比

べ減少した。また、2009年における親会社およびその他の税引前損失は、ML　IIIにおけるAIGのエクイティ持分の公正価値および

再編費用の減少ならびに売却事業による正味ロスの減少を含んでいる。2008年における税引前損失は、2007年に比べ、連銀融資枠

における支払利息に大幅に起因する。

 

以下の表は、事業売却による正味ロスを示したものである。

2009年12月31日に終了した事業年度

（単位：百万ドル） ゲイン/（ロス）

　　トランスアトランティック $(497)

　　21stセンチュリー (416)

　　消費者金融事業 (375)

　　A.I.クレジット (287)

　　AIGプライベート・バンク 111

　　AIGライフ・カナダ 111

　　HSB 177

　　その他の事業 (95)

合計 $(1,271)

 

非中核事業

 

モーゲージ保証保険
 

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

第一順位の抵当権にかかる貸倒れから最初に発足する損失を保証する住宅モーゲージ保証保険を提供することである。
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2009年におけるモーゲージ保証保険の税引前損失は、2008年に比べ減少した。かかる税引前損失の減少には、2008年における保険

料欠損補填準備金2.22億ドルの計上および2009年における保険料欠損補填準備金2.22億ドルの開放を反映した営業費用におけ

る4.83億ドルの減少と合わせて発生した損失および損害費用3.94億ドル減少が反映されている。2009年における米国内の第一順

位抵当および第二順位抵当事業の税引前損失は、2009年においてそれぞれ10.6億ドルおよび2.83億ドルと報告されており、2008

年に比べ、それぞれ7,200万ドルおよび9.02億ドル減少した。これらの税引前損失の減少は、2009年における第二順位抵当の保険

料欠損補填準備金の開放の他に、第一順位抵当1.54億ドルおよび第二順位抵当4.43億ドルの損失および損害費用を反映してい

る。営業業績の改善は、比較的減速した米国内住宅価値の低下、主に第二順位抵当の場合は、特定の保険におけるストップ・ロス

・リミット（stop loss limit）に対応している。2009年における米国内プライベート学生ローン事業および渉外事業の税引前

損失は、それぞれ7,000万ドルおよび2.61億ドルで、2008年中に比べ、それぞれ7,100万ドルおよび1.04億ドル高くなっている。

 

2008年におけるモーゲージ保証保険の税引前損失は、主に住宅価値の急低下、担保権の実行の増加、第二抵当事業での保険料欠損

補填準備金の計上により、2007年に比べ増加した。2008年の米国内第一抵当事業の税引前損失は、2007年から10億ドル増加し、11

億ドルに、第二抵当事業の税引前損失は、保険料欠損補填準備金2.22億ドルの計上を含み、6.56億ドル増加し、12億ドルとなった。

 

2008年中、UGCは、第一順位抵当事業の引受けガイドラインを強化し、料率を増加し、また2008年９月30日現在で第二順位抵当事業

の保証を中止し、2008年第４四半期には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全般におい

て新規事業の保証を停止した。これらの措置はすべて、世界住宅市場の市況低迷に対する対応措置であるが、これにより2008年下

半期および2009年中の新規引受事業は大幅に減少した。これは、2009年の締結された新規保険140億ドルに反映されており、2008

年のレベルに比べ61％以下であった。2009年の既経過保険料10億ドルは、2008年の既経過保険料に比べ１％以下であり、比較的一

貫したモーゲージ金利、モーゲージ市場における再融資需要の締め付けおよび米国内住宅再販売市場の低迷に起因する、古い事

業部門における高レベルの持続性を反映している。

 

UGCは、モーゲージ保証業界における他の参加者と同様、疑いのある引受け不信に関連した請求を様々な取引相手に対して行って

おり、また、同様の請求を相手方から受けている。これらの請求および反対訴訟は、多くの主張の中でもとりわけ、契約違反、誠実

で合理的な違反、および不正を主張している。

 

2009年12月、UGCは、カナダおよびイスラエルでの事業の売却について、２件の株式購入契約を締結した。イスラエルにおける取引

は、2010年１月21日に終了し、カナダにおける取引は、2010年上半期中に終了する予定である。

 

2009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264億ドルであり、60日以上の支払遅延率は17.8％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）。これに対し、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271億ドル、支払遅延率は10.7％であった。

 

2009年12月31日現在の第二順位抵当事業の有効保証リスクは、2008年12月31日現在の有効保証リスク29億ドルに対し、25億ドル

であった。有効保証リスクは、保証された第二順位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ロス・リミット

（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。特定の第二順位抵当プールに

ついては、復元条項が付されている。

 

その他の非中核事業
 

その他の非中核事業は、以下の売却された事業の売却日までの業績を含む。

 

・　トランスアトランティック

 

トランスアトランティックは、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賠償責任保険商品のプログラムを構築している。
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2009年６月10日、AIGは、総額11億ドルの代金と引き換えに、AIGが直接または間接的に所有していたトランスアトランティック普

通株式2,990万ドル分について以前から発表していた第2回目の株式公開を完了した。かかる株式公開の完了時において、AIGは、

発行済みのトランスアトランティック普通株式の13.9％を間接的に保持した。株式公開の結果、AIGはアトランティックの連結を

解除し、これにより、エクイティ合計の構成要素となる非支配持分が14億ドル減少した。

 

・　21stセンチュリー

 

2009年７月１日、AIGは、21stセンチュリー・インシュアランス・グループおよびエージェンシー・オート部門（AIGプライベー

ト・クライアント・グループを除く。）の売却を完了した。

 

・　HSB

 

2009年３月31日、AIGは、ミューニッヒ・リ・グループに対する、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の売却を完了した。

 

ML　IIIの公正価値の変化
 

2009年におけるゲインは、10.9年から9.6年への加重平均寿命の短縮、および100ベーシス・ポイントの信用スプレッドの収縮に

よる評価の改善に起因する。公正価値に悪影響を及ぼしたのは、主に維持する担保証券の予想信用ロスの増加によるキャッシュ

・フローの減少であった。

 

その他の非中核資産運用事業
 

AIGの非中核資産運用事業は、MIPプログラムおよび機関投資家向けの資産運用事業を含んでいる。

 

これらの事業は、エクイティ市場および信用市場の一般的な市況の影響を受けていることから、その収入および税引前利益（損

失）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、投資の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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MIPの業績

 

2009年対2008年

 

2009年において、MIPは、信用状態改善および新たな会計基準の採用を主な原因とする満期固定投資における一時的でない減損の

大幅な減少を理由として、2008年に比べ低い税引前ロスを計上した。ヘッジ会計要件を満たさない為替デリバティブおよび金利

デリバティブにおける正味公正価値の損失の増加により相殺された単一銘柄クレジット・デフォルト・スワップ投資の公正価

値利益も、かかる改善の一因となった。

 

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利付債務を伴う外貨建て債務に関連する為替および金利の

変動による影響をヘッジするため、デリバティブ取引を行う。これらのヘッジ取引のいくつかは、ヘッジ会計処理要件を満たさ

ず、したがって効果的な経済的ヘッジでありながらも営業成績を不安定にする。MIPはさらに、ファンドされていないクレジット

・エクスポージャーを取得するため短期の単一銘柄クレジット・デフォルト・スワップを対象に投資を行う。

 

2008年対2007年

 

2008年において、MIPは、正味実現キャピタル・ロスの大幅な増加を理由として、2007年に比べ税引前損失の増加を計上した。2008

年の正味実現キャピタル・ロスの増加は、主に以下から成る。

 

・　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損失の増大

・　企業信用スプレッドの拡大による、MIPが保持するクレジット・デフォルト・スワップ投資に対する値洗い損失の増大

 

これらの損失の一部は、外貨建て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。

 

機関投資家向け資産運用事業

 

2009年対2008年

 

2009年において、2008年と比較して機関投資家向け資産運用事業の税引前損失が増加した要因は以下の通りである。

 

・　2009年第３四半期において、実質的にすべてのオペレーティング・ユニットに関するのれんが減損を被ったことによる、2009

年におけるのれんの減損。2009年第３四半期における部門別の審査は、特定の連結ウェアハウジング投資の公正価格が大幅に

減少したことおよび最近の取引活動の対価により、悪影響を受けた。のれんに関する減損合計額6.09億ドルは、2009年において

計上された。うち2.87億ドルは、税引前利益（損失）の一部を成さない非支配持分において相殺された。

・　所有不動産における減損。世界規模の信用危機により引き続き不動産価値、入居率およびリース活動に圧力がかかっているた

め、2009年における不動産に関する減損12億ドルは、直接投資ポートフォリオにおいておよび不動産合弁事業を通じて負担さ

れた。約1.82億ドルは、税引前利益（損失）の一部を成さない非支配持分に内包された。かかる低迷の圧力は、当該ポートフォ

リオ全体を通じて減損を生じさせている。再融資および必要となる資本の入手可能性に鑑み、運用者は特定の投資の売却まで

の予想期間を短縮し、その結果減損に至った。

・　投資における減損。当初保管を目的として取得されたプライベート・エクイティ投資の減損は、一時的でないものとみなされ

た、資産特有の評価要因に起因して生じた。

・　ポートフォリオ資産評価の低下、および運用対象となる基本資産の減少が招いたマネージメント・フィーの減少による未実

現キャリード・インタレスト収益の減少。未実現キャリード・インタレスト収益は、運用対象ポートフォリオ内の資産評価の

変動により影響を受け、運用資産および関連するマネージメント・フィーのレベルに連動して通常変動する。マネージメント

・フィーは、運用資産の平均量が減少しているために前年の同期間よりも低下した。平均運用資産の減少は、資産価値の低下お

よび顧客離れと連動している。これらは2008年度下半期において主に発生しその後和らいだ。
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2008年対2007年

 

機関投資家向け資産運用事業が2007年に税引前利益を計上したのに対し、2008年には税引前損失を計上した主な要因は以下の通

りである。

 

・　3.21億ドルの正味エクイティ・ロスおよび減損額の増加。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、2.69億ドルに及び、そのうち6,200万ドルが非支配持分に含まれている。

・　不動産投資の売上げの減少による不動産投資の正味実現キャピタル・ゲインの減少

・　2008年のファンド業績が低下したことによるキャリード・インタレスト収益の減少

・　市況低迷による保管投資の損失の増加

・　証券貸出活動の縮小ならびに再編および処分に伴う費用に関連する損失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。
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重要な会計上の見積り

 

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。見積りおよび仮定の適用に

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会計方針は、以下の点を判断するにあたって経営陣が考慮する

要素に関わるものであると、AIGは考える。

 

・　AIGの継続企業としての能力

・　損害保険の未払い保険金および保険請求調整費用に関する債務

・　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

・　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

・　のれんの減損

・　法的な偶発事由に関わる責任

・　法人税に関する見積り

・　クレジット・デフォルト・スワップならびにML IIおよびML IIIにおけるAIGの投資持分（「メイデン・レーン持分」）を含

む特定の金融資産および負債の公正価値の算定

 

これらの会計上の見積りを行う場合、見積り時には不確定性の高い事項をいくつか含む諸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の財務状況および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算定する上で仮定が展開され使用された主な項目は、以下のとおりである。

 

AIGの継続企業として継続する能力

 

AIGの経営陣は、AIGの継続企業として継続する能力を審査する際、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、ならびにかかる代金のうち負債の返済に供される額および負債の返済が行われる時期

・　重要な子会社の売却計画

・　新たな増資計画または債務を対象とする再融資計画

・　履行期が到来した債務を履行するAIGの能力を維持するために、ＡＩＧと協力する米国政府の継続的コミットメント

・　重要な従業員の残留

・　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

・　債務条項ならびに米国財務省およびトラストとの契約を遵守するAIGの能力

・　再編および支出削減計画

・　担保要求その他の契約上の約定に関連する格付機関の措置による影響

・　AIGが世界中で展開する事業を取り巻く将来の規制、事業、信用および競争の環境

 

上記の要因は、単独および複数で、AIGが満期の到来した負債を返済するのに十分な資金を創出し、企業再編改革を実施できるよ

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。

 

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）：
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・　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2009年度末の支払備金分析を行うための2009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、通常少なくとも直近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：各保険事故年度において報告される支払保険金の最終額を見積るために用いられる。

・　未払い保険金に対する再保険の回収可能性：まだ報告および/また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：保険契約、リスク分類および販売チャネルの変化を可能に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りである。従来型の長期保険事業では、「固定」主義が用いられるが、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。これらの見積りに

は、実際の変動が見積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、2009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45%は、「固定」主義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と思われる。

 

実際の事象は、変動し続けるため、かかる実際の変動を反映させるため最良の見積りも更新されている。「固定」主義が用いられ

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現在および将来の

収益性に基づく。

 

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に基づく。

 

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：DAC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を与える契約（投資指向型商品）の予想存

続期間において実現される。見積り総利益は、投資利益ならびに投資における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。

 

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支払遅延の経験：支払遅延比率、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、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。
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・　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、支払遅延、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：市場参加者および航空機使用の期待に基づく、各航空機の現行

リース料、将来の見込みリース料およびリース期間ならびに見積りターミナル・バリューに基づく。

 

一時的ではない減損：

 

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るものとして評価する。2009年４

月１日以前は、かかる評価は2009年４月１日に改正された会計基準に従い実施されていた。

 

2009年４月、米国財務会計基準審議会は、一時的でない減損の計上および表示について規定する新たな会計基準を公表した。これ

は、満期固定証券に関する一時的でない減損モデルを修正しした上で、追加の開示を要求するものである。エクイティ証券の減損

モデルには影響がない。

 

2009年４月１日にAIGが一時的でない減損に関わる新たな会計基準を採用した関係で、AIGは売却可能満期固定証券に関する一時

的でない減損の決定プロセスを変更した。AIGが償却取引価格の回復よりも前に満期固定証券を売却する意思がある場合または

売却しなければならない可能性が多少なりとある場合で、かつかかる証券の公正価値が償却コストを下回る場合、一時的でない

減損が発生したことになり償却コストは現在の公正価値に計上され、収益はこれに応じて減額される。

 

信用の低下が発生したその他全ての満期固定証券については、償却コストが見積り回復価値に計上され、収益はこれに応じて減

額される。回復価値を下回る更なる公正価値の低下は、もしあれば、信用以外の減損であるとみなされるため、一時的でない信用

の減損が（累積的なその他の包括的利益（損失）の構成要素として）引き受けられる満期固定投資の未実現の増加額（減少

額）に計上される。

 

AIGが満期固定証券を売却する意思があるかについて審査する際またはAIGが償却取引価格の回復よりも前に満期固定証券を売

却しなければならない可能性が多少なりとあるような場合、経営陣は、AIGの投資ポートフォリオの再配置決定、キャッシュ・フ

ローの必要性を満たすための証券売却および好ましい価格での資金調達を狙った証券売却等（これらに限られない。）の妥当な

事実および事情を評価する。

 

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の評価を継続し、その際、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ヶ月以上の）長期にわたってコストに対して（25%以上の）大幅な割引価格で取引する場合。

・　(i)発行体に重大な未返済債務の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

等の個別の信用事由が発生した場合。

・　前記のうちの１つ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。

 

エクイティ証券が一時的でない減損が生じたと決定するには、経営判断の他、発行体の根本的な状況、発行体の近い将来への展望

その他の関係するすべての事実および事情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

に断言できない急激かつ深刻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」）。
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為替に関連していない売却可能満期固定証券についての一時的でない減損が計上された場合、それ以降の期間は、AIGは、通常、新

規の償却コストと当該証券の予想される保有期間の割引されていない見積り回復価値との差額を収益に予め融合する。

 

のれんの減損：

 

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。AIGは、2009年12月31日

に信用権の減損査定を実施した。

 

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（もしあ

る場合は）審査および記録される。減損は、「レポーティング・ユニット」レベルで査定される。

 

経営陣はまず、AIGの各レポーティング・ユニットの　公正価値を見積もり、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。）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つ以上を考慮し、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・ユニットの見積り公正価値が、その帳簿価格を上回った場合、のれん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のれん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、のれんの帳簿価格がその見積り公正価値を上回った部分とされる。のれん

の見積り公正価値は、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、収益に計上される。

 

2009年第４四半期において、生命保険およびリタイヤメント・サービス（日本その他の生命保険およびリタイヤメント・サービ

ス）のアジアの各レポーティング・ユニットの公正価値と帳簿価格との差額は狭まったことを経営陣は観察した。2009年12月31

日現在、公正価値は帳簿価格を上回ったため、当該レポーティング・ユニットにおけるのれんは減損されていないと判断された。

当該レポーティング・ユニットにおける公正価値は公正価値の予想に利用される割引率の仮定に影響を受けやすい。AIGは、競

争、事業および経済に関連する全般的な事情の他、将来信用権の減損に繋がる可能性のある事由または事情全体の監視を引き続

き行っていく。

 

法的な偶発事由に関わる責任：

 

世界規模の広域金融サービス機関であるAIGの事業活動に関連した訴訟および規制上の手続から発生する可能性のある損失につ

いて、かかる損失が起こりうるものでかつ見積りが可能な限度において、AIGはこれに関する責任を見積もり、計上する。かかる損

失額の合理的な見積りを出すには、重大な経営判断が必要となる。多くの場合、訴訟においては、事案の解決間際にならないと、責

任負担の有無を判断すること、またはかかる責任の最大額もしくは最少額を見積もることは難しい。かかる事案の結果を予見す

ること、特に原告側が多額または不確定の賠償を求めている場合に結果を予見することには困難性が内在しており、そのため、

AIGは、その結果を予見しまたはかかる事案に関する最終的な損失額または損失の範囲を予見することができない場合がしばし

ばある。
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繰延税金資産の評価引当金：

 

2009年12月31日および2008年12月31日の各時点のAIGの評価引当後正味繰延税金資産は、それぞれ59億ドルおよび110億ドルで

あった。実現する可能性が比較的高い程度の金額まで繰延税金資産を引き下げるために、必要があれば、評価引当金が設定される

（50％以上の可能性がある。）。AIGの正味繰延税金資産が実現されるか否かは、今後AIGが完了することが予想される取引および

繰り延べ税金資産の損失に備え、必要に応じて実施されうる課税措置からの収益を十分に生み出す可能性を持つか否かに左右さ

れるが、将来における見込み営業利益には左右されない。

 

2009年12月31日現在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、以下を含む入手可能な全ての証拠を考慮に入れ

る。

 

・　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

・　2009年12月１日までに実施されたAIAおよびALICO　SPV取引を含めた取引、東京大手町ビルディングの売却ならびに近い将来

に実施される予定の取引

・　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

 

・　必要に応じ、繰り延べ税金資産の損失に備え実施されうる課税措置

 

将来課される課税対象所得税の見積りは短期間で（おそらく大幅に）変更する場合があり、その場合AIGは、評価引当金を調整す

る必要があると思われる。かかる調整がプラスであれマイナスであれ、ここの報告機関におけるAIGの連結財務状況および業績に

重大な影響を及ぼす可能性がある。

 

特定の米国外子会社の収益に対する法人税：

 

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、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

流通エクイティ投資および特定の非公開有限パートナーシップおよび特定のヘッジファンド、特定の短期投資、分離および変動

会計資産、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

CPFF借入、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証券

および発行者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。

2009年12月31日現在

（単位：十億ドル）
公正価値 全体に対する割合

外部評価に基づく公正価値(a) $388 93%

内部評価に基づく公正価値 27 7

確定利付およびエクイティ証券合計

(b)
$415 100%

(a) ブローカーを主な情報源とする相場296億ドルを含む。

(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。

 

レベル３の資産および負債

 

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。

 

2009年12月31日現在、AIGは、公正価値389億ドルの資産および公正価値139億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、2009年12月31日現在の資産全体および負債全体の4.6％および1.9％を占めた。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、2008年12月31日現在の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。

 

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）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、指標から観察できる利回り曲線またはクレジット・デフォルト・スワップ・ス

プレッド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、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を考慮した、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、またはキャッシュ・フロー割引手法を用いて評価される。
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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。

 

メイデン・レーンにおける持分：　ML IIおよびML III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。

 

用いられる公正価値の算定手法は、近い将来においても、メイデン・レーン持分における担保が引き続き維持されキャッシュ・

フローを生み出すことを前提としており、メイデン・レーン持分の資産の現在の清算を前提としていない。当該投資の公正価値

を算定するために用いられるその他の手法および仮定により、実際の金額は報告された金額と大幅に異なる結果となる可能性が

ある。

 

2009年12月31日現在、AIGは、NY連銀に対して負っている第一優先債務の返済後、メイデン・レーン持分を対象としたAIGの初期投

資および一切の発生利息を超えるキャッシュ・フロー（割引なし）を、当該投資の存続期間を通じて受けることができるものと

見込んでいる。AIGのキャッシュ・フロー手法は、担保証券の資本構造および対象資産プールに起因する当該担保証券の予想信用

ロスを考慮する。メイデン・レーン持分の公正価値は、割引レートの変更および評価モデルに用いられる将来の担保キャッシュ

・フロー予想の変動による影響をもっとも受ける。

 

ベンチマークとなるロンドン銀行間取引金利（「LIBOR」）の金利カーブの変動は、観察可能な価格に基づき判断され、場合に

よっては特定満期のLIBORを引き出すために検討される。

 

将来のキャッシュ・フロー予想は、貸倒、回収およびローンに基づく返済金の予想の変動に主に起因するものである。

 

評価時に用いられる割引レートまたは将来のキャッシュ・フロー予想の変動により、メイデン・レーンの公正価値に関するAIG

の予想は、下記表のように変更される。

2009年12月31日現在

（単位：百万ドル）

公正価値の変動

メイデン・レーン II メイデン・レーン III

割引レート：   

　　200ベーシス・ポイント増 $(75) $(593)

　　200ベーシス・ポイント減 84 695

　　400ベーシス・ポイント増 (142) (1,101)

　　400ベーシス・ポイント減 179 1,514

将来のキャッシュ・フロー予想：   

　　10％増 284 791

　　10％減 (282) (779)

　　20％増 565 1,580

　　20％減 (540) (1,526)
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AIGは、当該分析に用いられた割引レートの幅が、類似の担保証券について示唆されている予想変動率およびLIBOR金利について

示唆されている予想変動率に基づく合理的なものであると信じている。将来のキャッシュ・フロー予想については、類似商品の

累積損失予想から示唆される将来のキャッシュ・フロー予想における変動率に基づいて判断される。こうした要素により、メイ

デン・レーン持分の公正価値が予想額とは（恐らく大幅に）異なる可能性がある。

 

 

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。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。

 

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ゲイン(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

未実現市場評価ゲイン

(ロス)

(単位：百万ドル) 2009(a)(b)2008(a)2009(b)(c)(d)2008(c)(d)2009(d)2008(d)

法定資本：  

　　コーポレート・ローン

(e)(f)

$55,010$125,628 $ - $ - $ - $ -

　　プライム住宅モーゲー

ジ(g)

93,276107,246 (137) - 137 -

　　その他(e)(f) 1,760 1,575 21 379 35 (379)

　　合計 150,046234,449 (116) 379 172 (379)

裁定取引：       

　　マルチセクターCDO

(h)(i)

7,92612,556 4,418 5,906 (669)(25,700)

　　社債／CLO(j) 22,07650,495 309 2,554 1,863 (2,328)

　　合計 30,00263,051 4,727 8,460 1,194(28,028)

メザニン・トランシェ

(f)(k)

3,478 4,701 143 195 52 (195)

合計 $183,526$302,201 $4,754 $9,034 $1,418$(28,602)

(a)　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。

(b)　2009年中、AIGFPは、正味名目額140億ドル規模の取引相手との特定のスーパー・シニアCDS取引を終了した。かかる正味名目

額は、「法定資本－その他」における15億ドル、「マルチセクターCDO」における30億ドル、および「社債／CLO」における95億

ドルで構成される。当該取引は、終了時における公正価値に近い額で終了された。その結果、以前は未実現市場評価ロスとして

公正価値デリバティブ負債に計上されていた27億ドルのロスが実現された。2009年中、AIGFPは、保護対象CDO証券を4.96億ドル

（自身の債務に関連した未払い代金）で購入することにより、マルチセクターCDOに関する自身の債務を消した。購入時、CDO証

券は、公正価値で売却可能ポートフォリオに組み込まれた。

(c)　表中の公正価値の額は、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の信用スプレッドの変動がデリバティブ負債の価値評価に及ぼす影響を表す、2009年および2008年の各年の信用評価調

整ゲイン5,200万ドルおよび1.85億ドルが含まれる。

(e)　2009年中、AIGFPは、１つの法定資本CDS取引を、相手方が今後法定資本の軽減を受けないことを理由に、「法定資本―コーポ

レート・ローン」から「法定資本―その他」に分類し直した。

(f)　2009年中、AIGFPは、4.62億ドルおよび2.40億ドルの正味名目額を持つ２つのメザニン取引につき、これらが単独ではなくむ

しろ関連法定資本取引の一部であると判断し、それぞれを「法定資本―コーポレート・ローン」および「法定資本―その他」

に分類し直した。未実現市場評価ゲイン(ロス)に及ぼした影響は大きくなかった。
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(g)　2009年第４四半期中、AIGは、１名の相手方から2010年第１四半期中に終了が見込まれていた連結正味名目額328億ドル規模

の初期２つのプライム住宅モーゲージ取引を終了しない旨の通知を受けた。これらの取引に関して、相手方の満期前終了権は

失われ、また、相手方は、最終契約満期まで実現ロスを差し引いた元の名目額分の手数料をAIGに払わなければならない。これら

２つの取引は最終契約満期にはるかに満たない加重平均寿命を有しているため、AIGFPが相手方から支払われる契約手数料を

正味名目額の償却完了日以降最終契約満了日まで計上することは有意義なことである。したがって、2009年12月31日現在にお

ける上記２つの取引の公正価値は、デリバティブ資産1.37億ドルである。

(h)　2009年12月31日および2008年12月31日の各日付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63億ドルおよび97億ドルを含む。

(i)　2008年第４四半期中、AIGFPは、ML III 取引に関連するマルチセクターCDOについて引き受けられたCDS取引の大部分を終了

した。

(j)　2009年12月31日および2008年12月31日の各日付において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

それぞれ14億ドル(正味名目額)および15億ドル(正味名目額)のクレジット・デフォルト・スワップを含む。

(k)　2009年12月31日および2008年12月31日の各日付におけるそれぞれ15億ドル(正味名目額)および20億ドル（正味名目額）の

購入済みCDSの相殺を含む。
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以下の表は、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を示したものである。

2009年12月31

日に終了した

事業年度

(単位：百万ド

ル)

2008年12月31日

現在の正味名目

額(a)

終了および

満了 ML III取引

為替レートの

影響(b)

減価償却／再

分類(c)(d)

2009年12月31日

現在の正味名目

額(a)

法定資本：       

　　コーポレー

ト・ローン
$125,628$(43,826)$(6,024) $1,594$(22,362)$55,010

　　プライム住

宅モーゲージ
107,246(13,065) - 2,579(3,484) 93,276

　　その他 1,575 (1,464) - 121 1,528 1,760

　　合計 234,449(58,355)(6,024) 4,294(24,318)150,046

裁定取引：       

　　マルチセク

ターCDO(e)(f)
12,556(3,537) - 88 (1,181) 7,926

　　社債

／CLO(g)
50,495(9,462)(18,613) 11 (355) 22,076

　　合計 63,051(12,999)(18,613) 99 (1,536) 30,002

メザニン・ト

ランシェ(ｈ)
4,701 (604) (50) 133 (702) 3,478

合計 $302,201$(71,958)$(24,687)$4,526$(26,556)$183,526

(a)　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。

(b)　（主にユーロや英ポンドに対する）米ドル安に関係する。

(c)　2009年中、AIGFPは、１つの法定資本CDS取引を、相手方が今後法定資本の軽減を受けないことを理由に、「法定資本―コーポ

レート・ローン」から「法定資本―その他」に分類し直した。

(d)　2009年中、AIGFPは、4.62億ドルおよび2.40億ドルの正味名目額を持つ２つのメザニン取引につき、これらが単独ではなくむ

しろ関連法定資本取引の一部であると判断し、それぞれを「法定資本―コーポレート・ローン」および「法定資本―その他」

に分類し直した。未実現市場評価ゲイン(ロス)に及ぼした影響は大きくなかった。

(e)　2009年12月31日および2008年12月31日の各日付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63億ドルおよび97億ドルを含む。

(f)　2008年第４四半期中、AIGFPは、ML III 取引に関連するマルチセクターCDOについて引き受けられたCDS取引の大部分を終了

した。

(g)　2009年12月31日および2008年12月31日の各日付において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

それぞれ14億ドル（正味名目額）および15億ドル（正味名目額）のクレジット・デフォルト・スワップを含む。

(h)　2009年12月31日および2008年12月31日の各日付におけるそれぞれ15億ドル(正味名目額)および20億ドル（正味名目額）の

購入済みCDSの相殺を含む。
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以下の表は、2009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・ポートフォリオの統計の

概要ならびに2009年12月31日および2008年12月31日現在の合計額を示したものである。

 法定資本ポートフォリオ 裁定取引ポートフォリオ 合計

カテゴリー
コーポレー

ト・ローン

プライム住

宅モーゲー

ジ

その他 小計 社債／CLO

マルチセク

ターCDO(サ

ブプライム)

マルチセク

ターCDO(非

サブプライ

ム)

小計

2009年

12月

31日

2008年

12月

31日

総取引名目額

(百万ドル)
$78,635$116,316$2,084197,035$31,271$7,526$10,383$49,180$246,215$390,100

正味名目額(百

万ドル)
$55,010$93,276$1,760150,046$22,076$3,787$4,139$30,002$180,048$297,500

取引数 16 18 1 35 20 10 6 36 71 109

加重平均劣後

(％)
22.76%13.23%15.52%17.06%23.06%38.56%21.59%25.12%18.67%16.90%

加重平均ローン

件数
1,60997,7382,15358,363115 149 119    

加重平均予想満

期(年)
0.59 1.78 5.78 1.35 4.16 5.49 5.52    

 

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
 

2009年中、正味名目額629億ドルが、AIGFPに一切の負担を掛けずに終了または満了した。AIGFPは、2010年２月17日までに、2010年

に終了の効力発生日を設定する正式な終了通知を、正味名目額256億ドルについて受け取った。AIGFPは、引き続き当該ポートフォ

リオの予想満期を審査していく。2009年12月31日現在、AIGFPは、当該ポートフォリオの加重平均予想満期が1.35年であるものと

予想した。AIGFPは、相手方の開始した終了の一環として何ら支払いをする必要がなかった。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、現在はバーゼルIIに置き換えられる過程にある。これらの取引によりAIGFPの相手方金融機関にもたらされる規制上

の利益は、一般的に、バーゼルIの規定から派生するものである。バーゼルIは、2007年末まで存在し、現在はバーゼルIIにより置き

換えられる過程にある。相手方金融機関は、２年間の採用期間を経た後2009年12月31日までに、バーゼルIからバーゼルIIへと移

行することが期待されており、かかる移行後は、相手方金融機関は特定の少数の場合を除きCDS取引から追加の規制上の利益をほ

とんどまたは一切得られなくなる。しかし、バーゼル委員会は、最近、2009年末以降もバーゼルIの最低資本要件の効力を継続する

旨合意したと発表した。ただし、かかる効力延長が欧州中央銀行の各所在地においてどのように実施されるかは未だ定かではな

い。特定の相手方が当該取引から引き続き法定上の自己資本軽減に基づく好ましい利益を受ける場合、かかる相手方は、当該取引

を終了させる選択権を、予想通りの時間枠内に行使しないものと思われる。

 

2009年12月31日における法定資本ポートフォリオ（コーポレート・ローン・ポートフォリオおよびプライム住宅モーゲージ・

ポートフォリオについてのみ）の加重平均予想満期は、特定の相手方が連結正味名目額で731億ドル規模の取引を終了しなかっ

たために、2008年12月31日に比べ、0.4年増加した。これらの相手方が引き続き取引の早期終了権を有する場合については、AIGFP

は予想満了日を１年延期した。かかる延期は、AIGFPの考えるバーゼルIの効力延長期間に基づくものである。一方、相手方が取引

の早期終了権を失った場合については、AIGFPはかかる取引の加重平均寿命を予想満期として用いた。銀行業務監督に関するバー

ゼル委員会が最近公表したバーゼルIの最低資本要件の延長の結果、当該相手方は、引き続き有利な規制上の資本軽減策を得るこ

とになり、したがってAIGは引き続きこれらを法定資本取引に分類する。

 

さらに、2009年12月31日現在、AIGは、373億ドルの法定資本CDS取引が2010年１月１日から2010年２月17日までに早期終了するも

のと予想していた。このうち162億ドルは、早期終了の要求がまだない。こうした取引の相手方は、バーゼルIの最低資本要件の延

長の結果、引き続き有利な規制上の資本軽減を得ることになる。こうした相手方はすべて取引の早期終了権を有しているため、当

該取引の予想満期は１年延長された。

 

2009年中、AIGFPは、１つの法定資本CDS取引について、相手方が今後規制上の資本軽減を得られないことを理由に、これを「法定

資本―コーポレート・ローン」から「法定資本―その他」へと再分類した。AIGは現時点において、CDSが相手方に対しリスク移

転の利益を提供するものとは考えていないが、AIGFPは引き続き同取引を監視していく。

 

2009年中、AIGFPは、当時のおよその公正価値で「法定資本―その他」の一部として報告していた正味名目額15億ドルの欧州RMBS

証券について引き受けられたCDS取引の早期終了を実施した。その構造が独特であり、また、および高度なローン・トゥー・バ

リュー・スペイン住宅モーゲージに対するエクスポージャーが集約的であるために、当該取引はAIGFPを他の法定資本CDSエクス

ポージャーに比べて高度な流動性および信用リスクにさらしたため、AIGは、更なる悪化を避けるため、当該取引を終了させるこ

とが賢明であると判断した。
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終了要求を受けていない法定資本ポートフォリオ取引の正味名目額731億ドルには、2010年第１四半期に終了されると予想され

ていた連結正味名目額328億ドル規模の早期２つのプライム住宅モーゲージ取引を終了しない旨AIGに通知した１名の相手方と

の取引が含まれている。これらの取引について相手方の早期終了権は失われ、また、相手方は、最終契約満期まで実現ロスを差し

引いた元の名目額分の手数料をAIGに払わなければならない。これら２つの取引は最終契約満期にはるかに満たない加重平均寿

命を有しているため、AIGFPが相手方から支払われる契約手数料を正味名目額の償却完了日以降最終契約満了日まで計上するこ

とは有意義なことである。2009年12月31日現在におけるこれら２つの取引の公正価値は、1.37億ドルのデリバティブ資産であっ

た。これらの２つの取引につき、AIGFPは、これらのポートフォリオにおけるメザニン・トランシェについてCDS取引を引き受けた

が、かかるメザニン・トランシェにおける取引の多くは、その他の第三者CDS取引にてヘッジされていた。メザニン・トランシェ

は、法律上、あるトランシェの終了がその他のトランシェを終了を伴うようなスーパー・シニア・トランシェに関連している。

2009年12月31日におけるすべてのメザニン・トランシェ（ヘッジ取引を含む。）についての正味デリバティブ負債は、2008年12

月31日現在における1.95億ドルから、1.43億ドルに減少した。

 

これまでおよび分析後の早期終了の経緯に照らし、AIGは、（１）相手方が上記に挙げたような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が判断した複数の取引、および（２）相手方が予想に反し取引の早期終了を行なわな

かったために将来早期終了を行なう権利を失った取引を例外として、2009年における法定資本軽減ポートフォリオ内の一切の取

引についての未実現市場評価調整はなかったと判断した。満期までにかかる取引に基づき受領できる契約上の収益は、相手方に

対して行なう可能性のある支払いによる経済的利益を上回るものとAIGFPは確信しているが、相手方には早期終了をする権利が

あり、かかる権利が行使されるものとAIGFPは予想していることから、これらの取引についてのデリバティブ資産を計上すること

はできない。

 

下記の表は、コーポレート・ローン・ポートフォリオ内の各法定資本CDS取引についての、総取引名目額、正味名目額、アタッチメ

ント・ポイント、開始時から現在までの実現ロス、ならびに投資適格以下の割合を表したものである。

（単位：

百 万 ド

ル）

 

CDS

2009年12月31日

現在の総取引名

目額

2009年12月31日

現在の正味名目

額

開始時点のアタッ

チメント・ポイン

ト(a)

2009年12月31日

現在のアタッチ

メント・ポイント

(a)

2009年12月31日ま

での実現ロス(b)

2009年12月31日

現在の投資適格

以下の割合(c)

1 $702 $600 10.03% 14.56% 0.52% 20.83%

2 11,390 5,083 44.00% 55.38% 0.00% 9.41%

3 2,159 1,904 10.00% 11.77% 0.16% 21.92%

4 8,500 7,538 11.00% 11.32% 0.00% 10.08%

5 468 210 18.00% 55.13% 0.00% 70.60%

6 10,904 9,665 10.80% 11.36% 0.00% 5.38%

7 6,717 5,236 11.30% 22.04% 0.19% 30.38%

8 5,402 4,776 11.00% 11.58% 0.09% 12.30%

9 4,414 3,782 13.26% 14.31% 0.00% 72.86%

10 9,995 3,060 12.00% 12.05% 0.00% 6.56%

11 2,394 1,998 15.85% 16.55% 0.00% 9.73%

12(d) 3,830 3,059 14.50% 20.15% 0.00% 76.34%

13 1,408 915 14.00% 28.26% 0.16% 36.34%

14 955 611 14.00% 28.26% 0.16% 36.34%

15 1,994 1,600 14.00% 28.26% 0.16% 36.34%

16 7,403 4,973 17.00% 32.82% 0.05% 16.27%

合計 $78,635 $55,010     

(a)　参照債務の総取引名目額に対する割合で表示。参加率および補充権が考慮される結果、アタッチメント・ポイントの計算は、

常に正味名目額を総取引名目額で除するものではない。

(b)　開始時点から2009年12月31日までの取引により生じた実現ロス（貸倒額から回収額を引いたもの）は、当初の総取引名目額

に対する割合で表示。

(c)　コーポレート・ローンの対象プールにおける投資適格以下の債務は、総取引名目額に対する割合で表示。

(d)　2010年２月17日付けで終了。
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下記の表は、各法定資本CDS取引（プライム住宅モーゲージ・ポートフォリオ）についての、総取引名目額、正味名目額、アタッチ

メント・ポイント、ならびに開始時から現在までの実現ロスを表したものである。

（単位：

百 万 ド

ル）

 

CDS

2009年12月31日現

在の総取引名目額

2009年12月31日

現在の正味名目額

開始時点のアタッチ

メント・ポイント(a)

2009年12月31日現在

のアタッチメント・

ポイント(a)

2009年12月31日まで

の実現ロス(b)

1 $523 $298 17.01% 42.13% 2.40%

2 337 187 18.48% 44.25% 1.78%

3 302 202 16.81% 33.11% 1.26%

4 1,353 1,209 10.00% 10.60% 0.00%

5(c) 2,067 1,533 10.70% 25.85% 0.05%

6 424 331 13.19% 21.76% 0.36%

7(d) 5,785 5,285 7.95% 8.83% 0.03%

8(d) 1,941 1,562 7.95% 19.43% 0.05%

9(d) 5,510 5,060 8.00% 8.30% 0.03%

10(c) 31,039 18,253 18.25% 18.55% 0.00%

11(d) 6,560 6,055 7.85% 7.86% 0.01%

12 11,554 10,690 7.50% 7.47% 0.03%

13(d) 8,697 8,014 7.95% 7.95% 0.01%

14 2,556 2,039 12.40% 20.20% 0.00%

15 24,360 22,128 9.20% 9.16% 0.04%

16(c) 4,181 2,791 11.50% 17.73% 0.00%

17 7,574 6,563 11.50% 13.34% 0.00%

18 1,553 1,076 14.57% 30.66% 0.00%

合計 $116,316 $93,276    

(a)　参照債務の総取引名目額に対する割合で表示。参加率および補充権を勘案するため、アタッチメント・ポイントの計算は、常

に正味名目額を総取引名目額で除するものではない。

(b)　開始時点から2009年12月31日までの取引により生じた実現ロス（貸倒額から回収額を引いたもの）は、当初の総取引名目額

に対する割合で表示。

(c)　2010年２月17日付けで終了した。

(d)　これらの取引の住宅モーゲージの対象プールについての返済遅延に関する情報はAIGFPに提供されていない。しかし、当該

プールについての未返済の金額、貸倒率、回収率、満期までの期間、不動産の用途、場所、金利および対象下位トランシェの格

付けに関する情報はAIGFPに提供されている。

 

法定資本CDS取引はすべて、第三者の組成する貸付を含む仕組み証券ではなく、信用保護を受けている金融機関（またはその関連

会社）の組成した大量の貸付全体から成るトランシェ・プールを直接または間接的に参照している。取引の大半において貸付は

それを組成した金融機関により保持されることが意図され、すべての場合において貸付を組成した金融機関は、直接の、または仲

介を通じたCDSの購入者である。

 

後述するように、AIGFPは、対象参照資産のパフォーマンスおよび信用度について、月毎または四半期毎に情報を受ける。AIGFPは、

スーパー・シニア・リスク層より下位のトランシェの格付けといったその他の情報も得る。各法定資本CDS取引における原資産

に関してAIGFPに提供されている情報またはその他の方法で入手可能な情報は、すべての取引を通じて一貫するような性質のも

のではない。さらにコーポレート・ローン取引の大半において、および住宅モーゲージ取引のすべてにおいて、プールは不可視、

つまり債務者の身元がAIGFPに対して開示されていない。加えて、AIGFPは原資産プールについて定期的な報告を受けるが、実質的

にすべての法定資本CDS取引にはAIGFPによる対象参照資産に関する情報開示を禁止する秘匿義務が含まれている。組成を行う金

融機関、計算を担当するエージェントまたは受託者（それぞれ「報告者」という。）は、不可視なプール内の資産を含む下記の対

象参照資産すべてについて定期的な報告を行なう。秘匿義務および情報の非一貫性のため、AIGFPが受け取った情報の多くを開示

目的で比較対照して総括することはできないが、かかる情報は、AIGFPがポートフォリオのリスクを評価し公正価値の合理的な見

積りを算定するための十分な基盤を確かに提供している。
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コーポレート・ローンの対象プールにおいて引き受けられた法定資本CDS取引について、AIGFPは、月毎または四半期毎に、１名ま

たは複数の報告者から各参照プールに関する情報のアップデートを受ける。かかる情報は、当該プールを構成するコーポレート

・ローン、未返済の金額および貸倒率について詳しく説明している。実質的にすべての報告において、AIGFPは、回収率および実現

ロスについての情報を受け取る。またAIGFPは、各プール別に、その場所、業界、および（一般に公開される形式で格付けを受けて

いない場合には）対象コーポレート・ローンの信用度についての相手方による審査といった要素を組み込んだ階層別の表を四

半期毎に受ける。加えて、これらの法定資本CDS取引の大多数において、かかるいずれかのプールに含まれるコーポレート・ロー

ンについて信用関連事由が発生した場合、AIGは借入人の身元または識別番号、かかる貸付の名目額および信用関連事由の発生し

た日付を記した通知を受ける。

 

コーポレート・ローン・ポートフォリオの原資産については、独立した格付機関による格付けを受けることができない場合があ

るが、AIGFPは、報告者から得られた情報を格付機関の基準に当てはめることで、独立した格付機関が格付けを行わない資産の格

付けを見積もる。上記表中の「投資適格以下の割合」に関する情報は、個々の取引構造により決定されるCDS取引の比較的なリス

クを示すものでは必ずしもないが、取引に内在する貸付の性質を示すものとして提供される。例えば、中小企業（「SME」）貸付

残高は、大型の確立した企業への貸付よりも比較的低い格付けを受ける傾向にある。しかし、貸付の件数が多く、かつSMEローンの

平均規模が小さいほど、当該プールのリスク・プロフィールが軽減される。加えて、取引構造には、貸付担保契約、見積り回復価

値、および損失のリスクを最小限に抑えるために必要な劣後レベルの算定を行なう際の引当金勘定に関するAIGFPの審査が反映

されている。コーポレート・ローンの対象プールにおける投資適格以下の債務の割合は、それぞれ大幅に異なる。40.00％を超え

る投資適格以下の債務を有するプールとのすべての取引を含む、最も高い割合の投資適格以下の債務を内包する３つのプールは

すべて、組成金融機関が設定した担保契約や組成金融機関による回収外の作業から利益を得るグラニュラーSMEローン・プール

（granular SME loan pools）である。各プール内の貸付の平均件数は、6,500件を超える。このようにSME貸付の件数が多いこと

により、予想損失の予測性が増し、個々の事由がプール全体の業績に意味のある影響を及ぼすような可能性は減る。これらの取引

は、2009年12月31日現在少なくとも２つ以上の格付機関から依然としてAAAと格付けされているトランシェの下位のトランシェ

から利益を得たが、残る１つはA-の格付けであった。他の３つのプールは、その正味名目額合計が31億ドルに及び、投資適格以下

の割合が35.00％を超え、また、各プールの満期までの期間は16.2年であった。これらのプールについては、その開始から2009年12

月31日までの間、0.16％の実現ロスを有しており、また、現在のアタッチメント・ポイントは28.26％である。コーポレート・ロー

ン取引の対象となる資産の約0.41％が貸倒れとなっている。取引により貸倒れとなっている資産のかかる割合は、すべての取引

について利用可能であり、0.00％から2.67％の範囲であった。

 

住宅モーゲージの対象プールについて引き受けられた法定資本CDS取引について、AIGFPは、四半期毎に、その各参照プール別に、

かかるプールを構成する住宅モーゲージ、未返済分の総額、貸倒率および実現ロスについて説明した報告を受ける。これらの報告

には、大多数の取引における延滞率および実質的にすべての取引についての回収率についての追加情報が含まれている。AIGFPは

また、四半期毎に、各プール別に、対象住宅モーゲージの場所を組み入れた階層別の表を受ける。かかる階層別の表には、大多数の

取引についての、満期までの期間、不動産の用途および金利に関する情報が含まれている。

 

入手可能な情報によれば住宅モーゲージ取引の対象となっているモーゲージについての返済遅延率は、総取引名目額合計に対し

約76％であり、30日を越えて返済遅延されているモーゲージは、0.06％から3.40％の範囲内で平均1.35％であった。総取引名目額

の1.00％未満を構成する３つの取引を除くすべてについて、貸倒率（総取引名目額に対する割合で表示される。）は平均で

0.31％で、0.00％から2.41％の範囲内であった。残る３つの取引についての貸倒率は、4.42％から15.67％の範囲内であった。これ

ら３つの取引についての劣後は、33.11％から44.25％の範囲内であった。

 

法定資本取引のすべてについて、格付機関が当該プールの下位トランシェについて直接格付けを行なう場合、AIGは、格付機関が

公表するかかる格付けに対する確認または変更、ならびに格付機関が用いる格付方法や仮定の変更について、可能な限り監視し

ていく。下記の表は、格付けを受けているトランシェがそのすぐ下位に存在するような法定資本CDS取引の割合、およびかかるト

ランシェの、全格付け対象取引に渡る平均格付けを示したものである。
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AIGFPは、独自のリスク審査を行い原資産プールの信用度の変更について判定するために、かかる原資産プールのパフォーマンス

および信用度に関する情報を分析する。かかる分析には、プール残高における変動、劣後レベル、返済遅延率、実現ロスおよびより

反動的な信用状況下において予想されるパフォーマンスに関する検証が含まれている。大多数の貸付は同様の性格を持って担保

プールを構成しているため、AIGFPは、報告者により提供されたデータならびに格付機関、政府その他の公の情報源から入手でき

るマクロ経済の傾向および貸付パフォーマンスに関連する情報を用いることで、ポートフォリオ全体の予想パフォーマンスを分

析することができる。

 

対象ポートフォリオの現在のパフォーマンス、劣後レベルおよび信用度に関するAIGFP独自の審査の他、取引構造に内在するリス

ク緩和要因を踏まえれば、AIGFPは、規制上の軽減策を提供するような取引における契約上の規定に従い自身が何らかの支払いを

行わなければならないものとは見込んでいない。さらに、AIGFPは、相手方が満期到来前にこれらの取引を終了させるものと見込

んでいる。

 

以下の表は、地理別の、AIGFPの「法定資本―コーポレート・ローン・ポートフォリオ」を表したものである。

2009年12月31

日現在

 

エクスポー

ジャー・ポー

トフォリオ

正味名目額

（単位：百万

ドル）

全体に対する

割合

最近の平均

アタッチメ

ント・ポイ

ント(a)

2009年12月31

日までの実現

ロス(b)

加重平均満期

（単位：年）

取引数量

下位トランシェの

格付け(d)

初めのコー

ルまで(c)満期まで

格付けを

受けてい

る割合 平均格付け

主要各国別：          

　　ドイツ $6,28511.43%13.58% 0.09% 2.73 9.13 3 100% AA- 

　　オランダ 3,059 5.56 20.15 - 0.21 43.96 1 100 AAA 

　　フィンラン

ド
210 0.38 55.13 - 1.03 5.03 1 100 AAA 

各国別小計 9,554 17.3717.44  1.83 20.49 5 100 AA 

地域別：          

　　アジア 1,997 3.63 16.55 - 0.99 2.24 1 100 AAA 

　　欧州 43,459 79.0023.94 0.06 0.35 4.93 10 100 AA+ 

地域別小計 45,456 82.6323.67  0.37 4.83 11 100 AA+ 

合計 $55,010100.0022.76  0.59 7.14 16 100 AA+ 

(a)　参照債務の総取引名目額に対する割合で表示。

(b)　開始時点から2009年12月31日までの取引により生じた実現ロス（貸倒額から回収額を引いたもの）は、当初の総取引名目額

に対する割合で表示。

(c)　コールの権利が存在しない場合は、加重平均予想満期が用いられる。

(d)　AIGFPスーパー・シニア・トランシェのすぐ下位にあるトランシェについて、加重平均格付けがわかる場合は、加重平均格付

けで表示。格付けを受けている割合について、AIGFPのスーパー・シニア・トランシェのすぐ下位に格付けを受けたトラン

シェが存在する場合は、正味名目額に対する割合で表示。
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以下の表は、地理別の、AIGFPの「法定資本―プライム住宅モーゲージ・ポートフォリオ」を表したものである。

2009年12月31日

現在

正味名目額

（単位：百万

ドル）

全体に対す

る割合

最近の平

均アタッ

チメント

・ポイン

ト(a)

2009年12月31

日までの実現

ロス(b)

加重平均満期

（単位：年）

取引数量

劣後トランシェの

格付け(d)

初めのコール

まで(c) 満期まで

格付けを

受けてい

る割合 平均格付け

国別：          

　　デンマーク $35,609 38.18% 9.57% 0.03% 4.12 29.77 3 100.00% AAA 

　　フランス 25,976 27.85 8.96 0.02 1.20 30.21 5 100.00 AAA 

　　ドイツ 5,666 6.07 26.91 0.40 0.98 41.63 7 81.01 AAA 

　　オランダ 19,462 20.86 18.22 ̶ 0.05 4.92 2 93.78 AAA 

　　スウェーデン 6,563 7.04 13.34 ̶ 0.09 30.09 1 100.00 AAA 

合計 $93,276 100.00% 13.23%  1.80 23.77 18 97.55% AAA

(a)　参照債務の総取引名目額に対する割合で表示。

(b)　開始時点から2009年12月31日までの取引により生じた実現ロス（貸倒額から回収額を引いたもの）は、当初の総取引名目額

に対する割合で表示。

(c)　コールの権利が存在しない場合は、加重平均予想満期が用いられる。

(d)　AIGFPスーパー・シニア・トランシェのすぐ下位にあるトランシェについて、加重平均格付けがわかる場合は、加重平均格付

けで表示。格付けを受けている割合について、AIGFPのスーパー・シニア・トランシェのすぐ下位に格付けを受けたトラン

シェが存在する場合は、正味名目額に対する割合で表示。
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裁定取引ポートフォリオ
 

2009年12月31日現在におけるAIGFPのスーパー・シニア・クレジット・デフォルト・スワップの一部は、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。

 

マルチセクターCDO
 

以下の表は、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、担保種目別の数値を示したものであ

る。

2009年12月31日現在

 

（単位：百万ドル）

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
デリバティブ負

債の公正価値

高格付けのサブプライム担保 $3,620 $2,056 $1,564 $657

高格付けのサブプライム以外の担保 8,703 5,360 3,343 1,373

　　高格付け担保合計(b) 12,323 7,416 4,907 2,030

サブプライムのメザニン 3,906 1,683 2,223 1,779

サブプライム以外のメザニン 1,680 884 796 609

　　メザニン合計(c) 5,586 2,567 3,019 2,388

合計 $17,909 $9,983 $7,926 $4,418

(a)　CDOが維持する証券に対する未払い元本合計。

(b)　「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。

(c)　「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。

 

以下の表は、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残部の、決済方法別の正味名

目額を示したものである。

（単位：百万ドル） 2009年12月31日 2008年12月31日

現金決済によるCDS取引   

　　米ドル建て $4,580 $7,947 

　　ユーロ建て 1,720 1,780 

　　現金決済によるCDS取引合計 6,300 9,727 

現物決済によるCDS取引   

　　米ドル建て 265 766 

　　ユーロ建て 1,361 2,063 

　　現物決済によるCDS取引合計 1,626 2,829 

合計 $7,926 $12,556 
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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・ポートフォリオのデリバティブ負債の公正

価値の変動については、以下のとおりである。

 年度末

（単位：百万ドル） 2009年12月31日 2008年12月31日

各期間開始時におけるデリバティ

ブ負債の公正価値
$5,906 $11,246 

　　未実現市場評価（ゲイン）ロス 669 25,700 

　　対象CDO証券の購入分(a) (234) (995) 

　　ML III 取引に関連した終了分

(b)
- (30,045) 

　　その他の終了分 (1,923) ̶ 

各期間終了時におけるデリバティ

ブ負債の公正価値
$4,418 $5,906 

(a)　特定CDOにより発行された証券の保有者に対し当該証券を1940年投資会社法上の短期2a-7投資適格として扱うことを認める

満期短縮プット（「2a-7プット」）を相手方が行使したことに伴い、AIGFPは対象CDO証券を取得した。特定のケースでは、

AIGFPの相手方による2a-7プット行使に伴い、同時にAIGFPがかかる相手方と既に締結していた融資契約を利用することで、

同契約に従い相手方が対象CDO証券の法律上の所有者に留まった場合もあった。しかし、これらの証券は、一般的に受け入れ

られている会計原則の要請に従い、AIGFPの投資ポートフォリオの一部として報告された。これらのCDO証券の多くは、その後

ML IIIがこれをAIGFPの相手方から取得した。別の１件では、AIGFPは、保護対象CDO証券を購入することにより、１つのCDOに

関連する債務を消却した。

(b)　ML III取引に関連するCDSは、2008年第４四半期において、NY連銀およびAIG間で相互に合意していたとおり、2008年10月31日

におけるマルチセクターCDOの公正価値に基づいて終了された。AIGFPは、当該日付までにCDSの公正価値について生じた変動

を計上した。

 

以下の表は、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・ポートフォリオの未実現市場評

価ゲイン(ロス)を要約したものである。

 12月31日に終了した年度

（単位：百万ドル） 2009年 2008年 2007年

CDS－ML IIIとの関係で終了 $- $(20,365) $(9,680) 

CDS－AIGFPの購入した対象CDO (29) (1,059) (141) 

CDS－解約金により終了 (408) (997) (517)

CDS－その他全て (232) (3,279) (908) 

合計 $(669) $(25,700) $(11,246)
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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、総名目額および正味名目額、ア

タッチメント・ポイント、ならびにB-/B-3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。

（単位：百万ド

ル）

 

 

 

CDO

2009年12月31日現

在における合計名

目額

2009年12月31日現

在における正味名

目額

開始時点のアタッ

チメント・ポイン

ト*

2009年12月31日現

在のアタッチメン

ト・ポイント*

2009年12月31日現

在でB-/B-3以下に

格付けされている

ものの総名目額の

割合

1 $1,124 $455 40.00% 59.49% 55.10%

2 693 326 53.00% 52.91% 35.27%

3 988 470 53.00% 52.41% 70.47%

4 1,262 242 76.00% 80.86% 71.45%

5 933 3 10.83% 9.88% 26.08%

6 291 193 39.33% 33.81% 92.97%

7 1,087 552 12.27% 6.04% 6.46%

8 1,126 809 25.24% 22.96% 8.48%

9 1,425 1,319 10.00% 7.42% 26.83%

10 536 273 33.00% 49.02% 76.67%

11 2,511 1,720 16.50% 18.75% 3.21%

12 400 219 32.00% 45.30% 77.33%

13 694 481 24.49% 30.78% 72.23%

14 575 409 32.90% 28.89% 93.67%

15 286 193 34.51% 32.36% 93.90%

16 3,978 262 9.72% 14.15% 57.53%

合計 $17,909 $7,926    

*　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また

はBaa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。
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以下の表は、マルチセクターCDOにおける担保証券の、資産担保証券（「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示したものである。

2009年12月31日現在

（単位：百万ドル）

 

総取引

名目額

全体に対

する割合

格付け 開始年度

ABS

分類 AAA AA A BBB BB ＜BB

格付な

し 2008年 2007年 2006年

2005年

以前

RMBS

プライ

ム

$2,26012.62%0.46%0.56%0.71%1.47%3.23%6.19%0.00%0.39%7.21%3.52%1.50%

RMBS

ALT-A
2,97116.59%0.12%0.12%0.31%1.09%1.00%13.95%0.00%0.66%4.66%6.06%5.21%

RMBS

サブプ

ライム

3,95522.08%0.70%1.00%0.52%0.80%1.07%17.99%0.00%0.00%1.10%1.92%19.06%

CMBS 3,34918.70%1.21%1.61%2.16%3.59%2.58%7.43%0.12%0.09%1.68%8.10%8.83%

CDO 1,82910.21%0.21%0.95%0.86%1.00%0.92%6.25%0.11%0.00%0.64%1.71%7.86%

その他 3,54519.80%5.44%4.85%5.09%3.09%0.58%0.63%0.12%0.61%1.07%5.11%13.01%

合計 $17,909100.00%8.05%9.09%9.65%11.04%9.38%52.44%0.35%1.75%16.36%26.42%55.47%

 

社債／CLO
 

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14億ドルの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。
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以下の表は、社債のポートフォリオについて引き受けられたCDS取引の総取引名目額の産業部門別の額ならびにスーパー・シニ

ア・リスク層の下位の劣後上の額、AIGFPの正味名目額およびデリバティブ負債の公正価値、ならびに産業部門別の全参照ポート

フォリオに対する割合および格付けを示したものである。

2009年12月31日

現在

（単位：百万ド

ル）

総取引名目額

全体に対する

割合

格付け

 

産業部門別

AAA Aa A Baa Ba ＜Ba 格付なし

米国内          

　　産業 $10,57233.8% 0.0% 0.1% 5.6% 15.4% 3.3% 6.9% 2.5%

　　金融 3,263 10.4% 0.0% 0.2% 3.7% 3.0% 0.1% 2.2% 1.2%

　　設備 845 2.7% 0.0% 0.0% 0.2% 1.9% 0.0% 0.1% 0.5%

　　その他 178 0.6% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.3%

　　　合計（米国） 14,858 47.5% 0.0% 0.3% 9.6% 20.4% 3.5% 9.2% 4.5%

米国外          

　　産業 12,831 41.0% 0.0% 0.9% 7.1% 13.9% 3.5% 2.4% 13.2%

　　金融 1,548 5.0% 0.0% 0.4% 2.7% 1.3% 0.0% 0.2% 0.4%

　　政府 1,109 3.5% 0.0% 0.2% 1.5% 1.4% 0.3% 0.0% 0.1%

　　設備 736 2.4% 0.0% 0.0% 0.7% 0.7% 0.0% 0.0% 1.0%

　　その他 189 0.6% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.3%

　　　合計（米国外） 16,413 52.5% 0.0% 1.5% 12.1%17.3% 3.9% 2.7% 15.0%

総取引名目額合計 31,271100.0% 0.0% 1.8% 21.7%37.7% 7.4% 11.9%19.5%

劣後 9,195         

正味名目額 $22,076         

デリバティブ負債

の公正価値
$309         
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以下の表は、各社債およびCLO CDS取引についての、正味名目額、アタッチメント・ポイント、ならびに開始時から現在までの貸倒

率を示したものである。

（単位：百万ド

ル）

 

CDS タイプ

2009年12月30日現在

の正味名目額

開始時点のアタッ

チメント・ポイン

ト(a)

2009年12月30日現

在のアタッチメン

ト・ポイント(a)

2009年12月30日現

在までの貸倒率(b)

1 社債 $4,508 20.62% 18.54% 4.15%

2 社債 2,520 20.68% 19.52% 5.16%

3 社債 989 22.14% 20.60% 2.93%

4 社債 5,662 22.00% 20.68% 2.99%

5 社債 989 22.14% 20.60% 2.93%

6 社債 1,967 22.15% 20.93% 3.09%

7 社債 983 20.80% 18.91% 4.17%

8 社債 215 30.00% 30.00% 0.00%

9 社債 229 28.00% 27.68% 1.01%

10 社債 657 26.00% 30.19% 4.25%

11 社債 643 24.00% 23.35% 3.51%

12 社債 1,293 24.00% 23.29% 3.64%

13 CLO 249 35.85% 30.48% 3.59%

14 CLO 135 43.76% 41.29% 4.65%

15 CLO 181 44.20% 48.43% 3.30%

16 CLO 64 44.20% 48.43% 3.30%

17 CLO 160 44.20% 48.43% 3.30%

18 CLO 175 31.76% 33.96% 2.02%

19 CLO 334 30.40% 28.21% 4.76%

20 CLO 123 31.23% 26.85% 2.21%

合計  $22,076    

(a)　参照債務の総取引名目額に対する割合で表示。

(b)　開始時点から2009年12月31日までの取引により生じた貸倒率（事実上貸倒れとなった資産のうちそのロスが未実現である

もの）は、2009年12月31日の総取引名目額に対する割合で表示。

 

トリガーおよび決済方法
 

2009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（2009年12月31日に

おいては251億ドル、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84％を占める部分、2008年12月31日に

おいては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（2009年12月31日においては49億ドル、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16％を占める部分、2008年12月31日においては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。

 

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。
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・　「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。

・　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。

 

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

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。

 

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。
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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。

 

2008年１月１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。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の中には、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。このうち16億ドルは、2009年12月31日現在においても未払いの

ままであった。2008年12月、ML IIIおよびAIGFPは、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、合意を締結した。かかる合意に基づき、ML IIIは、マルチ

セクターCDO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購入と同時

に行うことに合意した。一方、AIGFP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。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。

 

2010年１月、AIGFPおよびML IIIは、合意の日付において未払いとなっている2a-7プットに関連する合意を修正した。当該合意に

従い、AIGFPは、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ML IIIが2a-7プットと併せて有しており

2010年12月31日もしくはそれ以前に行使されるものと思われる名目額8.67億ドルのマルチセクターCDOおよびML IIIが2a-7プッ

トと併せて有しており2011年４月30日もしくはそれ以前に行使されるものと思われる名目額5.43億ドルのマルチセクターCDOの

両者についてその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購入と同時に行う旨、合意した。さらに、ML III

の維持する名目額1.86億ドルのマルチセクターCDOに付された2a-7プットについては、2010年12月31日またはそれ以前において

行使されないものと思われる。かかる額のマルチセクターCDOについて、ML IIIは、かかるマルチセクターCDOについてのプット・

オプションを行使しないか、または2010年12月31日までの間かかるマルチセクターCDO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購入と同時に行うことに合意している。一方、AIGFP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ている。加えて、ML IIIは、仮にそのような2a-7プット付きのマルチセクターCDOを第三者に売却する

場合は、条件付でこれを行う旨、合意している。特に条件として付される事項は、かかる第三者（購入者）が、かかるマルチセク

ターCDOの法律上の最終満期の到来まで、当該マルチセクターCDOに対するプット・オプションを行使しないか、またはかかる

プット・オプション行使の際には同時に同額面価格での購入を行なう旨に合意することである。かかる第三者購入者による条件

の履行の見返りとして、AIGFP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する。

 

ML IIIは、上記のML IIIの義務の満了まで、ML IIIの保持するマルチセクターCDOに関連する2a-7プットに基づくAIGFPの義務を

軽減または排除しようと努めるAIGFPを支援する旨、合意した。そのような努力が成功する保証はない。ML IIIが保持する2a-7

プット付きのマルチセクターCDOに関する上記のような努力が実らない場合、およびML IIIがマルチセクターCDOに対するプット

・オプションを行使しないか、またはかかるプット・オプション行使の際には同時に同額面価格での購入を行なう旨に合意して

いる第三者にかかるマルチセクターCDOを売却しなかった場合、AIGFPは、当該マルチセクターCDOに関するML IIIの上記義務が満

了した時点で、関連する2a-7プットに基づき、該当する合意に規定されている事情および条件において、額面価格で当該マルチセ

クターCDOを購入する義務を負うこととなる。
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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、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。

 

（単位：百万ドル）

2009年12月31日時点

における正味名目額

マルチセクターCDO $1,517

企業裁定取引 8,537

法定資本 298

合計 $10,352

 

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。

 

2009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792億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。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、当事者の合意の下（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。
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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。

 

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
 

2009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52.8％は、AIGの信用格付に関連するCSAの対象と

なっており、法定資本軽減取引の47.2％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、「iTtraxx」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約款（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。
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以下の表は、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（同一の本基本契約に服するAIGFPの

スーパー・シニア・クレジット・デフォルト・スワップ以外の取引を考慮する前の段階）を示したものである。

（単位：百万ドル） 2008年12月31日 2009年12月31日 2010年２月17日

市場指標参照方式 $667 $60 $48

参照債務の市場価値 380 - -

予想損失モデル 5 20 19

交渉金額 235 230 219

合計 $1,287 $310 $286

 

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に関し、現物決済によるCDS取引において、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、そのすべてがCSAに服する。これらの取引のうちいずれも（正味名目額で算出）、担保差入れに関する特

約を内容としないが、いずれも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2.98％（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。
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以下の表は、下記の各日付時点におけるAIGFPのスーパー・シニア・クレジット・デフォルト・スワップ・ポートフォリオに関

する担保差仕入額（他の取引との相殺前）を示したものである。

（単位：百万ドル） 2008年12月31日 2009年12月31日 2010年２月17日

法定資本 $1,287 $310 $286

裁定取引―マルチセクターCDO 5,129 3,715 3,714

裁定取引―企業裁定取引 2,349 565 582

合計 $8,765 $4,590 $4,582

 

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、将来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、AIGは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と判断した。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定期的に調整し、また、定期

的にモデルに使われる仮定を見直す。

 

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

(単位：百万ドル)

正味名目額 デリバティブ負債の公正価値

2009年 2008年 2009年 2008年

BETモデル $2,186 $2,545 $1,092 $1,370

第三者の提示する価格 2,466 2,951 1,883 1,753

上記２つの平均 193 3,218 145 1,568

欧州RMBS 3,081 3,842 1,298 1,215

合計 $7,926 $12,556 $4,418 $5,906

 

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44億ドルは、デリバティブ未払い部分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、2009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。

 

2009年第３四半期において、AIGFPは、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

プを対象とした評価方法の改善を行なった。この新たな方法は、市場における指標に頼るのではなく、第三者から受領した評価額

とより密接に適合するような評価結果を算出する計算モデルを用いる。かかる方法は、他の市場参加者によっても広く使用され

ているものであり、また、妥当な市場取引信用指標に基づく同格のトランシェの現行市場価格により示される相関基礎とともに、

ポートフォリオ内の銘柄の現在の市場信用スプレッドをインプットとして用いる方法である。企業裁定取引の合計名目額の２％

を占める２つの取引は、その特有の性質を加味し、第三者の示す見積りを利用して評価された。

 

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。

 

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。

 

前へ　　　次へ
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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。AIGFPは、当該ポートフォリオの予想満期を引き続き再評価する。AIGFPは、当該ポートフォリオの予想加重平均満期は、

2009年12月31日現在、1.35年と見積もった。AIGFPは、相手方からの早期終了の一環として支払いを要求されることはなかった。こ

れらの取引により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年末まで存在し、現在はバーゼ

ルIIにより置き換えられる過程にある。相手方金融機関は、２年間の採用期間を経た後2009年12月31日までに、バーゼルⅠからバ

-ゼルⅡへと移行することが期待されており、かかる以降後は、相手方金融機関は特定の少数の場合を除きCDS取引から追加の規

制上の利益をほとんどまたは一切得られなくなる。しかし、バーゼル委員会は、最近、2009年末以降もバーゼルⅠの最低資本要件

の効力を継続する旨合意したと発表した。ただし、かかる効力延長が欧州中央銀行の各所在地においてどのように実施されるか

は未だ定かではない。特定の相手方が当該取引から引き続き法定上の自己資本軽減に基づく好ましい利益を受ける場合、かかる

相手方は、当該取引を終了させる選択権を、予想通りの時間枠内に行使しないものと思われる。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、（１）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および（２）相手方が予想通りに早期解約せず、将来において早期解約権を有してい

ない取引を例外として、2009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。

2009年中、AIGFPは、当時の公正価値のおよその値で法定資本（その他）の一部として報告していた正味名目額15億ドルの欧州

RMBS証券について引き受けられたCDS取引の早期終了を実施した。その構造が独特であり、また、および高度なローン・トゥー・

バリュー・スペイン住宅モーゲージに対するエクスポージャーが集約的であるために、当該取引はAIGFPを他の法定資本CDSエク

スポージャーに比べて高度な流動性および信用リスクにさらしたため、AIGは、更なる悪化を避けるため、当該取引を終了させる

ことが賢明であると判断した。

 

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。
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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

 2009 2008

ABSカテゴリー   

RMBSプライム 64.35% 50.46%

RMBS Alt-A 37.47 31.68

RMBSサブプライム 29.32 29.02

CMBS 67.14 54.50

CDO 19.01 17.53

その他 70.62 50.92

合計 42.75% 36.65%

 

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。2009年度

および2008年度において、CDO担保マネジャーは、全証券中62.8％および61.2％の証券それぞれについて、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 ― 裁定取引ポートフォリオ
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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、2009年第１四半期、同年第２四半期および同年

第４四半期において、平均して9.96％、5.57％および0.20％（名目額）減少している。しかしながら、2009年９月30日に終了した

３ヶ月間において、CDOの価格は平均して5.13％（名目額）増加した。さらに現在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。2009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79億ドルのうち、BETバリューは正味名目額で48億ドルま

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31億ドルの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48億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。当該モデルは、CDOが維持

する担保証券の価格の変動の予測を試みているが、当該変動は、特に現在の市況を前提とすると、大幅に変動する実際の市況に左

右される。に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2009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）

（ 単

位 ： 百

万 ド

ル）

2009年12月

31日現在の

使用平均イ

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

社債 41ポイント5ポイント

増

$(314)$(13)$(29) $(146)$(81)$(28)$(17)

 5ポイント

減

270 14 28 108 81 17 22

加 重 平

均寿命

5.51年1年増 61 2 7 52 (2) 1 1

 1年減 (121) (3) (5) (114) 4 (1) (2)

回収率 23% 10%増 (40) (1) (1) (10) (20) (3) (5)

 10%減 50 - 2 19 26 1 2

分 散 指

数(a)

13 5増 (9)       

 5減 34       

割 引 曲

線(b)

なし 100ベーシ

ス・ポイ

ント増

16       

(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、2009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インプット、ならびにこれらの市場信用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見込み増減を示したものである。

2009年12月31日現在の使用インプット
（単位：百万ドル） デリバティブ負債の公正価値の増(減)

 

全銘柄を対象とする信用スプレッド  
　　10ベーシス・ポイント増の効果 $31

　　10ベーシス・ポイント減の効果 $(32)
全ての相関基礎  
　　１％増の効果 $7
　　１％減の効果 $(7)
仮定回収率  
　　１％増の効果 $(5)
　　１％減の効果 $5

 

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AIGFPが仮定した数値を（おそらく大幅に）超過しないと仮定することはできない。主要

インプットの変動のうち上記以外のもの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。
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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からおよびレベル３への移転

 

2009年度中、AIGは、約96億ドルの資産をレベル３へ移転した。かかる金額は、主に、市場の透明性の低下およびかかる信用の変動

の低迷と時期を合わせた、特定のABS、RMBSおよびCMBSへの投資、およびマトリックス価格算定法にカバーされていない追加的リ

スク・プレミアムを反映するために価格算定調整された私募社債への投資を表す。2009年度中、AIGは、約58億ドルの資産をレベ

ル３から移転した。かかるレベル３からの移転は、主に、特定のABSおよびRMBSへの投資、ならびに私募社債への投資に関連する。

 

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

米国内生命

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

金融サービ

ス
その他 合計

(単位：百万ドル)

2009年12月31日現在  

満期固定証券：       

　　売却可能社債、公正価値 $79,507$116,629$158,190$2,057 $9,079$365,462

　　売買目的社債、公正価値 - 846 6,227 19,651 4,519 31,243

　　証券貸出に係る現金担保、公

正価値
- - 277 - - 277

エクイティ証券：       

　　売却可能普通および優先株

式、公正価値
2,770 320 5,781 22 629 9,522

　　売買目的普通および優先株

式、公正価値
48 1 7,881 388 - 8,318

モーゲージ貸付その他の貸付

債権、引き当て後正味
9 17,728 6,810 428 2,486 27,461

金融債権、引き当て後正味 - - - 20,327 - 20,327

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

- - - 44,091 - 44,091

その他投資資産 11,668 13,141 13,749 213 6,464 45,235

再販売契約に基づき購入され

た有価証券、公正価格
- - - 2,154 - 2,154

短期投資 12,094 17,456 10,652 3,767 3,106 47,075

投資資産合計 106,096166,121209,567 93,098 26,283 601,165

現金 780 63 1,151 1,847 559 4,400

現金および投資資産の合計 $106,876$166,184$210,718$94,945$26,842$605,565
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損害保険

米国内生命

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

金融サービ

ス
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 $69,106$111,097$158,660$1,971 $22,208$363,042

　　売買目的社債、公正価値 - 899 5,397 26,848 4,104 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：       

　　売却可能普通および優先株式、

公正価値
2,812 280 4,764 8 944 8,808

　　売買目的普通および優先株式、

公正価値
283 351 5,300 737 3 6,674

モーゲージ貸付その他の貸付債

権、引き当て後正味
5 19,475 11,089 367 3,751 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 11,474 15,637 14,173 1,247 15,108 57,639

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 9,253 10,733 17,088 6,238 3,354 46,666

投資資産合計* 93,723 158,472219,530115,715 49,472 636,912

現金 549 77 5,688 1,719 609 8,642

現金および投資資産の合計 $94,272$158,549$225,218$117,434$50,081$645,554

* 2009年12月31日現在、約60％および約40％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。2008年12月31日において

は、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。
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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・サービスおよび投資対応プログラム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

めの投資利益の創出、資本の保全、流動性確保および余剰資金の運用である。2009年において市況は変化し、第2四半期に見られた

著しい改善により、2008年および2009年初めにおいて減少していた投資の価値が増加した。

 

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。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。商業保険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。商業保険事業の現在のリスク/リターンおよび税方針を一致させるために、米国賠償責任保険および損害保

険会社は、投資配分を、課税免除を受ける地方債から、会社の流動性、デュレーションおよび品質目標ならびに現在のリスク・リ

ターンおよび税方針に対応する課税商品に転換した。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、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、AIGの連結貸借対照表上の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。

 

2009年12月31日現在、固定満期証券のうち53％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

27％は、１社以上の大手格付機関によりAAAの格付けが与えられていた。米国内有価証券の約11％は、投資適格未満または格付の

ない証券であった。AIGは投資を判断する上で、主に社内で行った基礎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、第三者格付期間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。2009年12月31日現在、米国外満期固定利益投資の約15％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、

同日現在投資適格未満または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。
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報告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。

 

商業保険において保有している満期固定証券は、課税対象地方債、国債ならびに公共機関の証券および社債と同様に、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投資の格付けの大半は、AAAま

たは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、米商業

保険が6.1年であるところ、2.7年である。

 

商業保険では、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。

 

米国内および米国外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これらの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。

 

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。

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。AIGは、満期固定証券を売却する意思がなく、また当該証券の価値が回復する前に売

却を求められる可能性が低い場合に、当該証券の一時的でない減損の信用要素を損益に認識し、信用以外の要素をその他の包括

累計額に認識している。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。
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金融サービス事業
 

キャピタル・マーケット

 

規模縮小中のAIGFPの事業に関連する情報は以下のとおりである。

 

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。これら

の取引は、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、売買目的証券、売却可能証券を含めた多様な証券ポートフォリオお

よび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。この売買目的証券、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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その他の非中核事業
 

非中核資産運用事業の投資資産は、MIP、AIGグローバル・リアル・エステートの所有持分、および元は以下に記載されている保管

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。

 

MIP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。

 

以下の表は、AIGの満期固定投資の信用格付を示したものである。

 12月31日現在

 2009年 2008年

格付け   

　　AAA 23% 27%

　　AA 24 28

　　A 28 26

　　BBB 17 13

　　投資適格未満 6 4

　　格付けなし 2 2

合計 100% 100%
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売却可能投資

 

以下の表は、AIGの売却可能証券の償却コストまたは取得原価および公正価値を示したものである。

（単位：百万ドル）
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

その他の包括損
失累計額に認識
されている一時
的でない減損(a)

2009年12月31日      

売却可能債券：      
米国債および政府出資機
関発行証券

$5,098 $174 $(49) $5,223 $-

州、地方および政府下部組
織の債務

52,324 2,163 (385) 54,102 -

米国以外の国の政府発行
証券

63,080 3,153 (649) 65,584 (1)

社債 185,188 10,826(3,876)(c) 192,138 119
モーゲージ担保証券、資産
担保証券および担保付証
券

     

　　RMBS 32,173 991 (4,840) 28,324 (2,121)

　　CMBS 18,717 195 (5,623) 13,289 (739)

　　CDO/ABS 7,911 284 (1,304) 6,891 (63)

売却可能債券合計(d) 364,491 17,786 (16,726) 365,551 (2,805)

売却可能エクイティ証券：      

　　普通株式 4,460 2,913 (75) 7,298 -

　　優先株式 740 94 (20) 814 -

　　ミューチュアル・ファンド 1,264 182 (36) 1,410 -

売却可能エクイティ証券合計 6,464 3,189 (131) 9,522 -

合計 $370,955 $20,975$(16,857)$375,073$(2,805)

2008年12月31日      

売却可能債券：      
米国債および政府出資機
関発行証券

$4,433 $331 $(59) $4,705  

州、地方および政府下部組
織の債務

62,718 1,150 (2,611) 61,257  

米国以外の国の政府発行
証券

62,176 6,560 (1,199) 67,537  

社債 194,481 4,661(13,523)(c) 185,619  
モーゲージ担保証券、資産
担保証券および担保付証
券

     

　　RMBS 32,092 645 (2,985) 29,752  

　　CMBS 14,205 126 (3,105) 11,226  

　　CDO/ABS 6,741 233 (843) 6,131  

　　AIGFP(b) 217 - - 217  

売却可能債券合計(d) 377,063 13,706 (24,325) 366,444  

売却可能エクイティ証券：      

　　普通株式 5,545 1,035 (512) 6,068  

　　優先株式 1,349 33 (138) 1,244  

　　ミューチュアル・ファンド 1,487 78 (69) 1,496  

売却可能エクイティ証券合計 8,381 1,146 (719) 8,808  

合計 $385,444 $14,852$(25,044)$375,252  
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(a)　2009年４月１日より損益計上されなくなった、その他の包括損失累計額に認識されている一時的でない減損損失の金額を示

している。当該金額は、減損した証券の減損測定日より後に発生した価額の変動に関連した未実現利益および損失を含んでい

る。

(b)　当該金額は、AIGFPが公正価値オプションを選択していない証券を反映している。2009年12月31日現在、合計3.29億ドルの償

却コストおよび3.75億ドルの公正価値のAIGFPの証券が、CDO/ABSに含まれている。過去の金額は修正されていない。

(c)　2009年12月31日および2008年12月31日現在の総未実現損失合計のそれぞれ約43％および57％が金融機関に関係している。

(d)　2009年12月31日および2008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売却可能債券はそ

れぞれ合計245億ドルおよび194億ドルであった。2009年12月31日および2008年12月31日現在、連結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それぞれ1.88億ドルおよび4.42億ドルを含んでい

る。

 

以下の表は、AIGの産業別売却可能社債を示したものである。

 12月31日現在

産業区分 2009年 2008年

金融機関：   

　　マネー・センター／国際銀行 18% 20%

　　地方銀行 ― その他 5 5

　　生命保険会社 4 4

　　証券会社その他の金融会社 2 4

　　生命保険以外の保険会社 3 5

　　地方銀行 ― 北米 2 3

　　その他の金融機関 4 1

公共サービス 14 13

通信サービス 8 8

消費者非循環財 8 8

資本財 7 6

消費者循環財 5 5

エネルギー 6 5

その他 14 13

　　合計* 100% 100%

* 2009年12月31日および2008年12月31日の両日において、これらの投資のそれぞれ約94％および96％が投資適格であった。
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RMBS、CMBS、CDOおよびABSを対象とする投資

 

以下の表は、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）および公正価値を示したものである。

 2009年12月31日現在 2008年12月31日現在

（単位：百万ドル）
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

債券 ― 売却可能：         

AIG(AIGFPを除

く。）：

        

　　RMBS $32,173$991 $(4,840)$28,324$32,092$645$(2,985)$29,752

　　CMBS 18,717 195 (5,623)13,28914,205 126 (3,105)11,226

　　CDO/ABS 7,582 238 (1,304)6,516 6,741 233 (843) 6,131

小計（AIGFPを除

く。）

58,4721,424(11,767)48,12953,0381,004(6,933)47,109

AIGFP 329 46 - 375 217 - - 217

合計 $58,801$1,470$(11,767)$48,504$53,255$1,004$(6,933)$47,326

* 2009年における償却リコストの増加は、新たな一時的でない減損に関する会計基準の導入を反映している。

 

RMBSを対象とする投資
 

以下の表は、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を示したもの

である。

 2009年12月31日現在 2008年12月31日現在

（単位：

百 万 ド

ル）

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：           

米国の代

理店

$12,875$726 $(22)$13,57948%
$12,793$537 $(22) $13,30845%

プライム

非代理店

(a)

11,458169 (2,027)9,600 34 12,744 41 (1,984)10,80136

Alt-A 5,371 43 (1,681)3,733 13 4,927 25 (743) 4,20914

その他住

宅関連(b)

870 31 (391) 510 2 410 23 (54) 379 1

サブプラ

イム

1,599 22 (719) 902 3 1,218 19 (182) 1,055 4

合計 $32,173$991 $(4,840)$28,324100% $32,092$645 $(2,985)$29,752100%

(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。
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2009年12月31日現在、AIGFPを除くAIGの事業は、283億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。さらにAIGの保険事業は、公正価値65億ドルに及ぶ投資を、CDO／ABSを対象に維持していた。そのうち600万ドル

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

確保できるトランシェを対象とするものである。2009年12月31日現在、これらの投資のうち約64％がAAAの格付、約5％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。2009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87億ドル、つまりAIGの全投資資産の約１％であった。2010年２月17日現在、AIGのRMBSポートフォリオのうち121億ドル

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1.69億ドルが格上げされた。格下

げ対象となった投資のうち、104億ドル分がAAA格付証券であった。これらの格下げに加え、2010年２月17日現在、格付機関は、RMBS

のうち3.77億ドル分を格下げ検討に付した。

 

2009年および2008年中、AIGは、RMBSに対する元金のうちそれぞれ約50億ドルおよび75億ドルを回収した。
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以下の表は、AIGFPを除くAIGによる投資開始年別および信用格付別のRMBS投資の償却コストを示したものである。

2009年12月31日現
在
（単位：百万ドル）

投資開始年

2004年以前2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 合計

格付：        

RMBS全体        

　　AAA $9,484$2,779$1,543$1,809$3,310$1,578$20,503

　　AA 895 310 157 81 - 104 1,547

　　A 410 518 167 247 64 17 1,423

　　BBB 431 616 233 148 - - 1,428

　　投資適格未満 558 851 3,098 2,697 - - 7,204

　　格付けなし - - 8 - 44 16 68

合計* $11,778$5,074$5,206$4,982$3,418$1,715$32,173

Alt-A RMBS        

　　AAA $1,015 $439 $88 $164 $- $- $1,706

　　AA 207 28 28 33 - - 296

　　A 20 105 11 111 - - 247

　　BBB 70 58 - 14 - - 142

　　投資適格未満 204 250 1,357 1,169 - - 2,980

　　格付けなし - - - - - - -

合計 $1,516 $880 $1,484$1,491 $- $- $5,371

サブプライムRMBS        

　　AAA $460 $112 $73 $32 $- $- $677

　　AA 61 57 22 10 - - 150

　　A 92 79 14 5 - - 190

　　BBB 120 38 1 - - - 159

　　投資適格未満 124 214 70 15 - - 423

　　格付けなし - - - - - - -

合計 $857 $500 $180 $62 $- $- $1,599

プライム非代理RMBS       

　　AAA $3,634 $578 $383 $298 $- $298 $5,191

　　AA 599 219 106 38 - 56 1,018

　　A 267 266 134 131 64 17 879

　　BBB 136 509 177 134 - - 956

　　投資適格未満 207 368 1,452 1,319 - - 3,346

　　格付けなし - - 8 - 44 16 68

合計 $4,843$1,940$2,260$1,920 $108 $387 $11,458

*　加重平均予想寿命は７年である。

 

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、投資

の時点において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

 

以下の表は、AIGFPを除くAIGによるCMBS投資の償却コスト、未実現ゲイン(ロス)総額および公正価値を示したものである。

 2009年12月31日 2008年12月31日

（単位：

百 万 ド

ル）

償却コス

ト*

未実現ゲ

イン総額

未実現ロス

総額

公正価値 全体に対

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 全体に対

する割合

CMBS（従来

型）

$16,599$161$(4,925)$11,83589%$13,033$110$(3,030)$10,11392%

ReRemic/

CRE CDO

932 20 (578) 374 5 583 2 (47) 538 4

代理 200 8 (3) 205 1 159 7 (1) 165 1

その他 986 6 (117) 875 5 430 6 (26) 410 3

合計 $18,717$195$(5,623)$13,289100%$14,205$125$(3,104)$11,226100%

* 2009年における償却リコストの増加は、一時的でない減損に関する新たな会計基準の導入を反映している。

 

以下の表は、AIGFPを除くAIGによる信用格付別のCMBS投資の割合を示したものである。

12月31日現在 2009年 2008年

格付：   

　　AAA 46% 84%

　　AA 12 8

　　A 10 6

　　BBB 12 1

　　投資適格未満 17 -

　　格付けなし 3 1

合計 100% 100%

 

以下の表は、AIGFPを除くAIGによる投資開始年別のCMBS投資の割合を示したものである。

12月31日現在 2009年 2008年

年度：   

2008年 1% 1%

2007年 27 23

2006年 15 11

2005年 21 17

2004年以前 36 48

合計 100% 100%
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以下の表は、AIGFPを除くAIGによる地域別のCMBS投資の割合を示したものである。

12月31日現在 2009年 2008年

地域：   

　　ニューヨーク州 15% 15%

　　カリフォルニア州 14 13

　　テキサス州 7 6

　　フロリダ州 6 6

　　バージニア州 3 3

　　イリノイ州 3 3

　　ニュージャージー州 3 3

　　ペンシルバニア州 3 3

　　メリーランド州 2 2

　　ジョージア州 3 2

　　その他* 41 44

合計 100% 100%

*　米国以外の地域を含む。

 

以下の表は、AIGによる産業別のCMBS投資（AIGFPによる投資を除く。）の割合を示したものである。

12月31日現在 2009年 2008年

産業：   

　　オフィス 30% 32%

　　リテール 30 30

　　集合住宅 15 16

　　宿泊施設 7 7

　　製造業 7 7

　　その他 11 8

合計 100% 100% 

 

商業用不動産のファンダメンタルズの低迷および支払遅延および債務不履行が増加するという市場における予想により、CMBS市

場において混乱が見られた。2009年中、市場は改善し、CMBSスプレッドは強化されたが、持分の市場価値は償却コストを下回った

ままである。AIGのCMBSへの投資の大部分は、担保劣後を通じて相当の保護を確保できるトランシェを対象とするものである。表

に示されるように、CMBS持分の多くに格下げが生じた。CMBS持分の大半は、従来型のコンジット取引であり、不動産の種類および

地理的地域によって大きく異なる。
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CDOを対象とする投資

 

以下の表は、AIGFPを除くAIGによる担保タイプ別のCDO投資の償却コストを示したものである。

12月31日現在 2009年 2008年

（単位：百万ドル） 償却コスト* 全体に対する割合 償却コスト 全体に対する割合

担保タイプ：     

　　銀行貸付（CLO） $2,015 74% $824 61%

　　合成投資適格 220 8 210 16

　　その他 443 17 291 22

　　サブプライムABS 33 1 12 1

合計 $2,711 100% $1,337 100%

*　2009年における償却コストの増加は、一時的でない減損に関する新会計基準の適用を反映している。

 

以下の表は、AIGFPを除くAIGによる信用格付別のCDO投資の償却コストを示したものである。

12月31日現在 2009年 2008年

（単位：百万ドル） 償却コスト 全体に対する割合 償却コスト 全体に対する割合

格付：     

　　AAA $325 12% $386 29%

　　AA 135 5 180 13

　　A 1,028 38 574 43

　　BBB 670 25 168 13

　　投資適格以下 550 20 16 1

　　格付けなし 3 - 13 1

合計 $2,711 100% $1,337 100%

 

商業モーゲージ・ローン

 

2009年12月31日現在、AIGは、163億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149億ド

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98％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14億ドルは、主に日本における不動産により担保されている。さらに2009年12月31日現在、AIGは、米国

外の事業区域内において19億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。
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以下の表は、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を示したものである。

2009年12月31日現在

（単位：ドル単位の場合は百万ド

ル）

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

州：          

カリフォルニア州 213$4,102$116$1,807$232$985$423$53928%

ニューヨーク州 75 1,584 307 930 174 40 48 85 11

ニュージャージー州 73 1,286 602 282 276 49 - 77 9

テキサス州 72 1,061 75 488 127 260 81 30 7

フロリダ州 103 996 45 357 239 114 29 212 6

ペンシルバニア州 68 535 108 135 142 117 18 15 4

オハイオ州 62 423 199 51 72 48 40 13 3

メリーランド州 23 401 28 194 169 1 4 5 2

アリゾナ州 18 329 106 55 61 11 9 87 2

コロラド州 25 328 18 207 4 12 27 60 2

その他 417 3,819 3161,527742 408 367 459 26

合計 1,149$14,864$1,920$6,033$2,238$2,045$1,046$1,582100%

*　ポートフォリオ評価ロスを除く

 

AIGFP売買目的投資

 

以下の表は、AIGFPの満期固定売買目的投資の公正価値を示したものである。

12月31日現在 2009年 2008年

（単位：百万ドル）

公正価値 全体に対する

割合

公正価値 全体に対する

割合

米国政府、および政府支援対象法人の発行する証券 $6,292 33% $9,594 37%

米国以外の政府の発行する証券 247 1 500 2

社債 1,342 7 3,530 13

州、地方および政府下部組織 365 2 - -

モーゲージ担保証券、資産担保証券および担保付証券 11,016 57 12,445 48

合計 $19,262 100% $26,069 100%

 

以下の表は、AIGFPの満期固定売買目的投資の信用格付を示したものである。

12月31日現在 2009年 2008年

格付：   

　　AAA 64% 74%

　　AA 13 10

　　A 12 11

　　BBB 3 3

　　投資適格以下 8 2

合計 100% 100%
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以下の表は、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を示したものである。

12月31日現在 2009年 2008年

（単位：百万ドル）

公正価値 全体に対す

る割合

公正価値 全体に対す

る割合

RMBS $2,806 26% $3,679 30%

CMBS 2,219 20 2,020 16

CDO／ABSその他の担保付証券 5,991 54 6,746 54

合計 $11,016100%$12,445100%

 

一時的ではない減損

 

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、2009年、2008年および2007年にそれぞれ

78億ドル、486億ドルおよび46億ドル（AIGFPのその他収益に計上された6.43億ドルを含む。）の一時的ではない減損を計上した。
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以下の表は、部門別の一時的ではない減損を示したものである。

（単位：百万ドル）

損害保険

米国内生命

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

金融サービ

ス
その他 合計

2009年12月31日       

減損の内容：       

予想損失 $118 $829 $428 $2 $515 $1,892

保有・売却意図の変化 186 656 146 - 48 1,036

為替の下落 9 - 508 - - 517

発行体特有の信用関連事由 589 2,260 327 16 993 4,185

仕組み証券のキャッシュ・フロー

の

下落予想

1 76 45 4 23 149

合計 $903 $3,821$1,454 $22 $1,579$7,779

2008年12月31日       

減損の内容：       

予想損失 $2,367$17,799$4,546 $94 $2,992$27,798

保有・売却意図の変化 372 9,043 1,962 12 129 11,518

為替の下落 - - 1,903 - - 1,903

発行体特有の信用関連事由 1,305 2,160 1,331 15 974 5,785

仕組み証券のキャッシュ・フロー

の

下落予想

7 1,462 24 6 146 1,645

合計 $4,051$30,464$9,766 $127 $4,241$48,649

2007年12月31日       

減損の内容：       

予想損失 $69 $1,063 $113 $643 $272 $2,160

保有・売却意図の変化 83 652 224 7 27 993

為替の下落 - - 500 - - 500

発行体特有の信用関連事由 229 158 60 - 50 497

仕組み証券のキャッシュ・フロー

の

下落予想

1 336 3 - 106 446

合計 $382 $2,209 $900 $650 $455 $4,596
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以下の表は、証券タイプおよび減損タイプ別の一時的ではない減損の予想を示したものである。

（単位：百万ドル）

RMBS CDO/ABSCMBS

その他の

確定利付

証券

エクイ

ティ／そ

の他の投

資資産*

合計

2009年12月31日       

減損の内容：       

予想損失 $844 $481 $55 $133 $379$1,892

保有・売却意図の変化 19 8 74 755 180 1,036

為替の下落 - 23 17 475 2 517

発行体特有の信用関連事由 1,938 330 556 306 1,0554,185

仕組み証券のキャッシュ・フ

ローの下落予想
105 36 8 - - 149

合計 $2,906 $878 $710$1,669$1,616$7,779

2008年12月31日       

減損の内容：       

予想損失 $14,387$3,011$6,191$2,450$1,759$27,798

保有・売却意図の変化 5,300 453 527 4,398 840 11,518

為替の下落 - 59 - 1,511 333 1,903

発行体特有の信用関連事由 1,948 92 240 2,1051,4005,785

仕組み証券のキャッシュ・フ

ローの下落予想
1,608 32 5 - - 1,645

合計 $23,243$3,647$6,963$10,464$4,332$48,649

2007年12月31日       

減損の内容：       

予想損失 $1,132 $706 $135 $37 $150$2,160

保有・売却意図の変化 121 - 4 799 69 993

為替の下落 - 19 - 480 1 500

発行体特有の信用関連事由 15 1 1 130 350 497

仕組み証券のキャッシュ・フ

ローの下落予想
299 137 8 2 - 446

合計 $1,567 $863 $148$1,448$570$4,596

*　パートナーシップ投資および直接プライベート・エクイティ投資における一時的でない減損額を含む。
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以下の表は、証券タイプおよび信用格付別の、収益における一時的ではない減損の予想を示したものである。

（単位：百万ドル）

RMBS CDO/ABSCMBS

その他の

確定利付

証券

エクイ

ティ／その

他の投資資

産*

合計

2009年12月31日       

格付：       

AAA $793 $23 $97 $168 $ - $1,081

AA 383 16 77 142 - 618

A 231 345 78 423 - 1,077

BBB 258 110 119 319 - 806

投資適格未満 1,241 344 298 595 - 2,478

格付なし - 40 41 22 - 103

エクイティ／その他の投資資産 - - - - 1,6161,616

合計 $2,906 $878 $710$1,669$1,616$7,779

2008年12月31日       

格付：       

AAA $14,197$645 $4,228$476 $ -$19,546

AA 4,159 769 1,056 747 - 6,731

A 1,812 1,545 1,2672,417 - 7,041

BBB 985 472 271 1,550 - 3,278

投資適格未満 2,025 125 141 4,834 - 7,125

格付なし 65 91 - 440 - 596

エクイティ／その他の投資資産 - - - - 4,3324,332

合計 $23,243$3,647$6,963$10,464$4,332$48,649

2007年12月31日       

格付：       

AAA $275 $632 $2 $79 $ - $988

AA 914 87 6 112 - 1,119

A 271 73 84 259 - 687

BBB 75 70 41 208 - 394

投資適格未満 24 - 11 533 - 568

格付なし 8 1 4 257 - 270

エクイティ／その他の投資資産 - - - - 570 570

合計 $1,567 $863 $148$1,448 $570$4,596

*　パートナーシップ投資および直接プライベート・エクイティ投資における一時的でない減損額を含む。
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AIGは、2009年、2008年および2007年の各年において、上記のとおり一時的ではない減損（予想損失）を計上した。2009年４月１日

における一時的でない減損に関する新たな会計基準の採用に伴い、同日以降の予想損失は、もっぱらエクイティ証券およびその

他の投資資産に関連付けられることとなった。一方これまでは、当該一時的ではない減損は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、金融機関の社債証券ならびに他のエクイティ証券に関連付けられたものであった。AIGはこれらの有価証券

を取引価格または償却コスト・ベースの回収が済むまで保有し続ける意思および能力を有しており、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当時維持されていたものの、AIGは当時において、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。

 

一時的ではない減損は、格付機関による格付けに関係なく、各証券の徹底した信用分析に基づき算定される。同分析に基づき、AIG

は、信用ロスの計上されていない投資適格未満の全証券の償却コストをカバーするのに十分なキャッシュ・フローを得られるも

のと見込んでいる。

 

CMBSの価格設定は、当該モーゲージの貸倒れが増加するという懸念により悪影響を受けてきた。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、一時的でない減損に関する新たな会計基準の採用以前である2009年第１四半期

中において、CMBSについて一時的でない減損の予想損失5,500万ドル（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。

 

上記予想損失に加え、AIGは以下の事項に関連して、2009年および2008年に一時的ではない減損を計上した。

・　AIGが保有または売却意図を変えた有価証券

・　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

・　エクイティ証券、パートナーシップ投資およびプライベート・エクイティ投資を含むその他の減損

 

AIGは、2009年、2008年および2007年の各年において、保有・売却意図の変化による一時的でない減損をそれぞれ10億ドル、115億

ドルおよび9.93億ドル計上した。

 

上記の発行体に特有の信用関連事由に関して、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2009年、2008年および2007年の各年において、全エクイティの0.09％、３％および0.20％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。

 

2009年12月31日現在、AIGは、公正価値で維持されている約5.00億ドルの手頃な住宅税控除を維持している。AIGは、引き続きその

ような控除を活かすAIGの能力およびその公正価値を評価していく予定である。

 

AIGは、通常、為替の変動によらない売却可能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おいて、新た

な償却コストと割り引かれていない見積り回復価値との差異を当該証券の残存保有期間にわたって収益に組み込む。2009年およ

び2008年において収益に計上されたかかる組み込み金額は、それぞれ7.35億ドルおよび6.34億ドルであった。2008年より以前に

おいて計上された重要な組み込み金額はなかった。
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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（個別の取引数を含む。）を割合(公正

価値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、以下のとおりである。

2009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)

(単位：百万ド

ル)

取得

原価(c)

未実現

損失

取引数

(f)

取得

原価(c)

未実現

損失

取引数

(f)

取得

原価(c)

未実現

損失

取引数

(f)

取得

原 価

(c)

未実現

損失(d)
取引数(f)

投資適格債券             

　0-6 $30,644$8153,493$1,773$519 165 $244$151 24$32,661$1,4853,682

　7-12 10,663589 1,1027,0572,286 6662,8701,967 32420,5904,8422,092

　>12 33,6622,4714,3378,8452,507 9331,172751 12843,6795,7295,398

合計 $74,969$3,8758,932$17,675$5,3121,764$4,286$2,869476$96,930$12,05611,172

投資適格基準を

下回る債券
            

　0-6 $1,721$106 271 $681$179 63 $169$113 51 $2,571$398 385

　7-12 2,893 338 456 2,862986 2932,6261,840 276 8,3813,1641,025

　>12 2,176 194 370 1,920556 154 514 358 82 4,6101,108 606

合計 $6,790$6381,097$5,463$1,721510$3,309$2,311409$15,562$4,6702,016

債券合計             

　0-6 $32,365$9213,764$2,454$698 228 $413$264 75$35,232$1,8834,067

　7-12 13,556927 1,5589,9193,272 9595,4963,807 60028,9718,0063,117

　>12 35,8382,6654,70710,7653,0631,0871,6861,109 21048,2896,8376,004

合計(e) $81,759$4,51310,029$23,138$7,0332,274$7,595$5,180885$112,492$16,72613,188

エクイティ証券             

　0-6 $1,195$69 682 $94 $24 75 $ - $ - 1 $1,289$93 758

　7-12 262 29 63 16 6 29 3 3 4 281 38 96

　>12 - - - - - - - - - - - -

合計 $1,457$98 745 $110$30 104 $3 $3 5 $1,570$131 854

(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)　CUSIPナンバーで区別される子会社別の件数。

 

2009年において、満期固定証券およびエクイティ証券に関連する正味未実現ゲインは、主に信用スプレッドの収縮に起因する公

正価値の増加を反映し、143億ドル（税引後は93億ドル）増加した。かかる増加は、一時的でない減損に関する計上の基準を変更

した新たな会計基準を採用したことに関連して以前の一時的でない減損が戻し入れられたことにより、一部相殺された。
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リスク管理

 

概観

 

AIGは引き続き、取締役会レベル、コーポレート・レベルおよび事業体レベルの各面で、リスク管理統制の環境、リスク管理プロセ

スおよび企業リスク管理の機能を強化していく。2009年３月、取締役会は、財務委員会の役割をリスク管理にまで拡大し、財務お

よびリスク管理委員会に関する定款をまとめた。同様に、拡大された報酬および経営資源委員会に関する修正定款も承認された。

コーポレート・レベルにおいては、リスクおよび資産に対するリスクの影響が会社の重役レベルにおいて組織的に審査され連結

されるよう、AIGリスクおよび資本委員会（「ARCC」）が設置された。さらに、不動産ポートフォリオおよび金融商品ポートフォ

リオの縮小を監視するために、２つの指揮委員会（不動産ポートフォリオにつきグローバル不動産指揮委員会、および金融商品

ポートフォリオにつきAIGFP指揮委員会）が設置された。事業レベルでは、資産／負債関連の委員会およびこれらの下位委員会

が、資産および負債ならびにこれらに内在するリスクの管理において、活動の活発化を見せている。

 

AIGは、AIGの各地域での現地法人の資本および流動性に関する要請を最小限に抑えるため、コーポレート・レベルおよび事業レ

ベルの両面で、プロセス改善およびリスク緩和策を模索していく。ただし、AIGが信用リスク、市場リスクおよび流動性リスクに対

するエクスポージャーの緩和技術を利用する能力は、市場における流動性の制限およびAIGと取引を望む取引相手数の制約によ

り引き続き深刻な抑制を受ける。

 

2009年中、AIGは、引き続き、資産・負債管理プロセスおよび流動性管理プロセスを目的として、シナリオを用いたストレス・テス

トを構築していった。AIGのリスク緩和策は、以下の結果を生んだ。

 

・　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。

 

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

 

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。

 

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。
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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、上記のARCC、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の強化および整備について責任を負う。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。

・　グローバル価格設定委員会は、AIGの価格評価の実施状況およびプロセスについて監督する。また、各地域の事業内での価格評

価の実施およびモニタリングについては、地域的価格設定委員会に委任している。

 

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。

 

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。
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・　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およびリスク管理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RMBS、CMBSおよびCDOにおける資産運用グループ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、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、エクイティ合計に対する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。

2009年12月31日現在

種類
リスク格付け(a)

エクイティ合計に対して信

用リスクが占める割合

投資適格：    

　　最大の10銘柄合計 A-(b) 102.8%(c)

　　1件の最大の非ソブリン債（金融機関） BBB- 9.4

　　1件の最大の社債 AA 3.4

　　1件の最大のソブリン債 AAA 21.3

投資適格基準を下回るもの：    

　　1件の最大のソブリン債 BB- 1.9

　　1件の最大の非ソブリン債 BB 0.6

(a)　AIGの社内リスク格付を反映している。

(b)　信用エクスポージャーの最も高い10銘柄中４銘柄は金融機関、４銘柄は投資適格ソブリン債、および２銘柄は政府後援団体

である。信用エクスポージャーの最も高い10銘柄のうち、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。

(c)　2008年12月31日現在における大きさ上位10銘柄合計に対するエクスポージャーの全エクイティに対する割合は、150.7％で

あった。
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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。2009年12月31日において、９

カ国が、株主資本合計の10％を超える外為決済エクスポージャーを占めていた（2008年12月31日においては８カ国が20％を超え

る外為決済エクスポージャーを占めていた。）。AIGの内部におけるリスク格付け基準によれば、同日において、そのうち６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。最もエクスポージャーの大きなソブリン２銘柄は、バミューダ諸島

および英国である。

 

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、銀行および金融会社、証

券会社、保険および再保険会社、ならびに政府後援団体（連邦住宅抵当公庫（Federal National Mortgage Association）および

連邦住宅貸付抵当金庫（Federal Home Loan Mortgage Association））を含む、グローバル金融機関部門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。

2009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 83.9%*

政府後援団体 20.1

ヨーロッパの地域金融機関 15.1

グローバル生命保険会社 14.1

グローバル再保険会社 12.2

アジア地域の金融機関 8.0

北米を拠点とする地域金融機関 7.4

超国家的な銀行 7.3

*　2008年12月31日現在、マネーセンター／グローバル銀行グループに対するエクスポージャーの株主資本合計に対する割合は、
138.7％であった。
 

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、2009年12月31日現在の株

主資本合計の33.5％を占めた（2008年12月31日においては株主資本合計の56.8％を占めた。）。

 

グローバル再保険会社に対する信用エクスポージャーは、2008年12月31日における18.4％に対し、エクイティ全体の12.2％を占

めた。以前に連結子会社であったトランスアトランティックに対する信用エクスポージャーは、このカテゴリーに加えられた。ト

ランスアトランティックは、現在、AIG最大の信用エクスポージャーを有しており、その無担保再保険資産は約16億ドルにのぼる。

トランスアトランティックの中核となる事業子会社は、A.M.ベストによりA1、およびS&PによりA+の財務力格付けを受けている。

 

また、AIGの負うリスクは、米国の地方政府部門におけるAIG保険会社の投資ポートフォリオを通じて集中している。AIGは、米国領

域中の広域多数の地方政府が発行する課税免除対象および課税対象証券約486億ドル分を保有している。これらの証券の大半は、

AIGの米国内賠償責任保険会社の売却可能ポートフォリオにおいて維持されている。これらの証券は、州政府および地方政府の一

般公債、これらの政府の発行する歳入担保債、ならびに交通局、大学、州の住宅金融公団および病院機関の発行する債券から成る。

これらの証券の発行体の平均信用度はA+である。

 

近年、いくつかの州政府、地方政府その他の発行体は、不況の影響から歳入に対する負担に直面しており、支出の削減および積立

資金への依存を余儀なくされている。その結果、AIGのポートフォリオにおけるいくつかの地方政府発行体は、格付機関から１段

階以上の格下げを受けてきた。こうした地方発行体の最も顕著な例はカリフォルニア州である。カリフォルニア州は、AIGがその

一般公債の約11億ドル分を保有しており、2009年12月31日現在、AIGの地方政府金融ポートフォリオにおける最大の単一発行体で

もあった。しかし当該部門の直面している予算に対する負担にも関わらず、AIGは、自身のポートフォリオ内で地方政府発行体が

占める割合について、大幅な不履行はないものと見込んでいる。
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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。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。
 

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。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た。

 

CROに報告をしている市場リスク管理および独立評価部（「MRMIV」）は、AIG内において頻繁に取引される全ての市場リスクを

コントロールおよび監視する責務を負う。同じくCROに報告をしている保険リスク管理部（「IRM」）は、頻繁には取引されない

資産負債管理リスクならびにAIGの金融サービス、保険および投資事業全てにおけるリスク集約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／財務省のイールド・カーブまたはスワッ

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、ベンチマークであるイールド・カーブ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、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、非中核資産運用事業および

金融サービス事業（キャピタル・マーケッツを除く。）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。

 

保険事業および金融サービス事業（キャピタル・マーケッツを除く。）の感応度

 

以下の表は、イールド・カーブにおける株価および外貨換算レートの変更に対するAIGの感応度の予測を示す。

12月31日現在 エクスポージャー  効果

（単位：百万ドル） 2009年 2008年 感度要因 2009年 2008年

収益に対する感応度の高い資

産

$524,000$500,000全てのイールド・カーブにおいて

100ベーシス・ポイントの増加

$(26,200)$(23,500)

株式および代替投資のエクス

ポージャー

$44,000$47,000株価および代替投資において20％

（2008年は15％であった）の下落*

$(8,800)$(7,050)

外国為替レートの正味エクス

ポージャー

$22,000$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

$(2,200)$(1,700)

*　2008年においては、株式および代替投資について感度要因のうち15％が使用された。もし感度要因のうち20％を使っていたな

らば、その効果は、94億ドルであったと予想される。

 

イールド・カーブについてのエクスポージャーには、イールド・カーブ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（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（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。2008年と比べた2009年のエクスポージャーは、以下の通りである。

 

・　収益に対する感応度の高い資産の合計は、主に資産価格（特に固定利付証券）を上昇させた市場の改善により2008年に比べ

4.8％（240億ドル）増加したが、この増加は、2009年の特定の事業の売却、ならびに（特に米国における）イールド・カーブのス

ティープニングと貸付ポートフォリオの減少の同時発生に起因するおよび貸付価値（175億ドル）の減少による資産の減少によ

り、一部相殺された。

 

・　エクイティおよび代替投資は、2008年における劣悪な市場業績（特にパートナーシップ投資（約52億ドル下落）において顕

著だった。）を反映して減少した。この減少は、世界のエクイティ市場の回復の結果、普通株式および優先株式に約20億ドル追加

投資したことにより一部相殺された。

 

・　為替の正味連結エクスポージャーの総計での純増は、による台湾ドルの約43億ドルの増加、および日本において解約の動きが

あったことに主に起因する日本円での42億ドル分の増加を反映しているが、この増加は他の通貨における比較的小規模の減少の

全体での総計における正味ポジションが約40億ドルとなったことにより、一部相殺された。

 

上記のイールド・カーブの100ベーシス・ポイントの増加、エクイティおよび代替投資の20％の下落、対米ドル為替レートの10％

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。
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2009年において使用された上記の感度要因は、下記の通り、1989年から2009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）。

 

・　イールド・カーブの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つの標準偏差の広

範囲に変動をもたらす。

 

・　エクイティおよび代替投資の20％の下落は、S&P500の１つの標準偏差の広範囲に変動をもたらす。2008年の感度分析におい

て、15％の標準偏差は、2007年12月31日に終了した20年間の経験に基づいている。また、変動の多かった2008年の期間は、ストレ

ス事象とみなされたため、データから除外された。

 

・　為替レートの10％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

2009年の提

案シナリオ

標準偏差の

倍数として

の2009年の

シナリオ

2009年の変

化／利益回

収率

標準偏差の

倍数として

の2009年

2008年当初

のシナリオ

（1987年か

ら2007年の

期間の標準

偏差に基づ

く）

10年国債 1989年-2009年 1.0% 1.0% 1.0 1.6% 1.6 1.0%

S&P500 1989年-2009年19.3% 20.0% 1.0 23.5% 1.2 15.0%

米ドル／日本円 1989年-2009年10.6% 10.0% 0.9 (2.6)% 0.2 10.0%

 

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、リスクおよび管理の自己査定プロセス（「RCSA」）を含む事業運営のリスク管理を行うための枠組みを実施する。

 

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。事業ユニットは引き続き、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。

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っている。

 

前へ　　　次へ
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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。

 

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保険子会社間に分散し、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。2009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20億ドルとする保障規定に対し、2010年および2009年にそれぞれ約42.2億ドルと約15

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、労災異常災害再保険を3.20億ドル超、購入した。

 

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」と総称する。）

・　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。）
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・　未収保険料に対する出再支払備金

 

2009年12月31日現在、214億ドルの損害保険の再保険で回収することが可能な資産には、7.44億ドルの回収可能な支払保険金、175

億ドルの出再支払備金および32億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、2009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

能な損失の合理的な見積りを反映していたと考える。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、必要な場合には源泉徴収後の預り金、再保険信託勘定

における有価証券、取消不能信用状などの形で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。2009年12月31日現在の損害保険事業の再保険資産の約56％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。

規制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2009年12月31日現在の無担保の残高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15億ドル相当の信用状および約28億ドル相当の信託財産を差し入れた。損害保険事業の再保険資産の残り

44％は、許可を受けた再保険会社からのものである。2009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85％

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・プアーズ社の格付け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、AIGの損害保険事業の再保険資産の４％超を占める再保険会社の詳細である。

2009年12月31日現在

 

(単位:百万ドル)

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

再保険会社：       

　トランスアトランティック

　　
A+ A $1,692 8.1% $105 $1,587

　スイス・リインシュアランス・

　　グループ
A+ A $1,569 7.6% $372 $1,197

　ミューニッヒ・リインシュアランス・

　　グループ
AA- A+ $1,597 7.5% $677 $920

　ロイズ・シンジケート－ロイズ・

　　オブ・ロンドン(c)
A+ A $908 4.3% $99 $809

(a)　財務力格付けは、2010年2月５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4.40億ドルの引当金を設定している。2009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

全体を通じて集中的にまたは各地域で、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。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リスクの集中は、様々なモデリング法を用いて分析される。

 

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。

・　米国内生命保険および米国内リタイヤメント・サービスならびに米国外生命保険および米国外リタイヤメント・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ルすることにより、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。
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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、非課税所得額、控除を受ける自家保険保有額、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、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。引受慣行および価格設定手続は、過去の

経験、現行の規制および裁判所の決定、ならびに提案されたまたは予想される規制の変更に基づいている。気候変動およびこれら

に関連する規制イニシアチブは、請求の頻度および規模、またはかかる請求の根拠を主張するにあたってのコストの両方を増加

させる可能性がある。そもそも損害保険契約は、12ヶ月以下の期間のために作成されており、損害保険が引受慣行および価格設定

手続を修正できる機能を付与しているため、かかる請求の増加による財務的な影響は制限されている。事業の種類ごと、多数の個

人の保険契約者ごとに、気候変動による影響に関してそれぞれ異なるエクスポージャーを有している。保険契約者の業務による

気候変動に対する影響を正確に数値化することは可能ではないが、保険会社は、保険の更新を考慮するにあたって温室効果ガス

の排出に対する潜在的な影響を定期的に評価している。損害保険契約では、通常、汚染および関連する環境損害を補償の範囲から

除外する、またはその補償の範囲を大幅に制限する。これらの汚染の除外は、司法審査で認められており、また、今までのところ裁

判所の決定によって覆されていないが、将来的に裁判所の決定が従前の先例を支持する保証はない。

 

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。異常災害に影響される可能性のある契約の大半は１年契約であり、気候変動によって異常

災害の頻度または規模が増大した場合、AIGは、当該異常災害へのエクスポージャーを速やかに調整できるようになっている。 

 

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。また豚インフルエンザ（H１N

１）などの流行病も、再保険プログラムではごく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。変動する気候条件は、自然災

害（ハリケーン、竜巻、洪水および火災を含むが、これらに限定されない。）の予測不能性および頻度を増大させ、また、将来的な

傾向およびエクスポージャーに関する不安定要素も増加させた。以下は、企業向け損害保険および米国外損害保険がさらされる

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。顕著な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。
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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。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。これらのエクスポージャーは、地震に対して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た。AIG最大の資産エクスポージャーを有する

部門、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2009年８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、2009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、2010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。

 

2009年12月31日現在

(単位:百万ドル)
総額

2010年の正味

再保険

2010年の正味

再保険－税引後

エクイティ合計に

占める割合

自然災害:     

　　地震 $6,932 $3,530 $2,294 2.3%

　　台風* $7,384 $4,299 $2,794 2.8%

＊
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2008年に比べてそれぞれ9.73億ドルおよび2.14億ドル減少し、2008年に比べて

正味損失は各々9.51億ドルおよび2.19億ドル減少した。これらの減少は、主にAIGのエクスポージャーが減少したことおよび米国

の異常災害再保険が増加したことによる。

 

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。

 

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。

 

2009年12月31日現在

(単位:百万ドル)
総額

2010年

再保険利用後 正味

自然災害:   

　　マイアミ・ハリケーン $7,996 $3,725

　　サンフランシスコ地震 $6,732 $2,599

　　ロサンゼルス地震 $6,650 $2,909

　　メキシコ湾ハリケーン $5,357 $3,074

　　北東ハリケーン $4,429 $2,651

　　日本の地震 $1,066 $477

　　ヨーロッパの暴風 $425 $301

　　日本の台風 $282 $139

 

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6.10億ドル、正味で2.83億ドル、ヨーロッパの暴風の損失は総額で6.75億ドル、正

味で4.64億ドル、日本の台風の損失は総額5.04億ドル、正味で3.25億ドルとなった。
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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、2007年テロリズム・リスク保険

プログラム再承認法(「TRIPRA」)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。2009年中、AIGのTRIPRAによ

る控除可能額は、控除可能額を超えると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38億ドルであった。2010

年１月１日現在、控除可能額は、控除可能額を超えると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33億ドル

まで減額された。

 

生命保険およびリタイヤメント・サービス会社

 

AIGの米国内ならびに米国外生命保険およびリタイヤメント・サービス会社においては、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

・　長期の債務および利率の変動に対する感応度に起因する利率リスク

 

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５00万ドルに制限する。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1500万ドルに制限する場合がある。AIGの生命保険および

リタイヤメント・サービス会社において、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
 

世界保健機関(「WHO」)は、2009年６月11日、警戒レベルを６に引き上げ、新型変異インフルエンザH1N1が世界的大流行状態に達

したと宣言した。AIGは、最近の動向を監視し続けているが、現段階の証拠は、流行病が中程度の規模であり、大規模になる可能性

も幾分かあることを示唆している。現段階では、ウィルスによる症状は概ね軽度である。ウィルスは、若年層においての発生が圧

倒的に多く、また、60歳超の個人は、既存の免疫によりある程度の抵抗力を有している可能性があるとする根拠が存在する。発症

した個人は、一般的には数日で完全に回復し、入院率は低い。ただし、かかるウィルスがH1N1ウィルスに推奨される治療薬である

タミフルに対して耐性を示した症例があることは注目すべきである。北半球のインフルエンザ流行期においてかかる耐性ウィル

スまたはさらなる悪性ウィルスが蔓延した場合、一層深刻な流行状況を引き起こす可能性がある。

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・サービス会社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。
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AIGは、シナリオに基づくアプローチおよび当該分野に標準的なモデルを利用し、流行病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63億ドルと予想されている。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、2008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。これらの見積りには、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、このような流行病の結果発生することとなるAIG自身の

事業の中断または資産価格評価損失の減少から生じる見積り損失額も反映していない。これらの関連する損失は重大であり、特

定のシナリオにおいてはAIGの生命保険の補償範囲から生じる損失を上回る可能性がある。

 

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。

 

キャピタル・マーケッツ
 

キャピタル・マーケッツは、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。現在AIGFPは事業解体を行っている。

 

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、起こり得る相手方の不履行に備えるための信用評価調整を含んでいる。
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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。スワッ

プ・オプションおよび先物取引に関する未実現利益として報告された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、2009年12月31日現在は約76億ド

ル、2008年12月31日現在は約160億ドルであった。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。

 

以下の表は、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を表して

いる。

12月31日現在

（単位：百万ドル）
2009年 2008年

格付け：   

　AAA $896 $3,278

　AA 1,286 4,963

　A 3,682 5,815

　BBB 1,535 1,694

　投資適格未満 213 251

合計 $7,612 $16,001

 

キャピタル・マーケッツの取引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。
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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。

  
2009年12月31日に終了した

事業年度
  

2008年12月31日に終了した

事業年度

(単位:百万ドル)

2009年

12月31日

現在

平均 最高 最低  

2008年

12月31日

現在

平均 最高 最低

AIGの取引の市場リスク合

計：
         

　分散 $3 $3 $6 $2 $3 $5 $9 $3

　金利 3 2 5 2  2 2 4 1

　通貨 - 1 3 -  2 1 4 -

　株式 1 1 3 1  2 2 4 2

　コモディティ - - 1 -  1 4 7 1

 

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

 

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、競争の抑圧、燃料費の高騰および不足、労働ストライキ、パイロット不足、保険コスト、不況、健康問題、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の収入および税引前利益は、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、税引前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。

 

現在ILFCは、様々な航空機ポートフォリオを売却の潜在的可能性あるものとして販売勧誘している。当該航空機が実際の売買

ポートフォリオを構成すること、一切の売買ポートフォリオの条件(価格を含む。)、およびポートフォリオの売買が承認されるか

どうかについては重大な不確実性が存在する。

 

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。
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ILFCの経営陣は、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、

経営陣は航空機の評価を必要に応じて行っている。ILFCは、2009年において航空機に関する5100万ドルの減損を認識した。ILFC

は、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おり、また、2008年または

2007年のいずれにおいても減損費用は計上していない。

 

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、2009年12月31日現在、アルゼンチン、ポーランド、台湾、インドおよびコロンビアで事業を展開している。

 

AGFの貸付先の多くは、大口でなく、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。

 

2009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、ポートフォリオの

売買および清算に伴い低下した。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、2010年において、その信用度

が引き続き圧迫されるものと予想している。

 

2009年12月31日現在、ポートフォリオ全体の60日間延滞率は、2008年12月31日から225ベーシス・ポイント増加して7.24％となっ

た。一方で、住宅ローンの60日間延滞率は、2008年から277ベーシス・ポイント増加して7.88％となった。2009年において、AGFの純

貸倒れ率は、2008年の2.08％から3.92％に増加した。

 

2009年12月31日現在のAGFの貸付残高に対する貸倒引当率は、2008年12月31日時点の4.61％から8.11％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。
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非中核資産運用事業

 

AIGの非中核資産運用事業は、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。非中核資産運用事業は、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、AIGの子会社

に代わって行われた投資判断および推奨事項は、担当の投資委員会の承認を必要とする。非中核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、MIP、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。

 

MIP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。MIP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、AIGグローバル・リアル・エステートにおいて不動産の開発、安定化および販売の遅延を発生させ、コストの

追加負担をもたらし、業績に悪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。AIGグローバル・リアル・エステートの主眼は、既存の投資を運用することである。その既存の基

盤をさらに成長させることは、積極的に追求されていない。また、AIGは、AIGグローバル・リアル・エステートの不動産投資の価

値が減損されていることを示唆する指針が存在するか定期的に調査している。かかる指針は、不動産事業における業績の低下、一

般的な市況、 資産計画または戦略の変更を含むが、これらに限定されない。資本化率、ディスカウント・レートおよび空室ととも

に各地の市況におけるマイナスの変化は、価値の低下の一因となった。この結果、AIGは、2009年中の市場価値の低下を反映して12

億ドルの減損費用を記録した。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。さらに、AIGグローバル・リアル・エステートの再構築の取組み（再構築の手段および資金最適化に関して推奨案を

提示すること、AIGグローバル・リアル・エステートの投資の判断を評価および承認すること、ならびにAIGグローバル・リアル

・エステートの基礎状況に関する継続的な変化を定期的に審査することを含むがこれに限定されない。）を監督する責任を有す

る不動産運営委員会が設立された。

 

また非中核資産運用事業は、当初保管目的で取得された、資産への直接のプライベート・エクイティおよびファンドによる投資

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。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は中止された。さらに、これらの投資対象は、発表されたAIGの第三

者の資産運用事業の売却には含まれない。その結果、AIGは、200９年12月31日現在で4.55億ドルの帳簿価格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、2009年12月31日現在で1.55億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。AIGは、連結やエクイティ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

を計上する。AIGは、これら保管投資および関連する引き当てが行われていない投資契約を、売出しの市場において売却すること、

ならびに適切な場合に当該資産および投資契約をAIGの運用会社に譲渡することを通じて処分することに尽力してきた。2009年

第4四半期中、AIGは、保管投資に関連する引き当てが行われていない投資契約において3.35億ドルを超える額を処分しており、そ

のうち約9000万ドルは2010年の初めに処分された。AIGは、引き続き保管資産および引き当てが行われていない投資契約を管理し

ている。
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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。

 

・　親会社であるAIGおよびその子会社への配当支払の制限または禁止

・　親会社であるAIGおよびその子会社に対するその他支払の制限または禁止

・　親会社であるAIGからの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親会社であるAIGまたはその子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、この様

な状態が当分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。

 

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。
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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、チャーティス・ユー・エスのグループ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を予定している。さら

に、チャーティス・グループ会社が2009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（これによりチャーティス・グループ会社は法定剰余金を増額することが

できる。）、AIGは特定のチャーティス・グループ会社のために商業銀行数行に約15億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28億ドルを信託に投資した。

 

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。

 

2009年12月31日現在、米国の生命および損害保険子会社の法定剰余金は、RBCの最低要求水準を上回っていた。

 

AIGでは、NY連銀の承認の下、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。

 

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。
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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。米国内においてチャーティス・グループ子会社は、約3,300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の国内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1,900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は複数の特定の市場における新規顧客の勧誘に

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。解約率は安定し始めたが、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、給与体制およびプログラムに関して2009年米国復興再投

資法および不良資産救済プログラム（TARP）特別報酬委員会により課された制限、AIG普通株式の株価の下落、なら

びにAIGの財務状態をとりまく不確実性は、重要な従業員の雇用維持および動機付けならびに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が、近い将来に重要な従業員の雇用を維持し、動機付けることを可

能にする給与体制を設定することができるかは不明である。
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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」および「第一部　企業情報、第３　事業の状況、４

　事業等のリスク」を参照。
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４ 【事業等のリスク】

 

AIGの事業に影響を及ぼす要因

 

2008年の末から2009年の初めにかけて、AIGは、市場の混乱による重大な悪影響を受け、2009年の中頃および末には市

場が回復を みたものの、依然として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。

 

2008年９月以降、AIGは、AIGに支援を提供した米国納税者に対し返済を行なうことを主な目標として、その主要な事

業の価値を保護し 向上させ、資産処分計画を順調に実施し、また将来に向けた自己の地位を確保するため、活動を行

なってきた。AIGの努力は、これまでも様々なリスクにさら されてきており今後もさらされるが、特に重要なものは

以下のとおりである。

 

再編プランの実施

 

AIGの制御を超える数多くの要因は、AIGの資産処分実施能力を阻害 する可能性がある。2008年９月22日付けのクレ

ジット契約（その後の修正を含め、「NY連銀クレジット契約」）に基づきニューヨーク連邦準備銀行 （「NY連

銀」）が提供したクレジット・ファシリティー（「NY連銀クレジット融資枠」）に基づく支援の返済を米国納税者

に対して行い、また、米国財務省 に対して発行されたTARP優先株式についても返済を行なうために、資産処分の実施

はAIGが実施するプランの重要な一部である。AIGの資産処分計画は、特に以下の要因による資産処分不能により悪影

響を受ける可能性がある。

 

・　購入者側が資金を獲得できないこと

・　潜在的購買者が資本の提供を望まないことが一般的であること

・　利率および借入コストの悪化

・　AIGの資産価値の低迷およびその事業の悪化

 

さらに、AIGは、資産売却について好都合な条件（価格に関する条件等）について交渉する能力を有 さないものと思

われる。その結果、AIGが更なる資産または異なる資産の売却を行うように資産処分プランを修正しなければならな

い場合も考えられる。

 

自身の再編の試みの一環として、AIGは、その資本構造を大幅に修正しなければならない場合があ る。自身の再編努

力に関連し て、AIGは、その資本構造を大幅に修正しなければならない場合がある。修正の例としては、現在のAIG普

通株式保有価値を、ともすると大幅に、希薄化さ せるような、１株2.50ドルの普通株式（「AIG普通株式」）または

その他のエクイティ証券の追加発行が挙げられる。

 

現状においてAIGの事業を行う困難さに加え、AIGの資産処分プランの実施における複雑さによ り、AIGの内部統制に

更なる負担がかかり、AIGのコストが増し、AIGの経営陣および従業員の集中力が通常業務から離れてしまう可能性が

ある。AIG の資産処分プランの実施により、多くの複雑かつ非通常の取引がもたらされ、現存の資源、システムおよび

コミュニケーション・チャンネルに対して負担がかか ることとなっている。さらに、AIGの従業員は、進展の頻度お

よびその不安定さが原因で財務報告に関する内部統制に対して向けられてきた集中力が削がれて しまいうるよう

な環境で業務を行なっている。AIGはこのようなリスクの緩和に向けたステップ（第三者顧問を通じたもの、および

事前の計画によるものを含 む。）を踏んでいるが、こうしたリスクは、AIGが財務書類を期限内に作成すること、およ

び期限内に必要書類の提出することを遅らせ、また、そうでなくと もAIGの財務報告に関わる内部統制に悪影響を与

える可能性がある。
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AIGの事業の再編は、複数の特定の子会社における独自のインフラおよびシステムの創設を必要とする複雑な作業で

ある。インフラおよびシ ステムの増築は、今後もAIGのコストを増加させるであろう。

 

レバレッジの高い資本構造

 

AIGは、レバレッジの高い資本構造を有しており、また、重要な優先株 式が発行済みである。2009年12月31日現在、約

1,415億ドルの連結債務を有してお り、うち234億ドルはNY連銀クレジット融資枠に基づき発行済みのもの（すべて

担保付債務である。）、47億ドルはNY連銀コマーシャル・ペーパー・ ファンディング・ファシリティー

（「CPFF」）に基づき発行済みのものである。加えて、同日現在、AIGは、総額416億ドルおよび総額53億ドルの優 先

分配権をそれぞれ有するAIGシリーズE優先株式およびAIGシリーズF優先株式を発行している。AIG普通株式の時価総

額は、2009年12月31日 現在は40億ドル、2010年２月17日現在は36億ドルであった。

 

レバレッジの高い資本構造は、以下のような（ただしこれらに限られない。）、AIGの将来の事業に いくつかの重大

な結果を及ぼす。

 

・　AIGシリーズE優先株式およびAIGシリーズF優先株式に基づくAIG の債務は、AIG普通株式の時価総額を大幅に

超えるものであり、清算、解体または解散が生じた場合、これらの優先株式債務はすべて、AIG普通株式に対す 

る一切の支払いよりも先に支払われる。さらに、AIGは、AIGシリーズF優先株式に基づく米国財務省の更なる融

資（「米国財務省融資」）を受ける可能性 があり、その場合、優先株式に基づく債務は増加する。

・　AIGは、近い将来、AIG普通株式の配当を行う予定はない。

・　AIG普通株式の取引市場はここのところ非常に不安定であった。この不安 定な状況は、近い将来においても続

いていくだろう。

 

流動性

 

親会社であるAIG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（未

払い債務を含む。）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

およびここ数四半 期において計上された損失から生じる保有欠損金に鑑み、規制対象となる特定のAIG子会社は、

AIGを対象とする配当支払いや資金の提供を制限されてき 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。子会社がこうした規制に現在さらされていない場合であっても、自身の資本レベルを維持する 必要性から、か

かる子会社が配当を支払ったり将来AIGへ資金を提供する能力は、制限されるであろう。

 

さらに、AIGおよびAIRCOとNY連銀との間で締結された2009年６月25日付け売買契約 （「AIA売買契約」）およびAIG

とNY連銀との間で締結された2009年６月25日付け売買契約（「ALICO売買契約」）の、2009年12月１日 付けの効力

発生に伴い、AIG、NY連銀および各特別目的会社（special purpose vehicle、「SPV」）は、有限責任会社契約を締結

した。同契約は、各SPVにおける各当事者の所有割合およびガバナンスの権利に関する条件を規定 するものである。

同契約の規定に基づき、AIA SPV および ALICO SPV は、（各SPVにおける優先持分に対する優先的返済および優先的

分配を支払う前、ならびに、AIA SPV の場合は優先的返済および優先的分配の支払いのさらに前に自身の正味利益の

１％の支払いを自身の優先持分保有者に対して支払わなければならないが、これよ りも前に、）親会社であるAIGに

対し各会計年度につき２億ドルおよび４億ドルをそれぞれ超えない金額の資金を支払わなければならない。

 

これらの要因は、親会社であるAIGが債務の支払い（日常業務から発生するものを含む。）を行うの に必要な資金の

調達能力を阻害する可能性がある。
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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。2008年第３四半期以降、AIGが従来依存してきた流動性のソース（公的債務市場を含 む。）が

得られなくなったことを理由に、上記の必要性を満たすため、最近では、AIGはNY連銀クレジット融資枠および米国財

務省融資に依存してきた。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が資金および流動性を直ち 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子会社の保有する特定の投資は、非流動的であり、かつ／または 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。）、プラ イベート・エクイティ、投資パートナーシップ、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子会社の投資は、非流動的であ るかまたは処分が困難である。これらの資

産クラスは、2009年12月31日現在、AIGの連結現金投資資産の帳簿価値合計額の約23％を占めた。さらに 米国不動産

市場の急落および厳しい信用市場の状態により、住居および商業モーゲージ関連証券および投資ポートフォリオを

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。１つ以上のAIG子会社が事業または比較的

流動性の高い資産の売却もしくは現金化から得られる現金を通じて提供され るものを超える更なる流動性を必要

とする場合、上記のような比較的流動性の低い投資を売却、担保その他の方法による現金化により更なる流動性を生

むのは困 難である。

 

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、NY連銀クレジット融資枠お

よび米国財務省融資に基づいて利用可能な額を大幅に減額させる可能性がある。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、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。

 

2010年２月17日の事業終了時点において、ムーディーズ・インベスターズ・サービス（「ムーディーズ」）または

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・アンド・プアーズ（「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、AIGの未払い金融

デリバティブ取引（同時点におけるAIGFPのものを含む。）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、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18億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１段階格下げの場 合に比べさらに約14億ドル、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２ 段階格下げの場合に比べてさらに約３億ド

ルの担保の差入れおよび終了手数料支払いが要求されうる。格下げに伴う追加担保提供額は、各取引相手とのクレ

ジッ ト・サポート・アネックス（「CSA」）にあるそれぞれの担保提供条項および2010年２月17日現在のエクス

ポージャーを考慮して見積もられる。格下げ に伴う終了支払金の見積りにおいては、現在の市況、デリバティブ取引

の複雑性、解約の実績、ならびに他社の破産および格下げといったその他の観察可能な市 場における事象等が考慮

される。格下げ時の市況により、また解約権の行使を選択する取引相手の数および当該権利の行使に関連して発生す

る支払額の両方に係 る見積りの不確実性の程度により、実際の終了支払金は経営陣の見積りとは大幅に異なる可能

性がある。
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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 子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。

 

NY連銀クレジット融資枠

 

NY連銀クレジット契約により、AIGは、近い将来、債務返済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NY連銀クレジット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。NY連銀との間で別途合意しない限り、NY連銀クレジット融資枠

から利用できる金額は、資産処分 により得られる正味代金額分ごとに永続的に減少していく。

 

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、NY連銀クレジット融資枠に対す

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。

 

AIGは、NY連銀クレジット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、NY連銀クレジット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、NY連銀ク

レジット融資枠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が資産処分による代金でNY連銀クレジット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NY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、支払不能となる可能性がある。
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AIGがNY連銀クレジット融資枠に基づき利用できる借入れおよび米国 財務省融資に基づく借入れは、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。AGFまたはILFCが、AIGの支援なしに自身の債務を履行するのに 十分な流動性を確保することができず、さ

らなる担保の追加要求がなされ、法定余剰金に影響を及ぼす投資ポートフォリオが悪化し、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、災害損失もしくは準備金の増加、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、NY連銀クレジッ

ト融資枠から利用できる金額および米国財務省融資に基づき利用できる借入れ 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。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。

 

NY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。NY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 NY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。

 

さらに、AIGがNY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、NY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、

NY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。このような場合、AIGは、上記契約上の債務を履行するのに十分な流動資 産を有していない

と考えられ、支払不能状態となる可能性がある。

 

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・トラストは、３ 名の独立受託

者の監督の下、AIGの支配権を掌握している。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を5.00ドル

とするAIGシリーズC転換可能参加型永久優先株式（「AIG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 を含め、

「トラスト契約」）に基づき設立されたトラストである本トラストに対して発行した。AIGシリーズC優先株式には、

以下の権利が付される。

 

・　AIGシリーズC優先株式を既に転換されたものとして扱い、AIGシリー ズC優先株式に帰属する支払額をAIG普通

株式に対し支払われる合計配当額の約79.8％として、AIG普通株式を対象とする配当に参加する権利

・　AIG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AIG普通株式の議決権合計の

約 79.8％を保持する権利

 

AIGシリーズC優先株式は、NY連銀融資枠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基本定款改 正および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AIGシリーズC優先株式の全部または一部をAIG 普通株式に転換することができる。
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AIG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AIG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

・　米国財務省にとって有益な（AIGの他の株主にとって有益ではなく、）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変更を生じさせ、かつ妨げることもできるため、 AIG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、AIG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AIG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AIGシ リー

ズC優先株式売買契約（「AIGシリーズC優先株式売買契約」）に従い、AIGは、AIG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 AIG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AIGシリーズC優先株式またはAIG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AIG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、AIGシリーズC優先株式もしくはAIG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、AIG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AIGシリーズC優先

株式またはAIG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。

 

市況

 

AIGの事業、連結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、引き続き影響を受ける

可能性がある。AIGの事業は、その活動する事業環境に大きく左右される。2008年から2009年初めにかけての世界経済

状況の大幅な悪化は、AIG の事業に大きな悪影響を及ぼした。世界金融危機は、流動性の重大な欠如、高度に不安定な

市場、あらゆるクラスの資産価値の急落、投資家その他一般的な信頼 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。2009年中頃から末にかけては市場および事

業環境の一般的安定および改善が見られ たものの、多くの資産クラスの資産価値は、以前のレベルまで持ち直して

はおらず、また、事業、金融および経済環境（特に失業率）、ならびに貸付事業および 住宅市場は、悪影響を引き続き

受けている。最近の回復を支えている状況が短期的または長期的に継続する保証はない。継続しなかった場合、AIGは

以下を含 む多く方法により悪影響を受けるであろう。

 

・　AIGの投資ポートフォリオの評価および業績の低迷

・　AIG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

・　AIGの資産処分プログラム実施の不能力

・　信用ロスの増加

・　のれんおよびその他の長寿資産の減損

・　AIGの繰延税金資産に関連する評価引当金の増加

・　新規事業規模の減少

・　保険契約の解約および取消の増加

・　繰延保険獲得費用（「DAC」）の償却
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・　現在のまたは潜在的な契約相手がAIGの資産処分プランの一部をなす取引 を実施する能力の欠落

 

 

評判の損傷

 

AIGに関連する事象に対する不利な評判および世間の反応はAIGに重 大な不利な影響を与え、今後も引続き、悪影響

を与える可能性がある。AIGは、2008年９月以来、グローバルなニュース報道およびAIGがサービスを提供しているコ

ミュニティーにおける大部分の一般市民 の方々の厳しい調査および広範なコメントの対象となっている。時には、

AIG、AIGの経営陣およびAIGの従業員の行動ならびにAIGが締結している取 引に対する厳しい非難があった。AIGFPの

従業員への雇用維持報酬に対する世間の反応などの少数例では、かかる批判により、AIGの従業員が個々に嫌が らせ

を受け、AIGの設備に影響を与える住民の抗議活動が行われた。

 

このような調査および広範なコメントの対象となったことにより、既に、AIGの現在の顧客および潜 在的な顧客、代

理店ならびにその他のAIG商品およびサービスを配給する販売業者の間でAIGの事業、評判およびブランドが傷つけ

られたことで、AIGに 悪影響を与えた。この結果、AIGの商品およびサービスの売上は減少し、AIGの保険契約者の解約

および非更新が増加した。更に、当該調査およびコメント は、従業員の意欲およびAIGの従業員を動機付け、維持する

能力を低下させた。このような批判のレベルが継続、または高まれば、AIGの事業は更に悪影響 を受け、AIGの従業員

の雇用を維持し、そのモチベーションを保つための能力は更に損なわれる可能性がある。

 

従業員

 

2009年米国復興・再投資法に規定されたインセンティブ報酬への制限、 およびTARP報酬特別監査委員会（Special

Master for TARP Executive Compensation) （「特別監査委員会」）により報酬に対し課された制約により、最高

の業績を上げている従業員の雇用を維持し、そのモチベーションを保つためのAIGの能力は、損なわれる可能性があ

る。2009年米国復興再投資法（「景気対策法」）には、TARP融資を受ける会社の従業員のうち、会社のプロクシー・

ステートメントにおいて名前を記載されている５名の役員およびその下に位置す る上位20名の高給従業員を対象

に支払われるボーナスおよびその他のインセンティブ報酬について規制が設けられている。景気対策法に従い、特別

監査委員会は、名前を記載されたAIGの執行役員 （最高経営責任者を除く。）および上位20名の高給従業員に関し、

判定意見書（Determination Memorandum）を交付し、その下に位置する上位75名の高給従業員に対する報酬の取り

決めを査定し、当該従業員にも新たな重要な規制を設ける判定 意見書を交付した。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。特別監査委員会が交付した判定意見書に規定されるインセンティブ報酬に設けられた

制限を勘案する と、AIGは近い将来、最上位および最高給の従業員ならびにその他の特別監査委員会の調査の対象と

なった最も優れた業績を有する従業員の雇用を維持し、そ のモチベーションを保つための報酬体系を創設できるか

不明である。AIGが、最高の業績上げている従業員の雇用を維持できなくなれば、AIGの事業を安定 化、資産の処分お

よび再編活動を実行ならびに米国証券取引委員会およびその他の連邦、州、外国の規制当局が要求するファイリング

を準備し提出する能力に影 響を与える可能性がある。
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AIGFPの重要な従業員を失うことは、AIGFPの事業およびポートフォ リオの秩序立った解体を妨げ、潜在的な重大な

損失を招き、AIGの財務報告に関する内部統制に悪影響を与える可能性がある。特に、AIGFPの従業員に対する雇用維

持報酬を取り巻く不利な 報道により、AIGFPの重要な従業員が数名辞任した。更に、AIGFPの残りの雇用維持報酬は、

実質上全て支払われた。将来、更なる雇用維持インセン ティブが欠如していることにより、AIGFP事業の解体を完了

するために必要な人員を維持するAIGFPの能力は悪影響を受ける可能性がある。AIGFP が秩序立った事業の解体を継

続している中、更に重要な従業員を失うことにより、2009年中、AIGFPにおいて追加のコンサルティングの要員の雇用

が維 持されたにも関わらず、AIGFPを効果的に縮小するAIGの能力、およびAIGの財務報告にかかる内部統制に悪影響

を与える可能性がある。AIGは、財 務書類記載の大口の取引に関する市場リスクは、AIGFPのクレジット・リスクを除

き、一般的に十分にヘッジされていると考えているが、かかるヘッジを保 持するためには監視および調整を継続的

に行う必要がある。AIGFPが当該ポジションのヘッジに精通している重要な従業員を失えば、ヘッジのギャップによ 

り、結果としてAIGFPは多大な損失を被る可能性がある。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、財務報告の過程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。更に、

AIGFPのポートフォリオは難解であり、管理が難しく、複雑な取引が多 数含まれている。このような複雑な取引を監

督するAIGFPの重要なトレーダーおよびリスク管理者がAIGFPを辞めれば、かかる従業員を全て代替するの は現実的

ではない。かかる取引およびAIGFPにおけるユニークなシステムに関する個々の知識はAIGFP事業およびポートフォ

リオの縮小を効果的に実行 するにあたり、必要不可欠なものである。更に、現在の市場の状況を考慮すると、かかる

重要な従業員のAIGFPからの離脱等に起因する、認識されている AIGFPの事業の遂行の妨げは、AIGFPとの取引を制

限、または停止させる可能性がある。かかる事態が生じれば、AIGFPが費用面で効率良く自身の ポジションをヘッジ

する能力ならびに自身の事業およびポートフォリオを解体する取り組みに対し、悪影響を与える可能性がある。

 

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、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。雇用維持計画はAIGの重

要な従業員の維持の援助となっていたが、新しく導入された報酬プログラムが同 様の雇用維持効果を提供する保証

はない。重要な従業員の損失はAIGの事業価値を低下させ、再編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、財務報告書の作成を適時に

行う、および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、財務報告のプロセス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。雇用維持計画は AIGの重要な従業員の維持の援助となっていたが、新しく導入された報酬プログラムが同様の雇

用維持効果を提供する保証はない。

 

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、一般的に、資産処分からの収益を最大化しようと思っているAIGと、当該資産の取得者からの

雇用機会に焦点を 置いている従業員の間に、資産処分の結果発生する、利益相反により悪影響を受ける可能性があ

る。
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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。かかるリスクは、AIGの資産処分計画により職を失うと考えた従業員が、故意

的に不正行為を行う、または単にAIGの報告要件の遵 守を怠る可能性があるため、高まる可能性がある。

 

保険契約者の動向

 

AIG保険契約者ならび代理店およびその他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。

 

投資およびリスクの集中

 

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 ゲージ担保証券ならびにその他資産担保証券および企業向けモー

ゲージ・ローン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、当該ポートフォリオの価値に、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。
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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は定期的に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 おり、毎年末に支払備金の詳しい分析

を行うが、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。例として、2009年第四半期において、AIGの損害保険事業は支払備金の強化費用、23

億ドルを計上した。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ロングテール型賠

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。

 

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。AIGの管理指針、手続およびプロセスは過去において非効果的であ

り、将来も非効果的である可能性がある。AIGがリスク管理に失敗した場合、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。

 

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。

 

法定資本クレジット・デフォルト・スワップ・ポートフォリオ

 

信用市場が低迷した場合、AIGは、将来、AIGの連結財務状況または連結業績に重大な悪影響を与 える可能性のある

AIGFPの法定資本スーパー・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

価ロスを計上する可能性 がある。さらに、バーゼル I の最低資本要件の適用期間延長の実施様態の如何によって

は、AIGFPが信用市場低迷のリスクにさらされる期間がAIGFPの予想を大幅に超えるほど長期 的なものとなる可能性

がある。
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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（CDS）・ポートフォリオの2009年12月31日現在の

正味名目額の合 計1,500億ドルは、裁定目的ではなくむしろ法定資本軽減を提供することを目的として、主に欧州に

おける金融機関を対象に引き受けられたデリバティブを 表していた。これらのCDＳ取引に関するデリバティブ負債

の公正価値は、2009年12月31日現在、1.16億ドルであった。

 

これらの取引によりAIGFPの相手方金融機関にもたらされる規制上の利益は、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」）の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、銀行業務監督に関するバーゼル委員会が公布した「自己資本の測定と

基準に関する国際的統一化：改定さ れた枠組」（「バーゼル II 」）に置き換えられる過程にある。相手方金融機

関は、当初、２年間の採用期間終了時の2009年12月31日までにバーゼル I からバーゼル II へ移行することが期待

されており、かかる移行後は、相手方金融機関は特定の少数の事例を除きCDS取引から追加の規制上の利益をほとん

どまたは一切得な かった。しかし、バーゼル委員会は、最近、2009年末以降もバーゼル I の最低資本要件の適用を継

続する旨合意したと発表した。ただし、かかる適用期間延長が欧州中央銀行の各所在地においてどのように実施され

るかは未だ定かで はない。特定の相手方金融機関が当該取引から引き続き規制上の自己資本軽減を受ける場合、か

かる相手方金融機関は、当該取引を終了させる選択権を、想定期 間内に行使しないものと思われる。AIGFPは、かかる

ポートフォリオの予想満期を引き続き再検討する。2009年12月31日現在、AIFPは、ポート フォリオの予想加重平均満

期は1.35年と見積もった。

 

各法定資本CDS取引における原資産に関して、AIGFPに提供されているかそうでくとも AIGFPが入手可能な情報の性

質は、全取引を通じて一貫したものではない。さらに、多くのコーポレート・ローン取引およびすべての住宅モー

ゲージ取引に おいて、プールは不可視、つまり債務者の身元がAIGFPには開示されていない。加えて、AIGFPは原資産

のプールについて定期的な報告を受けるが、ほ ぼすべての法定資本CDS取引には、AIGFPが参照する原資産に関する

情報開示を禁止する内容の秘匿義務が含まれている。AIGFPは、独自のリスク審 査を行い原資産のプールに関する信

用クオリティにおける変化を算定することが要求されており、かかる原資産プールのパフォーマンスおよび信用ク

オリティに 関する情報を分析する。上記の秘匿義務および情報の非一貫性のため、開示を目的として、AIGFPが受け

取った情報の多くを総括して比較対照が可能な形式 にすることはできないが、かかる情報は、AIGFPがポートフォリ

オのリスクを評価し公正価値の合理的な見積りを算定するための十分な基盤を提供する。

 

対象ポートフォリオの現在のパフォーマンス、劣後レベル、対象ポートフォリオの信用クオリティに関 するAIGFP独

自の査定、および取引構造に内在するリスク緩和要因から、AIGFPは、法定資本軽減を提供するこれらの取引の契約上

の規定に従い何らか の支払いを要求されることはないものと見込んでいる。AIGFPは、引き続き、かかるポートフォ

リオの評価を検討し、市場の展開を監視していく。信用市場 の大幅な低迷が更に進行する可能性および取引相手方

によるこれらの取引の終了に関するAIGFPの予想が実現しないリスクを踏まえると、AIGが将来にお いてかかるポー

トフォリオから未実現市場評価ロスを計上しないという保証はない。バーゼル I の最低資本要件の適用期間延長の

実施様態の如何によっては、AIGが予想を大幅に超えるほど長期間リスクにさらされる可能性がある。さらに、信用エ

クス ポージャーの規模を考えると、かかるポートフォリオの公正価値の減少は、AIGの連結業績または連結財務状況

に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。

 

生命保険およびリタイヤメント・サービス会社の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。
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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。

 

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

・　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。

 

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
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・　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

態が安定するまで上記のような状態が継続するものと予測している。

 

米国愛国者法、外国資産管理局の要求およびAIGに適用のある同様の法律の要求は、AIGに重大な 罰金を課す可能性

がある。複数 の特定のAIG子会社の経営は、顧客の特定の情報を知り、疑わしい活動に関する取引の監視を要求する

法令（2001年米国愛国者法（USA PATRIOT Act of 2001）を含む。）に従う。また、米国財務省外国資産管理局（the

Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control）により、米国人は、米国政府により保持され

る禁止リストに記載された特定の組織もしくは個人または特定の国家のとの事業の遂行すること、 または自己の顧

客が当該リストに記載された者を通して事業を行うことを、いずれも行わないものとされている。英国、欧州連合お

よびその他の地域では、同様 の法令が存在する。AIGは、これらの要求に対処するために、コンプライアンス・プログ

ラムを設けたが、AIGおよびAIG子会社が従事するグローバル取 引には上記取引が内在するリスクがある。

 

提案された規制は、AIGの経営、財政状態および効果的な競争力に影響する可能性がある。最近、立法者および監督機

関は、AIGの複数の特定の事業の収益 性または特定の事業の全てにまで影響を及ぼす可能性ある様々な提案（金融

機関が従事することを許可される活動の種類および金融機関の規模に対する規制につ いての提案を含む。）、なら

びに金融機関および保険会社の限定された一部に付加税（規模、活動、地理、政府の支援またはその他の基準のいず

れかに基づく） を課す提案を提出した。これらおよびその他の提案がAIGまたはその競合相手に該当するか、または

これらがAIGの連結ベースの経営、財政状態および効果 的な競争力にどのように影響を及ぼす可能性があるかは明

らかではない。

 

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。

 

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。

 

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または最大の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。
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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。さらに、繰延税金資産の回収可能性は、AIGの、AIAおよびALICOの全てまたは一部、およびその他特定

の取 引の見積価値の達成に依拠するところが大きい。見積額の受領または当該取引の不履行は、正味繰越税金資産

の減少だけでなく、おそらく大きな影響を与える可 能性がある料金を記録する。また、当該取引は、のれんまたはそ

の他の長期使用資産の減損費用の原因となる可能性がある。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。

 

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。
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５ 【経営上の重要な契約等】

 

(1) シリーズC優先株式

 

2009年３月４日、AIGは、米国財務省のみを受益者として設立したAIGクレジット・ファシリティ・トラストに対し、

AIGがトラスト との間で2009年３月１日付けにて締結したシリーズC転換可能参加型永久優先株式に係る売買契約

に従い、１株当たりの額面価額5.00ドルとするAIG のシリーズC優先株式を発行した。AIGがニューヨーク連邦準備

銀行との間で2008年９月22日付けにて締結したクレジット契約に基づく貸付融資の形で 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。シリーズC優先株式は、法令の許容する限

度におい て、AIGの普通株式と同様に議決権を有する。シリーズC優先株式には(i) 特定の如何なる議案について

AIGの株主が有する議決権の一部、ならびに (ii)発行済み普通株式およびシリーズC優先株式の配当総額の一部に

ついて権利を有する。どちらの場合もシリーズC優先株式は転換されたものとして扱わ れ、上記割合は現在、米国財

務省に発行したワラントの原資産である普通株式の株式数、米国財務省が実質的に保有する普通株式に転換もしく

は交換可能な証 券、および米国財務省が直接保有する普通株式が保有する割合と合計し、総議決権および配当総額

の約79.8%を占める。

 

(2) 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 150株(株式併合後)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

 

(3) 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2,689,938.3株(株式併合後)と交換することが認められている。
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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。

 

(4) 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（「当該優先的分配 

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、当該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。

 

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。

 

(5) 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。

 

(6) 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150株(株式併合後)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。

 

当該売買契約に従い、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。
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・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。

 

当該売買契約に基づき、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。

 

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。

 

(7) 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。
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(8) ワラント（「シリーズF」）

 

ワラントは、１株当たり0.00002ドルの初回行使価格により、最大150 株(株式併合後)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。

 

(9) アリコ(アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー)と AIA（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）を特別目的会社に移管。AIGはAIAとアリコを独立した事業体と位 置

付ける。ニューヨーク連邦準備銀行がAIAとALICOの特別目的会社の優先持分を保有することで、取引完了時にAIGの

同行に対する負債を250億ド ル削減。

 

AIGはNY連銀との間で、AIGのNY連銀に対する負債を250億ドル削減すること、また国際的な生命保険事業を行う2社

AIAとアリ コを、市場環境次第で起こりうる新規株式公開(IPO)に向けて位置付けるという2つの重要な目標を達成

するための合意に至ったことを、2009年6月 25日（ニューヨーク時間）発表した。 

 

当該合意のもと、AIGはAIAとアリコの特別目的会社(SPV)の優先持分 および普通持分と引き換えにAIAとアリコの

株式を各々のSPVに拠出する予定である。NY連銀は160億ドルのAIA SPVの優先持分と、90億ドルのアリコSPVの優先

持分を受け取る。

 

優先持分の額面価額は、AIAとアリコの適正市場価値の見込み額に対する一定 比率にあたる。AIGはAIAとアリコの

各々のSPVの普通持分を保有し、将来的に両社の持分を現金化した際に、優先持分を上回るAIAとアリコの適正市 場

価値から利益を享受することができる。

 

当該取引が成立した際には、AIGのNY連銀のクレジット・ファシリティにお ける負債およびAIGの利用可能額が250

億ドル削減されると見込まれている。本日時点において、NY連銀のクレジット・ファシリティにおけるAIGの借 入

残高は約400億ドルである。

 

AIGは、監督当局による承認を含む特定の条件を満たすことを前提として、2009年下半期にこの取引が成立する見込

みとしている。両社 が独立した企業体として分離するまでは、AIAとアリコはともに、AIGの完全子会社であり、AIG

の財務報告における連結対象となる。

 

2009年12月１日付けでこれらの取引が締結された。これらの取引により、NY連銀は新設されたAIGの特定の子会社の

優先株式持分を取 得し、それと引き換えに、AIGのNY 連銀に対する負債が250億ドル削減された。同日現在におい

て、250億ドルの負債の削減を反映させた上での、AIGのNY連銀のクレジット・ファシリ ティ（融資枠）における借

入残高は、利息や手数料を除くと、約420億ドルから約170億ドルまで減少した。この取引の結果、融資枠 の上限額は

600億ドルから350億ドルに減少した。

 

６ 【研究開発活動】

該当事項なし。

 

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

234/806



７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュフローの状況の分析】

 

（下記の記述は2009年度アニュアルレポート　「株主の皆様へ」の抜粋であ る。その他、「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。）

 

株主の皆様へ

 

ロバート・H・ベンモシェ

プレジデント兼最高経営責任者

 

AIGは過去１年間で、主要事業へ再び注力することで成長と収益性の確保において大幅な進展を遂げ、困難な時期に

AIGを支援してくだ さった米国納税者への返済の枠組みを設定し、さらにAIGファイナンシャル・プロダクツ・

コープ（AIGFP）が保有するデリバティブ・ポートフォリオの 大幅な規模縮小とリスク削減を行いました。また、

今後当社事業が成功を収めていく過程で中心的役割を担うであろうと思われる極めて優秀なAIGの社員にモ チ

ベーションを与え労苦に報いるため、従業員報酬制度も変更しました。この１年間でAIGは安定を取り戻し、今後再

び高い業績をあげられるようになるか は、今や我々自身にかかっていると考えております。

 

AIGの基本的な姿勢は、お客様に専門的で適正なサービスを提供することにあります。またAIGは、義務を重く受けと

めています。過去数 年間の大きな危機を乗り越え、現在、世界最大規模を誇り、成功を収めている損害保険事業と強

固な米国内生命保険及びリタイヤメント・サービス事業を核と し、それを強化する他の事業を再構築するための

着実な歩みを進めています。従来より明らかに規模が縮小しますが、より重点分野に特化した企業に生まれ変わ り

ます。米国納税者に返済する唯一の方法は組織のスリム化であり、我々は現在もそれに取り組んでおります。

 

AIGのCEO（最高経営責任者）としての最初の７ヵ月間で、長年をかけて築き上げられてきた世界規模のビジネス・

ポートフォリオやすば らしい組織に関して様々な面でとても感銘を受けましたが、最も印象的だったのが業務に

精通した献身的なAIG社員の姿を直接目にしたことです。事業を安定 させ前進するための戦略を策定できたのは、

ひとえにそうした社員の努力、経験、および深い知識の賜物であると考えています。ここではその戦略と成果につい

てご説明したいと思います。

 

その前に、2009年の財務実績についてご報告します。特に年初は非常に厳し い経済状況と市況下での経営となりま

したが、当社の回復は既に始まっていることを誇りに思います。契約維持率や社員の定着率が向上し、さらに収益も

改善し ました。全体としては、2009年度の年次決算において、2008年度の993億ドルの純損失に対して109億ドルの

純損失となり、大きく改善しました。

 

ここで、第４四半期に計上した52億ドルの税引前純損失に関して説明をしたい と思います。2008年９月にニュー

ヨーク連邦準備銀行（FRBNY）から850億ドルの支援を受けた際、AIGには、その代わりに、米国財務省を単一の 受益

者として設立された信託に当社の優先株式持分の79.9%を移管することが求められました。この持分は事実上、AIG

が貸借対照表に230億ドルとし て資産計上した「前払い」委託資産となり、FRBNY与信枠が存在する期間にわたっ

てこれを償却しています。2009年第４四半期には、FRBNYからの 与信枠の利用可能額を250億ドル削減したことに関

連して、この資産について、税引前前倒し償却費用52億ドルを計上しました。与信枠削減は、米国外生命 保険会社２

社を特別目的会社（SPV）に移し、FRBNYに同SPVの優先株式持分を発行することで、FRBNYに対するAIGの債務残高を

250億ドル 削減する形で実現しました。これで２回、与信枠を削減したことになります。前年度には、当初の与信枠

850億ドルを600億ドルに削減し、66億ドルの前 倒し一括償却を計上しました。
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AIGの米国外生命保険事業は、これまで常に最も優良かつ重要な部門の一つでした。これらの事業は、高い収益性に

よって、世界的な金融危 機を概ね良好な経営状態で乗り切ることができました。2010年３月、AIGは規制当局による

承認を前提として、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）をプ

ルーデンシャル・ピーエルシーに、またアメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー（ALICO） をメット

ライフ・インクに売却する正式契約に至ったことを発表しました。これらの契約は、納税者への返済に向けた我々

の努力において重大な節目となりまし た。この２つの案件だけで約507億ドルの収入が得られ、このうち315億ドル

をFRBNYに現金で返済し、192億ドルは政府への返済にあてる有価証券 として保有します。また、いずれの売却も事

業再編や再構築を進めるにあたっての柔軟性をAIGにもたらし、中核の保険事業の価値向上に焦点を当てることが 

できるようになります。

 

AIGの再編計画においては、主要事業がそれぞれ今後の成功に貢献することが求められています。全社的な戦略で

は、米国納税者への返済、 成長の達成、およびリスクの均衡に重点を置いています。我々の損害保険事業における引

受リスク、生命保険・リタイヤメント・サービス事業における金利リス ク、市場リスク、死亡リスクというように、

リスクが分散していることは、今後AIGの強みになるはずです。では、いくつかの事業例を見ていくことにしま しょ

う。

 

AIG傘下で損害保険事業を展開するチャーティスは、過去数十年をかけて構築したグローバル・ネットワークを有

し、規模の大小を問わず商 業リスクを補償する世界最大級の損害保険会社の一つに数えられています。チャーティ

スは損害保険事業でトップクラスにあるだけでなく、以前にも増して収益 性を重視していたことにより、無傷で厳

しい経済状況から抜け出しました。2009年には、自社の財務安定性および営業力を再確認してもらうために、何千も

の代理店やお客様と会い、これまでにない最大規模のマーケティング・プランを実行しました。その一方、北米内事

業と北米外事業を統合して、初めて真にグ ローバルと言える損害保険事業の体制を整えました。単一のグローバル

な損害保険事業に組織を再編したメリットは、世界各地で国際的なビジネス取引を行うお 客様に提供するサービ

スを拡充できたことです。

 

チャーティスの北米外事業は、他に類を見ない世界規模の事業基盤を足がかりに して、引き続き既存市場と新興市

場の双方で新しいビジネス・チャンスを探求しています。こうした姿勢は、過日チャーティスが富士火災海上保険

株式会社の過 半数持分を取得すると発表したことからも明らかです。この取得は当局の承認を受ける必要があり

ますが、承認が下りればチャーティスは日本において第４位の 損害保険グループとなります。

 

北米では、チャーティスの業界におけるリーダーシップは主として、新規市場開 拓能力と顧客の高い評価を受ける

革新的な商品やサービスを創造する能力によるものです。2009年だけでも、チャーティスの北米事業部門は２週間

という周 期で新商品またはサービスを立ち上げました。チャーティスは今後もこの特性を活かしていきます。

 

AIGの生命保険およびリタイヤメント・サービス事業に目を転じても、米国は我々の商品に適した成長機会に溢れ

ています。2009年に は、AIGの米国内生命保険およびリタイヤメント・サービス事業部門の総称をサンアメリカ・

ファイナンシャル・グループとするブランド変更を行いました。 同グループは、今や保険料および預り資産合計が

190億ドルを超え、顧客数が1,600万以上に上る米国第４位の生命保険会社となっており、多様な販売網 を通じて、

生命保険、リタイヤメント・セービング商品及び確定利付商品などを包括的に提供しています。

 

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

236/806



サンアメリカは、ベビーブーム世代の高齢化に伴う大きなビジネス・チャンスを 迎えています。ベビーブーム世代

が65歳に近付くにつれ、この世代の人々は将来の不確実性を意識し、これからのより確かな経済的保証を求めるよ

うになって います。しかも企業側は、従来型のリタイヤメント・プランや終身給付だけでなく、401(k) プランに対

しても大幅な削減を行っています。我々には、退職後の生活への備えと老後資金の管理に、保険や年金保険を提供す

る保険会社の力を借りたいと考え ているこの世代の方々の、お一人おひとりが背負っている大きな負担の軽減を

サポートできる体制があります。AIG傘下に留まることが決定したアドバイ ザー・グループは、多数のお客様に対

して、財務上のアドバイスを中立的な立場から対面形式で提供しており、我々が投資商品および生命保険商品を提

供する上 で、重要な役割を担っています。私は、引き続きAIGの一員として貢献することに強い熱意を示してくれて

いるAIGアドバイザー・グループの役職員の忍耐 と信頼に感謝しています。サンアメリカ・ファイナンシャル・グ

ループの一員であるVALICは、高等教育機関、幼稚園から高校（K-12）までの公立教育 機関、医療機関に対して、リ

タイヤメント・プランのサービスを提供するリーディング・カンパニーです。VALICの2009年の業績は好調であり、

引き続 き重要な役割を果たすと期待されます。150年余にわたって生命保険を提供しているアメリカン・ジェネラ

ルは、これからも米国の家庭の希望と夢を守るため に力を尽くしていきます。また、ウェスタン・ナショナルは、過

去50年以上にわたり、画期的な定額年金保険商品を通じて、米国の皆さんが経済的安定を得る ために貢献してきま

した。銀行窓口販売に特化した定額年金保険商品を初めて開発した保険会社の一つであるウェスタン・ナショナル

が、このマーケットにおい て、2009年第３四半期に再びトップの位置を占めたことは、大きな誇りです。

 

金融危機の厳しい時期を乗り越えた専門事業の一つが、住宅ローン保証保険を提 供するユナイテッド・ギャラン

ティ・コーポレーション（UGC）です。2008年の第４四半期に、保険引受ガイドラインの強化を行い、2009年の新規

契 約引受においてはリスク特性が大幅に改善されました。また、UGCは、適正なリスク緩和のために、住宅ローン会

社からの相当数の保険金請求に対応するため のリソースの増強も行っています。

 

日本のAIGスター生命保険とAIGエジソン生命保険については、これらの強 力な事業基盤の価値を十分に認識した

売却価格許容範囲内での売却を実現できそうにないことが判明したため戦略を変更し、継続的に保有することとし

ました。 今後、両社と力を合わせてさらなる業務効率向上に努めていくことで、両社は引き続き好業績をあげて、

AIG全体の事業ポートフォリオに大きな貢献をしてく れるものと信じています。

 

AIGFPについては、非常に慎重な方法を採用しながらも、ポートフォリオの削減とリスク回避がさらに大幅に進んだ

ことをご報告します。同社 は2009年にポートフォリオのポジション数を54%減らして約16,000とし、デリバティブ

残高（想定元本ベース）を2008年の2.7兆ドルから１ 兆ドル未満に縮小しました。主要リスク指標はいずれも昨年

の水準から大きく低減しており、2010年も引き続き改善する見込みです。2010年末までに AIGFPのリスクの大部分

を排除する戦略に変わりはありません。残りのポジションについてもリスクを排除し、アクティブな運用は行いま

せん。この運用に はAIGまたは第三者があたる予定です。

 

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） は、世界各国の航空会社向けの商用

ジェット機のリース・転売分野における国際的なリーダーです。ILFCのリース・ポートフォリオには1,000機以上

の 航空機が組み入れられています。市場のリーダーとしてのILFCの将来については依然として自信を持っており、

ILFC取締役会と連携して、同社の長期的 な可能性の最大化と資金需要の対処に取り組んでいます。中間所得層を対

象に第一順位抵当権付き住宅ローンやその他の消費者ローンを提供するアメリカン・ ジェネラル・ファイナンス

・インク（AGF）の経営状況も順調です。その事業価値を損なうことなく債務を果たすための様々な選択肢を、引き

続き検討してい ます。
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続いて今後のAIGにとっての優先課題と私が考えている事柄について申し上げ ます。私は、エドワード・リディの

後任として、昨年８月にAIGに入社しました。リディは非常に厳しく、しばしば理に適わないように思われる状況下

で AIGの安定を図り、米国政府への返済計画を立案し実行するための素晴らしい仕事を成し遂げました。彼は目標

の達成にとって非常な困難をもたらしていた様 々な外的圧力にも対処しなければならなかったにもかかわらず、

私が入社したときには、事態はすでに改善し始めていました。そうした改善ペースを加速させ、 世界トップクラス

の企業組織という評価を取り戻すことが私の仕事と考えています。

 

こうした重責を引き受けるにあたり、私はAIG社員を力づけることを最優先課 題としています。私がこれまでの経

験を通して学んだことは、人材こそが重要であるということです。しばしば私たちは人材の力を過小評価し、その大

切さを忘 れてしまいます。世界全体のAIG社員を合計すると96,000名にものぼり、そのうち約35,000名は米国内で

勤務しています。彼らは皆、極めて優秀 な人材です。社員はAIGにとって計り知れない価値がある資産で、彼らの困

難に打ち勝つ回復力と献身的な努力がなければ、現在のAIGはなかったと断言で きます。現在、彼らの貢献を評価す

る報酬・報奨制度の策定・導入作業を進めているところです。AIGの報酬は勤務実績を反映したものになる予定で、

実績に 応じて差をつける確固としたパフォーマンス・マネジメント・システムを導入するつもりです。これには、

適切な目標を設定し、その目標に対する成果を把握す る能力も加味されることになっています。今後のAIGにとっ

て社員ほど重要な存在はありません。

 

AIGは、過去数四半期にわたって、様々な主要事業の安定回復と経営成績の改善をご報告することができました。こ

れらは喜ばしい出来事で すが、現在も続いている事業再編が一因となって、今後数四半期は変動が激しい時期が続

くと予想されます。我々はこれまでと同様に業績を重視しており、現在 も資産売却計画の実行に懸命に取り組んで

います。2009年には複数の資産を実際に売却、あるいは売却契約を交わしました。それらの収益は、合計で約56 億ド

ルになる見込みです。また米国政府に対するAIGの債務の削減、AIGの資本構成の改善、および当社事業の価値拡大を

目的に、３月に米国財務省および FRBNYとの関係を再構築しました。これらの具体的な方策についてはAIGの2009年

財務報告書で詳述していますが、そのおかげもあって、戦略の実行 に必要な余力が生まれました。

 

私たちは皆、米国政府への返済を最優先課題と考えています。ごく短期間では完 済できない可能性がありますが、

それが我々の目標であり、必ず達成できると確信しています。だからといって資産を投げ売りするようなことはあ

りません。 AIGのCEOとして８月に入社した際、経営陣や社内各所の社員との会議を重ねました。その席で私は、清算

人ではなく事業を構築する者として自らの役割を 捉えている旨を明言した上で、AIGは規模が大き過ぎ、多角化し

過ぎており、透明性が不十分であるため、今後は一段と事業を分離する必要があると指摘しま した。これこそ、我々

が長年をかけて築き上げてきたほぼ並ぶもののない強力なフランチャイズ、販売網、および商品提供と経験豊かな

社員を擁し、誰の目から 見ても優れている事業の適正価値を創出できる唯一の道と考えています。

 

AIGの社員がより良い企業に生まれ変わるという難題に、前向きに取り組んでいることを、喜びをもって皆様にご報

告します。全力を注ぎ込 んで実現しようとしている彼らの姿勢と意志に、私は大きな感銘を受けています。AIGは組

織全体と主要事業に関して明確な戦略を描いています。あとは、結 果を出すことに主眼を置いて緻密に実行するだ

けです。ここ１年半はAIGにとって非常に厳しい時でした。しかし、後ろを振り返るのではなく前を見て進まな けれ

ばなりません。私は、この社員の素晴らしいチームワークがあるAIGならば、成功すると確信しています。

 

 

ロバート・H・ベンモシェ

2010年３月10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1,730、プエルトリコに54、カナダに７、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、テキサス州アマリロ、

フォート・ワースおよびヒューストン、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、ニュー

ジャージー州リビングストン、インディアナ州テレ・ホートおよびエヴァンスビル、テネシー州ナッシュビル、

ウィスコンシン州スティーブンス・ポイント、カリフォルニア州バーストーおよびリバーサイドならびに

ニューヨーク州ニューヨーク市のウォーター・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、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および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】

（2009年12月31日現在）

種類 授権株数（株） 発行済株式数（株） 未発行株式数（株）

普通株式 5,000,000,000141,732,263 4,858,267,737

シリーズ型優先株式
（シリーズC）

100,000,000

100,000

99,200,000
シリーズ型優先株式
（シリーズE）

400,000

シリーズ型優先株式
（シリーズF）

300,000

 

② 【発行済株式】

（2009年12月31日現在）

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 141,732,263
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C）

100,000 - 注(1)

無記名
額面5.00ドル

シリーズ型優先株式
（シリーズE）

400,000 - 注(2)

無記名
額面5.00ドル

シリーズ型優先株式
（シリーズF）

300,000 - 注(3)

計 - 142,532,263- -

注(1) 2009年３月４日、AIGは、米国財務省を唯一の受益者として設立したAIGクレジット・ファシリティ・トラスト（当該受

託者の権限において行為を行う者と合わせて、以下、「本トラスト」と総称する。）に対し、AIGが本トラストとの間で

2009年３月１日付けにて締結したシリーズC転換可能参加型永久優先株式に係る売買契約（以下、「シリーズC優先株式

売買契約」という。）に従い、１株当たりの額面価額5.00ドルとするシリーズC優先株式100,000株を発行した。シリーズ

C優先株式の総購入価格は、500,000ドルであった。当該価格は、AIGがニューヨーク連邦準備銀行（以下、「NY連銀」とい

う）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。）に基づく貸付融資（以下、「連銀融資枠」という。）の形で独立した対価を支払ったとの理解に基づくものであ

る。
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シリーズC優先株式は、法令の許容する限度において、１株当たりの額面価額2.50ドルのAIGの普通株式と同様に議決権

を有する。現在本トラストは、米国財務省を唯一の受益者としてシリーズC優先株式を保有している。シリーズC優先株式

は、(i)あらゆる議案についてAIGの株主が有する議決権の一定の割合、ならびに (ii)発行済み普通株式およびシリーズ

C優先株式の配当総額の一定の割合、についてそれぞれ権利を有する。どちらの場合もシリーズC優先株式は転換された

ものとして扱われ、上記各割合は、米国財務省に発行したワラントの原資産である普通株式2,690,088.3株、普通株式に

転換もしくは交換可能な米国財務省が実質的に保有する証券、および米国財務省が直接保有する普通株式が保有する割

合と合計し、議決権および配当総額の79.8%（本書提出日現在）を占める。普通株式2,689,938.3株は2008年11月に米国

財務省に対し発行したワラントの原資産であり、普通株式150株は2009年４月に米国財務省に対し発行したワラントの

原資産である。

 

シリーズC優先株式は、連銀融資枠が完済その他の方法により終了した後も回収されない。シリーズC優先株式売買契約

によりAIGは特定の場合を除いてトラストの同意を得ることなく資本株式を発行または賦与することが制限される。シ

リーズC優先株式売買契約に従い、AIGおよびAIGの取締役会は本トラストの納得のいくコーポレート・ガバナンスを確

保するため本トラストと協調する義務を負う。

 

注(2) AIGは、2009年４月17日に米国財務省との間で証券交換契約（以下、「当該交換契約」という。）を締結した。当該交換契

約によると、財務省は、2008年11月25日に財務省を対象として発行された、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40万株と交換した。

 

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（「当該優先的分配権」）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。

 

本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、当該優先的分配権にそ

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。

 

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、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。2009年４月17日に米国財務省との間で締結された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。

 

注(3) AIGは、2009年４月17日、米国財務省との間で証券売買契約（以下、「当該売買契約」という。）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150株まで購入する権利が付与されたワラント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した。

 

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。
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本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。

 

2009年４月17日に米国財務省との間で締結された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。

 

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

242/806



(2) 【発行済株式総数及び資本金の推移】

（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（百万ドル） 残高（百万ドル）

2005年12月31日 0 2,751,327,476 0
6,878

(620,051.70百万円)

2006年12月31日 0 2,751,327,476 0
6,878

(620,051.70百万円)

2007年12月31日 0 2,751,327,476 0
6,878

(620,051.70百万円)

2008年５月16日(1) 196,710,525 2,948,038,001 492
7,370

(664,405.50百万円)

2009年６月30日付けで株式併合を実施。以下の数字は株式併合後のもの。

2008年５月16日(2)(2,800,636,101)147,401,900(7,001.5)
368.5

(33,220.28百万円)

2008年12月31日 0 147,401,900 0
368.5

(33,220.28百万円)

2009年６月30日(3) (24,880) 147,377,020 (0.5)
368

(33,175.20百万円)

2009年９月30日 0 147,377,020 0
368

(33,175.20百万円)

2009年11月30日(4)(5,644,757) 141,732,263 (14)
354

(31,913.10百万円)

2009年12月31日 0 141,732,263 0
354

(31,913.10百万円)

注(1) 2008年５月16日AIGは普通株式196,710,525株(株式併合前)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。

注(2) 2009年６月30日付けで実施された株式併合を適用したことにより減少。ただし、かかる数値は、売買単位未満株式を反映

していない。

注(3) 2009年６月30日付けで実施された株式併合により発生した売買単位未満株式を対象とする現金支払いにより減少。

注(4) 2009年11月30日付けで実施されたAIGの自己株式の償却により減少。また、現在、株式の発行はすべて普通株式として直

接発行されている。

 

（シリーズC優先株式）

年月日

発行済株式総数(株) 資本金(百万ドル)

増減数 残高 増減額 残高

2009年３月４日(1) 100,000 100,000 1
1

(90.15百万円)

2009年９月30日(2) 0 100,00022,999
23,000

(2,073,450百万円)

2009年12月31日 0 100,000 0
23,000

(2,073,450百万円)

注(1) 2009年３月４日付けにて締結されたシリーズC転換可能参加型永久優先株式に係る売買契約に従い発行。

注(2) 当該資本金残高に関する変更は、普通株式の払込資本金を各シリーズ優先株式の払込資本金から分離する目的で行なわ

れた表示方法の変更にすぎない。詳しくは、下記「第６　経理の状況、１　財務書類、(6)　連結財務書類に対する注記、１　

重要な会計方針の要約、修正および組替」を参照のこと。
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（シリーズE優先株式）

年月日

発行済株式総数(株) 資本金(百万ドル)

増減数 残高 増減額 残高

2009年４月17日(1) 400,000 400,000 2
2

(180.30百万円)

2009年９月30日(2) 0 400,00041,603
41,605

(3,750,690.75百万円)

2009年12月31日 0 400,000 0
41,605

(3,750,690.75百万円)

注(1) 2009年４月17日に、2008年11月25日に米国財務省を対象として発行されたシリーズD優先株式4,000,000株と交換。

注(2) 当該資本金残高に関する変更は、普通株式の払込資本金を各シリーズ優先株式の払込資本金から分離する目的で行なわ

れた表示方法の変更にすぎない。詳しくは、下記「第６　経理の状況、１　財務書類、(6)　連結財務書類に対する注記、１　

重要な会計方針の要約、修正および組替」を参照のこと。

 

(シリーズF優先株式)

年月日

発行済株式総数(株) 資本金(百万ドル)

増減数 残高 増減額 残高

2009年４月17日(1) 300,000 300,000 1
1

(90.15百万円)

2009年９月30日(2) 0 300,0003,040
3,041

(274,146.15百万円)

2009年12月31日(3) 0 300,0002,138
5,179

(466,886.85百万円)

注(1) 2009年４月17日に米国財務省との間で締結された証券売買契約に従い発行。

注(2) 当該資本金残高に関する変更は、普通株式の払込資本金を各シリーズ優先株式の払込資本金から分離する目的で行なわ

れた表示方法の変更にすぎない。詳しくは、下記「第６　経理の状況、１　財務書類、(6)　連結財務書類に対する注記、１　

重要な会計方針の要約、修正および組替」を参照のこと。

注(3) 資本金は、シリーズF優先株式に関する契約において次のように定義されているとおり、引き出しにより変更した。「AIG

のシリーズF優先株式の優先的分配権は、初めは１株につき０ドルとし、財務省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。」かかる契約に基づき、米国財務省は、2009年４月17日付で、５年間の期限付きで最大

2,983.5万ドルの即利用可能な資金を提供することになった。

 

(新株予約権)

（2009年12月31日現在）

（１）ストック・オプション(注(1))

（a）新株予約権の残高：1,255,907個

（b）新株予約権の行使により発行する株式の発行価格：1,292.93ドル(116,557.64円、加重平均行使価格)

（c）資本組入額：該当なし。（注(2)）

 

（２）TARP Ⅰ ワラント(注(3))

（a）新株予約権の残高：2,689,938個

（b）新株予約権の行使により発行する株式の発行価格：50.00ドル(4,507.50円、加重平均行使価格)

（c）資本組入額：134,496,900ドル(12,124,895,535円)
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（３）TARP II ワラント(注(3))

（a）新株予約権の残高：150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(0.00009015円、加重平均行使価格)

（c）資本組入額：0.000150ドル(0.0135225円)

 

注(1) 当該オプションの合計残高数は、2009年12月31日現在のものである。

注(2) 当該オプションが行使されることはない。

注(3) TARP（不良資産救済プログラム）に関連するワラント。
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(3) 【所有者別状況】(2009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 24,482 1,150,055 0.8

機関投資家    

－ノミニーおよびブローカー 8 121,851,937 86.1

－その他 110 18,559,353 13.1

合計 24,600 141,561,345 100

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)　2009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】(2009年12月31日現在)

 

（普通株式）

2009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

121,814,96486.05

    
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

10,443,944 7.38

    
 

計
 

 
- 132,258,90893.43

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C優先株式）

2009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
対する所有株式数
の割合（％）

AIGクレジット・ファシリティ・トラス
ト
AIG Credit Facility Trust

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
 

100,000 100

計 - 100,000 100

 

（シリーズE優先株式）

2009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
対する所有株式数
の割合（％）

米国財務省
The United States Department of the
Treasury

米国20220、ワシントンD.C.、ノー
スウェスト、ペンシルベニア・ア
ベニュー1500
 

400,000 100

計 - 400,000 100

 

（シリーズF優先株式）

2009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
対する所有株式数
の割合（％）

米国財務省
The United States Department of the
Treasury

米国20220、ワシントンD.C.、ノー
スウェスト、ペンシルベニア・ア
ベニュー1500
 

300,000 100

計 - 300,000 100
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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日付けで、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。
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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 2005 2006 2007 2008 2009

最高
1,469.20

(132,448.38円)
1,456.20

(131,276.43円)
1,453.00

(130,987.95円)
1,186.40

(106,953.96円)
50.23

(4,528.23円)

最低
998.20

(89,987.73円)
1,155.20

(104,141.28円)
1,026.60

(92,547.99円)
27.00

(2,434.05円)
7.00

(631.05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。

 

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 2005 2006 2007 2008 2009

最高 8,200円 8,590円 9,000円 6,500円 4,690円

最低 5,300円 6,400円 5,850円 126円 36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
18.25

(1,645.24
円)

50.23
(4,528.23

円)

48.40
(4,363.26

円)

45.90
(4,137.89

円)

39.28
(3,541.09

円)

31.66
(2,854.15

円)

最低
9.48

(854.62円)

13.52
(1,218.83

円)

35.85
(3,231.88

円)

33.62
(3,030.84

円)

28.40
(2,560.26

円)

28.06
(2,529.61

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。

 

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 1,950円 4,690円 4,180円 4,090円 3,620円 2,910円

最低 900円 1,280円 3,000円 3,100円 2,745円 2,485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2010年６月14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(2010年６月14日現在)

取締役氏名
年齢 略歴

所有株式数
(1)(2)

ロバート・H・ベンモシェ

Robert H. Benmosche

65歳プレジデント兼最高経営責任者

2009年８月10日に当社取締役に選任。
58,848

ハーヴェイ・ゴルブ

Harvey Golub

70歳アメリカン・エクスプレス・カンパニーの元会長兼最高

業務執行役員。

現在、キャンベル・スープ・カンパニーの取締役。

2009年以降、当社取締役。

1,207

ローレット・T・コールナー

Laurette T. Koellner

 

55歳ザ・ボーイング・カンパニーの元シニア・バイス・プレ

ジデント、ボーイング・インターナショナルの元プレジ

デント。

現在、セレスティカ・インクおよびサラ・リー・コーポ

レーションの取締役。

2009年以降、当社取締役。

1,207

クリストファー・S・リンチ

Christopher S. Lynch

52歳KPMG LLPの元パートナー。

現在、連邦住宅金融抵当金庫の取締役。

2009年以降、当社取締役。

1,207

アーサー・C・マルティネス

Arthur C. Martinez

70歳シアーズローバック社の元取締役会会長、プレジデント

兼最高業務執行役員。

現在、HSNインク、IAC/インター・アクティブ・コープ、イ

ンターナショナル・フレバー・アンド・フレグランス・

インク、リズ・クレイボーン・インクおよびペプシコ・

インクの各取締役。※

※マルティネス氏はAIGのコーポレート・ガバナンス・

ガイドラインに従い、AIG以外において自身が務める公

的機関の取締役を来る12ヶ月間に４つ以下に絞ると

AIGに確約していた。それ以降、マルティネス氏は、他社

取締役会への参加数を１つ減らしたが、他社取締役会

への参加数の更なる削減努力は、当社取締役会の承認

を得て延期された。

2009年以降、当社取締役。

1,207

ジョージ・L・マイルズ・ジュニア

George L. Miles, Jr.

68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。

現在、HFFインク、ハーレー・ダビッドソン・インク、

WESCOインターナショナル・インクおよびEQTコーポレー

ションの各取締役。

2005年以降、当社取締役。

13,309

ヘンリー・S・ミラー

Henry S. Miller

64歳現在、ミラー・バックファイヤー・アンド・コーLLCの会

長兼マネージング・ディレクターおよびマーブルゲート

・アセット・マネジメントの会長兼最高業務執行役員。

2010年４月７日に当社取締役に選任。

1,207
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取締役氏名
年齢 略歴

所有株式数
(1)(2)

ロバート・S・ミラー

Robert S. Miller

68歳デルファイ・コーポレーションの元業務執行会長。

現在、シマンテック・コーポレーションおよびUALコーポ

レーションの各取締役。

2009年以降、当社取締役。

1,207

スザンヌ・ノラ・ジョンソン

Suzanne Nora Johnson

52歳ゴールドマンサックス・グループ・インクの元副会長。

現在、インテュイット・インク、ファイザー・インクおよ

びビザ・インクの各取締役。

2008年以降、当社取締役。

63,057

モーリス・W・オフィット

Morris W. Offit

73歳現在、オフィット・キャピタル・アドバイザーズ・エル

エルシーの会長、OFFITBANKの創立者兼元最高業務執行役

員。

2005年以降、当社取締役。

58,309

ダグラス・M・スティーンランド

Douglas M. Steenland

58歳ノースウェスト航空の元プレジデント兼最高業務執行役

員。

現在、デルタ航空、デジタル・リバー・インク、および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・コーポレーションの各取締役。

2009年以降、当社取締役。

1,207

注(1) 2010年６月14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、および取締役が保有しかつ取締役会から退任するときに

受渡可能な繰延株式ユニットが含まれる。

注(2) かかる株式数は2010年６月14日現在のものであるが、株式賞与のため、２週間ごとに変更が生じる。AIGは変更後の株式

数を予測できない。

 

(2) シリーズE株式およびシリーズF株式にかかる取締役(2010年６月14日現在)

不良資産救済プログラム（「TARP」）に基づく融資の条件により、AIGがシリーズE優先株式またはシリーズF優

先株式に関する４四半期分（連続するか否かを問わない。）の配当を怠った場合、追加取締役２名かAIG取締役総

数の20％以下（取締役選任の実施後、四捨五入。）のいずれか多い人数の取締役選任権を米国財務省に付与するこ

とが許されている。AIGはシリーズE優先株式およびシリーズF優先株式（発行されていた当時のAIGシリーズD優先

株式についても未払いの配当として計算に含まれる。）についての配当を一切支払っていないため、米国財務省の

取締役選任権が2010年２月１日に発生した。2010年４月１日、米国財務省は、自身の権利を行使し、以下の２名を

AIGの取締役に選任した。

シリーズE株式およびシリーズF株式

にかかる取締役
年齢 略歴 所有株式数

ドナルド・H・レイトン

Donald H. Layton

59歳イー
＊
トレード・フィナンシャルの元会長兼最高業務執

行役員、ジェーピー・モルガン・チェース・アンド・

コーの元副会長

2010年４月１日以降、当社取締役。

1,207

ロナルド・A・リッテンメイヤー

Ronald A. Littenmeyer

62歳エレクトロニック・データ・システムズ・コーポレー

ションの元会長、最高業務執行役員兼プレジデント、セー

フティー・クリーン・コープの元会長、最高業務執行役

員兼プレジデント。

2010年４月１日以降、当社取締役。

1,207
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(3) 業務執行役員

2010年６月14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)

ピーター・D・ハンコック

Peter D. Hancock

エグゼクティブ・バイス・プレジデント―財務、リ

スクおよび投資担当

2010年 51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 50歳 10,362

ロドニー・O・マーティン・ジュニア

Rodney O. Martin, Jr.

エグゼクティブ・バイス・プレジデント―生命保

険担当

2002年 57歳 68,502

クリスチャン・P・ムーア

Kristian P. Moor

エグゼクティブ・バイス・プレジデント―米国内

損害保険担当

1998年 50歳 17,802

トマス・A・ラッソ

Thomas A. Russo

エグゼクティブ・バイス・プレジデント―法務、コ

ンプライアンス、規制業務、政府業務担当および

ジェネラル・カウンセル

2010年 66歳 0

ニコラス・C・ウォルシュ

Nicholas C. Walsh

エグゼクティブ・バイス・プレジデント―米国外

損害保険担当

2005年 59歳 40,534

マーク・A・ウィルソン

Mark A. Wilson

エグゼクティブ・バイス・プレジデント―生命保

険担当

2010年 43歳 538

ジェイ・S・ウィントロブ

Jay S. Wintrob

エグゼクティブ・バイス・プレジデント―米国内

生命およびリタイヤメント・サービス担当

1999年 52歳 111,576

ウィリアム・N・ドゥーリー

William N. Dooley

シニア・バイス・プレジデント―金融サービス担

当

1992年 57歳 36,867

ジェフリー・J・ハード

Jeffrey J. Hurd

シニア・バイス・プレジデント―人材および公報

担当

2010年 43歳 1,438

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 58歳 12,026
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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)

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 49歳 627

ブライアン・T・シュレイバー

Brian T. Schreiber

シニア・バイス・プレジデント―戦略プランニン

グ担当

2002年 44歳 21,867

注(1) 2010年６月14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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(4) 取締役および業務執行役員の報酬

 

（2010年４月12日付年次株主総会招集通知からの抜粋）

 

取締役の報酬
 
2009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。会長兼（自身が委員を
務めていないすべての常設委員会の）職務委員であるゴルブ氏には、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500,000ドル（ゴルブ氏が会長であった年の一部を按分して支払われる）の年間報酬が支払われま
した。
 
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。2009年４月までの間、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、当該取締役が委員を務めない委員会に要請を
受けた都度出席した場合も含まれます。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。
 
2009年４月までの間、非業務執行取締役は、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
れていた付与時価値のある繰延株式ユニット（Deferred Stock Units、「DSU」）において、報酬および出席報酬を
繰延べていました。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、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。
 
2010年４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。
AIGの現在の事情に鑑みると、かかる検証には、他の企業における非業務執行取締役の報酬のレベルおよび取締役に
より要求されるコミットメントのレベルの検討が含まれています。かかる検証の結果として、指名およびコーポレー
ト・ガバナンス委員会は、AIG非業務執行取締役の報酬の増加150,000ドルおよびDSUの年間報酬の追加50,000ドルを
取締役会に推奨し、取締役会は2010年４月１日付けでこれを承認しました。非業務執行取締役の報酬のその他の要素
は請求されないままでした。
 
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。
 
AIGに対して訴訟が提起されたこと（様式10-KによるAIGの2009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年に設置されました。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。
 
ベンモシェ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。
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以下は、2009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。
 

2009年非業務執行取締役の報酬
 

2009年の取締役会の
非業務執行メンバー

発生または
現金で
支払われた
報酬(1)

株式報奨(2) 合計

ステファン・F・ボーレンバッハ $0 $95,497 $95,497

デニス・D・ダマーマン $0 $63,498 $63,498

マーティン・S・フェルドスタイン $54,500 $0 $54,500

ハーヴェイ・ゴルブ $244,420 $0 $244,420

ローレット・T・コールナー $47,500 $0 $47,500

クリストファー・S・リンチ $52,500 $0 $52,500

アーサー・C・マルティネス $42,500 $0 $42,500

ジョージ・L・マイルズ・ジュニア $117,250 $0 $117,250

ロバート・S・ミラー $42,500 $0 $42,500

スザンヌ・ノラ・ジョンソン $0 $63,114 $63,114

モーリス・W・オフィット $118,750 $0 $118,750

ジェームス・F・オールⅢ世 $64,000 $10,500 $74,500

バージニア・M・ロメッティ $55,058 $0 $55,058

ダグラス・M・スティーンランド $53,611 $0 $53,611

マイケル・H・サットン $56,365 $0 $56,365

 
　　(1) 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2009年３月における委員会への出席報酬

を示しています。
　　(2) この欄は、就任時におけるAIGの普通株式の売却価格終値に基づき、2009年に取締役に付与された就任時のDSU

の公正価値を示しています。
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以下の表は、AIGの非業務執行役員に対して2009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。
 

2009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
 

2009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 0

デニス・D・ダマーマン 0 0 4,359

マーティン・S・フェルドスタイン 950 0 0

ハーヴェイ・ゴルブ 0 0 0

ローレット・T・コールナー 0 0 0

クリストファー・S・リンチ 0 0 0

アーサー・C・マルティネス 0 0 0

ジョージ・L・マイルズ・ジュニア 250 90 258

ロバート・S・ミラー 0 0 0

スザンヌ・ノラ・ジョンソン 0 0 3,089

モーリス・W・オフィット 250 90 258

ジェームス・F・オールIII世 125 0 0

バージニア・M・ロメッティ 125 0 0

ダグラス・M・スティーンランド 0 0 0

マイケル・H・サットン 250 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。すべてのオプションは行使可能です

が、その行使価格は2009年末日時点でのAIGの普通株式の価額（$29.98）を遥かに上回ります。最低行使価格
は$940.00、最高行使価格は$1,694.20です。

　　(2) 2009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年以前または2009年に報奨された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、当該取締役が退任するときまで繰延べら
れます。

 
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。2009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。
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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

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、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（「ス
ター・グループ」と総称)
399パーク・アベニュー、17階
ニューヨーク、ニューヨーク10022 

14,111,48010.504％

 
　　(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り提出された2010年３月17日付けの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ませんでした。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・トラストの各グループはもはやAIGの普通株式の処分を指示又は投票する権限はない。
2009年６月５日付でスター・グループの各メンバーにより提出された、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・グループのすべ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）およびユニバーサル・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)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「2009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)
(2010年２月28日現在)

実質所有株式の数および内容(1)(2)普通株式総数に占める割合

ロバート・H・ベンモシェ 37,535 0.03

ハーヴェイ・ゴルブ 0 0

デイヴィッド・L・ヘルツォグ 10,362 0.01

ローレット・T・コールナー 0 0

ドナルド・H・レイトン 0 0

エドワード・M・リディ 0 0

クリストファー・S・リンチ 0 0

ロドニー・O・マーティン・ジュニア 68,502 0.05

アーサー・C・マルティネス 0 0

ジョージ・L・マイルズ・ジュニア 598 (3)

ヘンリー・S・ミラー 0 0

ロバート・S・ミラー 0 0

クリス・P・ムーア 17,802 0.01

スザンヌ・ノラ・ジョンソン 3,089 (3)

モーリス・W・オフィット 2,848 (3)

ロナルド・A・リッテンマイヤー 0 0

ダグラス・M・スティーンランド 0 0

ニコラス・C・ウォルシュ 40,534 0.03

AIGグループの取締役および業務執行
役員全体(27人)

366,209 0.26

 
　　(1) 記載されている株式数には、以下のとおりの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：ヘルツォグ―9,996株；マーティン―35,249株；マイルズ―250株；ムーア―16,094株；
オフィット―250株；ウォルシュ―9,158株；ならびにAIGグループの取締役および従来および現在の業務執
行役員全体―116,194株。また、非業務執行取締役に関する株式数には、(i)各非従業員取締役に与えられ、当
該取締役が退任するときまで交付が繰延べられる株式：マイルズ―90株；およびオフィット―90株ならび
に(ii)各非従業員取締役に与えられ、当該取締役が退任するときまで繰延べられるAIG普通株式の交付の目
的となるDSU：マイルズ―258株；ノラ・ジョンソン―3,089株；およびオフィット―258株が含まれていま
す。

　　(2) 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：マーティン―56株；およびAIGグループの取締役および現在の業務執行役員全体―1,387株。

　　(3) 0.01％未満。
 
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株すべての発行済みAIGシリーズC優先株式を保有していま
す。
 
AIGシリーズE優先株式およびAIGシリーズF優先株式
　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、米国財務省（ティモシー・マサド
宛）である財務省が、(i)400,000株すべての発行済みAIGシリーズE優先株式および(ii)300,000株すべての発行済み
AIGシリーズF優先株式を保有しています。
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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。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に投資しました。
 
その他取引
2009年６月の退職までの間、業務執行役員および取締役会のメンバーであったエドマンド・S・W・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、2009年に関し、合計で、給与約50万4,362ドル、ボーナス約25万0,003ドルおよび雇用報酬約
60万1,185ドルを受領しました。
 
AIGの業務執行役員であるウィン・J・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2009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、
約47万3,900ドルを受領しました。
 
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。

 
 

業務執行役員の報酬
 
報酬および経営資源委員会の報告
 
概観
報酬および経営資源委員会は、AIGの業務執行役員を対象とする報酬（取締役会の追認または承認に服する。）お
よび委員会の権限に服するその他の重要な従業員を対象とする報酬について検討および承認を行ない、重要な従業
員およびその他の従業員を対象とするAIGの報酬プログラムに関する推奨案の提示を取締役会に対して行い、AIGの
経営促進および存続プログラムを監督し、また、年次報酬に関して本報告を作成します。こうした責務の遂行にあた
り、われわれは、業績の優れた上席業務執行役員および従業員を引き付け、雇用を拡大および保持するような報酬の
扱いを維持するよう尽力します。
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リスクおよび報酬プラン
AIGは、引き続き、自身のリスク管理統制体制、リスク管理プロセスおよび企業リスク管理機能を維持します。AIGの
報酬の扱いはAIGのリスク管理の手法の欠かせない一部であり、AIGの報酬プログラムが健全なリスク管理の原則に
合致するよう、委員会は定期的に当該プログラムを監視しています。2009年３月、委員会の設立定款は、委員会が、
チーフ・リスク・オフィサーとの協議を踏まえ、AIGのリスク管理政策およびその実施と上席業務執行役員を対象と
したインセンティブ報酬の取決めとの関係を検討し見直すために定期的に集会する義務を含むことを明らかにする
ように修正されました。
 
リスク審査
AIGはTARPの融資対象者であるため、「報酬およびコーポレート・ガバナンスに関するTARP基準」（「TARP基
準」）および（米国財務大臣が指名する）TARP報酬特別監査委員会によるTARP基準に関する解釈の２つに規定され
る特定の業務執行役員報酬に関する要件を遵守しなければなりません。かかる基準を遵守するため、委員会は、年に
１度、上席業務執行役員（「SEO」）報酬プランによりSEOがAIGの価値を脅かすような不必要かつ過剰なリスクをど
のように避けることができるか（SEO報酬プランにより長期的な価値創出ではなく短期的な結果に重点を置くよう
な行動をどのように避けることができるか、という点を含む。）、従業員報酬プランにより生じるリスクおよびこう
したリスクがどのように限定的なものに留まったか（従業員報酬プランにより長期的な価値創出ではなく短期的な
結果に重点を置くような行動をどのように避けることができるか、という点を含む。）、ならびに従業員報酬プラン
により、従業員の報酬の向上を目的とした報告収益の操作をAIGがどのように避けることができたのか、といった点
について口頭で説明しなければなりません。
 
上記の基準に従い、委員会は、AIGのチーフ・リスク・オフィサーに対し、AIGの報酬プランの審査を行うよう指示
しました。委員会は、その後、数度に渡り、AIGのチーフ・リスク・オフィサーとミーティングを行い、当該審査につい
て討議し、さらに報酬プランについて検討、評価および見直しを行ないました。
 
上席業務執行役員報酬プラン
委員会は、AIGチーフ・リスク・オフィサーと共に、SEO報酬プランについての見直しを行い、同プランによりSEOが
AIGの価値を脅かすような不必要かつ過剰なリスクを助長しないよう、すべての合理的な努力を尽くしました。当該
見直しにより、委員会およびチーフ・リスク・オフィサーは、SEO報酬プランがAIGの価値を脅かすような不必要かつ
過剰なリスクを助長するものではなく、かつ長期的な価値創出ではなく短期的な結果に重点を置くような行動を取
るよう助長するものでもないと判断しました。
 
当社のSEOについては、特別監査委員会により承認および／または決定を受ける報酬制度に参加しています。当該
報酬制度は、一般的に、給与、株式報奨（「株式給与」および業績に基づくインセンティブ報酬を含む。）、およびSEC
規則上「特別手当」や「その他」の報酬として分類される賞与（特別監査委員会の設定する上限を超えてはならな
い。）の項目で構成されます。AIGは、SEOに対し、様々な確定賞与プランおよび確定給付プランに基づく退職賞与
（AIGの課税対象401(k)プラン、課税対象年金プラン、エクセス退職受給プランおよび追加業務執行役員退職プラン
を含む。）を提供しています。特定のSEOは、昔から存在する非適格確定給付プランに基づく残高を現在も有していま
す。特別監査委員会の判断に従い、これらのプラン（課税対象プランを除く。）に基づく賞与の発生は、SEOに対して
は凍結されています。AIGは財政支援を受けており、そのため、SEOは、2010年において、雇用の終了に伴う離職手当そ
の他の手当を受けられない場合があります。
 
特別監査委員会は、AIGのSEOを対象とする報酬制度を承認し、特定の場合においては、SEOを対象として支払義務が
あるかまたは支払義務が発生する可能性のある金額についても承認しました。承認を受けた報酬制度には、長期的な
価値の創出を強調し、不要または過剰なリスクの回避に資するような数々の特徴があります。報酬の大半は、業績に
基づくものであり、かつエクイティで支払われます。このようなエクイティに基づく報酬には、譲渡制限が課され、特
定の場合においては、AIGのTARP融資の返済に繋がることになります。
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承認を受けた報酬制度には、各個人について設けられた目標業績基準の達成度に基づき付与される業績に基づく
報奨が含まれています。したがって、われわれが行なったSEOについての見直しの焦点は、特別監査委員会との協議の
上で改善・見直しが行なわれる当該業績評価指標（業績変動指標）が不要かつ過剰なリスク発生や長期的な価値創
出ではない短期的な結果を求める行動を促すものではないと考えられるかどうか、という点に置かれました。われわ
れは、当社のCEO（最高経営責任者）およびCFO（最高財務担当役員）の業績評価指標の焦点が、明らかに長期的な価
値の創出に当てられているものと判断しました。なお、当該業績評価指標には、リスク管理体制の維持といったリス
ク管理目標、および比率や事業ユニット毎の業績目標（AIGフィナンシャル・プロダクツ・コープのリスク軽減の継
続を含む。）に負の変動を及ぼさないといった資金保全目標が含まれます。こうした評価指標は、AIGの報告収益に直
接連動するものではありません。われわれはまた、CEOおよびCFO以外のSEOに関する評価指標についても、それが長期
的な価値創出を犠牲とする短期的な業績を評価するものではなく、また、SEOに対してAIGの価値を脅かす可能性のあ
る不必要かつ過剰なリスクを助長するものでもないと判断しました。
 
同委員会は、個人または会社全体の業績に基づくインセンティブ報酬額を削減する裁量を有しています。また、イ
ンセンティブ報酬は、その支払いが重大なまでに不適切な財務諸表やその他の重大なまでに不適切な業績評価指標
に基づいて行われたものである場合、すべて回収されることとなります。
 
また、特定のSEOは、シニア・パートナーズ・プラン、パートナーズ・プランおよびAIGの2005年から2006年の繰延
報酬受益参加プランを含む、昔から存在する長期的インセンティブ・プランに基づく未払いの報奨を有しています。
こうした報奨に関する業績評価期間が終わり、同報奨が確定せずとも完全に獲得できているため、同報奨は、SEOに対
してAIGの価値を脅かす可能性のある不必要かつ過剰なリスクを助長するものでも、短期的な結果を求める行動を促
すものでもありません。特定のSEOは、2008年において、雇用維持報奨を受けることを認められました。当該報奨は、ま
ず、2008年12月31日にその60％についての支払義務が発生し、その後自発的に2009年４月まで支払いが延期され、残
り40％の支払義務が2009年12月31日に発生し、その後さらに2010年４月まで支払いが延期されました。2009年４月の
支払いは、2009年初頭に実施された一般的支払凍結の一環として、AIGにより支払いが延期となりました。特別監査委
員会は、上位25名および上位26名から100名までの特定メンバーについて、これらを対象とする雇用維持報奨の更新
が一般の利益に適うものではないものと判断しました。同委員会は、かかる報奨のリスクが報奨プロセスの一環で
あったものと考えており、また、重要な上席業務執行役員の雇用を維持することがAIGの価値を回復する上で重要で
あるものと確信しています。
 
従業員報酬プラン
委員会は、AIGチーフ・リスク・オフィサーと共に、従業員報酬プランについての見直しを行い、同プランがAIGに
対して発生させる一切の不必要なリスクを制限できるよう、すべての合理的な努力を尽くしました。当該見直しによ
り、同委員会およびチーフ・リスク・オフィサーは、従業員報酬プランがAIGに対し不必要なリスクを課すものでは
なく、かつ従業員の報酬の向上を目的として報告収益を操作するよう促すような特徴を有するものでもないと判断
しました。
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AIGのチーフ・リスク・オフィサーが奨励するように、委員会は、自身の行なう従業員報酬プランの見直しの焦点
を、インセンティブに基づいた報酬プランおよびその運用体制に当てました。81,000名超の従業員を対象とする359
のプランに関する情報を収集し、同じ事業ユニットに適用があり同様の構造的特徴を有するプログラムを１つにま
とめた上で、かかる見直しを行いました。委員会の見直しは、AIG人事担当職員（彼らは、インセンティブ・プランの
特定を行い、また、参加者数や給与、業績および確定期間に合わせたインセンティブ支払いの組合せならびに業績目
標といった特徴の評価に基づくプロファイルの作成を行なうためにAIGリスク担当役員から研修を受けました。）の
行った作業に基づいて行われました。人事部は、各プランを４つのリスク・レベルに分類しました。その内訳は、低リ
スク（事業リスク低／構造上リスク低）、中程度のリスク（事業リスク低／構造上リスク高）、中程度のリスク（事
業リスク高／構造上リスク低）、高リスク（事業リスク高／構造上リスク高）です。AIGの人事部が行ったかかる分
析を考慮した上で、リスク担当役員は、高リスクに分類されたすべてのプランおよび中程度のリスクに分類されたプ
ランの大部分について見直しを行い、低リスクのプランについてもサンプリングを行ないました。人事部が作成した
最終的なプランの分類は、以下のとおりです。
 

事業ユニット 低リスク

中程度のリスク
（事業リスク
低／構造上リス
ク高）

中程度のリスク
（事業リスク高／
構造上リスク低）

高リスク 合計

コーポレート 2 0 0 0 2

AIA 63 0 0 0 63

AGF 1 0 0 0 1

ALICO 114 0 0 0 114

アセット・マネジメント
・グループ

0 0 1 1 2

チャーティス 108 5 0 1 114

エディソン 7 0 0 0 7

ILFC 4 0 0 0 4

ナン・シャン 4 0 0 0 4

パイン・ブリッジ 5 0 1 0 6

スター 9 0 0 0 9

SFG 25 4 0 0 29

UGC 3 0 0 0 3

金融サービス 1 0 0 0 1

合計 346 9 2 2 359

 
大部分のプランは、低リスクに分類されました。これらのプランの構造および支払いの様態はそれぞれ異なります
が、インセンティブの支払いは、一般的に、支払う側の裁量に任されているかまたは厳格な業績評価のパラメーター
に基づいて行なわれるものです。リスクを軽減するこれらのプランに内在する特徴としては、上記の他に、支払いに
上限が設けられている点、業績の質の面を勘案する点、数年単位に渡る確定期間が設けられている点、およびエクイ
ティや繰延を利用する点が挙げられます。
 
11のプランが中程度のリスクに分類されました。われわれは、これらのプランのリスクが許容範囲内に留まるもの
であると判断しています。事業リスク低／構造上リスク高の場合、支払いの規制として設けられたガバナンス構造や
数年単位に渡る支払予定期間といった特徴が、十分なリスク軽減要因として機能しています。同様に、事業リスク
高／構造上リスク低の場合でも、一般的に、給与に対するインセンティブ支払いの比率が低度である点、インセン
ティブ支払いに対して上限が設けられている点、および業績が質の面から評価される指標を用いている点などが、リ
スク軽減を促す特徴として含んでいます。
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２つのプランは、高リスクに分類されました。両プランの一方については、計量的な業績評価指標に、公式の基づく
調整が適用されます。われわれは、従業員報酬の向上のために当該業績評価指標が利用される余地があると判断しま
した。上記のリスクを軽減するため、当該事業ユニットは、2009年における業績の質を評価する際のインプットとし
て、かかる計量的評価指標を用いました。当該事業ユニットは、チーフ・リスク・オフィサーと協働で、2010年に向け
た改良型の業績評価指標を開発する予定です。われわれは、高リスクに分類されたもう一方について、そのリスク・
レベルが許容範囲内に留まるものではないと判断しました。当該プランは特定のリスク軽減要因（最低業績レベル
を上回る場合に長期的インセンティブを支払う点や、長期的報奨の支払いについては繰延べられる点）を有してい
ますが、同プランは、給与に対するインセンティブ支払いの比率が高い点、報奨に上限が設けられていない点、および
業績評価指標がリスク調整なしに収益と連動している点などの特徴もまた有しています。当該プランはAIGの事業取
得に関連して設定されたため、AIGは、現行のプランの条件に基づいて2009年の支払いを行う契約上の義務を負って
いました。
 
われわれは、中程度のリスクおよび高リスクに分類されたプランについて、将来的にはこれらを健全なリスク管理
の原則にさらに合致できるよう、特定の変更を行うべきであるものと考えています。われわれは、該当する事業ユ
ニットに対し、2010年においてはチーフ・リスク・オフィサーと協働でAIGの契約上の義務に合致するようなプラン
改善を実施するよう指示しました。
 
チーフ・リスク・オフィサーは４つの主要なインセンティブ報奨プランのそれぞれについてコメントし、かかる
コメントにおける提案は初めのプラン構成の段階またはその後間もない段階でプランに組み込まれました。チーフ
・リスク・オフィサーは、特別監査委員会の承認した報酬概要に基づく、2009年の上位26名から100名までを対象と
するインセンティブ報奨を供与する際に用いられる業績評価指標のそれぞれについて見直しを行いました。われわ
れは、こうした評価指標がAIGに不必要なリスクを課すものではなく、また、業務執行役員の報酬向上を狙ったAIGの
報告収益の操作を促すものでもないと判断しました。われわれは、かかる業績評価指標および特定のSEOを対象とす
る評価指標に内在するリスク軽減的な特徴を向上させるためにチーフ・リスク・オフィサーが行なった提案を2010
年に向けて実施すべきであるものと考えており、適切な事業に対して2010年の業績評価指標をチーフ・リスク・オ
フィサーの提案に合致させるよう指示しました。
 
証明
後述の「報酬に関する考察および分析」では、委員会が上席業務執行役員を対象とした報酬に関する決定を促す
ために用いてきた原則について検討します。委員会は、「報酬に関する考察および分析」について経営陣と検討およ
び討議を行なってきました。クック（下記にて定義）もまた、委員会の外部において委員会のために、「報酬に関す
る考察および分析」について経営陣と検討および討議を行なっています。こうした検討および討議に基づき、委員会
は、本「報酬に関する考察および分析」を本プロクシー・ステートメントおよび様式10-Kに基づく2009年版年次報
告書に組み込むよう、取締役会に対して提案しました。
 
委員会は、SEOおよび上位100名を対象として2009年に付与されたインセンティブ報酬のすべてにつき、これが委員
会の修正および承認を受け、特別監査委員会の要件を満たす目標業績基準に従い与えられた旨、証明します。
 
さらに、委員会は、以下を証明します。
１．委員会は、AIGチーフ・リスク・オフィサーと共に、SEO報酬プランについての見直しを行い、同プランにより
SEOがAIGの価値を脅かすような不必要かつ過剰なリスクの負担を促されないよう、すべての合理的な努力を尽
くしました。

２．委員会は、AIGチーフ・リスク・オフィサーと共に、従業員報酬プランについての見直しを行い、同プランによ
りAIGにもたらされる不必要なリスクを制限できるよう、すべての合理的な努力を尽くしました。

３．委員会は、従業員の報酬の向上を目的として報告収益を操作するよう促すような従業員報酬プランの特徴を
排除するため当該プランについての見直しを行いました。
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報酬および経営資源委員会
アメリカン・インターナショナル・グループ・インク
 
委員長、アーサー・C・マルティネス
ハーヴェイ・ゴルブ
ローレット・T・コールナー
スザンヌ・ノラ・ジョンソン
 

報酬に関する考察および分析
 
業務執行役員の概要
　AIGは、当社が有能で経験豊富な専門家を引き付け、またその雇用を維持し、短期および長期両方において、強固な業
績の達成に対する動機付けを行うような報酬の取扱いを実践しています。
 
　2009年において、AIGは、自己の業務執行役員およびその他比較的高額の報酬が支払われている自己の従業員に支払
い可能な報酬制度および金額について、厳重かつ、法律上強制された制限を課されることとなりました。AIGの上席業
務執行役員および20名のその他最も高額の報酬が支払われている従業員（2008年の報酬に基づく。）の支払制度は
規則で定められたとおりのものとされ、当該規則は米国財務省の財務次官により指名されたTARP報酬特別監査官に
よって解釈されます。特別監査官はまた、ベンモシェ氏、ヘルツォグ氏およびムーア氏を含む、かかる「上位25人」の
グループの特別報酬の制度および金額を決定します。AIGの上位25人のグループの決定された報酬は、2009年10月に
特別監査官により公表されました。
 
　特別監査官はまた、最も高い報酬が支払われているAIGの100名の従業員（2008年の報酬に基づきます。）のうち、上
位25名以外の従業員の支払制度（ただし、支払金額を除く。）を決定しました。マーティン氏およびウォルシュ氏は、
2009年において「上位26名から100名まで」のグループのメンバーであり、かかるグループに関して決定された制度
は、2009年12月に特別監査官により公表されました。
 
　委員会の業務執行役員の報酬に関する提案は、これらの法的規制を考慮した上でなされ、特に上位25名については、
これらの提案は特別監査官の決定により検討および修正されました。その結果、上位25名に関する委員会の決定は有
効に修正され、特別監査官が認める金額までの年度末における報酬という形での報奨を承認しました。AIGの業務執
行役のチームが本年達成した、AIGの保険子会社を安定させ、かつ保護し、再編努力において重要な進歩を果たし、AIG
ファイナンシャル・プロダクツ・コープにおけるシステム上のリスクを減らすことにおける非常に優れた業績を考
慮した上で、委員会は、上記およびその他の業務執行役員の報酬を決定しました。
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承認された報酬
　以下の表は、ベンモシェ氏、ヘルツォグ氏、ムーア氏、マーティン氏およびウォルシュ氏に対して承認された2009年
の報酬の内訳を年率で示したものです。われわれは、本表に記載される業務執行役員を、「現在最も高い報酬が支払
われる業務執行役員」といい、リディ氏と合わせて、AIGの「最も報酬の多い執行役員」といいます。特別監査官が現
在最も高い報酬が支払われる業務執行役員の報酬について審査した方法は、2009年の「報酬の概要」の表に記載さ
れた報酬についてSEC規則上要求されるような方法とは大きく異なります。
 
 特別監査官により決定された制度および最高額 特別監査官により決定された制度

ロバート・H・ベン
モシェ

デイヴィッド・L・
ヘルツォグ

クリス・P・ムーアロドニー・O・マー
ティン・ジュニア

ニコラス・C・ウォ
ルシュ

現金給与 $3,000,000  (1)$  350,000  (1)$  450,000 (1) $  900,000 (1) $  650,000 (1)

株式給与 $4,000,000  (1)$3,104,167$4,691,667$3,060,000$2,540,000

能率給 $3,500,000  (2)$  833,333  (2)$2,000,000 (2) $3,300,000$3,480,000

合計 $10,500,000$4,287,500$7,141,667$7,260,000$6,670,000

　(1)　ベンモシェ氏の承認された現金給与および株式給与の割合は、彼が雇用された日である2009年8月10日におい
て有効でした。承認された現金給与の割合は、ヘルツォグ氏およびムーア氏に関しては2009年11月１日付け、
ウォルシュ氏に関しては2009年12月14日付けでそれぞれ有効となっており、各日付は特別監査官の決定によ
り要求された効力発生日です。新たな現金給与割合が有効になるより前においては、ヘルツォグ氏、ムーア氏
およびウォルシュ氏は、当該過去の期間において有効であった現金給与割合で給与を支払われました。マー
ティン氏は既に、承認されたレベルの給与を受けていました。

　(2)　ベンモシェ氏、ヘルツォグ氏またはムーア氏に対し、現金によるインセンティブ（能力給）は認められておら
ず、代わりに未確定のTARP RSUによって支払われるよう要求されていました。2009年におけるベンモシェ氏
の実際のインセンティブは、AIGに在籍していた年の一部を反映するために按分されましたが、2010年の初め
に支払われたため、2009年の報酬の概要表に反映されていません。ベンモシェ氏の実際のインセンティヴ報
奨の金額は1,380,797ドルでした。

 
　2010年に関して、現在最も高い報酬が支払われる業務執行役員は上位25名の従業員であり、かかるグループに当て
はまる他のグループに比して厳格な規制に従います。2010年３月、特別監査官は、2010年に対する以下の制度および
最高額を決定しました。
 
 特別監査官により決定された制度および最高額 特別監査官により決定された制度

ロバート・H・ベン
モシェ

デイヴィッド・L・
ヘルツォグ

クリス・P・ムーアロドニー・O・マー
ティン・ジュニア

ニコラス・C・ウォ
ルシュ

現金給与 $ 3,000,000$  495,000$  700,000$  495,000$  475,000

株式給与 $ 4,000,000$4,485,000$5,000,000$3,731,250$4,568,750

能率給(1) $ 3,500,000$1,020,000$1,900,000$1,375,000$        0

合計 $10,500,000$6,000,000$7,600,000$5,601,250$5,043,750

　(1)　未確定のTARP RSUの形式により支払われることが必要です。
 
報酬枠の目的および仕組み
　従来から、委員会の報酬理念は以下を中心としていました。
 
・　現在およびそれ以降の業績期間において、AIGが強力な財政業績および株主への利益還元を生み出した場合に
価値をもつ報奨の利用により、報酬の中の業績に基づく要素を強調すること

 
・　キャリアの節目を認識し、シニア・マネジメントに様々な企業規模の戦略目標の説明責任を課すという内容
のパートナーシップ報酬という手段により、所有者かつ管理者という文化を醸成すること
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・　重要な従業員の報酬の大部分とAIGの純資産を両者ともにAIG普通株式によって表されることとすることによ
り、重要な従業員における長期的な経済的利益と株主における長期的な経済的利益の平仄を揃えること

 
・　個人の報酬の要素の集中的な管理および統制を向上すること（従来は集中化されていなかった。）

 
　当社は、引き続き、かかる原則を適用しようと考えていますが、必ずしも前年と異なった方法で実行するわけではあ
りません。特に、特別監査官は、現在最も高い報酬が支払われる業務執行役員の報酬制度（ベンモシェ氏、ヘルツォグ
氏およびムーア氏の場合は、支払可能な金額または支払いの潜在的可能性がある金額）を決定し、それらは2008年緊
急経済安定化法（「EESA」）111条または不良資産救済プログラムの目的に一致しない支払いにはならず、その他の
点においても公共の利益に反しないとの結論に至りました。その際に、特別監査官は、以下の６つの原則を検討する
ことが求められました。
 
・　リスク　報酬は、従業員による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するようなインセ
ンティブ（能力給）を避けるべきです。

 
・　納税者への還元　報酬は、AIGが最終的にTARPによる債務の払い戻しを可能にするために、AIGが競争力ある会
社として存続し、才能ある従業員の雇用を維持し、新たに採用する必要性を反映するべきです。

 
 
・　適切な割り当て　報酬は、各従業員の役割およびその他の関連する状況に基づき、給与ならびに短期および長
期のインセンティブ、ならびに現金およびエクイティ等の異なる構成および形式のぞれぞれに適切に割り当
てられるべきです。

 
・　業績に基づく報酬　報酬のうち適切な割合については業績に基づいており、かかる業績評価指標は計測可能、
実行可能であり、かつ業績が達成されない場合は実際に実行されるものであるべきです。

 
・　比較可能な概要および支払い　報酬は、同様な位置付けの事業体（財政的に困難な状態に陥っている他の組織
を含む。）における同様の地位の業務執行役員の報酬に一致するべきです。

 
・　AIGの価値に対する従業員の貢献　報酬は、現在のおよび予想される従業員のAIGの価値に対する貢献を反映す
るべきです。

 
　AIGの従業員に対する報酬が特別監査官の決定に従うことになっている期間においても、委員会の取組みは上記の
各原則に焦点が当てられることとなるでしょう。
 
　特別監査官は、特定の従業員の報酬制度および支払いを取り巻く事実および状況に対する自己の見解に応じて、
個々の原則のいずれに適切な比重をおき、どのように妥当性を決定するかについての裁量を有していました。特定の
状況において、２つ以上の原則が矛盾するような場合に限り、特別監査官は、各原則のどちらに比重を置くかについ
て決定するために裁量を行使しました。
 
　これらの原則を適用する過程で、特別監査官は、EESAの規制の影響を受けない報酬および報酬制度を含む、その他の
報酬制度およびその他の報酬（獲得済みのもの、未収のもの、または支払い済みのもの）を考慮することを認められ
ました。例えば、特別監査官は、EESAの適用前に締結された有効な契約を考慮に入れて、支払いを決定することが認め
られています。
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報酬制度―
直接的報酬の構成
　現金給与　2009年において、特別監査官は、上位25名の従業員および上位26名から100名までの従業員の報酬が、主に
業績に基づくものであるべきと決定しました。当該決定に従い、特別監査官は、特定の例外的な場合を除き、一般的に
現金給与が500,000ドルに制限されるよう要求しました。AIGの従来からの慣行は、全報酬の中で制限された部分は基
本給の形式で支払うというものでした。しかし、定められた制度の下では、現金給与はAIGが最上席業務執行役員に提
供できる唯一の現金報酬の供給源です。その結果、現金給与に対する現在の制限は、総報酬における割合として表さ
れる現金報酬の供給の機会を従来に比べ減少させ、かつAIGの競争会社に比べては大きく減少させました。委員会は、
引き続き、かかる制限がAIGに競争上の不利益を与えることを懸念します。
 
　株式給与　特別監査官の決定の結果として、AIGは、一般的に「株式給与」といわれる確定株式または株式ユニット
を定期的に付与するプログラムを実行しました。株式給与の最終的な価値は、数年間を通してのAIGの普通株式の価
値により決定されるため、特別監査官は、このような報酬は業績に基づき、かつ株主の長期的な利益に一致すると決
定しました。
 
　株式給与は、主に、毎年および長期的な現金、株式および業績に基づくインセンティブ・プログラムに代わってなさ
れるものです。現金給与に関する制限があることおよび株式給与の広範囲に及び利用していることの結果として、
AIGは、十分に効果的で、業績に基づき、競争的かつ最終的にAIGの株主にとって有益になるとAIGが考える報酬制度を
設定する能力に関して、相当な制約を課しています。
 
　株式給与は、直ちに確定される株式の定期的な付与または定期の各給料日において支払われる株式ユニットの形式
をとります。各給料日に付与された株式または株式ユニットの金額は、該当する給与期間を通して取得された株式給
与のドル建ての価値と、株式付与日におけるAIGの普通株式の市場価格で除することにより決定されます。さらに、株
式給与の各付与は、付与日から１年から５年の間のいずれか（個人による）の期間、譲渡および支払に関する規制に
従います。2009年に関して、株式給与は、AIGの現在最も高い報酬が支払われる業務執行役員に対し付与され、ヘル
ツォグ氏、ムーア氏、マーティン氏およびウォルシュ氏については2009年１月１日付に遡って、ベンモシェ氏につい
ては2009年８月10日付で、AIGがかかる新たな報酬構成の支払いに関する契約の合意が確定した後に付与されます。
2009年において、AIGの現在最も高い報酬が支払われる業務執行役員に対し支払われる株式給与の規制期間は以下の
とおりです。
 
　・　ベンモシェ氏については、雇用日から５年目に規制が失効します。
 
　・　ヘルツォグ氏およびムーア氏については、当初は各年において規制の失効が、株式給与の３分の１づつ、付与か

ら２年目に開始すると予定されていました。AIGの米国に対する債務の一部払い戻しの結果として、かかる予
定は１年早められました。

 
 
　・　マーティン氏およびウォルシュ氏については、株式給与の一部が３年間規制され、その残りは１年間規制されま

す。マーティン氏およびウォルシュ氏に対し承認された制度では、報酬のうち少なくとも50％が、少なくとも
３年間譲渡不可能な形式で支払われることが要求され、規制期間はこれを達成するように選択されました。

 
　ヘルツォグ氏、ムーア氏、マーティン氏およびウォルシュ氏に関する決定は、株式給与を含む、株式に基づく報酬が、
AIGの普通株式の価値またはAIGの事業の状態を示す株式の名目上のバスケットの価値のいずれかに基づくことを認
めました。AIGの現在の資本構成の観点から、AIGの普通株式に関連するリスクを考慮した結果、委員会は、その他の制
度における構造の複雑さを避け、従業員がAIGの事業全体において利益を有することを保証するために、かかる報酬
がAIGの普通株式に基づくことを最終的に決定しました。
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　委員会は、引き続き、株式給与の適切な形式を査定します。特別監査官による2010年３月23日のデタミネーション・
メモランダムにおいて、AIGの長期的な価値に対するプロクシーとしての役割を果たすことを目的とする、AIGの普通
株式のバスケットおよび債務証券に基づく新たな形式の株式給与をAIGが利用することを認めました。かかる新たな
バスケットに基づいた株式給与の条件には、引き続き特別監査官の承認が必要です。
 
　2007年ストック・インセンティブ・プランに基づく株式の利用が制限されていることにより、2009年におけるAIG
の現在最も高い報酬が支払われる業務執行役員に対する株式給与（およびその他の株式に基づいた）報奨の付与
は、一般的に、AIGの普通株式の価値に基づいた現金払いユニットの形式をとりました。例外としては、ベンモシェ氏
の株式給与については2007年ストック・インセンティブ・プラン以外から支払われることが可能な他の株式を代わ
りに用いることで支払われ、マーティン氏およびウォルシュ氏の株式インセンティブ報奨については、AIGに適用さ
れる規制上の制限を満たすために、AIGの普通株式の持分において支払われることが要求されました。
 
　2009年のインセンティブ報酬　上位25名の現在最も高い報酬が支払われる業務執行役員は、TARP RSU以外のインセ
ンティブ報酬を授与することができませんでした。特別監査官により決定された概要に従って、マーティン氏および
ウォルシュ氏は、以下に該当する場合、現金またはその他のエクイティの形式でインセンティブの支払いを受けるこ
とができます。
 
　・　インセンティブが、特別監査官との協議の中で業績評価指標に基づいていた場合。
 
　・　インセンティブの半分以下が現金で支払われ、半分以上（割合は付与の際の価値に基づく）が、付与されてから

少なくとも３年間は譲渡不可能な株式で支払われた場合。
 
　・　現金インセンティブの半分以上が少なくとも１年間は繰延べられた場合。
 
　・　40％以下が現金で支払われた場合。
 
　・　報酬の合計の少なくとも50％が少なくとも３年間は譲渡不可能な形式で支払われた場合。
 
　TARP RSU　TARP RSUは、該当する規制により「長期的に規制される株式」という名称で定義されるインセンティブ
報酬の形式です。TARP RSUとされるためには、報奨は通常少なくとも２年間の受給期間を有さなければならず、TARP
債務のAIGによる払い戻しに対する割合の25％増でのみ譲渡または支払可能になります。特定の現在最も高い報酬が
支払われる業務執行役員に対し支払われたTARP RSUに関して、特別監査官は、追加の規制を要求しました。ヘルツォ
グ氏およびムーア氏については、受給期間が３年まで延長され、マーティン氏およびウォルシュ氏については、受給
期間経過後１年間は、TARP RSUを譲渡または支払いを受けることができません。
 
　AIGは、上位26名から100名までの従業員に対して、TARP RSUを支払うことを要求されませんでした。しかし、特別監
査官の見解に基づき、これらの従業員に対し支払可能なストック・インセンティブは、対象となる直接報酬の合計額
の最大約10％の金額で、TARP RSUの形式により支払われました。
 
　現金インセンティブ　ベンモシェ氏、ヘルツォグ氏およびムーア氏を含む、AIGの上位25名のメンバーは、現金インセ
ンティブを受領する資格がありません。AIGの上位26名から100名までのメンバーに対する現金インセンティブは、通
常、半分が2010年３月、半分が2011年３月に支払可能です。2010年において上位25名の一員であったためにマーティ
ン氏およびウォルシュ氏に対し適用される規制に関して、特別監査官は、現金インセンティブが2009年12月に、半分
が現金で、かつ半分が2011年３月まで譲渡不可能な制限株式の形式で支払われることを許可しました。これらの報奨
を「変動現金インセンティブ」といいます。特別監査官の決定により株式の構成部分が大部分であることが要求さ
れること、および現金インセンティブの追加部分を制限株式に転換する必要性があることの両者を考慮して、AIGは、
一般的に、目標現金インセンティブの最高金額を制限する形でのインセンティブを付与する機会を設けることとな
る。
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　株式インセンティブ　ベンモシェ氏、ヘルツォグ氏およびムーア氏を含む、AIGの上位25名の従業員は、制限された額
のTARP RSUを除く、現金インセンティブを受領する資格がありません。2009年において、AIGの上位26名から100名ま
での従業員であったマーティン氏およびウォルシュ氏に関しては、株式インセンティブは2012年12月まで譲渡不可
能な制限株式の形式で支払われました。この３年間の制限は、報奨が長期の業績を反映し、かつ特別監査官の制度上
の要求に従うことを目的としています。
 
　業績の決定　インセンティブは、各業務執行役員の状況および責任に合わせて調整された業績変動目標に基づき付
与され、特別監査官との協議を経て、委員会により検討および承認されました。しかし、業績変動目標のすべてまたは
一部を充足したにもかかわらず、委員会は、AIGの業績に対する全体の評価に基づき、従業員のインセンティブ報奨を
減少する方向性を保持しました。
 
同様の業績変動目標は、インセンティブ報酬の支払形式について決定する際に用いられました。マーティン氏およ
びウォルシュ氏ならびにその他の上位26名から100名までの従業員について、これら従業員を対象とする業績のレベ
ルが決定した際、上記３方式で支払われるインセンティブのドル建てでの価値は、承認を受けた制度に従った方法で
振り分けられます。エクイティに基づくインセンティブ（すなわち、TARP RSUおよび株式インセンティブ）につい
て、AIGは、付与の対象となる株式数または株式ユニット数を、インセンティブのドル建てでの価値を付与日のニュー
ヨーク証券取引所におけるAIG普通株式の終値で除することにより決定しました。
 
　回収　現在最も高い報酬が支払われる業務執行役員に支払われる2009年インセンティブ報酬の全額は、重大に不正
確な財務諸表またはその他の重大に不正確な業績評価指標に基づいていたと後に決定された場合、「回収」されま
す。
 
　時期　TARP基準の遵守を促すため、AIGは、ヘルツォグ氏、ムーア氏、マーティン氏およびウォルシュ氏に対し、2009年
12月28日に、インセンティブ報奨を付与しました。ベンモシェ氏を対象とするインセンティブ報奨は、特別監査官に
よる正式な検討および承認を得た後、2010年３月15日に支払われました。
 
 
過去の報酬構成 
2008年報酬の繰延支払い　AIGが、米国財務省との協議の上とったいくつかの行動の結果、当初2008年に予定されて
いた、ヘルツォグ氏、ムーア氏、マーティン氏およびウォルシュ氏に対するいくつかの支払いのサービス期間は延期
され、当該支払いは追加的なパフォーマンス評価の対象となりました。SECの規則上、当該支払いは2009年の報酬の概
要表に2009年の報酬として含まれなければなりません。当該支払いは、下記に詳述されており、当時適用された業務
執行役に関しては2009年プロクシー・ステートメントに記載されており、雇用維持報酬につきましては、特別監査官
により明確に考慮されました。当該額は、最も高い報酬が支払われた業務執行役員の総額に加え、2009年の総額2009
年の報酬の概要表に2009年の報酬として含まれています。
 
AIGの最上席グループの一員として、ヘルツォグ氏およびムーア氏は、2008年年度末変動インセンティブの支払い
を受けないことに同意しました。2008年年度末変動インセンティブの支払いを受ける資格を有していたその他の上
級の従業員には、AIGは以前に承認された水準の半分を支払いました。残りの額の支払いは繰延べられ、（下記に詳述
されているとおり）AIGの再編プランのもとの業績を条件とされるようになりました。最も高い報酬が支払われた業
務執行役員のうち、マーティン氏およびウォルシュ氏のみが当該支払いを受ける資格を有しています。（ベンモシェ
氏は、AIGに入社していませんでした。）
 
AIGの2009年のプロクシー・ステートメントに記載されているとおり、2008年９月のNY連銀クレジット契約の発表
直後、AIGは重要な従業員を維持するための維持プログラムを設立しました。当該プログラムのもと、ヘルツォグ氏、
ムーア氏、マーティン氏およびウォルシュ氏は、各氏の基本給与の倍数を基に、それぞれ2,500,000ドル、4,000,000ド
ル、3,500,000ドルおよび3,000,000ドルの賞与額を受領しました。当初の予定として、2008年12月31日までの勤務に
対し、当該額の60パーセント、2009年12月31日までの勤務に対し、当該額の40パーセントの支払いが予定されていま
した。
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AIGは、2008年中、現在の最も高い報酬が支払われた業務執行役員に対し雇用維持報酬を支払いませんでした。2008
年11月に、ヘルツォグ、ムーア、マーティンおよびウォルシュ各氏を含む、AIGのすべての業務執行役員は、当該報酬の
受領を2009年4月および2010年4月までに延期することに任意で同意しました。2009年４月の支払いは、2009年初頭に
実施された賃金外給付の一般的支払凍結の一環として、AIGにより支払いが延期となりました。NY連銀および米国財
務省の関係者と協議し、意見を考慮した後、特別監査官は、AIGにおけるユニークな財務状況およびAIGの長期的な財
務状況の成功の上で特に重要とみなされる従業員のサービスを維持する必要性のため、報酬制度をさらに再編する
ことは公衆の利益とは一致しないと判断しました。その代わりに、特別監査官は、ヘルツォグ氏およびムーア氏の給
与をどれくらい減額するかならびにマーティン氏およびウォルシュ氏がどれくらい現金にて報酬を受領できるかを
判断するにあたり、当該報奨を考慮しました。
 
繰延べられた2008年年度末変動インセンティブおよび雇用維持報酬の支払の査定につき、委員会は下記を含む、
AIGの再編プランのもとの進展を見直しました。
 
・ AIAおよびALICO SPVの取引の終了。
・ AIGフィナンシャル・プロダクツ・コープの、2009年６月30日までのデリバティブ・ポートフォリオの名目元
本の３分の１の減少および取引数の50パーセント以上の減少（残りの半年間におけるさらなる減少を含む）な
らびにすべての主要のリスク指標における重大な減少を含む、当該ポートフォリオによるシステミック・リス
クの減少。
・ 終了時にNY連銀へ支払うために利用可能となる、税引き後純利益46億ドルを拠出する売却／資産売却の終了。
・ AIGの保険子会社の価値を安定および保護するために積極的に取り組む。これは、将来、納税者が払戻を受ける
ことを確約するために、重要であった。
 
かかるパフォーマンスに基づき、最も高い報酬が支払われた業務執行役員に対する繰延べられた2008年年度末変
動インセンティブ報酬の支払いは、10月に支払われ、繰延べられた2008年の雇用維持報酬は最も高い報酬が支払われ
た業務執行役員に対し、10月および12月に支払われました。残りの雇用維持費は2010年4月に支払われました。繰延べ
られた2008年年度末変動インセンティブの支払は、マーティン氏およびウォルシュ氏に適用される現金報酬に課さ
れる40パーセントの制限に含まれています。
 
その他の要素　年度末変動インセンティブの支払に加え、AIGは昔から特定の従業員に対し、四半期毎に現金の支払
を行っていました。これらの支払いもやはり、ヘルツォグ氏およびムーア氏に関しては保留となっており、ベンモ
シェ氏は支払いを受ける資格を有していません。マーティン氏およびウォルシュ氏につき、当該支払いはTARP基準に
遵守し、2009年の最初の３四半期まで継続されました。TARP基準は、特別監査官の見直しが保留されているAIGの従前
の報酬構成のもと、AIGが引続き上位26名から100名までの従業員に対し支払いを行うことに関し、検討しました。
マーティン氏およびウォルシュ氏が受け取った四半期の支払いは、特別監査官が2009年12月に承認した報酬構成を
発表した後、廃止されました。
 
2009年５月にヘルツォグ、ムーア、マーティンおよびウォルシュ各氏は、AIGの2005年から2006年の繰延報酬利益参
入プラン（DCPPP)のもと授与に基づき、AIG普通株式をそれぞれ270株、1,400株、480株および700株を受領しました。
 
2007年中、AIGはAIGのパートナーズ・プランのもと、2008年から2009年までのパフォーマンス期間におけるパ
フォーマンス制限株式ユニットを付与しました。AIGの2008年の業績に基づき、2008年から2009年の間は、パフォーマ
ンス制限株式ユニットは付与されませんでした。
 
2009年中、ヘルツォグ、ムーア、マーティンおよびウォルシュ各氏は、以前のパフォーマンス期間シニア・パート
ナーズ・プランのもとに獲得したが、まだ付与されていなかった取得済み賞与を有していました。
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報酬制度―
間接的報酬の構成
福利厚生その他の間接的賞与　AIGの上席業務執行役員は、一般的に、AIGのその他の従業員と同様に、広範な健康、
生命および障害に関わる賞与プログラムに参加しています。
 
退職賞与　AIGは、資格のある従業員に対し、確定給付プラン（例：401(k)プラン）および（確定賞与プランと呼ば
れる）従来の年金プランを含む数多くの退職賞与を提供しています。2009年末には、特別監査官が、これらのプラン
（課税対象プランを除く。）に基づく上位25名および上位26名から100名までを対象とする支払いおよび振込みを今
後停止するよう要求しました。ベンモシェ氏は、AIG年金プランに基づく賞与を受けませんでした。
現在最も報酬の高い業務執行役員を対象とした唯一有効なAIGの確定給付プランは、401(k)プランで、これは課税
対象です。AIGは、現在最も報酬の高い業務執行役員を対象に、2009年においては17,150ドルを上限として、参加者へ
の給付パーセンテージを、当該参加者の就業期間に応じて401(k)プランに合致させました。当該プランはTARP基準に
影響を受けず、特別監査官も上位25名および上位26名から100名までの従業員が当該プランに引き続き参加すること
を許可しています。さらに、現在最も報酬の高い特定の業務執行役員は、従来からの非適格確定給付プランに基づく
残高を有しています。AIGの確定賞与プランには、課税対象年金プラン、エクセス退職受給プラン（「回復」プラン）
および追加業務執行役員退職プラン（「SERP」）が含まれます。これらの各プランは、勤務年および最終的な平均給
与に基づき年１度の賞与を与えるものです。
 
手当およびその他の報酬　特定従業員の経営責任の達成を促すため、AIGは、かかる従業員に対し、SEC規則上「手
当」または「その他」の報酬に分類される自動車手当の他、駐車料金、法律サービス、金融および税務計画ならびに
その他の事項に関する賞与を提供します。ウォルシュ氏の手当には、AIGの業務執行役員離職プラン（「ESP」）に基
づく自身の権利の評価について2009年末に実施された法律サービスが含まれています。
 
特別監査官は、一般に、上位25名および上位26名から100名までの従業員を対象とする手当およびその他の報酬額
を年額25,000ドルに制限しました。さらに、こうした従業員を対象とした税の「グロスアップ」方式による支払い
は、国外送金に関する場合を除いて、すべて禁止されています。最も報酬の高いAIGの業務執行役員は、マーティン氏
を除きすべて、上記の制限を遵守していました。マーティン氏は、承認を受けた制度が公表される前の段階で、約
40,000ドル（上記制限に服さない401(k)に合致させた給付を除く。）の手当および「その他」の報酬を受けていま
したが、当該報酬はその時点ではまだTARP基準により認められており、また、許可されない部分の手当および「その
他」の報酬はその年の残存期間中停止されました。
 
さらに、2009年９月、AIGの取締役会は、ラグジュアリー・エクスペンディチャー・ポリシーを採用しました。これ
は、エンターテイメントおよび各種イベント、オフィスおよび施設の改築、飛行機その他の交通サービス、ならびにそ
の他これらに類似の事項、活動およびイベントを含む、企業歳出について定める既存の方針およびガイドラインを集
約したものです。当該方針は、AIGの経費を合理的かつ適切に保つことを目的としたものです。当該方針のコピーは、
AIGのウェブサイト（www.aigcorporate.com）のコーポレート・ガバナンスのページにて入手できます。
 
雇用終了に関する賞与および方針　TARP基準に基づき、現在最も報酬の高い業務執行取締役のうちいずれも、2010
年において、離職賞与、または雇用終了もしくは支配権の変更に伴うその他の賞与を受け取ることができません。ベ
ンモシェ、ヘルツォグおよびムーアの各氏は、2009年においてかかる賞与を受けることができませんでした。現在最
も報酬の高い業務執行役員のいずれかが将来において当該制限から解放された場合は、ESPに参加していないベンモ
シェ氏を除き、雇用終了に際しESPに基づく賞与を受ける資格が生じる可能性があります。ただし、ESPに基づく賞与
は、2009年報酬制度を理由に、現在最も報酬の高い業務執行役員について、増加させることはできません。マーティン
およびウォルシュの各氏は、両氏の雇用終了が2009年であれば、ESPに基づく賞与を受けることが認められていたは
ずです。
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ESPは、一般的に、AIGの過去のパートナーズ・プランに参加していた上席役員にも適用され、特定の「理由」なく
AIGが雇用を終了した場合には離職手当および離職賞与が支払われます。現在最も報酬の高い、ベンモシェ氏を除く
すべての業務執行取締役員は、「正当事由」に基づく雇用終了に伴う離職手当を受ける資格があります。
 
雇用終了が上記の資格を生じる場合、上記の制限に服すことを条件に、参加者は、給与、四半期に１度のボーナスお
よび業績に基づく各年のインセンティブの３年の平均額の合計額に等しい金額を、１年間に１度、当該業務執行役員
の勤務年数に応じて最大２年の間まで、受け取る資格を持ちます。未付与の長期的報奨（TARP RSU（RSU：制限株式
ユニット）を除く。）は、離職期間中も引き続き付与が続けられますが、そうでない場合は一般的に没収されます。
2010年３月には、ESPに基づき支払われるはずであった離職手当が、参加者が別の雇用者に雇用されたことに起因す
る金額により相殺されます。
 
2009年における報酬の決定
直接的報酬合計の想定額　ベンモシェ氏について、AIGは、合計1050万ドルの想定額を提案しました。AIGは、この報
酬が適切なレベルのものであり、かつAIGやその他の大手保険会社およびベンモシェ氏が過去に勤めていた雇用先に
おいて過去実際に支払われていた最高経営責任者の報酬に比べて大幅に低いものであると判断しました。ベンモ
シェ氏は本提案を承諾し、特別監査官は支払われる可能性のあるこの金額について最終的に承認しました（ただし、
インセンティブ報奨については、特別監査官による正式な検討および承認がさらに必要である。）。
 
AIGは、上位25名の各従業員を対象として想定される給与として適切な合計額について、特別監査官と数度に渡り
討議しました。かかる討議において焦点となったのは、直接的報酬の合計額、報酬の現金と現金以外の部分の適切な
振分け、および現金以外の報酬の譲渡可能性についての３点でした。特別監査官は、ヘルツォグ氏およびムーア氏の
各々を対象とする報酬の想定額として、それぞれ合計4,558,333ドルおよび7,600,000ドルと判断しました。これらの
数値は、上記「承認された報酬」という題の章の中にある「承認された報酬」という題名の表とは異なりますが、こ
れは、特別監査官の判断した当該金額に、特別監査官の当該判断以前における給与比率に基づいて該当する業務執行
役員が受けた10ヶ月分の給与が勘案されているためです。これら報酬のレベルはAIGの最終提案に合致したものです
が、AIGは、現金とそれ以外の部分の報酬振分けの点および現金以外の報酬の譲渡可能性に制限が付される点には合
意せず、特別監査官の提案する報酬制度に基づく制限的な支払いではAIGが従業員に対し有力な報酬提案をできない
ものと懸念しています。
 
AIGは、特別監査官の提案する制度の要件に従うことを条件に、上位26名から100名までの従業員を対象とする合計
報酬想定額の設定を許されました。AIGは、報酬の目標合計額として、マーティン氏については約7,848,000ドル、ウォ
ルシュ氏については約7,128,000ドルを設定しました。これらの金額は、AIGが過去の報酬制度（各個人の責任の度合
い、過去の報酬レベルおよびAIGの業績への貢献度に基づいた過去の報酬実績に従い決定されるもの。）の元で給付
を行ってきた目標報酬に基づいて設定されたものです。
 
現金給与　ベンモシェ氏を対象とする適切な給与レベルとして、TARP基準に基づく同氏へのその他現金支払いの禁
止、AIGその他の大手保険会社における最高経営責任者への報酬実績ならびに同氏の前職における報酬に鑑み、AIGが
提案した給与レベル3,000,000ドルについて、特別監査官はこれを承認しました。
 
特別監査官は、2009年11月１日付けで、ヘルツォグ氏およびムーア氏を対象とする給与を、675,000ドルおよび
1,000,000ドルからそれぞれ350,000ドルおよび450,000ドルへ減額しました。AIGは、かかる給与減額に強く反対しま
した。
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AIGの2009年における上位26名から100名までの従業員（マーティン氏およびウォルシュ氏を含む。）について、特
別監査官は、これらの従業員を対象とする給与を、正当な事由に基づく例外を除き、500,000ドルに制限する概要を承
認しました。マーティン氏がAIGの世界規模の生命保険事業において責任ある立場に就いたことにより、2009年４月
付けで、マーティン氏の現金給与は850,000ドルから900,000ドルに増額されました。このように責任が大幅に増加し
た結果、また、マーティン氏のリーダーシップの下で当該生命保険事業がAIGの負う多額の連邦債務を返済できる見
込みがあることを理由に、マーティン氏の給与は、特別監査官の判断の結果、減額を受けませんでした。2009年におけ
るウォルシュ氏の給与は、もともとは700,000ドルでした。同氏の給与は、特別監査官の措置により650,000ドルに減
額されたものの、AIGの将来的プランにおいて重要な要素であるチャーティス・インターナショナルにおける同氏の
責任の大きさに鑑み、500,000ドル超に留まっています。当該減額は特別監査官と話し合われた結果であり、同監査官
の要請がなければ実施されなかったものです。
 
株式給与　特別監査官は、ベンモシェ氏を対象とする4,000,000ドルの株式給与のレベルについて、これを承認しま
した。このレベルは、TARP基準に基づき付与可能な最高限度額のTARP RSUに則った目標年次給与想定額をベンモシェ
氏が受けられるようAIGが提案したものです。
 
ヘルツォグ氏およびムーア氏を対象とした株式給与の形での合計給与想定額を決定し、これに関連する譲渡制限
を設けました。
 
マーティン氏およびウォルシュ氏を対象とした株式給与額については、承認を受けた報酬制度および目標となる
直接的報酬のレベル（目標となる報奨の50％は現金払い、残り50％は株式払いで行なわれる。）に合致するようなイ
ンセンティブ報奨の最大目標想定額が認められるよう、AIGがこれを提案しました。株式給与は、３年間は報酬合計額
の少なくとも50％が譲渡不可となるとする特別監査官の報酬関連の要件を遵守するのに必要な範囲内で、３年間の
譲渡制限に服します。当該制限に服さない部分については、特別監査官の決定したとおり、１年間の譲渡制限が付さ
れます。
 
インセンティブ報奨　現在最も報酬の高い業務執行役員の各人を対象としたインセンティブ報奨ついては、特別監
査官は、特別監査官との協議の上開発された業績評価指標に基づいて支払われるよう要求しています。また、特別監
査官は、ベンモシェ氏を対象に実際に支払われた額について正式に検討および承認をする必要がありました。当該指
標は、AIGの事業安定およびAIGの再編実施に重要と思われる目標を反映するよう選択されました。
 
ベンモシェ氏を対象とする業績評価指標は、AIGの事業全体の業績を反映するよう設計され、その内容には以下に
関連した特定の評価が含まれました。
 
・AIGの上位無担保債務に関するスタンダード・アンド・プアーズおよびムーディーズの格付けまたはアウト
ルックにおける負の変更を避けるなどのリスク管理および資産保全
・AIGの再編プランおよびコスト・コントロールの手法の見直しおよび修正
・AIGの有能な人材プールの安定
・AIA SPV取引およびALICO SPV取引の完了を含む債務の返済
・生命保険サービスおよびリタイヤメント・サービスにおける売上げおよび顧客維持の改善、チャーティス事業
における顧客維持および引受量の改善ならびにAIGファイナンシャル・プロダクツ・コープのポートフォリオ
のリスク軽減の継続を含む、主要な事業での特定の業績の達成
 
ヘルツォグ氏を対象とする業績基準は、概ねベンモシェ氏のものと類似していましたが、これは、同氏の最高財務
担当役員としての責任が会社全体に及ぶものであるためです。
 
AIGの資産－損害保険事業であるチャーティスのプレジデント兼最高経営責任者であるムーア氏を対象とした業
績評価指標は、チャーティス事業の業績に基づくものでした。当該指標の内容には、以下が含まれました。
・エクイティ、営業利益、GAAPエクイティおよび米国法定余剰金における対前年度の利回り増加、およびリスクに
基づく資本比率400％超の維持
・チャーティスにおける重要役職の補充、およびスタッフ数の維持
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・親会社であるAIGからの資本利用の回避
・通常の事業維持率の回復、および価格条件の改善
・投資ポートフォリオの均衡回復を目的とする新規投資戦略の実施
・チャーティス保険会社のA.M.ベストにおける資本適性レシオのスコアの改善
 
ウォルシュ氏を対象とした業績評価指標は、ムーア氏を対象としたものに類似していましたが、これは、ウォル
シュ氏の責任が主にチャーティス・インターナショナルに関連したものであったためです。
 
ALICOのプレジデント兼最高経営責任者であるマーティン氏を対象とした業績評価指標は、ALICOの業績に関連す
るものでした。かかる指標の内容は、以下のとおりでした。
・ALICO SPV取引の完了
・様々なソルベンシー・レシオ（支払能力を示す比率）に関する目標の達成
・１年目の保険金および税引前営業利益に関する目標の達成
・事業の売却または株式公開の可能性の継続
 
ベンモシェ氏の業績評価指標は、同氏に関する取決めが特別監査官の正式な承認を得る直前に成立しました。特別
監査官が上位25名および上位26名から100名までの他のメンバーに関連する決定を2009年末に発表し、また、同年に
おいて上席AIG経営陣および報酬制度が変更となったため、現在最も報酬の高いAIGのその他の業務執行役員を対象
とする業績評価指標が第４四半期中に成立しました。
 
委員会は、2009年末（ムーア氏、マーティン氏およびウォルシュ氏について。）および2010年初め（ベンモシェ氏
について。）に、これらの指標に照らして業績を検討しました。この検討に基づき、委員会は、現在最も報酬の高い業
務執行役員の各人が実質的に目標業績レベルに達するかまたはこれを超える働きをしたものと判断しました。一般
的に目標に達しているまたは目標以上の業績を挙げていることに鑑み、特別監査官は、業績の検討後直ちに、現在最
も報酬の高い各業務執行役員を対象とするインセンティブ報酬の支払いを決定しました。
 
元最高経営責任者を対象とした取決め
リディ氏は、ベンモシェ氏が最高経営責任者に選任された2009年８月10日にAIGを退職しました。AIGの2009年プロ
クシー・ステートメントに記載されているとおり、リディ氏は、AIGに参加した際、自発的に自身の給与を現金１ドル
に設定しました。
 
リディ氏はシカゴに住んでいるため、同氏がニューヨーク市にあるAIG本部で働けるよう、特定のサービスがAIGの
経費負担で提供されました。こうしたサービスには、交通費（主に民間航空機を利用。）、およびニューヨーク市内の
アパートの利用費が含まれていました。これらの措置は、必要かつリディ氏の職務遂行に直接関係するものでした。
ただし、AIGは、「2009年の報酬の概要表」において、SECの要件に則り、上記の項目の増加費用をリディ氏に対する
「賞与」として開示しています。また、「2009年の報酬の概要表」には、リディ氏を対象とする適切な報酬制度を設
定するためにリディ氏のカウンセルが行なった仕事に対してAIGが行った支払いも反映されています。AIGは、本段落
に記載のある金額の一切につき、これらがリディ氏を対象として実際に支払われた報酬ではないものと確信してい
ます。
 
2009年６月15日より前、AIGは、リディ氏が上記の取決めの結果負担した納税義務を相殺するために、追加の支払い
を行いました。かかる支払いは、リディ氏がAIGでの職務遂行に伴う支払いを効果的に回避できるよう、行われたもの
です。こうした税額相殺を目的とした支払いは、2009年６月15日以降、TARP基準により禁止され、それに従って停止さ
れました。
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取締役会は、特別監査委員会との協議の後、2010年４月に、リディ氏がAIGに対して提供した優れたサービスを評価
しました。AIG経営陣の提案で、取締役会は、リディ氏およびその家族がシカゴ在住であるにもかかわらず、リディ氏
がニューヨークでの職務遂行を求められたために負担しなければならなかったために増加した生活費および不便を
抑えるような金額を給付するのが適切であるものと判断しました。取締役会は、リディ氏が2009年に実際に受け取っ
た給与およびその他の賞与に鑑み、同氏を対象とする2009年の年間支払額を120,000ドルに決定し、当該給付額がリ
ディ氏の本拠がニューヨークにあった期間について適用されるものと判断しました。リディ氏は2009年８月半ばま
でしか勤務していないので、同氏の受給できる給付額は80,000ドルでした。AIGは上記提案を特別監査官の納得いく
ような内容で提示し、これによってTARP基準に基づくかかる金額の支払いが許可されました。
 
報酬決定の手順
委員会の役割　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、委員会は上位25名および上位26名
から100名までのその他の従業員の報酬について検討および承認を行います。上記のとおり、これら従業員を対象と
する報酬制度（および上位25名については報酬金額も。）についての決定は、特別監査官の承認を受ける必要があり
ます。
 
委員会は、他の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（議題によって出席する者は変わ
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月以降はNY連銀の代表
者およびそのアドバイザーも定期的に出席しており、また、2009年10月以降は米国財務省の代表者も定期的に出席し
ています。
 
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（「クック」）の
サービスを活用しています。クックのシニア・コンサルタントは、委員会ミーティングに定期的に出席し、その際、上
席業務執行役員を対象としたAIGの報酬プログラムに関する独立的、分析的かつ評価的な助言の提供を求められます
（かかる助言には、一般に同業他社との比較および「理想的な事例」との比較が含まれます。）。クックは、定期的
に、委員会および委員会のその他のアドバイザーからの質問に回答し、現行または提案されている報酬プログラムの
設計および実施に関する意見を提示しています。クックおよびその関係会社は、いずれも、AIGおよびその経営陣に対
して取締役の報酬に関する助言業以外のサービスを提供していません。
 
2009年において委員会は、TARP基準および特別監査官の要件遵守に向けたAIGの試みに関して、マーサーにより提
供される資料も考慮にいれています。マーサーは、かかる試みを行なうAIG経営陣のサポートに従事しています。
 
競争的な報酬レベルに関する考慮　委員会は、特別監査委員会スタッフの指示を受け、2009年においては過去数年
に比べより広範な同業他社に基づく情報を勘案しました。（後述のプロクシー・データのみが用いられたベンモ
シェ氏についての情報を除く。）各役職について、委員会は、適切な同業他社のプロクシー・ステートメントに開示
されているデータ情報（「プロクシー・データ」）、および各種報酬調査（2008年の「Hewitt TCM
Database-Financial Services」、「PCICS Survey」、および「Towers Perrin Diversified Insurance Survey」
（当該各種調査の１つ以上に多数の会社の情報が掲載されている。）を含む。）に開示されている他の会社の情報
（「調査データ」）を考慮しました。いくつかの役職については、他社において直接比較できる情報がなかったた
め、使用された情報の元となる会社は従業員毎に異なります。
 
ステークホルダーとの協議　2009年におけるAIGの報酬決定は、多数の外部ステークホルダーとの協議の上で行わ
れました。AIGは、提案作成の際および特別監査官の決定を実施する際の両面において、特別監査官と頻繁に話し合い
ました。また、AIGは、NY連銀および米国財務省とも報酬について頻繁に協議しました。特定の報酬の実施については、
AIGは、本トラストに同意を求め、これを取得しました。
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前年からの報酬の考慮　報酬の適切な金額および／または概要の承認を決定する際、特別監査官は、過去年度の報
酬（それ自体は特別監査官の検討に服さない妥当な雇用契約に基づく法的に拘束力のある権利を含む。）を考慮に
入れることが許されています。特別監査委員会は、過去年度の報酬に関する情報の提供を受け、当該情報が決定時に
考慮されることを指摘しました。

 
リスク管理の考慮　TARP基準の要件に従い、委員会は、AIG上席リスク担当役員と共に、AIG従業員（現在最も報酬の
高い業務執行役員を含む。）との報酬契約の見直しを行ないました。
 
その他考慮事項
米国財務省によるその他の制限　米国財務省がAIGから優先株式を購入することに合意した契約により、AIGの従業
員（ヘルツォグ氏、ムーア氏、マーティン氏およびウォルシュ氏を含む。）を対象とした2009年の報酬には、更なる報
酬制限が課されました。かかる制限には、業務執行役員およびシニア・パートナーを対象とした2009年の年間ボーナ
スおよび現金による業績変動報奨をAIGの2009年連結財務諸表に記載されているAIG保険子会社の2009年における調
整済み正味利益の合計額（配当その他の分配の形でAIGに対し支払われる特定の金額を除く。）に抑える制限、なら
びにAIGの2009年プロクシー・ステートメントに記載された最も報酬の高い業務執行役員およびその他のシニア・
パートナーを支払対象としている2009年のボーナス・プールを2006年および2007年における同様のグループを対象
に支払われたボーナス・プールの平均に抑える制限が含まれています。現在最も報酬の高いAIGの業務執行役員を対
象とした報酬は、こうした制限に適うように設定されています。
 
インセンティブ合計額に対する制限　上位26名から100名までを対象に承認された報酬概要の一環として、特別監
査官は、当該グループのインセンティブの合計額を、対AIG収益比で委員会が決定し特別監査官の検討に付される割
合に制限しました。過去および現行のインセンティブ・レベルおよびパフォーマンス・シナリオの範囲を対象とす
る審査の結果に基づき、委員会は、上位26名から100名までを対象とするインセンティブの合計額を、AIGの適格収益
（AIGの連結財務諸表に記載されたAIG保険子会社の調整済み営業利益の合計として確定される額）に対して３％に
制限しました。上位25名（こちらは上記の制限に服す必要はない。）および上位26名から100名までの従業員を対象
に実際に支払われたインセンティブ報酬の合計は、AIGの適格収益の約１％でした。
 
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。こうした制限の結果、控除は報酬決定の際に勘案されません。
 
株式保有ガイドライン　AIGの株式保有ガイドラインは、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（現在最も報酬の高い残りの業務執行役員をふくむ。）
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
記従業員はストック・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。
 
AIGの行動規則に従い、従業員は、AIG証券に関するデリバティブ担保に関わる取引を含むAIG証券に関する一切の
ヘッジ取引にも従事してはなりません。
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報奨の調整または回収　（ヘルツォグ氏、ムーア氏、マーティン氏およびウォルシュ氏を対象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。
 
さらに、上記のとおり、現在最も報酬の高い業務執行取締役に支払われたインセンティブが、重大に不正確な財務
諸表または重大に不正確なその他の業績評価指標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
われわれは、引き続き、次年度におけるAIG従業員の貢献度に応じた報酬および報奨プログラムの開発および実施
を行なっていきます。委員会およびAIGの上席経営陣は、AIGにおいて引き続き、仕事上の業績を反映する報酬制度の
実施に努めていきます。AIGは、引き続き、業績の差を識別するための業績管理システムを補強することで、AIGが目標
設定を行い設定目標と対比して実際の業績の測定を行えるよう努めます。こうした試みは、AIGの進展にとって非常
に重要です。
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2009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2009年中に務めた最高経営責任者が含まれます。
 
下記の表示方法は、特別監査官に管理されたAIGの従業員の報酬の表示方法とは大幅に異なります。特に、2009年の
報酬額には、当初2008年に予定されていた支払がいくつか含まれています。米国財務省の要求に応じて、当該額の
サービス期間は延期され、当該支払は追加的な業績評価の対象となりました。当該額は昨年のプロクシー・ステート
メントに当時の適用業務執行役について記載されており、雇用維持報酬においては、特別監査官により明確に考慮さ
れました。
 

2009年の報酬の概要表
 

氏名および主な職名 年 給与 賞与 (1)
株式報奨
(2)

オプション
報奨 (3)

株式以外の
インセン
ティブ報酬
(4)

年金額の
変更 (5)

その他
すべての
報酬 (6)

合計

ロバート・H・ベンモ
シェ
最高経営責任者

2009
 

$1,153,964
(7)

$0$1,538,402$0 $0該当なし $14,164$2,706,530

デイヴィッド・L・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

2009$625,000$1,500,000$3,937,470$0 $0$79,119$5,876$6,147,465

2008$675,000 $0 $0 $0 $27,164$111,400$14,626$828,190

2007$526,923$628,750$648,835$751,450$693,235$21,785$11,115$3,282,093

ロドニー・O・マー
ティン・ジュニア
エグゼクティブ・バイ
ス・プレジデント－生
命保険担当

2009$886,346$3,511,125$5,534,936$0 $0$202,641$58,143$10,193,191

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

2009$915,385$2,400,000$6,691,640$0 $0$360,584$37,229$10,404,838

2008$959,615$561,563 $0 $0$163,338$535,339$38,990$2,258,845

2007$725,962$1,823,750$1,794,912$1,288,200$2,828,884$0$35,540$8,497,248

ニコラス・C・ウォル
シュ
エグゼクティブ・バイ
ス・プレジデント－米
国外生命保険担当

2009$698,077$3,080,625$5,149,924$0 $0$376,267$33,794$9,338,687

2009年中に退任
エドワード・M・リ
ディ
プレジデント兼最高経
営責任者

2009 $1 $0 $0 $0 $0 $0$204,057$204,058 

2008 $1 $0 $0 $0 $0 $0$460,477$460,478 
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2009年の報酬の概要表の注記
　　(1) この欄の2009年度の額は、当初2008年に予定されていた次の支払が含まれています。(1)延長され、また業績に

基づいて受領した雇用維持報酬および(2)繰延および再受領した2008年年度末変動インセンティブの支払。
2009年に直接関連している額は次のとおりです。(1)2009年年度末変動現金インセンティブの支払および
(2)AIGのレガシー四半期賞与プログラムの支払。

 
延長され、また業績に基づいて受領した雇用維持報酬　当該支払は、当初2008年にヘルツォグ氏（1,500,000
ドル）、ムーア氏（2,400,000ドル）、マーティン氏（2,100,000ドル）およびウォルシュ氏(1,800,000ド
ル）に支払われる予定でした。しかし、当該報奨が支払可能となる日付がその後延長され（最初は任意で延
長され、その後はAIGの独断により延長された。）、AIGの再編プランの下、充分な進歩があったと判断された
後、支払が行われた。NY連銀および米国財務省の関係者と協議し、意見を考慮した後、特別監査官は、AIGにお
けるユニークな財務状況およびAIGの長期的な財務状況の成功の上で特に重要とみなされる従業員のサービ
スを維持する必要性のため、報酬制度をさらに再編することは公衆の利益とは一致しないと判断しました。
その代わりに、特別監査官は、ヘルツォグ氏およびムーア氏の現金サラリーをどれくらい減額するかならび
にマーティン氏およびウォルシュ氏がどれくらい現金にて報酬を受領できるかを判断するにあたり、当該報
奨を考慮しました。

 
繰延および再受領した2008年年度末変動インセンティブ　AIGの最上席グループの一員として、ヘルツォグ氏
およびムーア氏は、2008年年度末インセンティブの支払を受けないことに同意しました。2008年度年度末変
動インセンティブの支払を受ける資格を有していたその他の上級の従業員には、AIGは以前に承認された水
準の半分を支払いました。残りの額の支払いは繰延べられ、AIGの再編プランのもとの業績を条件とされるよ
うになりました。指名された業務執行役のうち、マーティン氏およびウォルシュ氏のみが当該支払を受ける
資格を有していました。（ベンモシェ氏は、AIGに入社していませんでした。）マーティン氏およびウォル
シュ氏の繰延額はそれぞれ、495,000ドルおよび270,000ドルでした。

 
　2009年年度末変動現金インセンティブ　ベンモシェ氏、ヘルツォグ氏およびムーア氏はTARP基準のもと、
2009年中現金インセンティブの支払を受ける資格を有しませんでした。2009年変動現金インセンティブは、
特別監査官が見直し、承認した指標を用いて測定された業績に基づき、マーティン氏（1,650,000ドル）およ
びウォルシュ氏（1,740,000ドル）に支払われました。2010年にマーティン氏およびウォルシュ氏が上位25
人となるため適用される規制を勘案し、変動現金インセンティブの半分は2011年３月まで譲渡できない制限
株式をもって支払われ、株式報奨の項目に表示されています。

 
AIGのレガシー四半期賞与プログラム　年度末変動インセンティブの支払に加え、昔からAIGは、特定の従業員
に対し、四半期毎に現金の支払を行っていました。当該支払は、ヘルツォグ氏、ムーア氏に関しては既に保留
となっており、ベンモシェ氏は支払の資格を有していません。マーティン氏およびウォルシュ氏につき、当該
支払いはTARP基準に遵守し、2009年の最初の３四半期まで継続されました。上記TARP基準においては、特別監
査官の見直しが保留されているAIGの従前の報酬構成のもと、AIGが引続き上位26人から100人までの従業員
に対し支払いを行うことに関し、検討がされました。マーティン氏およびウォルシュ氏が受け取った四半期
の支払の総額はそれぞれ、91,125ドルおよび140,625ドルでした。当該支払は、2009年12月に廃止されました。

 
　　(2)　　2009年金額　2009年の金額は、株式給与、TARP RSUs、変動株式報奨および2011年３月に譲渡可能となり、直ち

に授与される制限株式として表示されている変動現金インセンティブ賞与の半額を表しています。AIGは、
AIGの最も高い報酬が支払われている従業員の過半数に対して、2009年終了後に年度末株式報奨の支払を行
いました。しかし、AIGに課された報酬制限を考慮し、AIGのすべての上席業務執行役員を同じ基準で表示する
ために、AIGはベンモシェ氏を除く最も高い報酬が支払われている業務執行役らに対し、年度末株式報奨を年
度末前に付与しました。SECの規則上、当該報奨は、そのため2009年の報酬の概要表に報告されており、その結
果、同様の報奨を年度末の後に付与している、SECに報告している会社とは比較ができない表示法となりまし
た。
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ベンモシェ氏に対する付与は、特別監査官から、若干異なる要求が課されており、年度末後の、AIGの様式10-K
による年次報告書の開示の後に支払われました。ベンモシェ氏は、同氏の立場を理由に、自動的にAIGの最も
高い報酬が支払われている業務執役となり、特別監査官は、特別監査官の当初の承認の条件に従い、ベンモ
シェ氏の最後の賞与を正式に査定および承認しました。リディ氏は年度株式報奨賞与を受けていません。

 
　2008年金額　以前に開示されたとおり、AIGは、2008年における株式報酬を支払っていまっせん。最も高い報
酬が支払われた業務執行役らに対し、すべての形式の株式をもっての報奨を支払っていません。

 
　2007年金額　2007年の金額は、パートナー・プランの目標のもとの業績RSUの付与の金額を表示しており、そ
のすべてはAIGの2009年および2008年の業績のため、最終的には受領されませんでした。ヘルツォグ氏につき
ましては、2010年に授与される、期限付RSUの付与が含まれます。

 
　計算　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18に記載された仮定（2009年に付与された報奨について）を、2008年および2007年の12月31日に終了する
各事業年度（2009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に記載されて
いる仮定を使用して算出されています。
 

　　(3)　　2009年において、AIGの最も高い報酬が支払われた業務執行役員らに対し付与されたオプションはありませ
んでした。2007年に表示されている額は報奨の付与日における公正価値に基づき計上されています。これら
の報奨の計上額は、2007年12月31日に終了する事業年度の様式10-KによるAIGの年次報告書に含まれる連結
財務書類の注記の17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。

 
　　(4) この欄の額は、(1)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(2)シニ

ア・パートナーズ・プランに基づく既に稼得済み（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。

 
　　(5) 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ら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。当該額には、米国で認められたエクセス・プラン、SERP（AIGおよび/またはアメリカン・ゼネラ
ル・コーポレーション）およびアメリカン・インターナショナル・オーバーシーズ・ペンション・プラン
（AIOペンション・プラン）が、適用されれば、含まれます。

 
　ベンモシェ氏　ベンモシェ氏はAIGの適用年金プランにまだ参加していません。ベンモシェ氏は、AIGの適用
年金プランに、当社に入社してから一年である2010年８月以降に参加すると予測されています。

 
　ムーア氏　2007年のムーア氏の年金価値についての実際の変動は、11,425ドルの減少でした。
 
　ウォルシュ氏　ウォルシュ氏の年金価値の変動は、ウォルシュ氏がAIOペンション・プランおよびその他の
米国外のプランに参加したことを反映しています。

 
　リディ氏　リディ氏はペンション・プランに参加していません。
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　2009年10月22日、2009年12月11日および2010年３月23日にTARP報酬監査委員会の特別監査官が発行した
ディタミネーション・メモランダ（「本メモランダ」）に従い、エクセス退職受給プランおよびSERPのもと
提供される利益につき、将来にわたる利益の増額が凍結されています。メモランダは、TARPのもと業務執行役
が最も高い報酬が支払われた上位100名であるうちは、当該業務執行役員に対し、将来にわたる利益の増額を
廃止するよう求めています。当該プランの利益の増額は、ヘルツォグ氏およびムーア氏は2009年10月22日、
マーティン氏は2009年12月11日に廃止されました。

 
　　(6) 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(c)

税務関連の
支払い(d)

合計

ロバート・H・
ベンモシェ

$0 $13,929 $0 $0 $0 $0 $13,929

デイヴィッド
・L・ヘルツォ
グ

$0 $3,769 $0 $0 $0 $0 $3,769

ロドニー・O・
マーティン・
ジュニア

$0 $3,769$15,600 $0 $20,685 $0 $40,054

クリス・P・
ムーア

$0 $3,540$15,600 $0 $0 $0 $19,140

ニコラス・C・
ウォルシュ

$0 $3,627 $2,259 $0 $6,184 $0 $12,070

2009年中に退
任した者
エドワード・M
・リディ

$13,538$23,883$14,493 $0 $142,894$9,133$203,941

 
(a) 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。当該金額には、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。

 
(b) ベンモシェ氏およびリディ氏について、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ました
が、表中の自動車の利用には、運転手の残業報酬、燃料費および維持費の増分費用が反映されています。AIG
はこの特典をベンモシェ氏およびリディ氏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。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。
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(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。マーティン氏の場合、同氏のヒューストンからニューヨークへの転居に関連する費用が含まれます。リ
ディ氏の場合、リディ氏が会長兼最高経営責任者に就任している期間中、AIGが提供するニューヨーク市内
のアパートに関連する費用（当該期間中、同氏の主要の居住地はシカゴにありました。）および年間の生
活費用の比例配分が額に反映されています。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。ウォルシュ氏の場合、ESPのもとの同氏の権利の査定に関連する法務費
用の見積りが金額に含まれます。当該金額は変更される可能性があります。

 
(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。当該税相殺費用は、TARP基準により
禁止され、2009年６月15日までに支払われていない税相殺費用は中止されました。
 
　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
険金が含まれています。すべての業務執行役はAIGベーシック・グループ・ライフ・インシュアランス・
プランの適用を受けています。さらに、AIGは、USライフ・インシュアランス・カンパニーを通してウォル
シュ氏に200万ドルレベルの定期生命保険を提供しています。
 
この欄にはさらに、AIGが401(k)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2009年における以下の金額が含まれています：ヘルツォグ―1,168ドル；ベンモシェ―
$0；リディ―$0;マーティン―$17,150；ムーア―$17,150；ウォルシュ―＄17,150。

 
　 (7) 株式給与に関連する端株の代わりに受領された現金118.23ドルを含む。
 
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3,800万ドルでした。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7,510万ドルでした。

 

(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】

 

（2010年４月12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およびコーポレート・ガバナンス・ガイドラインを定期
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、監査委員会、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、指名およびコーポレート・ガバナ ンス委員会、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、コールナー、ノラ・ジョンソン、ゴルブ、レイトン、リンチ、マル
ティネ ス、マイルズ、ヘンリー・ミラー、ロバート・ミラー、オフィット、リッテンマイヤー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。
 
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)ゴルブ、オフィットおよびノラ・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、ならびに(2)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。
 
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。取締役の独立性を判断するために用いられるAIGの取締役独立基準に
基づき、取締役会は寄付金が200,000ド ルを越える場合、取締役が属している慈善団体に対してなされた一年間の全
寄付の実体に留意しなければなりません。従って、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。
 
AIGの現行の方針の下では、付属定款に反映されているように、会長の役割は最高責任経営者の役割から分離され、
かつ、会長は独立した取 締役でなければなりません。AIGは、当該構成が、最高経営責任者がAIGの事業により集中す
ることができる中、会長はAIGの様々な利害関係者に対応で きるため、AIGの現在の状況において最善の構成である
と考えています。
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取締役会は、財務およびリスク管理委員会、ならびに監査委員会の補完的な機能 を通して、リスク管理を監督して
います。財務およびリスク管理委員会は、自身の主要な責務としてAIGの企業リスク管理を監督し、監査委員会は、AIG
の リスク査定および管理のプロセスを規定するガイドラインおよび方針を見直し、AIGの重大なリスク・エクス
ポージャーならびに当該リスク・エクスポー ジャーがどのよに監視および管理されているかを検討します。２つの
委員会の委員長は、双方の委員会が、リスク管理にかかる責務を遂行できるために必要である情報を確かに受け取る
よう、連携をと ります。財務およびリスク管理委員会ならびに監査委員会の両委員会は、重要なリスク管理の問題を
取締役委員会へ報告します。
 
2009年中、取締役会は27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。ボーレンバッハ氏が、2009年６月に取締役会から退任するまで主席独
立取締役として業務執行会の主宰を務め、2009年８月10日 からはゴルブ氏が非業務執行取締役会会長として業務執
行会の主宰を務めました。2009年および2008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。2009年の年次株主総会に は、元取締役のボーレンバッハ氏、
フェルドスタイン氏およびオール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）
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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2009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、 2009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 陣は財務報告にかかる内部統制の整備および運用の責任を負っている。AIGにおける財務報告にかかる内
部統制は、最高経営責任者および最高財務担当責任者 の監督の下、財務報告の信頼性および米国GAAPに従った外部
報告目的の当社財務書類の作成に関して、合理的な保証を提供付与できるように設計されてい る。
 
ただし、 財務報告にかかる内部統制には固有の限界があるため、虚偽記載が防止または発見できない可能性がある。
また将来における有効性の評価を予測する場合には、 状況の変化によって統制が不適切となるリスクや方針または
手続の遵守の程度が低下するといったリスクを伴います。
 
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) 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、2009年12月31日現在の財
務報告に関するAIGの内部統制の有効性について、評価 を行った。
 
AIGの 経営陣は、2009年12月31日現在、AIGの財務報告に関するAIGの内部統制は、内部統制基準-統合的枠組みに照ら
し、有効であると判断した。 2009年12月31日現在における経営陣のAIGの財務報告に関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・クーパース・エルエルピーの監査を受け、その
旨の当該監査報告書は様式10-K年次報告書に含まれている。
 
財務報告に係る内部統制の変更
 
統制に関する重要な変更
 
AIG は、米国GAAP上の高度に複雑な会計および報告を伴う数々の重要だが通常業務に属さない取引（例：事業の売
却、資本取引）を過去に締結してきており、ま た、今後も締結していく。
 
上記の要 請に応じ、また、最近の変動的な環境においてAIG事業を運営するにあたっての課題に対処し、さらに効果
的かつ持続的な統制を維持するため、AIGは、 2009年12月31日に終了した四半期間中において、AIGの財務報告に関す
る内部統制に重大な影響を既に及ぼし、または今後及ぼしうると合理的に考え られる以下のような変更を、自身の
財務報告に関する内部統制について実施した。
 
・ 　子会社売却その他の事業運営における変更に関わる統制の機能レベルが向上するよう、特定の統制のデザイン

を改良した。
・ 　特に通常業務に属さない取引およびマニュアル処理に関する経営陣による更なる審査統制を制定した。
・ 　スキルの向上および従業員の仕事負担を軽減するため、契約社員に補完される正社員を含む人員を追加雇用し

た。
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・ 　財務報告に関する新たな重要な発生リスクの摘発率およびこれに対する対処率を向上させるため、リスク査定
手続を拡張した。

 
内部統制に関するその他の事項
 
さらに、 AIGの経営陣は、特に各期末の財務報告および連結プロセス、所得税、ならびに通常業務に属さない取引に関
わる会計に関する内部統制の改善を引き続き注視 することが重要であると認識している。
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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

2008 年 2009 年

監査証明 業務に

基づく報 酬

（百万ド ル）

非監査証 明業務に

基づく報 酬

（百万ドル）

監査業務に基づく

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
107.8(2)

(9,718.17百 万円)
23.2

(2,091.48百 万円)
162.1(2)

(14,613.32 百万円)
31.5

(2,839.73百 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)　2008年においては480万ドル、2009年においては570万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(2009年12

月31日および2008年12月31日現在の連結貸借対照表ならびに2009年、2008年および2007年12月31日に終了した事

業年度の連結損益計算書、2009年、2008年および2007年12月31日に終了した事業年度の連結包括利益(損失)計算

書、2009年、2008年および2007年12月31日に終了した事業年度の連結株主資本変動表、2009年、2008年および2007年

12月31日に終了した事業年度の連結キャッシュ・フロー計算書および関連する附属明細表)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129条第１項の規定に従って作成されている。

(ロ)AIGの添付の2009年12月31日および2008年12月31日現在の連結貸借対照表ならびに2009年、2008年および2007年

12月31日に終了した事業年度の連結損益計算書、2009年、2008年および2007年12月31日に終了した事業年度の連結

包括利益(損失)計算書、2009年、2008年および2007年12月31日に終了した事業年度の連結株主資本変動表、2009年、

2008年および2007年12月31日に終了した事業年度の連結キャッシュ・フロー計算書および関連する附属明細表な

らびに2009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　エルエルピー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、「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＝90.15円(平成22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132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

2009年12月31日 2008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：
2009年度364,358百万ドル(32,846,874百万円)
2008年度373,600百万ドル(33,680,040百万円))365,46232,946,399 363,04232,728,236 

売買目的債券、公正価値 31,2432,816,556 37,2483,357,907 
貸付有価証券に係る投資現金担保、公正価値
(取得原価：
2009年度320百万ドル(28,848百万円)
2008年度3,905百万ドル(352,036百万円)) 277 24,972 3,844 346,537 

持分証券：     
売却可能普通株式および優先株式、公正価値
(取得原価：
2009年度6,464百万ドル(582,730百万円)
2008年度8,381百万ドル(755,547百万円)) 9,522 858,408 8,808 794,041 

売買目的普通株式および優先株式、公正価値 8,318 749,868 6,674 601,661 
モーゲージおよびその他の貸付債権、貸倒引当金控除後
(公正価値評価部分：
2009年度119百万ドル(10,728百万円)
2008年度131百万ドル(11,810百万円)) 27,4612,475,609 34,6873,127,033 

金融債権、貸倒引当金控除後 20,3271,832,479 30,9492,790,052 
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 44,0913,974,804 43,3953,912,059 
その他の投資資産
(公正価値評価部分：
2009年度18,888百万ドル(1,702,753百万円)
2008年度24,857百万ドル(2,240,859百万円)) 45,2354,077,935 57,6395,196,156 

売戻し条件付購入証券、公正価値 2,154 194,183 3,960 356,994 
短期投資
(公正価値評価部分：
2009年度23,975百万ドル(2,161,346百万円)
2008年度19,316百万ドル(1,741,337百万円)) 47,0754,243,811 46,6664,206,940 

投資合計 601,16554,195,025 636,91257,417,617 

現金預金 4,400 396,660 8,642 779,076 

未収投資収益 5,152 464,453 5,999 540,810 

未収保険料およびその他の債権、貸倒引当金控除後 16,5491,491,892 21,0881,901,083 

再保険資産、貸倒引当金控除後 22,4252,021,614 23,4952,118,074 

当期および繰延法人所得税等 4,108 370,336 11,7341,057,820 

繰延保険契約獲得費用 40,8143,679,382 45,7824,127,247 

不動産およびその他の固定資産、減価償却累計額控除後 4,142 373,401 5,566 501,775 

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 9,130 823,070 13,7731,241,636 

のれん 6,195 558,479 6,952 626,723 
その他の資産、
(以下の前払委託資産を含む：
2009年度7,099百万ドル(639,975百万円)
2008年度15,458百万ドル(1,393,539百万円))

(公正価値評価部分：
2009年度288百万ドル(25,963百万円)
2008年度369百万ドル(33,265百万円)) 18,9761,710,686 29,3332,644,370 

分離勘定資産、公正価値 58,1505,242,223 51,1424,610,451 

売却目的事業の資産 56,3795,082,567 ― ―

資産合計 847,58576,409,788 860,41877,566,683 

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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連結貸借対照表(続き)

 
 

期別

科目

2009年12月31日 2008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 85,3867,697,548 89,2588,046,609 

未経過保険料 21,3631,925,874 25,7352,320,010 

生命保険および傷害医療保険将来保険給付債務 116,00110,457,490 142,33412,831,410 

保険契約預り金

(公正価値評価部分：

2009年度5,214百万ドル(470,042百万円)

2008年度5,458百万ドル(492,039百万円)) 220,12819,844,539 226,70020,437,005 

その他の積立勘定 13,2521,194,668 13,2401,193,586 

未払手数料、未払経費およびその他の未払税金 4,950 446,243 5,436 490,055 

未払保険債務 4,393 396,029 3,668 330,670 

再保険契約預り金 774 69,776 2,133 192,290 

買戻し条件付売却証券

(公正価値評価部分：

2009年度3,221百万ドル(290,373百万円)

2008年度4,508百万ドル(406,396百万円)) 3,505 315,976 5,262 474,369 

売建証券および売建直物商品、公正価値 1,030 92,855 2,693 242,774 

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 5,403 487,080 6,238 562,356 

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

(公正価値評価部分：

2009年度15百万ドル(1,352百万円)

2008年度30百万ドル(2,705百万円)) 1,385 124,858 4,498 405,495 

その他の負債

(公正価値評価部分：

2009年度０百万ドル(０百万円)

2008年度1,355百万ドル(122,153百万円)) 22,5032,028,645 23,2732,098,061 

コマーシャル・ペーパーおよびその他の短期債務 ― ― 613 55,262 

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

(公正価値評価部分：

2009年度2,742百万ドル(247,191百万円)

2008年度6,802百万ドル(613,200百万円)) 4,739 427,221 15,1051,361,716 

ニューヨーク連邦準備銀行クレジット・ファシリティ 23,4352,112,665 40,4313,644,855 

その他の長期債務

(公正価値評価部分：

2009年度13,195百万ドル(1,189,529百万円)

2008年度16,595百万ドル(1,496,039百万円)) 113,29810,213,815 137,05412,355,418 

貸付有価証券に係る現金担保返済義務 256 23,078 2,879 259,542 

分離勘定負債 58,1505,242,223 51,1424,610,451 

売却目的事業の負債 48,5994,381,200 ― ―

負債合計 748,55067,481,783 797,69271,911,934 

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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連結貸借対照表(続き)

 
 

期別

科目

2009年12月31日 2008年12月31日

百万ドル 百万円 百万ドル 百万円

契約債務、偶発債務および保証債務(注記15を参照のこと)
 

   

部分所有連結子会社における償還可能非支配持分

(2009年度は売却目的事業に関連する211百万ドル(19,022百万円)を

含む) 959 86,454 1,921 173,178

(AIG株主資本)     

優先株式(所有権の詳細については注記16を参照のこと)     

シリーズE；額面5.00ドル

発行済株式数：2009年度400,000株、償還価額総額 41,6053,750,691 ― ―

シリーズF；額面5.00ドル

発行済株式数：2009年度300,000株

償還価額総額：5,344,416,000ドル(481,799,102,400円) 5,179 466,887 ― ―

シリーズC；額面5.00ドル

発行済株式数：2009年度100,000株

償還価額総額：500,000ドル(45,075,000円) 23,0002,073,450 ― ―

シリーズD；額面5.00ドル

発行済株式数：2009年度０株

2008年度4,000,000株、償還価額総額 ― ― 40,0003,606,000

優先株式合計 69,7846,291,02840,0003,606,000

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：2009年度141,732,263株

2008年度147,401,900株 354 31,913 368 33,175

自己株式(取得原価)：普通株式

2009年度6,661,356株

2008年度12,918,446株 (874) (78,791)(8,450)(761,768)

資本剰余金 6,358 573,174 39,4883,559,843

累積欠損金 (11,491)(1,035,914)(12,368)(1,114,975)

その他の包括利益(損失)累計額 5,693 513,224 (6,328)(570,469)

AIG株主資本合計 69,8246,294,63452,7104,751,807

非支配持分：     

ニューヨーク連邦準備銀行が保有する支配権をもたず議決権を有し

ない繰上償還可能なジュニアおよびシニア優先エクイティ持分 24,5402,212,281 ― ―

その他(2009年度は売却目的事業に関連する2,234百万ドル(201,395

百万円)を含む) 3,712 334,637 8,095 729,764

非支配持分合計 28,2522,546,918 8,095 729,764

資本合計 98,0768,841,55160,8055,481,571

負債および資本合計 847,58576,409,788860,41877,566,683

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

2009年 2008年 2007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 64,7025,832,88578,5647,082,54574,7536,738,983

正味投資利益 25,2392,275,29611,4331,030,68530,0512,709,098

正味実現キャピタル・ロス：       

売却可能証券の一時的でない減損合計 (7,008)(631,771)(48,146)(4,340,362)(3,692)(332,834)

その他の包括損失累計額に認識されている売
却可能満期固定証券の一時的でない減損部分

242 21,816 ― ― ― ―

当期純利益(損失)に認識されている売却可能
証券の一時的でない減損純額

(6,766)(609,955)(48,146)(4,340,362)(3,692)(332,834)

その他の実現キャピタル・ゲイン(ロス) (88) (7,933)(4,559)(410,994)191 17,219

正味実現キャピタル・ロス合計 (6,854)(617,888)(52,705)(4,751,356)(3,501)(315,615)

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
市場価値評価益(損)

1,418 127,833(28,602)(2,578,470)(11,472)(1,034,201)

その他の収益 11,4991,036,635(1,794)(161,729)13,8011,244,160

収益合計 96,0048,654,7616,896 621,674103,6329,342,425

給付金、保険金および費用：       

給付金および保険金 61,4365,538,45558,8395,304,33662,4525,630,048

保険契約獲得およびその他の保険費用 20,6741,863,76126,2842,369,50319,8191,786,683

支払利息 15,3691,385,51517,0071,533,1814,751 428,303

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

1,386 124,948 804 72,481 ― ―

正味事業売却損 1,271 114,581 ― ― ― ―

その他の費用 9,516 857,86710,490945,674 8,476 764,111

給付金、保険金および費用合計 109,6529,885,128113,42410,225,17495,4988,609,145

法人所得税等費用(戻し)考慮前の継続事業からの
利益(損失)

(13,648)(1,230,367)(106,528)(9,603,499)8,134 733,280

法人所得税等費用(戻し)：       

当期 1,781 160,557 1,703 153,525 3,180 286,677

繰延 (3,659)(329,859)(10,597)(955,320)(1,913)(172,457)

法人所得税等費用(戻し)合計 (1,878)(169,302)(8,894)(801,794)1,267 114,220

継続事業からの利益(損失) (11,770)(1,061,066)(97,634)(8,801,705)6,867 619,060

法人所得税等費用(戻し)考慮後の非継続事業から
の利益(損失)(注記２を参照のこと)

(543)(48,951)(2,753)(248,183)621 55,983

当期純利益(損失) (12,313)(1,110,017)(100,387)(9,049,888)7,488 675,043

控除：       

非支配持分帰属の継続事業からの当期純利益(損
失)：

      

ニューヨーク連邦準備銀行が保有する支配権を
もたず議決権を有しない繰上償還可能なジュニ
アおよびシニア優先エクイティ持分

140 12,621 ― ― ― ―

その他 (1,527)(137,659)(944)(85,102)1,259 113,499

非支配持分帰属の継続事業からの利益(損失)合計 (1,387)(125,038)(944)(85,102)1,259 113,499

非支配持分帰属の非継続事業からの利益(損失) 23 2,073 (154)(13,883) 29 2,614

非支配持分帰属当期純利益(損失)合計 (1,364)(122,965)(1,098)(98,985)1,288 116,113

AIG帰属当期純利益(損失) (10,949)(987,052)(99,289)(8,950,903)6,200 558,930

AIG普通株主帰属当期純利益(損失) (12,244)(1,103,797)(99,689)(8,986,963)6,200 558,930

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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連結損益計算書(続き)

 

期別
 
科目

12月31日に終了した事業年度

2009年 2008年 2007年

AIG帰属普通株式１株当たり利益(損失)：       

基本：       

継続事業からの利益(損失) (86.30)ドル (7,780)円 (737.12)ドル (66,451)円 43.40ドル 3,913円

非継続事業からの利益(損失) (4.18)ドル (377)円 (19.73)ドル (1,779)円 4.58ドル 413円

希薄化後：       

継続事業からの利益(損失) (86.30)ドル (7,780)円 (737.12)ドル (66,451)円 43.17ドル 3,892円

非継続事業からの利益(損失) (4.18)ドル (377)円 (19.73)ドル (1,779)円 4.56ドル 411円

普通株式１株当たり現金配当金 ― ― 8.40ドル 757円 15.40ドル 1,388円 

加重平均発行済株式数：       

基本 135,324,896株 131,714,245株 129,226,796株

希薄化後 135,324,896株 131,714,245株 129,901,035株

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

2009年 2008年 2007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) (12,313)(1,110,017)(100,387)(9,049,888)7,488 675,043

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) (14,604) ― ―

会計原則の変更による上記増減分に係る法人

所得税等戻し
― ― 57 5,139 ― ―

一時的でない信用に係る減損が計上された満

期固定投資に係る未実現評価益(損)
2,048 184,627 ― ― ― ―

上記増減分に係る法人所得税等戻し(費用) (724) (65,269) ― ― ― ―

その他すべての投資に係る未実現評価益(損)

－組替修正後
27,8912,514,374(13,966)(1,259,035)(8,115)(731,567)

上記増減分に係る法人所得税等戻し(費用) (9,802)(883,650)4,948 446,062 2,338 210,771

為替換算調整額 2,932 264,320(1,398)(126,030)1,420 128,013

上記増減分に係る法人所得税等戻し(費用) (1,005)(90,601) 356 32,093 (140)(12,621)

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
95 8,564 (156) (14,063)(133)(11,990)

上記増減分に係る法人所得税等戻し(費用) (32) (2,885) 52 4,688 73 6,581

退職制度負債調整額の増減 370 33,356 (1,325)(119,449)173 15,596

上記増減分に係る法人所得税等戻し(費用) (16) (1,442) 352 31,733 (57) (5,139)

その他の包括利益(損失) 21,7571,961,394(11,242)(1,013,466)(4,441)(400,356)

包括利益(損失) 9,444 851,377(111,629)(10,063,354)3,047 274,687

非支配持分帰属包括利益(損失) (1,116)(100,607)(1,369)(123,415)1,314 118,457

ニューヨーク連邦準備銀行が保有する支配権を

もたず議決権を有しない繰上償還可能なジュニ

アおよびシニア優先エクイティ持分帰属の包括

利益(損失)

140 12,621 ― ― ― ―

AIG帰属包括利益(損失) 10,420 939,363(110,260)(9,939,939)1,733 156,230

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) 連結株主資本変動表

 
期別

 

 

科目

(単位：百万ドル)

優先株式 普通株式 自己株式
資本

剰余金

株式購入
に対する
前払金

利益剰余金
(累積欠損
金)

その他の包
括利益(損
失)累計額

AIG株主

資本合計

非支配

持分
資本合計

2007年１月１日現在

残高
― 344 (1,897)9,124 ― 84,9969,110101,6775,360107,037

株式制度に基づく普通

株式の発行
― ― 305 (98) ― ― ― 207 ― 207

前払金 ― ― ― ― (6,000) ― ― (6,000)― (6,000)

購入した株式 ― ― (5,104)― 5,088 ― ― (16) ― (16)

会計原則の変更による

累積的影響額、税効果考

慮後

― ― ― ― ― (203) ― (203) ― (203)

当期純利益 ― ― ― ― ― 6,200 ― 6,2001,2377,437

配当金 ― ― ― ― ― (1,964)― (1,964)― (1,964)

その他の包括利益(損

失)
― ― ― ― ― ― (4,467)(4,467)26 (4,441)

連結からの除外による

純増
― ― ― ― ― ― ― ― 39 39

非支配持分からの拠出 ― ― ― ― ― ― ― ― 2,5592,559

非支配持分への分配 ― ― ― ― ― ― ― ― (675)(675)

その他 ― ― 11 356 ― ― ― 367 (74) 293

2007年12月31日現在

残高
― 344 (6,685)9,382(912)89,0294,64395,8018,472104,273

未発行のシリーズC優先

株式に関して受取った

対価

― ― ― 23,000 ― ― ― 23,000 ― 23,000

シリーズDの発行 40,000 ― ― ― ― ― ― 40,000 ― 40,000

普通株式の発行 ― 24 ― 7,319 ― ― ― 7,343 ― 7,343

株式制度に基づく普通

株式の発行
― ― 146 (120) ― ― ― 26 ― 26

購入した株式 ― ― (1,912)― 1,912 ― ― ― ― ―

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) ― ― ― (431) ― (431)

前払金 ― ― ― ― (1,000) ― ― (1,000)― (1,000)

会計原則の変更による

累積的影響額、税効果考

慮後

― ― ― ― ― (1,003)― (1,003)― (1,003)

当期純損失＊ ― ― ― ― ― (99,289)― (99,289)(574)(99,863)

配当金 ― ― ― ― ― (1,105)― (1,105)― (1,105)

その他の包括利益(損

失)
― ― ― ― ― ― (10,971)(10,971)(271)(11,242)

連結からの除外による

純減
― ― ― ― ― ― ― ― (648)(648)

非支配持分からの拠出 ― ― ― ― ― ― ― ― 1,6511,651

非支配持分への分配 ― ― ― ― ― ― ― ― (738)(738)

その他 ― ― 1 338 ― ― ― 339 203 542

2008年12月31日現在

残高
40,000 368 (8,450)39,488 ― (12,368)(6,328)52,7108,09560,805

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

(単位：百万ドル)

優先株式 普通株式 自己株式
資本

剰余金

株式購入
に対する
前払金

利益剰余金
(累積欠損
金)

その他の包
括利益(損
失)累計額

AIG株主

資本合計

非支配

持分
資本合計

シリーズCの発行 23,000 ― ― (23,000)― ― ― ― ― ―

シリーズEに交換された

シリーズD
1,605 ― ― (1,605)― ― ― ― ― ―

シリーズFの引出 5,344 ― ― ― ― ― ― 5,344 ― 5,344

シリーズFコミットメン

ト手数料
(165) ― ― ― ― ― ― (165) ― (165)

株式制度に基づく普通

株式の発行
― 1 176 (177) ― ― ― ― ― ―

自己株式の消却 ― (15)7,400(7,385)― ― ― ― ― ―

会計原則の変更による

累積的影響額、税効果考

慮後

― ― ― ― ― 11,826(9,348)2,478 ― 2,478

当期純損失＊ ― ― ― ― ― (10,949)― (10,949)(1,784)(12,733)

その他の包括利益(損

失)
― ― ― ― ― ― 21,36921,369 388 21,757

連結からの除外による

純減
― ― ― (97) ― ― ― (97)(3,405)(3,502)

非支配持分からの拠出 ― ― ― ― ― ― ― ― 677 677

非支配持分への分配 ― ― ― ― ― ― ― ― (368)(368)

ニューヨーク連邦準備

銀行に対する支配権を

もたず議決権を有しな

い繰上償還可能なジュ

ニアおよびシニア優先

エクイティ持分の発行

― ― ― ― ― ― ― ― 24,40024,400

ニューヨーク連邦準備

銀行が保有する支配権

をもたず議決権を有し

ない繰上償還可能な

ジュニアおよびシニア

優先エクイティ持分帰

属の当期純利益(損失)

― ― ― ― ― ― ― ― 140 140

優先エクイティ持分発

行に係る繰延税金
― ― ― (818) ― ― ― (818) ― (818)

その他 ― ― ― (48) ― ― ― (48) 109 61

2009年12月31日現在

残高
69,784 354 (874)6,358 ― (11,491)5,69369,82428,25298,076

 

＊ 　当期純損失は、2009年度、2008年度および2007年度においてそれぞれ280百万ドル、(524)百万ドルおよび51百万ドルの償還

可能非支配持分の利益(損失)、ならびに2009年度において140百万ドルのニューヨーク連邦準備銀行が保有する支配権を

もたず議決権を有しない繰上償還可能なジュニアおよびシニア優先エクイティ持分帰属の当期純利益を除外して表示さ

れています。

 

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

296/806



連結株主資本変動表(続き)

 

期別

 

 

科目

(単位：百万円)

優先株式 普通株式 自己株式
資本

剰余金

株式購入
に対する
前払金

利益剰余金
(累積欠損
金)

その他の
包括利益
(損失)累
計額

AIG株主

資本合計

非支配

持分
資本合計

2007年１月１日現在

残高
― 31,012(171,015)822,529― 7,662,389821,2679,166,182483,2049,649,386

株式制度に基づく普通

株式の発行
― ― 27,496(8,835)― ― ― 18,661 ― 18,661

前払金 ― ― ― ― (540,900)― ― (540,900)― (540,900)

購入した株式 ― ― (460,126)― 458,683 ― ― (1,442)― (1,442)

会計原則の変更による

累積的影響額、税効果考

慮後

― ― ― ― ― (18,300)― (18,300)― (18,300)

当期純利益 ― ― ― ― ― 558,930 ― 558,930111,516670,446

配当金 ― ― ― ― ― (177,055)― (177,055)― (177,055)

その他の包括利益(損

失)
― ― ― ― ― ― (402,700)(402,700)2,344(400,356)

連結からの除外による

純増
― ― ― ― ― ― ― ― 3,516 3,516

非支配持分からの拠出 ― ― ― ― ― ― ― ― 230,694230,694

非支配持分への分配 ― ― ― ― ― ― ― ― (60,851)(60,851)

その他 ― ― 992 32,093 ― ― ― 33,085(6,671)26,414

2007年12月31日現在

残高
― 31,012(602,653)845,787(82,217)8,025,964418,5668,636,460763,7519,400,211

未発行のシリーズC優先

株式に関して受取った

対価

― ― ― 2,073,450― ― ― 2,073,450― 2,073,450

シリーズDの発行 3,606,000― ― ― ― ― ― 3,606,000― 3,606,000

普通株式の発行 ― 2,164 ― 659,808― ― ― 661,971― 661,971

株式制度に基づく普通

株式の発行
― ― 13,162(10,818)― ― ― 2,344 ― 2,344

購入した株式 ― ― (172,367)― 172,367 ― ― ― ― ―

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

― ― ― (38,855)― ― ― (38,855)― (38,855)

前払金 ― ― ― ― (90,150)― ― (90,150)― (90,150)

会計原則の変更による

累積的影響額、税効果考

慮後

― ― ― ― ― (90,420)― (90,420)― (90,420)

当期純損失＊ ― ― ― ― ― (8,950,903)― (8,950,903)(51,746)(9,002,649)

配当金 ― ― ― ― ― (99,616)― (99,616)― (99,616)

その他の包括利益(損

失)
― ― ― ― ― ― (989,036)(989,036)(24,431)(1,013,466)

連結からの除外による

純減
― ― ― ― ― ― ― ― (58,417)(58,417)

非支配持分からの拠出 ― ― ― ― ― ― ― ― 148,838148,838

非支配持分への分配 ― ― ― ― ― ― ― ― (66,531)(66,531)

その他 ― ― 90 30,471 ― ― ― 30,56118,30048,861

2008年12月31日現在

残高
3,606,00033,175(761,768)3,559,843― (1,114,975)(570,469)4,751,807729,7645,481,571

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
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連結株主資本変動表(続き)

 

期別

 

 

科目

(単位：百万円)

優先株式
普通株
式

自己株式
資本

剰余金

株式購
入に対
する前
払金

利益剰余金
(累積欠損
金)

その他の包
括利益(損
失)累計額

AIG株主

資本合計

非支配

持分
資本合計

シリーズCの発行 2,073,450― ― (2,073,450)― ― ― ― ― ―

シリーズEに交換され

たシリーズD
144,691― ― (144,691)― ― ― ― ― ―

シリーズFの引出 481,762― ― ― ― ― ― 481,762 ― 481,762

シリーズFコミットメ

ント手数料
(14,875)― ― ― ― ― ― (14,875)― (14,875)

株式制度に基づく普

通株式の発行
― 90 15,866(15,957)― ― ― ― ― ―

自己株式の消却 ― (1,352)667,110(665,758)― ― ― ― ― ―

会計原則の変更によ

る累積的影響額、税効

果考慮後

― ― ― ― ― 1,066,114(842,722)223,392 ― 223,392

当期純損失＊ ― ― ― ― ― (987,052)― (987,052)(160,828)(1,147,880)

その他の包括利益(損

失)
― ― ― ― ― ― 1,926,4151,926,41534,9781,961,394

連結からの除外によ

る純減
― ― ― (8,745)― ― ― (8,745)(306,961)(315,705)

非支配持分からの拠

出
― ― ― ― ― ― ― ― 61,03261,032

非支配持分への分配 ― ― ― ― ― ― ― ― (33,175)(33,175)

ニューヨーク連邦準

備銀行に対する支配

権をもたず議決権を

有しない繰上償還可

能なジュニアおよび

シニア優先エクイ

ティ持分の発行

― ― ― ― ― ― ― ― 2,199,6602,199,660

ニューヨーク連邦準

備銀行が保有する支

配権をもたず議決権

を有しない繰上償還

可能なジュニアおよ

びシニア優先エクイ

ティ持分帰属の当期

純利益(損失)

― ― ― ― ― ― ― ― 12,62112,621

優先エクイティ持分

発行に係る繰延税金
― ― ― (73,743)― ― ― (73,743)― (73,743)

その他 ― ― ― (4,327)― ― ― (4,327)9,826 5,499

2009年12月31日現在

残高
6,291,02831,913(78,791)573,174― (1,035,914)513,2246,294,6342,546,9188,841,551

 

＊ 　当期純損失は、2009年度、2008年度および2007年度においてそれぞれ25,242百万円、(47,239)百万円および4,598百万円の

償還可能非支配持分の利益(損失)、ならびに2009年度において12,621百万円のニューヨーク連邦準備銀行が保有する支配

権をもたず議決権を有しない繰上償還可能なジュニアおよびシニア優先エクイティ持分帰属の当期純利益を除外して表

示されています。

 

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
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(5) 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

2009年 2008年 2007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 18,5841,675,348(122) (10,998)32,7922,956,199

投資活動から得た(に支出した)正味現金 5,778 520,88747,1764,252,916(67,241)(6,061,776)

財務活動から得た(に支出した)正味現金 (28,997)(2,614,080)(40,734)(3,672,170)35,0933,163,634

為替変動が現金に及ぼす影響額 533 48,050 38 3,426 50 4,508

当期現金預金増減額 (4,102)(369,795)6,358 573,174 694 62,564

期首現金預金残高 8,642 779,0762,284 205,9031,590 143,339

売却目的資産への組替 (140) (12,621) ― ― ― ―

期末現金預金残高 4,400 396,6608,642 779,0762,284 205,903

営業活動によるキャッシュ・フロー：       

当期純利益(損失) (12,313)(1,110,017)(100,387)(9,049,888)7,488 675,043

非継続事業からの(利益)損失 543 48,951 2,753 248,183(621) (55,983)

当期純利益(損失)の営業活動から得た(に支出し
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：

      

売却可能証券およびその他の資産の正味売却
(益)損

(1,489)(134,233)5,230 471,485(1,217)(109,713)

正味事業売却(益)損 1,271 114,581 ― ― ― ―

損益中の未実現(利益)損失－純額 (4,823)(434,793)8,634 778,35512,7581,150,134

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

1,172 105,6567,683 692,622(4,745)(427,762)

減価償却費およびその他の償却費 14,6311,318,98515,4451,392,36715,2451,374,337

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

2,387 215,1881,442 129,996 643 57,966

資産の減損 10,471 943,96153,3404,808,6014,596 414,329

FRBNYクレジット・ファシリティに関連する費
用ならびに経過利息および手数料の償却

10,264 925,30011,2181,011,303― ―

営業資産および負債の増減：       

損害および生命保険準備金 6,329 570,5599,113 821,53713,0151,173,302

未収保険料ならびにその他の債権および債務
－純額

2,460 221,769(6,491)(585,164)2,620 236,193

再保険資産および再保険契約預り金 (280) (25,242)(741) (66,801)783 70,587

繰延保険契約獲得費用の資産計上 (12,149)(1,095,232)(14,201)(1,280,220)(15,127)(1,363,699)

その他の積立勘定 734 66,170 717 64,6381,353 121,973

当期および繰延法人所得税等－純額 (2,119)(191,028)(9,613)(866,612)(3,814)(343,832)

その他の資産および負債－純額 (1,460)(131,619)(2,714)(244,667)(61) (5,499)

売買目的証券 993 89,519 2,816 253,862(2,554)(230,243)

買戻し条件付売却証券、売戻し条件付購入証券
考慮後

(18) (1,623)13,9511,257,683(2,050)(184,808)

売建証券および売建直物商品 (1,663)(149,919)(2,027)(182,734)633 57,065

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

(70) (6,311)(349) (31,462)(5,145)(463,822)

売却目的金融債権およびその他の貸付債権の
売却

291 26,234 558 50,3045,671 511,241

その他－純額 149 13,432 583 52,557 (214) (19,292)

調整額合計 27,0812,441,35294,5948,527,64922,3902,018,459

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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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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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

2009年 2008年 2007年

百万ドル 百万円 百万ドル 百万円 百万ドル 百万円

営業活動から得た(に支出した)正味現金
－継続事業

15,3111,380,287(3,040)(274,056)29,2572,637,519

営業活動から得た(に支出した)正味現金
－非継続事業

3,273 295,0612,918 263,0583,535 318,680

営業活動から得た(に支出した)正味現金 18,5841,675,348(122) (10,998)32,7922,956,199

投資活動によるキャッシュ・フロー：       

収入(支払)       

売却可能投資の売却 48,9684,414,465110,4279,954,99492,4208,331,663

売却可能満期固定証券および複合投資の満期 20,9341,887,20018,5021,667,95544,4914,010,864

売買目的証券の売却 15,6971,415,08528,7862,595,058 ― ―

その他の投資資産(航空機を含む)の売却または
分配

12,4591,123,17918,2501,645,23814,4121,299,242

事業売却－純額 5,278 475,812 ― ― ― ―

モーゲージおよびその他の貸付債権の元本返済
の受取

5,691 513,0446,014 542,1628,211 740,222

投資目的で保有する金融債権の元本返済の受取
および売却

11,9161,074,22712,2821,107,22212,5531,131,653

メイデン・レーンⅢエルエルシー設立出資金 ― ― (5,000)(450,750)― ―

売却可能投資の購入 (81,616)(7,357,682)(118,813)(10,710,992)(142,197)(12,819,060)

売買目的証券の購入 (7,298)(657,915)(25,498)(2,298,645)― ―

その他の投資資産(航空機を含む)の購入 (11,597)(1,045,470)(22,791)(2,054,609)(30,294)(2,731,004)

モーゲージおよびその他の貸付債権の発行 (3,750)(338,063)(5,154)(464,633)(11,348)(1,023,022)

投資目的保有金融債権に関する貸付実行および
購入

(5,571)(502,226)(13,523)(1,219,098)(15,266)(1,376,230)

貸付有価証券に係る投資現金担保の増減 3,838 345,99651,5654,648,585(12,303)(1,109,115)

不動産、固定資産およびその他の資産の純増 (504)(45,436)(1,258)(113,409)(850) (76,628)

短期投資の純増減 (6,167)(555,955)(407) (36,691)(23,112)(2,083,547)

AIGFP以外のデリバティブ資産および負債
の純増減

(150)(13,523)(1,438)(129,636)217 19,563

その他－純額 212 19,112 (270) (24,341)280 25,242

投資活動から得た(に支出した)正味現金
－継続事業

8,340 751,85151,6744,658,411(62,786)(5,660,158)

投資活動から得た(に支出した)正味現金
－非継続事業

(2,562)(230,964)(4,498)(405,495)(4,455)(401,618)

投資活動から得た(に支出した)正味現金 5,778 520,88747,1764,252,916(67,241)(6,061,776)

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
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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

2009年 2008年 2007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 34,3243,094,30947,0044,237,41163,8485,755,897

保険契約預り金からの返戻 (42,464)(3,828,130)(69,265)(6,244,240)(58,612)(5,283,872)

その他の預り金の増減 652 58,778 (557) (50,214)(355)(32,003)

コマーシャル・ペーパーおよびその他の短期債
務の増減

(613)(55,262)(12,525)(1,129,129)(338)(30,471)

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
入金の増減

(10,647)(959,827)15,0611,357,749 ― ―

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

32,5262,932,21996,6508,712,998 ― ―

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

(26,426)(2,382,304)(59,850)(5,395,478)― ―

その他の長期債務による入金 4,544 409,642113,50110,232,115103,2109,304,382

その他の長期債務の返済 (23,912)(2,155,667)(138,951)(12,526,433)(79,738)(7,188,381)

貸付有価証券に係る現金担保返済義務の増減 (2,670)(240,701)(76,916)(6,933,977)11,7571,059,894

シリーズD優先株式発行による入金 ― ― 40,0003,606,000 ― ―

財務省コミットメントの引出 5,344 481,762 ― ― ― ―

普通株式の発行 ― ― 7,343 661,971 ― ―

株式購入に対する前払金 ― ― (1,000)(90,150)(6,000)(540,900)

株主に対する現金配当 ― ― (1,628)(146,764)(1,881)(169,572)

その他－純額 175 15,776 557 50,214 2,261 203,829

財務活動から得た(に支出した)正味現金
－継続事業

(29,167)(2,629,405)(40,576)(3,657,926)34,1523,078,803

財務活動から得た(に支出した)正味現金
－非継続事業

170 15,326 (158) (14,244)941 84,831

財務活動から得た(に使用した)正味現金 (28,997)(2,614,080)(40,734)(3,672,170)35,0933,163,634

キャッシュ・フロー情報の補足開示：       

当期中の現金(支払)受取額：       

　利息 (5,777)(520,797)(7,437)(670,446)(8,818)(794,943)

  税金 (226)(20,374)(617) (55,623)(5,163)(465,444)

非現金財務/投資活動：       

ニューヨーク連邦準備銀行が保有する支配権を
もたず議決権を有しない繰上償還可能なジュニ
アおよびシニア優先エクイティ持分の発行と引
換えのFRBNYクレジット・ファシリティの決済

25,0002,253,750 ― ― ― ―

未発行の優先株式に関して受取った対価 ― ― 23,0002,073,450 ― ―

財務活動に含まれる保険契約口座に計上された
利息

12,6151,137,2422,566 231,32511,6281,048,264

株式購入に対する前払金を使用した自己株式取
得

― ― 1,912 172,3675,088 458,683

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 38,855 ― ―

連結からの除外による長期債務の減少 1,648 148,567 ― ― ― ―

買収およびウェアハウジング投資に係る引受債
務

― ― 153 13,793 791 71,309

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。AIGは貸借対照表日から財務書類発行日の2010年２月26日までの期間に発生した事象について、開示の

必要性を評価しました。すべての重要な連結会社間勘定および取引は、相殺消去されています。

 

見積りの使用

GAAPに従って財務書類を作成するためには会計方針の適用が必要であり、これは、多くの場合において、相

当程度の判断を伴います。見積りおよび仮定への依存度が高く、そのため最も重要な会計上の見積りとして

AIGが考えている会計方針は、以下に関する判断において経営陣により検討される事項に関連するものです。

・継続企業としてのAIGの能力。

・損害保険の支払備金。

・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。

・一時的でない減損。

・のれんの減損。

・法的偶発債務。

・繰延税金資産の回収可能性を含む法人所得税等に関連する見積り。

・クレジット・デフォルト・スワップならびにAIGのメイデン・レーンⅡエルエルシー(「MLⅡ」)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(「MLⅢ」)に対する資本持分(総称して「メイデ

ン・レーン持分」)を含む一部の金融資産および負債の公正価値測定。注記５をご参照ください。

これらの会計上の見積りは、見積り時において非常に不確実な一部の事項に関する仮定の使用を伴うもの

です。実際の結果が使用した仮定と異なる範囲で、AIGの連結ベースの財政状態、経営成績またはキャッシュ

・フローは重大な影響を受けます。
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修正および組替

2009年度に、AIGは、額面5.00ドルのシリーズC永久転換可能利益配当参加型優先株式(「AIGシリーズC優先

株式」)、額面5.00ドルのシリーズD固定利付累積型永久優先株式(「AIGシリーズD優先株式」)、額面5.00ド

ルのシリーズE固定利付非累積型永久優先株式(「AIGシリーズE優先株式」)および額面5.00ドルのAIGシ

リーズF固定利付非累積型永久優先株式(「AIGシリーズF優先株式」)に関連する発行費用控除後の額面超過

払込資本を、連結貸借対照表上の資本剰余金から、AIGシリーズC、D、EおよびF優先株式のそれぞれの項目へと

組替えました。当期の表示に合わせて、過去の期間における金額が組替えられています。

2009年度に、AIGは一部のミューチュアル・ファンド投資を普通株式－売買目的からその他の投資資産へ

と組替えました。57億ドルのミューチュアル・ファンド投資が普通株式－売買目的からその他の投資資産へ

と振替えられたことを反映して、2008年12月31日現在の連結貸借対照表は修正再表示されています。当期の

表示に合わせて、過去の期間における金額に対するその他特定の組替も行われています。

非継続事業および売却目的の分類については、注記２をご参照ください。

 

期間外調整

2009年12月31日に終了した事業年度において、AIGは過年度に関連する期間外調整額を計上しており、これ

により法人所得税等戻し考慮前損失は7,500万ドル増加し、AIG帰属当期純損失は3.90億ドル減少していま

す。この3.90億ドルは主に法人所得税等調整額に関係しています。

注記22に記載の2009年12月31日に終了した３ヵ月間における未監査四半期情報に関し、AIGは過去の期間

に関連する期間外調整額を計上しており、これによりAIGの法人所得税等戻し考慮前損失は7.47億ドル増加

し、AIG帰属当期純損失は3.90億ドル増加しています。どちらもその他の事業カテゴリーに報告されたその他

の収益が連結会社間で相殺消去されたことが主な要因です。これら調整額の計上は主として、既に報告済み

の2009年度各四半期の業績に影響を及ぼしています。すべての調整額が適切な期間において計上されていた

と仮定した場合、2009年９月30日、2009年６月30日および2009年３月31日に終了した３ヵ月間におけるAIG帰

属当期純利益(損失)は、それぞれ5,200万ドル減少、4.78億ドル減少、および2.50億ドル増加していました。

2008年度の比較期間に対する影響額に重要性はありませんでした。

当該修正の量的および質的側面を評価した結果、当該調整額は2009年度の特定の過去の四半期においては

特筆すべきものとなりましたが、AIGは、過去の期間の財務書類に重大な虚偽表示はなく、そのため再表示は

必要ないものと結論付けています。

 

継続企業の前提に関する懸念事項

2008年度財務書類において、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AIGは少なくとも今後12ヵ月間において確保できるという結論に至った状況および事

象を開示しています。2009年３月２日に、2009年３月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、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(その多くが後日実施されている)について、米国政府は以下の声明を発表しています。
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「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。」

 

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。当該市場への

アクセスが再び可能になるといった保証はありませんが、AIGは資本市場へアクセスする自社の能力につい

ての定期的評価を継続しています。

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。し

たがって、AIGとニューヨーク連邦準備銀行(「FRBNY」)との間で締結された2008年９月22日付けのクレジッ

ト契約(修正後、「FRBNYクレジット契約」)に基づきFRBNYが提供している与信枠(「FRBNYクレジット・ファ

シリティ」)、FRBNYコマーシャル・ペーパー・ファンディング・ファシリティ(「CPFF」)ならびにFRBNYお

よび米国財務省(「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。

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。

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、資本および流動性要求を満たすため、

FRBNYおよび財務省に大きく依存しています。

 

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における進展

2009年度において、AIGは、事業の安定化ならびにFRBNYクレジット・ファシリティおよびその他の債務の

期日通りの返済を目的とした計画を実施するための複数の施策を講じています。

 

FRBNYとの取引

FRBNYクレジット契約の修正

2009年12月１日、AIGとFRBNYは２つの取引を完了させました。当該取引に従いAIGは、２つの新規設立の特

別目的事業体(「SPV」)における支配権をもたず議決権を有しない繰上償還可能な優先エクイティ持分

(「優先エクイティ持分」)をFRBNYに譲渡し、これと引換えに、FRBNYクレジット・ファシリティに基づく借

入残高および最大借入可能額が250億ドル減額され、前払委託資産の一部52億ドルが加速償却されました。各

SPVは、営業子会社(１社はアメリカン・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」)で、もう１社はアメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー(「ALICO」))の普通株式

100％を唯一の資産として(直接または間接的に)保有しています。AIGは各SPVにおける議決権付普通株式持

分のすべてを保有しています。AIGは、AIAおよびALICOを新規株式公開または第三者への売却(市況により決

定され慣例法上の承認が必要)に向けて位置付けることを目的として当該取引を実施しました。事業再編計

画を完了させ、FRBNYおよび財務省から受けた援助を返済するために格付け機関の要件に合致するようAIGの

資本を増強させることも同様に重要な目的でした。詳細については、注記16をご参照ください。
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2009年12月１日、AIGとFRBNYはクレジット契約の第４回修正(「第４回修正」)を行いました。これは、特

に、優先エクイティ持分発行の実現ならびにFRBNYクレジット・ファシリティに基づく借入残高および最大

借入可能額の250億ドルの減額に対応するためのものでした。

2009年４月17日、AIGとFRBNYはFRBNYクレジット契約の第３回修正を行いました。FRBNYクレジット契約は、

特に、LIBOR借入金利の3.5％の下限フロアを撤廃するよう修正されました。

 

財務省コミットメント

2009年４月17日、AIGは財務省と証券購入契約を締結しました。当該契約に従い財務省は、AIGシリーズF優

先株式の残余財産分配優先権の増額と引換えに、以下を含む条件が満たされている限りにおいて、298.35億

ドルを上限に資金を提供します(「財務省コミットメント」)。(ⅰ)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いない、(ⅱ)米国財務省の利益のみを目的として設立さ

れた信託であるAIGクレジット・ファシリティ・トラスト(受託者として活動する場合の受託者と総称して

「トラスト」)および財務省が、総計で、AIGの議決権の50％超を「受益保有」している。当該コミットメント

の引出に応じて、AIGシリーズF優先株式の残余財産分配優先権が増額されます。

 

事業売却および特定の資産処分

2008年９月以降、AIGは、主要事業の価値の保護および増大、秩序ある資産処分計画の実行、ならびに将来に

向けた自社の位置付けを目的として努力を続けています。AIGは、流動性および資本における柔軟性を維持し

ながら価値を最大化するために当該計画を継続的に見直しており、当初意図した期間よりも長い期間にわ

たって目的を達成しようと考えています。

特定の事業の売却には規制当局の承認が必要となります。FRBNYが権利放棄しない限りは、これら売却によ

る正味収入は、規制上または格付け目的で必要なAIGの保険子会社の資本に相当しない限り、強制返済額とし

てFRBNYクレジット・ファシリティの返済に充当することが契約上要求されています。

2009年度および2010年２月17日までの期間において、AIGは、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」)が保

有する資産を除いた事業および資産について、売却契約を締結しているか、売却を完了しています。2009年12

月31日または売却日現在もしくは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」)の場合には連結からの除外日現在の総資産および総負債はそれぞれ881億ドルおよび713億

ドルでした。これら取引により約56億ドルの正味現金収入総額が発生し、税金、取引費用、連結会社間ローン

・ファシリティの決済および規制上または格付け目的で留保される必要資本考慮後に、借入金残高の返済お

よびFRBNYクレジット・ファシリティの減額に充当される予定です。事業の売却に関連して計上される利益

および損失は、後日調整が必要な見積額を含んでいます。これまでの取引に基づき、AIGは、当該調整額は将来

の経営成績またはキャッシュ・フローに重要な影響を及ぼさないものと考えています。
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アメリカン・ジェネラル・ファイナンス・インク(「AGF」)によるポートフォリオの売却および証券化取引

2009年度において、AGFは、不動産ローン・ポートフォリオの売却により19億ドルの収入を得ました。また、

2009年７月30日に、AGFは、一部のAGF不動産ローンの私募オンバランスシート証券化取引によりモーゲージ

担保証書を発行し、9.67億ドルの当初現金収入を得ました。

 

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FRBNYおよび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下落の可能性。

・重要な子会社の将来における売却。

・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。

・FRBNYクレジット契約ならびにFRBNYおよび財務省とのその他の契約の条項の遵守を継続することによ

るAIG事業への影響。

・レバレッジが高いAIGの資本構成。

・報酬およびコーポレート・ガバナンスに関する不良資産救済プログラム(「TARP」)基準ならびにTARP

報酬特別監査委員会(Special Master for TARP Executive Compensation)事務局発行のデタミネー

ション・メモランダムにおけるAIGの報酬実務および構造に関連する規定が、主要従業員を引止め動機

付けするもしくは新規従業員を雇用するAIGの能力へ及ぼす影響。

・主要な人材の流出により、AIG事業価値が下落し、また事業を安定化させ資産処分計画を成功させる能力

が低下する可能性。

・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を実施した結果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、FRBNYとの完了済取引およびその他の予定取引、AIGの事業の安定化と

一部資産の処分を目的とする経営陣の計画に基づき、また、これら計画の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、また上記FRBNYとの取引がその目的を達成できない可能性もあります。１つ

またはそれ以上についてこの可能性が現実となり、資金調達不能となった場合には、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。将来において米国政府からの追加

支援が受けられない場合には、AIGの継続企業としての能力に大きな疑念が生じます。

継続企業の前提に関する評価および結論に関連して、AIGの経営陣および取締役会は、「AIGの事業再編計

画の発表に関連して2009年３月２日に財務省および連邦準備銀行が最初に述べたとおり、米国政府はAIGの

期日どおりの債務履行能力の維持に向けたAIGとの連携を継続している」ことを確認しています。

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。

 

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。

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。
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・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。

・AIGのMLⅡに対する持分の公正価値の変動。

 

正味実現キャピタル・ゲイン(ロス)： 正味実現キャピタル・ゲインおよびロスは、個別法によって決定

されます。正味実現キャピタル・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持分証券(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よる満期固定証券および持分証券(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)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正味実現キャピタル・ゲイン(ロス)に計上され

ていない場合、(3)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。

 

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

評価益(損)： AIGFPのスーパー・シニア・クレジット・デフォルト・スワップ(「CDS」)ポートフォリオに

関連する市場価値評価損益が含まれています。

 

その他の収益： その他の収益には、航空機、非中核資産運用事業、AIGFPの事業(AIGFPのCDSポートフォリ

オに係る未実現市場価値評価益(損)を除く)、消費者ローンに係る金融債権およびAIGのMLⅢに対する持分の

公正価値の変動からの収益が含まれています。

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。

非中核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、通常は当該収

益とともに関連する費用が認識されます。また、正味実現利益および利息収益は投資の満期および市況に

よって変動します。

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。
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・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、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、または観測可能な市場データ

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公正価値

オプションが選択された際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キャピタル・ゲインおよびロス。

・外貨建取引から生じる為替差損益。

・一時的でない減損によ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。

 

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、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。
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正味事業売却損：非継続事業として適格でない事業の売却による利益または損失を含んでいます。

 

(b) 法人所得税等：　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。繰延税金資産を認識する際に、AIGは、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。法人所得税等の詳細については、注記21をご参照ください。

 

(c) 売却目的および非継続事業：　経営陣が事業の売却を承認しているか承認を受けていて正式な計画を

明言しており、当該事業の即時売却が可能であり、当該事業が積極的に売りに出されており、翌年度における

売却が見込まれ、その他特定の規定基準が満たされている場合には、AIGは当該事業を売却目的として報告し

ています。売却目的として分類される事業は、帳簿価額と売却費用控除後見積公正価値の低価法で計上され

ています。事業の帳簿価額が見積公正価値を上回る場合には損失が認識されます。売却目的として分類され

る事業に属する資産の減価償却費は計上されません。売却目的として分類される事業に関連する資産および

負債は連結貸借対照表上分離されており、当該事業が売却目的として分類された期間から、連結財務書類に

対する注記において主要なクラスの個別開示が開始されています。

事業が売却目的として分類されており、売却取引の結果として当該事業の経営成績およびキャッシュ・フ

ローがAIGの継続事業から消去されているまたは消去される予定であり、売却取引の後にはAIGは当該事業の

運営に対する重要な継続的関与を持たない場合には、AIGは当該事業の経営成績を非継続事業として報告し

ています。非継続事業の業績は、当期および事業が売却されたか売却目的として分類された期間より開始す

る過去の期間において、連結損益計算書の非継続事業に売却損益または売却費用控除後公正価値に対する帳

簿価額の調整額とともに計上されます。

 

(d) 投資：

満期固定証券および持分証券： 満期保有目的債券は、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。2009年および2008年12月31日現在、満期保有目的

としての分類基準を満たしている満期固定証券はありません。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。

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。
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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。

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。売却可能な持分証券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およびメイデン・レーン持分が含まれており、これらはす

べて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の一時的でない減損の方針に関する詳細については、注記６をご参照ください。

 

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は2008

年度に米国内証券貸付プログラムから撤退し、2009年度には、米国外証券貸付活動を大幅に縮小しました。証

券貸付契約に基づき担保提供された証券の公正価値は、2009年および2008年12月31日現在、それぞれ2.77億

ドルおよび38億ドルでした。AIGの残りの米国外証券貸付活動は、証券の貸付けおよび貸付証券に関する担保

としての現金の受け取りから構成されています。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。

 

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。

モーゲージおよびその他の貸付債権は、未回収の元本残高で計上される契約者貸付も含みます。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。

 

金融債権－純額： 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、繰延初期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、ポー

トフォリオ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組成された金融債権は、原価と、投資家からのコミットメントの総額、現在の投資

家の利回り要求もしくは見込み購入客(いる場合)との交渉により算定される公正価値との、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。

 

航空機(主にオペレーティング・リース中)－純額： 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。ILFC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。2009年12月31日現在、ILFCは貨物輸送機10機を保有しています。
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航空機は、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、

減損が評価されます。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。減損損失

認識の可能性に影響を及ぼし得る(可能性を増大させ得る)多くの要因および状況があります。航空機の売却

が確約されれば、当該航空機は、財務報告上、使用目的から売却目的の保有に組替えられ、航空機の公正価値

に基づいた減損評価が必要となります。航空機からの実現が予想される確率論的加重期待割引前将来キャッ

シュ・フローを帳簿価額より低い価額にまで減額するのに十分な程に航空機売却の可能性が高まれば、売却

取引完了の可能性が増大することで、同様の減損評価が実施されることになります。

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、2009年および2008年12月31日現在、それぞれ139億ドルおよび123億ドルでし

た。

 

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・ファンドおよびその他の投資パートナーシップ対する投資、ならびに直接的プライベート

・エクイティ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、プライベート・エクイティ・ファンドお

よびその他の投資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、プライベート・エクイ

ティ・ファンドおよびその他の投資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ジェネラル・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直接的プ

ライベート・エクイティ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。2009年12月31日現

在におけるAIGの重要な直接的プライベート・エクイティ投資には、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％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％の持分、および富士火災海上保険株式会社に対する41.55％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2009年、2008年および2007年12月

31日に終了した事業年度においてそれぞれ100万ドル、2,000万ドルおよび3,000万ドルでした。AIGの持分比

率50％未満の非連結会社の未処分剰余金は、2009年、2008年および2007年12月31日現在それぞれ1,200万ド

ル、2.27億ドルおよび2.66億ドルでした。

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６(e)をご参照くださ

い。

 

契約価額による売戻し(買戻し)条件付購入(売却)証券： AIGFPが契約したものを除き、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。AIGFPは当該契約を、市場で観測可能な金利

および信用スプレッドに基づき現在の公正価値で計上しています。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。

 

 

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。

 

(e) 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。

 

(f) 未収保険料およびその他の債権：　未収保険料およびその他の債権には、未収保険料、代理店やブロー

カーおよび被保険者に対する債権、AIGFPに係る金融取引債権ならびにその他の債権が含まれています。

AIGFPに係る金融取引債権には、デリバティブの取引相手に対する債権が含まれています。未収保険料および

その他の債権の貸倒引当金は2009年および2008年12月31日現在、それぞれ5.37億ドルおよび5.78億ドルでし

た。
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(g) 再保険資産－純額：　再保険資産は、支払済または未払いの保険金および損害調査費、未経過出再保険

料、生命保険および傷害医療保険に対する出再将来保険給付金ならびに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2009年および2008年12月31日現在、それぞれ4.40億ドルお

よび4.25億ドルでした。

 

(h) 繰延保険契約獲得費用：　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、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、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持分証券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持分証券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持分証券に

係る正味未実現損益の増減に含まれます。

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。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。ユニバーサル・ライフおよび投資型商品については、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。
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2008年度より、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。

 

(i) 不動産およびその他の固定資産－純額：　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、減損評価が行われま

す。

不動産およびその他の固定資産の減価償却累計額は、2009年および2008年12月31日現在、それぞれ54億ド

ルおよび58億ドルでした。

 

(j)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、クレジット契約(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)、スワプション、オプションならびに先渡取引は、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、観測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、連結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。

 

(k) のれん：　のれんは、取得事業の取得原価が取得事業の識別可能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。2009

年度には、AIGは、のれんの減損テストを2009年３月31日現在、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。

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。
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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ます。損益計上さ

れる減損費用がある場合には、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。

 

次へ
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以下の表は、報告セグメント別ののれんの変動を示しています。

 

(単位：百万ドル)

 損害保険

米国内
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

金融サービ
ス

その他 合計

2007年12月31日現在の残高：       

のれん－総額 $2,212$1,302$4,067 $712 $1,121$9,414

減損累計額 ― ― ― ― ― ―

のれん純額 2,212 1,302 4,067 712 1,121 9,414

以下による増(減)：       

のれんの減損 (1,196)(1,220) ― (791) (878)(4,085)

取得 ― ― ― 79 ― 79

事業ユニットの売却 ― ― (139) ― ― (139)

連結/連結からの除外(a) 243 ― ― ― 10 253

その他(b) (50) (1) 480 ― 1,001 1,430

非継続事業の活動 ― ― ― ― ― ―

2008年12月31日現在の残高：       

のれん－総額 $2,405$1,301$4,408 $791 $2,132$11,037

減損累計額 (1,196)(1,220) ― (791) (878)(4,085)

のれん純額 $1,209 $81 $4,408 $― $1,254$6,952

以下による増(減)：       

のれんの減損 ― (81) ― ― (612) (693)

事業ユニットの売却 ― ― (1) ― (82) (83)

連結/連結からの除外(a) ― ― (1) ― (476) (477)

その他(b) 75 ― 445 ― 1 521

非継続事業の活動 ― ― (9) ― ― (9)

売却目的事業の資産への組替 ― ― ― ― (16) (16)

2009年12月31日現在の残高：       

のれん－総額 $2,480$1,301$4,842 $791 $1,559$10,973

減損累計額 (1,196)(1,301) ― (791)(1,490)(4,778)

のれん純額 $1,284 $― $4,842 $― $69 $6,195

 

(a) AIGが保有する連結投資の増/減を示しています。

(b) 主に為替換算および購入価格調整(「PPA」)を示しており、2008年度は自己勘定投資に関連するPPA約10億ドルを含んでい

ます。
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(l) その他の資産：　その他の資産は、FRBNY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、およびのれん以外の無形固定資産により構成されて

います。FRBNY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。完了済

の取引および強制的な期限前返済につながる予定取引の程度に基づき、AIGは、借入可能額合計は満期前にゼ

ロとなり、当該資産はFRBNYクレジット契約の満期到来前に完全に償却されるものと考えています。実際の償

却期間は、当該取引の時期や実現価額による影響を受けます。

特定の直接反応広告宣伝費は繰り延べられ、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、2009年および2008年12月31日現在それぞれ合計で2.07

億ドルおよび6.40億ドルでした。費用計上額は、2009年度、2008年度および2007年度においてそれぞれ1.73億

ドル、4.83億ドルおよび3.95億ドルでした。

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。2009年および2008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13億ドルおよび18億ドルでした。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2009

年、2008年および2007年12月31日に終了した事業年度で、それぞれ合計で2.59億ドル、5,600万ドルおよび

1.49億ドルでした。

すべての現物商品は、公正価値による低価法で計上されます。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11をご参照ください。
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(m) 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。

 

(n) 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。

 

(o) 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12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。また将来保険給付債務は、生命保険偶発条項付きの確定した期間における定

額支払いと引換えに損害保険の請求を決済することに請求者が合意した定期的な年金の支払いに係る取引

において発行された年金保険の債務も含んでいます。定期的な年金の支払いに係る債務は、決済された請求

額が固定および確定しているため、割引ベースで表示されます。保険契約預り金は、(a)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、(b)生命保険偶発条項のない定期的な年金の支払いに係る

取引において発行された年金保険および(c)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。

公正価値の開示の詳細については、注記５をご参照ください。

 

(p) 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。

 

(q) 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。
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(r) 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。また、その他の負債には、受取オプション料を含むAIGFPに対する金融取引債

務や先物、先渡およびオプションに係る未実現損益に関連する取引相手に対する金融取引債務ならびに決済

業者および取引所に対する債務も含まれています。

 

(s) 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。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14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。

 

(t) FRBNYクレジット・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FRBNYクレジット・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（CPFF）に基づく資金調達を行いました。FRBNYクレジット・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、FRBNYクレジット・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。AIGFPのCPFFに基づく借入額は借入元本でなく公正価値で計上されます。

 

(u) 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。

 

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

321/806



(v) 外貨：　外貨表示の財務書類項目は、米ドルに換算されています。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。

 

(w) 非支配持分：　ニューヨーク連邦準備銀行が保有する支配権をもたず議決権を有しない繰上償還可能

なジュニアおよびシニア優先エクイティ持分：　AIAおよびALICOの全普通株式を保有するために設立された

２つの完全所有SPVに対する優先エクイティ持分を示しています。当該優先エクイティ持分は発行日の公正

価値で測定されています。AIGはこれらSPVに対する優先エクイティ持分をFRBNYに譲渡し、その対価として、

FRBNYクレジット・ファシリティが250億ドル減額されました。当該優先エクイティ持分の残余財産分配優先

権は250億ドルであり、2013年９月22日までは年利５％、それ以降は年利９％で四半期ごとに複利計算される

優先利息が発生します。優先利息は、連結損益計算書において、FRBNYが保有する支配権をもたず議決権を有

しない繰上償還可能なジュニアおよびシニア優先エクイティ持分帰属の継続事業からの利益(損失)に反映

されます。当該優先エクイティ持分の公正価値と初期設定残余財産分配優先権との差額は償却され、FRBNYが

保有する支配権をもたず議決権を有しない繰上償還可能なジュニアおよびシニア優先エクイティ持分帰属

の継続事業からの利益(損失)に含まれます。

 

その他の非支配持分： 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。この優先株式には、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。2009年12月31日現在、MAPSのシリーズAおよ

びシリーズBそれぞれの配当率は0.44％です。

 

(x) 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ます。

１株当たり利益(損失)の開示の詳細については、注記16をご参照ください。
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(y)最近公表された会計基準：

会計原則の変更

AIGは2007年度に以下の会計基準を適用しました。

 

繰延保険契約獲得費用

2005年９月、米国公認会計士協会は、保険事業体による特定の長期契約に関する会計基準に明記されてい

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る会計基準を公表し

ました。当該基準は、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。

当該基準は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米国内およ

び米国外の生命保険およびリタイヤメント・サービス事業のみに影響を及ぼしました。

 

法人所得税の不確実性

2006年７月、FASB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する会計基準を公表し

ました。当該基準は、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。また当該基準は、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日より当該基準を適用しました。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。

追加開示については注記21をご参照ください。

 

レバレッジド・リース取引で生じる法人所得税に関するキャッシュ・フローの変更に関する会計処理

2006年７月、FASB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不確実な税務ポジションと整合するよう規定する会計基準を公表

しました。AIGは当該基準を2007年１月１日より適用しています。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。

 

公正価値測定

2006年９月、FASB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するものの、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

しない会計基準を公表しました。当該基準は、デリバティブ契約の公正価値が市場気配値または観測可能な

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

を除外した指針を無効にしています。また当該基準は、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。当該基準の公正価値測定および関連する開示指針は、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は当該基準を、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。当該基準は遡及適用され

ませんが、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。当該基準の適用が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。

当該基準の適用が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。

追加開示については注記５をご参照ください。

 

公正価値オプション

2007年２月、FASB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る会計基準を公表しました。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。当該基準はまた、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。当該基準は、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。
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AIGは当該基準を、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。米国内および米国外の生命

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当該基準の適用により、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当該基準の適用

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。

公正価値の追加開示については注記５をご参照ください。

 

公正価値測定および公正価値オプション

以下の表は、公正価値測定および公正価値オプションに係る会計基準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)額に関する概要を示しています。

 

 (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

公正価値測定 $－ $4 $4

公正価値オプション (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)

 

特定の契約に関連する金額の相殺

2007年４月、FASBは、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会計基準を公表しました。AIGは当該基準の条項を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、従来はその他の負債

ならびに未収保険料およびその他の債権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。

 

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

2008年９月に、FASB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会計基準を公表しました。当該基準は、被保証者の返済／履行リスクの現況に関する

追加開示も求めています。追加開示は注記11に記載されています。
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市場が活発でなくなった場合の金融資産の公正価値

2008年10月、FASB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て、特定の側面を明確にす

る指針を規定する会計基準を公表しました。AIGは当該指針を2008年度第３四半期に適用しました。当該基準

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。

 

金融資産の譲渡および変動持分事業体に関する開示

2008年12月に、FASB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修正お

よび拡大する会計基準を公表しました。当該基準は2008年12月15日より後に終了する期間および事業年度か

ら効力が発生しています。当該基準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10に記載されています。

 

減損指針の修正

2009年１月、FASB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、

購入した受益権およ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および

減損の認識に係る減損指針を修正する会計基準を公表しました。また、当該基準は、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。当該基

準の適用が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。

 

AIGは2009年度に以下の会計基準を適用しました。

 

企業結合

2007年12月、FASBは、企業結合に関する会計処理を複数変更する会計基準を公表しました。当該基準によ

り、特に企業結合とみなされる取引や事象が拡大され、取得企業は特定の取得資産、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％を認識するよう求められるようになり、条件付対価が取得日の公正

価値で認識(公正価値のその後の変動は通常は損益計上)されるようになりました。

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、この新しい企業結合基準を適用しまし

た。2009年12月31日現在ならびに同日に終了した事業年度において、当該新基準の適用はAIGの連結ベースの

財政状態、経営成績またはキャッシュ・フロー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、またのれんの減損の評価に影響を与えます。
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連結財務書類における非支配持分

2007年12月、FASBは、部分所有連結子会社における非支配(すなわち少数)持分について、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するか、連結貸

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る会計基準を公表しました。当該新基準は、

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ます。子会社の利益(損失)に対する非支配持分は連結当期純利益(損失)の一部

として報告し、連結当期純利益(損失)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。

AIGは当該新基準を遡及適用せずに2009年１月１日より適用していますが、表示および開示要件について

は例外となります。2008年および2007年12月31日に終了した事業年度における連結損益計算書は支配持分お

よび非支配持分に帰属する当期純利益(損失)を含むよう遡及的に洗い替えられました。2008年12月31日現在

の連結貸借対照表において少数株主持分に計上された100億ドルのうち、19億ドルは負債の少数株主持分か

ら部分所有連結子会社における償還可能非支配持分へと組み替えられ、81億ドルは資本合計を構成する独立

項目である非支配持分に組み替えられました。

2009年12月31日に終了した事業年度において非支配持分残高は44億ドル減少していますが、そのうち14億

ドルは、トランスアトランティック普通株式2,990万株の公募が実施され、トランスアトランティックの発行

済普通株式に対するAIGの保有持分が13.9％になったことに伴い、2009年度第２四半期にトランスアトラン

ティックが連結から除外されたことに関連しています。AIGはトランスアトランティックの連結からの除外

に関連して4.97億ドルの税引前損失を認識しました。AIGは機関投資家向け資産運用事業内の特定の関係に

ついても2009年度第２四半期において再編成しており、これにより子会社１社が連結から除外され、特定の

事業体を連結から除外したことによって、のれん4.76億ドルおよび非支配持分19億ドルが2009年12月31日に

終了した事業年度において減少しました。

非支配持分には、FRBNYクレジット・ファシリティに基づく借入残高および最大借入可能額の250億ドルの

減額に関連して発行された議決権を有しない繰上償還可能なジュニアおよびシニア優先エクイティ持分も

含まれます。詳細については、注記16をご参照ください。

 

デリバティブ商品およびヘッジ活動に関する開示

2008年３月、FASB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

める会計基準を公表しました。AIGは2009年１月１日より当該新基準を適用しています。関連する開示につい

ては、注記11をご参照ください。
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後発事象

2009年５月、FASBは、企業が貸借対照表日より後に発生した事象を評価した期間の最終日の日付、また当該

日が財務書類の発行日であるか発行準備が整った日であるかについて開示するよう求める会計基準を公表

しました。AIGは2009年６月30日に終了した期間において当該新基準を適用しています。当該新基準の適用

は、AIGの連結ベースの財政状態、経営成績またはキャッシュ・フローに影響を及ぼしていません。

 

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

2008年２月、FASB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る会計基準を公表しま

した。AIGは、適用日以降に行われる新規取引に対して当該新基準を適用しています。当該新基準の適用は、

AIGの連結上の財政状態、経営成績またはキャッシュ・フローに重要な影響を与えていません。

 

商品(または組込条項)が自社株式に連動しているか否かの判断

2008年６月、FASBは、金融商品(または組込条項)が自社株式に連動しているか否かを判断し、これによりデ

リバティブ商品として会計処理されない可能性について判断する方法について示す会計基準を公表しまし

た。AIGは当該新基準を2009年１月１日より適用しており、これにより、期首累積欠損金に1,500万ドルの累積

的影響額調整が計上され、また資本剰余金が9,100万ドル減額しました。

 

金融商品の公正価値に関する期中開示

2009年４月、FASBは、金融商品の公正価値に関する情報(使用された手法および重要な仮定を含む)を期中

財務書類において開示するよう企業に求める会計基準を公表しました。当該基準は、期中報告期間における

要約財務情報の開示も求めています。AIGは2009年４月１日より当該新基準を適用しています。

 

一時的でない減損の認識および表示

2009年４月、FASBは、企業に満期固定証券を売却する意思がなく、また当該証券の価値が回復する前に売却

を求められる可能性が50％より低い場合に、当該証券の一時的でない減損の信用要素を損益に認識し、信用

以外の要素をその他の包括的利益累計額に認識するよう求める会計基準を公表しました。当該基準は、価値

の回復まで保有する意思および能力に関して、満期固定証券に一時的でない減損が発生した時期の決定基準

も変更しています。持分証券の一時的でない減損の認識については、当該基準による変更はありません。当該

基準は、期中および年次報告期間における満期固定証券および持分証券に関する追加開示も求めています。

開示の拡大については、注記６をご参照ください。
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AIGは当該新基準を2009年４月１日より適用しており、2009年４月１日付でAIG株主資本を25億ドル増加さ

せる税効果考慮後の累積的影響額調整を計上しました。この内訳は累積欠損金の減少118億ドルおよびその

他の包括損失累計額の増加93億ドルです(税効果考慮後)。AIGの株主資本の純増は、会計原則の変更に直接起

因して特定の過去の信用以外に係る減損費用に関係する繰延税金資産の評価性引当金の一部が戻入れられ

たことによるものです(注記21をご参照ください)。累積的影響額調整により満期固定証券の償却原価が約

160億ドル増加し、これにより、2009年度第２四半期から原証券の残存期間にわたって、投資収益の計上額が

大幅に減少することになりました。投資収益の減少による影響は、繰延保険契約獲得費用(「DAC」)および販

売促進資産(「SIA」)の償却額の減少により一部相殺されます。

当該新基準により、一時的でない減損に関するAIGの会計方針において以下の変更が求められていること

に起因して(方針の変更に関する詳細については、注記６をご参照ください)、損益計上される満期固定証券

の一時的でない減損費用の水準は減少するものと予想されています。

・信用以外(すなわち深刻な状況)の損失に係る減損費用は認識されなくなりました。

・信用に係る減損が発生している証券の償却原価は、損益を通じて、期待キャッシュ・フローの現在価値

(公正価値ではなく)まで評価減されます。

・信用に係る減損はないと見なされている満期固定証券について、AIGは、一時的でない減損費用を回避す

るために当該証券を価値の回復まで保有する意思および能力があることを主張する必要はなくなりまし

た。代わりに、価値が回復する前にAIGが満期固定証券を売却する意思があるか、または売却を求められる

可能性が50％より高い場合においてのみ、減損費用の損益計上が求められています。

 

以下の表は、一時的でない減損に関する新会計基準の適用による2009年４月１日現在のAIG株主資本の増

減の内訳について示しています。

 

(単位：十億ドル)

 累積欠損金
その他の

包括損失累計額
AIG株主資本

以下による増加(減少)：    

売却可能満期固定証券の償却原価の増加による純影響額 $16.1 $(16.1) $―

関連するDAC、SIAおよびその他の保険債権による純影響
額

(1.8) 1.8 ―

繰延法人所得税資産による純影響額 (2.5) 5.0 2.5

AIG株主資本の純増 $11.8 $(9.3) $2.5
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資産あるいは負債に関するアクティビティの量およびレベルが大幅に減少し無秩序な取引が認められる場合

の公正価値の判断

2009年４月、FASBは、資産あるいは負債に関するアクティビティの量およびレベルが大幅に減少し、無秩序

な取引が認められる場合における、資産および負債の公正価値の見積りに関する指針を示す会計基準を公表

しました。当該新基準は、公正価値の追加的な拡大開示も要求しています。2009年４月１日付けの当該新基準

の適用は、AIGの連結ベースの財政状態、経営成績またはキャッシュ・フローに重要な影響を及ぼしていませ

ん。

 

退職後給付制度資産に関する雇用主の開示

2008年12月、FASB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会

計基準を公表しました。当該新基準は2009年12月15日より後に終了する事業年度から効力が発生していま

す。当該新基準の適用は、AIGの連結ベースの財政状態、経営成績またはキャッシュ・フローに影響を及ぼし

ていません。開示については、注記19をご参照ください。

 

公正価値による負債の測定

2009年８月、FASBは、公正価値で計上される負債の測定において公正価値測定の原則を適用する方法につ

いて明示する会計基準を公表しました。当該新基準では、公正価値で計上される負債の測定において市場イ

ンプットを優先させる方法について、また他の債務者への譲渡が制限されている債務に関し市場インプット

に対する適切な調整は何かについて説明しています。AIGでは、2009年10月１日より当該新基準の効力が発生

しています。当該新基準の適用は、AIGの連結ベースの財政状態、経営成績またはキャッシュ・フローに重要

な影響を及ぼしていません。

 

１株当たり純資産価額(またはそれに相当する数値)を算出している特定の事業体に対する投資

2009年９月、FASBは、企業がアップデートの範囲内にある投資の公正価値を、投資の１株当たり純資産価額

(またはそれに相当する数値)に基づいて測定することを、当該価額がFASBによる公正価値の定義に従って算

出されている場合においては実務的な手段として認める会計基準を公表しました。当該基準は開示の強化も

求めています。当該新基準は、一部のヘッジ・ファンドおよびプライベート・エクイティ・ファンドのよう

に容易に算定可能な公正価値のない投資会社に対し適用されます。当該新基準は2009年12月15日より後に終

了する期間および事業年度から効力が発生しています。当該新基準の適用は、AIGの連結ベースの財政状態、

経営成績またはキャッシュ・フローに重要な影響を及ぼしていません。開示については、注記５をご参照く

ださい。
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子会社の所有権の減少に関する会計処理および報告

2010年１月、FASBは、連結に関する会計基準の部分的売却および連結からの除外に係る規定を適用する範囲

は、(1)子会社という法的形態をとっていない事業、(2)持分法適用被投資会社およびジョイント・ベンチャー

との取引、(3)事業を構成する資産グループと他の事業体の非支配持分との交換、(4)取引の実体が他の指針に

よって直接取り上げられていない場合には事業として適格でない子会社の連結からの除外であり、連結に関

する会計基準が事実上の不動産の売却には適用されないことを明確化する会計基準を公表しました。当該新

基準の適用は、AIGの連結ベースの財政状態、経営成績またはキャッシュ・フローに重要な影響を及ぼしてい

ません。

 

会計基準の将来の適用

金融資産の譲渡に関する会計処理

2009年６月、FASBは、適格特別目的事業体(「QSPE」)の概念をFASB会計基準成文化から取り除き、連結規則

適用からのQSPEの除外を取り除く、金融資産の譲渡について示す会計基準を公表しました。当該新基準はAIG

の2010年１月１日より開始する期間および事業年度から効力を持ちます。早期適用は認められていません。

AIGは、当該新基準の適用により、過年度には連結されていなかったQSPE２社の連結によって、資産および負

債がいずれも約13億ドル増加すると予想しています。AIGは、当該新基準の適用は経営成績またはキャッシュ

・フローに重要な影響を及ぼすものではないと考えています。

 

変動持分事業体の連結

2009年６月、FASBは、変動持分事業体の連結に関する規則を修正する会計基準を公表しました。修正後のア

プローチでは、経済活動に最大の影響を与えるような活動を変動持分事業体に対して指示する権限を有して

いる、また(1)事業体の損失を吸収する責任もしくは(2)事業体からの便益を享受する権利を有している企業

を特定することに焦点を合わせています。当該新基準はまた、変動持分事業体に関与する企業の財務報告の

強化を求めています。当該新基準はAIGの2010年１月１日より開始する期間および事業年度から効力を持ち

ます。早期適用は認められていません。AIGは、当該基準の適用により、過年度には連結されていなかったVIE

の連結によって、資産、負債、非支配持分および利益剰余金がそれぞれ約88億ドル、74億ドル、12億ドルおよび

2.00億ドル増加すると予想しています。AIGは、当該新基準の適用は経営成績またはキャッシュ・フローに重

要な影響を及ぼすものではないと考えています。
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２　非継続事業および売却目的の分類

非継続事業

2009年10月12日、AIGはナンシャン・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」)の株式97.57％を約21.5億ドルでコンソーシアムに売却する契約を締結しました。当該取引は売却目的

および非継続事業会計の基準を満たしています。したがって、ナンシャンの経営成績はAIGの連結損益計算書

上の全表示期間の非継続事業に含まれており、同社の資産および負債は2009年12月31日現在の連結貸借対照

表の資産および負債セクションの単一項目として個別に表示されています。過年度において、ナンシャンは

米国外生命保険およびリタイヤメント・サービス報告セグメントの構成要素でした。AIGは、当該売却は2010

年度に終了すると予想しています。

 

ナンシャンの非継続事業からの利益(損失)の概要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  2009年 2008年 2007年

保険料およびその他の報酬  $4,862
 

$5,209 $4,865

正味投資利益  1,599
 

1,778 1,658

実現キャピタル・ゲイン(ロス)  724
 

(2,779) (91)

給付金、保険金および費用  6,202
 

6,441 5,623

非継続事業からの利益(損失)  983
 

(2,233) 809

売却に係る損失  (2,758)
 

―  ―

法人所得税等費用(戻し)考慮前の非継続事業か
らの利益(損失)

 (1,775)
 

(2,233) 809

法人所得税等費用(戻し)  (1,232)
 

520  188

非継続事業からの利益(損失)、税効果考慮後  $(543) $(2,753) $621

 

売却目的の取引

2009年７月28日、AIGは、AIGバンク・ポルスカS.A.を通じて運営していたポーランドにおける消費者金融

事業をサンタンダー・コンシューマー・ファイナンスS.A.のポーランドの消費者金融事業(「SCB」)に統合

する契約を締結しました。AIGはこれと引き換えにSCBにおける資本持分を受け取る予定です。当該企業結合

は2010年度第１四半期に終了する見込みです。当該取引は売却目的会計の基準を満たしているため、同事業

の資産および負債は2009年12月31日現在の連結貸借対照表の資産および負債セクションの単一項目として

含まれています。AIGバンク・ポルスカは、金融サービス報告セグメントの構成要素です。
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2009年９月５日、AIGは、投資顧問事業および第三者向け資産運用事業を、売却事業の純資産に基づきク

ロージング時に決定される現金支払額に偶発損益を加算した対価総額で売却する契約を締結しました。当該

取引は売却目的会計の基準を満たしています。したがって、同事業の資産および負債は2009年12月31日現在

の連結貸借対照表の資産および負債セクションの単一項目として含まれています。当該事業は非中核資産運

用事業の構成要素です。

 

2009年12月31日現在の売却目的資産および負債の概要は以下のとおりです。

 
 
 

  (単位：百万ドル)

   2009年

資産：    

　満期固定証券   $34,495

　持分証券   2,947

　モーゲージおよびその他の貸付債権－純額   3,997

　その他の投資資産   4,256

　短期投資   3,501

　繰延保険契約獲得費用   3,322

　分離勘定資産   3,467

　その他の資産   394

売却目的事業の資産合計   $56,379

負債：    

　生命保険および傷害医療保険将来保険給付債務   $38,023

　保険契約預り金   3,133

　分離勘定負債   3,467

　その他の負債   3,976

売却目的事業の負債合計   $48,599

 

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

333/806



３　事業再編

2008年９月以降、AIGは、非中核事業および資産の秩序ある処分計画を実行し、主要事業の価値を保護およ

び増大し、将来に向けて自社を位置付けるための努力を続けています。AIGは、流動性および資本における柔

軟性を維持しながら価値を最大化するために当該計画を継続的に見直しており、当初意図した期間よりも長

い期間にわたって当該計画を遂行しようと考えています。

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2008年度に確立しまし

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、共有サービス、本社機能、インフラストラク

チャおよび資産の事業ユニット間の分離があります。

事業再編および分離活動に関連して、AIGは、訴訟、銀行取引、会計、コンサルティングおよびその他の専門

家費用を含む、重要性のある費用が発生するものと予想しています。また、AIGには、FRBNYに発生する、および

米国財務省の利益のみを目的として設立された信託であるAIGクレジット・ファシリティ・トラスト(「ト

ラスト」)の受託者に発生する、特定の専門家費用およびその他の費用を払戻すまたは前払いする契約上の

義務があります。

発表済みのAIGの計画に基づき、AIGはこれら費用を見積っていますが、一部の事業再編および分離活動に

ついては、その計画が進化し関連取引の時期も不確実であることから、合理的に見積ることはできません。

FRBNYおよび受託者に対する将来の払戻し金または前払金支払額についても、AIGは合理的に見積ることがで

きません。見積りが行われている費用であっても、実際の費用は、売却事業体の最終的な購入者または取引相

手の特質、最終的に実現または遂行される取引および活動、ならびにこれら活動が生じる最終的な期間に

よって異なります。

発生済みまたは合理的見積りが可能な事業再編および分離費用について、発生済みおよび発生が予想され

る費用の合計は、以下の表のとおり、2009年12月31日現在約26億ドルとなっています。当該金額は、2009年12

月31日現在合理的見積りが可能でない費用および資産計上が予想されている費用(主に専門家費用)を除外

したものです。FRBNYおよびトラストの受託者に関しては、当該金額は2009年12月31日までの実際の払戻し金

および前払金支払額のみを含んでいます。
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報告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)

 損害保険

米国内
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

金融
サービス

その他(a) 合計

2009年12月31日に終了した事業年度       

事業再編費用 $2 $33 $119 $187 $443 $784

分離費用 181 60 179 111 71 602

合計 $183 $93 $298 $298 $514 $1,386

2008年12月31日に終了した事業年度       

事業再編費用 $― $3 $8 $91 $200 $302

分離費用 84 55 23 247 93 502

合計 $84 $58 $31 $338 $293 $804

事業再編計画開始からの発生累計額 $267 $151 $329 $636 $807 $2,190

合計予想発生額(b) $314 $173 $423 $704 $956 $2,570

 

(a)　(ⅰ)処分活動、ならびに(ⅱ) FRBNYおよび財務省とのAIGの取引、に関連する専門家費用が主として含まれます。

(b)　発生累計額および2009年12月31日現在に合理的に見積ることができる将来の発生額が含まれます。
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2009年および2008年12月31日に終了した事業年度に係るAIGの連結貸借対照表のその他の負債に計上され

ている事業再編債務の変動、事業再編計画開始からの発生累計額、および合計予想発生額は以下のとおりで

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

2009年12月31日に終了した事業年度        

期首残高 $77 $27 $― $87 $191 $284 $475

追加費用 150 42 129 453 774 606 1,380

現金支払額 (96) (29) ― (444)(569)(578)(1,147)

非現金項目(d) (10) (31) (129) (1) (171) 52 (119)

見積りの変動 13 11 ― (14) 10 (4) 6

非継続事業の活動 (5) ― ― ― (5) 1 (4)

売却目的事業の負債への組替 (4) ― ― ― (4) (1) (5)

期末残高 $125 $20 $― $81 $226 $360 $586

事業再編計画開始からの発生累計額 $247 $80 $180 $579$1,086$1,104$2,190

合計予想発生額(e) $250 $115 $180 $757$1,302$1,268$2,570

2008年12月31日に終了した事業年度       

期首残高 $― $― $― $― $― $― $―

追加費用 84 27 51 140 302 502 804

現金支払額 (12) ― ― (53) (65)(218) (283)

非現金項目(d) ― ― (51) ― (51) ― (51)

非継続事業の活動 5 ― ― ― 5 ― 5

期末残高 $77 $27 $― $87 $191 $284 $475

合計予想発生額(e) $164 $106 $51 $585 $906$1,031$1,937

 

(a)　事業再編費用には、雇用の終結が予想される従業員に関する引止め報奨が、2009年度において6,600万ドル、2008年度にお

いて4,400万ドル含まれています。

(b)　(ⅰ)資産処分活動、(ⅱ)AIGがFRBNYおよび財務省と共に実施する資本再編プログラム、ならびに(ⅲ)AIGFPの事業および

ポートフォリオの大部分の清算、に関連する専門家費用が主として含まれています。

(c)　分離費用には、主要従業員に関する引止め報奨が、2009年度において4.37億ドル、2008年度において5.00億ドル含まれてい

ます。

(d)　主に資産減損費用、為替換算および組替修正を示しています。

(e)　発生累計額および貸借対照表日現在に合理的に見積ることができる将来の発生額が含まれています。
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４　セグメント情報

AIGは、損害保険、米国内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

・サービスならびに金融サービスといった４つの報告セグメントを通じて経営成績を報告しています。AIG

は、非継続事業による業績および正味事業売却益(損)を除いた税引前利益(損失)が事業運営に関するより意

味のある情報を提供するものと考えているため、これに基づいて業績を評価しています。

2009年度において、AIGは、経営陣の事業の見解および管理方法に対する事業再編活動による影響を反映さ

せるために、財務報告構造を再編成しました。これにより、従来は損害保険報告セグメントの一部として報告

されていたトランスアトランティック、21stセンチュリー・インシュアランス・グループおよび自動車保険

代理店部門(プライベート・クライアント・グループの業績を除く)(「21stセンチュリー」)、ならびにモー

ゲージ保証の業績は、2009年度よりAIGのその他の事業カテゴリーに含められるようになりました。また、従来

は商業用保険に含められていたHSBグループ・インク(「HSB」)(2009年３月31日に売却)の過去の業績は、非

中核保険事業として分類され、AIGのその他の事業カテゴリーに含められるようになりました。過去の期間に

おける金額は当期の表示に合わせて修正されています。売却により、非中核保険事業で継続的な経営成績を報

告しているのは、モーゲージ保証のみとなりました。さらに2009年度より、事業売却損益はAIGのその他の事業

カテゴリーに含められています。

AIGの最高の運営判断を下す者によるリソース配分に関する意思決定および業績評価を目的とした事業見

直しの様態に、財務報告をより合わせるために、米国内生命保険およびリタイヤメント・サービス報告セグメ

ントならびにAIGのその他の事業カテゴリーに対し、2009年度に以下の変更がなされました。2009年９月５日、

AIGは投資顧問事業および第三者機関投資家向け資産運用事業を売却する契約を締結しました。AIGの保険子

会社およびAIGグローバル・リアル・エステートの投資運用事業向けに従来型の固定利付資産および負債の

運用を行っている資産運用事業ならびに自己勘定の不動産およびプライベート・エクイティ投資について

は、この売却から除外されています。AIGは、保険子会社が利用するその他の投資運用サービスに関し、事業売

却後も関係を継続させる予定です。これら事業の業績は、売却の結果、現在ではAIGのその他の事業カテゴリー

に含まれるようになりました。また従来は資産運用セグメントで報告されていたブローカレッジ・サービス

手数料、その他の資産運用手数料およびGICからの投資収益は、現在では米国内生命保険およびリタイヤメン

ト・サービスに含まれるようになりました。

さらに、2009年度より、米国外損害保険ならびに米国外生命保険およびリタイヤメント・サービスの業績に

は、従来はAIGのその他の事業カテゴリーの一部であった、特定の持分法投資による持分法利益(損失)が含ま

れています。

上記の変更に合わせて、過去の期間は修正再表示されています。

報告セグメントと、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：　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。
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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。

AIGの米国外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商業

用および個人向け保険の両方を引受けています。米国外損害保険グループは、地域の法規、慣習およびニーズ

に合わせた商業用および個人向け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および複合的な販

売チャネルを利用しています。米国外損害保険グループはアジア、環太平洋、ヨーロッパ、英国、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。

損害保険の各事業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および個人向け保険商品およびサービスから、そして米国外損害保険は海外に販売さ

れる損害保険商品およびサービスから構成されています。

生命保険およびリタイヤメント・サービス会社は、２つの主要な商品およびサービス郡で構成されていま

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。

米国内生命保険およびリタイヤメント・サービス：　AIGの米国内生命保険およびリタイヤメント・サービ

ス・セグメントは、いくつかの生命保険およびリタイヤメント・サービス事業で構成されており、アメリカン

・ジェネラル、AGLA、VALIC、ウェスタン・ナショナル、サンアメリカ・リタイヤメント・マーケッツ、サンアメ

リカ・ミューチュアル・ファンズ、サンアメリカ・アフォーダブル・ハウジング・パートナーズ、FSCセキュ

リティーズ、ロイヤル・アライアンスおよびセージポイント・ファイナンシャルの商標のもとで商品および

サービスを販売しています。当該事業では、銀行、各国、各地域および独立のブローカー・ディーラー、専門の

財務アドバイザー、生命保険の大口ブローカー、保険代理店ならびに直販基盤を含む既存の複合的な販売ネッ

トワークを通じて、生命保険、退職年金および保障収入を組合わせた総合的な商品を提供しています。

AIGの米国内生命保険事業では、個人向け定期保険およびユニバーサル生命保険、団体向け生命保険および

医療保険商品を含む広範囲のプロテクション製品を提供しています。また、米国内生命保険では、保険料一時

払い即時年金、定期的な年金の支払いおよび退職時受託型年金を含む様々な支払年金を提供しています。

米国内リタイヤメント・サービス事業では、団体向けリタイヤメント商品ならびに個人向け定額および変

額年金を提供しています。過去に獲得したクローズド・ブロックの一部ならびに継続していないその他の定

額および変額年金ブロックは「ランオフ」年金として報告されています。米国内リタイヤメント・サービス

は、2006年度より前に機関投資家市場で引受けられた(発行された)保証投資契約の(「GIC」)ランオフ・ブ

ロックも維持しています。

米国外生命保険およびリタイヤメント・サービス：　AIGの米国外生命保険およびリタイヤメント・サービ

ス事業は保険型および投資型商品を提供しており、終身および定期生命保険、投資関連、ユニバーサル・ライ

フおよび養老保険、個人向け傷害医療保険商品、年金、生命および医療を含む団体向け商品ならびに定額およ

び変額年金等があります。
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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、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AIA、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」)、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。

米国外生命保険およびリタイヤメント・サービスは、日本およびその他ならびにアジアという２つの事業

セグメントを通じて業績を報告しています。

金融サービス：　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とは、ILFCの事業です。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、航空会社および他のフ

リート所有者に対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

を含む貸付業務も手がけています。2008年度後半に、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。

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税引前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。

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

市場で運営しています。2009年12月31日現在、AIGCFGはアルゼンチン、ポーランド、台湾、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。
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その他の事業：　AIGのその他の事業には、支払利息、再編費用、特定の報告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、特定の訴訟関

連費用、本社レベルでの正味実現キャピタル・ゲインおよびロスならびに正味事業売却損益が含まれていま

す。

また、上記のとおり再編成されたため、その他の事業には、非中核保険および資産運用事業の業績が含まれ

ています。

以下の表に表示されている事業部門帰属資産期末残高には、2009年12月31日現在、売却目的事業の資産が含

まれています。

 

以下の表はAIGの事業の概要を報告セグメント別に示しています。

 

 (単位：百万ドル)

  報告セグメント     

 損害保険

米国内
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

金融
サービス

その他(a)合計
連結
および
相殺消去

連結

2009年         

収益合計 $35,039$11,366$32,937$9,576$9,163$98,081$(2,077)$96,004

一時的でない
減損費用(b)

903 3,821 1,454 22 1,5797,779 ― 7,779

支払利息 ― ― 27 3,01012,94515,982(583)15,399
減価償却費および
償却費

7,005 1,140 3,6572,163 666 14,631 ― 14,631

継続事業からの
税引前利益(損失)

169 (1,179)3,221 517(15,769)(13,041)(607)(13,648)

資本的支出 191 52 190 2,613 659 3,705 ― 3,705
事業部門帰属資産
期末残高

154,733245,607307,883132,821151,748992,792(145,207)847,585

2008年         

収益合計 $34,731$(19,634)$16,659$(31,095)$8,449$9,110$(2,214)$6,896

一時的でない
減損費用(b)

4,05130,4649,766 127 4,24148,649 ― 48,649

支払利息 ― ― 5 3,36514,04117,411(393)17,018
減価償却費および
償却費

7,904 361 4,1872,009 984 15,445 ― 15,445

継続事業からの
税引前損失

(2,451)(34,948)(3,332)(40,821)(23,672)(105,224)(1,304)(106,528)

資本的支出 179 100 595 3,5011,7666,141 ― 6,141
事業部門帰属資産
期末残高

144,520240,279271,867167,061211,4071,035,134(174,716)860,418

2007年         

収益合計 $41,162$18,189$31,795$(1,309)$14,170$104,007$(375)$103,632

一時的でない
減損費用(b)

382 2,209 900 650 455 4,596 ― 4,596

支払利息 ― 56 72 7,6822,1529,962 (410)9,552
減価償却費および
償却費

7,989 1,587 1,8642,2991,50615,245 ― 15,245

継続事業からの
税引前利益(損失)

10,1753,070 5,352(9,515)(1,699)7,383 751 8,134

資本的支出 234 134 398 4,5693,9489,283 ― 9,283
事業部門帰属資産
期末残高

157,856349,604309,017193,975178,5881,189,040(140,679)1,048,361
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(a) 2009年度および2008年度の支払利息は、前払委託資産の償却費それぞれ84億ドルおよび93億ドルを含んでいます。

(b) 上記収益合計に含まれています。

 

以下の表はAIGの損害保険事業の概要を事業セグメント別に示しています。

 

(単位：百万ドル)

 商業用保険
米国外
損害保険

事業セグメント
合計

連結および
相殺消去

損害保険
合計

2009年      

収益合計 $21,889 $13,150 $35,039 $― $35,039

保険金および損害調査費 17,943 7,424 25,367 ― 25,367

保険引受費用 4,401 5,102 9,503 ― 9,503

減価償却費および償却費 3,759 3,246 7,005 ― 7,005

継続事業からの税引前利益 (455) 624 169 ― 169

資本的支出 103 88 191 ― 191

事業部門帰属資産期末残高 109,142 45,232 154,374 359 154,733

2008年      

収益合計 $21,099 $13,632 $34,731 $― $34,731

保険金および損害調査費 18,255 7,838 26,093 ― 26,093

保険引受費用 5,887 5,202 11,089 ― 11,089

減価償却費および償却費 4,558 3,346 7,904 ― 7,904

継続事業からの税引前利益

(損失)
(3,043) 592 (2,451) ― (2,451)

資本的支出 62 117 179 ― 179

事業部門帰属資産期末残高 105,738 39,037 144,775 (255) 144,520

2007年      

収益合計 $27,514 $13,648 $41,162 $― $41,162

保険金および損害調査費 16,148 6,243 22,391 ― 22,391

保険引受費用 4,261 4,335 8,596 ― 8,596

減価償却費および償却費 4,613 3,376 7,989 ― 7,989

継続事業からの税引前利益 7,105 3,070 10,175 ― 10,175

資本的支出 79 155 234 ― 234

事業部門帰属資産期末残高 110,576 48,728 159,304 (1,448)157,856
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以下の表はAIGの米国内生命保険およびリタイヤメント・サービス事業の概要を事業セグメント別に示し

ています。

 

(単位：百万ドル)

 
米国内
生命保険

米国内
リタイヤメント
・サービス

事業セグメント
合計

連結および
相殺消去

米国内
生命保険
およびリタイ
ヤメント・
サービス合計

2009年      

収益合計：      

　保険型商品 $5,349 $― $5,349 $― $5,349

　退職年金商品 1,993 3,611 5,604 ― 5,604

　資産運用収益 17 396 413 ― 413

収益合計 7,359 4,007 11,366 ― 11,366

減価償却費および償却費 534 606 1,140 ― 1,140

継続事業からの税引前利益
(損失)

619 (1,798) (1,179) ― (1,179)

資本的支出 17 35 52 ― 52

事業部門帰属資産期末残高 100,600 165,436 266,036 (20,429)245,607

2008年      

収益合計：      

　保険型商品 $(3,743) $― $(3,743) $― $(3,743)

　退職年金商品 2,222 (15,520)(13,298) ― (13,298)

　資産運用収益 38 (2,631) (2,593) ― (2,593)

収益合計 (1,483)(18,151)(19,634) ― (19,634)

減価償却費および償却費 279 82 361 ― 361

継続事業からの税引前損失 (10,230)(24,718)(34,948) ― (34,948)

資本的支出 32 68 100 ― 100

事業部門帰属資産期末残高 99,881 159,558 259,439 (19,160)240,279

2007年      

収益合計：      

　保険型商品 $8,535 $― $8,535 $― $8,535

　退職年金商品 493 6,279 6,772 ― 6,772

　資産運用収益 31 2,851 2,882 ― 2,882

収益合計 9,059 9,130 18,189 ― 18,189

減価償却費および償却費 583 1,004 1,587 ― 1,587

継続事業からの税引前利益 644 2,426 3,070 ― 3,070

資本的支出 53 81 134 ― 134

事業部門帰属資産期末残高 111,250 246,063 357,313 (7,709)349,604
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以下の表はAIGの米国外生命保険およびリタイヤメント・サービス事業の概要を事業セグメント別に示し

ています。

 

(単位：百万ドル)

 
日本および
その他

アジア
事業セグメント

合計
連結および
相殺消去

米国外
生命保険
およびリタイ
ヤメント・
サービス合計

2009年      

収益合計：      

　保険型商品 $14,253 $14,901 $29,154 $― $29,154

　退職年金商品 3,694 89 3,783 ― 3,783

収益合計 17,947 14,990 32,937 ― 32,937

減価償却費および償却費 2,223 1,434 3,657 ― 3,657

継続事業からの税引前利益 1,300 1,921 3,221 ― 3,221

資本的支出 138 52 190 ― 190

事業部門帰属資産期末残高 169,103 142,155 311,258 (3,375)307,883

2008年      

収益合計：      

　保険型商品 $12,106 $6,599 $18,705 $― $18,705

　退職年金商品 (2,305) 259 (2,046) ― (2,046)

収益合計 9,801 6,858 16,659 ― 16,659

減価償却費および償却費 2,464 1,723 4,187 ― 4,187

継続事業からの税引前損失 (2,686) (646) (3,332) ― (3,332)

資本的支出 350 245 595 ― 595

事業部門帰属資産期末残高 154,357 121,551 275,908 (4,041)271,867

2007年      

収益合計：      

　保険型商品 $14,394 $13,436 $27,830 $― $27,830

　退職年金商品 3,783 182 3,965 ― 3,965

収益合計 18,177 13,618 31,795 ― 31,795

減価償却費および償却費 1,945 (81) 1,864 ― 1,864

継続事業からの税引前利益 3,045 2,307 5,352 ― 5,352

資本的支出 166 232 398 ― 398

事業部門帰属資産期末残高 177,413 132,521 309,934 (917) 309,017
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以下の表はAIGの金融サービス事業の概要を事業セグメント別に示しています。

 

 (単位：百万ドル)

 
航空機
リース

キャピタル
・マーケッ
ト

消費者金融 その他
事業

セグメント
合計

連結
および
相殺消去

金融
サービス
合計

2009年        

収益合計 $5,288 $662 $3,096 $690 $9,736$(160)$9,576

支払利息 1,222 ― 1,245 573 3,040 (30) 3,010

減価償却費および償却費 2,022 13 89 39 2,163 ― 2,163

継続事業からの税引前利益

(損失)＊
1,385 180 (985) (63) 517 ― 517

資本的支出 2,587 ― 25 1 2,613 ― 2,613

事業部門帰属資産期末残高 45,99255,87426,938(15,420)113,38419,437132,821

2008年        

収益合計 $5,075$(40,333)$3,849 $323$(31,086)$(9)$(31,095)

支払利息 1,557 ― 1,567 276 3,400 (35) 3,365

減価償却費および償却費 1,893 20 63 33 2,009 ― 2,009

継続事業からの税引前利益

(損失)
1,116(40,471)(1,261)(205)(40,821)― (40,821)

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 47,42677,84634,525(2,354)157,4439,618167,061

2007年        

収益合計 $4,694$(9,979)$3,655$1,471$(159)$(1,150)$(1,309)

支払利息 1,650 4,644 1,361 27 7,682 ― 7,682

減価償却費および償却費 1,751 476 56 16 2,299 ― 2,299

継続事業からの税引前利益

(損失)
873 (10,557)171 (2) (9,515) ― (9,515)

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 44,970105,56836,82217,357204,717(10,742)193,975

 

＊  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支払利息27億ドルおよび公正価値増加額3.40億ドルを含んでい

ます。
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以下の表はAIGのその他の事業の構成要素を示しています。

 

(単位：百万ドル)

  非中核   

 
親会社および
その他

保険事業 資産運用事業
連結および
相殺消去

その他の事業
合計

2009年      

収益合計 $3,625 $6,458 $(639) $(281) $9,163

支払利息 12,502 3 721 (281) 12,945

減価償却費および償却費 310 244 112 ― 666

継続事業からの税引前利益

(損失)
(12,535) 352 (3,586) ― (15,769)

資本的支出 249 36 374 ― 659

事業部門帰属資産期末残高 121,600 12,335 22,000 (4,187)151,748

2008年      

収益合計 $476 9,906 $(1,933) $― $8,449

支払利息 13,323 6 712 ― 14,041

減価償却費および償却費 201 605 178 ― 984

継続事業からの税引前損失 (14,990)(3,334) (5,348) ― (23,672)

資本的支出 303 82 1,381 ― 1,766

事業部門帰属資産期末残高 168,762 25,598 20,799 (3,752)211,407

2007年      

収益合計 $952 $10,475 $2,743 $― $14,170

支払利息 1,652 29 471 ― 2,152

減価償却費および償却費 215 1,217 74 ― 1,506

継続事業からの税引前利益

(損失)
(2,062) 280 83 ― (1,699)

資本的支出 271 120 3,557 ― 3,948

事業部門帰属資産期末残高 126,874 26,704 28,517 (3,507)178,588
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以下の表はAIGの事業の概要を主要な地域別に示しています。

 

 (単位：百万ドル)

 地域

 米国
日本および
その他

その他海外 連結

2009年     

収益合計(a) $37,228 $35,180 $23,596 $96,004

不動産およびその他の固定資産、
減価償却累計額控除後

2,328 1,189 625 4,142

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(b)

44,091 ― ― 44,091

2008年     

収益合計(a) $(34,667)$20,814 $20,749 $6,896

不動産およびその他の固定資産、
減価償却累計額控除後

3,220 1,552 794 5,566

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(b)

43,395 ― ― 43,395

2007年     

収益合計(a) $45,112 $30,080 $28,440$103,632

不動産およびその他の固定資産、
減価償却累計額控除後

3,196 1,404 918 5,518

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(b)

41,984 ― ― 41,984

 

(a) 収益は通常は報告ユニットの地理的所在地に従って計上されています。

(b) ILFCは90％超の収益を、米国外の航空会社より稼得しています。

 

次へ
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５　公正価値測定

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、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CPFF、一

部の長期債務、ならびに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、測定日に取引の意思および能力がある知識豊富な市場参加者間の秩序ある取引において資

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、通常は価格の観測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測可能性が高く、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測可能

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。価格の観測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測可能性に基づき、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測可能な、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測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測

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、一部の政府および行政機関の証券、大部分の投資適格および高利回り社債、一部

の住宅用不動産ローン担保証券(「RMBS」)、商業用不動産ローン担保証券(「CMBS」)および債務担保証券／

資産担保証券(「CDO／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、一部のデリバティブ契約、AIGFPの保証投資契約(「GIA」)お

よびCPFF、その他の長期債務ならびに現物商品が含まれます。

・レベル３:　観測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RMBS、CMBSおよびCDO／ABS、社債、一部の地方

自治体債およびソブリン債、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。

 

評価手法

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、観測

可能なAIGのクレジット・デフォルト・スワップまたは現物債券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。
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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・スワップまたは現物債券のスプレッド

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。

・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、観測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が入手可能な場合には当該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。当該スプレッドが入手可能でない場合には、その他の直接的また

は間接的に観測可能なクレジット・スプレッドが、取引相手のスプレッドの最善の見積りを引出すのに利用

されます。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担保を考

慮しています。

 

クレジット・プロテクションの費用は、特定の各取引相手に係る一銘柄のクレジット・デフォルト・ス

ワップ・スプレッドの市場水準、正味エクスポージャーの中間市場価値(必要な保護の金額を反映)および正

味エクスポージャーの加重平均期間を考慮して、割引現在価値アプローチに基づき算定されています。CDSス

プレッドは独立した第三者によりAIGに提示されます。AIGはLIBORに基づく金利カーブを用いて割引率を引き

出しています。

この種のCDSは、第三者信用リスクをある当事者から別の当事者に移転することを可能とするデリバティブ

契約です。CDSの買手は売手に前払および／または年間プレミアムを支払います。売手の支払債務は、特定の参

照証券に係る信用事象の発生により誘発され、当該参照証券に係る損失により決定されます。このため年間お

よび／または前払プレミアムの金額の現在価値は、特定の参照当事者が参照債務を履行できない可能性に関

する市場予測である、市場で観測可能な不履行リスクの主要指標(「CDSスプレッド」)を反映しています。

このアプローチは、デリバティブ取引の将来の潜在的動向または評価インプットの将来の潜在的変動のす

べてを明示的に考慮するものではありませんが、AIGは、このアプローチは、不履行リスクによる影響を踏まえ

た、資産および負債の公正価値の合理的見積りを提供するものと考えています。

同一または類似した商品の観測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、類似商品の現物債券の

スプレッドまたはその他の観測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、観測可能なインプットを最大限に使用し観測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

タは通常はディーラー市場から入手します。
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AIGは、売戻し(買戻し)条件付購入(売却)証券により生じる債権(債務)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、割引キャッ

シュ・フロー分析および／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(私募等)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。

 

メイデン・レーンⅡおよびメイデン・レーンⅢ

MLⅡおよびMLⅢは、当初はそれぞれの取引価格10億ドルおよび50億ドルで評価および計上されました。その

後、メイデン・レーン持分は、メイデン・レーン資産の予想将来キャッシュ・フロー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。AIGはモデルを用いて算出される市場割引率を当該持分に対し

て適用しています。当該割引率は、各事業体の資本構成に対する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測可能な情報を用いてその妥当性を確認しておりま

す。

使用した公正価値手法では、メイデン・レーン持分における基礎となる担保は予測可能な将来において保

有され続け、キャッシュ・フローを発生させるものと仮定しており、メイデン・レーン持分の基礎となる資産

の清算は仮定していません。当該投資の公正価値の算定にその他の手法または仮定を用いた場合には、報告金

額とは大幅に異なる金額が算出される可能性があります。

AIGによるMLⅡへの投資の公正価値に対する調整額は、AIGの米国内生命保険事業会社に関しては連結損益

計算書の正味投資利益に計上されています。AIGによるMLⅢへの投資の公正価値に対する調整額は、連結損益

計算書の正味投資利益に計上されており、2009年度第２四半期より、AIG子会社への貢献を反映して、その他の

非中核事業の業績に含まれるようになりました。2009年度第２四半期より前には、当該金額はその他の親会社

の業績に含まれていました。AIGによるメイデン・レーン持分への投資は連結貸借対照表の売買目的債券、公

正価値に含まれています。

 

活発な市場で取引されている持分証券－売買目的および売却可能

AIGは公正価値を測定する際に、観測可能なインプットを最大限に使用し観測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持分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。
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直接的プライベート・エクイティ投資－その他の投資資産

AIGは、直接的プライベート・エクイティ投資を含む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、資本市場における持分証券

の発行ならびに／もしくは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持分証券の評価額は、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。

 

ヘッジ・ファンド、プライベート・エクイティ・ファンドおよびその他の投資パートナーシップ－その他の

投資資産

AIGは、一部のヘッジ・ファンド、プライベート・エクイティ・ファンドおよびその他の投資パートナー

シップ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、

通常は当該投資のジェネラル・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、観測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持分証券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、店頭取

引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取引デリバティブに

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測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。これらの手法は、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でいます。

 

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

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CDS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取引デリ

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。
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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

でないことから観測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

市況および観測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

手法を調整し、手法の仮定を定期的に見直すようにしてきました。

規制上の自己資本に係るポートフォリオ：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、観測可能な市場取引

を考慮して見積っています。最も観測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。AIGFPはポー

トフォリオの予想満期の再評価を継続しています。2009年12月31日現在、AIGは、ポートフォリオの加重平均予

想満期を1.35年と見積りました。取引相手による解約においてAIGFPが支払いを求められたことはありませ

ん。AIGFPの取引相手である金融機関にとっての当該取引による規制上の便益は、2007年度末まで存在した

バーゼル銀行監督委員会による自己資本比率規制(「バーゼルⅠ」)の条件から引出されているものがほとん

どであり、バーゼルⅠは、バーゼル銀行監督委員会による「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」)に置替えられつつあります。取引相手である金融機関は、２年間の適用期間

が終了する2009年12月31日までにバーゼルⅠからバーゼルⅡへ移行する予定で、少数の例外を除き、移行後は

当該CDS取引による規制上の便益はほとんどないもの、もしくは追加的な便益は生じないものと予想されてい

ました。バーゼル委員会は2009年度末以降もバーゼルⅠの資本フロアを維持することに合意した旨を最近発

表していますが、欧州中央銀行の各地区においてこの延長がどのように実施されるかは現時点では不明です。

一部の取引相手が、当該取引による規制上の自己資本に係る便益を引き続き享受することになった場合、当該

取引相手による解約オプションの行使は予想期間において発生しない可能性があります。規制上の自己資本

に係るCDS取引の公正価値の評価において、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。詳細については注記11をご参照ください。

マルチセクターCDOポートフォリオ：AIGFPは、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、現在でも幅広く利用されてい

ます。
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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。2009年12月31

日現在、CDO担保管理者は原証券の62.8％について市場価格を提供しており、評価に使用されています。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。
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社債／ローン担保証券(「CLO」)ポートフォリオ：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、従来は、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した。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した。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した。2009年度第３四半期において、AIGFPは投

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・スワップの評価手法を強化し

ました。この新手法では、第三者価格とより密接に適合する結果を生み出す数学的モデルが使用されていま

す。当該手法は他の市場参加者にも広く利用されており、ポートフォリオ中の各銘柄の現在の市場クレジット

・スプレッドを、市場取引のある関連する信用指標を持つ同等のトランシェの現在の市場価格により暗示さ

れる基本相関とともに、インプットとして使用しています。企業裁定取引の想定元本合計の２％に相当する２

件の取引については、その特殊性から、第三者相場を用いて評価しています。

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。

 

売建証券および売建直物商品

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。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。
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その他の長期債務

公正価値による会計処理が選択されている場合、非仕組み債の公正価値は、通常は、取引所またはディー

ラー市場からの市場価格を適宜用いて、もしくは満期に応じた適切な割引率で期待キャッシュ・フローを現

在価値に割り引いて算定されます。割引率は、AIGの不履行リスクを算定するための観測可能なCDS市場スプ

レッドを使用して算定される黙示的な率に基づいています。当該投資は、ほとんどすべてのインプットが容易

に観測可能であるため、通常は公正価値の階層のレベル２に分類されます。AIGは、仕組み債(パフォーマンス

が仕組み金利、物価上昇率または為替リスクに連動している場合)および複合金融商品(パフォーマンスが金

利、物価上昇率または為替リスク以外のリスクに連動)の公正価値を、組み込まれているリスク・プロフィー

ルの性質を鑑み、適切なデリバティブ評価手法(上記のとおり)を用いて算定しています。当該投資は、モデル

への重要なインプットの観測可能性により、レベル２またはレベル３に分類されます。また、非仕組み債およ

び仕組み債の両方の評価において、AIGの観測可能なクレジット・スプレッドに基づいたAIGの信用度を反映

させるための調整が行われます。
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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)

合計

2009年12月31日現在       

資産：       

売却可能債券：       

米国債および米国保証事業体債 $146 $5,077 $― $― $― $5,223

州債、地方自治体債および地方公共団
体債

219 53,270 613 ― ― 54,102

外国政府債 312 64,519 753 ― ― 65,584

社債 10 187,3374,768 ― ― 192,115

住 宅 用 不 動 産 ロ ー ン 担 保 証 券
(「RMBS」)

― 21,6236,654 ― ― 28,277

商 業 用 不 動 産 ロ ー ン 担 保 証 券
(「CMBS」)

― 8,336 4,934 ― ― 13,270

債務担保証券/資産担保証券
(「CDO/ABS」)

― 2,167 4,724 ― ― 6,891

売却可能債券合計 687 342,32922,446 ― ― 365,462

売買目的債券：       

米国債および米国保証事業体債 394 6,317 16 ― ― 6,727

州債、地方自治体債および地方公共団
体債

― 371 ― ― ― 371

外国政府債 2 1,363 56 ― ― 1,421

社債 ― 5,205 121 ― ― 5,326

RMBS ― 3,671 4 ― ― 3,675

CMBS ― 2,152 325 ― ― 2,477

CDO/ABS ― 4,381 6,865 ― ― 11,246

売買目的債券合計 396 23,4607,387 ― ― 31,243

貸付有価証券に係る投資現金担保：(c)       

社債 ― ― 23 ― ― 23

RMBS ― 47 ― ― ― 47

CMBS ― 14 5 ― ― 19

貸付有価証券に係る投資現金担保合計 ― 61 28 ― ― 89
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(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)

合計

売却可能持分証券：       

普通株式 7,254 9 35 ― ― 7,298

優先株式 ― 760 54 ― ― 814

ミューチュアル・ファンド 1,348 56 6 ― ― 1,410

売却可能持分証券合計 8,602 825 95 ― ― 9,522

売買目的持分証券：       

普通株式 1,254 104 1 ― ― 1,359

ミューチュアル・ファンド 6,460 492 7 ― ― 6,959

売買目的持分証券合計 7,714 596 8 ― ― 8,318

モーゲージおよびその他の貸付債権 ― 119 ― ― ― 119

その他の投資資産(d) 3,322 8,656 6,910 ― ― 18,888

スワップ、オプションおよび先渡取引に
係る未実現利益

123 32,6171,761(19,054)(6,317)9,130

売戻し条件付購入証券 ― 2,154 ― ― ― 2,154

短期投資 1,89822,077 ― ― ― 23,975

分離勘定資産 56,1651,984 1 ― ― 58,150

その他の資産 ― 18 270 ― ― 288

合計 $78,907$434,896$38,906$(19,054)$(6,317)$527,338

負債：       

保険契約預り金 $― $― $5,214 $― $― $5,214

買戻し条件付売却証券 ― 3,221 ― ― ― 3,221

売建証券および売建直物商品 159 871 ― ― ― 1,030

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)

8 24,7897,826(19,054)(8,166)5,403

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

― 15 ― ― ― 15

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

― 2,742 ― ― ― 2,742

その他の長期債務 ― 12,314 881 ― ― 13,195

合計 $167$43,952$13,921$(19,054)$(8,166)$30,820
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(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)

合計

2008年12月31日現在       

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) ― 2,967 435 ― ― 3,402

売却可能普通株式および優先株式 7,282 1,415 111 ― ― 8,808

売買目的普通株式および優先株式 6,611 60 3 ― ― 6,674

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) 6,441 7,24811,168 ― ― 24,857

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$499,019$42,115$(74,217)$(7,096)$532,722

負債：       

保険契約預り金 $― $― $5,458 $― $― $5,458

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 1,124 1,569 ― ― ― 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

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

― 6,802 ― ― ― 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) 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。連結貸借対照表の満期固定証券に計上されているデリバティブ取引の差入

担保証券額、および連結貸借対照表に計上されていない担保受取額は、2009年12月31日現在それぞれ16億ドルおよび2.89

億ドルであり、2008年12月31日現在それぞれ42億ドルおよび16億ドルでした。

(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2009年および2008年12月31日現在それぞれ1.88

億ドルおよび4.42億ドルの公正価値に近似しています。
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(d) 2009年および2008年12月31日現在、レベル３として計上されている資産合計の公正価値のそれぞれ約６％および15％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・ファンズ投資に

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、2009年12月31日現在ではレベル３の金額の71.1％または16

億ドルに相当しており、2008年12月31日現在ではレベル３の金額の27.6％または17億ドルに相当しています。2009年12月

31日現在のこれらの投資に対するAIGの所有割合は、売却目的事業の資産への一部投資の組替により増加しています。

(e) 2009年および2008年12月31日現在、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

トフォリオに係るそれぞれ48億ドルおよび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。

 

経常的な公正価値測定のレベル３の増減

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2009年度および2008年度におけ

る増減、ならびに2009年および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2009年度および2008年度において連結損益計算書に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

振替(c)
非継続事
業の活動

売却目的
事業の
資産への
組替

期末残高

期末現在
保有され
ている商
品に係る
未実現利
益(損失)
の変動

2009年12月31日現在          

資産：          

売却可能債券：          

米国債および米国
保証事業体債

$2 $― $(2) $― $― $― $― $― $―

州債、地方自治体債
および地方公共団
体債

861 (12) (55) 97 (278) ― ― 613 ―

外国政府債 601 3 36 125 (12) ― ― 753 ―

社債 5,872 (33)1,121(1,122)(1,065)1 (6)4,768 ―

RMBS 6,108(1,125)1,491(468)648 ― ― 6,654 ―

CMBS 1,663(192)503 (359)3,319 ― ― 4,934 ―

CDO/ABS 3,284(656)1,850(367)628 18 (33)4,724 ―

売却可能債券合計 18,391(2,015)4,944(2,094)3,240 19 (39)22,446 ―
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 (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

振替(c)
非継続事
業の活動

売却目的
事業の
資産への
組替

期末残高

期末現在
保有され
ている商
品に係る
未実現利
益(損失)
の変動

売買目的債券：          

米国債および米国
保証事業体債

17 (2) ― 1 ― ― ― 16 (1)

外国政府債 ― ― ― 1 55 ― ― 56 ―

社債 261 15 ― (115) 8 16 (64) 121 37

RMBS 8 (3) ― (1) ― ― ― 4 15

CMBS 45 (76) ― 57 299 ― ― 325 17

CDO/ABS 6,656 850 ― (641) ― ― ― 6,8651,844

売買目的債券合計 6,987 784 ― (698)362 16 (64)7,3871,912

貸付有価証券に係る
投資現金担保：

         

社債 231 ― 5 (308) 95 ― ― 23 ―

RMBS 48 ― 5 (27) (26) ― ― ― ―

CMBS ― ― ― ― 5 ― ― 5 ―

CDO/ABS 156 ― (24)(132) ― ― ― ― ―

貸付有価証券に係る
投資現金担保合計

435 ― (14)(467) 74 ― ― 28 ―

売却可能持分証券：          

普通株式 55 (24) 7 5 (8) ― ― 35 ―

優先株式 54 (11) 6 1 4 ― ― 54 ―

ミューチュアル・
ファンド

2 ― 4 ― ― ― ― 6 ―

売却可能持分証券合
計

111 (35) 17 6 (4) ― ― 95 ―

売買目的持分証券：          

普通株式 1 ― ― ― ― ― ― 1 ―

ミューチュアル・
ファンド

2 (3) ― (3) 11 ― ― 7 (2)

売買目的持分証券合
計

3 (3) ― (3) 11 ― ― 8 (2)
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 (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

振替(c)
非継続事
業の活動

売却目的
事業の
資産への
組替

期末残高

期末現在
保有され
ている商
品に係る
未実現利
益(損失)
の変動

その他の投資資産 11,168(2,115)(1,480)771 142 ― (1,576)6,910(1,737)

短期投資 ― ― ― 38 (38) ― ― ― ―

その他の資産 325 (23) ― (32) ― ― ― 270 (23)

分離勘定資産 830 ― ― ― ― 94 (923) 1 ―

合計 $38,250$(3,407)$3,467$(2,479)$3,787$129$(2,602)$37,145$150

負債：          

保険契約預り金 $(5,458)$1,018$(329)$(445)$― $― $― $(5,214)$(631)

買戻し条件付売却証
券

(85) 4 ― 81 ― ― ― ― ―

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

(10,570)1,631 (3)3,460(583) ― ― (6,065)5,212

その他の長期債務 (1,147)(3) ― 186 83 ― ― (881) 82

合計 $(17,260)$2,650$(332)$3,282$(500)$― $―$(12,160)$4,663

2008年12月31日現在          

資産：          

売却可能債券 $19,071$(5,848)$(685)$825$5,138$(110)$― $18,391$―

売買目的債券 4,563(3,889)5 6,253 56 (1) ― 6,987(2,452)

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
の他の貸付債券

― (4) ― ― 4 ― ― ― ―

その他の投資資産 10,373112 (382)1,042 23 ― ― 11,168991

その他の資産 141 12 ― 172 ― ― ― 325 12

分離勘定資産 1,003 ― ― (1) ― (172) ― 830 ―

合計 $46,893$(16,309)$549$(3,639)$11,039$(283)$― $38,250$(1,450)
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 (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

振替(c)
非継続事
業の活動

売却目的
事業の
資産への
組替

期末残高

期末現在
保有され
ている商
品に係る
未実現利
益(損失)
の変動

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)(26,823)(19)27,956 26 ― ― (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 $(19,681)$(27,096)$(14)$28,891$640 $― $―$(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。

(b) 上記のレベル３項目に関連する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

売却可能債券 ・正味実現キャピタル・ゲイン(ロス)

売買目的債券 ・正味投資利益

 ・その他の収益

その他の投資資産 ・正味実現キャピタル・ゲイン(ロス)

 ・その他の収益

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)

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

・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益(損)

 ・正味実現キャピタル・ゲイン(ロス)

 ・その他の収益

 

(c) 振替の内訳は、レベル３の資産および負債への振替総額104億ドルとレベル３の資産および負債からの振替総額61億です。

レベル３の資産および負債への振替も、レベル３の資産および負債からの振替も、公正価値算定日と一致する各報告期間

の期末日現在の公正価値で計上するのがAIGの方針です。このため、上記表に示されている損益計上された正味実現および

未実現利益(損失)またはその他の包括利益には、当期中にレベル３へ振替えられた資産および負債に関連する正味損失

9,400万ドルは含まれておらず、当期中にレベル３から振替えられた資産および負債に関連する正味利益2.29億ドルが含

まれています。
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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、観測可能および観測不能なインプッ

トの両方が使用される場合があります。このため、2009年および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、観測可能なインプット(市場金利の変動等)および観測不能なインプット(観測不能な

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。

重要なインプットについて市場で観測可能なデータによる裏付けが可能でない場合には、資産および負債

をレベル３へ振替えるのがAIGの方針です。これは、市場活動が著しく減少し基礎となるインプットに対する

透明性が見られない、最新の価格が入手できない、および市場参加者によって相場価格が相当程度異なると

いった状況を含むこともあります。

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、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。

2009年12月31日に終了した事業年度において、AIGは、一部のABS、CMBSおよびRMBSならびに私募社債からな

る約96億ドルの資産をレベル３へ振替えました。レベル３への振替の大部分はABS、RMBSおよびCMBSに対する

投資に関連するもので、当該証券に係る市場の透明性が低下し、信用度が低下したことが要因です。私募社債

に係るレベル３への振替は、主に、AIGが第三者によるマトリックス価格算定情報に下方修正を加えたことが

要因で、これは、マトリックスに包含されていないとAIGが考えた当該証券に関連する追加的なリスク・プレ

ミアムをより反映させるためでした。

重要なインプットが市場で観測可能なデータで裏付け可能となる等の状況の変化があれば、資産はレベル

３から振替えられます。これには、当該資産の市場活動が大幅に増加する、特定の事象が発生する、１つ以上の

重要なインプットが観測可能となる、もしくは評価における重要性の高い長期金利が短期となり観測可能と

なるといった要因が考えられます。2009年12月31日に終了した事業年度において、AIGは、約58億ドルの資産を

レベル３から振替えました。レベル３からのこれら振替は、主に一部のABSおよびRMBSに対する投資ならびに

私募社債に対する投資に関連するものです。ABSおよびRMBS投資に係るレベル３からの振替は、従来は内部調

整価格が利用されていた証券について、市場活動を反映する評価サービス提供会社による価格の利用が増加

したことが主な要因です。私募社債に係るレベル３からの振替は、特定証券の特性または現在の市場の流動性

に関するAIG独自の仮定に基づいた調整を必要とせずに当該証券の公正価値を適切に反映する観測可能な価

格決定情報もしくは第三者価格決定相場の利用が増加したことが主な要因です。

2009年12月31日に終了した事業年度において、AIGは、デリバティブおよび一部の支払手形に関連する約

8.164億ドルの負債をレベル３へ振替えました。レベル３の負債からの振替は合計3.160億ドルであり、その大

部分は証券化ビークルとの金利およびクロス・カレンシー・スワップに係るキャッシュ・フロー変動性の認

識が要因でした。その他の振替は、レベル３への振替およびレベル３からの振替とも、市場変数の変動が要因

となっています。
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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。

 

１株当たり純資産価額を用いて公正価値で計上される特定の事業体に対する投資

以下の表は、１株当たり純資産価額(またはそれに相当する数値)を算出しているプライベート・エクイ

ティ・ファンド、ヘッジ・ファンドおよびその他の代替投資を含むその他の投資資産の一部に対するAIGの投

資に関連する情報を含みます。2009年12月31日現在、経常的または非経常的に公正価値で測定されるこれら投

資に関し、AIGは１株当たり純資産価額を便宜上の公正価値として利用しています。

 

(単位：百万ドル)

2009年12月31日現在投資カテゴリーは以下を含みます
純資産価額を用

いた公正価値

未実行の

コミットメント

投資カテゴリー    

プライベート・エク
イティ・ファンド：

   

レバレッジド・バ
イアウト

通常は財務レバレッジを利用して成熟企業の資産を現株主から取得す
る取引の一部として行われる債務および／または持分投資。

$3,166 $1,553

米国外
主にアジアおよび欧州をベースとしたバイアウト、増資、特殊状況、好
転、ベンチャー・キャピタル、メザニンならびに不良機会戦略に焦点を
合わせた投資。

543 103

ベンチャー・キャ
ピタル

新規株式公開または企業売却といった事象の最終的な実現を通じて利
益を生むことが期待される初期段階の、潜在能力の高い、成長企業。

427 48

ファンド・オブ・
ファンズ

様々な戦略を有する他のファンドに投資するファンド。 616 40

ディストレスト
既に債務不履行、破産保護または経営難の状況にある企業または政府事
業体の証券。

238 91

その他 不動産、エネルギー、多面的戦略、メザニン、および産業別戦略。 223 117

プライベート・エク
イティ・ファンド合
計

 5,213 1,952

ヘッジ・ファンド：    

イベント・ドリブ
ン

合併、買収およびその他の再編成を含む重要な構造的変化が生じている
企業の証券。

1,373 ―

ロング－ショート
市場リスクをヘッジするための対応する売建ポジションとともに過小
評価されているとマネージャーが考えている証券。

825 ―

ファンド・オブ・
ファンズ

様々な戦略を有する他のファンドに投資するファンド。 304 ―

レラティブ・バ
リュー

密接に関連した市場における買建および売建ポジションの同時保有。 286 ―

ディストレスト
既に債務不履行、破産保護または経営難の状況にある企業または政府事
業体の証券。

272 ―

その他 米国外企業、先物および商品、ならびに多面的戦略および産業別戦略。 394 ―

ヘッジ・ファンド合
計

 3,454 ―

グローバル不動産
ファンド

米国内および米国外の商業用不動産。 929 64

合計  $9,596＊ $2,016

 

＊  売却目的として分類される事業体の投資約11億ドルを含みます。
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上記プライベート・エクイティ・ファンド投資はファンドの期間中には償還できず、予想残存期間が10年

に達するものもあります。上記合計のうち25％は、予想残存期間が３年未満で、29％は３年から７年、46％は７

年から10年です。予想期間は法律上の満期に基づいており、ジェネラル・マネージャーの判断で通常は１年単

位で延長が可能です。

上記ヘッジ・ファンド投資には、毎月償還可能なもの(16％)と、四半期ごと(42％)、半年ごと(７％)および

毎年(35％)償還が可能なものがあり、償還通知期間は１日から180日となっています。90％超が90日以下の償

還通知期間を定めています。ヘッジ・ファンド投資の価額の約８％に相当する投資が、事前に設定された期間

内の償還を認めない制限が設けられているため償還不能です。これらの制限は2011年12月31日までには解除

されます。ヘッジ・ファンド合計価額の50％に相当するファンドにおいて、ジェネラル・マネージャーが流動

性なしとみなしている投資が最低一つ保有されています。投資家を公平に扱い、後発的な購入および償還の申

込みに応じるため、ジェネラル・マネージャーは、流動性を欠いたこれらの資産を、当該資産の流動性が復活

するまで残りのファンドから隔離しています。

上記グローバル不動産ファンド投資はファンドの期間中には償還できず、予想残存期間が10年に達するも

のもあります。これらファンドのうち14％は、予想残存期間が３年未満で、47％は３年から７年、39％は７年か

ら10年です。予想期間は法律上の満期に基づいており、ジェネラル・マネージャーの判断で通常は１年単位で

延長が可能です。

 

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、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(主にオペレーティング・リース中)、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

の評価手法に記載されているその他の投資資産に係る方法を用いて測定します。

・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。
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・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、損益アプローチにより、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、類似資産の観測可能な取引を参考に、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、年に１回、もしく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

じた際にはそれより頻繁に、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、同業他社における市場に基づく収益率、割引予想将来キャッシュ・フロー、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当該報告単位の公正価値の指標(入手可能な場

合)を含む手法を使用して、減損の金額を算定します。

・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、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。

・売却目的金融債権:　

・売却目的としてオリジネーション－　AIGは、売却目的としてオリジネーションされた金融債権の公正価値

を、現在の投資家の利回り要求、先売りコミットメント残高、または見込み購入者(いる場合)との交渉と

いった入手可能な市場指標を参照して算定しています。

・投資目的としてオリジネーション－　AIGは、投資目的としてオリジネーションされた金融債権の公正価値

を、見込み購入者(いる場合)との交渉に基づいて、または類似の金融債権に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予測キャッユ・フローを用いて算定しています。キャッシュ・フローは契約

上の支払条件に基づき予測され、不履行ならびに期限前償還および信用関連損失の見積りについて調整さ

れます。

・売却目的事業:　事業が売却目的として適格であるとAIGが判断し、AIGの帳簿価額が売却費用控除後売却価

格を上回っている場合には、AIGは差額について減損損失を計上します。

 

AIGが様々な資産クラスの減損をテストする方法に関する詳細については、注記１(d)、(e)、(f)、(h)および

(s)をご参照ください。

 

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

367/806



以下の表は、非経常的に公正価値で測定される資産で減損費用が計上されたもの、また関連する減損費用を

示しています。

 

  (単位：百万ドル)

 公正価値で測定される資産 減損費用

 非経常的 12月31日

 レベル１ レベル２ レベル３ 合計 2009年 2008年

2009年12月31日現在       

のれん $― $― $― $― $693 $4,085

所有不動産 ― ― 3,148 3,148 1,198 242

金融債権 ― ― 694 694 94 43

その他の投資 99 ― 1,005 1,104 931 253

航空機 ― ― 62 62 51 ―

その他の資産 ― 85 227 312 358 76

合計 $99 $85 $5,136$5,320$3,325$4,699

2008年12月31日現在       

所有不動産 $― $― $1,379$1,379   

金融債権 ― ― 960 960   

その他の投資 15 ― 3,109 3,124   

その他の資産 ― 29 213 242   

合計 $15 $29 $5,661$5,705   

 

2009年度に、AIGは、機関投資家向け資産運用事業における6.09億ドルを含むのれんの減損費用6.93億ドル

を認識しています。当該減損費用は、特定の連結ウェアハウジング投資の大幅な減少に関係しており、また最

近の取引活動を考慮したものです。AIGは特定の投資不動産、自己勘定の不動産およびプライベート・エクイ

ティ投資ならびにその他の長期性資産に関連する減損費用も認識しています。

経営陣は、AIGの不動産投資の帳簿価額が減損している可能性を示唆する兆候があるか否かについて継続的

に評価しており、当該兆候には不動産業績の低下、一般市況および資産計画または戦略の変更が含まれます

が、これらには限定されません。2009年度において国内市況の悪化に伴う資本化率、割引率および空室の増加

が見られたことも、評価額減少および不動産減損費用の要因となっています。
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AIGはのれんの減損費用41億ドルを2008年度に認識しており、これは主に損害保険、米国内生命保険および

リタイヤメント・サービス、消費者金融ならびにキャピタル・マーケット事業に関連しています。残りの減損

費用は一部の投資不動産およびその他の長期性資産に関連しており、その他の収益に含まれています。上記表

に開示されている公正価値は取引費用控除前の金額です。連結貸借対照表の計上額は取引費用控除後の金額

です。

 

公正価値オプション

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について、

AIGは公正価値での測定を選択することができます。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。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。
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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2009年度および2008年度に計上され

た利益および損失を示しています。

 
 
 (単位：百万ドル)

 
利益(損失)

12月31日に終了した事業年度

 2009年 2008年

資産：   

モーゲージおよびその他の貸付債権 $(6) $(82)

売買目的証券 4,272 (8,663)

売買目的－メイデン・レーン持分 394 (1,116)

売戻し条件付購入証券 (8) 400

その他の投資資産 (32) (39)

短期投資 ― 68

その他の資産 ― 1

負債：   

保険契約預り金(a) (1,013) 1,314

買戻し条件付売却証券 (73) (125)

売建証券および売建直物商品 (148) (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 (3) 198

債務 2,447 (4,041)

その他の負債 (170) 1,210

利益(損失)合計(b) $5,660 $(11,051)

 

(a) 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３四半期にヘッジ・プログラム

が完全実施されたことで、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。2009年度第３四半期において、AIGは事業再編および売却計画に関連してこれらヘッジの一部を解消しました。当該

事業に特有の市場リスクの大部分は、2009年12月31日現在、依然として経済的にヘッジされています。

(b) 上記表には、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、2009年および2008年12月31日に終了した事業年度における利益72億ドルおよび損失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、2009年および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益14億ドルおよび評価損286億

ドルがそれぞれ含まれています。
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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。

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測可能な影

響額に帰属する200万ドルの損失および8,400万ドルの利益を2009年度および2008年度においてそれぞれ認識

しています。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

測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。

 

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)

 2009年12月31日現在 2008年12月31日現在

 公正価値 元本残高 差異 公正価値 元本残高 差異

資産：       

モーゲージおよびその他の貸付債権 $119 $253 $(134)$131 $244 $(113)

負債：       

長期債務 $11,308$10,111$1,197$21,285$16,827$4,458

 

2009年および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に重要性はありません。
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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

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(保険契約およびリース契約を除く)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：　貸倒引当金控除後の正味金融債権の公正価値は、類似の金融債権に貸借対照表日現在適用され

ている加重平均利率で現在価値に割り引いた予測キャッシュ・フローに基づき(金融債権のカテゴリー別

に算定)、開示目的のために、見積られています。キャッシュ・フローは契約上の支払条件に基づき予測さ

れ、不履行ならびに損失の見積りについて調整されます。見積公正価値は基礎となる顧客関係または関連す

る販売システムを反映していません。

・貸付有価証券に係る現金担保返済義務：　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。

・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

パーおよびその他の短期債務：　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、市場気配値が入手可能かつ適切な場合には市場気配値を参照し

て、また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係るAIGの現在の市場で

観測可能な黙示的信用スプレッド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、算定されています。
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以下の表は、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)

 2009年12月31日現在 2008年12月31日現在

 帳簿価額 公正価値  帳簿価額 公正価値

資産：      

満期固定証券 $396,982$396,982 $404,134$404,134

持分証券 17,840 17,840 15,482 15,482

モーゲージおよびその他の貸付債権 27,461 25,957 34,687 35,056

金融債権、貸倒引当金控除後 20,327 18,974 30,949 28,731

その他の投資資産＊ 43,737 42,474 56,042 57,755

売戻し条件付購入証券 2,154 2,154 3,960 3,960

短期投資 47,075 47,075 46,666 46,666

現金預金 4,400 4,400 8,642 8,642

スワップ、オプションおよび先渡取引に係る
未実現利益

9,130 9,130 13,773 13,773

負債：      

投資型契約に関連する保険契約預り金 168,846175,612 179,478176,783

買戻し条件付売却証券 3,505 3,505 5,262 5,262

売建証券および売建直物商品 1,030 1,030 2,693 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

5,403 5,403 6,238 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

1,385 1,385 4,498 4,469

コマーシャル・ペーパーおよびその他の短期
債務

― ―  613 613

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

4,739 4,739 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

23,435 23,390 40,431 40,708

その他の長期債務 113,298 94,458 137,054101,467

貸付有価証券に係る現金担保返済義務 256 256 2,879 2,879

 

＊  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。

 

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

373/806



６　投資

(a) 売却可能証券

以下の表はAIGの売却可能証券の償却原価または取得原価および公正価値を示しています。

 

(単位：百万ドル)

 
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

その他の包
括損失累計
額に認識さ
れている一
時的でない
減損(a)

2009年12月31日現在      

売却可能債券：      

米国債および米国保証事業体債 $5,098 $174 $(49) $5,223 $―

州債、地方自治体債および地方公共団体債 52,3242,163 (385) 54,102 ―

外国政府債 63,0803,153 (649) 65,584 (1)

社債 185,18810,826(3,876)(c)192,138 119

モーゲージ証券、資産担保証券および担保付証
券：

     

RMBS 32,173 991 (4,840)28,324(2,121)

CMBS 18,717 195 (5,623)13,289 (739)

CDO/ABS 7,911 284 (1,304) 6,891 (63)

売却可能債券合計(d) 364,49117,786(16,726)365,551(2,805)

売却可能持分証券：      

普通株式 4,460 2,913 (75) 7,298 ―

優先株式 740 94 (20) 814 ―

ミューチュアル・ファンド 1,264 182 (36) 1,410 ―

売却可能持分証券合計 6,464 3,189 (131) 9,522 ―

合計 $370,955$20,975$(16,857)$375,073$(2,805)
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(単位：百万ドル)

 
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

2008年12月31日現在     

売却可能債券：     

米国債および米国保証事業体債 $4,433 $331 $(59)$4,705

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

外国政府債 62,1766,560(1,199)67,537

社債 194,4814,661(13,523)(c)185,619

モーゲージ証券、資産担保証券および担保付証
券：

    

RMBS 32,092 645 (2,985)29,752

CMBS 14,205 126 (3,105)11,226

CDO/ABS 6,741 233 (843) 6,131

AIGFP(b) 217 ― ― 217

売却可能債券合計(d) 377,06313,706(24,325)366,444

売却可能持分証券：     

普通株式 5,545 1,035 (512) 6,068

優先株式 1,349 33 (138) 1,244

ミューチュアル・ファンド 1,487 78 (69) 1,496

売却可能持分証券合計 8,381 1,146 (719) 8,808

合計 $385,444$14,852$(25,044)$375,252

 

(a) 2009年４月１日より損益計上されなくなった、その他の包括損失累計額に認識されている一時的でない減損損失の金額を

示しています。当該金額は、減損した証券の減損測定日より後に発生した価額の変動に関連した未実現利益および損失を

含んでいます。

(b) 当該金額は、AIGFPが公正価値オプションを選択していない証券を反映しています。2009年12月31日現在、償却原価合計

3.29億ドルおよび公正価値合計3.75億ドルのAIGFPの証券がCDO／ABSに含まれています。過去の金額は修正されていませ

ん。

(c) 2009年および2008年12月31日現在の総未実現損失合計のそれぞれ約43％および57％が金融機関に関係しています。

(d) 2009年および2008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売却可能債券はそれぞれ

合計245億ドルおよび194億ドルでした。2009年および2008年12月31日現在、連結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それぞれ1.88億ドルおよび4.42億ドルを含んでいます。
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売却可能証券に係る未実現損失

以下の表は、AIGの売却可能証券に係る公正価値および総未実現損失の概要であり、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

 公正価値 総未実現損失  公正価値 総未実現損失  公正価値 総未実現損失

2009年12月31日現在         

売却可能債券：         

米国債および米国保
証事業体債

$1,414 $35 $105 $14 $1,519 $49

州債、地方自治体債お
よび地方公共団体債

5,405 132 3,349 253 8,754 385

外国政府債 7,842 239 3,286 410 11,128 649

社債 24,696 1,386 22,139 2,490 46,835 3,876

RMBS 7,135 3,051 6,352 1,789 13,487 4,840

CMBS 5,013 3,927 4,528 1,696 9,541 5,623

CDO/ABS 2,809 1,119 1,693 185 4,502 1,304

売却可能債券合計 54,314 9,889 41,452 6,837 95,76616,726

売却可能持分証券：         

普通株式 933 75 ― ―  933 75

優先株式 172 20 ― ―  172 20

ミューチュアル・
ファンド

333 36 ― ―  333 36

売却可能持分証券合計 1,438 131 ― ―  1,438 131

合計 $55,752$10,020 $41,452$6,837 $97,204$16,857
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     (単位：百万ドル)

 12ヵ月以内  12ヵ月超  合計

 公正価値 総未実現損失  公正価値 総未実現損失  公正価値 総未実現損失

2008年12月31日現在         

売却可能債券：         

米国債および米国保
証事業体債

$629 $35 $616 $24 $1,245 $59

州債、地方自治体債お
よび地方公共団体債

5,416 2,310 2,111 301 7,527 2,611

外国政府債 26,914 309 4,812 890 31,726 1,199

社債 79,942 7,979 29,570 5,544 109,51213,523

RMBS 7,928 1,790 4,745 1,195 12,673 2,985

CMBS 3,947 1,362 3,537 1,743 7,484 3,105

CDO/ABS 3,389 546 927 297 4,316 843

売却可能債券合計 128,16514,331 46,318 9,994 174,48324,325

売却可能持分証券：         

普通株式 1,951 512 ― ―  1,951 512

優先株式 747 138 ― ―  747 138

ミューチュアル・
ファンド

332 69 ― ―  332 69

売却可能持分証券合計 3,030 719 ― ―  3,030 719

合計 $131,195$15,050 $46,318$9,994 $177,513$25,044

 

2009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満期固定証券および持分証券をそれ

ぞれ13,188および854保有しており、このうち6,004の個別の証券は、12ヵ月超継続して未実現損失の状態と

なっていました。

AIGは、2009年12月31日現在のこれら満期固定証券に係る未実現損失を損益計上していません。経営陣に

は当該証券を売却する意思はなく、また償却原価を回復する前に当該証券の売却を求められる可能性は

50％より低いと考えているためです。さらに、経営陣は、当該証券が償却原価の全額を回復するものと考え

ています。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回復期間を検

討しました。また、より著しく下落している満期固定証券については、経営陣は各証券ごとにファンダメン

タル信用分析を実施しており、これにより信用強化、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。
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契約上の満期

以下の表は、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。

 

  (単位：百万ドル)

  売却可能満期固定証券合計 損失状態にある満期固定証券

2009年12月31日現在  償却原価 公正価値 償却原価 公正価値

１年以内  $14,712 $14,962 $2,811 $2,726

１年超５年以内  83,419 86,297 16,806 15,421

５年超10年以内  98,051 102,125 21,866 20,342

10年超  109,508 113,663 31,717 29,752

モーゲージ証券、資産担保証券および担保
付証券

 58,801 48,504 39,292 27,525

合計  $364,491$365,551$112,492$95,766

 

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。
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(b) 正味投資利益

以下の表は正味投資利益の内訳を示しています。

 

(単位：百万ドル)

12月31日に終了した事業年度 2009年 2008年 2007年

満期固定証券(短期投資を含む) $18,793 $21,472 $21,496

メイデン・レーン持分 394 (1,116) ―

持分証券 397 408 440

モーゲージおよびその他の貸付債権に係る利息 574 622 650

パートナーシップ (35) (2,152) 3,415

ミューチュアル・ファンド 440 (962) 521

売買目的勘定利益(損失) 33 (725) (150)

不動産 1,229 1,226 1,126

その他の投資 457 629 691

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

22,282 19,402 28,189

保険契約者投資収益および売買益(損) 3,950 (6,984) 2,903

投資収益合計 26,232 12,418 31,092

投資費用 993 985 1,041

正味投資利益 $25,239 $11,433 $30,051
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(c) 正味実現キャピタル・ゲイン(ロス)

以下の表は、AIGの売却可能投資に係る正味実現キャピタル・ゲイン(ロス)の内訳および未実現投資評価

益の増加(減少)について示しています。

 

(単位：百万ドル)

12月31日に終了した事業年度 2009年 2008年 2007年

満期固定証券の売却 $956 $(5,159) $(429)

持分証券の売却 390 104 917

不動産および貸付債権の売却 (10) 238 172

一時的でない減損:    

売却可能証券の一時的でない減損合計 (7,008) (48,146) (3,692)

その他の包括利益(損失)累計額に認識されてい
る売却可能満期固定証券の一時的でない減損部
分

242 ― ―

当期純利益(損失)に認識されている売却可能証券
の一時的でない減損純額

(6,766) (48,146) (3,692)

その他すべての投資の一時的でない減損 (1,013) (503) (261)

貸倒引当金 (708) ― ―

外国為替取引 (1,256) 3,166 (672)

デリバティブ商品 1,749 (3,420) 16

その他 (196) 1,015 448

合計 $(6,854) $(52,705) $(3,501)

未実現投資評価益の増加(減少)：    

満期固定証券 $30,330 $(10,896) $(5,097)

持分証券 2,446 (4,231) 2,323

その他の投資 (3,588) 316 (4,167)

売却目的事業の活動 751 845 (1,174)

未実現評価益の増加(減少) $29,939 $(13,966) $(8,115)

 

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、2009年度、2008年度および2007年度においてそれぞれ58億ドル、(81)億ドルおよび11億ドルでした。
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以下の表は、AIGの売却可能証券の売却による実現損益の総額を示しています。

 

(単位：百万ドル)

 12月31日に終了した事業年度

 2009年  2008年  2007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 $1,780 $824 $6,617$11,776 $645 $1,074

持分証券 609 219 1,199 1,095 1,116 199

合計 $2,389 $1,043 $7,816$12,871 $1,761$1,273

 

2009年12月31日に終了した事業年度において売却された売却可能証券の公正価値総額は、95億ドルで、正

味実現キャピタル・ロス10億ドルが発生しました。2009年12月31日に終了した事業年度において損失を確

定して売却された証券が継続的に取得原価または償却原価を下回って売買された平均期間は約６ヵ月間で

した。

 

投資の一時的でない減損の評価

2009年４月１日に、AIGは、満期固定証券の一時的でない減損の評価に関する新会計基準を、将来にわたっ

て適用しました。損益計上される減損費用の算定に係るAIGの方針および手順は、当該規定により大幅に変

更されました。当該新基準は、企業に満期固定証券を売却する意思がなく、また当該証券の価値が回復する

前に売却を求められる可能性が50％より低い場合に、当該証券の一時的でない減損の信用要素(信用に係る

減損)を損益に認識し、信用以外の要素をその他の包括的利益累計額に認識するよう求めています。また当

該新基準は、満期固定証券を価値が回復するまで保有する意思および能力に関して、当該証券に一時的でな

い減損が発生した時期の決定基準も変更しており、追加的開示を求めています。発生時に損益に認識される

信用に係る減損は、満期固定証券の償却原価と、経営陣の算定による回収が予想されるキャッシュ・フロー

の見積現在価値(回収可能価額)との差額です。信用に係る減損とは関係のない公正価値と償却原価との差

額は、その他の包括利益(損失)累計額の一項目として認識されます。AIGは信用に係る減損および売却意思

の結果として認識される減損の両方を「減損費用」と称しています。持分証券の減損モデルは当該新基準

による影響を受けていません。

 

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

381/806



減損方針－2009年４月１日以降

満期固定証券

満期固定証券の償却原価が回復する前にAIGに当該証券を売却する意思があるか、または売却を求められ

る可能性が50％より高い場合で、かつ当該証券の公正価値が償却原価を下回っている場合に、一時的でない

減損が発生し、償却原価はその時点での公正価値にまで評価減され、対応する費用が損益計上されます。

信用に係る減損が発生しているその他すべての満期固定証券について、償却原価は見積回収可能価額に

まで評価減され、対応する費用が損益計上されます。一時的でない信用に係る減損が計上された満期固定投

資の公正価値が回収可能価額に比して更に変動した場合には、満期固定投資の未実現評価益(損)に計上さ

れます(その他の包括利益(損失)累計額の構成要素)。

満期固定証券の償却原価が回復する前にAIGに当該証券を売却する意思があるか、または売却を求められ

る可能性が50％より高いか否かを評価する際、経営陣は関連する要素および状況を評価します。評価の対象

には、AIGの投資ポートフォリオ再構築に関する決定、キャッシュ・フロー需要を満たすための証券売却お

よび有利な価格で現金化するための証券売却が含まれますが、これらには限定されません。

AIGは、潜在的な信用に係る減損の評価において、深刻な価格の下落および当該価格下落の期間を考慮し

ています。またAIGは、価格の下落がキャッシュ・フロー・モデルに包含されていない要素を示すものであ

ると判断した場合には、特定の証券に関してモデルによるアウトプットを修正しています。

売却可能満期固定証券の為替関連以外の一時的でない減損費用が認識された後の期間において、AIGは通

常、新たな償却原価と割引きされていない予想回収可能価額との差額を、遡及的にではなく当該証券の予想

保有期間にわたって損益に対し計上しています。
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信用に係る減損

以下の表は、損益に認識されているAIG保有の売却可能満期固定証券の信用に係る減損の変動を示してい

ます(a)。

 

(単位：百万ドル)

2009年12月31日に終了した９ヵ月間   

2009年３月31日残高  $―

以下による増加：   

一時的でない減損に関する新基準の適用に関連して累積欠損金に残る信用損
失

 7,182

減損損失が発生している新規証券の信用に係る減損  623

過去に減損が発生している証券の信用に係る追加的減損  1,593

以下による減少：   

信用に係る減損が発生している証券の完全売却(事前に売却の意思または必要
がなかったもの)

 (1,223)

信用に係る減損が発生している証券(現時点で売却の意思または必要があるも
の)

 (4)

過去に信用に係る減損が発生している証券に係る償却額(b)  (225)

為替換算調整額  54

非継続事業の活動  (19)

売却目的事業の資産へ組替えられた証券の減損  (176)

その他  (2)

2009年12月31日残高  $7,803

 

(a) 満期固定の仕組み債、社債、地方自治体債およびソブリン債を含みます。

(b) 信用に係る減損が発生している証券の残存予想期間にわたって回収が期待されるキャッシュ・フローの変動により認識

される償却額および時間の経過に伴う償却額を反映しています。

 

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

383/806



仕組み満期固定証券について信用に係る減損が発生しているか否かを評価する際、AIGは、期待キャッ

シュ・フローの評価を行います。当該証券のパフォーマンスに関する特定の重大な仮定が行われます。

仕組み満期固定証券(例えばRMBS、CMBS、CDO、ABS)の将来のキャッシュ・フローの見積りにおいて、経営陣

は、原資産の過去のパフォーマンスおよび入手可能な市場情報を、証券の信用補完および支払構造の優先度

といった債券特有の仕組みと共に考慮します。また、将来のキャッシュ・フローの見積り手順には、資産ク

ラスによって異なる以下の重要なインプットが含まれますが、以下には限定されません。

・現在の不履行率

・予想デフォルト率およびデフォルトの時期

・損失の重症度および回復時期

・予想期限前償還速度

・仕組み商品の基礎となる証券の格付け

 

信用に係る減損が発生していると判断された満期固定の社債、地方自治体債およびソブリン債について、

経営陣は、公正価値以外の価額がより妥当であるまたは信頼性が高いことが入手可能な情報により示され

ない限りは、公正価値を回収可能価額と見なしています。経営陣が公正価値以外の回収可能価額を裏付ける

情報を特定する場合、回収可能価額の算定においては、発行体および証券特有のシナリオが考慮され、また

企業の事業再編結果に関する見積り、政治的およびマクロ経済的要素、発行体の安定性および財務健全性、

二次的な返済源の価値ならびに資産処分が基礎とされます。

 

持分証券

持分証券ならびにその他の原価法および持分法適用投資の減損モデルは、2009年度第２四半期における

一時的でない減損に関する新会計基準の適用による影響を受けていません。AIGは売却可能持分証券、持分

法投資および原価法投資について減損を継続的に評価しており、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。

・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という結

論を下した場合。

持分証券に一時的でない減損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、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)。
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満期固定証券の減損方針－2009年４月１日より前

2009年４月１日より前のすべての期間において、AIGは、未実現損失の状態となっているすべての売却可

能満期固定証券を価値が回復するまで保有する能力について貸借対照表日ごとに評価していました。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

していました。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額が売却により達成可能

な価額を下回るという経営陣の判断を反映していました。

この期間において、AIGは満期固定証券に係る価値および信用の一時的でない減損を評価していました。

満期固定証券に一時的でない減損が発生していると判断されれば、当該減損額は公正価値と償却原価と

の差額として算定され、全額が損益計上されていました。

 

(d) メイデン・レーン持分

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、FRBNY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MLⅡと、資産購入契約(「資産購入契約」)を締結しました。

当該資産購入契約に従い、生命保険会社は、額面価額393億ドルの住宅用不動産ローン担保証券

(「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。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、FRBNYによるMLⅡに対する貸付金の返済に劣後しています。

クレジット契約に従い、FRBNY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、FRBNY

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。MLⅡ優先貸付を全額返済し、繰延偶発購入価格のAIG固定部分に係る発生済分配金を全額支

払った後に、残りのすべてのMLⅡによる受領額は、６分の５がFRBNYに偶発利息として支払われ、６分の１が

生命保険会社に繰延偶発購入価格の残余部分として支払われます。FRBNYがMLⅡ優先貸付における持分を保

有している限りは、FRBNY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、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５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FRBNY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FRBNYとの

証券貸付契約は終了となりました。
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メイデン・レーンⅢエルエルシー

2008年11月25日、AIGは、FRBNY、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、FRBNY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、FRBNY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優先貸付を全額返済し、MLⅢに対するAIGの資本持分に係る発生済分配金を全額支払った後に、残り

のすべてのMLⅢによる受領額は、67％がFRBNY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。

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

386/806



FRBNYがMLⅢ優先貸付における持分を保有している限りは、FRBNY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５をご参照ください。

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。FRBNY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、FRBNYとAIGとの間で相互合意されたものです。

 

(e) その他の投資資産

以下の表はその他の投資資産の概要を示しています。

 

 
 

(単位：百万ドル)

12月31日現在
 

2009年 2008年

カテゴリー：
 

  

代替ファンド(a)
 

$19,273 $24,416

ミューチュアル・ファンド
 

9,623 8,585

投資不動産(b)
 

7,262 8,879

航空機資産投資(c)
 

1,498 1,597

生命保険の生前譲渡契約
 

3,399 2,581

連結管理パートナーシップおよびファンド
 

816 6,714

直接的プライベート・エクイティ投資
 

443 649

その他すべての投資
 

2,921 4,218

その他の投資資産
 

$45,235 $57,639

 

(a) ヘッジ・ファンド、プライベート・エクイティ・ファンドおよびその他の投資パートナーシップを含みます。

(b) 2009年度および2008年度においてそれぞれ10.4億ドルおよび8.13億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米国内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。
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生命保険の生前譲渡契約に対する投資

上記のAIGの生命保険の生前譲渡契約は、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。2009

年度、2008年度および2007年度に生命保険の生前譲渡契約について認識された利益はそれぞれ1.06億ドル、

1.20億ドルおよび4,100万ドルで、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

契約に係る減損費用は正味実現キャピタル・ゲイン(ロス)に含まれています。

 

以下の表は生命保険の生前譲渡契約の詳細を示しています。

 

 (単位：百万ドル)

  2009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  16
 

$17  $36

１－２年  43
 

31  52

２－３年  97
 

78  153

３－４年  185
 

168  343

４－５年  232
 

251  579

６年以上  4,764
 

2,854 15,147

合計  5,337 $3,399 $16,310

 

2010年12月31日に終了する12ヵ月間およびその後の2014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、2009年12月31日現在そ

れぞれ4.11億ドル、4.22億ドル、4.32億ドル、4.36億ドルおよび4.30億ドルです。

 

その他の投資資産－売却可能投資

2009年および2008年12月31日現在のその他の投資資産61億ドルおよび68億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、一時的でない

減損評価の対象となっています(注記１(d)をご参照ください)。2009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2.29億ドルで、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。

 

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

388/806



(f) 保険－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、2009

年および2008年12月31日現在において、それぞれ146億ドルおよび152億ドルでした。

 

 

７　貸付業務

以下の表はモーゲージおよびその他の貸付債権について示しています。
 

(単位：百万ドル)

12月31日に終了した事業年度  2009年 2008年

モーゲージ－商業用  $16,005 $17,161

モーゲージ－住宅用＊  623 2,271

生命保険の契約者貸付  6,788 9,589

担保貸付、保証貸付およびその他の商業貸付  4,883 5,874

モーゲージおよびその他の貸付債権合計  28,299 34,895

貸倒引当金  (838) (208)

モーゲージおよびその他の貸付債権、純額  $27,461 $34,687

 

＊ 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、2009年および2008年12月31日現在、それぞれ6,200万ド

ルおよび3,300万ドルでした。

 

以下の表は、未経過金融収益控除後の金融債権の概要を示しています。
 

 
 

  (単位：百万ドル)

12月31日に終了した事業年度  2009年 2008年

不動産ローン  $15,473 $20,650

非不動産ローン  3,449 5,763

小売販売金融  1,132 3,417

クレジット・カード・ローン  14 1,422

その他のローン  1,865 1,169

金融債権合計  21,933 32,421

貸倒引当金  (1,606) (1,472)

金融債権、純額  $20,327 $30,949
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売却目的の金融債権は、2009年および2008年12月31日現在、それぞれ6.94億ドルおよび9.60億ドルでした。

 

以下の表は、モーゲージおよびその他の貸付債権の貸倒引当金ならびに金融債権の貸倒引当金の変動を示

しています。

 

(単位：百万ドル)

 モーゲージおよびその他の貸付債権 金融債権

12月31日に終了した事業年度 2009年 2008年 2007年 2009年 2008年 2007年

貸倒引当金期首残高 $208 $77 $64 $1,472 $878 $737

債権の償却 (196) ― (3) (1,280)(931) (632)

過去に償却された債権の回収 ― 30 ― 106 129 106

償却額純額 (196) 30 (3) (1,174)(802) (526)

繰入額 737 70 20 1,649 1,427 646

その他 123 34 2 (167) (31) 21

非継続事業の活動 (4) (3) (6) ― ― ―

売却目的事業の資産への組替 (30) ― ― (174) ― ―

貸倒引当金期末残高 $838 $208 $77 $1,606$1,472 $878

 

８　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。
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以下の表は、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を示しています。

 

(単位：百万ドル)

 2009年12月31日現在2008年12月31日現在

 
財務書類
計上額

再保険
控除後

財務書類
計上額

再保険
控除後

支払備金 $(85,386)$(67,899)$(89,258)$(72,455)

生命保険および傷害医療保険将来保険給付債務 (116,001)(114,777)(142,334)(140,750)

未経過保険料 (21,363)(18,146)(25,735)(21,540)

再保険資産＊ 21,928 ― 22,582 ―

 

＊  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。

 

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。

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」)は主とし

て、AIGの損害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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以下の表は損害保険の収入保険料と既経過保険料について示しています。

 

(単位：百万ドル)

 損害保険 非中核保険＊ 相殺消去 合計

12月31日に終了

した事業年度
2009年 2008年 2007年 2009年 2008年 2007年 2009年 2008年 2007年 2009年 2008年 2007年

収入保険料：             

元受 $38,550$45,425$48,030$2,195$3,997$4,025$― $― $― $40,745$49,422$52,055

受再 2,0112,8632,5022,6286,3016,657(657)(1,925)(2,416)3,9827,2396,743

出再 (9,897)(12,655)(13,425)(631)(697)(722)657 1,9252,416(9,871)(11,427)(11,731)

合計 $30,664$35,633$37,107$4,192$9,601$9,960$― $― $― $34,856$45,234$47,067

既経過保険料：             

元受 $40,949$46,015$46,579$2,288$4,095$3,824$― $― $― $43,237$50,110$50,403

受再 2,1432,9002,4262,7406,3616,520(657)(1,925)(2,416)4,2267,3366,530

出再 (10,818)(12,416)(12,949)(689)(733)(718)657 1,9252,416(10,850)(11,224)(11,251)

合計 $32,274$36,499$36,056$4,339$9,723$9,626$― $― $― $36,613$46,222$45,682

 

＊  2009年度に連結から除外されたトランスアトランティックならびに2009年度に売却された21stセンチュリーおよびHSBを

含みます。

 

2009年、2008年および2007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89億ドル、84億ドルおよび90億ドルでした。

 

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。

 

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

392/806



以下の表は、AIGの生命保険およびリタイヤメント・サービス事業の保険料について示しています。

 

(単位：百万ドル)

 
米国内生命保険および

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
相殺消去 合計

12月31日に終了

した事業年度
2009年 2008年 2007年 2009年 2008年 2007年 2009年 2008年 2007年 2009年 2008年 2007年

総保険料 $5,816$7,951$7,534$23,381$25,171$22,171$(4) $― $― $29,193$33,122$29,705

出再保険料 (1,056)(1,078)(1,044)(823)(756)(719) 4 ― ― (1,875)(1,834)(1,763)

合計 $4,760$6,873$6,490$22,558$24,415$21,452$― $― $― $27,318$31,288$27,942

 

2009年、2008年および2007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8.43億ドル、8.96億ドルおよび11億ドルでした。

 

以下の表は、他の保険会社に出再されている生命保険保有契約高について示しています。

 

 (単位：百万ドル)

12月31日現在 2009年 2008年 2007年

出再生命保険保有契約高 $339,183 $384,538 $402,654

 

生命保険における受再保険の割合は、2009年、2008年および2007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、米国内と米国外を結合した生命保険およびリタイヤメント・

サービスの保険料に対する受再保険料の割合は2009年、2008年および2007年12月31日に終了した事業年度に

おいてそれぞれ0.1％、0.2％および0.1％でした。

AIGの米国内生命保険およびリタイヤメント・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2009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。
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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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９　繰延保険契約獲得費用

以下の表は繰延保険契約獲得費用の変動について示しています。

 

 (単位：百万ドル)

12月31日に終了した事業年度 2009年 2008年 2007年

損害保険事業：    

期首残高 $5,114 $5,407 $4,977

売却(a) (418) ― ―

保険契約獲得費用繰延額 6,522 7,370 8,661

償却費 (6,741) (7,428) (8,235)

為替換算等による増加(減少) 398 (235) 4

期末残高 $4,875 $5,114 $5,407

米国内生命保険およびリタイヤメント・サービス事
業：

   

期首残高 $14,447 $12,270 $11,657

売却(b) (479) ― ―

保険契約獲得費用繰延額 1,014 1,655 1,636

税引前利益に対する償却費の(借方)貸方計上額(c) (1,553) (522) (1,488)

有価証券に係る未実現利益(損失)の増減(d) (960) 1,158 444

為替換算による増加(減少) (10) (114) 85

その他(e) (1,361) ― (64)

小計 $11,098 $14,447 $12,270

連結および相殺消去 49 55 62

期末残高(f) $11,147 $14,502 $12,332
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 (単位：百万ドル)

12月31日に終了した事業年度 2009年 2008年 2007年

米国外生命保険およびリタイヤメント・サービス事
業：

   

期首残高 $26,166 $26,175 $21,153

売却(b) ― (16) ―

保険契約獲得費用繰延額 4,713 5,212 5,146

税引前利益に対する償却費の(借方)貸方計上額(c) (3,790) (4,071) (2,062)

有価証券に係る未実現利益(損失)の増減(d) (731) 252 285

為替換算による増加(減少) 2,043 (234) 818

その他(e) (248) (1,075) 136

非継続事業の活動 (39) (77) 699

売却目的事業の資産への組替 (3,322) ― ―

期末残高(f) $24,792 $26,166 $26,175

繰延保険契約獲得費用合計 $40,814 $45,782 $43,914

 

(a) トランスアトランティックは2009年度第２四半期に連結から除外され、21stセンチュリーは2009年度第３四半期に売却さ

れ、HSBは2009年度第１四半期に売却されています。

(b) AIGライフ・カナダは2009年度第２四半期に売却され、ブラジルの事業は2008年度第４四半期に売却されています。

(c) 2007年度において、数理計算上の見積額の変動に関連して、米国内生命保険およびリタイヤメント・サービスの償却費は

1.01億ドル上昇し、米国外生命保険およびリタイヤメント・サービスの償却費は4.69億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。

(d) 2009年度は、一時的でない減損に関する新会計基準の適用による累積的影響額に関連した増加額を、米国内生命保険およ

びリタイヤメント・サービスならびに米国外生命保険およびリタイヤメント・サービスにおいてそれぞれ13億ドルなら

びに1.87億ドル含んでいます。

(e) 2009年度は、一時的でない減損に関する新会計基準の適用による累積的影響額に関連した減少額を、米国内生命保険およ

びリタイヤメント・サービスならびに米国外生命保険およびリタイヤメント・サービスにおいてそれぞれ13億ドルなら

びに1.87億ドル含んでいます。2008年度は、金融資産および金融負債の公正価値オプションに関する新会計基準の適用に

よる米国外生命保険およびリタイヤメント・サービスにおける累積的影響額を主に示しています。

(f) 売却可能証券に係る正味未実現損益による影響額を、米国内生命保険およびリタイヤメント・サービスにおいては2009

年、2008年および2007年12月31日現在でそれぞれ8,600万ドル、10億ドルおよび(1.12)億ドル含んでおり、米国外生命保険

およびリタイヤメント・サービスにおいては2009年、2008年および2007年12月31日現在でそれぞれ(3.52)億ドル、3.77億

ドルおよび1.16億ドル含んでいます。
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AIGは一時的でない減損に関する新会計基準を2009年４月１日に適用しており、この影響を受けた証券の取

得原価ならびに過去に計上された一時的でない減損に関連するDACおよびSIA費用に対し累積的影響額調整が

計上されました。連結貸借対照表上のDACおよびSIA資産に対する重要な影響はありませんでしたが、投資型商

品に係るDACの償却に利用される見積総利益に正味実現キャピタル損益が含められているため、将来の期間に

おけるDAC償却額は低くなることが予想されます。

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2009年度、2008年度および2007年度にお

いて、それぞれ2.71億ドル、1.11億ドルおよび2.13億ドルであり、未償却残高は2009年、2008年および2007年12

月31日現在でそれぞれ16.3億ドル、20.5億ドルおよび18.6億ドルでした。2009年度におけるVOBAの未償却残高

のうち、2010年から2014年までに償却が予想される年度別の割合は、それぞれ12.5％、10.3％、9.0％、7.6％お

よび6.5％で、54.1％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の償却額は、主に米国内リタイヤメント・

サービス事業における正味実現キャピタル・ゲイン(ロス)に関連する償却額の増減を含んでいます。償却費

は、2009年度、2008年度および2007年度においてそれぞれ(4.84)億ドル、22億ドルおよび2.91億ドル(増加)減

少しました。

AIGは様々な世界市場で事業を運営しているため、DAC、VOBAおよびSIAの償却に利用される見積総利益は、単

一の期間であっても異なる市場利回りおよび金利環境による影響を受けます。市場利回りおよび金利の組合

せにより、償却が加速される商品および地域もあれば、償却が減速される商品および地域もあります。

保険型、投資型および退職年金商品に係るDAC、VOBAおよびSIAは、回収可能性のレビューが実施され、これに

は現事業の将来の収益性に関する見積りが含まれます。当該レビューは重要な経営陣の判断を伴うものです。

実際の将来の収益性が見積りを大幅に下回る場合には、AIGのDAC、VOBAおよびSIAは減損処理され、AIGの将来

の期間における経営成績が重大な影響を受ける可能性があります。

 

 

10　変動持分事業体

変動持分事業体(「VIE」)の連結に関する会計基準は、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時期の判定に関する指針を示しています。当該基準は、過半数の議

決権持分に基づく連結をこれらの変動持分事業体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。
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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・セグメント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、ならびに事業体との保険、信用およびデリバティブ取引が含まれま

す。またAIGは、合計13億ドルの強制償還可能優先株式を投資家に対し発行することのみを目的とした信託も

設立しています。AIGは当該信託はVIEであると判断していますが、AIGは第一受益者ではなく当該VIEにおける

変動持分も保有しないことから、当該VIEを連結していません。

AIGは通常、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ていました。

VIEに関連するAIGのオフバランスシート・エクスポージャーは、主に不動産および投資ファンドに対する

財務保証およびコミットメントから成り、その合計は2009年および2008年12月31日現在、それぞれ25億ドルお

よび33億ドルでした。

 

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)

 VIE資産＊ VIE負債
オフバランスシート
・エクスポージャー

12月31日現在 2009年2008年2009年2008年2009年2008年

不動産および投資ファンド $4.6 $5.6 $2.9 $3.1 $0.6 $0.9

コマーシャル・ペーパー・コンジット 3.6 6.2 3.0 8.0 ― ―

CDO 0.2 0.3 0.1 ― ― ―

アフォーダブル・ハウジング・パートナーシップ 2.5 2.7 ― ― ― ―

その他 3.4 0.9 2.1 0.6 ― ―

合計 $14.3$15.7$8.1$11.7$0.6 $0.9

 

＊  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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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、ならびに(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

  
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

2009年12月31日現在       

不動産および投資ファンド $23.3$3.2 $0.4 $1.6 $― $5.2

CDO 84.7 6.5 ― ― 0.3 6.8

アフォーダブル・ハウジング・パートナーシッ
プ

1.3 ― 1.3 ― ― 1.3

メイデン・レーン持分 38.7 5.3 ― ― ― 5.3

その他 7.6 0.9 0.5 ― ― 1.4

合計 $155.6$15.9$2.2 $1.6 $0.3$20.0

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

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 8.7 2.1 0.5 0.3 ― 2.9

合計 $175.5$15.9$2.0 $1.9 $0.5$20.3
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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、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)

 連結VIE 非連結VIE

12月31日現在 2009年 2008年 2009年 2008年

資産：     

モーゲージおよびその他の貸付債権 $― $― $0.5 $0.5

売却可能証券(a)(b) 0.9 0.9 1.5 0.8

売買目的証券(a)(b) 3.9 6.2 11.7 11.1

その他の投資資産 3.6 4.3 3.6 3.5

その他の資産勘定(b) 5.9 4.3 1.1 2.0

合計 $14.3 $15.7 $18.4 $17.9

負債：     

FRBNYコマーシャル・ペーパー・ファンディ
ング・ファシリティ

$2.7 $6.8 $― $―

その他の長期債務(b) 4.6 4.3 0.3 ―

その他の負債勘定(b) 0.8 0.6 ― ―

合計 $8.1 $11.7 $0.3 $―

 

(a) 公正価値オプションを選択している特定のVIEに対するAIGFPの持分は、上記表において従来は売却可能証券に計上されて

いましたが、2009年度に、連結貸借対照表の表示に併せて売買目的証券に組替えられました。前期の金額は当期の表示に合

わせて組替えられています。

(b) 2009年度にAIGは上記のVIE資産および負債の組替修正を実施しており、これによりAIGの連結貸借対照表に計上されてい

るAIGFPの売買目的証券および長期債務の一部に対する評価調整額が含まれるようになり、また従来はVIEとみなされてい

なかった一部事業体が含まれるようになりました。前期の金額は当期の表示に合わせて組替えられています。

 

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。
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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。2009年12月31日現在、当該事業体にはCPFFに基づく発行済コマーシャル・ペーパーが27億ドルあり

ました。

 

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の担保管理者として活動しています。CDO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６に詳述されています。

 

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ジェネラル・

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。ジェネラル・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150,000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の税引前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の米国内生命保険およびリタイヤメント・サービス・セグメントの構成要素と

して計上されます。
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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、FRBNY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。詳細については注記６をご参照ください。

 

MＬⅢ

2008年11月25日、AIGは、FRBNY、MLⅢおよびニューヨークメロン銀行と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に対する重要な変動持分を有しています。詳細については注記６をご参照ください。

 

その他の資産勘定

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２つのQSPE

への資金援助を行なっています。2009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4.92億ドルであり、当該事業体に係るVIE資産合計は18億ドルでした。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、当該事業体に係るVIE資産合計を連結していません。

 

AGFによる証券化取引

AGFは、投資家に対する証券化取引において、特別目的事業体を利用して資産担保証券を発行しています。資

産担保証券は証券化された不動産ローンからの予想キャッシュ・フローで担保されています。サービシング

手数料および期限前償還違約金を除き、AGFは証券化取引に関連する債務を返済するまで、不動産ローンから

の支払いを受取ることはできません。信託に対する不動産ローンの譲渡は売却として適格ではないため、AGF

は当該取引を「オンバランスシート」の担保付資金調達として計上しています。AGFは証券化信託を評価し、

当該事業体はAGFを第一受益者とするVIEであると判断し、そのため当該事業体を連結しています。AGFは、VIE

により発行された上位および劣後証券ならびに残余持分を含む、証券化取引における持分を留保しています。

留保持分には、証券化資産の信用損失を一番に吸収する証券化資産における最劣後持分が含まれているため、

AGFは証券化における信用リスクを留保しています。当該留保持分の構成要素は、2009年７月30日に完了した

オンバランスシート証券化に関連して譲渡された資産のうち、7.86億ドルまたは40％です。AGFは証券化資産

のプールにおける信用損失は留保持分に限定されるものと考えています。AGFは、後発的に遅滞または債務不

履行となった証券化資産を買戻すまたは交換する義務を通常は負っていません。VIEの保証付債務を担保する

金融債権は貸借対照表に含まれています。当該金融債権の合計は、2009年および2008年12月31日現在、22億ド

ルおよび3.71億ドルでした。
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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。RMBS、CMBSおよびCDO／ABSに対するAIGの投資の公正価値については、注記６に記

載されています。

 

ECA資金調達ビークル

ILFCは、航空機を購入し、当該航空機を担保とした資金調達を行うことを目的として完全所有子会社を設立

しました。この担保付債務は欧州輸出信用機構により保証されています。当該事業体は、資本の役目を果たす

連結会社間ノート(法的には負債商品)の形式によるILFCの劣後的財務支援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。ILFCは当該事業体を完全連結しており、当該事業体のすべ

ての活動を支配しており、当該事業体の活動を保証しています。当該事業体は完全所有されており、ILFCおよ

び債権者が保有している持分以外の変動持分はないため、AIGは当該事業体を上記表には含めていません。詳

細については注記14をご参照ください。

 

リース事業体

ILFCは、航空会社への航空機リースを円滑にすることを目的として完全所有子会社を設立しました。当該事

業体は、資本の役目を果たす連結会社間ノートの形式によるILFCの劣後的財務支援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。ILFCは当該事業体を完全連結しており、当該事業

体のすべての活動を支配しており、当該事業体の活動を完全に保証しています。当該事業体は完全所有されて

おり、ILFCが保有している持分以外の変動持分はないため、AIGは当該事業体を上記表には含めていません。

 

仕組み投資ビークル

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

み投資ビークル(「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。AIGFPは2009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。

AIAおよびALICO SPVの詳細については注記16をご参照ください。

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

403/806



11　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。

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、分離処理された組込デリ

バティブを除き、公正価値で連結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、公正

価値およびスワップ、オプションおよび先渡取引に係る未実現損失、公正価値に反映されています。分離処理

された組込デリバティブは主契約とともに連結貸借対照表に計上されています。

 

以下の表はAIGのデリバティブ商品の想定元本および公正価値を示しています。

 

 (単位：百万ドル)

 デリバティブ資産 デリバティブ負債

2009年12月31日現在 想定元本(a)公正価値(b)想定元本(a)公正価値(b)

ヘッジ商品として指定されたデリバティブ：     

金利契約(c) $10,612$2,129 $3,884 $375

ヘッジ商品として指定されたデリバティブ合計 10,612 2,129 3,884 375

ヘッジ商品として指定されていないデリバティブ：     

金利契約(c) 345,61427,451300,84723,718

為替契約 16,662 720 9,719 939

株式契約 8,175 1,184 7,713 1,064

商品契約 759 883 381 373

信用契約 3,706 1,210 190,275 5,815

その他の契約 34,605 928 23,310 1,101

ヘッジ商品として指定されていないデリバティブ合計 409,52132,376532,24533,010

デリバティブ合計 $420,133$34,505$536,129$33,385

 

(a) 想定元本は、AIGのデリバティブ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、通貨スワップおよび一部の信用契約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。

(b) 公正価値の金額は、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。

(c) クロス・カレンシー・スワップを含みます。
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以下の表は、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を示しています。

 

 (単位：百万ドル)

2009年12月31日現在   デリバティブ資産(a)デリバティブ負債(b)

AIGFPのデリバティブ   $31,951 $30,930

AIGFP以外のデリバティブ   2,554 2,455

デリバティブ合計、総額   34,505 33,385

取引相手のネッティング(c)   (19,054) (19,054)

現金担保(d)   (6,317) (8,166)

デリバティブ合計、純額   $9,134 $6,165

 

(a) AIGFP以外のデリバティブには分離処理された組込デリバティブ400万ドルが含まれており、そのうち300万ドルおよび100

万ドルは売却可能債券、公正価値および保険契約預り金にそれぞれ計上されています。

(b) AIGFP以外のデリバティブには分離処理された組込デリバティブ7.62億ドルが含まれており、そのうち7.60億ドルならび

に200万ドルは保険契約預り金ならびに普通株式および優先株式にそれぞれ計上されています。

(c) 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。

(d) 現金担保提供額および受取額を示しています。

 

ヘッジ会計

AIGはAIGFPが第三者と締結した特定のデリバティブを、親会社AIG(投資対応プログラム(「MIP」)を含む)、

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)為替レートや、場合によって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

価にショート・カット法を用いません。純投資ヘッジに関しては、ヘッジの有効性の評価にマッチ・ターム法

が用いられます。

2009年12月31日に終了した12ヵ月間において、AIGは、ヘッジ会計を適用していた一部のデリバティブにつ

いて指定を解除し、ベーシス調整の償却に関連するその他の収益の減少約1,000万ドルを計上しました。2008

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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2009年度より、AIGは、米ドル以外の機能通貨を使用しているAIGの米国外子会社に関連した為替リスクを軽

減するために、純投資ヘッジ関係にある負債商品を利用しています。AIGはヘッジの有効性を評価し、直物為替

レートの変動に基づいて当該ヘッジ関係の非有効金額を測定します。AIGは当該投資の帳簿価額の変動を、そ

の他の包括損失累計額内の為替換算調整額に計上します。それと同時に、当該エクスポージャーに対するヘッ

ジの有効部分も為替換算調整額に計上し、非有効部分があれば、当該金額を損益計上します。(１)ヘッジ手段

である負債商品の想定元本が純投資の指定部分に対応しており、(２)ヘッジ手段である負債商品がヘッジ対

象である純投資の機能通貨と同じ通貨建てである場合には、損益計上される非有効金額はありません。2009年

12月31日に終了した事業年度において、AIGは、純投資ヘッジ関係に関連して、8,100万ドルの損失を認識し、そ

の他の包括損失累計額内の為替換算調整額に含めました。

 

以下の表は、AIGの公正価値ヘッジ関係にあるデリバティブ商品による連結損益計算書に対する影響を示し

ています。

 

 (単位：百万ドル)

12月31日に終了した事業年度  2009年

金利契約(a)(b)(c)：   

デリバティブに係る損益認識利益(損失)  $(240)

ヘッジ対象項目に係る損益認識利益(損失)  343

非有効部分に係る損益認識利益(損失)および有効性テストから除外された金額  87

 

(a) デリバティブおよびヘッジ対象項目に係る損益認識利益および損失は、支払利息に計上されます。デリバティブの非有効

部分に係る損益認識利益および損失ならびに有効性テストから除外された金額は、正味実現キャピタル・ロスならびにそ

の他の収益にそれぞれ計上されます。

(b) 2009年度の非有効部分に関連する9,500万ドル、および2009年度に有効性テストから除外された金額(800)万ドルを含みま

す。

(c) 2008年度に、AIGは、ヘッジの非有効部分に関連する損失6,100万ドル、および有効性テストから除外された金額に関連する

利益1,700万ドルを認識しています。

 

以下の表は、AIGのキャッシュ・フロー・ヘッジ関係にあるデリバティブ商品による連結損益計算書に対す

る影響を示しています。

 

 (単位：百万ドル)

12月31日に終了した事業年度  2009年

金利契約(a)(b)：   

デリバティブおよびヘッジ対象項目に係るその他の包括利益(損失)認識利益(損失) $91

その他の包括利益(損失)累計額から損益に組替えられた利益(損失)(c)  (4)

デリバティブの非有効部分に係る損益認識利益(損失)  5
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(a) その他の包括損失累計額から組替えられた利益および損失はその他の収益に計上されます。デリバティブの非有効部分に

係る損益認識利益または損失は正味実現キャピタル・ロスに計上されます。

(b) 2008年度に、AIGは、ヘッジの非有効部分に関連する損失1,300万ドルを認識しています。また、デリバティブの利益および

損失のすべての構成要素がヘッジの有効性テストに含まれていました。

(c) 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部分は、損益がヘッジ対象のキャッシュ

・フローの変動による影響を受けるまで、その他の包括損失累計額に認識されます。2009年12月31日現在、その他の包括損

失累計額に含まれる繰延正味損失7,400万ドルが、今後12ヵ月間で損益計上される予定です。

 

ヘッジ商品として指定されていないデリバティブ

以下の表は、AIGのヘッジ商品として指定されていないデリバティブ商品による連結損益計算書に対する影

響を示しています。

 

(単位：百万ドル)

2009年12月31日に終了した事業年度   損益認識利益(損失)(a)

金利契約(b)   $907

為替契約   (681)

株式契約   (863)

商品契約   (703)

信用契約   2,093

その他の契約   1,727

合計   $2,480

 

(a) 2009年度に正味実現キャピタル・ゲインに計上された利益13億ドルおよび2009年度にその他の収益に計上された利益12

億ドルを示しています。

(b) クロス・カレンシー・スワップを含みます。

 

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。
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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。スワップション

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。

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、これにより投資証券に伴う金利、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、5.66億ドルの証券

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。

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。

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。

 

AIGFPのスーパー・シニア・クレジット・デフォルト・スワップ

AIGFPは、信用エクスポージャーに係る収益を稼得する目的で、クレジット・デフォルト・スワップ取引を

行っていました。AIGFPのクレジット・デフォルト・スワップ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。
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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。格付け機関から格付けされてい

るAIGFPの取引の大半について、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。

 

以下の表は、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(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(資産)負債の公正価値および未実現市場価値評価益

(損)を示しています。

 

 

(単位：百万ドル)

 
想定元本純額
12月31日現在

デリバティブ(資産)負債
の公正価値
12月31日現在

未実現市場価値評価益(損)
12月31日に終了した

事業年度

 2009年(a)(b)2008年(a)
2009年
(b)(c)(d)

2008年(c)(d)2009年(d)2008年(d)

規制上の自己資本：       

企業向け貸付(e)(f) $55,010$125,628 $― $― $― $―

優良住宅用モーゲージ(g) 93,276107,246 (137) ― 137 ―

その他(e)(f) 1,760 1,575 21 379 35 (379)

合計 150,046234,449 (116) 379 172 (379)

裁定：       

マルチセクターCDO(h)(i) 7,926 12,556 4,418 5,906 (669)(25,700)

社債/CLO(j) 22,07650,495 309 2,554 1,863 (2,328)

合計 30,00263,051 4,727 8,460 1,194(28,028)

メザニン・トランシェ(f)(k) 3,478 4,701 143 195 52 (195)

合計 $183,526$302,201$4,754$9,034$1,418$(28,602)
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(a) 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。

(b) 2009年度に、AIGFPは、想定元本純額140億ドルの取引相手との特定のスーパー・シニアCDS取引を解約しており、その内訳

は、規制上の自己資本－その他が15億ドル、マルチセクターCDOが30億ドルおよび社債／CLOが95億ドルでした。当該取引は

解約時の公正価値の近似値で解約されました。これにより、それまで未実現市場価値評価損としてデリバティブ負債の公

正価値に含まれていた27億ドルの損失が実現されました。またAIGFPは2009年度に、マルチセクターCDOに関連する債務の

元本残高である4.96億ドル分の保護されたCDO証券を購入し、これにより当該債務を消滅させました。CDO証券は購入時に

は売却可能ポートフォリオに公正価値で含められました。

(c) 公正価値の金額は、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) 2009年度および2008年度においてそれぞれ5,200万ドルおよび1.85億ドルの信用評価調整益を含んでおり、当該金額はデ

リバティブ負債の評価に係るAIGの信用スプレッドの変動による影響額を示しています。

(e) 2009年度に、AIGFPは、規制上の自己資本に係るCDS取引の１つを、取引相手の規制上の自己資本に係る便益はなくなったと

いう理解のもと、規制上の自己資本－企業向け貸付から規制上の自己資本－その他に組替えました。

(f) 2009年度に、AIGFPは、想定元本純額それぞれ4.62億ドルおよび2.40億ドルの２つのメザニン取引について、当該取引は独

立したものではなく規制上の自己資本取引の一部であると判断し、規制上の自己資本－企業向け貸付および規制上の自己

資本－その他にそれぞれ組替えました。未実現市場価値評価益(損)に対する影響額に重要性はありませんでした。

(g) 2009年度第４四半期に、AIGは、取引相手１社から、2010年度第１四半期における解約が予想されていた合計想定元本純額

328億ドルの優良住宅用モーゲージ取引２つについて早期解約の予定が無い旨通知を受けました。当該取引に関し、取引相

手は満期前に解約する権利を失い、最終的な契約上の満期が到来するまでの期間について、当初の想定元本から実現損失

のみを控除した金額に係る手数料をAIGに支払うよう求められます。この２つの取引の加重平均期間は最終的な契約上の

満期より大幅に短くなっているため、AIGFPには、想定元本純額が全額償却された後にも最終的な契約上の満期日まで取引

相手から契約手数料を受領できるといった価値があります。このためこの２つの取引の2009年12月31日現在の公正価値

は、デリバティブ資産1.37億ドルです。

(h) 2009年および2008年12月31日現在、現金決済条項を付して締結されたクレジット・デフォルト・スワップの想定元本純額

それぞれ63億ドルおよび97億ドルを含んでいます。

(i) 2008年度第４四半期において、AIGFPは、MLⅢ取引に関連して、マルチセクターCDOに関して締結されたCDS取引の大部分を

解約しました。

(j) 2009年および2008年12月31日現在、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・

スワップの想定元本純額それぞれ14億ドルおよび15億ドルを含んでいます。

(k) 購入したCDSの2009年および2008年12月31日現在の想定元本純額それぞれ15億ドルおよび20億ドル相殺後です。

 

AIGFPの担保の提供以外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。

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、2009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0.6年、規制上の自己資本に係る優良住宅用

モーゲージ・ポートフォリオで1.8年、規制上の自己資本に係るその他のポートフォリオで5.8年、マルチセク

ターCDO裁定ポートフォリオで5.5年、および社債／CLOポートフォリオで4.2年となっています。
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規制上の自己資本に係るポートフォリオ

2009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

の想定元本純額合計1,500億ドルは、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。

2009年度においては、想定元本純額629億ドルが解約または満了となり、AIGFPへの解約手数料の支払いはあり

ませんでした。2010年２月17日までに、AIGFPは、想定元本純額256億ドルについても、2010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。

規制上の自己資本に係る取引のすべては、クレジット・プロテクションを受けている金融機関(またはその

関連会社)がオリジネーションした多数の全貸付金が集められたトランシェ(その他の第三者がオリジネー

ションした貸付金を含む仕組み証券ではなく)を直接的または間接的に参照しています。取引の大半におい

て、貸付金はオリジネーションした金融機関が保有し続ける予定であり、オリジネーションした金融機関は、

すべての場合において、直接的にまたは仲介業者を通じてCDSの購入者となっています。

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。優良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、2009年12月31日現在、それぞれ13.23％お

よび22.76％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2.40％および0.52％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。
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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、基礎となるポートフォリオの信用

の質に関するAIGFPの自己評価、および取引構造に内在するリスク軽減特性を鑑み、AIGFPは規制上の自己資本

比率の改善を目的とするこれら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。AIGFPは当該ポートフォリオの予想満期の再評価を継続しています。2009年12月31日現在、AIGFPは当該

ポートフォリオの加重平均予想満期を1.35年と見積っています。取引相手による解約においてAIGFPが支払い

を求められたことはありません。AIGFPの取引相手である金融機関にとっての当該取引による規制上の便益

は、2007年度末まで存在したバーゼルⅠの条件から引出されているものがほとんどであり、バーゼルⅠはバー

ゼルⅡに置替えられつつあります。取引相手である金融機関は、２年間の適用期間が終了する2009年12月31日

までにバーゼルⅠからバーゼルⅡへ移行する予定で、少数の例外を除き、移行後は当該CDS取引による規制上

の便益はほとんどないもの、もしくは追加的な便益は生じないものと予想されていました。バーゼル委員会は

2009年度末以降もバーゼルⅠの資本フロアを維持することに合意した旨を最近発表していますが、欧州中央

銀行の各地区においてこの延長がどのように実施されるかは現時点では不明です。一部の取引相手が、当該取

引による規制上の自己資本に係る便益を引き続き享受することになった場合、当該取引相手による解約オプ

ションの行使は予想期間において発生しない可能性があります。

 

裁定ポートフォリオ

想定元本純額が2009年および2008年12月31日現在それぞれ合計300億ドルおよび631億ドルの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。

2009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。2009年12月31日現在、当該ポートフォリオの

想定元本純額約38億ドル(公正価値負債24億ドル)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2a-7プットが含まれています。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。
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2008年１月１日現在、想定元本純額65億ドルの2a-7プットが未決済で、マルチセクターCDOポートフォリオ

に含まれていました。2008年度にAIGFPは、2005年に設定されたファシリティに従い格付けAAA-のCMBSのCDOに

より発行されたスーパー・シニア証券に係る、想定元本純額54億ドルの新規2a-7プットを発行しました。2009

年12月31日および2008年12月31日現在、AIGFPが発行した想定元本純額それぞれ16億ドルおよび17億ドルの

2a-7プットが未決済です。AIGFPには追加的な2a-7プットを発行するコミットメントはありません。

2008年度にAIGFPは、これらの義務に関連して想定元本94億ドルのマルチセクターCDO証券を買戻しており、

うち80億ドルは既存の流動性契約により資金が調達されました。MLⅢ取引に関連して、MLⅢは、AIGFPが売却し

た2a-7プットの原資産となる85億ドルのマルチセクターCDOを購入しています。マルチセクターCDO購入のた

めのMLⅢによる取引相手への正味支払額の一部により、流動性契約が円滑になり、2a-7プットに関連してマル

チセクターCDOを購入する資金の一部を調達することができました。

MLⅢにより購入されたマルチセクターCDOのうち、2008年12月31日現在、想定元本純額17億ドルの特定のCDO

証券については関連するAIGFPへの2a-7プットが未決済であり、そのうち16億ドルについては2009年12月31日

現在も未決済です。2008年12月に、MLⅢとAIGFPは、2009年度に行使される可能性がある2a-7プットとともにML

Ⅲが保有する想定元本純額2.52億ドルのマルチセクターCDOについて契約を締結しました。当該契約に基づ

き、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、AIGFP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。

2010年１月に、AIGFPとMLⅢは、契約日現在未決済の2a-7プットに関して、当該契約を修正しました。この契

約に基づき、MLⅢは、2010年12月31日以前に行使される可能性がある2a-7プットとともにMLⅢが保有する想定

元本8.67億ドルのマルチセクターCDOならびに2011年４月30日以前に行使される可能性がある2a-7プットと

ともにMLⅢが保有する想定元本5.43億ドルのマルチセクターCDOについて、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証券の各購入時に付随する各プット・オプションを

行使することに合意しています。また、2010年12月31日以前に行使されない可能性がある2a-7プットとともに

MLⅢが保有する想定元本1.86億ドルのマルチセクターCDOがあり、これに関しMLⅢは、2010年12月31日までは

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

付随する各プット・オプションを行使することにのみ合意しています。これと引換えに、AIGFP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。さらに、MLⅢは、2a-7

プットを伴うマルチセクターCDOを第三者購入者に売却する場合には、第三者購入者が、マルチセクターCDOの

法律上の最終満期日までマルチセクターCDOに係るプット・オプションを行使しないか、またはプット・オプ

ションの行使と同時にマルチセクターCDO証券の対応する各購入を行うことに合意することを売却の条件の

１つに含めることに合意しています。第三者購入者によるコミットメントと引換えに、AIGFPは、プット・プロ

テクションの提供により受領する対価を第三者購入者に対して支払うことに合意します。
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MLⅢは、MLⅢが保有するマルチセクターCDOに係るMLⅢの義務が消滅するまでの間は、当該マルチセクター

CDOに係る2a-7プットに基づくAIGFPの義務を軽減するまたは廃絶するためのAIGFPの取り組みを支援するこ

とに合意しています。この取り組みが成功するといった保証はありません。2a-7プットを伴ったMLⅢ保有のマ

ルチセクターCDOに関して、この取り組みが成功せず、MLⅢが当該マルチセクターCDOを、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、またはプット・オプションの行使と同時にマルチセクターCDO証券

の対応する各購入を行うことに合意した第三者に対して売却していない場合には、当該マルチセクターCDOに

係るMLⅢの上記義務が消滅する時点で、AIGFPは、関連する2a-7プットに基づき、適用される契約に記載の限定

条件に従って状況によっては当該マルチセクターCDOを額面で購入しなくてはなりません。

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14億ドルのCDS取引

も含まれており、現物決済が求められています。

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

2009年12月31日現在104億ドルの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。

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。

 

担保

AIGFPのスーパー・シニア・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(「マスター契約」)および関連する信用補完に関する付属

文書(「CSA」)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

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。
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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、観測可能なデータの欠如および将来の市場価格の変動に係る不確実性により、AIGFPは、将来的に差入が要

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。

2009年12月31日および2008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46億ドルおよび88億ドルで

した。

 

AIGFPが締結した一銘柄のクレジット・デフォルト・スワップ

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。2009年12月31日現在、これら

引受CDS契約の想定元本純額は21億ドルでした。AIGFPは、想定元本純額5.26億ドルの相殺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16億ドルであ

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6.5年です。2009年12

月31日現在、CDSポートフォリオのデリバティブ負債の公正価値(帳簿価額を示す)は2.91億ドルでした。

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債務者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、マスター契約に基づいて引受CDS契約を締結しています。これらのマスター契約の大半はCSA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。2009年12月31日現在、

AIGFPはこれらの契約に基づき3.54億ドルの担保を提供しています。
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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、発行済中

期債および長期債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(主に為替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。

 

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

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。2009年12月31日現在、締結されているCDS契約の想定元本は

39.7億ドルであり、平均的な信用格付けはBBB+です。2009年12月31日現在、締結されているCDS契約の平均満期

は2.4年です。2009年12月31日現在、MIPが締結したCDSのデリバティブ負債の公正価値(帳簿価額を示す)は

7,150万ドルです。

ISDA契約の大半はCSA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。2009年12月31日現在、MIPに関連するCDS契約に関し、2,610万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。

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。

 

信用リスク関連の偶発特性

AIGは、非関連会社である第三者とISDA契約に基づいて直接的にデリバティブ取引を行っています。当該

ISDA契約の多くもCSA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。これらの規定は主に、AIGの信用格付けが引下げられた場合に偶発的に生じる追加担保差入要求に限定

されています。また、AIGは特定の取引相手の信用リスクを、取引相手から担保を事前または偶発ベースで取得

することを可能にする契約を締結することで軽減するよう努めています。
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AIGFPのデリバティブ商品を含むAIGのデリバティブ商品は、2009年12月31日現在正味負債ポジションにあ

る信用リスク関連の偶発特性を伴い、公正価値総額は約98億ドルでした。これらの契約に基づき2009年12月31

日現在担保提供されている資産の公正価値総額は99億ドルでした。注記５をご参照ください。

AIGFPの金融デリバティブ取引を含むAIGの金融デリバティブ取引残高に基づいた2009年12月31日の営業終

了時点における見積りによると、当該日現在において、AIGの長期上位債務の格付けがムーディーズ・インベ

スターズ・サービス(「ムーディーズ」)によりBaa1へ、またマックグロウヒル・カンパニーズ・インク子会

社のスタンダード&プアーズ・ファイナンシャル・サービシズ・エルエルシー(「S&P」)によりBBB+へと１段

階引下げられた場合、取引相手による追加担保差入要求および取引相手による早期解約の選択が可能となり、

約18億ドルを上限とした担保提供および解約支払金が発生すると考えられます。ムーディーズによりBaa2へ、

またS&PによりBBBへと２段階引下げられた場合には、上記の１段階引下げによる金額に加え約12億ドルの追

加担保提供および解約支払金が発生すると考えられます。ムーディーズによりBaa3へ、またS&PによりBBB-へ

と３段階引下げられた場合には、上記の２段階引下げによる金額に加え約６億ドルの追加担保提供および解

約支払金が発生すると考えられます。格付け引下げに伴う追加担保提供額は、各取引相手とのCSAにあるそれ

ぞれの担保提供条項および2009年12月31日現在のエクスポージャーを考慮して見積られます。格付け引下げ

に伴う解約支払金の見積りにおいては、現在の市況、デリバティブ取引の複雑性、解約の実績、ならびに他社の

破産および格付け引下げといったその他の観測可能な市場における事象等が考慮されます。格付け引下げ時

の市況により、また解約権の行使を選択する取引相手の数および当該権利の行使に関連して発生する支払額

の両方に係る見積りの不確実性の程度により、実際の解約支払金は経営陣の見積りとは大幅に異なる可能性

があります。
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12　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

 

以下の表は、支払備金の変動に関する調整について示しています。

 

 (単位：百万ドル)

12月31日に終了した事業年度 2009年 2008年 2007年

期首残高：    

支払備金 $89,258 $85,500 $79,999

出再保険金回収見込額 (16,803) (16,212) (17,369)

合計 72,455 69,288 62,630

為替相場の影響 1,416 (2,113) 955

取得(a) ― ― 317

売却(b) (9,657) (269) ―

発生保険金および損害調査費(c)：    

当期 27,359 35,085 30,261

過年度(割引の増加以外)(d) 2,771 118 (656)

過年度(割引の増加) 313 317 327

合計 30,443 35,520 29,932

支払保険金および損害調査費(c)：    

当期 11,082 13,440 9,684

過年度 15,676 16,531 14,862

合計 26,758 29,971 24,546

期末残高：    

支払備金純額 67,899 72,455 69,288

出再保険金回収見込額 17,487 16,803 16,212

合計 $85,386 $89,258 $85,500

 
(a) 2007年度におけるウーバの買収に関する期首残高を反映しています。

(b) トランスアトランティックは2009年度第２四半期に連結から除外され、21stセンチュリーは2009年度第３四半期に売却さ

れ、HSBは2009年度第１四半期に売却され、ユニバンコは2008年度第４四半期に売却されています。

(c) 処分に関連する金額を処分日まで含んでいます。

(d) 2009年度は、超過災害保険、超過労災保険およびアスベストに関連する15.1億ドル、9.56億ドルおよび1.51億ドルをそれぞれ

含んでいます。
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支払備金の割引

2009年12月31日現在、正味支払備金は、表定および表定外割引を含む26.6億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、ニューヨーク州およびペンシルバニア州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。商業用保険が締結したAIRCOにおけるその他の賠償責任保険および製造

物責任保険の一部については、１年物から20年物の財務省証券の利回りおよび当該保険に関する商業用保険

の支払傾向に基づいて割引きされています。割引額の内訳は、6.69億ドル－商業用保険の表定労災保険割引、

19億ドル－商業用保険の表定外労災保険割引、1.30億ドル－商業用保険のAIRCOにおける表定外のその他の賠

償責任保険および製造物責任保険割引です。

 

将来保険給付債務および保険契約預り金

以下の表は将来保険給付債務および保険契約預り金の内訳を示しています。

 

   (単位：百万ドル)

12月31日現在  2009年 2008年

将来保険給付債務：    

長期契約および定期的支払契約  $115,638 $141,623

短期契約  363 711

合計  $116,001 $142,334

保険契約預り金：    

年金保険  $138,844 $139,126

保証投資契約  8,747 14,821

ユニバーサル・ライフ商品  31,030 29,277

変額商品  24,196 24,965

企業向け生命保険商品  2,247 2,259

その他の投資契約  15,064 16,252

合計  $220,128 $226,700
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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12.9％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、3.5％を超えない利率まで漸次減少します。

・ 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。個人および団体生命保険に関する加重平均失効率は、解約も含め約6.7％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、2009年12月31日現在、総保険契約高の約12％、また2009年度の総保険料お

よびその他の報酬の18％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、1.5％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0.3％から9.0％の間です。ほとんどのGICが４

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、2009年の加重平均金利は4.8％でした。

・ ユニバーサル・ライフ・ファンドについては、0.8％から8.0％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12.0％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。
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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。

 

13　変額生命保険および変額年金契約

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)、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、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、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。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。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。以下の表はAIGの

GMDBエクスポージャーの詳細を示しています。

 

(単位：十億ドル)

 2009年 2008年

12月31日現在
正味預り金と
最低利回り

最高契約者価額
正味預り金と
最低利回り

最高契約者価額

契約者価額(a) $57 $12 $50 $11

リスク額(b) 8 2 13 5

商品ごとの保険契約者の平均年齢 40－71歳 55－71歳 38－69歳 55－71歳

最低保証利回りの水準 3－10％  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負債の概要です。

 

 (単位：百万ドル)

12月31日に終了した事業年度 2009年 2008年

期首現在 $717 $463

引当金増加額 290 351

給付金支払額 (190) (97)

期末現在 $817 $717

 

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。

以下の仮定および手法が2009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、６％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35％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1.5％から

8.5％の範囲です。
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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。

 

14　借入債務

以下の表はAIGの借入債務合計の概要を示しています。

 

   (単位：百万ドル)

12月31日現在  2009年 2008年

FRBNYクレジット・ファシリティ(担保付)  $23,435 $40,431

その他の長期債務  113,298 137,054

コマーシャル・ペーパーおよびその他の短期債務  ― 613

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

 4,739 15,105

債務合計  $141,472 $193,203

 

AIGは従来より、様々な通貨建ての長期債務を固定および変動利率の両方で借入れていますが、大部分の債

務は米ドル建てです。以下の表は、2009年12月31日現在の長期債務の帳簿価額(未償却の当初発行割引額、ヘッ

ジ会計評価調整額および公正価値調整額を適宜含む)の概要を満期別に示しています。
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以下の表は長期債務(連結投資の借入金を除く)の満期について示しています。

 

(単位：百万ドル)

  事業年度

2009年12月31日現在 合計 2010年2011年2012年2013年2014年それ以降

AIG：        

FRBNYクレジット・ファシリティ$23,435$― $― $― $23,435$― $―

社債 10,4191,350 547 27 998 ― 7,497

下位劣後債 12,001 ― ― ― ― ― 12,001

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 438 ― ― 368 ― ― 70

MIP対応社債 13,3712,2313,1942,151 901 417 4,477

シリーズAIGFP対応社債 3,913 39 27 56 3 ― 3,788

AIG合計 69,4573,6203,7682,60225,337 417 33,713

AIGFP、公正価値：        

GIAs 8,257 842 268 262 297 664 5,924

社債 2,029 493 160 670 4 58 644

借入金およびモーゲージ債務 1,022 295 228 203 77 150 69

複合金融商品負債 1,887 273 351 97 276 136 754

AIGFP合計 13,1951,9031,0071,232 654 1,0087,391

AIGLH社債 798 500 ― ― ― ― 298

信託優先株式に関連した負債 1,339 ― ― ― ― ― 1,339

ILFC(a)：        

社債 16,9294,1294,6433,5723,5421,043 ―

下位劣後債 999 ― ― ― ― ― 999

ECAファシリティ(b) 3,004 513 425 396 396 391 883

銀行融資およびその他の担保付
融資(c)

5,2412,1162,849 165 16 37 58

ILFC合計 26,1736,7587,9174,1333,9541,4711,940

AGF(a)：        

社債(d) 19,7706,5503,5812,2772,320 459 4,583

下位劣後債 349 ― ― ― ― ― 349

AGF合計 20,1196,5503,5812,2772,320 459 4,932

AIGCFG借入金およびモーゲージ債
務(a)

216 98 32 37 37 9 3

その他の子会社(a) 295 3 5 8 3 6 270

合計 $131,592$19,432$16,310$10,289$32,305$3,370$49,886
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(a) AIGはこれらの借入金の保証は行っていません。

(b) 1999年および2004年のECAファシリティに基づくILFCの借入に関する将来の最小支払額を反映しています。

(c) ILFCに対する遡及権のない担保付融資1.30億ドルを含みます。

(d) 2009年７月９日、AGFは364日シンジケート・ファシリティに基づき過去に引出した借入金24.5億ドルを期限１年の借入金

に転換しました。AIGは、2010年７月９日を返済期限とするこれらのタームド・アウト・ローンに係る債権者の利益のため

に資本支援契約を締結しています。

 

AIG(親会社)

(ⅰ)FRBNYクレジット・ファシリティ： 2008年９月22日、AIGは、850億ドルのFRBNY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FRBNYと締結しました。

FRBNYクレジット契約に従って、FRBNYによるFRBNYクレジット・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。

2008年11月９日、AIGとFRBNYは2008年11月25日付けでFRBNYクレジット契約を修正しました。修正FRBNYクレ

ジット契約では、特に以下が規定されています。(ⅰ)AIGシリーズD優先株式発行後のFRBNYクレジット・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) FRBNYクレジット・

ファシリティの期間を５年間とする。

2009年４月17日、AIGと連邦準備制度理事会はFRBNYクレジット契約の第３回修正を行いました。FRBNYクレ

ジット契約は、特に、LIBOR借入金利の3.5％の下限フロアを撤廃し、またAIGによるAIGシリーズE優先株式、AIG

シリーズF優先株式およびAIGシリーズFワラントの財務省に対する発行を認めるよう修正されました。

2009年12月１日、AIGとFRBNYはFRBNYクレジット契約の第４回修正を行いました。FRBNYクレジット契約は、

特に、AIA購入契約およびALICO購入契約において意図されている取引の実現を認め、AIAおよびALICO SPVにお

ける優先エクイティ持分と引換えにFRBNYクレジット・ファシリティに基づく借入残高および最大借入可能

額を250億ドル減額するよう修正されました。FRBNYクレジット・ファシリティの消滅額と優先株主持分の公

正価値244億ドルとの差額は、FRBNYクレジット・ファシリティの残存期間にわたって支払利息の減額として

認識されます。

FRBNYクレジット・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SPVの資産については担保の対象外となっています。

当該取引の詳細については注記16をご参照ください。

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。

 

(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「シリーズAIGFP対応社債」に含まれています。
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2009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70億ドルで

あり、そのうち32億ドルはAIGの一般事業目的で使用され、5.08億ドルはAIGFPが使用し(上記表の「AIGFP対応

社債」に含まれています)、33億ドルは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

2010年から2052年の間になります。AIGはこれら社債に関連して実効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。

2009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116

億ドル相当でした。そのうち、96億ドルは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8.15億ドルの損失が含まれており、これは

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5.47億ドル相当額が2009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(2009年６月30日付けのAIG普通株

式の20対１の株式併合による調整後)(ⅰ)１株当たり額面2.50ドルのAIG普通株式(「AIG普通株

式」)9,835,526株の１株当たり760ドルでの公募、(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

6,447,224株、上限7,736,904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。

2009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61億ドルです。
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以下の表はGIAを除くAIGFPの借入債務について示しています。

 

2009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)

2010年－2054年 米ドル 0.03－8.25％ $1,557

2010年－2047年 ユーロ 0.50－7.65 2,875

2011年－2040年 日本円 1.36－3.25 389

2013年－2015年 スイス・フラン 0.01－2.99 10

2010年－2015年 オーストラリア・ドル 1.14－2.65 98

2012年－2017年 その他 0.01－7.73 9

合計   $4,938

 

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、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。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

2009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。
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信託優先株式に関連した負債

2001年度におけるAIGLHの取得に関連して、AIGは、AIGLHの発行済資本証券に関し、AIGLHと取り決めをして

いました。1996年にAIGLHは信託を通じて機関投資家に対し資本証券を発行しており、当該信託に対し発行さ

れたAIGLH下位劣後債により当該信託へ資金を供給しました。AIGLHは、(ⅰ)当該信託が当該劣後債に係る支払

いを受取り、(ⅱ)当該信託が資本証券保有者に対する支払いに当該受取額を利用できる限りにおいて、資本証

券保有者に対する支払いを保証していました。2001年度に、AIGは資本証券保有者に対する同支払いを保証し

ました。AIGLHによる保証と同様に、AIGの保証も当該劣後債に係る当該信託への実際の支払いについてのみ適

用されます。当該劣後債に係る支払額がなければ、AIGは当該信託への支払いを求められません。また、AIGは、

一部のAIGLH上位負債証券の保証に明確に劣後して、当該劣後債を保証しています。AIGの保証に基づき、AIGは

当該劣後債に係る支払いが劣後条項で禁止されている場合には、当該劣後債に係る支払いを求められません。

このため、AIGLHが当該劣後債に係る支払いを禁止されている限りは、AIGが当該劣後債の保証に基づく支払い

を求められることはありません。

2009年12月31日現在、発行済優先株式は、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： 2009年12月31日現在、総額169億ドルの社債が発行されており、ターム・ノート54億ドル、2010

年から2015年までに満期を迎え、利率が0.48％から7.95％の間のミディアム・ターム・ノート115億ドル、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39億ドルは変動利

率、それ以外は固定利率で利息が付されています。ILFCは、当該社債の実効借入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。

2009年10月13日、ILFCは20億ドルの新規クレジット契約および17億ドルの修正クレジット契約からなる２

つのターム・ローン契約(「当ターム・ローン」)をAIGファンディングと締結しました。どちらのターム・

ローンも2013年９月13日に満期が到来し、３ヵ月物LIBORに6.025％上乗せした利率で利息が発生します。当

ターム・ローンは全額満期に返済予定であり、定期的な償却はありません。2009年12月４日、20億ドルの新規

クレジット契約は22億ドルに増額されました。当ターム・ローンの資金は、FRBNYクレジット・ファシリティ

を通じてAIGファンディングに供給されています。当ターム・ローンに対するFRBNYの同意を得るために、ILFC

は、当ターム・ローンによる借入残高総額に等しい金額を上限に、FRBNYクレジット契約に基づくAIGの債務の

返済を保証することに合意しました。
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現在、ILFCは、従来のような資金調達を制限されており、公募債市場を通じた長期の資金調達を制限されて

います。ILFCは、現存する与信枠および証書に基づき、約47億ドル(FRBNYクレジット・ファシリティならびに

銀行与信枠およびターム・ローンに基づき必要とされる同意を得れば、ILFCの証書に基づき非制限子会社と

して適格な子会社を通じて、より大きい金額)の担保付資金調達を行うことが可能でしたが、当ターム・ロー

ンにより、ILFCが現存する与信枠および証書に基づき担保付資金調達を行うことが可能な金額は、2010年２月

17日現在、約8.00億ドルとなりました。

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。2009年12月31日現在、こ

の届出に基づき発行されている負債証券はありません。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2009年12月31日現在19億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。

 

(ⅲ)輸出与信枠： ILFCは43億ドルの1999年輸出与信枠(「1999年ECAファシリティ」)を有しており、2001

年度までに納入されたエアバス62機の購入に関して使用されました。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5.78％から

5.86％の間になります。2009年12月31日現在、ILFCには同与信枠に基づく32の借入があり、未返済の元本残高

は1.46億ドルでした。2009年12月31日現在、関連する航空機の帳簿価額純額は18億ドルでした。2008年12月31

日現在、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％の間でした。2008年

12月31日現在、ILFCには同与信枠に基づく58の借入があり、未返済の元本残高は3.65億ドルでした。関連する

航空機の帳簿価額純額は23億ドルでした。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。
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ILFCは同様の仕組みの2004年輸出与信枠(「2004年ECAファシリティ」)を有しており、2009年５月の修正に

より、ILFCは、2010年６月30日までに納入されるエアバス航空機購入のために最大46億ドルを借入れることが

可能となりました。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2.25％のスプレッドでLIBORに基づ

くか、もしくは4.20％から4.71％の固定利率となります。2009年12月31日現在、ILFCは同与信枠に基づく約40

億ドルを使用して66機に係る資金を調達しており、約29億ドルが未返済でした。2008年12月31日現在、ILFCは

同与信枠に基づく約28億ドルを使用して41機に係る資金を調達しており、約21億ドルが未返済でした。2009年

12月31日現在の借入金の利率は0.45％から4.71％の間となっています。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。2009年12月31日現在、関連する航空機の帳簿価額純

額は40億ドルでした。2008年12月31日現在、関連する航空機の帳簿価額純額は29億ドルでした。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、維持準備金および受取賃貸料を、輸出与信枠の受託者が支配する分離勘定に分離するよう求められてい

ます。2009年12月31日現在、ILFCは約3.15億ドルの預託金、維持準備金および受取賃貸料を分離しています。分

離された賃貸料は、ECAファシリティの元本および利息の期日通りの支払いに使用されます。与信契約に基づ

き分離が求められる資金は、預託金、維持準備金および受取賃貸料の増減ならびに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。

 

(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。2009年12月31日現在、ILFCの銀行

融資契約による借入額合計は51億ドルで、このうち45億ドルはリボルビング・クレジット・ファシリティで

した。当該融資は、2012年２月までに満期が到来します。利率は、0.25％から0.40％のスプレッドでLIBORに基

づいています。2009年12月31日現在の利率は0.55％から0.93％の間となっています。2009年10月15日、ILFCは、

上記の当ターム・ローンによる受取金を利用して、満期が到来したリボルビング・クレジット・ファシリ

ティの20億ドルのトランシェを返済しました。

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： AGFの社債は2010年から2031年までに満期を迎え、利率は0.31％から9.00％の間となっていま

す。適切とみなされる範囲内で、AGFは、当該社債について、実効借入金利を管理するためにスワップ契約を締

結しています。
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(ⅱ)下位劣後債： AGFの下位劣後債は2067年１月に満期が到来します。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、AGFの期限１年のターム・ローン(以前は364日シンジ

ケート・ファシリティ)に基づくAGFの債権者の利益のために資本支援契約を締結しています。当該支援契約

に基づき、AIGは、AIGの完全所有子会社であるアメリカン・ジェネラル・ファイナンス・コーポレーション

が、(１)連結純資産22億ドル、(２)各四半期末時点で８対１以下の調整後有形レバレッジ比率を維持できるよ

う努めることに合意しています。当該支援契約はAGF364日シンジケート・ファシリティに基づく債権者のみ

に利益をもたらすものであり、AGFのその他の債権者に対する利益および効力はありません。2009年７月に当

該ファシリティによる借入金から転換された期限１年のターム・ローンに基づくAGFの債権者に対しても、当

該支援契約は引続き利益をもたらします。

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。

 

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)

2009年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 $216 $―

AIG 438 ―

その他の子会社 153 142

合計 $807 $142

 

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。CPFFに基づく借入金は、2009年12月31日現在、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・エルエルシーを通じて)およびAIGファン

ディングに関するものが、それぞれ27億ドルおよび20億ドルあり、2008年12月31日現在、AIGFP(カーゾン・

ファンディング・エルエルシーを通じて)、AIGファンディングおよびILFCに関するものが、それぞれ68億ド

ル、66億ドルおよび17億ドルあります。CPFF借入金の加重平均金利は、2009年および2008年12月31日現在、それ

ぞれ2.82％および3.20％でした。

 

15　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。
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AIGは、現時点では、以下に記載のものを含む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ま

たは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。

 

(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(UGCを

含む)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、AIGFP従業員に支払われた報酬およびAIGFPの取引

相手に対する支払いに関連する問題も含めて、AIGの流動性問題、AIGの子会社による米国外の者に対する支払

い、ならびに業界全体およびその他の調査等に関連して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・ポートフォリオの公正価値会計規則に基づいた評価、およびAIGの米国住宅用モーゲー

ジ市場へのエクスポージャーに関するAIGの企業リスク管理プロセスの適切性、ならびにその開示に関する米

国証券取引委員会(「SEC」)および米国司法省(「DOJ」)による継続中の調査が含まれています。また、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および英国金融サービス機構による取調べも含

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。

一部の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。

 

AIGのサブプライム・エクスポージャーおよびAIGFPの従業員引止め制度に関連する訴訟

証券訴訟―ニューヨーク州南部地区　2008年５月21日から2009年１月15日の間に、８件の証券集団訴訟が、

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、AIGの社外監査役ならびに様々な証券の募集・売

出を行った引受会社に対して、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、証券取引所法または1933年証券法(「証券法」)に基づく請求を主張しています。2009年３月20日、裁

判所は８件の証券集団訴訟をアメリカン・インターナショナル・グループ・インク2008年証券訴訟(「併合

2008年証券訴訟」)として併合し、ミシガン州退職制度を原告代表に指名しました。
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2009年５月19日、併合2008年証券訴訟の原告代表は、集団申し立て期間の2006年３月16日から2008年９月16

日の間にAIG株式を取得した購入者ならびに2003年６月12日、2007年６月12日および2008年５月12日に提出し

た３つの発行登録届出書に従って募集・売出が行われた様々なAIG証券を取得した購入者を代表し、併合告訴

状を提出しました。併合告訴状では、被告が集団期間中に、プレスリリース、AIGの四半期および年度末の提出

書類において、また電話会議ならびに様々な募集・売出に関連した各発行登録届出書および目論見書におい

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との主張がされています。虚偽で誤解を招く

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およびAIGの証券貸出プログラムに関

するものです。併合告訴状では、証券取引所法セクション10(b)および20(a)ならびに証券法セクション11、

12(a)(2)および15の違反が申し立てられています。2009年８月５日、被告はこの併合告訴状の却下を申し立て

ました。

2009年２月27日、AIGの元会長兼最高経営責任者のモーリス・R・グリーンバーグ氏は、AIGならびにその現

職および元の役員および取締役に対する告訴状をニューヨーク州南部地区において提出しました。告訴状は

2009年５月19日に修正され、2007年12月に同氏が繰延報酬制度より一定のAIG株式を受け取ることを選択した

ことに関して、また、上記の証券集団訴訟とほぼ同様の申し立てに基づき、証券取引所法セクション10(b)およ

び20(a)の違反ならびに州コモン・ロー上の詐欺に対する請求を主張しています(「グリーンバーグ証券訴

訟」)。2009年８月５日、被告はこの修正告訴状の却下を申し立てました。2009年11月25日、AIGは、一方をAIGと

し、他方をグリーンバーグ氏、スミス氏、C.V.スター・アンド・カンパニー・インク(「C.V.スター」)および

スター・インターナショナル・カンパニー・インク(「SICO」)(合わせて「スター当事者」)とする両者の間

で和解契約に達し、両者により覚書(「AIG／グリーンバーグMOU」)の署名がなされたことを公表しました。

AIG／グリーンバーグMOUは、グリーンバーグ氏がグリーンバーグ証券訴訟を再訴不能として却下することを

受け入れること等を定めています。2010年２月５日、再訴不能として自主的に却下する合意書が提出されまし

た。
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ERISA訴訟―ニューヨーク州南部地区　2008年６月25日から2008年11月25日の間に、AIG、その一部の幹部役

員および取締役、ならびにAIGの退職委員会および投資委員会のメンバーは、AIGまたはAIGの子会社が出資し

ている一部の年金制度の加入者を代表して請求を主張している８件の集団訴訟の被告となりました。2009年

３月19日、裁判所はこれら８件の訴訟をアメリカン・インターナショナル・グループ・インクERISA訴訟Ⅱと

して併合し、原告仮代表弁護団を指名しました。2009年６月26日、原告代表弁護団は修正併合告訴状を提出し

ました。この訴訟は、改正1974年定年退職従業員収入保障法(「ERISA」)に基づき、2007年６月15日から現在ま

での間におけるAIGインセンティブ・セービングス・プラン、アメリカン・ジェネラル・エージェンツ・アン

ド・マネージャズ・スリフト・プランおよびコモロコ・スリフト・プラン(「当該制度」)の加入者または受

益者で、加入者口座にAIG普通株式を含んでいる者すべてを代表する集団訴訟となることを意図しています。

この修正併合告訴状で原告は、特に被告が、当該制度における投資の選択肢としてAIG株式ファンドを提示す

ることが無分別となった後にも提示を継続したことにより、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申し立てています。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。2009年９月

18日、被告は、修正併合訴状の却下の申し立てを行い、当該申し立ては係争中となっています。

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、名目上の被告であるAIGに代わりAIGおよび

その子会社の取締役および役員を被告として請求を行う２件の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。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」)。事実の主張はAIGの米国住宅用サブプライ

ム・モーゲージ市場へのエクスポージャー(「サブプライム・エクスポージャー」)を含み、併合2008年証券

訴訟で主張されたものとほぼ同一です。2008年８月６日、併合2007年デリバティブ訴訟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第３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。2009年２月11日、裁判所は2008年８月６日に提起されたデリバティブ訴訟を併合2007年デリバティブ訴

訟に併合する合意書を認めました。2009年６月３日、原告代表は、AIGおよびその子会社の他の取締役および役

員を被告として追加し、AIGFPの従業員引止め報酬に関する申し立てを加え、また名目上の被告であるAIGに代

わって信任義務違反、会社資産の毀損、不当利得、献金ならびに証券取引所法セクション10(b)および20(a)の

違反に係る請求を主張する修正併合告訴状を提出しました。2009年８月５日および26日に、AIGおよび被告は

この併合告訴状の却下を申し立て、当該申し立ては係争中となっています。2009年９月30日に、2009年４月１

日にロサンゼルス郡のカリフォルニア州上級裁判所に提起された以下に記載のデリバティブ訴訟における原

告は、併合2007年デリバティブ訴訟に介入することを申し立てました。2009年12月23日、裁判所は申し立てを

却下しました。
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2009年11月20日、被告とされていたAIGの２名の上級役員であるブライアン・T・シュライバー氏およびフ

ランク・G・ウィスナー氏に対する請求を再訴可能として自主的に却下する合意書が裁判所に提出されまし

た。自主的な却下の申し出は、原告代表とシュライバー氏およびウィスナー氏との和解による成果ではありま

せん。原告代表および原告代表弁護団のいずれも、自主的な却下の引き換えに何らかの対価を求めておらず、

受取ってもいません。原告代表は、残る被告の全員に対して訴訟を継続しています。2010年１月21日の裁判所

命令により、シュライバー氏およびウィスナー氏に対する請求の再訴可能としての自主的な却下がAIGの株主

に連絡されました。このシュライバー氏およびウィスナー氏に対する請求の再訴可能としての自主的な却下

に反対する株主は、ダニエル・パトリック・モイニハン・ユナイテッド・ステーツ・コートハウス、500　パー

ル・ストリート、ニューヨーク市、NY 10007-1312のニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所における事件番

号07 CV 10464 (LTS)、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につい

て裁判所への申し立てを行うとともに、様式10-Kの提出より30日以内、すなわち2010年３月28日までに、却下

案への異議をderivativelitigation@aig.comにおける当事者委員会に申し出なければなりません。

デリバティブおよび集団訴訟―カリフォルニア州中部地区　2009年３月26日、名目上の被告であるAIGおよ

びその株主に代わってデリバティブに関する請求を主張する株主によるデリバティブおよび集団訴訟がAIG

およびその子会社の役員および取締役の一部に対して、また、集団による請求がAIGならびにAIGおよびその子

会社の役員および取締役の一部に対して、カリフォルニア州中部地区連邦地方裁判所に提起されました。この

請求は、AIGのサブプライム・エクスポージャーならびにAIGFPの従業員引止め報酬に関係しています。告訴状

では、信任義務違反、重大な不当行為、会社資産の毀損、不当利得および1934年証券取引所法セクション14(e)

の違反に係る請求が主張されています。2009年６月５日、裁判所は、この訴訟をニューヨーク州南部地区へ移

管する命令を下しました。2009年12月18日、この訴訟は併合2007年デリバティブ訴訟に併合され、併合2007年

デリバティブ訴訟において請求を行うよう再訴可能として却下されました。

デリバティブ訴訟―ナッソー郡のニューヨーク州最高裁判所　2008年２月29日、AIGのサブプライム・エク

スポージャーに関し、AIGおよびその子会社の取締役および役員の一部を被告として、株主デリバティブ訴訟

がナッソー郡の州最高裁判所に提起されました。原告は訴訟の中で、名目上の被告であるAIGに代わって、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サブプライム・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。2009年３月９日、裁判所は被告の手続き停止の申し立てを認めました。

デリバティブ訴訟―ニューヨーク郡のニューヨーク州最高裁判所　2009年３月20日、AIGの取締役および役

員ならびにAIGFP従業員引止め報酬の受領者の一部を被告として、株主デリバティブ訴訟がニューヨーク郡の

州最高裁判所に提起されました。原告は、名目上の被告であるAIGに代わって、AIGFP従業員引止め報酬に関し

て請求を主張しています。原告は、信任義務違反および会社資産の毀損、ならびに法定信託に係る請求を主張

しています。
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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取締役および役

員の一部を被告として、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、AIGのサブプライム・エクスポージャーに関する開示に関連して、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、併合2007年デリバティブ

訴訟を認め当該訴訟の停止または却下を求める申し立てが提出されました。2009年７月17日、裁判所は訴訟の

停止を求める被告の申し立てを認めました。

2009年１月15日、AIG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、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

AIGFPおよびAIGFPの単独株主としてのAIGに代わって、カッサーノ氏に対し、AIGおよびAIGFPのサブプライム

・エクスポージャーに関し、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。2009年７月17日、原

告は、最初の告訴状と同様の請求を主張する修正告訴状を提出しました。2009年８月５日、裁判所は併合2007

年デリバティブ訴訟の却下を求める申し立ての結果がでるまで当該訴訟の停止命令を下しました。

デリバティブ訴訟―ロサンゼルス郡のカリフォルニア州上級裁判所　2009年４月１日、名目上の被告である

AIGに代わって請求を主張する株主デリバティブ訴訟が、AIGの一部役員および取締役に対して、ロサンゼルス

郡のカリフォルニア州上級裁判所に提起されました。告訴状では、賞与および引止め報酬を被告が承認したこ

とに関連して、会社資産の毀損、信任義務違反、職権乱用および不正利得ならびに法定信託に係る請求が主張

されています。2009年５月29日、被告は、併合2007年デリバティブ訴訟を踏まえて当該訴訟を停止または却下

するよう求める、また特定個人の被告に対する対人管轄権を欠くとして送達を無効とするよう求める申し立

てを行いました。2009年８月27日、裁判所は被告による訴訟停止の申し立てを認めました。

2009年11月20日、AIGおよびその子会社の現職および元の取締役および役員の一部を被告として、株主デリ

バティブ訴訟がロサンゼルス郡のカリフォルニア州上級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、AIGのサブプライム・エクスポージャーに関し、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。2009年11月24日、同様の請求を主張する修正告訴状が提出されました。

2010年２月４日、当事者は、併合2007年デリバティブ訴訟を認め当該訴訟を停止する合意書を提出しました。

2010年２月９日、裁判所は併合2007年デリバティブ訴訟の結果が出るまで当該訴訟を停止する合意書を締結

しました。
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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普通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3.00億ドルの損害

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ており、上訴

に関する決定は保留となっています。AIG／グリーンバーグMOUに基づき、SICOは、AIGが当該訴訟における賠償

または和解金としてスター・ファウンデーションに支払ったすべての額、ならびにAIG／グリーンバーグMOU

の日付以降に生じた当該訴訟の防御に係る合理的な額の弁護士報酬および訴訟費用をAIGに払い戻すことに

合意しました。

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(後に2006年３月16日から2008年９月16日に修正)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。2009年４月17日、被告は、管轄権を欠き不便宜法廷地

であるという理由から停止または却下を求める申し立てを支持するための記録を提出しました。2009年５月

29日、申請者は宣誓供述書と修正後の要請書類を提出しました。事実の申し立ては併合2008年証券訴訟のもの

とほぼ同じです。2009年11月20日および30日ならびに12月４日に、被告は却下を求める申し立てを補完する弁

論趣意書を提出し、当該申し立ては係争中となっています。

　パナマ訴訟―パナマ共和国パナマ市民事裁判所　2009年２月26日、SICOは、パナマ裁判所にAIGに対する訴

訟提起の許可を求めました。SICOは告訴状において、SICOを含む株主に対してAIGが不安定な財務状況および

損失リスクを故意に隠蔽し、その結果、SICOの保有するAIG普通株式価値に損失が生じたと主張しています。

2009年８月12日、AIGは告訴状の却下の申し立てと告訴状の修正を求める申し立てを行いました。2009年８月

13日、AIGはパナマ最高裁判所に、告訴状の修正を求めるSICOの申し立てに対し、憲法上の根拠に係る申し立て

を行いました。AIG／グリーンバーグMOUに基づき、SICOは、この訴訟を再訴不能として却下することを受け入

れることに合意しました。2010年２月10日、当事者は訴訟の却下を求める合同の要望書を提出し、裁判所の承

認を待っています。
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AIGFPに関連する訴訟―2009年９月30日、ブルックフィールド・アセット・マネジメント・インクおよびブ

ライソンズ・インターナショナル・リミテッド(あわせて「ブルックフィールド」)は、AIGおよびAIGFPに対

する申し立てをニューヨーク州南部地区に提起しました。ブルックフィールドは、スワップ契約の標準的な

「破産」の債務不履行条件にあたるとブルックフィールドが強く主張する特定の事象の発生時に、ブルック

フィールドとAIGFPとの1990年の金利スワップ契約(AIGによる保証付)は終了したという宣言を求めていま

す。ブルックフィールドは、契約終了によって、当該スワップ契約に基づく将来のすべての債務の支払いが免

除されると申し立てています。2009年12月31日現在、LIBORで割り引いた予想将来キャッシュ・フローの見積

現在価値は12億ドルでした。AIGは、契約終了事由は生じておらず、当該スワップ契約は引続き有効であると考

えています。スワップ契約の下でAIGが「債務不履行に係る破産事由」を誘引したという決定が下された場

合、裁判所が明確に判示するかどうかにもよりますが、同一または類似する債務不履行条件を含む他のAIGま

たはAIGFPの契約に影響を及ぼす可能性があります。こうした決定は、AIGが信用照会先となっているクレジッ

ト・デフォルト・スワップ等の第三者間のデリバティブ契約やその他の契約にも影響を及ぼす可能性があ

り、AIGの有価証券の取引価格が影響を受ける可能性があります。2009年12月17日、被告は却下の申し立てを行

い、当該申し立ては係争中となっています。

 

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、2009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。2008年４月14日、フェア・ファンドを監督する裁判所は、ファンドの現金資産分配計画を承認し、

2009年５月18日、ディストリビューション・エージェントが分配の対象となる原告に対してフェア・ファン

ドの現金資産の分配を開始することを認める命令を下しました。
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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。2018年度初めまでの和解契約の期間中、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。2008年５月１日から３

年間の和解契約の期間中、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、その他のすべての州(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、1996年より前の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、ジェネラル・リインシュランス・コーポレーション(「ジェネラル・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、証券法セクション11および15、証券取引所法セクション10(b)およびそこで規定されているルール10b-5、

証券取引所法セクション20(a)、ならびに証券取引所法セクション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。2009年10月、原告代表は裁判所に、モーリス・R・グリーンバーグ氏、ハワード・I・スミス氏、ク

リスチャン・M・ミルトン氏、マイケル・J・カステリ氏、SICOおよびスターとの間で和解契約に達したことを

報告しました。原告代表の求めにより、裁判所は、これらの被告に対する原告代表のすべての請求をどの当事

者に対しても「再訴可能として」却下する命令を下しました。原告代表はまた、フランク・ホーネマイヤー

氏、L・マイケル・マーフィー氏およびリッチモンド・インシュアランス・カンパニー・リミテッドに対する

訴えを自主的に却下しました。2010年２月22日、裁判所は、部分的に原告代表の集団の認定を求める申し立て

を認める意見を公表しました。裁判所は、一部のAIG債券の購入者を集団に含めるよう求める原告代表の要望

について、(a)原告代表は係る債券に関して証券法に従い訴訟を提起する当事者適格性を持たない、また (b)

原告代表はAIG債券に関する証券取引所法に基づく請求に関して、共通の問題は個々の問題に優先されるとの

根拠を確立していないとして、否認しました。これに基づき裁判所は、告訴状の訴因IからIVに関して集団の認

定を否認し、当事者適格性を欠くとして請求を却下しました。AIG普通株式の購入者による集団のメンバーに

代わり提起された証券取引所法に基づく残る請求については、裁判所はAIG以外の一部の被告に対しては集団

の認定を退け、集団のメンバーは原告代表が提示した６つの日付のうち２つにおいてなされた開示に基づき

損害を申し立てることができるとした原告代表の請求を否認しましたが、1999年10月28日から2005年４月１

日までの期間にAIG普通株式を購入または取得し、当該株式を2004年10月14日、2004年10月15日、2005年３月17

日または2005年4月１日の一つ以上の日付を超えて所有していた株主すべて、ならびにAIGによるAIG普通株式

との交換による取得時に当該２社においてAIG普通株式を保有していた者で、そのために損害を受けたとされ

る者からなる集団を認定しました。
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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

(「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

(「Ace」)、ジェネラル・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。2009年２月26日、裁判所は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

よび取締役を放免しました。AIGは、AIG／グリーンバーグMOUの条項はグリーンバーグ氏、スミス氏およびSICO

に対するニューヨーク州2004年／2005年デリバティブ訴訟の却下を求めるものではないとの立場を取ってい

ます。スター当事者は反対の立場を取っています。
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　デリバティブ訴訟―デラウェア州衡平法裁判所　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

告株主は修正併合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、残りの修正併合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10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なしで再訴可能として認めました。2009年３月６日、裁判所

は、すでに対人管轄権なしとして裁判所により放免された個人と同様の状況にある個人被告を放免するため

の、放免命令、自主的放免通告および命令、ならびに放免条項および命令を認めました。2009年３月12日、グ

リーンバーグ被告はAIGの告訴状に対して検証された答弁書を提出し、マーシュ、Ace、ジェネラル・リおよび

トーマス・ティツィオ氏に対するクロス・クレームを提起し、現職および元のAIGの取締役および役員の一部

ならびにINSレギュラトリー・インシュランス・サービシズ・インクに対する第三者引込訴状を提出しまし

た。また、スミス被告もAIGの告訴状に対する答弁書を提出しています。これは2009年７月９日に修正され、

トーマス・ティッツィオ氏に対するクロス・クレームと、現職および元のAIGの取締役および役員の一部なら

びにINSレギュラトリー・インシュランス・サービシズ・インクに対する第三者引込訴状が追加されました。

2009年６月17日、裁判所は、ジェネラル・リ、マーシュ、ACEおよびスーザン・リベラが提起した却下の申し立

てを認める意見書を発行しました。2009年７月13日および2009年７月17日に、裁判所は、PwC、ジェネラル・リ、

マーシュ、ACEおよびスーザン・リベラに有利な最終判決を下しました。その後まもなく、原告株主が別の訴訟

を提起しました。そのうちの１件はPwCの却下の申し立てに対応するものであり、もう１件はACE、ジェネラル

・リおよびマーシュの却下の申し立てに対応するものです。これらの弁論趣意書は、2009年９月24日に提出さ

れました。2009年11月12日までにこの上訴の趣意書の作成は完了しました。AIG／グリーンバーグMOUに基づ

き、AIGは、デラウェア州2004年／2005年デリバティブ訴訟におけるグリーンバーグ氏およびスミス氏に対す

る直接的な請求の再訴不能としての却下を受け入れることに同意しました。2009年11月27日に、原告株主の弁

護団はAIGが2009年11月25日のグリーンバーグ氏との和解手続を進めることを禁止する一時差し止め命令を
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求める申し立てを行いました。AIGは、AIG／グリーンバーグMOUは原告株主のデリバティブに関する請求を消

滅させるものではないこと等を根拠として申し立てに反対しています。2009年11月30日に、原告株主の弁護団

は裁判所に書状を送付し、AIG／グリーンバーグMOUが最終的で効力のある和解契約であるため「禁止すべき

ものはない」と表明し、原告株主は後にAIG／グリーンバーグMOUに関して宣言的判決を求める可能性がある

ことを示しました。2010年２月５日に、AIG、グリーンバーグ氏およびスミス氏は、グリーンバーグ氏およびス

ミス氏に対するAIGの直接的な請求を却下することについて裁判所に合意書を提出しました。スター当事者

は、AIG／グリーンバーグMOUは原告株主の一部のデリバティブに関する請求をも消滅させるものであるとの

立場を取っています。AIGは反対の立場を取っています。

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

修正併合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。2009年６月17日、裁判所は、AIG、モーリス・R・グリーンバーグ氏お

よびザカリー・カーター氏に対する請求を再訴不能として棄却し、残りの被告人による却下の申し立てを棄

却しました。最終判決は2009年６月19日に下されました。裁判所は、規則第54条(b)項に基づく最終判決の登録

を求めるAIGの請求を認め、2009年９月２日にAIGおよびモーリス・R・グリーンバーグ氏を免責する最終判決

を登録しました。2009年10月１日、原告株主は上訴を申し立てました。AIGは当該上訴を、デラウェア州2004

年／2005年デリバティブ訴訟におけるACE、ジェネラル・リおよびマーシュの却下を求める上訴と併合しまし

た。また、マーシュの株主は、デラウェア州2004年／2005年デリバティブ訴訟におけるACE、ジェネラル・リお

よびマーシュの却下を求める上訴の判決を待つ間、この上訴の手続も停止しています。2009年11月10日、デラ

ウェア州最高裁判所は、口頭弁論を目的として上訴を併合することを求めるAIGの申し立てを認め、マーシュ

株主の停止の申し立てを却下しました。マーシュ株主は2009年11月16日に弁論趣意書を提出しました。上訴は

弁論趣意書の作成が完了し、2010年２月17日にデラウェア州最高裁判所において３名の審判団の前で口頭弁

論が行われました。2010年２月22日、裁判所は裁判所大法廷にて上訴の審問を行うことを当事者に通知する命

令を発しました。大法廷での弁論の予定は決まっていません。
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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、マーシュならびにジェネラル・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。この訴訟の開示手続きは、上記の「証券訴訟―ニューヨーク州南部地区」

で記載の証券訴訟におけるAIGに対する請求の結果が出るまで停止されています。被告は2009年５月１日に告

訴状の却下を申し立て、趣意書の作成は完了しています。原告株主と被告であるジェネラル・リおよびマー

シュは合意に達し、デラウェア州2004年／2005年デリバティブ訴訟に係わる当事者に対するすべての請求に

関する最終判決が下されるまで、開示手続きおよび告訴状却下の申し立てを停止しました。

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

別の全米集団(1998年１月１日から2004年12月31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。両上訴の弁論趣意書の作成は完了しており、口頭弁論は2009

年４月21日に実施されました。

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ニュー

ジャージー地区において引続き係争中ですが、現在は停止しています。しかし、連邦地方裁判所は、広域係属訴

訟の司法委員会に係争中の訴訟を移管前の裁判所に差し戻すよう提言するべきかどうかを決定するための審

問を2010年３月２日に開く予定です。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。

2009年３月12日、移管前の裁判所は、被告である保険業者による却下の申し立てについて口頭弁論を実施し、

申し立てを認めました。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、カンザス州

裁判所において係争中の１件の訴訟において、開示手続きが最近開始されました。また、テキサス州裁判所に

おいて係争中の別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、この申し立てに対する審問が

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実施さ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、この審問は2009年４月３日に実施されました。2009年４月３日の審問にお

いて、裁判所は被告の特例を認め、原告に再抗弁猶予を認めました。また、裁判所は開示手続きの停止も継続し

ています。2009年７月13日、原告は修正嘆願書を提出しました。原告による修正嘆願書の審問は2009年11月11

日に開かれました。AIGは、広域係属訴訟と同様の主張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およびニュージャージー州で係争中

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。

2010年２月23日の会議で当事者は、オハイオ州司法長官の請求についてAIGおよびオハイオ州司法長官が基本

的に和解することに合意したことを裁判所に開示しました。基本合意書では、AIGが支払いを行うとともに、一

部の募集者補償に関する開示および進行中のコンプライアンス計画を継続することとされています。AIGの支

払債務はAIGの財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローにとって重要なものではありません。

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るものでした。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１月26日、事物管轄権がないことを理由にAIGは

告訴状の全請求を却下するよう申し立てました。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。2009年４月13日、第三者引込訴状の被告であるリバティ・ミューチュアルはAIG、その一部

子会社およびAIGの元幹部に対して第三者反対訴訟を提起しました。2009年８月23日、裁判所は当事者適格の

欠如を理由にAIGによる当該訴訟の却下の申し立てを認めました。2009年９月25日、AIGは、一部の保険会社に

対して第１修正告訴状を提出し、これらの会社が従業員の労災保険料を過少報告していたこととNWCRPのメン

バーを務めていたことの両方についてRICO法上の請求を強く主張し、詐欺およびその他の州法上の請求につ

いて再び訴えました。2009年10月30日に、被告は第１修正告訴状の却下を求める申し立てを行いました。2009

年10月８日、リバティ・ミューチュアルはAIGに対して修正反対訴訟を提起しました。当該修正反対訴訟は、

NWCRPにより当初提起された訴訟とほぼ同じ内容ですが、その他の州法違反に係る請求も主張しており、また

NWCRP非加入の州、保証基金および特別評価に関連する損害賠償も求めています。また、修正反対訴訟ではAIG

の元幹部役員が被告人から除かれています。2009年10月30日、AIGはリバティの修正反対告訴状の却下を求め

る申し立てを行いました。証拠開示が進められており、現在のところ、事実に関する証拠開示は2011年３月15

日までに完了する見込みです。
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2009年４月１日、セーフィコ・インシュランス・カンパニー・オブ・アメリカおよびオハイオ・カジュア

ルティ・インシュランス・カンパニーは、NWCRP全加入者の集団に代わって、AIGが労災保険の残余市場評価額

を過少支払いしたとして、AIGおよびその一部子会社に対して、イリノイ州北部地区連邦地方裁判所に告訴状

を提出しました。この訴訟は、事物管轄権がないことを理由にNWCRP訴訟の却下を求めたAIGの申し立てが裁判

所に認められた場合には、「代替訴訟」の形式をとります。この集団訴訟の主張は、NWCRPから提起されたもの

とほぼ同じ内容ですが、AIGの元幹部も被告に含まれており、これら幹部に対してRICO法上の請求を主張して

います。2009年８月28日、集団訴訟の原告団は修正告訴状を提出し、AIGの幹部役員は被告から除かれました。

2009年10月30日、AIGは修正告訴状の却下を申し立てました。集団認定に関連する証拠開示は始まっており、

2010年３月12日までに完了する見込みです。実体の証拠開示が進められており、現在のところ、2011年３月15

日までに完了する見込みです。

 

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請求が主張されています。また当該修正告訴状は、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を主張することを目的としています。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。訴訟参加の原告は、被告の申し立てに対してまだ対

応していませんが、裁判所に対し、修正告訴状の不備を別の修正告訴状を提出することにより改善する意向を

示しています。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
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施しました。2009年３月２日、両原告はローリーロ原告を主任弁護士とすることで合意に達し、それぞれの不

適格の申し立てを却下する申し立てを提起しました。また、マッカーサー訴訟参加の原告も修正告訴状の却下

を申し立てました。事実審裁判所は却下の申し立てをすべて認め、2009年３月26日の現状確認会議に出席する

よう全当事者に命令しました。会議に先立ち、マッカーサー訴訟参加の原告は、Ala. R. Civ. P. 41に従って

ローリーロに対する請求を再訴不能として却下する意思を示しました。被告は、このような却下は裁判所の承

認がないため不適切と反論しましたが、2009年４月２日、裁判所は却下を認めました。2009年４月14日に実施

された集団訴訟の日程計画協議において、裁判所は集団訴訟の開示手続き日程を決定し、これに従い2010年３

月に集団認定に関する審問が開催される予定です。当事者等は現在、集団開示手続きを進めています。

 

AIGの米国内生命保険およびリタイヤメント・サービス事業に関する訴訟事件

スーペリア・ナショナル　2004年12月30日、AGCの子会社であるUSLIFEによりスーペリア・ナショナル・イ

ンシュアランス・カンパニー等が再保険を受けていた1998年労災保険比例再保険契約について、仲裁委員会

が決定を行いました。その2-1決定では、仲裁委員会はUSLIFEの求めた契約の破棄は拒否しました。その代わり

に、委員会はUSLIFEの参加を10％削減するよう契約を修正しました。さらに、仲裁裁定では、契約への一部譲渡

をUSLIFEが申し入れる仲裁の第二段階の設定が決定されました。第二段階では、仲裁委員会は、譲渡人に有利

に申し入れを解決する２件の裁定を行いました。2010年１月４日、第９巡回控訴裁判所は仲裁の裁定を認めま

した。USLIFEは現在、他の法的手続きを検討しています。AIGは2009年12月31日現在、6.39億ドルの準備金を有

しています。AIGは、この準備金は未払いの請求に備えるものとして十分であると考えています。
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(b) 契約債務

航空機

2009年12月31日現在、ILFCは、2010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120機につい

て、2010年の2.43億ドルを含む見積総額137億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

について賃借人を探す必要があり、購入資金の大部分を調達しなければなりません。

新しい航空機120機には、ボーイング787航空機(「B787」)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。ILFCとボーイングは、納入計画の見直しならびに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は注文済みのB787航空機74機のうち29

機についてリース契約を締結しています。ILFCのB787リース条項では、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。

 

以下の表は、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

を示しています。

 

  (単位：百万ドル)

2009年12月31日現在

 2010年  $4,670

 2011年  4,171

 2012年  3,473

 2013年  2,725

 2014年  2,073

 2015年以降 3,737

 合計  $20,849

 

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。
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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。

 

以下の表は、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を示しています。

 

  (単位：百万ドル)

2009年12月31日現在

 2010年  $600

 2011年  442

 2012年  339

 2013年  255

 2014年  201

 2015年以降 739

 合計  $2,576

 

賃借料は、2009年、2008年および2007年12月31日に終了した事業年度においてそれぞれ約7.33億ドル、8.96

億ドルおよび7.71億ドルでした。

 

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2009年12月31日現在、総額74億ドルです。

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。

2008年度において、AIGは、2008年12月から2011年にかけて段階的に支払われる引止め報酬を従業員に付与

しました。2009年12月31日現在、当該報酬の未払残額は総額3.93億ドルでした。
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(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。

 

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すべ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。

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。
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(d) 保証

・　VIEに関連する契約債務および保証については、注記10をご参照ください。

・　AIGFPおよびMIPの引受クレジット・デフォルト・スワップを含むデリバティブならびに信用リスク関

連の条件が付いたその他のデリバティブの開示については、注記11をご参照ください。

・　債務の保証に関する追加開示については、注記14をご参照ください。

 

子会社

AIGは、AIGファイナンシャル・プロダクツおよびその子会社の一部が行っている取引から生じるこれらの

会社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。

AIGFPのリース事業に関して、AIGFPは限定的な数の取引において、賃借人の債務不履行時に賃借人が持分投

資家に対して負う解約価値(持分解約価値)に等しい額のスタンドバイ信用状または類似のファシリティを持

分投資家に発行しています。2009年12月31日現在の発行済残高は13億ドルでした。これらの取引において、

AIGFPは賃借人が不払いの場合にこの額を支払うことに同意しています。AIGFPが支払う額は、常にではありま

せんが、通常はAIGFPが有する預り金の増価と同額であることが通例であるようなその他の商品に関する未払

額と部分的に相殺されます。AIGFPが持分投資家に支払いを行うことが求められる場合、賃借人はAIGFPに対し

て払い戻しを行う無条件の責任を負います。持分投資家が、賃借人からの支払いを含め、スタンドバイ信用状

および／またはその他の源泉から持分解約価値を支払われる場合、AIGFPはリースに基づく持分投資家の原資

産に対する権利を譲り受けます。リース取引における賃借人の債務は一般に、経済的に無効とされるため、

AIGFPが支払いを求められる状況として最もあり得るのは、賃借人の破産の場合です。AIGFPは取引を選択して

おり、破産の可能性が低いと考えられるか、地方自治体が賃借人である場合には、破産が現行の法律上認めら

れない場合に限り、この商品を提供することに同意しています。
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資産処分

AIGは、資産処分計画に関連する財務保証および損失補償契約の対象にもなっています。AIGは、とりわけAIG

が提供した表明、保証または条項の不履行がきっかけとなって生じた一定の資産整理に係る損失補償と保証

を提供しています。これらの債務には、契約による定義や、時効等の法律の影響による様々な期間制限が付さ

れていることが多くあります。課される可能性のある債務の最高額が契約上の限度額である場合もあり、こう

した限度額が特定されていない、あるいは当てはまらない場合もあります。AIGがこれらの保証および損失補

償によって支払う最高額の見積りを算定することは不可能ですが、AIGは、これらの契約によって重要性の高

い金額を支払わなければならなくなる可能性は低いと考えており、連結貸借対照表にこれらの契約に関連す

る多額の負債を認識していません。事業売却および資産処分の他の情報については注記１をご参照ください。

 

16　資本合計および１株当たり利益(損失)

発行済株式

以下の表は発行済株式の変動について示しています。

 

 優先株式

普通株式 自己株式
2009年12月31日に
終了した事業年度

AIG
シリーズE

AIG
シリーズF

AIG
シリーズC

AIG
シリーズD

期首発行済株式数 ― ― ― 4,000,000147,401,90012,918,446

発行 ― 300,000100,000 ― 466,401(145,932)

交換された株式 400,000 ― ― (4,000,000)― ―

自己株式の消却 ― ― ― ― (6,111,158)(6,111,158)

株式併合に関連して現金
支払いされた端株

― ― ― ― (24,880) ―

期末発行済株式数 400,000300,000100,000 ― 141,732,2636,661,356
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優先株式

優先株式の変動は以下のとおりです。

 

(単位：百万ドル)

 
AIG

シリーズE
AIG

シリーズF
AIG

シリーズC
AIG

シリーズD
優先株式合計

2008年１月１日現在残高 $― $― $― $― $―

AIGシリーズDの発行 ― ― ― 40,000 40,000

2008年12月31日現在残高 $― $― $― $40,000$40,000

AIGシリーズCの発行 ― ― 23,000 ― 23,000

AIGシリーズEに交換されたAIGシ
リーズD

41,605 ― ― (40,000)1,605

AIGシリーズFの引出 ― 5,344 ― ― 5,344

AIGシリーズFコミットメント手数料 ― (165) ― ― (165)

2009年12月31日現在残高 $41,605$5,179$23,000 $― $69,784

 

AIGシリーズD優先株式とAIGシリーズE優先株式との交換

2009年４月17日、AIGは証券交換契約(「AIGシリーズE交換契約」)を財務省と締結し、当該契約に従い、財務

省は、AIGシリーズD優先株式4,000,000株をAIGシリーズE優先株式400,000株と交換しました。残余財産分配優

先権総額は41,604,576,000ドルであり、放棄されたAIGシリーズD優先株式の発行日における残余財産分配優

先権総額に累積未分配配当金1,604,576,000ドル(１株当たり401.14ドル)を加えた価額を示しています。AIG

シリーズE優先株式の条件は、配当金が累積しないこと、またAIGシリーズE優先株式は代替資本条項の対象で

あることを除いては、AIGシリーズD優先株式の条件と実質的に同じです。AIGシリーズD優先株式とAIGシリー

ズE優先株式との交換時に、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しており、当該条項

に従い、AIGは、AIGシリーズE優先株式の発行日から３年経過するまでは、AIGまたはAIG子会社による特定の資

本証券の発行により得た収入以外を用いて、AIGシリーズE優先株式の全部または一部を償還または購入しな

いこと(AIG子会社の場合は購入しないこと)に合意しています。

AIGシリーズE交換契約はまた、財務省がAIG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(「AIG

シリーズDワラント」)を、特定の状況において、AIGシリーズC永久転換可能利益配当参加型優先株式(「AIGシ

リーズC優先株式」)2,689,938株に交換することを認めています。

 

AIGシリーズF優先株式の発行および298.35億ドルの財務省コミットメント

2009年４月17日、AIGは証券購入契約(「AIGシリーズF購入契約」)を財務省と締結し、当該契約に従い、AIG

は財務省に対し(ⅰ)AIGシリーズF優先株式300,000株、(ⅱ)AIG普通株式150株を購入するためのワラント

(「AIGシリーズFワラント」)を発行しました。
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AIGシリーズF購入契約に従い、財務省は即座に借入可能な資金を５年間提供するコミットメントを設定し

ており、以下の限りにおいて、298.35億ドルを上限に借入可能です(「借入可能額」)。

・　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いない。

・　トラスト(または米国財務省の利益のみを目的として設立された承継事業体)および財務省が、総計で、AIG

の議決権の50％超を「受益保有」している。

 

借入可能額は、AIGシリーズF優先株式およびAIGシリーズFワラントの発行後に、財務省がAIG、その子会社、

もしくはAIGまたはその子会社の利益のために、もしくはAIGまたはその子会社によって設立されたSPVに対し

て提供した財務援助の総額分だけ減額されますが、財務省の単独の判断により、財務援助の条件に明記されて

いる場合には減額はされません。

AIGシリーズE交換契約およびAIGシリーズF購入契約により、AIGは資本株式を買戻す能力に関して制限を受

けており、また法人費用、ロビー活動および幹部報酬を制限する方針を維持するよう求められています。

AIGシリーズF優先株式の条件は、AIGシリーズF優先株式は代替資本条項の対象でないことを除いては、AIG

シリーズE優先株式の条件と実質的に同じです。AIGシリーズF優先株式の残余財産分配優先権は当初は１株当

たり０ドルでしたが、財務省コミットメントの引出額に比例して増加します。2009年度に、AIGは財務省コミッ

トメントから約53.4億ドルを引出しました。これによりAIGシリーズF優先株式の残余財産分配優先権は１株

当たり17,814.72ドルに増加しました。

AIGシリーズFワラントは、１株当たり初期行使価格0.000001ドルでいつでも行使可能です。AIGシリーズF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。財務省

は、AIGシリーズFワラントの行使により発行されるAIG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。

 

配当金

AIGシリーズE優先株式およびAIGシリーズF優先株式のそれぞれの条件では、AIGが四半期配当金を連続か否

かを問わず４回支払えなかった場合に、追加的な２名かAIG取締役総数の上限20％(選出後の総数で端数切り

上げ)かの、どちらか多い方の数の取締役を選出できることが規定されています。これらの優先取締役は、AIG

シリーズE優先株式およびAIGシリーズF優先株式の保有者による単一クラスとしての投票において過半数を

獲得して選出されます。選出された優先取締役は、次の定時総会(または取締役選出のために招集される臨時

総会)まで、もしくは連続した４四半期におけるAIGシリーズE優先株式およびAIGシリーズF優先株式の全発行

済株式に係るすべての未払配当金が宣言され、全額支払われるまで、その役職に就くこととなります。2010年

２月17日現在、AIGの四半期配当金は４回支払いがありませんでしたが、AIGシリーズE優先株式およびAIGシ

リーズF優先株式の株主は当該規定に基づく取締役の選出を実施していません。
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シリーズC永久転換可能利益配当参加型優先株式

2009年３月４日、AIGは、トラストに対して、AIGシリーズC優先株式100,000株を発行しました。

トラストは現在、米国財務省の利益のみを目的としてAIGシリーズC優先株式を保有しています。AIGシリー

ズC優先株式の保有者はAIG普通株式の保有者を上回る残余財産分配権を有しており、法的に認められている

範囲で、AIG株主に提起されるすべての事項についてAIG普通株式の保有者と同様に議決権を行使できます。

AIGシリーズC優先株式には、以下の権利が付されています。(ⅰ)普通株主のみによる議決が求められている事

項を除いたあらゆる事項について投票できるAIG株主の議決権の一定割合、(ⅱ)発行済AIG普通株式およびAIG

シリーズC優先株式の配当権総額の一定割合(それぞれ転換後ベースで財務省に対し発行されたワラントの対

象となるAIG普通株式2,690,088株、AIG普通株式に転換または交換可能な財務省保有のその他の証券および財

務省が直接保有するAIG普通株式を示す割合とあわせた場合に、2009年12月31日現在、議決権および未払配当

金合計の約79.8％に相当する割合)。AIGシリーズC優先株式は、AIGの修正基本定款の後発的な修正に伴い普通

株式に転換可能となりますが、この修正はAIG普通株式保有者による独立した投票で承認される必要がありま

す。この修正により、AIGシリーズC優先株式は、その時点での議決権に相当する数のAIG普通株式に転換されま

す。

 

普通株式

株式併合

2009年６月30日、AIGの株主は、20対１の普通株式併合を承認し、同日付で有効となりました。当報告書の全

表示期間における普通株式および１株当たり情報に係る記載は、この株式併合による影響を受けて調整され

ています。普通株式の額面は変更されていないため、全表示期間に係る遡及的調整として、合計70億ドルが普

通株式から資本剰余金に組替えられました。

 

自己株式の消却

2009年11月30日、AIGは、自己株式に含まれていた帳簿価額74.0億ドルの普通株式6,111,158株を消却しまし

た。当該株式はAIGの授権済未発行普通株式に戻されました。AIGは普通株式を1,528万ドルおよび資本剰余金

を73.8億ドル減額することで、この消却を会計処理しています。

 

配当金

普通株式１株当たりの配当金は2008年度および2007年度においてそれぞれ8.40ドルおよび15.40ドルでし

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金の宣言を中止しており、2009年度に

宣言された配当金はありません。FRBNY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、AIGシリーズE優先株式およびAIGシリーズF優先株式のそれぞれ条件に従い、AIGは、AIGシ

リーズE優先株式およびAIGシリーズF優先株式の任意の期間に係るそれぞれの配当金が支払われるまでは、

AIG普通株式に対する、または当該シリーズ優先株式より下位のAIG優先株式に対する当該期間に係る配当金

を宣言または支払うことができません。
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AIGはAIGシリーズD、シリーズEおよびシリーズF優先株式に係る配当金を支払っていないため、財務省は、

AIGシリーズE優先株式およびAIGシリーズF優先株式の単独保有者として、2010年２月１日付けで、AIG取締役

会に(ⅰ)取締役２名か、(ⅱ)AIG取締役会の20％(選出後の総数で端数切り上げ)のどちらか多い方の数の取締

役を選出する権利を獲得しました。

 

株式の発行および買戻し

FRBNY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おり、2008年度第２四半期以降に買

戻された株式はありません。2008年度上半期においてAIGが買戻した普通株式の合計数は1,896,303株でした。

2008年５月、AIGは普通株式9,835,526株を１株当たり760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7,840万口を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。

 

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：

・912ドル以上 ・株式購入契約１口当たり0.02741株

・912ドル超760ドル未満 ・25ドルを適用される市場価額で除した株数

・760ドル以下 ・株式購入契約１口当たり0.03289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912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。
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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。2009年12月31日現在、当該劣後債合計は58.8億ドルであり、連結貸借対照表のそ

の他の長期債務に計上されています。

 

その他の包括利益(損失)累計額

その他の包括利益(損失)累計額の変動は以下のとおりです。

 

(単位：百万ドル)

 

一時的でな
い信用に係
る減損が計
上された満
期固定投資
に係る未実
現評価益
(損)

その他すべ
ての投資に
係る未実現
評価益(損)

為替換算調
整額

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)

退職制度負
債調整額

合計

2007年１月１日現在残高、税効果考慮後 $― $10,083$(305)$(27)$(641)$9,110

投資に係る未実現評価益(損) ― (8,115)― ― ― (8,115)

為替換算調整額の純増減 ― ― 1,420 ― ― 1,420

キャッシュ・フロー・ヘッジに係る正味
利益(損失)

― ― ― (133) ― (133)

数理計算上の純利益 ― ― ― ― 197 197

過去勤務収益 ― ― ― ― (24) (24)

繰延税金資産(負債) ― 2,338 (140) 73 (57)2,214

その他の包括利益(損失)合計 ― (5,777)1,280 (60) 116 (4,441)

非支配持分 ― (69) 95 ― ― 26

2007年12月31日現在残高、税効果考慮後 $― $4,375$880 $(87)$(525)$4,643
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(単位：百万ドル)

 

一時的でな
い信用に係
る減損が計
上された満
期固定投資
に係る未実
現評価益
(損)

その他すべ
ての投資に
係る未実現
評価益(損)

為替換算調
整額

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)

退職制度負
債調整額

合計

会計原則の変更による累積的影響額、税
効果考慮後

― (105) ― ― ― (105)

投資に係る未実現評価益(損) ― (13,966)― ― ― (13,966)

為替換算調整額の純増減 ― ― (1,398)― ― (1,398)

キャッシュ・フロー・ヘッジに係る正味
利益(損失)

― ― ― (156) ― (156)

数理計算上の純損失 ― ― ― ― (1,313)(1,313)

過去勤務収益 ― ― ― ― (12) (12)

繰延税金資産(負債) ― 4,948 356 52 352 5,708

その他の包括利益(損失)合計 ― (9,123)(1,042)(104)(973)(11,242)

非支配持分 ― (296) 25 ― ― (271)

2008年12月31日現在残高、税効果考慮後 $― $(4,452)$(187)$(191)$(1,498)$(6,328)

2009年４月１日の調整＊ (599) 599 ― ― ― ―

投資に係る未実現評価益(損) 2,04827,891 ― ― ― 29,939

為替換算調整額の純増減 ― ― 2,932 ― ― 2,932

キャッシュ・フロー・ヘッジに係る正味
利益(損失)

― ― ― 95 ― 95

数理計算上の純利益 ― ― ― ― 397 397

過去勤務収益 ― ― ― ― (27) (27)

繰延税金資産(負債) (724)(9,802)(1,005)(32) (16)(11,579)

その他の包括利益合計 1,32418,0891,927 63 354 21,757

会計原則の変更による累積的影響額、税
効果考慮後

(2,537)(6,811)― ― ― (9,348)

非支配持分 (2) 280 110 ― ― 388

2009年12月31日現在残高、税効果考慮後$(1,810)$7,145$1,630$(128)$(1,144)$5,693

 

＊  一時的でない減損に関する新会計基準の適用を反映するための調整です。
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非支配持分

議決権を有しない繰上償還可能なジュニアおよびシニア優先エクイティ持分

実行中の秩序ある資産処分計画およびFRBNYクレジット・ファシリティの期日どおりの返済計画に関連し

て、AIGは2009年11月30日に、完全所有していた２つの事業AIAおよびALICOを、２つの新規設立特別目的事業体

(「SPV」)に譲渡し、これと引換えに、当該SPVにおけるすべての普通および優先エクイティ持分を受領しまし

た。2009年12月１日、AIGは当該SPVにおける優先エクイティ持分をFRBNYに譲渡し、これと引換えに、FRBNYクレ

ジット・ファシリティに基づく借入残高および最大借入可能額が250億ドル減額され、当該ファシリティの条

件が以下および注記14に記載のとおり修正されました。

AIGは、普通株式持分を留保することで、当該SPVにおける議決権の100％を有することになります。この議決

権により、AIGは、当該SPVの経営および運営を監督する当該SPVの経営陣を選出することができます。優先エク

イティ持分には実質的な参加権があることを主な理由として、当該SPVは変動持分事業体と判断されていま

す。当該SPVの第一受益者として、AIGは当該SPVを連結しています。

優先エクイティ持分はAIGの選択により償還可能であり、FRBNYの判断により譲渡可能です。FRBNYクレジッ

ト契約に基づくAIGの不履行事象等によりFRBNYが当該SPVの支配権を取得した場合には、当該取引に関する合

意において、優先エクイティ持分の償還が明確に禁止されています。どちらのSPVにおいても、経営陣がSPVの

公募、清算または任意売却を開始する場合には、その受取額を、優先エクイティ持分の償還価額が支払われる

までは優先エクイティ持分に分配しなくてはなりません。優先エクイティ持分の償還価額は、以下に記載のと

おり、償還日までに未分配の優先持分利益、および償還時にすべての普通および優先エクイティ持分保有者に

対する100％分配が行われる場合には優先エクイティ持分への分配金額を含んだ残余財産分配優先権です。

優先エクイティ持分により、FRBNYは、当該SPVによる特定の重要な活動についての拒否権を有することにな

り、また新規株式公開もしくは当該SPVまたは当該SPV保有事業の売却を含む特定の活動を実施するために当

該SPVが最大限努力するよう強制する権利を含む特定の権利を有することになります。けれども当該取引が

FRBNYにより強制されて実施される場合には、当該SPVは当該取引からの収入を使用して優先エクイティ持分

の全部または一部を償還する必要はありません。2010年12月１日より後には、またそれ以前にもトラストの受

託者の同意を得れば、FRBNYが優先エクイティ持分の売却を決定した場合に、FRBNYは、普通株式持分保有者に

対し当該持分の売却を強制することが可能です。　新規株式公開後には、FRBNYは優先エクイティ持分を株式公

開会社の普通株式と交換する権利を得ます。
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AIA SPVにおける優先エクイティ持分の当初の残余財産分配優先権は160億ドルであり、2013年９月22日ま

では年利５％で、それ以降は年利９％で四半期ごとに複利計算される優先持分利益に対する権利があります。

優先持分利益が分配されない場合には、当該金額は優先エクイティ持分の残余財産分配優先権に加算されま

す。AIAの優先エクイティ持分には、優先持分利益控除後の当期純利益に対し１％の参加権があります。また

AIAの優先エクイティ持分には、(ⅰ)AIAの優先持分利益、(ⅱ)AIAの当期純利益に対する１％の参加権、(ⅲ)す

べての優先エクイティ持分に係る残余財産分配優先権が支払われ、かつ(ⅳ)普通株式持分保有者(現在はAIG)

が通常の分配金を含み、(ⅰ)90億ドルと(ⅱ)当初資本拠出以外の追加的資本拠出額の合計を受領した後の、残

余価額に対しても１％の参加権があります。AIGには、当該SPVがAIAを処分する際の残余価額の残りの99％を

受領する権利があります。

ALICO SPVにおける優先エクイティ持分はシニアおよびジュニア優先エクイティ持分で構成されており、そ

れぞれの残余財産分配優先権は10億ドルおよび80億ドルです。ジュニアおよびシニア優先エクイティ持分に

は、2013年９月22日までは年利５％で、それ以降は年利９％で四半期ごとに複利計算される優先持分利益があ

ります。優先持分利益が分配されない場合には、当該金額は優先エクイティ持分の残余財産分配優先権に加算

されます。ジュニア優先エクイティ持分には、シニアおよびジュニア優先エクイティ持分に係る残余財産分配

優先権および当該四半期の優先持分利益が支払われ、かつ普通株式持分保有者(現在はAIG)が通常の分配金を

含み、(ⅰ)60億ドルと(ⅱ)当初資本拠出以外の追加的資本拠出額の合計を受領した後の、残余価額に対して

５％の参加権があります。シニア優先エクイティ持分には参加利益はありません。AIGには、当該SPVがALICOを

処分する際の残余価額の残りの95％を受領する権利があります。

優先エクイティ持分は発行日である2009年12月１日現在の公正価値で測定されており、算定された価額は

244億ドルでした。優先エクイティ持分の公正価値は２つの評価手法を用いて、指示された価額の範囲の妥当

性を検討する際に当該手法による結果を適宜評価および加重することで算定されています。評価モデルは、見

積キャッシュ・フローの時期に関する仮定および適切な割引率等の評価を包含した割引キャッシュ・フロー

・モデルを含みます。割引率はAIAおよびALICOと同等な企業の優先株式の利回りを用いて算定され、AIAおよ

びALICOの特性に応じた調整が加えられます。見積キャッシュ・フローの時期は、市場参加者の仮定を示すも

のであるとAIGが考えている経営陣の仮定に基づき判断されます。評価モデルは、当該SPVの企業価値、予想期

間、ボラティリティおよび無リスク金利等に関する市場参加者の仮定を包含したオプション価格決定モデル

も含みます。

優先エクイティ持分の優先持分利益は当初2013年９月22日までは年利５％で四半期ごとに複利計算されま

すが、それ以降は年利が９％に増加するため、優先株主持分の公正価値244億ドルと当初の残余財産分配優先

権250億ドルとの差額は前払優先持分利益と見なされます。前払優先持分利益は、優先持分利益および参加権

とともに、連結損益計算書上のFRBNYが保有する支配権をもたず議決権を有しない繰上償還可能なジュニアお

よびシニア優先エクイティ持分帰属の継続事業からの利益(損失)に費用計上されます。
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FRBNYクレジット・ファシリティの一連の修正により、FRBNYクレジット・ファシリティの実効借入金利は

低下し、またFRBNYクレジット・ファシリティに対するその他の変更がありました。AIGは、これらの変更は、問

題のある債務の再編の状況に合致するものと考えています。したがって、優先エクイティ持分の公正価値244

億ドルとFRBNYクレジット・ファシリティに基づく借入残高の減額250億ドルとの差額6.00億ドルは繰延べら

れ、将来の支払利息の減額としてFRBNYクレジット・ファシリティの残存期間にわたって計上されます。当該

取引に関連する費用に重要性はなく、発生時に費用計上されました。

FRBNYクレジット・ファシリティの当初の条件では、通常、借入残高の強制返済額と同額が最大借入可能額

から減額されます。優先エクイティ持分の発行に関連して、FRBNYクレジット・ファシリティに基づく最大借

入可能額600億ドルは250億ドル減額されました。このためAIGは、借入可能額の減少に比例して、FRBNYクレ

ジット・ファシリティに関連する前払委託報酬資産の未償却部分の償却を加速させ、52億ドルを支払利息と

して費用計上しました。

 

１株当たり利益(損失)

基本および希薄化後１株当たり利益(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。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１株当た

り市場価額が912ドルを超過しない限りは、株式購入契約残高の影響を受けません。

上記のAIGシリーズC優先株式の発行に関連して、AIGは１株当たり利益(損失)を算定するのに２クラス方式

の適用を開始しました。２クラス方式は、企業の資本構造が２つ以上の普通株式クラスを伴う場合、または普

通株式と利益配当参加型証券を伴う場合に、１株当たり利益(損失)を算定するために利益を分配する方式で

す。この方式では、普通株式および利益配当参加型証券の配当金宣言額金(すなわち分配済利益)ならびに未分

配利益に対する利益配当参加型証券の参加権に基づき１株当たり利益(損失)を算定します。
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以下の表は基本および希薄化後１株当たり利益(損失)の計算について示しています。

 

(単位：１株当たりの情報を除き、百万ドル)

12月31日に終了した事業年度 2009年 2008年 2007年

１株当たり利益(損失)の計算に用いられた分子：    

継続事業からの利益(損失) $(11,770)$(97,634)$6,867

非支配持分帰属の継続事業からの利益(損失)：    

ニューヨーク連邦準備銀行が保有する支配権をもたず議
決権を有しない繰上償還可能なジュニアおよびシニア優
先エクイティ持分

140 ― ―

その他 (1,527) (944) 1,259

非支配持分帰属の継続事業からの利益(損失)合計 (1,387) (944) 1,259

継続事業からのAIG帰属当期純利益(損失) (10,383)(96,690) 5,608

非継続事業からの利益(損失) (543) (2,753) $621

非支配持分帰属の非継続事業からの利益(損失) 23 (154) 29

非継続事業からのAIG帰属当期純利益(損失) (566) (2,599) 592

AIGシリーズD優先株式の累積配当金 (1,204) (400) ―

AIGシリーズE優先株式に交換されたAIGシリーズD優先株式
の見なし配当金

(91) ― ―

継続事業からのAIG普通株主帰属当期純利益(損失) (11,678)(97,090) 5,608

非継続事業からのAIG普通株主帰属当期純利益(損失) $(566) $(2,599) $592

１株当たり利益(損失)の計算に用いられた分母：    

加重平均発行済株式数－基本 135,324,896131,714,245129,226,796

希薄化効果のある株式＊ ― ― 674,239

加重平均発行済株式数－希薄化後 135,324,896131,714,245129,901,035

AIG帰属１株当たり利益(損失)：    

基本    

継続事業からの利益(損失) $(86.30)$(737.12)$43.40

非継続事業からの利益(損失) $(4.18) $(19.73) $4.58

希薄化後    

継続事業からの利益(損失) $(86.30)$(737.12)$43.17

非継続事業からの利益(損失) $(4.18) $(19.73) $4.56

 

＊ 希薄化後株式は自己株式法を用いて算定されており、株式に基づく従業員報酬制度およびAIGシリーズFワラントから生じ

る希薄化効果のある株式を含んでいます。逆希薄化効果をもたらすために発行済希薄化後株式から除外された株式数は、

2009年、2008年および2007年12月31日に終了した事業年度において、それぞれ1,200万株、900万株および40万株でした。

 

前へ　　　次へ
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17　法定財務情報

以下の表は、法定会計実務に基づく損害保険(非中核保険会社を含む)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)について示しています。

 

 (単位：百万ドル)

12月31日に終了した事業年度 2009年(e) 2008年 2007年

法定剰余金(a)：    

損害保険(b) $37,946 $35,847 $37,705

米国内生命保険およびリタイヤメント・サービス 13,016 11,312 14,014

米国外生命保険およびリタイヤメント・サービス 17,873 13,199 19,198

法定当期純利益(損失)(a)(c)：    

損害保険(d) 2,402 216 8,018

米国内生命保険およびリタイヤメント・サービス 702 (22,257) 1,107

米国外生命保険およびリタイヤメント・サービス(a) 1,368 (1,301) 3,358

 

(a) 米国外事業に関連する法定剰余金および当期純利益(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、フィラムライフおよび非継続事業として報告されているナン・シャン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) 2008年度の金額は、過去に報告されている金額より12億ドル増加しています。

(c) 正味実現キャピタル・ゲインおよびロスならびに税金を含んでいます。

(d) 税引後の異常災害損失による保険金を2009年度、2008年度および2007年度においてそれぞれ3,400万ドル、11.5億ドルおよ

び1.77億ドル含んでいます。

(e) 最終的な法定届出に基づき金額は変動します。

 

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。

2009年、2008年および2007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。
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配当制限

保険子会社によるAIGへの配当金の支払いには、規制当局により一定の制限が課せられています。AIGの米国

内保険子会社が配当金を支払う際には、その特定の保険子会社が所在する地域の保険部門に対する正式な通

知が必要となります。例えば、ニューヨーク保険監督庁の許可がない場合、ニューヨーク州に所在する損害保

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。多くの州の法律において、配当金額が規定の基準を下回る場合には、保険会社は保険規制当局

の事前の承認なしに配当を行うことが認められています。外国の管轄区において、AIGの米国外保険子会社に

よる配当金の支払いが制限されている場合もあります。また、子会社からAIGへの現金の貸付や前払いを制限

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、2009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。AIGは、規制当局による調査が規制対象

子会社の配当金支払い能力に及ぼす影響について予測することができません。AIGが把握している限り、ソル

ベンシーに関する規制当局のまたは同様の「ウォッチ・リスト」に載っているAIG企業はありません。

AIA購入契約およびALICO購入契約の実行に関連して、2009年12月１日に、AIG、FRBNYおよび各SPVは、各SPVに

おける各当事者の所有権および支配権の条件について定める有限責任会社契約を締結しました。当該契約の

条件に基づき、AIA SPVおよびALICO SPVは、１事業年度における総額がそれぞれ2.00億ドルおよび4.00億ドル

を超えない範囲でのみAIGに資金を分配することが可能です(各SPVにおける優先エクイティ持分に係る優先

持分利益および残余財産分配優先権の支払い前で、AIA SPVの場合は、優先持分利益および残余財産分配優先

権が支払われる前のすべての事業年度においてAIA SPVの当期純利益の１％がAIA SPVにおける優先エクイ

ティ持分保有者に対し支払われます)。

 

新基準による影響

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、当初は2009年１月１日付けで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」の修正」(「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した。しかし、FASBによる一時的でない減損に関する新会計基準の公

表を考慮し、2009年度第１四半期において、NAICはSSAP第98号の発効日を2009年９月30日まで延期しました。

その後NAICはSSAP第43R号(改訂)「ローン担保および仕組み証券」を公表し、当該基準は、2009年度第３四半

期において有効となっており、SSAP第43号およびSSAP第98号(延期後の発効日まで)に優先しています。一時的

でない減損に関する新会計基準と同様に、SSAP第43R号は、仕組み証券の信用に係る一時的でない減損を予測

割引キャッシュ・フローに基づき測定するよう求めています。米国内生命保険およびリタイヤメント・サー

ビスの保険事業体はSSAP第43R号の適用による累積的影響額調整を認識し、これにより規制上の自己資本は税

引前ベースで約９億ドル増加しました。
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18　株式に基づく従業員報酬制度

2009年、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の連結損益計算書には、税引前の株

式に基づく報酬の費用がそれぞれ2.09億ドル(税引後1.51億ドル)、3.89億ドル(税引後2.84億ドル)および

2.75億ドル(税引後2.16億ドル)含まれていました。

 

従業員制度

2009年12月31日現在、AIGの従業員は、７種類の異なる株式に基づく報酬制度に基づき報奨を付与されてい

ました。

・　修正後のAIG1999年ストック・オプション制度(「1999年制度」)

・　修正後のAIG1996年従業員株式購入制度(「1996年制度」)

・　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)

・　修正後のAIG2007年株式インセンティブ制度(「2007年制度」)(この制度に基づいて、AIGは、RSU、パフォー

マンスRSUおよび制限株式を発行しました)

・　SICO繰延報酬利益参加制度(「SICO制度」)

・　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。

・　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。

 

1996年制度を除く上記すべての制度に基づいて付与された報奨は2009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。2009年11

月30日までは、過去に取得してAIGの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した。2009年12月１日より、AIGは、AIG普

通株式の発行により株式に基づく報奨を決済していますが、SICOによる株式報奨はSICOより決済されていま

す。

 

非従業員制度

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。
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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。

2009年度および2008年度に、AIGはそれぞれ9,106および6,354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年度に取締役に対して319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。2009年度および2008年度に付与された繰延株式はありません。

 

ストック・オプション

AIG1999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。

2009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1,352,276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

2009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604,991株を発行

する義務がありました。

 

ストック・オプションの評価

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。2009年度に付与されたストック・オプションはありません。
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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

予想年次配当利回り(a)  3.77％ 1.39％

予想ボラティリティ(b)  53.27％ 32.82％

無リスク金利(c)  4.43％ 4.08％

予想期間(d)  4年 7年

 

(a) 配当利回りは、付与日に決定されます。

(b) 2008年度および2007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。

 

以下の表は、ストック・オプションの変動について示しています。

 

2009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 1,713,282$1,261.56  $―

付与 ― $―  ―

行使 ― $―  ―

消滅または失効 (356,527)$1,250.43  ―

取消し (4,479)$1,319.88  ―

期末未行使残高＊ 1,352,276$1,264.30 3.77年 $―

期末現在行使可能オプション 1,255,907$1,292.93 3.43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

― $―   

 

＊  2009年12月31日現在で権利確定済みおよび権利確定予定のオプション1,346,383が含まれ、加重平均行使価格は1,266.20

ドル、加重平均による契約期間は3.67年、本源的価値総額はゼロでした。

 

2009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1,600万ドルで、加重平均に

よる期間は0.91年です。2009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２年にわたり認

識される見込みです。
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以下の表はストック・オプションに関する追加情報を示しています。

 

(単位：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を除き、百万ドル)

12月31日現在または同日に終了した事業年度 2009年 2008年 2007年

行使されたオプションの本源的価値＊ $― $2 $360

権利確定するオプションの付与日における公正価値 25 67 63

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＊

― 212.20 419.40

ストック・オプションの行使による受取現金 ― 16 482

ストック・オプションの行使により実現した税務上
のベネフィット

― 1 16

 

＊  2009年度に付与または行使されたオプションはありません。

 

その他の株式に基づく制度

AIG1996年従業員株式購入制度

AIGの1996年制度により、購入資格を有する従業員(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500,000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。

 

AIG2002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日に修正され

ました。2007年度において、8,955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日以降、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。

 

AIG2007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9,000,000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。2009年度および2008年度において、それぞれ12,426お

よび76,700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。2009年12月31

日現在、2007年制度に基づく将来の付与に備えるために、6,539,985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。
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2009年12月、AIGは、完全に権利確定した譲渡不能なAIG普通株式(制限株式)351,259株を、2007年株式インセ

ンティブ制度に基づいて、一部のAIGの最高報酬従業員および幹部役員に付与しました。制限株式は、従業員報

奨の条項に従って、2011年３月または付与日から３年目に譲渡可能となります。

 

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、株式が消滅

することもあります。SICO制度については注記15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184,842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。

2009年12月31日現在、107,545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。2009年度、2008年度および2007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、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が、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。
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RSUおよびパフォーマンスRSUの評価

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概要を示しています＊。

 

 株式数

2009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

期首現在、権利未確定 496,286 165,737 168,162 830,185 378,960

付与 363,685 ― ― 363,685 ―

権利確定 (570,763)(65,808)(28,009)(664,580)(34,623)

消滅 (65,360)(12,240)(119,023)(196,623)(24,548)

取消し (5,009) (9) (162) (5,180) ―

期末現在、権利未確定 218,839 87,680 20,968 327,487 319,789

 

 付与日における加重平均公正価値

2009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

期首現在、権利未確定 $1,226.23$1,147.11$1,004.50$1,165.52$1,222.35

付与 31.58 ― ― 31.58 ―

権利確定 535.02 1,042.39 736.05 593.73 681.35

消滅 1,196.621,145.991,077.191,121.171,204.83

取消し 1,198.541,126.52 827.42 1,186.78 ―

期末現在、権利未確定 $1,053.11$1,140.99$860.62$1,064.32$1,219.07

 

＊  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、付与された株式増分のすべてが含まれ

ています。この表には、別の契約に基づいて発行され、上級幹部に付与された完全に権利確定した制限株式45,913株(付与

日における加重平均公正価値33.51ドル)は含まれていません。
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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

株式に基づく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。

 

2009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 予想期間

制度：     

時の経過により権利が確定するRSU－2002年制度 $3 0.63年 2年

時の経過により権利が確定するRSU－2007年制度 $58 0.65年 2年

AIG DCPPP  $22 0.92年 2年

AIGパートナー制度  $8 1.11年 2年

AIG制度合計  $91 0.76年 2年

SICO制度合計  $138 5.42年 30年

 

負債報奨

2009年12月、AIGは一部の最高報酬従業員に対し、AIGの株式に関連するものの現金決済を必要とする制限株

式ユニットを含む、様々な株式に基づく付与を実施しました。現金決済報奨は、最終的な支払いが行われるか、

報奨が株式決済報奨に置換えられるかするまで、負債として計上されます。各報告期間の期末に、未決済報奨

または権利未確定RSUは、AIG普通株式１株の公正価値の変動に基づき再測定され、これに伴い負債および費用

が調整されます。

 

株式給与

株式給与は、給与稼得日までは米ドルの金額として算定され、現金支払いの場合と同じ時期に発生し、付与

後即時に権利確定します。株式給与は、上級幹部役員全員またはAIGの次の最高報酬従業員20名(「トップ

25」)のうちの１名に対し2009年度に付与されました。トップ25従業員(AIGのCEOを除く)に対する株式給与は

同量ずつ３回に分割されて、付与日から２年目、３年目および４年目に決済されますが、AIGが報奨契約に記載

の予定分割日より前に連邦政府に対する債務を減少させた場合には、決済は１年加速されます。幹部役員全員

またはAIGの次の最高報酬従業員75名(「トップ26-100」)のうちの１名に対し付与された株式給与は、従業員

報奨の条項に従って付与日から１年目または３年目に決済されます。2009年12月に付与された2009年株式給

与は、即時に権利確定したRSUの形式で2009年１月１日に遡って付与され、報奨口数は付与日現在のAIG普通株

式の価額に基づいて決定されています。RSUは該当する決算日現在のAIG普通株式の価額に基づいて現金決済

されます。

 

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

473/806



TARP RSUおよびその他の長期インセンティブ制度

客観的なパフォーマンスの測定基準の達成により2009年12月28日にTARP RSUが付与され、権利確定し譲渡

可能となれば、AIGのTARP債務の減少に応じて、25％ずつ分割決済されます。トップ25に対し付与されたTARP

RSUは付与日から３年目に権利確定しますが、トップ26-100に対し付与されたTARP RSUは付与日から２年目に

権利確定し、権利確定後１年間は譲渡制限が設けられています。このため、AIGがTARP債務を最低25％決済する

ことを条件に、権利確定した参加者に係るTARP RSUは付与日から３年後に比例的に現金決済されることとな

ります。

 

以下の表は、これらの報奨に係る制限株式ユニットおよび関連費用の概要を示しています。

 

  株式数

2009年12月31日現在または同日に終了した事業年度  株式給与 TARP RSU＊

期首現在、権利未確定  ― ―

付与  1,812,198 367,875

権利確定  (1,812,198) ―

期末現在、権利未確定  ― 367,875

当期報酬費用(百万ドル)  $54 $―

 

＊  権利未確定のTARP RSU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)は1,000万ドルであり、加重平均期

間は1.36年です。報奨費用は約３年間にわたって認識される予定です。

 

これに加えてAIGは、2010年３月に固定数のRSUが付与されるトップ26-100の一部従業員に対し、2009年12月

に費用および債務900万ドルを計上しました。これらのRSUは、決済日現在のAIG普通株式の価額に基づいて

2013年３月に現金決済される予定です。

 

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。
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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。修正時には、当該費用の正味償却費は2009年度およ

び2008年度においてそれぞれ4,300万ドルおよび9,800万ドル増加し、これに関連して2010年度から2012年度

における償却費が1.20億ドル減少するものと見積られていました。しかし、消滅により2009年度に実現した実

際の金額は1,200万ドルであり、これに関連して2010年度から2012年度における償却費の減少額は9,400万ド

ルに修正されました。

 

19　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。

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の米国内の適格退職制度

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。AIGはAIGのトップ100従業員のための非適格退職制度における将来の給付を

凍結するよう求めた特別監査委員会の命令に従っています。AIGの財務書類に対する影響に重要性はありませ

んでした。

 

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。
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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、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500万

ドルまでとなっています。

 

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。ほとんどの米国外の確

定給付年金および退職後制度についての測定日は、出資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

12月31日現在または
同日に終了した事業年度

2009年2008年2009年2008年2009年2008年2009年2008年

予測給付債務の増減：         

　給付債務期首残高 $2,080$1,745$3,745$3,156$101 $79 $285$257

　勤務費用 121 112 155 132 11 8 8 8

　利息費用 60 62 219 202 4 4 16 16

　加入者拠出金 1 4 ― ― ― ― ― ―

　数理計算上の(利益)損失 155 89 108 376 (9) 15 9 21

　制度修正および統合 (1) 1 16 ― ― ― (3) ―

　給付支払額：         

　　AIG資産 (57)(38) (7) (25) (1) (1) (17)(17)

　　制度資産 (40)(40)(110)(96) ― ― ― ―

　制度縮小 (3) (4)(119)― ― ― (16) ―

　制度清算 (46)(25)(320)― ― ― (8) ―

　為替の影響 212 107 ― ― 3 (5) ― ―

　その他 (169)67 ― ― (3) 1 ― ―

予測給付債務期末残高 $2,313$2,080$3,687$3,745$106$101$274$285
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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

12月31日現在または
同日に終了した事業年度

2009年2008年2009年2008年2009年2008年2009年2008年

制度資産の増減：         

制度資産の公正価値期首残高 $765$952$2,733$3,129$― $― $― $―

制度資産の実際運用収益
－費用控除後

49 (205)541 (334)― ― ― ―

AIG拠出金 146 115 446 59 1 1 17 17

加入者拠出金 1 4 ― ― ― ― ― ―

給付支払額：         

AIG資産 (57)(38) (7) (25) (1) (1) (17)(17)

制度資産 (40)(40)(110)(96) ― ― ― ―

　制度清算 (46)(25)(241)― ― ― ― ―

　為替の影響 69 5 ― ― ― ― ― ―

その他 (137)(3) ― ― ― ― ― ―

制度資産の公正価値期末残高 $750$765$3,362$2,733$― $― $― $―

期末現在積立状況 $(1,563)$(1,315)$(325)$(1,012)$(106)$(101)$(274)$(285)

連結貸借対照表における認識額：         

資産 $23 $32 $― $― $― $― $― $―

負債 (1,586)(1,347)(325)(1,012)(106)(101)(274)(285)

　認識額合計 $(1,563)$(1,315)$(325)$(1,012)$(106)$(101)$(274)$(285)

その他の包括利益(損失)累計額におけ
る税引前認識額：

        

　純損失 $(727)$(601)$(921)$(1,429)$(10)$(21)$(7)$(12)

　過去勤務(費用)収益 58 66 (15) 1 (1) ― (16)(23)

認識額合計 $(669)$(535)$(936)$(1,428)$(11)$(21)$(23)$(35)

 

(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2009年および2008年12月現在でそれぞれ9.90億ドルおよび8.59億ド

ルでした。2009年度および2008年度において、約79％および82％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7.85億ドルおよび7.02億ドルでした。

(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2009年および2008年12月現在でそれぞれ2.24億ドルおよ

び2.70億ドルでした。
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以下の表は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について示しています。

 

(単位：百万ドル)

12月31日現在 2009年 2008年

米国外年金給付制度 $2,099 $1,862

米国内年金給付制度 $3,131 $3,219

 

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)

 
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

12月31日現在 2009年2008年2009年2008年2009年2008年2009年2008年

予測給付債務 $2,249$2,000$3,687$3,745$2,216$1,840$237$3,745

累積給付債務 2,0991,8003,1313,2192,0351,6761923,219

制度資産の公正価値 663 6523,3622,733650 519 11 2,733
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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

 2009年 2008年 2007年 2009年 2008年 2007年 2009年 2008年 2007年 2009年 2008年 2007年

純期間給付費用の内訳：             

勤務費用 $121$112 $90 $155 $132$135 $11 $8 $5 $8 $8 $11

利息費用 60 62 50 219 202 186 4 4 3 16 16 15

資産の期待運用収益 (31)(44)(36)(226)(235)(216)― ― ― ― ― ―

過去勤務収益の償却 (13)(11)(10) ― (1) (3) ― ― ― ― ― (2)

移行時債務の償却 ― ― 1 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

純損失の償却 41 29 9 88 22 43 1 ― ― 1 ― ―

制度縮小 (2) (5) ― (4) ― ― ― ― ― 1 ― ―

制度清算 11 4 1 14 ― ― ― ― ― (8) ― ―

その他 1 ― ― ― 2 14 ― ― ― ― 5 ―

純期間給付費用 $188$147$105$246 $122$159 $16 $12 $8 $18 $29 $24

その他の包括利益(損失)
累計額に認識された金額
合計

$(134)$(361)$10 $492$(917)$155 $11 $(16)$2 $10 $(17)$7

純期間給付費用およびそ
の他の包括利益(損失)に
認識された金額合計

$(322)$(508)$(95)$246$(1,039)$(4)$(5)$(28)$(6)$(8)$(46)$(17)

 

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収益は、それぞれ9,600万ドルおよび900万ドルです。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、過去勤務収益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の米国内および米国外確定給付年金制度に係る2010年度の年金費用は、約3.52億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、2010年度

の費用はそれぞれ約1.01億ドルおよび4,100万ドル減少します。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、2010年度の費用はそれぞれ約1.10億ドルおよび

4,100万ドル増加します。

 

縮小および清算

2009年３月31日のHSB売却に関連して、AIGは、特定のHSB出資年金制度の移転による5,700万ドルの正味清算

利益を、正味売却益の一部として第１四半期に損益に認識しました。
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2009年７月１日の21stセンチュリー・インシュアランス・グループ売却に関連して、AIGは、縮小および清

算による影響額を算定するために、特定の米国内年金および退職後制度について再測定を行いました。再測定

に使用された仮定は、割引率を除き、以下に開示されたものと同一です。使用された割引率は6.25％であり、

2009年６月30日現在の調整前シティグループ年金割引曲線(端数切捨て)から算出されました。再測定により、

その他の包括損失累計額が約1.23億ドルおよび当期純損失が約5,900万ドル減少し、これは21stセンチュリー

売却損に計上されました。再測定による、AIGの米国内退職制度に係る2009年度の見積費用への重要な影響は

ありませんでした。

 

仮定

以下の表は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の概要を示しています。

 

 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

2009年12月31日現在      

　割引率 1.75－11.25％ 6.00％  2.00－9.25％ 6.00％

　昇給率 1.50－8.00％ 4.00％  3.00－6.00％ 4.00％

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％

 

＊  米国外制度は、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。

 

以下の表は米国内制度における医療費傾向率の仮定の概要を示しています。

 

12月31日現在 2009年 2008年

翌事業年度：   

　医療(65歳未満) 8.00% 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 4.50% 5.00%

最終傾向率に到達する事業年度：   

　医療(65歳未満) 2027年＊ 2018年

　医療(65歳以上) 2027年＊ 2018年

 

＊  最終傾向率の増加は、医療費および処方薬費が将来的に増加するという現在の予想に基づいています。
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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)

 １パーセント増加  １パーセント減少

12月31日現在 2009年 2008年  2009年 2008年

米国外制度 $13 $14  $(10) $(11)

米国内制度 $5 $6  $(4) $(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。

 

以下の表は、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を示しています。

 

 年金給付  退職後給付

12月31日現在 米国外制度(a) 米国内制度  米国外制度(a) 米国内制度

2009年      

割引率 2.00－15.00％6.00％/6.25％(b) 1.50－7.25％6.00％/6.25％(b)

昇給率 2.50－10.00％ 4.25％  3.00－4.00％ 4.25％

資産の期待運用収益率 2.75－12.50％ 7.75％  該当なし 該当なし

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率 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率 2.50－10.50％ 8.00％  該当なし 該当なし

 

(a) 米国外制度は、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。

(b) 21stセンチュリーの売却により、一部の米国内制度は6.25％の割引率を用いて再測定されました。
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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、2009年および2008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2009年および2008年12

月31日の両日現在6.0％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一致しています。

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、2009年および2008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74％および71％超を占めています。日本の割引率1.75％は、年金制度の負債の期間に基づき、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の米国内および米国外年金制度資産に関する投資戦略は、(a)長期間にわたり年金制度の給付債務に備

え、(b)短期間での積立不足のリスクを制限し、(c)現金需要を満たすのに十分な流動性を維持する、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、資産配分戦略は、給付債務に関連するボラティリティ、分散

および集中、ならびに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(しかしそれらに限定され

ない)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ために設計されています。

2009年または2008年12月31日現在、米国内および米国外年金制度資産に含まれているAIG普通株式はありま

せんでした。

 

米国内年金制度

長期の戦略的資産配分は、約３年ごとに見直しおよび修正が実施されます。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により定期的に監視されており、その結果によっては、戦略的配分で事前

に承認されている範囲内で、承認されている資産クラス間において制度資産の再配分が行われます。

2009年12月31日現在、主要な資産クラスに係る実際の資産配分は、持分証券に56％、固定利付証券に25％、そ

の他の投資に16％、ならびに現金および現金同等物に３％となっています。主要な資産クラスに係る2010年度

の目標資産配分は、持分証券に45％、固定利付証券に30％、ならびにその他の投資(ヘッジ・ファンド、プライ

ベート・エクイティ投資、保険契約および商品を含む場合あり)に25％です。特定の時点における実際の配分

は目標配分とは異なる可能性があります。

米国内年金制度は、AIGの子会社であるUSライフと団体年金契約を締結しており、2009年および2008年12月

31日現在の合計額はそれぞれ3,400万ドルおよび3,600万ドルでした。
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2009年度および2008年度における制度の長期期待収益率はいずれも7.75％でした。この期待収益率は、各資

産クラスの期待収益の総計です。資産の期待収益とAIGの拠出とを合わせれば、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資産の期待収益は、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

米国外年金制度の資産は多くの国において様々な信託に保有されており、一定のリスク水準で長期収益を

最大にするために、主に持分証券および固定利付証券に投資されています。

2009年12月31日現在、実際の総資産クラス配分は、持分証券に46％、固定利付証券に27％、その他の投資に

22％、ならびに現金および現金同等物に５％となっています。資産クラスに係る2010年度の目標配分は、持分

証券に43％、固定利付証券に29％、その他の投資(ヘッジ・ファンド、プライベート・エクイティ投資および保

険契約を含む場合あり)に18％、不動産に６％、ならびに現金および現金同等物に４％です。

2009年および2008年12月31日に終了した事業年度における米国外年金制度の長期期待収益率は、それぞれ

2.75％から12.50％および2.75％から9.75％の範囲でした。各国における期待収益率は、各国における各資産

クラスの期待収益の総計です。各国における各資産クラスの期待収益は、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。資産の期待収益とAIGの拠出とを合わせれば、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。

米国外年金制度は、AIGの子会社であるAIGスター生命と保険契約を締結しており、2009年および2008年12月

31日現在の合計額はそれぞれ7,900万ドルおよび9,000万ドルでした。
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公正価値で測定される資産

雇用主による退職後給付制度資産の開示に関する会計基準に従い、AIGは制度資産の公正価値測定のレベル

を開示するよう求められています。制度資産の公正価値算定に用いるインプットおよび手法は、注記５に記載

の、AIGが資産の測定に用いるものに一致しています。

 

以下の表は、公正価値測定が該当する公正価値の階層のレベルに基づき、AIGの制度資産に関する情報を示

しています。

 

(単位：百万ドル)

 米国外制度 米国内制度

 レベル１ レベル２ レベル３ 合計 レベル１ レベル２ レベル３ 合計

2009年12月31日現在         

資産：         

現金および現金同等物 $36 $― $― $36 $85 $2 $― $87

持分証券：         

米国(a) 89 ― ― 89 1,420 50 ― 1,470

外国(b) 219 35 ― 254 392 16 ― 408

固定利付証券：         

米国投資適格(c) ― 9 ― 9 ― 422 1 423

外国投資適格(c) ― 114 ― 114 ― ― ― ―

米国高利回り(d) ― ― ― ― ― 132 1 133

外国高利回り ― 79 ― 79 ― ― ― ―

モーゲージ証券(e) ― ― ― ― ― 240 52 292

その他の資産担保証券 ― ― ― ― ― 5 ― 5

その他の投資種類：         

ヘッジ・ファンド(f) ― 21 ― 21 ― 302 ― 302

商品 ― ― ― ― ― 33 ― 33

不動産 ― ― 19 19 ― ― ― ―

プライベート・エクイティ
(g)

― ― 21 21 ― ― 175 175

保険契約 ― 79 29 108 ― 34 ― 34

合計 $344 $337 $69 $750$1,897$1,236$229$3,362

 

(a) 大型企業投資からなるその他のアクティブ運用勘定に加え、S&P500およびS&P600を含む複数の指標に主に連動するイン

デックス・ファンドを含みます。

(b) 新興市場および発達した市場における企業投資を含みます。

(c) 米国債、外国政府債、米国政府機関債、米国政府保証機関債および投資適格社債に対する投資を含みます。

(d) 投資適格の格付けを下回る証券または債務に対する投資で主に構成されています。

(e) 米国政府機関により保証されている投資で主に構成されています。

(f) マクロ、イベント・ドリブン、ロング・ショート・エクイティおよび管理リスクヘッジ・ファンド戦略ならびに個別管理

リスク戦略からなるファンドを含みます。

(g) 地域、投資戦略および部門の異なるファンドを含みます。

 

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

484/806



証券の評価に用いたインプットまたは手法は、必ずしも当該証券投資に関連するリスクを示唆するもので

はありません。AIGの投資戦略に基づき、AIGには重要なリスクの集中はありません。

 

レベル３公正価値測定の増減

以下の表は、公正価値で測定されるAIGの米国外および米国内のレベル３制度資産の増減について示してい

ます。

 

(単位：百万ドル)

 
2009年

１月１日現在
残高

正味実現
および
未実現利益
(損失)

購入、売却、発
行および
決済－純額

への(からの)
振替

2009年
12月31日現在
残高

2009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

米国外制度資産：       

不動産 $22 $(3) $― $― $19 $(3)

プライベート・エクイティ 17 4 ― ― 21 ―

保険契約 24 2 3 ― 29 ―

合計 $63 $3 $3 $― $69 $(3)

米国内制度資産：       

固定利付       

米国投資適格 $3 $1 $(3) $― $1 $―

米国高利回り 1 ― ― ― 1 ―

モーゲージ証券 19 4 (6) 35 52 (44)

その他の資産担保証券 30 (1) (34) 5 ― ―

株式－米国 1 ― ― (1) ― ―

プライベート・エクイティ 159 33 (18) 1 175 (19)

合計 $213 $37 $(61) $40 $229 $(63)
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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。

2009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、5.92億ドルでした。2010年度の米国外およ

び一部の米国内の制度への年間の年金拠出額は、約1.34億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。

 

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

2010年 $108 $130  $1 $19

2011年 114 142  1 20

2012年 120 155  2 20

2013年 130 169  2 21

2014年 132 182  2 22

2015年－2019年 710 1,141 13 126

 

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、2009年度、2008年

度および2007度においてそれぞれ1.09億ドル、1.24億ドルおよび1.14億ドルでした。
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20　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(「スター・インターナショナル」)、C.V.スター・アンド・カンパニー・イ

ンク(「CVスター」)、ユニバーサル・ファウンデーション・インク(「ユニバーサル・ファウンデーショ

ン」)、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６月５日に提出したスケジュール13Dによ

ると、同日現在でグリーンバーグ氏、マシューズ氏、スター・インターナショナル、CVスターおよびユニバーサ

ル・ファウンデーションはAIGの普通株式14,146,455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。2010年１月29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の普通株式の約10.5％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、1934年証券取引所法(「証券取引所法」)のセ

クション16に基づく届出を行っていますが、2009年６月５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) 再保険：　連結からの除外後、AIGはトランスアトランティックの発行済普通株式の13.9％を保有して

いるもののトランスアトランティックを支配しているとは見なされないというニューヨーク州保険局による

確認を受け、AIGはトランスアトランティックを関連当事者とは見なさなくなりました。2009年12月31日現在、

AIGのトランスアトランティックに対する信用エクスポージャーは無担保再保険資産の形をとる合計約16億

ドルであり、トランスアトランティックは、AIGの最大の第三者再保険会社です。トランスアトランティックの

主要営業子会社の財務体質は健全で、A.M.ベストによりAおよびS&PによりA+の格付けを受けています。

 

(c) AIGシリーズC優先株式およびトラストによる保有については、注記16をご参照ください。

 

21　連邦法人所得税等

以下の表は法人所得税等費用(戻し)考慮前の継続事業からの利益(損失)について、当該税引前利益(損失)

が生み出された米国内および米国外の地域別に示しています。

 

(単位：百万ドル)

12月31日に終了した事業年度 2009年 2008年 2007年

米国内 $(16,993)$(105,179)$(3,957)

米国外 3,345 (1,349) 12,091

合計 $(13,648)$(106,528)$8,134
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以下の表は法人所得税等引当金について示しています。

 

(単位：百万ドル)

12月31日に終了した事業年度 2009年 2008年 2007年

実際の法人所得税等費用の米国外と米国内の内訳：    

米国外：    

当期 $1,723 $1,534 $3,119

繰延 481 (2,329) 311

米国内：    

当期 58 169 61

繰延 (4,140) (8,268) (2,224)

合計 $(1,878)$(8,894) $1,267

 

AIGの実際の継続事業からの法人所得税等(戻し)費用の金額と、連邦法人所得税率を適用して算出した法定

米国連邦法人所得税額とは、以下により異なっています。

 

(単位：百万ドル)

 2009年  2008年  2007年

12月31日に終了した事業年度 金額
税引前利益
(損失)に対
する率

 金額
税引前利益
(損失)に対
する率

 金額
税引前利益
(損失)に対
する率

法定税率での米国連邦法人所得税 $(4,776)35.0％ $(37,284)35.0％ $2,84735.0％

調整項目：         

評価性引当金 2,916(21.4) 20,673(19.4) ― ―

不確実な税務ポジション 893 (6.5) 1,113(1.0) 621 7.6

非課税利息 (680)5.0 (843)0.8 (823)(10.1)

変動持分事業体(利益)損失 435 (3.2) 279 (0.3) (312)(3.8)

州法人所得税等 189 (1.4) (63) 0.1 45 0.6

子会社に対する投資 (845)6.2 4,341(4.1) (37)(0.5)

米国外事業の影響額 (146)1.1 (454)0.4 (432)(5.3)

受取配当金控除 (147)1.1 (144)0.1 (129)(1.6)

その他 283 (2.1) 3,488(3.3) (513)(6.3)

実際の法人所得税等費用(戻し) $(1,878)13.8 $(8,894)8.3 $1,26715.6
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2009年12月31日に終了した事業年度における継続事業からの税引前損失に係る実効税率は法定実効税率の

35％を下回っていますが、これは主に評価性引当金および不確実な税務ポジションに関する引当金の増加に

よるものであり、非課税利息および子会社に対する投資の変動(主に子会社の売却可能性に関する米国内の見

積税金債務の増減と関係している)により一部相殺されています。

2008年12月31日に終了した事業年度における継続事業からの税引前損失に係る実効税率は法定税率の35％

を下回っていますが、これは、子会社に対する投資の変動、および繰延税金資産を実現可能性が50％より高い

とAIGが判断する金額まで減額するための評価性引当金を主な要因としています。

2007年12月31日に終了した事業年度における継続事業からの税引前損失に係る実効税率は法定税率の35％

を下回っていますが、これは主に非課税利息および米国外事業の影響額の増加によるものであり、不確実な税

務ポジションの増加により一部相殺されています。

AIGの事業再編および予想される一部事業の売却に関連して、2008年12月31日現在、AIGは売却予定の各企業

の帳簿価額と税務ベースとの差額(すなわち外部基準差異)を示す繰延税金負債を計上しています。AIGは、米

国外関連会社における無期限の再投資表明の変更および外部基準差異に係る実現仮定に関連して2008年度に

税金費用43億ドルを計上しました。2009年度には、AIGは9.00億ドルの税務上のベネフィットを計上しており、

うち8.00億ドルは米国内企業およびジョイント・ベンチャーにおける外部基準差異に関係し、1.00億ドルは

米国外関連会社の未送金利益に係る税務上の影響額および実際の売却による影響に関係しています。

資本剰余金には、主としてAIAおよびALICO SPV取引に関連する資産の課税基準の漸増ならびにALICOに関し

計上された関連する税務上の評価性引当金に係る繰延税金費用が含まれており、これは一部のAIG子会社の外

部基準差異に対する当該取引による税効果により相殺されています。

 

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

489/806



以下の表は正味繰延税金資産の内訳を示しています。

 

(単位：百万ドル)

12月31日現在  2009年 2008年

繰延税金資産：    

繰越欠損金および税額控除  $26,204 $25,632

投資に係る未実現損失  8,651 12,401

生命保険責任準備金の調整  2,794 3,226

損金否認未払費用およびその他  2,616 1,454

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  2,194 ―

支払備金の割引  1,613 2,105

貸倒引当金およびその他の積立金  1,461 1,166

未経過保険料控除  1,467 1,179

従業員給付  1,088 1,163

売却可能負債証券に関連する未実現損失  ― 3,649

繰延税金資産合計＊  48,088 51,975

繰延税金負債：    

繰延保険契約獲得費用  (12,110) (11,462)

航空機、固定資産および無形固定資産  (5,030) (5,593)

売却可能負債証券に関連する未実現利益  (835) ―

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)

その他  (524) (717)

繰延税金負債合計  (18,499) (20,093)

評価性引当金控除前正味繰延税金資産  29,589 31,882

評価性引当金  (23,705) (20,896)

正味繰延税金資産  $5,884 $10,986

 

＊ AIGには、2009年および2008年12月31日現在、連邦正味繰越欠損金がそれぞれ352億ドルおよび473億ドル、また未使用の外国

税額控除がそれぞれ28億ドルおよび22億ドルあります。正味繰越欠損金は発生日から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発生日から10年間にわたって繰越し可能です。2009年12月31日現在、AIGには、主として４年以内に

使用期限が到来する繰越欠損金224億ドルがあります。2009年および2008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2.57億ドルおよび2.60億ドル、ミニマム税の控除に関する繰延税金資産1.88億ド

ルおよび2.50億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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繰延税金資産に対する評価性引当金

米国GAAPの適用により、AIGは繰延税金資産の回収可能性を評価し、必要に応じて繰延税金資産を実現可能

性の方が高い(50％超の可能性)金額まで減額するための評価性引当金を設定するよう求められています。評

価性引当金が必要か否かを決定し、また必要な場合にはその金額を算定するのには、重要な判断が求められま

す。

2009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、法人所得税に関する会計指針で

規定されているとおり、以下を含むすべての入手可能な証拠を考慮しています。

・　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、

・　2009年12月１日のAIAおよびALICO SPV取引および東京の大手町ビルの売却を含む完了取引ならびに近い

将来に完了が見込まれる取引、

・　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、ならびに

・　繰延税金資産の損失を防止するために必要に応じて実施されるであろう税務戦略。

 

特定の取引から稼得する将来の課税所得見積りおよび上記税務戦略は、近い将来、大きく変動する可能性が

あり、AIGは評価性引当金の調整が必要となるかもしれません。こうした調整は、正負のどちらであっても、AIG

の連結上の財政状態または個別の報告期間における経営成績に対して重要な影響を与える可能性がありま

す。

2009年および2008年12月31日現在、AIGは評価性引当金控除後の連結正味繰延税金資産をそれぞれ59億ドル

および110億ドル計上しています。2009年および2008年12月31日現在、AIGは連結繰延税金資産に対する評価性

引当金をそれぞれ237億ドルおよび209億ドル計上しています。

2009年および2008年12月31日現在、AIGの米国連結法人所得税グループには、評価性引当金控除後の正味繰

延税金資産がそれぞれ82億ドルおよび102億ドルありました。AIGの正味繰延税金資産の実現は、近い将来に完

了が見込まれる取引から十分な利益を稼得する能力および繰延税金資産の損失を防止するために必要に応じ

て実施されるであろう税務戦略による影響を受けますが、将来の予測営業利益による影響は受けません。

2009年および2008年12月31日現在、AIGには、米国外子会社、個別に税務申告している一部の米国内子会社な

らびに州税および地方税債務に関連する正味繰延税金負債がそれぞれ27億ドルおよび28億ドルあり、その他

の包括利益の項目に関連する繰延税金資産がそれぞれ4.13億ドルおよび36億ドルありました。

2009年および2008年12月31日現在、AIGには、米国外子会社、個別に税務申告している一部の米国内子会社な

らびに州税および地方税債務に関連する繰延税金資産に対する評価性引当金がそれぞれ33億ドルおよび３億

ドルありました。
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2009年および2008年12月31日現在、AIGには、株式報酬に関連する繰延税金資産がそれぞれ1.78億ドルおよ

び2.39億ドルありました。AIGの最近の株価により、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。

株式に基づく報酬に関する会計指針に基づき、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、資本剰余金に計上さ

れている過去に認識された税務上のベネフィットの金額がゼロになるまでは、資本剰余金に計上されます。そ

れを上回る費用については法人所得税等費用が計上されます。2009年および2008年12月31日現在、資本剰余金

に計上されている過去に認識された税務上のベネフィットのプールはそれぞれ1.426億ドルおよび2.424億ド

ルでした。

 

税務調査および訴訟

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、法人所得税等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2005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います。2009年２月26日、1997年の

税務年度について支払った税金、利息および罰金・科料約3.06億ドルの還付を求めて、AIGはニューヨーク州

南部地区連邦地方裁判所に告訴状を提出しました。AIGは、IRSは不適切に外国税額控除を否認しており、AIGの

2005年度における連結財務書類の修正によりAIGの課税所得は減額されるべきであることを主張しています。

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ていると考え

ています。
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法人所得税等の不確実性に関する会計処理

以下の表は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変動について示しています。

 

(単位：百万ドル)

12月31日に終了した事業年度 2009年 2008年 2007年

未認識の税務上のベネフィット総額　期首現在 $3,368 $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 1,628 1,339 626

過年度の税務ポジションにおける減少 (176) (314) (189)

当年度の税務ポジションにおける増加 142 1,092 82

出訴期限到来 (47) (26) (1)

決済 (9) (25) (178)

非継続事業の活動 (2) (8) 20

売却目的事業体の未認識の税務上ベネフィット (61) ― ―

未認識の税務上のベネフィット総額　期末現在 $4,843 $3,368 $1,310

 

2009年、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48億ドル、34億ドルおよび13億ドルでした。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2009年度に約14億ドル増加していますが、これは主に国境を越えた財務取引に関連す

る外国税額控除、税務管轄地および税務年度をまたいだ収益および費用の配分、ならびに連邦以外の税務管轄

地に関連する税金問題を要因としています。2009年、2008年および2007年12月31日現在、AIGの未認識の税務上

のベネフィットは、否認された場合であっても、それはタイミング等の問題であり控除の適格性には拘わらな

いため、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14億ドル、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、2009年、2008年および2007年12月31日現在、それぞれ34億ドル、27億ドルおよび10億ドルでした。

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・科料は法人所得税等費用に計上されます。

2009年および2008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8.35億ドルおよび4.26億ドル未払計上しています。2009年、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3.99億ドル、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。
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各期末現在の未認識の税務上のベネフィットおよび関連する準備金の見積額の算出において、AIGは継続的

に税務当局による修正案を評価しています。損失をもたらすような修正による影響額は、通常は未認識の税務

上のベネフィットまたは関連する準備金の一部として負債計上されていますが、AIGの見積りとは異なる予想

外の修正または修正結果は、個別の報告期間におけるAIGの連結ベースの経営成績に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。

 

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。

 

2009年12月31日現在 未確定の税務年度

主要税務管轄地  

米国 2000年-2008年

フランス 2006年-2008年

香港 2003年-2008年

日本 2004年-2008年

韓国 2005年-2008年

マレーシア 2002年-2008年

シンガポール 2001年-2008年

台湾 2003年-2008年

タイ 2007年-2008年

英国 2007年-2008年
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22　四半期財務情報(未監査)

連結損益計算書

 

(単位：１株当たりの情報を除き、百万ドル)

 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

 2009年 2008年 2009年 2008年

収益合計 $18,570$12,255 $27,743$18,325

法人所得税等考慮前の継続事業からの利益(損失) (6,210)(11,207) 520 (8,687)

非継続事業からの利益(損失)、税効果考慮後 (77) (40) 594 (54)

当期純利益(損失) $(5,133)$(7,727) $1,845 $(5,399)

非支配持分帰属の継続事業からの
当期純利益(損失)：

     

ニューヨーク連邦準備銀行が保有する支配権を
もたず議決権を有しない繰上償還可能なジュニ
アおよびシニア優先エクイティ持分

― ―  ― ―

その他 (772) 75 10 (30)

非支配持分帰属の継続事業からの利益(損失)合計 (772) 75 10 (30)

AIG帰属当期純利益(損失) $(4,353)$(7,805) $1,822 $(5,357)

普通株式１株当たり利益(損失)：      

基本      

継続事業からの利益(損失) $(39.16)$(61.41) $1.44 $(40.81)

非継続事業からの利益(損失) $(0.51)$(0.34) $0.86 $(0.32)

希薄化後      

継続事業からの利益(損失) $(39.16)$(61.41) $1.44 $(40.81)

非継続事業からの利益(損失) $(0.51)$(0.34) $0.86 $(0.32)

加重平均発行済株式数：      

基本 135,252,869126,400,579 135,281,740130,248,736

希薄化後 135,252,869126,400,579 135,336,440130,248,736

特筆すべき四半期項目の収益(費用)：      

信用評価調整 $1,787 $28 $(37) $(474)

一時的でない減損 (3,929)(5,317) (974) (6,508)

正味事業売却益(損) 250 ―  (566) ―

繰延税金の評価性引当金に対する調整 (1,633) ―  1,829 ―

前払委託資産の加速償却 ― ―  ― ―
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(単位：１株当たりの情報を除き、百万ドル)

 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

 2009年 2008年 2009年 2008年

収益合計 $25,329 $34 $24,362$(23,718)

法人所得税等考慮前の継続事業からの利益(損失) (356) (27,509) (7,602)(59,125)

非継続事業からの利益(損失)、税効果考慮後 (66) (1,870) (994) (789)

当期純利益(損失) (15) (24,705) (9,010)(62,556)

非支配持分帰属の継続事業からの
当期純利益(損失)：

     

ニューヨーク連邦準備銀行が保有する支配権を
もたず議決権を有しない繰上償還可能なジュニ
アおよびシニア優先エクイティ持分

― ―  140 ―

その他 (471) (208) (294) (781)

非支配持分帰属の継続事業からの利益(損失)合計 (471) (208) (154) (781)

AIG帰属当期純利益(損失) $455 $(24,468) $(8,873)$(61,659)

普通株式１株当たり利益(損失)：      

基本      

継続事業からの利益(損失) $0.78 $(167.40) $(58.05)$(454.01)

非継続事業からの利益(損失) $(0.10)$(13.62) $(7.46)$(4.98)

希薄化後      

継続事業からの利益(損失) $0.77 $(167.40) $(58.05)$(454.01)

非継続事業からの利益(損失) $(0.09)$(13.62) $(7.46)$(4.98)

加重平均発行済株式数：      

基本 135,293,841135,169,101 135,446,727135,207,631

希薄化後 135,456,372135,169,101 135,446,727135,207,631

特筆すべき四半期項目の収益(費用)：      

信用評価調整 $(645) $(987) $393 $(7,829)

一時的でない減損 (1,746)(19,226) (1,130)(17,598)

正味事業売却益(損) (885) ―  (70) ―

繰延税金の評価性引当金に対する調整 (430) (3,329) (2,682)(17,344)

前払委託資産の加速償却 ― ―  (5,185)(6,576)

 

期間外調整

注記１に記載のとおり、AIGは過去に報告された2009年度四半期の経営成績に影響を及ぼす期間外調整を計

上しています。

 

23　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。
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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(a)
その他の
子会社

相殺消去 AIG連結

2009年12月31日現在      

資産：      

投資(a) $10,702 $― $736,977$(146,514)$601,165

現金預金 57 2 4,341 ― 4,400

子会社に対する貸付金(b) 72,926 ― (72,926)― ―

起債費用(前払委託資産7,099百万ドルを含む) 7,383 ― 159 ― 7,542

連結子会社に対する投資(b) 71,41928,580 (980)(99,019)―

その他の資産
(当期および繰延法人所得税等を含む)

10,9862,618164,670(175)178,099

売却目的事業の資産 ― ― 56,379 ― 56,379

資産合計 $173,473$31,200$888,620$(245,708)$847,585

負債：      

保険債務 $― $― $461,706$(409)$461,297

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

― ― 4,739 ― 4,739

ニューヨーク連邦準備銀行クレジット・ファシリ
ティ

23,435 ― ― ― 23,435

その他の債務 45,4352,097210,513(144,747)113,298

その他の負債(連結会社間残高を含む)(a)(d) 34,7794,20960,134(1,940)97,182

売却目的事業の負債 ― ― 48,599 ― 48,599

負債合計 103,6496,306785,691(147,096)748,550

部分所有連結子会社における償還可能非支配持分 ― ― 177 782 959

AIG株主資本合計 69,82424,89483,303(108,197)69,824

非支配持分：      

ニューヨーク連邦準備銀行が保有する支配権をも
たず議決権を有しない繰上償還可能なジュニアお
よびシニア優先エクイティ持分

― ― 15,5968,94424,540

その他(2009年度は売却目的事業に関連する22億
ドルを含む)

― ― 3,853 (141)3,712

非支配持分合計 ― ― 19,4498,80328,252

資本合計 69,82424,894102,752(99,394)98,076

負債および資本合計 $173,473$31,200$888,620$(245,708)$847,585
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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(a)
その他の
子会社

相殺消去 AIG連結

2008年12月31日現在      

資産：      

投資(a) $16,110 $― $753,181$(132,379)$636,912

現金預金 103 ― 8,539 ― 8,642

子会社に対する貸付金(b) 64,283 ― (64,283)― ―

起債費用(前払委託資産15,458百万ドルを含む)15,743 ― 172 ― 15,915

連結子会社に対する投資(b) 65,72423,25634,499(123,479)―

その他の資産 11,7072,626184,923(307)198,949

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 ― ― ― 40,431

その他の債務 47,9282,097219,596(131,954)137,667

その他の負債(連結会社間残高を含む)(a)(b) 32,6013,06364,804 953 101,421

負債合計 120,9605,160802,676(131,104)797,692

部分所有連結子会社における償還可能非支配持分 ― ― 1,921 ― 1,921

AIG株主資本合計 52,71020,722103,489(124,211)52,710

非支配持分 ― ― 8,945 (850)8,095

資本合計 52,71020,722112,434(125,061)60,805

負債および資本合計 $173,670$25,882$917,031$(256,165)$860,418

 

(a) 過去の期間の金額は当期の表示に合わせて一部組替えられています。

(b) 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。

(c) 連結上は相殺消去されています。

(d) 2009年度および2008年度は、連結会社間未払税金を、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)に

関してそれぞれ287億ドルおよび264億ドル、AIGLHに関してそれぞれ2.66億ドルおよび2.55億ドル含んでいます。
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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

相殺消去 AIG連結

2009年12月31日に終了した事業年度      

収益：      

連結子会社の未分配純利益(損失)に対する持分(a)$(3,479)$(472) $― $3,951 $―

連結子会社からの受取配当金(a) 2,002 169 ― (2,171) ―

MLⅢの公正価値の変動 (1,401) ― 1,820 ― 419

その他の収益(b) 4,166 199 91,220 ― 95,585

収益合計 1,288 (104)93,0401,78096,004

費用：      

経過および複利利息 2,022 ― ― ― 2,022

前払委託資産の償却 8,359 ― ― ― 8,359

FRBNYクレジット・ファシリティに係る支払利息合
計

10,381 ― ― ― 10,381

その他の支払利息 2,496 355 2,137 ― 4,988

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

407 ― 979 ― 1,386

その他の費用 1,230 ― 91,667 ― 92,897

費用合計 14,514 355 94,783 ― 109,652

法人所得税等費用(戻し)考慮前の継続事業からの利
益(損失)

(13,226)(459)(1,743)1,780(13,648)

法人所得税等費用(戻し)(c) (2,277) 15 384 ― (1,878)

継続事業からの利益(損失) (10,949)(474)(2,127)1,780(11,770)

非継続事業からの利益(損失) ― ― (543) ― (543)

当期純利益(損失) (10,949)(474)(2,670)1,780(12,313)

控除：      

非支配持分帰属の継続事業からの当期純利益(損
失)：

     

ニューヨーク連邦準備銀行が保有する支配権をも
たず議決権を有しない繰上償還可能なジュニアお
よびシニア優先エクイティ持分

― ― 96 44 140

その他 ― ― (1,527) ― (1,527)
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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

相殺消去 AIG連結

非支配持分帰属の継続事業からの利益(損失)合計 ― ― (1,431) 44 (1,387)

非支配持分帰属の非継続事業からの利益(損失) ― ― 23 ― 23

非支配持分帰属当期純利益(損失)合計 ― ― (1,408) 44 (1,364)

AIG帰属当期純利益(損失) $(10,949)$(474)$(1,262)$1,736$(10,949)

2008年12月31日に終了した事業年度      

収益：      

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) 2,401 75 ― (2,476) ―

MLⅢの公正価値の変動 (900) ― ― ― (900)

その他の収益(b) (2,931)198 10,529 ― 7,796

収益合計 (62,972)(16,754)10,52976,0936,896

費用：      

経過および複利利息 2,116 ― ― ― 2,116

前払委託資産の償却 9,279 ― ― ― 9,279

FRBNYクレジット・ファシリティに係る支払利息合
計

11,395 ― ― ― 11,395

その他の支払利息 2,393 275 2,944 ― 5,612

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

189 ― 615 ― 804

その他の費用 2,706 15 92,892 ― 95,613

費用合計 16,683 290 96,451 ― 113,424

法人所得税等費用(戻し)考慮前の継続事業からの利
益(損失)

(79,655)(17,044)(85,922)76,093(106,528)

法人所得税等費用(戻し)(c) 19,634 (17)(28,511)― (8,894)

継続事業からの利益(損失) (99,289)(17,027)(57,411)76,093(97,634)

非継続事業からの利益(損失) ― ― (2,753) ― (2,753)
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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

相殺消去 AIG連結

当期純利益(損失) (99,289)(17,027)(60,164)76,093(100,387)

控除：非支配持分帰属当期純利益(損失)      

非支配持分帰属の継続事業からの利益(損失) ― ― (944) ― (944)

非支配持分帰属の非継続事業からの利益(損失) ― ― (154) ― (154)

非支配持分帰属当期純利益(損失)合計 ― ― (1,098) ― (1,098)

AIG帰属当期純損失 $(99,289)$(17,027)$(59,066)$76,093$(99,289)

2007年12月31日に終了した事業年度      

収益：      

連結子会社の未分配純利益(損失)に対する持分(a)$3,121 $(27) $― $(3,094)$―

連結子会社からの受取配当金(a) 4,694 1,358 ― (6,052) ―

その他の収益(b) (277) 203 103,706 ― 103,632

収益合計 7,538 1,534103,706(9,146)103,632

費用：      

その他の支払利息 1,341 340 3,070 ― 4,751

その他の費用 770 15 89,962 ― 90,747

費用合計 2,111 355 93,032 ― 95,498

法人所得税等費用(戻し)考慮前の継続事業からの利
益(損失)

5,427 1,17910,674(9,146)8,134

法人所得税等費用(戻し)(c) (773) 248 1,792 ― 1,267

継続事業からの利益(損失) 6,200 931 8,882(9,146)6,867

非継続事業からの利益(損失) ― ― 621 ― 621

当期純利益(損失) 6,200 931 9,503(9,146)7,488

控除：非支配持分帰属の当期純利益(損失)      

非支配持分帰属の継続事業からの利益(損失) ― ― 1,259 ― 1,259

非支配持分帰属の非継続事業からの利益(損失) ― ― 29 ― 29

非支配持分帰属の当期純利益(損失)合計 ― ― 1,288 ― 1,288

AIG帰属当期純利益(損失) $6,200 $931 $8,215$(9,146)$6,200
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(a) 連結上は相殺消去されています。

(b) 2009年度、2008年度および2007年度において、それぞれ41億ドル、27億ドルおよび7.14億ドルのアメリカン・インターナ

ショナル・グループ・インク(保証会社)に係る受取利息を含みます。

(c) 親会社が計上している法人所得税等には、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、注記21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
子会社および
相殺消去

AIG連結

2009年12月31日に終了した事業年度     

営業活動(に支出した)から得た正味現金－継続事業 $(1,393)$(120)$16,824$15,311

営業活動(に支出した)から得た正味現金－非継続事業 ― ― 3,273 3,273

営業活動(に支出した)から得た正味現金 (1,393)(120) 20,09718,584

投資活動によるキャッシュ・フロー：     

投資の売却 1,981 ― 113,684115,665

事業の売却－純額 857 169 4,252 5,278

投資の購入 (400) ― (109,432)(109,832)

子会社に対する貸付金－純額 (5,927) ― 5,927 ―

その他－純額＊ (5,136)(2,350)4,715 (2,771)

投資活動(に支出した)から得た正味現金－継続事業 (8,625)(2,181)19,146 8,340

投資活動(に支出した)から得た正味現金－非継続事業 ― ― (2,562)(2,562)

投資活動(に支出した)から得た正味現金 (8,625)(2,181)16,584 5,778

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

32,526 ― ― 32,526

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

(26,400) ― (26)(26,426)

その他の長期債務による入金 ― ― 4,544 4,544

その他の長期債務の返済 (2,931) ― (20,981)(23,912)

財務省コミットメントの引出し 5,344 ― ― 5,344

連結会社間ローン－純額 1,554 1,103 (2,657) ―

その他－純額 (121) 1,200(22,322)(21,243)

財務活動(に支出した)から得た正味現金－継続事業 9,972 2,303(41,442)(29,167)

財務活動(に支出した)から得た正味現金－非継続事業 ― ― 170 170

財務活動(に支出した)から得た正味現金 9,972 2,303(41,272)(28,997)
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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
子会社および
相殺消去

AIG連結

為替変動が現金に及ぼす影響額 ― ― 533 533

当期現金預金増減額 (46) 2 (4,058)(4,102)

期首現金預金残高 103 ― 8,539 8,642

売却目的資産への組替 ― ― (140) (140)

期末現金預金残高 $57 $2 $4,341$4,400

2008年12月31日に終了した事業年度     

営業活動(に支出した)から得た正味現金－継続事業 $284 $(27)$(3,297)$(3,040)

営業活動(に支出した)から得た正味現金－非継続事業 ― ― 2,918 2,918

営業活動(に支出した)から得た正味現金 284 (27) (379) (122)

投資活動によるキャッシュ・フロー：     

投資の売却 1,017 ― 193,244194,261

メイデン・レーンⅢエルエルシー設立出資金 (5,000) ― ― (5,000)

投資の購入 (4,200) ― (181,579)(185,779)

子会社に対する貸付金－純額 (76,358) ― 76,358 ―

その他－純額＊ (9,797) (16) 58,00548,192

投資活動(に支出した)から得た正味現金－継続事業 (94,338)(16) 146,02851,674

投資活動(に支出した)から得た正味現金－非継続事業 ― ― (4,498)(4,498)

投資活動(に支出した)から得た正味現金 (94,338)(16) 141,53047,176
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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
子会社および
相殺消去

AIG連結

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)

その他の長期債務による入金 16,295 ― 97,206113,501

その他の長期債務の返済 (3,592) ― (135,359)(138,951)

普通株式発行 7,343 ― ― 7,343

AIGシリーズD優先株式発行による入金 40,000 ― ― 40,000

連結会社間ローン－純額 4,846 223 (5,069) ―

株式購入に対する前払金 (1,000) ― ― (1,000)

株主に対する現金配当 (1,628)(180) 180 (1,628)

その他－純額 (4,991) ― (91,650)(96,641)

財務活動(に支出した)から得た正味現金－継続事業 94,073 43 (134,692)(40,576)

財務活動(に支出した)から得た正味現金－非継続事業 ― ― (158) (158)

財務活動(に支出した)から得た正味現金 94,073 43 (134,850)(40,734)

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 ― 6,339 6,358

期首現金預金残高 84 ― 2,200 2,284

期末現金預金残高 $103 $― $8,539$8,642

2007年12月31日に終了した事業年度     

営業活動(に支出した)から得た正味現金－継続事業 $4,039$1,254$23,964$29,257

営業活動(に支出した)から得た正味現金－非継続事業 ― ― 3,535 3,535

営業活動(に支出した)から得た正味現金 4,039 1,254 27,49932,792

投資活動によるキャッシュ・フロー：     

投資の売却 3,586 ― 168,501172,087

投資の購入 (10,029) ― (189,076)(199,105)

その他－純額＊ (10,864)(76)(24,828)(35,768)

 

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

505/806



 

(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
子会社および
相殺消去

AIG連結

投資活動(に支出した)から得た正味現金－継続事業 (17,307)(76)(45,403)(62,786)

投資活動(に支出した)から得た正味現金－非継続事業 ― ― (4,455)(4,455)

投資活動(に支出した)から得た正味現金 (17,307)(76)(49,858)(67,241)

財務活動によるキャッシュ・フロー：     

その他の長期債務による入金 20,582 ― 82,628103,210

その他の長期債務の返済 (1,253) ― (78,485)(79,738)

連結会社間ローン－純額 ― (966) 966 ―

株式購入に対する前払金 (6,000) ― ― (6,000)

株主に対する現金配当 (1,881)(212) 212 (1,881)

その他－純額 1,828 ― 16,73318,561

財務活動(に支出した)から得た正味現金－継続事業 13,276(1,178)22,05434,152

財務活動(に支出した)から得た正味現金－非継続事業 ― ― 941 941

財務活動(に支出した)から得た正味現金 13,276(1,178)22,99535,093

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 ― 686 694

期首現金預金残高 76 ― 1,514 1,590

期末現金預金残高 $84 $― $2,200$2,284

 

＊  2009年度、2008年度および2007年度は、子会社への拠出額を、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)に関してそれぞれ57億ドル、121億ドルおよび56億ドル、AIGLHに関してそれぞれ23億ドル、1,600万ドルおよび7,600万

ドル含んでいます。
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キャッシュ・フロー情報の補足開示：

 

 

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
子会社および
相殺消去

AIG連結

以下について、2009年12月31日に終了した事業年度に
(支出した)得た現金：

    

利息：     

第三者 $(2,,595)$(166)$(3,016)$(5,777)

連結会社間 $― $(186) $186 $―

税金：     

税務当局 $1,140 $― $(1,366)$(226)

連結会社間 $(1,287)$(21) $1,308 $―

以下について、2008年12月31日に終了した事業年度に
(支出した)得た現金：

    

利息：     

第三者 $(2,122)$(174)$(5,141)$(7,437)

連結会社間 $(2) $(97) $99 $―

税金：     

税務当局 $1,334 $― $(1,951)$(617)

連結会社間 $(2,240) $6 $2,234 $―
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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(保証会社)の非現金活動の補足開示：

 

 (単位：百万ドル)

12月31日に終了した事業年度 2009年 2008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 $2,698 $3,160

借入金免除を通した子会社に対する資本拠出 $287 $11,350

債務免除および資産拠出形式でのその他の資本拠出－純額 $2,834 $513

子会社によるFRBNYクレジット・ファシリティの一時的支払い $26 $―

子会社からの資本返還による子会社に対する債務の決済 $15,500 $―

連結会社間債権と貸付債権との交換 $528 $―

 

AIGLHの非現金活動の補足開示：

 (単位：百万ドル)

12月31日に終了した事業年度  2008年

連結会社間の非現金財務/投資活動:   

資本拠出を通して帳消しとなった貸付債権  $17,225

債務免除および資産拠出形式でのその他の資本拠出－純額  $1,394

 

2009年度に、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・

フロー計算書に対し、主に連結子会社からの受取配当金の組替による影響に関連する一部修正を行いました。

これに伴いAIGは、修正後の表示に合わせて前期の表示を修正再表示しています。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。
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2008年12月31日および2007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)

 2008年 2007年

12月31日に終了した事業年度 当初の報告額 修正
修正
再表示後

当初の報告額 修正
修正
再表示後

営業活動から得た(に支出した)
キャッシュ・フロー

$(1,896)$2,180 $284 $(774)$4,813$4,039

投資活動から得た(に支出した)
キャッシュ・フロー

(92,158)(2,180)(94,338)(12,494)(4,813)(17,307)

財務活動から得た(に支出した)
キャッシュ・フロー

94,073 ― 94,07313,276 ― 13,276

 

2009年度に、AIGは、AIGLHの要約キャッシュ・フロー計算書に対し、主にAIGLHによる資本拠出および支払配

当金の表示の修正に関連する一部修正を行いました。これに伴いAIGは、修正後の表示に合わせて前期の表示

を修正再表示しています。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。

 

2008年12月31日および2007年12月31日に終了した事業年度におけるAIGLHの要約連結キャッシュ・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)

 2008年 2007年

12月31日に終了した事業年度 当初の報告額 修正
修正
再表示後

当初の報告額 修正
修正
再表示後

営業活動から得た(に支出した)
キャッシュ・フロー

$178 $(205) $(27) $214 $1,040$1,254

投資活動から得た(に支出した)
キャッシュ・フロー

― (16) (16) ― (76) (76)

財務活動から得た(に支出した)
キャッシュ・フロー

(179) 222 43 (213) (965)(1,178)
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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

 

(単位：百万ドル)

2009年12月31日現在 原価＊ 公正価値 貸借対照表価額

満期固定証券：    

米国債および米国保証事業体債 $11,833 $11,950 $11,950

州債、地方自治体債および地方公共団体債 52,695 54,473 54,473

外国政府債 64,469 67,005 67,005

公益事業債 10,319 10,862 10,862

その他社債および仕組み証券 256,233 252,415 252,415

貸付有価証券に係る投資現金担保、公正価値 320 277 277

満期固定証券合計 395,869 396,982 396,982

持分証券およびミューチュアル・ファンド：    

普通株式：    

公益事業株式 390 498 498

銀行・信託および保険会社株式 1,090 2,155 2,155

一般事業会社およびその他の株式 4,183 6,004 6,004

普通株式合計 5,663 8,657 8,657

優先株式 740 814 814

ミューチュアル・ファンド 8,721 8,369 8,369

持分証券およびミューチュアル・ファンド合計 15,124 17,840 17,840

モーゲージおよびその他の貸付債権 27,461 25,957 27,461

金融債権、貸倒引当金控除後 20,327 18,974 20,327

その他の投資資産 45,042 43,972 45,235

売戻し条件付購入証券、契約価額 2,154 2,154 2,154

短期投資、取得原価(ほぼ公正価値に近似) 47,075 47,075 47,075

スワップ、オプションおよび先渡取引に係る未実現
利益

― 9,130 9,130

投資合計   $566,204

 

＊　持分証券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

 

(単位：百万ドル)

12月31日現在 2009年 2008年

資産：   

投資 $10,702 $16,110

現金預金 57 103

子会社に対する貸付金＊ 72,926 64,283

関連会社債権－純額＊ 382 222

当期および繰延法人所得税等 7,470 7,179

起債費用(2009年度は7,099百万ドルおよび2008
年度は15,458百万ドルの前払委託資産を含む)

7,383 15,743

連結子会社に対する投資＊ 71,419 65,724

その他の資産 3,134 4,306

資産合計 $173,473 $173,670

 

＊　連結上は相殺消去されています。

 

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)

 

(単位：百万ドル)

12月31日現在 2009年 2008年

負債：   

連結会社間未払税金＊ $28,729 $26,435

ニューヨーク連邦準備銀行クレジット・ファシ
リティ

23,435 40,431

親会社の長期債務 28,299 29,321

AIG MIP対応社債 13,376 14,464

シリーズAIGFP対応社債 3,760 4,143

連結会社間借入金＊ 1,778 158

その他の負債(2009年度は1,278百万ドルおよび
2008年度は3,593百万ドルの連結会社間デリバ
ティブ負債を含む)

4,272 6,008

負債合計 103,649 120,960

AIG株主資本：   

優先株式 69,784 40,000

普通株式 354 368

自己株式 (874) (8,450)

資本剰余金 6,358 39,488

累積欠損金 (11,491) (12,368)

その他の包括利益(損失)累計額 5,693 (6,328)

AIG株主資本合計 69,824 52,710

ニューヨーク連邦準備銀行が保有する支配権をも
たず議決権を有しない繰上償還可能なジュニアお
よびシニア優先エクイティ持分

― ―

資本合計 69,824 52,710

負債および資本合計 $173,473 $173,670

 

＊　連結上は相殺消去されています。

 

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

 

(単位：百万ドル)

12月31日に終了した事業年度 2009年 2008年 2007年

収益    

連結子会社の未分配純利益(損失)に対する持分＊ $(3,479) $(61,542) $3,121

受取利息 4,126 2,741 714

MLⅢの公正価値の変動 (1,401) (900) ―

連結子会社からの受取配当金 2,002 2,401 4,694

正味実現キャピタル・ロス (54) (5,745) (1,008)

その他の収益 94 73 17

費用    

経過および複利利息 (2,022) (2,116) ―

前払委託資産の償却 (8,359) (9,279) ―

FRBNYクレジット・ファシリティに係る支払利息
合計

(10,381) (11,395) ―

その他の支払利息 (2,496) (2,393) (1,341)

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

(407) (189) ―

その他の費用－純額 (1,230) (2,706) (770)

法人所得税等費用(戻し)考慮前の継続事業からの利
益(損失)

(13,226) (79,655) 5,427

法人所得税等費用(戻し) (2,277) 19,634 (773)

当期純利益(損失) (10,949) (99,289) 6,200

控除：ニューヨーク連邦準備銀行が保有する支配権
をもたず議決権を有しない繰上償還可能なジュニア
およびシニア優先エクイティ持分帰属の継続事業か
らの利益(損失)：

― ― ―

AIG親会社帰属当期純利益(損失) $(10,949) $(99,289) $6,200

 

＊　連結上は相殺消去されています。

 

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

 

(単位：百万ドル)

12月31日に終了した事業年度 2009年 2008年 2007年

営業活動に支出した正味現金 $(1,393) $284 $4,039

投資活動によるキャッシュ・フロー：    

投資の売却 1,466 743 3,052

投資の満期 ― 5 ―

事業の売却 857 ― ―

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 (172) (4,016) (7,649)

短期投資の増減 801 (254) (3,657)

子会社への出資 (5,683) (12,153) (5,568)

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

(228) (184) (2,380)

モーゲージおよびその他の貸付債権による受取額 515 269 534

子会社に対する貸付金－純額 (5,927) (76,358) ―

その他－純額 (254) 2,610 (1,639)

投資活動に支出した正味現金 (8,625) (94,338) (17,307)

 

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)

 

(単位：百万ドル)

12月31日に終了した事業年度 2009年 2008年 2007年

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

32,526 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

(26,400) (59,850) ―

その他の長期債務による入金 ― 16,295 20,582

その他の長期債務の返済 (2,931) (3,592) (1,253)

財務省コミットメントの引出し 5,344 ― ―

子会社からの借入金 1,563 4,846 ―

AIG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 ―

普通株式の発行 ― 7,343 ―

株式購入に対する前払金 ― (1,000) (6,000)

株主に対する現金配当 ― (1,628) (1,881)

その他－純額 (130) (4,991) 1,828

財務活動から得た正味現金 9,972 94,073 13,276

当期現金預金増減額 (46) 19 8

期首現金預金残高 103 84 76

期末現金預金残高 $57 $103 $84

 

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：

 

(単位：百万ドル)

 12月31日に終了した事業年度

 2009年 2008年

結会社間の非現金財務および投資活動:   

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 2,698 3,160

借入金免除を通した子会社に対する資本拠出 287 11,350

債務免除および資産拠出形式でのその他の資本拠出－純額 2,834 513

子会社によるFRBNYクレジット・ファシリティの一時的支払い 26 ―

子会社からの資本返還による子会社に対する債務の決済 15,500 ―

連結会社間債権と貸付債権との交換 528 ―

 

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2009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、AIGの親会社(「親

会社」)の2007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。

2009年12月１日、親会社とニューヨーク連邦準備銀行(「FRBNY」)は２つの取引を完了させており、これ

によりFRBNYクレジット・ファシリティに基づく借入残高および最大借入可能額が250億ドル減額されまし

た。当該取引のうちの１つと関連して、親会社はFRBNYクレジット契約に基づく160億ドルの債務を子会社に

割当てました。その後、親会社は、子会社からの非現金配当155億ドルという形式で子会社に対する当該債務

を決済しています。差額はFRBNYクレジット契約の残存期間にわたって、支払利息の減額として認識されま

す。取引の詳細については、連結財務書類に対する注記16をご参照ください。

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、FRBNY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14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

所得税等未収金、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21をご参照ください。

繰越欠損金および税額控除に係る連結米国繰延税金資産ならびに評価性引当金は、連結米国連邦法人所

得税申告書を提出するAIGの親会社レベルで維持されており、子会社には配分されていません。連結繰越欠

損金およびその他の税務繰越金が使用される時点で、子会社との連結会社間税金残高が決済されます。

2009年度第３四半期において、親会社は、連結子会社からの受取配当金の組替による影響に主に関連し

て、親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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以下の表は、2008年および2007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について示してい

ます。

 

 (単位：百万ドル)

 当初の報告額 修正 修正再表示後

2008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 $(1,896) $2,180 $284

投資活動から得た(に支出した)キャッシュ・フロー (92,158) (2,180) (94,338)

財務活動から得た(に支出した)キャッシュ・フロー 94,073 ― 94,073

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 (774) 4,813 4,039

投資活動から得た(に支出した)キャッシュ・フロー (12,494) (4,813) (17,307)

財務活動から得た(に支出した)キャッシュ・フロー $13,276 $― $13,276

 

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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３　保険事業に関する追加情報

2009年、2008年および2007年12月31日現在ならびに同日に終了した各事業年度

 

(単位：百万ドル)

セグメント  
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

2009年           

損 害 保 険
(c)

 $4,875 $85,386 $20,699 $―  $32,274

米国内生命
保険および
リタイヤメ
ント・サー
ビス

 11,098 27,350 ―  1,217 5,327

米国外生命
保険および
リタイヤメ
ント・サー
ビス

 24,792 88,678 7  2,074 22,774

その他  49  (27) 657 ―  4,327

  $40,814 $201,387 $21,363 $3,291 $64,702

2008年           

損害保険  $5,114 $89,258 $25,735 $―  $36,499

米国内生命
保険および
リタイヤメ
ント・サー
ビス

 14,447 29,479 ―  1,265 7,644

米国外生命
保険および
リタイヤメ
ント・サー
ビス

 26,166 112,882 ―  1,853 24,710

その他  55  (27) ―  ―  9,711

  $45,782 $231,592 $25,735 $3,118 $78,564

2007年           

損害保険  $5,407 $85,500 $27,703 $―  $36,056

米国内生命
保険および
リタイヤメ
ント・サー
ビス

 12,270 27,744 ―  1,255 7,342

米国外生命
保険および
リタイヤメ
ント・サー
ビス

 26,175 108,671 ―  1,868 21,737

その他  62  (28) ―  ―  9,618

  $43,914 $221,887 $27,703 $3,123 $74,753
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 (単位：百万ドル)

セグメント  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

2009年           

損 害 保 険
(c)

 $3,295 $25,367 $6,627 $2,875 $30,664

米国内生命
保険および
リタイヤメ
ント・サー
ビス

 9,553 9,097 1,553 1,895 ―

米国外生命
保険および
リタイヤメ
ント・サー
ビス

 11,502 21,925 3,790 4,001 ―

その他  889 5,047 114 886 4,192

  $25,239 $61,436 $12,084 $9,657 $34,856

2008年           

損害保険  $2,606 $26,093 $7,124 $3,965 $35,633

米国内生命
保険および
リタイヤメ
ント・サー
ビス

 9,134 11,535 522 3,257 ―

米国外生命
保険および
リタイヤメ
ント・サー
ビス

 157 11,599 4,071 4,321 ―

その他  (464) 9,612 304 3,472 9,601

  $11,433 $58,839 $12,021 $15,015 $45,234

2007年           

損害保険  $5,348 $22,391 $6,679 $1,917 $37,107

米国内生命
保険および
リタイヤメ
ント・サー
ビス

 13,582 11,572 1,488 2,059 ―

米国外生命
保険および
リタイヤメ
ント・サー
ビス

 10,184 20,953 1,695 3,795 ―

その他  937 7,536 1,556 1,048 9,960

  $30,051 $62,452 $11,418 $8,819 $47,067

 

(a) 損害保険事業に関する支払備金は割引額考慮後で、2009年、2008および2007年12月31日現在においてそれぞれ26.6億ドル、

25.7億ドルおよび24.3億ドルです。

(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。

(c) 売却された事業に関連する金額は売却日より除かれています。
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４　再保険明細

2009年、2008年および2007年12月31日現在ならびに同日に終了した各事業年度

 

(単位：百万ドル)

  総額  出再保険  受再保険  純額   
受再保険対
純額比率
(％)

2009年            

生命保険保有契約高
(1)

 $2,340,019 $339,183 $1,023 $2,001,859  0.1

保険料：            

損害保険  $38,550 $9,897 $2,011 $30,664  6.6

米国内生命保険およ
びリタイヤメント・
サービス

 5,815 1,056 1 4,760  ―

米国外生命保険およ
びリタイヤメント・
サービス

 23,248 823 133 22,558(2) 0.6

非中核保険  2,195 631 2,628 4,192  62.7

相殺消去  ―  (910) (910) ―   ―

保険料合計  $69,808 $11,497 $3,863 $62,174  6.2

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  $45,425 $12,655 $2,863 $35,633  8.0

米国内生命保険およ
びリタイヤメント・
サービス

 7,921 1,078 30 6,873  0.4

米国外生命保険およ
びリタイヤメント・
サービス

 25,142 756 29 24,415(2) 0.1

非中核保険  3,997 697 6,301 9,601  65.6

相殺消去  ―  (1,925) (1,925) ―   ―

保険料合計  $82,485 $13,261 $7,298 $76,522  9.5
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(単位：百万ドル)

  総額  出再保険  受再保険  純額  
受再保険対
純額比率
(％)

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  $48,030 $13,425 $2,502 $37,107  6.7

米国内生命保険およ
びリタイヤメント・
サービス

 7,515 1,044 19 6,490  0.3

米国外生命保険およ
びリタイヤメント・
サービス

 22,163 719 8 21,452(2) ―

非中核保険  4,025 722 6,657 9,960  66.8

相殺消去  ―  (2,416) (2,416) ―   ―

保険料合計  $81,733 $13,494 $6,770 $75,009  9.0

 

(1) 非継続事業に関連する生命保険保有契約高1,578億ドルを除きます。

(2) 2009度、2008度および2007年度における傷害医療保険料、それぞれ73.5億ドル、74.3億ドルおよび62.1億ドルを含みます。
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５　引当金

2009年、2008年および2007年12月31日に終了した事業年度

 

(単位：百万ドル)

 

期首残高

追加
非継続事
業の活動

売却目的
事業の資
産への組
替

その他の
増減(a)

期末残高

 
費用
計上

貸倒
償却

2009年        

モーゲージおよびその他の貸
付債権の引当金

$208 $737 $(196)$(4) $(30)$123 $838

金融債権の引当金 1,4721,649(1,280)― (174) (61)1,606

未収保険料および未収保険債
権の引当金

578 111 (73) ― ― (79) 537

再保険資産の引当金 425 (35) 102 ― ― (52) 440

繰延税金資産の評価性引当金 20,8962,916 ― ― ― (107)23,705

分解修理引当金(b) 419 347 ― ― ― (376) 390

2008年        

モーゲージおよびその他の貸
付債権の引当金

$77 $70 $― $(3) $― $64 $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 $20 $(3) $(6) $― $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

 

(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。
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(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米国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2009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、2009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。2009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。
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有価証券報告書

546/806



 

 

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

547/806



 

 

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

548/806



 

 

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

549/806



 

 

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

550/806



 

 

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

551/806



 

 

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

552/806



 

 

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

553/806



 

 

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

554/806



 

 

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

555/806



 

 

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

556/806



 

 

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

557/806



 

 

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

558/806



 

 

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

559/806



 

 

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

560/806



 

 

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

561/806



 

 

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

562/806



 

 

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

563/806



 

 

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

564/806



 

 

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

565/806



 

 

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

566/806



 

 

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

567/806



 

 

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

568/806



 

 

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

569/806



 

 

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

570/806



 

 

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

571/806



 

 

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

572/806



 

 

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

573/806



 

 

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

574/806



 

 

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

575/806



 

 

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

576/806



 

 

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

577/806



 

 

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

578/806



 

 

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

579/806



 

 

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

580/806



 

 

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

581/806



 

 

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

582/806



 

 

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

583/806



 

 

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

584/806



 

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

585/806



 

 

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

586/806



 

 

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

587/806



 

 

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

588/806



 

 

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

589/806



 

 

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

590/806



 

 

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

591/806



 

 

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

592/806



 

 

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

593/806



 

 

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

594/806



 

 

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

595/806



 

 

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

596/806



 

 

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

597/806



 

 

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

598/806



 

 

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

599/806



 

 

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

600/806



 

 

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

601/806



 

 

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

602/806



 

 

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

603/806



 

 

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

604/806



 

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

605/806



 

 

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

606/806



 

 

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

607/806



 

 

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

608/806



 

 

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

609/806



 

 

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

610/806



 

 

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

611/806



 

 

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

612/806



 

 

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

613/806



 

 

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

614/806



 

 

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

615/806



 

 

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

616/806



 

 

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

617/806



 

 

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

618/806



 

 

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

619/806



 

 

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

620/806



 

 

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

621/806



 

 

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

622/806



 

 

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

623/806



 

 

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

624/806



 

 

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

625/806



 

 

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

626/806



 

 

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

627/806



 

 

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

628/806



 

 

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

629/806



 

 

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

630/806



 

 

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

631/806



 

 

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

632/806



 

 

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

633/806



 

 

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

634/806



 

 

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

635/806



 

 

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

636/806



 

 

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

637/806



 

 

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

638/806



 

 

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

639/806



 

 

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

640/806



 

 

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

641/806



 

 

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

642/806



 

 

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

643/806



 

 

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

644/806



 

 

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

645/806



 

 

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

646/806



 

 

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

647/806



 

 

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

648/806



 

 

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

649/806



 

 

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

650/806



 

 

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

651/806



 

 

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

652/806



 

 

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

653/806



 

 

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

654/806



 

 

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

655/806



 

 

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

656/806



 

 

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

657/806



 

 

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

658/806



 

 

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

659/806



 

 

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

660/806



 

 

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

661/806



 

 

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

662/806



 

 

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

663/806



 

 

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

664/806



 

 

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

665/806



 

 

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

666/806



 

 

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

667/806



 

 

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

668/806



 

 

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

669/806



 

 

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

670/806



 

 

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

671/806



 

 

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

672/806



 

 

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

673/806



 

 

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

674/806



 

 

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

675/806



 

 

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

676/806



 

 

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

677/806



 

 

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

678/806



 

 

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

679/806
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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)
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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

690/806



 

 

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

691/806



 

 

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

692/806



 

 

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

693/806



 

 

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

694/806



 

 

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

695/806



 

 

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

696/806



 

 

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

697/806



 

 

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

698/806



 

 

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

699/806



 

 

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

700/806



 

 

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

701/806



 

 

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

702/806



 

 

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

703/806



 

 

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

704/806



 

 

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

705/806



 

 

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

706/806



 

 

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

707/806



 

 

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

708/806



 

 

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

709/806



 

 

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

710/806



 

 

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

711/806



 

 

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

712/806



 

 

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

713/806



 

 

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

714/806



 

 

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

715/806



 

 

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

716/806



 

 

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

717/806



 

 

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

718/806



 

 

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

719/806



 

 

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

720/806



 

 

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

721/806



 

 

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

722/806



 

 

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

723/806



 

 

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

724/806



 

 

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

725/806



 

 

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

726/806



 

 

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

727/806



 

 

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

728/806



 

 

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

729/806



 

 

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

730/806



 

 

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

731/806



 

 

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

732/806



 

 

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

733/806



 

 

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

734/806



 

 

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

735/806



 

 

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

736/806



 

 

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

737/806



 

 

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

738/806



 

 

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

739/806



 

 

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

740/806



 

 

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

741/806



 

 

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

742/806



 

 

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

743/806



 

 

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

744/806



 

 

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

745/806



 

 

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

746/806



 

 

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

747/806



 

 

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

748/806



 

 

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

749/806



 

 

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

750/806



 

 

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

751/806



 

 

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

752/806



 

 

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

753/806



 

 

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

754/806



 

 

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

755/806



 

 

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

756/806



 

 

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

757/806



 

 

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

758/806



 

 

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

759/806



 

 

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

760/806



 

 

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

761/806



 

 

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

762/806



 

 

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

763/806



 

 

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

764/806



 

 

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

765/806



 

 

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

766/806



 

 

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

767/806



 

 

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

768/806



 

 

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

769/806



 

 

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

770/806



 

 

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

771/806



 

 

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

772/806



 

 

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

773/806



 

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

774/806



 

 

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

775/806



 

 

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

776/806



 

 

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

777/806



 

 

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

778/806



 

 

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

779/806



 

 

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

780/806



 

 

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

781/806



 

 

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

782/806



 

 

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

783/806



 

 

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

784/806



 

 

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

785/806



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

2010年２月のAIGの様式10-Kの提出後に、AIGは、2010年３月の正式契約に基づき、アメリカン・ライフ・イン

シュアランス・カンパニー(「ALICO」)をメットライフ・インクに売却し、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」)を英国のプルデンシャル・ピーエルシーに売却すること

を公表した。長期性資産の減損または処分の会計処理に係る会計基準に準拠し、ALICOおよびAIAの業績は、2010

年３月31日終了期間の様式10-Qの連結損益計算書(未監査)および連結キャッシュ・フロー計算書(未監査)の全

表示期間において非継続事業として報告された。これらの事業の資産および負債は、2010年３月31日現在の連結

貸借対照表(未監査)に、売却目的事業の資産および売却目的事業の負債として含まれた。

その後、2010年６月に、AIGは、AIAとプルデンシャル・ピーエルシーの間の売却に関する契約が解除されるこ

とを公表した。この解除契約では、株式売却契約に基づく全ての権利および義務が終了すること(ただし、契約当

事者間の秘密保持に関する合意および株式売却契約の特定の手続に関する条項は引き続き有効となる)が規定

されている。この契約解除の影響により、AIAの表示は、2010年６月30日終了期間の様式10-Qより、AIGの連結財務

書類上で継続事業に含まれるよう、非遡及的に変更される見込みである。

(2) 訴訟

添付の財務書類に対する注記「15 契約債務、偶発債務および保証債務」を参照のこと。

 

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、移行に係る具体的な指針はないが、FASB会計基準成文化（以下「ASC」という）250「会計上

の変更および誤謬の訂正」により、実行不可能でない限り、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。ASC 250「会計上の変更および誤謬の

訂正」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。ただ

し、2009年12月４日に企業会計基準委員会から企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会

計基準」が公表され、会計方針の変更や誤謬があった場合には原則として過年度の財務書類が遡及的に修正再

表示されることとなった。同基準は2011年４月１日以後開始事業年度の期首以降に行われる会計上の変更及び

過去の誤謬の訂正から適用される。ただし、未適用の会計基準等に関する注記については、2011年４月１日以後

開始事業年度から適用される。
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(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、ASC 740「法人所得税」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。ASC 740「法人所得税」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、ASC 740「法

人所得税」は、認識の中止、計上区分、利息と罰金・科料、四半期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。

 

(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、ASC 944「金融サービス－保険」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。
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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。

 

(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、ASC 715「報酬－退職給付」により、純期間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。純期間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、ASC 715「報酬－退職給付」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、当期の純期間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。
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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ASC 715「報酬－退職給付」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、ASC 715「報酬－退職給付」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、ASC 715「報酬－退職給付」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。

 

(11) 包括利益

米国においては、ASC 220「包括利益」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、2007年12月にFASBがASC 805「企業結合」を公表した。ASC 805「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持分が変更される場合には、(わずかな例

を除いて)取得資産、引受負債および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、(算定可能な場合は)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。ASC 805「企業結合」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。
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(13) のれん

米国においては、取得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。（上述の）企業結合に関する会計処理の変更により、取得により被取得企

業の支配持分が変更される場合には取得資産、引受負債および非支配持分の公正価値の100％を認識する。した

がって、支配持分の変更によってのれんは全額認識される。ASC 350「無形固定資産－のれんおよびその他」に

より、企業結合に係るのれんはいずれの方法によっても償却せずに、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。

 

(14) 長期性資産の減損

米国においては、ASC 360「有形固定資産」により、減損の兆候がある場合、長期性資産（上述のASC 350「無

形固定資産－のれんおよびその他」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。「売却目的」会計の基準を満たしている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、当事者が賃貸人と賃借人のいずれであるかによってリース契約の会計処理方法が異なる。

ASC 840「リース」は、賃借人と賃貸人の双方によるリースに関する財務会計および報告の包括的な基準を規定

している。賃借人は、当該ガイダンスで定義されている４つの基準のうちのいずれか１つを満たすリースを資産

計上することが求められている。当該リースは、対象不動産の所有に伴う便益およびリスクの「ほぼすべて」が

移転するリースとみなされる。この他のリースの場合、賃借人はリース期間にわたって定額法によるリース料を

計上する処理を行わなければならない。賃貸人の会計処理は、賃借人のリースの会計処理と異なる場合がある。

賃貸人は、リースの性質によってリースを、直接金融型リース（貸付金に類似する）、レバレッジ・リース（直

接金融型リースの特殊な形態）、販売型のリース（リース開始時に総利益の認識が生じる）、あるいはオペレー

ティング・リース（リース期間にわたって収益を按分する）のいずれかに分類しなければならない。
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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、ASC 460「保証」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。

 

(17) 変動持分事業体の連結

米国においては、ASC 810「連結」により、変動持分事業体(VIE)として適格である事業体は、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、VIEから生じるリスク、又は報酬の過半数を有する変

動持分保有者である。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

について特定の追加開示が要求されている。VIEではないと判断された事業体の場合、通常、当該事業体の支配力

を持つ事業体が連結する。

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。
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(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、ASC 480「負債と資本の区別」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（メザニン区分）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。ASC 480「負債と資本の区別」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、ASC 944「金融サービス－保険」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。

 

(20) 特定の複合金融商品

米国においては、ASC 815「デリバティブおよびヘッジ」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ASC 815「デリバティブおよびヘッジ」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。
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(21) 公正価値測定

米国においては、ASC 820「公正価値の測定および開示」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。ASC 820「公正価値の測定お

よび開示」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。ASC 820「公正価値の測定および開示」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。ASC 820「公正価値の測定および開示」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ASC 815「デリバティブおよびヘッジ」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。

 

(22) 公正価値オプション

米国においては、ASC 825「金融商品」が2007年2月に公表されており、ASC 825「金融商品」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。ASC 825

「金融商品」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。ASC 825「金融商品」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、ASC 810「連結」に基づき、部分所有連結子会社における非支配持分は、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ASC 810「連結」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。
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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。

 

(24) 一時的でない減損

米国においては、ASC 320「投資－債務および持分証券」により、企業に満期固定証券を売却する意思がなく、

また当該証券の価値が回復する前に売却を求められる可能性が50％より低い場合に、当該証券の一時的でない

減損の信用要素を損益に認識し、信用以外の要素をその他の包括的利益累計額に認識するよう求めている。また

ASC 320「投資－債務および持分証券」は、価値の回復まで保有する意思および能力に関して、満期固定証券に

一時的でない減損が発生した時期の決定基準も変更しており、期中および年次報告期間における満期固定証券

および持分証券に関する追加開示について規定している。

日本においては、減損を信用要素と信用以外の要素に区分することはなく、信用以外の要素も含めてすべて損

失として認識される。

 

(25) 非継続事業および売却目的資産

米国においては、ASC 360「有形固定資産」により、会社は、経営陣が事業の売却について承認し、あるいは承

認を得て正式な計画を確約しており、事業が即時に売却可能であり、事業が積極的に市場に売りに出されてお

り、翌年度中にその売却の発生が見込まれており、その他特定の基準を満たしている場合に、事業を売却目的と

して報告することが要求されている。売却目的に分類される事業は、帳簿価額と売却費用控除後の見積公正価値

のいずれか低い方の金額で計上される。事業の帳簿価額が見積公正価値を上回る場合には損失が認識される。売

却目的に分類される事業の資産について、減価償却費は計上されない。売却目的に分類される事業に係る資産お

よび負債は、当該事業が売却目的に分類された期間より連結貸借対照表上に個別に表示され、主なクラスについ

ては連結財務書類に対する注記内で個別に開示される。

米国においては、ASC 205「財務書類の表示」により、会社は、事業が売却目的として分類され、売却取引の結

果、当該事業の事業活動およびキャッシュ・フローが会社の継続中の事業活動から消去されている、あるいは消

去される予定であり、売却取引後に当該事業活動への会社の重要な継続的関与がなくなる場合に、事業の経営成

績を非継続事業として報告することが要求されている。非継続事業の損益は、事業が売却されたか売却目的に分

類された期間より、売却時に認識された損益や帳簿価額から売却費用控除後の公正価値への調整額とあわせて、

当期および過去の期間の連結損益計算書上の非継続事業に計上される。

日本においては、売却目的保有事業や非継続事業の表示に関する規定はない。一般に売却目的保有事業や非継

続事業の売却損益は、損益計算書において「経常損益(税引前)」の次に税引前の金額で特別損益として表示さ

れるが、売却目的保有事業や非継続事業による損益を継続事業による損益と区分して表示はしない。
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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紙以上の日刊新聞紙 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、東京証券取引所のホームページに

おいて開示する場合を除き、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～2011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】

 

当社には金融商品取引法24条の７第１項に規定する親会社等は存在しない。

 

 

２ 【その他の参考情報】

 

2009年１月１日から本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 価証券報告書およびその添付書類   

１
有価証券報告書 (2008年度(自2008年１月１日　至2008年12月31日))およ
びその添付書類

 2009年６月29日

２ 有価証券報告書の訂正報告書(2008年度)  2009年７月27日

    

 四 半期報告書   

３ 四半期報告書(2009 年第１四半期(自2009年１月１日　至2009年３月31日)) 2009年６月９日

４ 上記３の確認書  同上

５ 四半期報告書(2009 年第２四半期(自2009年４月１日　至2009年６月30日)) 2009年９月８日

６ 上記５の確認書  同上

７ 四半期報告書(2009 年第３四半期(自2009年７月１日　至2009年９月30日)) 2009年12月８日

８ 上記７の確認書  同上

９ 四半期報告書(2010年第１四半期(自2010年１月１日　至 2010年３月31日)) 2010年６月８日

10 上記９の確認書  同上

    

 臨 時報告書   

11 臨時報告書
(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

12
臨時報告書
(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

13
臨時報告書
(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)

 2009年８月20日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項なし。
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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2009年および2008年12月31日現在の財政状態、ならびに2009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2009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、AIGは、2009年４月１日付で満期固定証券の一時的でない減損に関する

会計処理方法を変更し、2009年１月１日付で部分所有連結子会社における非支配持分の分類を変更しています。また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2007年１月１日付で、AIGは、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、AIGはニューヨーク連邦準備銀行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は米国政府の継続的財政支援に依存しています。
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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　

ニューヨーク州、ニューヨーク

2010年２月26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, 2009 and

2008, and the results of their operations and their cash flows for each of the three years in the period ended December 31, 2009

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, 2009, 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. 

 

As described in Note 1 to the consolidated financial statements, AIG changed the manner in which it accounts for

other-than-temporary impairments of fixed maturity securities as of April 1, 2009, as well as the classification of

non-controlling interests in partially owned consolidated subsidiaries as of January 1, 2009. Also, 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, on January 1, 2007 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. 
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As discussed in Note 1 to the consolidated financial statements, AIG has received substantial financial support from the

Federal Reserve Bank of New York and the United States Department of the Treasury. AIG is dependent upon the continued

financial support of the U.S. government. 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

New York, New York

February 26, 2010

 

 

　（※）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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