


AIG について

AIGグループは世界の保険・金融サービス
業界のリーダーであり、130以上の国・地域
でサービスを提供しています。AIG グループ
各社は、世界最大級のネットワークを通して、
個人・法人のお客様に損害保険を提供して
います。
このほか、生命保険事業、リタイヤメント・
サービス事業を米国で展開しています。
持株会社AIG,Inc.の株式はニューヨーク、
アイルランド、東京の各証券取引所に上場され
ています。
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【企業の概況】（有価証券報告書からの一部抜粋） 

【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 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 

総収入(百万ドル) 77,301 75,352 (6,840) 81,517 86,171

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) 

17,936 (14,307) (103,029) 4,734 16,309

AIGに帰属する純利益(損失)(百万ド
ル) 

7,786 (10,949) (99,289) 6,200 14,048

普通株式(百万ドル) 368 354 368 344  344 

発行済普通株式総数 147,124,067 141,732,263 147,401,900 137,566,374 137,566,374 

総資産(百万ドル) 683,443 847,585 860,418 1,048,361 979,414

総資本(3)(百万ドル) 85,319 69,824 52,710 95,801 101,677

普通株式１株当たり期末現在の総資
本(4)(ドル)  

607.41 516.94 391.94 757.45 781.77

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) 

11.60 (90.48) (756.85) 47.98 107.73

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) 

11.60 (90.48) (756.85) 47.73 107.18

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

(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

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

配当性向(5)(%) - - (1.64) 30.43 11.70

普通株主持分比率(6)(%) 12.48 8.24 6.13 9.14 10.38

自己資本利益率(7)(%) 9.13 (15.68) (188.37) 6.47 13.82

株価収益率(8)(%) 496.72 (33.13) (4.15) 2,430.18 1,330.36

現金の期末残高 
(百万ドル) 

1,558 4,400 8,642 2,284 1,590

従業員数（千人） 63 96 116 116 106

(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）。 
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(4) 総資本を発行済普通株式総数で除した数値。 

本計算を行う上で使用した各年度の発行済普通株式数は、以下のとおりである。 

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 

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

2010年12月31日 147,124,067 6,660,908 140,463,159

(5) 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。 

(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* 

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) 

2010  57.62ドル(2010年12月31日) 

* 上記表における2006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。 

 

 

 

【事業の状況】（有価証券報告書からの一部抜粋） 

【業績等の概要】 

 

経営陣の考察の概況 

 

本経営陣の考察の概況は選定された情報に焦点を置いており、投資家に重要な、AIGの有価証券に関する情報が全て含ま

れているとは限らない。本報告書は、事象、傾向および不確定事項に加え、資本、流動性、信用、営業リスクおよび市場リスク

ならびにAIGおよびその子会社に影響を与える重要な会計上の見積もりに関する完全な説明につき、全体として一体として、

解釈されるものとする。 

 

注目すべき事項 

 

AIGは資本再構成計画（「本資本再構成」）の実行、資本の拠出および資産処分計画の実行に関連し、下記の重要な目標を

達成した。 

 

本資本再構成および資本拠出 

 

・ 2011 年１月 14 日（「本クロージング時」）に AIG は、本資本再構成を完了させた。これには、ニューヨーク連邦準備銀行

（「NY 連銀」）が提供するクレジット・ファシリティ（「NY 連銀クレジット融資枠」）を返済させ終了させたこと、エーアイエー・グ

ループ・リミテッド（「AIA」）の新規株式公開およびアメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー（「ALICO」）売却からの

収入を充て、AIA および ALICO を保有する特別目的会社における米国政府の保有持分を一部返済したこと、ならびに

米国財務省および AIG クレジット融資枠トラスト（「本トラスト」）が保有する優先株式を AIG 普通株式と交換したことが含ま

れる。NY 連銀クレジット融資枠を終了させた結果、AIG は、2011 年第１四半期において、主に前払委託手数料資産の加

速償却として、正味 33 億ドルの税引前費用を計上すると予想している。 

・ 2010 年中に、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」）は負債による資金調達で合計 98 億ド

ルを調達し、2011 年１月に 20 億ドルの３年間の無担保リボルビング・クレジット・ファシリティを開始した。 

・ 2010 年 12 月 23 日に、AIG は合計 30 億ドルの 364 日間および３年間のバンク・クレジット融資枠を開始させ、チャーティ

ス・インクは 13 億ドルの１年間の信用状融資枠を開始させた。 

・ 2010 年 12 月８日に、AIG は 5.00 億ドルの偶発的流動性についての融資枠を設定した。 

・ 2010 年 11 月 30 日に、AIG は 2008 年の夏以来初めての社債発行において、20 億ドルの優先社債を発行した。 

・ 2010 年 11 月 24 日に、AIG は 49,474,600 個のエクイティ・ユニットを 4,881,667 個の AIG 普通株式および現金 1.62 億ド

ルと交換した。 

 



15

 

 

(4) 総資本を発行済普通株式総数で除した数値。 

本計算を行う上で使用した各年度の発行済普通株式数は、以下のとおりである。 

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 

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

2010年12月31日 147,124,067 6,660,908 140,463,159

(5) 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。 

(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* 

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) 

2010  57.62ドル(2010年12月31日) 

* 上記表における2006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。 

 

 

 

【事業の状況】（有価証券報告書からの一部抜粋） 

【業績等の概要】 

 

経営陣の考察の概況 

 

本経営陣の考察の概況は選定された情報に焦点を置いており、投資家に重要な、AIGの有価証券に関する情報が全て含ま

れているとは限らない。本報告書は、事象、傾向および不確定事項に加え、資本、流動性、信用、営業リスクおよび市場リスク

ならびにAIGおよびその子会社に影響を与える重要な会計上の見積もりに関する完全な説明につき、全体として一体として、

解釈されるものとする。 

 

注目すべき事項 

 

AIGは資本再構成計画（「本資本再構成」）の実行、資本の拠出および資産処分計画の実行に関連し、下記の重要な目標を

達成した。 

 

本資本再構成および資本拠出 

 

・ 2011 年１月 14 日（「本クロージング時」）に AIG は、本資本再構成を完了させた。これには、ニューヨーク連邦準備銀行

（「NY 連銀」）が提供するクレジット・ファシリティ（「NY 連銀クレジット融資枠」）を返済させ終了させたこと、エーアイエー・グ

ループ・リミテッド（「AIA」）の新規株式公開およびアメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー（「ALICO」）売却からの

収入を充て、AIA および ALICO を保有する特別目的会社における米国政府の保有持分を一部返済したこと、ならびに

米国財務省および AIG クレジット融資枠トラスト（「本トラスト」）が保有する優先株式を AIG 普通株式と交換したことが含ま

れる。NY 連銀クレジット融資枠を終了させた結果、AIG は、2011 年第１四半期において、主に前払委託手数料資産の加

速償却として、正味 33 億ドルの税引前費用を計上すると予想している。 

・ 2010 年中に、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」）は負債による資金調達で合計 98 億ド

ルを調達し、2011 年１月に 20 億ドルの３年間の無担保リボルビング・クレジット・ファシリティを開始した。 

・ 2010 年 12 月 23 日に、AIG は合計 30 億ドルの 364 日間および３年間のバンク・クレジット融資枠を開始させ、チャーティ

ス・インクは 13 億ドルの１年間の信用状融資枠を開始させた。 

・ 2010 年 12 月８日に、AIG は 5.00 億ドルの偶発的流動性についての融資枠を設定した。 

・ 2010 年 11 月 30 日に、AIG は 2008 年の夏以来初めての社債発行において、20 億ドルの優先社債を発行した。 

・ 2010 年 11 月 24 日に、AIG は 49,474,600 個のエクイティ・ユニットを 4,881,667 個の AIG 普通株式および現金 1.62 億ド

ルと交換した。 

 



16

事業の売却および特定の資産の処分 

 

・ 2011 年２月１日に、AIG は日本を拠点とする生命保険子会社であるエイアイジー・スター生命保険株式会社（「AIG ス

ター生命」）および AIG エジソン生命保険株式会社（「AIG エジソン生命」）を、プルデンシャル・ファイナンシャル・インク

に 48 億ドルで売却した。かかる売却額は、42 億ドルの現金および６億ドルの債務についての第三者債務引受により構成

される。 

・ 2011 年１月 12 日に、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」）における 97.57 パ

ーセントの保有持分を、現金 21.6 億ドルで売却することに合意した。 

・ 2010 年 11 月 30 日に、AIG はアメリカン・ゼネラル・ファイナンス・インク（「AGF」）の 80 パーセントの売却を完了させ、

AGF 事業における経済上の持分の 20 パーセントを引き続き保持した。 

・ 2010 年 11 月 1 日に、AIG はメットライフ・インク（「メットライフ」）に ALICO を約 162 億ドル相当（72 億ドルの現金、および

残りはメットライフの有価証券から成る。）で売却した。 

・ 2010 年 10 月 29 日に、AIG は新規株式公開により AIA の株式 80.8 億株（すなわち 67 パーセント分）を 205.1 億ドルで

売却した。 

 

2011 年２月 16 日現在、AIG 親会社は 145 億ドルの現存の流動性および偶発債務の流動性を有していた。前述の売却およ

び追加的な非中核資産の売却ならびに内部的な流動性による取引の再配置の結果、AIG は、将来の流動性需要（合理的に

予測できる偶発的な事象を含む。）を充足するに十分な流動性を有していると判断した。 

 

2010 年財務の概況 

 

AIG の継続事業の所得税引前の所得は、2009 年では 143 億ドルの損失であったことに対し、2010 年においては合計 179 億

ドルの収益となった。2009 年との比較におけるこの 322 億ドルの改善は、後述の重大な売却活動および下記の追加項目を反

映している。 

 

・ 2010 年の事業の売却による 178 億ドルのゲイン。かかるゲインには、2010 年 10 月 29 日に香港証券取引所に AIA の普

通株式を新規公開し、上場させたことによる 163 億ドルのゲインならびに 2009 年の AIG 大手町ビル（東京）の売却に関

連して 2010 年に計上された 13 億ドルのゲイン（かかるゲインは特定のリース提供の期限が満了するまで繰り延べられ

た。）が含まれる。2009 年には、AIG は事業の売却から 13 億ドルのロスを発生させた。 

・ NY 連銀クレジット融資枠における利息費用の減少（主に加速償却を含む前払委託資産の償却の減少に起因する減

少。）。2009 年には 83 億ドルであった償却の合計額は、2010 年には 34 億ドルまで減少した。 

・ 正味実現資本損失における 49 億ドルの減少 

・ 資産管理における税引前収益の 27 億ドルの改善。かかる改善は上記の AIG 大手町ビルの売却に関して計上されたゲイ

ンを一部計上したこと、所有不動産における減損費用の減少ならびに 2009 年に計上されたプライベート・エクイティ投資

およびのれん減損費用の影響を反映している。 

・ 正味投資利益における 19 億ドルの増加。かかる増加は、主に、メイデン・レーン II エルエルシー（「ML II」）およびメイデ

ン・レーン III エルエルシー（「ML III」）において AIG が保有する持分（総称して「メイデン・レーン持分」という。）に関連

する評価ゲインが増加したことならびにパートナーシップ投資からの収入が増加したことによりもたされた。 

・ モーゲージ保証保険事業の引受の業績における 20 億ドルの改善。かかる改善は、主に保険金請求および保険金調整

費用の減少、各保険の減額、ならびに治癒率の増加、解約の増加および請求拒否の増加により発生した前年損失引当

金の有利な変動に起因する。 

 

かかる改善は下記により一部相殺された。 

 

・ チャーティスにおける引受損失の増加。かかる増加は、主にアスベスト事業、エクセス賠償責任保険事業および労働者災

害補償保険事業の事業ラインに関連する、2010 年第４四半期における支払備金の強化に係る正味費用 42 億ドルを反

映している。 

・ 金融サービスの税引前収益の 26 億ドルの減少。かかる減少はキャピタル・マーケッツのスーパー・シニア・クレジット・デフ

ォルト・スワップ・ポートフォリオのまだ実現されていない市場評価ゲイン 8.20 億ドルならびに ILFC における減損費用の

16 億ドルの増加を反映している。 

 

さらに、AIG においては、2009 年には、非継続事業からの正味利益が 5.05 億ドルであったことに対し、2010 年には非継続事

業からの正味損失が 21 億ドルを計上した。2010 年における正味損失は、ALICO ならびに AIG スター生命および AIG エジソ

ン生命の売却に関連するのれん減損費用 46 億ドルを反映している。 

 

2011 年の概況 

 

2011 年の優先事項 

 

AIG は下記の 2011 年の優先事項に重点的に取り組んでいる。 

 

・ AIG の事業を引き続き強化し、成長させる。 

・ AIG 普通株式の新規株式公開を一つ以上実行する。 

・ 米国財務省が保有する SPV 優先持分の返済を可能とする資源の価値を最大限に引き出す計画の実施。 

・ 引き続き、組織全体にわたり金融システムおよび運営システムの体制（とりわけ、財務報告、財務業務および人的資源に

関する体制）を構築し、強化すること。 

・ 競争力を強化させるための、AIG の縮小された規模および計画に適合する再編。 

・ 2011 年６月 30 日までに AIGFP のポートフォリオの積極的な縮小を完了させること。 

・ ナンシャンの売却を完了させること。 
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事業の売却および特定の資産の処分 

 

・ 2011 年２月１日に、AIG は日本を拠点とする生命保険子会社であるエイアイジー・スター生命保険株式会社（「AIG ス

ター生命」）および AIG エジソン生命保険株式会社（「AIG エジソン生命」）を、プルデンシャル・ファイナンシャル・インク

に 48 億ドルで売却した。かかる売却額は、42 億ドルの現金および６億ドルの債務についての第三者債務引受により構成

される。 

・ 2011 年１月 12 日に、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」）における 97.57 パ

ーセントの保有持分を、現金 21.6 億ドルで売却することに合意した。 

・ 2010 年 11 月 30 日に、AIG はアメリカン・ゼネラル・ファイナンス・インク（「AGF」）の 80 パーセントの売却を完了させ、

AGF 事業における経済上の持分の 20 パーセントを引き続き保持した。 

・ 2010 年 11 月 1 日に、AIG はメットライフ・インク（「メットライフ」）に ALICO を約 162 億ドル相当（72 億ドルの現金、および

残りはメットライフの有価証券から成る。）で売却した。 

・ 2010 年 10 月 29 日に、AIG は新規株式公開により AIA の株式 80.8 億株（すなわち 67 パーセント分）を 205.1 億ドルで

売却した。 

 

2011 年２月 16 日現在、AIG 親会社は 145 億ドルの現存の流動性および偶発債務の流動性を有していた。前述の売却およ

び追加的な非中核資産の売却ならびに内部的な流動性による取引の再配置の結果、AIG は、将来の流動性需要（合理的に

予測できる偶発的な事象を含む。）を充足するに十分な流動性を有していると判断した。 

 

2010 年財務の概況 

 

AIG の継続事業の所得税引前の所得は、2009 年では 143 億ドルの損失であったことに対し、2010 年においては合計 179 億

ドルの収益となった。2009 年との比較におけるこの 322 億ドルの改善は、後述の重大な売却活動および下記の追加項目を反

映している。 

 

・ 2010 年の事業の売却による 178 億ドルのゲイン。かかるゲインには、2010 年 10 月 29 日に香港証券取引所に AIA の普

通株式を新規公開し、上場させたことによる 163 億ドルのゲインならびに 2009 年の AIG 大手町ビル（東京）の売却に関

連して 2010 年に計上された 13 億ドルのゲイン（かかるゲインは特定のリース提供の期限が満了するまで繰り延べられ

た。）が含まれる。2009 年には、AIG は事業の売却から 13 億ドルのロスを発生させた。 

・ NY 連銀クレジット融資枠における利息費用の減少（主に加速償却を含む前払委託資産の償却の減少に起因する減

少。）。2009 年には 83 億ドルであった償却の合計額は、2010 年には 34 億ドルまで減少した。 

・ 正味実現資本損失における 49 億ドルの減少 

・ 資産管理における税引前収益の 27 億ドルの改善。かかる改善は上記の AIG 大手町ビルの売却に関して計上されたゲイ

ンを一部計上したこと、所有不動産における減損費用の減少ならびに 2009 年に計上されたプライベート・エクイティ投資

およびのれん減損費用の影響を反映している。 

・ 正味投資利益における 19 億ドルの増加。かかる増加は、主に、メイデン・レーン II エルエルシー（「ML II」）およびメイデ

ン・レーン III エルエルシー（「ML III」）において AIG が保有する持分（総称して「メイデン・レーン持分」という。）に関連

する評価ゲインが増加したことならびにパートナーシップ投資からの収入が増加したことによりもたされた。 

・ モーゲージ保証保険事業の引受の業績における 20 億ドルの改善。かかる改善は、主に保険金請求および保険金調整

費用の減少、各保険の減額、ならびに治癒率の増加、解約の増加および請求拒否の増加により発生した前年損失引当

金の有利な変動に起因する。 

 

かかる改善は下記により一部相殺された。 

 

・ チャーティスにおける引受損失の増加。かかる増加は、主にアスベスト事業、エクセス賠償責任保険事業および労働者災

害補償保険事業の事業ラインに関連する、2010 年第４四半期における支払備金の強化に係る正味費用 42 億ドルを反

映している。 

・ 金融サービスの税引前収益の 26 億ドルの減少。かかる減少はキャピタル・マーケッツのスーパー・シニア・クレジット・デフ

ォルト・スワップ・ポートフォリオのまだ実現されていない市場評価ゲイン 8.20 億ドルならびに ILFC における減損費用の

16 億ドルの増加を反映している。 

 

さらに、AIG においては、2009 年には、非継続事業からの正味利益が 5.05 億ドルであったことに対し、2010 年には非継続事

業からの正味損失が 21 億ドルを計上した。2010 年における正味損失は、ALICO ならびに AIG スター生命および AIG エジソ

ン生命の売却に関連するのれん減損費用 46 億ドルを反映している。 

 

2011 年の概況 

 

2011 年の優先事項 

 

AIG は下記の 2011 年の優先事項に重点的に取り組んでいる。 

 

・ AIG の事業を引き続き強化し、成長させる。 

・ AIG 普通株式の新規株式公開を一つ以上実行する。 

・ 米国財務省が保有する SPV 優先持分の返済を可能とする資源の価値を最大限に引き出す計画の実施。 

・ 引き続き、組織全体にわたり金融システムおよび運営システムの体制（とりわけ、財務報告、財務業務および人的資源に

関する体制）を構築し、強化すること。 

・ 競争力を強化させるための、AIG の縮小された規模および計画に適合する再編。 

・ 2011 年６月 30 日までに AIGFP のポートフォリオの積極的な縮小を完了させること。 

・ ナンシャンの売却を完了させること。 
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2011 年の���況 

 

チャーティス 

 

現在の保険業界の資本レベルおよび全体的な経済の状況を鑑みて、チャーティスは最も発展した経済圏が低迷している成長

環境にあることから、2011 年は困難な年になると予測している。過去１年における格付け可能なエクスポージャー（すなわち、

資産価値、人件費および売上高等）の継続する低迷およびかかる低迷が市場全体の基準保険料に与える不利な影響、さらに

米国における企業向け損害保険の料率の継続する低迷は、2011 年中の大半に渡って続く可能性が高い。チャーティスは、ブ

ラジル、トルコ、インドおよびアジア太平洋の国等の成長経済圏においては、成長率が改善されると予測している。 

 

チャーティスは、2011 年において、営業ユニットのため広範囲なリスク許容度ガイドラインを強化することならびに資本比率の

改善および変動率の抑制のために引受および再保険戦略を実行することにより、引き続き資本管理のイニシアティブを実行し、

事業の種類ごとにエクイティに対する利益を増加させ、不適切な価格設定および損失の増加傾向が顕著である事業における

エクスポージャーを減少させる予定である。チャーティスは、2010 年の後半に実行された費用削減のイニシアティブについても

引き続き積極的に追及する。さらに、チャーティスは引き続き人的資本を呼び込み、これを維持および開発し、また、従業員の

業績インセンティブ・プログラムを利益率、資本管理、リスク管理およびコンプライアンスの目的により適合させるために 2010 年

に実施された戦略をさらに推進し続ける予定である。 

 

チャーティス U.S.は、元受および正味引受保険料が基本的に 2010 年のレベルを維持すると予測している。ただし、チャーティ

ス U.S.のビジネス・ミックスは、リスク・プロフィールをリスク許容度に整合させるための取組み（かかる取組みは利益率および資

本管理の目標達成を目的とする。）を反映すると予測される。さらに、チャーティスは不利な変動に関する損害実績に対する対

処としてのいくつかの措置を開始した。その措置の変更点には、特定のエクセス労働者災害保険事業クラスからの撤退、商品

の値付けおよび担保に対する保険数理上の関与の増加、保険数理による値付けモデルの利用の増加、保険証書の書式の変

更、保険契約についての免責の増加ならびに複数年保険契約の申込みの減少が含まれる。結果として、チャーティス U.S.は、

消費者向けの事業が引き続き成長し、特定の企業向けの事業は全体的に後退すると予測している。 

 

チャーティス・インターナショナルは、2011 年において、正味引受保険料が引き続き増加すると予測している。チャーティス・イ

ンターナショナルの磐石なフランチャイズおよび事業、ならびに継続するグローバル化および成長経済圏に含まれる国におけ

る国内総生産の成長に関する期待に鑑み、チャーティス・インターナショナルは海外における企業向け賠償責任保険の市場

の獲得および成長率を増大させようとしている。このような成長は、極東および成長経済圏で起きると予測される。軟化した市

場において積極的に統一的な価格設定を行う により、ヨーロッパ地域における正味引受保険料を 2010 年のレベルに維持で

きると予測している。2011 年の極東における成長は、富士火災海上保険株式会社（「富士火災」）の営業業績が、2010 年には

６ヶ月間分のみ含まれたことに対し、2011 年には１年間の業績が含まれることに起因すると予測している。さらにこの富士火災

株式の取得に関連し、チャーティスは特定の無形資産にかかる正味負債を実現させた。これら無形資産にかかる正味負債の

償却は、2011 年の費用率に有益な影響を与え続けると予測している。 

 

2011 年２月 10 日に、チャーティスは未保有分である富士火災の発行済株式 45.3 パーセントおよび新株予約権につき、全額

現金による公開買付を行うと発表した。発表された買付期間は 2011 年２月 14 日に開始し、2011 年３月 24 日に完了する予定

とされた。公開買付の完了後も、チャーティスは残りの富士火災の株式を取得するために必要な追加措置をとる予定である。

現在保有していない発行済株式の取得にかかる費用およびそれに関連する取引費用は約 5.90 億ドルになると見積もられ、か

かる費用にはチャーティスの保険子会社からの利用可能な現金が充てられると予測される。 

 

かかる取引は、事業ポートフォリオを各地域と商品の種類に基づき多様化させるといったチャーティスの戦略に整合している。

本取引はまた、連結下にある日本市場においてチャーティスの立場を強化する一方で、富士火災がチャーティスのグローバル

な営業資源および財務力から恩恵を受けられるよう意図されている。 

 

チャーティスは、年に一度の支払備金の包括的な見直しを終え、支払備金を強化するために 2010 年第４四半期において、42

億ドル（割引および損害連動保険事業の保険料調整にかかる 4.35 億ドルを控除している。）の純費用を計上した。かかる費用

にはロングテール報告部門の事業クラスの、過去の保険事故年度における不利な変動が反映されている。全費用の約 80 パ

ーセントは、アスベスト保険事業、エクセス賠償責任保険事業、エクセス労働者災害保険事業および労災保険事業より構成さ

れている。強化された支払備金の大部分は、2005 年以前の事故年度における変動に関連する。このような調整は、潜在的な

保険金請求の最終的な賠償額に関する経営陣の現在における最善の見積りを反映している。かかる賠償責任保険は、保険

金請求の規模および頻度についての将来における変動ならびにその他の多くの要因の影響を必然的に受ける。AIG はかかる

賠償額の見積もりは合理的であると考えるが、かかる保険金請求が報告され決済されるまでに長期間を有するため、後に続く

当該賠償額の将来における変動は AIG の判断に基づくもともとの見積りに適合せず、それに応じて以前に計上された金額か

ら大きく変わる可能性がある。当該賠償額を判断するための現在の見積りが、実際に新たに発生した損害実績と異なる範囲で、

当該賠償額は実際の損害を反映させるために調整される。このような調整が起きた場合、当該調整が認識された期間におい

て、その調整が行われた範囲で報告される。AIG は引き続き当該賠償額の監視を行い、将来の不利な変動を軽減させるため

に積極的な措置を講じる予定である。 

 

2010 年および 2011 年にオーストラリアで複数の大洪水が起きた。チャーティスは 2010 年の第４四半期において異常災害損

失 1.39 億ドルを計上し、2011 年の洪水に起因する多大な保険金請求を予測している。 

 

2010 年４月 20 日に、ルイジアナ州沖合のメキシコ湾で稼動していた、沖合の石油掘削施設であるディープウォーター・ホライ

ズンの爆発に起因する火災が起き、当該石油掘削施設の沈没およびその後の石油流出に繋がった。AIG は、ディープウォー

ター・ホライズンに対する損害保険のエクスポージャーについて引き続き監視を続け、2010 年 12 月 31 日における繰越支払

備金が当該事象に起因する推定損失を補完するのに十分であると考える。しかしながら、AIG の損害保険金請求の見積りは、

フォレンジック検査が未完了であり、訴訟が初期の段階にあるため、その後変更する可能性がある。 
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2011 年の���況 

 

チャーティス 

 

現在の保険業界の資本レベルおよび全体的な経済の状況を鑑みて、チャーティスは最も発展した経済圏が低迷している成長

環境にあることから、2011 年は困難な年になると予測している。過去１年における格付け可能なエクスポージャー（すなわち、

資産価値、人件費および売上高等）の継続する低迷およびかかる低迷が市場全体の基準保険料に与える不利な影響、さらに

米国における企業向け損害保険の料率の継続する低迷は、2011 年中の大半に渡って続く可能性が高い。チャーティスは、ブ

ラジル、トルコ、インドおよびアジア太平洋の国等の成長経済圏においては、成長率が改善されると予測している。 

 

チャーティスは、2011 年において、営業ユニットのため広範囲なリスク許容度ガイドラインを強化することならびに資本比率の

改善および変動率の抑制のために引受および再保険戦略を実行することにより、引き続き資本管理のイニシアティブを実行し、

事業の種類ごとにエクイティに対する利益を増加させ、不適切な価格設定および損失の増加傾向が顕著である事業における

エクスポージャーを減少させる予定である。チャーティスは、2010 年の後半に実行された費用削減のイニシアティブについても

引き続き積極的に追及する。さらに、チャーティスは引き続き人的資本を呼び込み、これを維持および開発し、また、従業員の

業績インセンティブ・プログラムを利益率、資本管理、リスク管理およびコンプライアンスの目的により適合させるために 2010 年

に実施された戦略をさらに推進し続ける予定である。 

 

チャーティス U.S.は、元受および正味引受保険料が基本的に 2010 年のレベルを維持すると予測している。ただし、チャーティ

ス U.S.のビジネス・ミックスは、リスク・プロフィールをリスク許容度に整合させるための取組み（かかる取組みは利益率および資

本管理の目標達成を目的とする。）を反映すると予測される。さらに、チャーティスは不利な変動に関する損害実績に対する対

処としてのいくつかの措置を開始した。その措置の変更点には、特定のエクセス労働者災害保険事業クラスからの撤退、商品

の値付けおよび担保に対する保険数理上の関与の増加、保険数理による値付けモデルの利用の増加、保険証書の書式の変

更、保険契約についての免責の増加ならびに複数年保険契約の申込みの減少が含まれる。結果として、チャーティス U.S.は、

消費者向けの事業が引き続き成長し、特定の企業向けの事業は全体的に後退すると予測している。 

 

チャーティス・インターナショナルは、2011 年において、正味引受保険料が引き続き増加すると予測している。チャーティス・イ

ンターナショナルの磐石なフランチャイズおよび事業、ならびに継続するグローバル化および成長経済圏に含まれる国におけ

る国内総生産の成長に関する期待に鑑み、チャーティス・インターナショナルは海外における企業向け賠償責任保険の市場

の獲得および成長率を増大させようとしている。このような成長は、極東および成長経済圏で起きると予測される。軟化した市

場において積極的に統一的な価格設定を行う により、ヨーロッパ地域における正味引受保険料を 2010 年のレベルに維持で

きると予測している。2011 年の極東における成長は、富士火災海上保険株式会社（「富士火災」）の営業業績が、2010 年には

６ヶ月間分のみ含まれたことに対し、2011 年には１年間の業績が含まれることに起因すると予測している。さらにこの富士火災

株式の取得に関連し、チャーティスは特定の無形資産にかかる正味負債を実現させた。これら無形資産にかかる正味負債の

償却は、2011 年の費用率に有益な影響を与え続けると予測している。 

 

2011 年２月 10 日に、チャーティスは未保有分である富士火災の発行済株式 45.3 パーセントおよび新株予約権につき、全額

現金による公開買付を行うと発表した。発表された買付期間は 2011 年２月 14 日に開始し、2011 年３月 24 日に完了する予定

とされた。公開買付の完了後も、チャーティスは残りの富士火災の株式を取得するために必要な追加措置をとる予定である。

現在保有していない発行済株式の取得にかかる費用およびそれに関連する取引費用は約 5.90 億ドルになると見積もられ、か

かる費用にはチャーティスの保険子会社からの利用可能な現金が充てられると予測される。 

 

かかる取引は、事業ポートフォリオを各地域と商品の種類に基づき多様化させるといったチャーティスの戦略に整合している。

本取引はまた、連結下にある日本市場においてチャーティスの立場を強化する一方で、富士火災がチャーティスのグローバル

な営業資源および財務力から恩恵を受けられるよう意図されている。 

 

チャーティスは、年に一度の支払備金の包括的な見直しを終え、支払備金を強化するために 2010 年第４四半期において、42

億ドル（割引および損害連動保険事業の保険料調整にかかる 4.35 億ドルを控除している。）の純費用を計上した。かかる費用

にはロングテール報告部門の事業クラスの、過去の保険事故年度における不利な変動が反映されている。全費用の約 80 パ

ーセントは、アスベスト保険事業、エクセス賠償責任保険事業、エクセス労働者災害保険事業および労災保険事業より構成さ

れている。強化された支払備金の大部分は、2005 年以前の事故年度における変動に関連する。このような調整は、潜在的な

保険金請求の最終的な賠償額に関する経営陣の現在における最善の見積りを反映している。かかる賠償責任保険は、保険

金請求の規模および頻度についての将来における変動ならびにその他の多くの要因の影響を必然的に受ける。AIG はかかる

賠償額の見積もりは合理的であると考えるが、かかる保険金請求が報告され決済されるまでに長期間を有するため、後に続く

当該賠償額の将来における変動は AIG の判断に基づくもともとの見積りに適合せず、それに応じて以前に計上された金額か

ら大きく変わる可能性がある。当該賠償額を判断するための現在の見積りが、実際に新たに発生した損害実績と異なる範囲で、

当該賠償額は実際の損害を反映させるために調整される。このような調整が起きた場合、当該調整が認識された期間におい

て、その調整が行われた範囲で報告される。AIG は引き続き当該賠償額の監視を行い、将来の不利な変動を軽減させるため

に積極的な措置を講じる予定である。 

 

2010 年および 2011 年にオーストラリアで複数の大洪水が起きた。チャーティスは 2010 年の第４四半期において異常災害損

失 1.39 億ドルを計上し、2011 年の洪水に起因する多大な保険金請求を予測している。 

 

2010 年４月 20 日に、ルイジアナ州沖合のメキシコ湾で稼動していた、沖合の石油掘削施設であるディープウォーター・ホライ

ズンの爆発に起因する火災が起き、当該石油掘削施設の沈没およびその後の石油流出に繋がった。AIG は、ディープウォー

ター・ホライズンに対する損害保険のエクスポージャーについて引き続き監視を続け、2010 年 12 月 31 日における繰越支払

備金が当該事象に起因する推定損失を補完するのに十分であると考える。しかしながら、AIG の損害保険金請求の見積りは、

フォレンジック検査が未完了であり、訴訟が初期の段階にあるため、その後変更する可能性がある。 
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サンアメリカ 

 

サンアメリカは、2011 年に、販売力の拡大、超過分の現金および流動性の再配置、堅調な法定剰余金の維持、積極的な費用

管理ならびに AIG 親会社に支払う配当金の増加を行う予定である。 

 

サンアメリカは、スプレッドの改善を目的に、超過分の現金および流動性資産を長期でより利回りの高い証券に投資することな

らびに信用および流動性リスクを積極的に管理することにより、2011 年に正味投資利益を改善する予定である。ただし、現在

の低利率の状況下では、サンアメリカの投資基準を満たすような利回りの高い投資を確保することは困難となると予測される。 

 

サンアメリカの定額年金保険事業は、いくつかの方法により利率の環境の影響を受ける。主な影響は、利率の絶対値に関連す

る売上高の変動およびそれに関連する利回り曲線の急勾配となる部分の変動である。低利率の環境では、定額年金保険を購

入することにより貯蓄額から得る利益が改善される機会がより低下すると消費者が判断するため、定額年金保険の新規売上げ

も低下する傾向にある。利回り曲線の勾配な曲線は、マネー・マーケット・ファンドおよび預金証書などの貯蓄型の代替商品よ

りも、より長い投資期間を有する定額年金保険などの商品にとって相対的に有利な点となる。2010 年の後半における歴史的に

利率が低かった期間の後、2010 年末には、利回り曲線のより長い部分において一般的に利率が増加した。利率の環境におけ

るかかる変化により、定額年金保険は代替商品に比べ、相対的に人気が高まった。かかる利率の環境が継続する場合または

利率がさらに増加した場合、サンアメリカの定額年金保険の売上げは改善するはずである。再び低利率の環境となった場合、

定額年金保険の売上高は引き続き努力を必要とする状態となる。 

 

定額年金保険事業におけるスプレッドは、次の３つの要因に大きく依存している；従来からの確定利付投資におけるベース利

回り（例えば、社債、モーゲージ担保証券および資産担保証券、商業モーゲージ）、代替投資に対する利益（ヘッジファンドお

よびプライベート・エクイティ・パートナーシップ）、ならびに ML II の投資利益ならびにコールおよびテンダーからの収入などの

その他の収入項目。中核確定利付ポートフォリオのベース利回りは投資利益の主要な資源であるが、2009 年および 2010 年

において、流動化のために蓄積された現金および短期投資が高い水準にあったため、当該期間におけるベース利回りは従来

の傾向に比べて低かった。サンアメリカは、このような投資利回りが低い資産を投資利回りが高い従来からの投資に再配置す

ることに重点をおいている。当該再配置による投資が達成される場合、ベース投資利回りおよび定額年金保険事業の資金運

用コストに対するスプレッドは増加するはずである。代替投資利益は、エクイティ市場および利率の環境の影響を受けるが、一

般的に有利なエクイティ市場により有益な影響がもたらされ、投資スプレッドも改善されるはずである。 

 

サンアメリカの変額年金保険事業の売上高は、複数の販売パートナーが 2010 年中にサンアメリカの商品の販売を再開したこ

とにより、回復した。サンアメリカは、サンアメリカの変額年金保険について、以前最大大手であった販売パートナーが、2011 年

の半ばにサンアメリカの商品の販売を再開すると合意したことを最近発表した。より広い範囲におよぶ販売機会およびエクイテ

ィ市場の改善の結果、サンアメリカは変額年金保険の売上高が引き続き改善されると予測する。 

 

サンアメリカの会社は、主に個人向け変額年金保険事業において、給付保証付きの変額年金保険契約を発行する。かかる給

付保証はサンアメリカをエクイティ市場におけるリスクおよび利率のリスクに晒すことになるので、サンアメリカはかかるリスクをダ

イナミックなヘッジ・プログラムにより軽減しようとしている。給付保証にかかる手数料は、基本的にその手数料が、時間が経つと

ともに想定されるヘッジ手段への資金提供およびかかる給付における潜在的な保険金請求に対する支払いにあたり十分なも

のであることを想定して設定された。ヘッジ手段への資金提供費用を増加させる近年の厳しい市場環境に応じて、サンアメリカ

は保証のレベルを調整し、市況（特に予想変動率の変化）に応じ、手数料の基準を変更した。かかる変更により、新たな変動

年金保険事業におけるリスク・エクスポージャーは軽減され、サンアメリカは競争率の高い市場において売上高の成長軌道に

乗った。 

 

繰延保険獲得費用（「DAC」）、獲得事業価値（「VOBA」）および販売促進資産（「SIA」）の償却に利用される予定総利益は、一

つの期間における異なる市場利益および利率環境の影響を受ける。予定総利益は、正味投資利益、正味実現投資ゲインおよ

びロス、手数料、解約手数料、経費、ならびに死亡率および疾病率のゲインおよびロスにより構成されている。サンアメリカは、

変動を分離勘定利益に計上する方法を意図する、新規バージョンを活用する。分離勘定利益が有利な状況であり続けた場合、

有利な解約が誘発される可能性があり、この場合は当該状況を前提として意図した当該新規バージョンがリセットされる。現在

の有利なエクイティ市場の利益が 2011 年においても継続した場合、かかる解約は 2011 年中に起きる可能性があり、この結果

将来において償却の請求が多くなる可能性もある。 

 

サンアメリカは、特に、第二次保証付きの定期生命保険およびユニバーサル生命保険の余剰法定支払備金の要件（XXX およ

び AXXX 支払備金）に関して、会社間の再保険取引について法定の許可を受けるために、原則としては信用状を取得する。

このため、サンアメリカは、2010 年 12 月 31 日現在、そのすべてが会社間生命再保険取引に関連するクレジット・ファシリティ

における残高 25 億ドルのシンジケート・レターを有していた。サンアメリカはさらに、約 23 億ドルの信用状を相対ベースで取得

した。これらの信用状は、全て会社間生命保険の再保険取引に関連する。合計約 48 億ドルのこれらの信用状は、全て 2015

年 12 月 31 日に満期を迎える予定である。相対信用状を維持するために支払われる手数料はおそらく AIG の長期債務格付

けを基準とする。 

 

ただし、約 22 億ドルの相対信用状の規定に基づき、発行銀行はその手数料について AIG のクレジット・デフォルト・スワップの

値付けを基準にする権利を有しており、2010 年９月にかかる基準を用いることを決定した。この変更により、かかる信用状を維

持する手数料は毎年約 4,800 万ドル増加した。 

 

生命保険業界は引き続き XXX 支払備金への資金提供要求をいかに対処するかといった問題に直面する。このような支払備

金に対し資金を提供するキャピタル・マーケッツのソリューションは、過去年度に比べ、拘束性が低下してきているが、利用可能

なソリューション（例えば信用状および証券化など。）の許容度および費用は 2008 年以前の水準まで回復していない。 
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サンアメリカ 

 

サンアメリカは、2011 年に、販売力の拡大、超過分の現金および流動性の再配置、堅調な法定剰余金の維持、積極的な費用

管理ならびに AIG 親会社に支払う配当金の増加を行う予定である。 

 

サンアメリカは、スプレッドの改善を目的に、超過分の現金および流動性資産を長期でより利回りの高い証券に投資することな

らびに信用および流動性リスクを積極的に管理することにより、2011 年に正味投資利益を改善する予定である。ただし、現在

の低利率の状況下では、サンアメリカの投資基準を満たすような利回りの高い投資を確保することは困難となると予測される。 

 

サンアメリカの定額年金保険事業は、いくつかの方法により利率の環境の影響を受ける。主な影響は、利率の絶対値に関連す

る売上高の変動およびそれに関連する利回り曲線の急勾配となる部分の変動である。低利率の環境では、定額年金保険を購

入することにより貯蓄額から得る利益が改善される機会がより低下すると消費者が判断するため、定額年金保険の新規売上げ

も低下する傾向にある。利回り曲線の勾配な曲線は、マネー・マーケット・ファンドおよび預金証書などの貯蓄型の代替商品よ

りも、より長い投資期間を有する定額年金保険などの商品にとって相対的に有利な点となる。2010 年の後半における歴史的に

利率が低かった期間の後、2010 年末には、利回り曲線のより長い部分において一般的に利率が増加した。利率の環境におけ

るかかる変化により、定額年金保険は代替商品に比べ、相対的に人気が高まった。かかる利率の環境が継続する場合または

利率がさらに増加した場合、サンアメリカの定額年金保険の売上げは改善するはずである。再び低利率の環境となった場合、

定額年金保険の売上高は引き続き努力を必要とする状態となる。 

 

定額年金保険事業におけるスプレッドは、次の３つの要因に大きく依存している；従来からの確定利付投資におけるベース利

回り（例えば、社債、モーゲージ担保証券および資産担保証券、商業モーゲージ）、代替投資に対する利益（ヘッジファンドお

よびプライベート・エクイティ・パートナーシップ）、ならびに ML II の投資利益ならびにコールおよびテンダーからの収入などの

その他の収入項目。中核確定利付ポートフォリオのベース利回りは投資利益の主要な資源であるが、2009 年および 2010 年

において、流動化のために蓄積された現金および短期投資が高い水準にあったため、当該期間におけるベース利回りは従来

の傾向に比べて低かった。サンアメリカは、このような投資利回りが低い資産を投資利回りが高い従来からの投資に再配置す

ることに重点をおいている。当該再配置による投資が達成される場合、ベース投資利回りおよび定額年金保険事業の資金運

用コストに対するスプレッドは増加するはずである。代替投資利益は、エクイティ市場および利率の環境の影響を受けるが、一

般的に有利なエクイティ市場により有益な影響がもたらされ、投資スプレッドも改善されるはずである。 

 

サンアメリカの変額年金保険事業の売上高は、複数の販売パートナーが 2010 年中にサンアメリカの商品の販売を再開したこ

とにより、回復した。サンアメリカは、サンアメリカの変額年金保険について、以前最大大手であった販売パートナーが、2011 年

の半ばにサンアメリカの商品の販売を再開すると合意したことを最近発表した。より広い範囲におよぶ販売機会およびエクイテ

ィ市場の改善の結果、サンアメリカは変額年金保険の売上高が引き続き改善されると予測する。 

 

サンアメリカの会社は、主に個人向け変額年金保険事業において、給付保証付きの変額年金保険契約を発行する。かかる給

付保証はサンアメリカをエクイティ市場におけるリスクおよび利率のリスクに晒すことになるので、サンアメリカはかかるリスクをダ

イナミックなヘッジ・プログラムにより軽減しようとしている。給付保証にかかる手数料は、基本的にその手数料が、時間が経つと

ともに想定されるヘッジ手段への資金提供およびかかる給付における潜在的な保険金請求に対する支払いにあたり十分なも

のであることを想定して設定された。ヘッジ手段への資金提供費用を増加させる近年の厳しい市場環境に応じて、サンアメリカ

は保証のレベルを調整し、市況（特に予想変動率の変化）に応じ、手数料の基準を変更した。かかる変更により、新たな変動

年金保険事業におけるリスク・エクスポージャーは軽減され、サンアメリカは競争率の高い市場において売上高の成長軌道に

乗った。 

 

繰延保険獲得費用（「DAC」）、獲得事業価値（「VOBA」）および販売促進資産（「SIA」）の償却に利用される予定総利益は、一

つの期間における異なる市場利益および利率環境の影響を受ける。予定総利益は、正味投資利益、正味実現投資ゲインおよ

びロス、手数料、解約手数料、経費、ならびに死亡率および疾病率のゲインおよびロスにより構成されている。サンアメリカは、

変動を分離勘定利益に計上する方法を意図する、新規バージョンを活用する。分離勘定利益が有利な状況であり続けた場合、

有利な解約が誘発される可能性があり、この場合は当該状況を前提として意図した当該新規バージョンがリセットされる。現在

の有利なエクイティ市場の利益が 2011 年においても継続した場合、かかる解約は 2011 年中に起きる可能性があり、この結果

将来において償却の請求が多くなる可能性もある。 

 

サンアメリカは、特に、第二次保証付きの定期生命保険およびユニバーサル生命保険の余剰法定支払備金の要件（XXX およ

び AXXX 支払備金）に関して、会社間の再保険取引について法定の許可を受けるために、原則としては信用状を取得する。

このため、サンアメリカは、2010 年 12 月 31 日現在、そのすべてが会社間生命再保険取引に関連するクレジット・ファシリティ

における残高 25 億ドルのシンジケート・レターを有していた。サンアメリカはさらに、約 23 億ドルの信用状を相対ベースで取得

した。これらの信用状は、全て会社間生命保険の再保険取引に関連する。合計約 48 億ドルのこれらの信用状は、全て 2015

年 12 月 31 日に満期を迎える予定である。相対信用状を維持するために支払われる手数料はおそらく AIG の長期債務格付

けを基準とする。 

 

ただし、約 22 億ドルの相対信用状の規定に基づき、発行銀行はその手数料について AIG のクレジット・デフォルト・スワップの

値付けを基準にする権利を有しており、2010 年９月にかかる基準を用いることを決定した。この変更により、かかる信用状を維

持する手数料は毎年約 4,800 万ドル増加した。 

 

生命保険業界は引き続き XXX 支払備金への資金提供要求をいかに対処するかといった問題に直面する。このような支払備

金に対し資金を提供するキャピタル・マーケッツのソリューションは、過去年度に比べ、拘束性が低下してきているが、利用可能

なソリューション（例えば信用状および証券化など。）の許容度および費用は 2008 年以前の水準まで回復していない。 
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金��ー�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」） 

 

ILFC は、2011 年の信用格付けの改善のために、2011 年中は下記の事項に重点を置く。 

 

・ 既に多様であるファイナンス・プロフィールをさらに強化し、流動性を援助する資源を再構築するため、流動性から長期資

本要件に対する計画に重点を移す。 

・ 長期航空機ポートフォリオ戦略を実行する。複数の航空路線について包括的な航空隊を構築するソリューションを支援す

るために新たな航空機を取得する中、ILFC は、かかるポートフォリオの中核部を増強するためにポートフォリオを縮小し、

同時にその他の航空機の価値を最大化する。 

・ 地方における存在感を強化するために、顧客との交流の増加（地方に支店を開設することを含む。）を通し、顧客に重点

を置く。 

 

ILFC は、2011 年の航空機リースにつき、前向きな見通しを持っている。ILFC は下記の事項を予測している。 

 

・ 航空会社における収入の回復の継続。ただし、かかる回復および回復から生じる収益性は、燃料費の増加およびその他

の政治的および経済的な混乱により、引き続き影響は受けやすい状態にある。 

・ オペレーティング・リースが提供する航空隊の柔軟性および現金需要の低下。これらは、引き続き航空業界にとって重要と

なる。 

・ 航空機のリース料および航空機の市場価値の安定化および改善。 

 

キャピタル・マーケッツの縮小 

 

2010 年中、AIG はキャピタル・マーケッツのデリバティブ・ポートフォリオの縮小を継続した。2010 年 12 月 31 日現在、ポートフ

ォリオの正味名目元本は 3,528 億ドル（115 億ドルの会社間デリバティブを含む）であり、そのうち 599 億ドルはスーパー・シニ

ア・クレジット・デフォルト・スワップ契約であった。AIG は、2011 年第２四半期末までにはキャピタル・マーケッツのデリバティブ・

ポートフォリオの積極的な縮小は完了すると予測している。また、残りのキャピタル・マーケッツのデリバティブ・ポートフォリオは、

主に複雑性およびリスクが低い取引、AIG のリスク管理の方針を支える取引、またはコスト対利益の分析に基づき、縮小するこ

とは経済的に適していない取引と AIG が判断する取引で構成されると予測される。 

 

その他事業 

 

AIG 親会社およびその他 

 

AIA の新規株式公開および ALICO 売却からの収入によって 2011 年１月に NY 連銀クレジット融資枠を返済したことに関連し、

AIG は、2011 年第１四半期における借入の償却による、正味 33 億ドルの税引前費用（主に前払委託手数料資産の償却の加

速を主に反映する）を計上することを予測している。本資本再構成に関連し未払いの負債残高の多大な減額が実現したため、

2011 年の AIG の利息費用は、かかる返済の結果大きく減少すると予測される。 

 

AIG はさらに、2011 年に残りの資産処分を完了させることにより、資産処分活動に起因する再編費用が減少すると予測する。 

 

モーゲージ保証保険 

 

ユナイテッド・ギャランティー・コーポレーション（「UGC」）における 2010 年度の業績の改善は、主に第１順位抵当、第２順位抵

当および国際的な商品における新たに報告された債務不履行の数の減少、既存の第１順位抵当および国際的な延滞ローン

の回復率の上昇、特定の第２順位抵当および国際保険に対するストップ・ロス・リミットの影響、国内の第１順位抵当の請求に

おける解約活動の増加、複数の借入リスクのブロックの振替ならびに現在の国内の第１順位抵当の延滞ローンの支払プランを

調整するための取組みに起因するものである。このような傾向が継続すれば、UGC の財務業績は将来の四半期において引き

続き改善する可能性がある。しかし、住宅市場、米国における失業率、将来の差押さえが米国内住宅価格に与える影響、ロー

ン調整プログラム、新規住宅購入者に対する税額控除の廃止、特定の貸主による差押さえの猶予およびモーゲージ保証保険

の解約率、ならびにこのような要因が UGC の財務業績に与える影響（もしあれば。）についてのより長期的な見通しに関しては、

未だに不透明なままである。 

 

直接投資事業 

 

2010 年中、AIG は、借入、保証およびその他の資金需要を減少させることならびにポートフォリオ内の資産を現金化（個別資

産の売却、ジョイント・ベンチャーの再編および米国内外における特定のビジネスプラットフォームの売却を含む）することにより、

グローバル・リアル・エステート事業の縮小につき進捗した。AIG は 2011 年中も、グローバル・リアル・エステートのプラットフォ

ームを縮小し続けると予測している。AIG は各資産につき、多様な代替の売却戦略を慎重に評価し、最も適切であると判断し

た戦略を選択する。縮小は秩序立って行われたが、不動産資産における減損およびそれに続く無償還の負債の無効化に基

づくゲインによって、損益計算書に変動が生じており、引き続きかかる変動が生じる見込みである。AIG は引続き、事業の資金

需要を監視する。 

 

2010 年第４四半期中、AIG は直接投資資産を売却または内部において証券化した。かかる活動により、2011 年に予定されて

いる直接投資ポートフォリオの償却に資金を提供するために十分な現金が調達された。2011 年中、経営陣は、かかる投資資

産からのキャッシュ・フローを最大限に利用するための措置を追及し、対応投資プログラム（「MIP」）および特定の非デリバティ

ブ資産と AIGFP の負債のコンバインド・キャッシュ・フローのタイミングを整合させるよう、引き続き努めることを予定している。 
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金��ー�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」） 

 

ILFC は、2011 年の信用格付けの改善のために、2011 年中は下記の事項に重点を置く。 

 

・ 既に多様であるファイナンス・プロフィールをさらに強化し、流動性を援助する資源を再構築するため、流動性から長期資

本要件に対する計画に重点を移す。 

・ 長期航空機ポートフォリオ戦略を実行する。複数の航空路線について包括的な航空隊を構築するソリューションを支援す

るために新たな航空機を取得する中、ILFC は、かかるポートフォリオの中核部を増強するためにポートフォリオを縮小し、

同時にその他の航空機の価値を最大化する。 

・ 地方における存在感を強化するために、顧客との交流の増加（地方に支店を開設することを含む。）を通し、顧客に重点

を置く。 

 

ILFC は、2011 年の航空機リースにつき、前向きな見通しを持っている。ILFC は下記の事項を予測している。 

 

・ 航空会社における収入の回復の継続。ただし、かかる回復および回復から生じる収益性は、燃料費の増加およびその他

の政治的および経済的な混乱により、引き続き影響は受けやすい状態にある。 

・ オペレーティング・リースが提供する航空隊の柔軟性および現金需要の低下。これらは、引き続き航空業界にとって重要と

なる。 

・ 航空機のリース料および航空機の市場価値の安定化および改善。 

 

キャピタル・マーケッツの縮小 

 

2010 年中、AIG はキャピタル・マーケッツのデリバティブ・ポートフォリオの縮小を継続した。2010 年 12 月 31 日現在、ポートフ

ォリオの正味名目元本は 3,528 億ドル（115 億ドルの会社間デリバティブを含む）であり、そのうち 599 億ドルはスーパー・シニ

ア・クレジット・デフォルト・スワップ契約であった。AIG は、2011 年第２四半期末までにはキャピタル・マーケッツのデリバティブ・

ポートフォリオの積極的な縮小は完了すると予測している。また、残りのキャピタル・マーケッツのデリバティブ・ポートフォリオは、

主に複雑性およびリスクが低い取引、AIG のリスク管理の方針を支える取引、またはコスト対利益の分析に基づき、縮小するこ

とは経済的に適していない取引と AIG が判断する取引で構成されると予測される。 

 

その他事業 

 

AIG 親会社およびその他 

 

AIA の新規株式公開および ALICO 売却からの収入によって 2011 年１月に NY 連銀クレジット融資枠を返済したことに関連し、

AIG は、2011 年第１四半期における借入の償却による、正味 33 億ドルの税引前費用（主に前払委託手数料資産の償却の加

速を主に反映する）を計上することを予測している。本資本再構成に関連し未払いの負債残高の多大な減額が実現したため、

2011 年の AIG の利息費用は、かかる返済の結果大きく減少すると予測される。 

 

AIG はさらに、2011 年に残りの資産処分を完了させることにより、資産処分活動に起因する再編費用が減少すると予測する。 

 

モーゲージ保証保険 

 

ユナイテッド・ギャランティー・コーポレーション（「UGC」）における 2010 年度の業績の改善は、主に第１順位抵当、第２順位抵

当および国際的な商品における新たに報告された債務不履行の数の減少、既存の第１順位抵当および国際的な延滞ローン

の回復率の上昇、特定の第２順位抵当および国際保険に対するストップ・ロス・リミットの影響、国内の第１順位抵当の請求に

おける解約活動の増加、複数の借入リスクのブロックの振替ならびに現在の国内の第１順位抵当の延滞ローンの支払プランを

調整するための取組みに起因するものである。このような傾向が継続すれば、UGC の財務業績は将来の四半期において引き

続き改善する可能性がある。しかし、住宅市場、米国における失業率、将来の差押さえが米国内住宅価格に与える影響、ロー

ン調整プログラム、新規住宅購入者に対する税額控除の廃止、特定の貸主による差押さえの猶予およびモーゲージ保証保険

の解約率、ならびにこのような要因が UGC の財務業績に与える影響（もしあれば。）についてのより長期的な見通しに関しては、

未だに不透明なままである。 

 

直接投資事業 

 

2010 年中、AIG は、借入、保証およびその他の資金需要を減少させることならびにポートフォリオ内の資産を現金化（個別資

産の売却、ジョイント・ベンチャーの再編および米国内外における特定のビジネスプラットフォームの売却を含む）することにより、

グローバル・リアル・エステート事業の縮小につき進捗した。AIG は 2011 年中も、グローバル・リアル・エステートのプラットフォ

ームを縮小し続けると予測している。AIG は各資産につき、多様な代替の売却戦略を慎重に評価し、最も適切であると判断し

た戦略を選択する。縮小は秩序立って行われたが、不動産資産における減損およびそれに続く無償還の負債の無効化に基

づくゲインによって、損益計算書に変動が生じており、引き続きかかる変動が生じる見込みである。AIG は引続き、事業の資金

需要を監視する。 

 

2010 年第４四半期中、AIG は直接投資資産を売却または内部において証券化した。かかる活動により、2011 年に予定されて

いる直接投資ポートフォリオの償却に資金を提供するために十分な現金が調達された。2011 年中、経営陣は、かかる投資資

産からのキャッシュ・フローを最大限に利用するための措置を追及し、対応投資プログラム（「MIP」）および特定の非デリバティ

ブ資産と AIGFP の負債のコンバインド・キャッシュ・フローのタイミングを整合させるよう、引き続き努めることを予定している。 
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資金の��源および流動性 

 

概況 

 

最近の本資本再構成の完了の結果、AIG の流動性管理手法は大きく変更された。NY 連銀クレジット融資枠は、2008 年９月以

降、流動性の主な資源として利用されてきた。さらに、2009 年以降は、AIG の一株当たり額面 5.00 ドルのシリーズ F 確定利付

非累積的永久優先株式（「シリーズ F 優先株式」）に関連する、米国財務省により提供されるコミットメント（「米国財務省コミット

メント（シリーズ F）」）が、主に、AIG の保険子会社の資金需要を支援するための資金源として利用されてきた。ただし、本資本

再構成のクロージング時に、AIG は NY 連銀クレジット融資枠を完全に返済し終了させ、米国財務省コミットメント（シリーズ F）

は、その他の対価とともに、AIG の一株当たり額面 5.00 ドルのシリーズ G 累積的転換義務付優先株式（「シリーズ G 優先株

式」）に係る上限 20 億ドルの優先的分配権の資金拠出のための米国財務省によるコミットメント（以下「シリーズ G 引出権」）と

交換された。AIG はさらに、流動性および資金ポジションを強化するために下記の取引を完了した。 

 

・ 2010 年第４四半期において、AIG は、5.00 億ドルの３年社債および 15 億ドルの 10 年社債から構成される、合計 20 億ドル

の上位無担保社債を発行した。さらに、AIG は 5.00 億ドルの偶発流動性融資枠を設置した。 

・ 2010 年 12 月に AIG は、364 日融資枠および３年クレジット融資枠に等分されている、合計 30 億ドルの無担保コミッテッド

銀行クレジット融資枠を開始させた。当該融資枠は本資本再構成のクロージング時に利用可能となり、一般企業活動を支援

することを目的としている。 

・ 2010 年 12 月に、チャーティス・インクは 13 億ドルの１年信用状融資枠を開始させた。この信用状融資枠はチャーティスの

特定の保険会社に有利な、信用状の発行を可能とする。 

・ 2011 年１月に ILFC は 20 億ドルの無担保３年リボルビング・クレジット・ファシリティを開始させた。ILFC は、当該ファシリティ

の下一般企業活動のために借入を行うことができる。 

 

2010 年第４四半期中および 2011 年現在まで行われてきた様々な行為の結果、AIG 親会社は十分な現金および短期投資残

高を拠出し、偶発的な流動性のために十分な資源を築いてきた。 

 

流動性適切性管理 

 

2010 年に AIG は、最も重大なリスクに対する AIG の合計エクスポージャーを系統的に査定するためのストレステストおよび流

動性枠組みを採用した。当該枠組みは、保険事業および非保険事業両方における AIG の既存の企業リスク管理（「ERM」）スト

レステスト法に基づいている。２年間の期間のシナリオで行われ、適切な資金要件は財務および保険両方のリスクを考慮する。 

 

AIG の保管事業は最低資金ポジションに係る多くの制限に従わなければならない。これらの制限は、格付機関、規制および業

務要件による資金査定に基づく、個人事業の資金適切性に関する指導的な制限である。AIG 親会社の、保険事業の支援およ

び目標資金水準を維持するための流動性需要を判断するために、潜在的なストレスの資金に対する影響は、ERM のストレス

テスト法を用いて、各事業運営の拘束的な資金制限と相対的に評価される。さらに、これらに AIGFP デリバティブ・ポートフォリ

オ、直接投資事業および ILFC を含む、非保険事業のストレス化されたシナリオにおいて必要な偶発的な流動性が加えられる。 

 

 

AIG の連結リスク目標は、ERM のストレスシナリオ下の AIG 親会社の流動性需要が、AIG 親会社の、特定の２年間における全

体的な流動性の資金源の 80％を超えないように、最低流動性緩衝を維持することである。当該規定された期間内に 80％とい

った最低閾値が侵害された場合、AIG は、流動性の資金源を増加または流動性需要を削減して目標閾値を維持するために、

適切な措置を講じるが、その時点で優勢な市況下でこれが可能であると保証することはできない。 

 

AIG は、AIG 親会社および保険会社間の資金およびファンドの流れを管理するために、米国保険会社と追加的な資金維持合

意を締結するつもりである。 

 

ERM ストレステストの結果、AIG は、AIG 親会社レベルにおいて、将来の流動性要件を充足させ、債務（合理的に予測できる

偶発事象または事象を含む）を履行するに当たり、十分な流動性を有していると考える。 

 

現金の��源および��の分� 

 

下�の表は、AIG の連結キャッシュ・フロー���から��した�ー�を表すものである。 

12 月 31 日に終了した年度 

（単位：百万ドル） 
2010 年 2009 年 2008 年 

要約：  

  営業活動から得た（に支出した）正味現金 $ 16,910 $18,584 $ (122)

  投資活動から得た（に支出した）正味現金 (10,225) 5,778 47,176

  財務活動に支出した正味現金 (9,261) (28,997) (40,734)

  為替変動が現金に及ぼす影響額 39 533 38

当期現金増減額 (2,537) (4,102) 6,358

期首現金残高 4,400 8,642 2,284

売却目的資産への組替 (305) (140) -

年度末現金残高 $ 1,558 $ 4,400 $ 8,642

 

営業活動から得た正味現金は、2008 年においてはマイナスであったが、2010 年および 2009 年において、主に AIG 保険子

会社の有利なキャッシュ・フローを原因としてプラスであった。 

 

一般的に、保険会社は保険金および保険給付金の支払い前に保険料の大部分を受け取るが、チャーティスが有利なキャッシ

ュ・フローを生み出す可能性は、事業費用、保険契約に基づく損失の頻度および程度、ならびに保険保持率の影響を受ける。

チャーティス事業から得た現金は、2009 年において 28 億ドルであったのに対し、2010 年においては 19 億ドルであった。これ

は、保険金支払いの減少が、米国内の減収を主な原因とする収納保険料の減少によってより多く相殺されたためである。時期

および影響が本質的に予測不可能である災害事象および重大な災害損失は、チャーティス事業のオペレーティング・キャッシ

ュ・フローを減少させた。非継続事業として表示される事業体を含む AIG の生命保険子会社から得た現金は、2009 年おいて

91 億ドルであったのに対し、2010 年においては 155 億ドルであった。これは、国際市場の成長が、国内事業によるキャッシュ・

フローの減少により一部相殺されたためである。非継続事業として表示される事業体を含む、金融サービスによるキャッシュ・フ

ローは、2010 年および 2009 年においてそれぞれ 14 億ドルおよび 54 億ドルであった。かかる減少は、AIGFP 事業およびポ

ートフォリオの継続的な縮小が原因の一部である可能性がある。 
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資金の��源および流動性 

 

概況 

 

最近の本資本再構成の完了の結果、AIG の流動性管理手法は大きく変更された。NY 連銀クレジット融資枠は、2008 年９月以

降、流動性の主な資源として利用されてきた。さらに、2009 年以降は、AIG の一株当たり額面 5.00 ドルのシリーズ F 確定利付

非累積的永久優先株式（「シリーズ F 優先株式」）に関連する、米国財務省により提供されるコミットメント（「米国財務省コミット

メント（シリーズ F）」）が、主に、AIG の保険子会社の資金需要を支援するための資金源として利用されてきた。ただし、本資本

再構成のクロージング時に、AIG は NY 連銀クレジット融資枠を完全に返済し終了させ、米国財務省コミットメント（シリーズ F）

は、その他の対価とともに、AIG の一株当たり額面 5.00 ドルのシリーズ G 累積的転換義務付優先株式（「シリーズ G 優先株

式」）に係る上限 20 億ドルの優先的分配権の資金拠出のための米国財務省によるコミットメント（以下「シリーズ G 引出権」）と

交換された。AIG はさらに、流動性および資金ポジションを強化するために下記の取引を完了した。 

 

・ 2010 年第４四半期において、AIG は、5.00 億ドルの３年社債および 15 億ドルの 10 年社債から構成される、合計 20 億ドル

の上位無担保社債を発行した。さらに、AIG は 5.00 億ドルの偶発流動性融資枠を設置した。 

・ 2010 年 12 月に AIG は、364 日融資枠および３年クレジット融資枠に等分されている、合計 30 億ドルの無担保コミッテッド

銀行クレジット融資枠を開始させた。当該融資枠は本資本再構成のクロージング時に利用可能となり、一般企業活動を支援

することを目的としている。 

・ 2010 年 12 月に、チャーティス・インクは 13 億ドルの１年信用状融資枠を開始させた。この信用状融資枠はチャーティスの

特定の保険会社に有利な、信用状の発行を可能とする。 

・ 2011 年１月に ILFC は 20 億ドルの無担保３年リボルビング・クレジット・ファシリティを開始させた。ILFC は、当該ファシリティ

の下一般企業活動のために借入を行うことができる。 

 

2010 年第４四半期中および 2011 年現在まで行われてきた様々な行為の結果、AIG 親会社は十分な現金および短期投資残

高を拠出し、偶発的な流動性のために十分な資源を築いてきた。 

 

流動性適切性管理 

 

2010 年に AIG は、最も重大なリスクに対する AIG の合計エクスポージャーを系統的に査定するためのストレステストおよび流

動性枠組みを採用した。当該枠組みは、保険事業および非保険事業両方における AIG の既存の企業リスク管理（「ERM」）スト

レステスト法に基づいている。２年間の期間のシナリオで行われ、適切な資金要件は財務および保険両方のリスクを考慮する。 

 

AIG の保管事業は最低資金ポジションに係る多くの制限に従わなければならない。これらの制限は、格付機関、規制および業

務要件による資金査定に基づく、個人事業の資金適切性に関する指導的な制限である。AIG 親会社の、保険事業の支援およ

び目標資金水準を維持するための流動性需要を判断するために、潜在的なストレスの資金に対する影響は、ERM のストレス

テスト法を用いて、各事業運営の拘束的な資金制限と相対的に評価される。さらに、これらに AIGFP デリバティブ・ポートフォリ

オ、直接投資事業および ILFC を含む、非保険事業のストレス化されたシナリオにおいて必要な偶発的な流動性が加えられる。 

 

 

AIG の連結リスク目標は、ERM のストレスシナリオ下の AIG 親会社の流動性需要が、AIG 親会社の、特定の２年間における全

体的な流動性の資金源の 80％を超えないように、最低流動性緩衝を維持することである。当該規定された期間内に 80％とい

った最低閾値が侵害された場合、AIG は、流動性の資金源を増加または流動性需要を削減して目標閾値を維持するために、

適切な措置を講じるが、その時点で優勢な市況下でこれが可能であると保証することはできない。 

 

AIG は、AIG 親会社および保険会社間の資金およびファンドの流れを管理するために、米国保険会社と追加的な資金維持合

意を締結するつもりである。 

 

ERM ストレステストの結果、AIG は、AIG 親会社レベルにおいて、将来の流動性要件を充足させ、債務（合理的に予測できる

偶発事象または事象を含む）を履行するに当たり、十分な流動性を有していると考える。 

 

現金の��源および��の分� 

 

下�の表は、AIG の連結キャッシュ・フロー���から��した�ー�を表すものである。 

12 月 31 日に終了した年度 

（単位：百万ドル） 
2010 年 2009 年 2008 年 

要約：  

  営業活動から得た（に支出した）正味現金 $ 16,910 $18,584 $ (122)

  投資活動から得た（に支出した）正味現金 (10,225) 5,778 47,176

  財務活動に支出した正味現金 (9,261) (28,997) (40,734)

  為替変動が現金に及ぼす影響額 39 533 38

当期現金増減額 (2,537) (4,102) 6,358

期首現金残高 4,400 8,642 2,284

売却目的資産への組替 (305) (140) -

年度末現金残高 $ 1,558 $ 4,400 $ 8,642

 

営業活動から得た正味現金は、2008 年においてはマイナスであったが、2010 年および 2009 年において、主に AIG 保険子

会社の有利なキャッシュ・フローを原因としてプラスであった。 

 

一般的に、保険会社は保険金および保険給付金の支払い前に保険料の大部分を受け取るが、チャーティスが有利なキャッシ

ュ・フローを生み出す可能性は、事業費用、保険契約に基づく損失の頻度および程度、ならびに保険保持率の影響を受ける。

チャーティス事業から得た現金は、2009 年において 28 億ドルであったのに対し、2010 年においては 19 億ドルであった。これ

は、保険金支払いの減少が、米国内の減収を主な原因とする収納保険料の減少によってより多く相殺されたためである。時期

および影響が本質的に予測不可能である災害事象および重大な災害損失は、チャーティス事業のオペレーティング・キャッシ

ュ・フローを減少させた。非継続事業として表示される事業体を含む AIG の生命保険子会社から得た現金は、2009 年おいて

91 億ドルであったのに対し、2010 年においては 155 億ドルであった。これは、国際市場の成長が、国内事業によるキャッシュ・

フローの減少により一部相殺されたためである。非継続事業として表示される事業体を含む、金融サービスによるキャッシュ・フ

ローは、2010 年および 2009 年においてそれぞれ 14 億ドルおよび 54 億ドルであった。かかる減少は、AIGFP 事業およびポ

ートフォリオの継続的な縮小が原因の一部である可能性がある。 
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チャーティスから得た現金は、2008 年においては 48 億ドルであったのに対し、2009 年においては 28 億ドルであった。これは、

保険金支払いの減少が収納保険料の減少により相殺されたためである。非継続事業として表示される事業を含む、生命保険

事業によって得た現金は、2008 年においては 220 億ドルであったのに対し、2009 年においては 91 億ドルであった。減少した

キャッシュ・フローは、主に 2008 年後半に起きたマイナスの事象による継続する影響により牽引された。非継続事業として表示

される事業を含む金融サービスから得た現金は、2008 年においてはキャッシュ・フローが 289 億ドルであったのに対し、2009

年においては 54 億ドルであった。これは主に担保設定要件に関連する。 

 

未払複利利息および費用（非現金費用として反映される）は、NY 連銀クレジット融資枠の規定に基づき、2010 年および 2009

年において現物支払いであり、その結果、いずれの期間においてもオペレーティング・キャッシュ・フローを減少させなかった。

2010 年 12 月 31 日において、NY 連銀クレジット融資枠に基づく負債には、発生した複利利息および費用の総額 64 億ドルが

含まれている。当該金額は、2011 年１月 14 日、本資本再構成の一環として、現金にて全額返済された。 

 

2010 年において投資活動に用いられる正味現金は、AIG が事業活動から発生した現金の投資おならびに 2008 年および

2009 年において保険会社により累積された流動性の移転に起因する、固定満期証券の正味購入額を主な原因とした。これら

の年において、投資活動から得た正味現金は、投資の売却および満期到来からの正味収入に起因した。 

 

財務活動に用いられる正味現金は、2009 年に比べ、2010 年において大幅に減少した。これは主に、生命保険およびリタイヤ

メント・サービス事業の状況の改善を反映し、保険契約預り金からの返戻の減少が、が ILFC による長期債券の発行により一部

相殺されたことを主な原因とする。財務活動に用いられる正味現金は、2008 年に比べ、2009 年において大幅に減少した。こ

れは主に、保険契約預かり金からの返戻の減少、支払いおよび NY 連銀クレジット融資枠の減少ならびにその他の借入に対

する返済の減少による。 

 

 

親会社および�会社の流動性 

 

AIG 親会社 

 

流動性の資金源 

 

本資本再構成のクロージングの結果、AIG は十分な実際および偶発的な流動性を築き、これを維持している。��からの�ャ

ッシ�・�ローの結果として��まれる流動性に加�て、AIG 親会社の有する流動性の資金源は以�のとおりである。 

（単位：百万ドル） 

2010 年 12 月 31 日 

現在 

2011 年 2 月 16 日 

現在 

現金(a) $49 $-

短期投資(a) 5,602 8,953

シンジケート・クレジット融資枠に基づく借入可能額(ｂ) - 3,000

偶発流動性融資枠に基づく借入可能額 500 500

米国財務省コミットメントに基づく借入可能額（シリーズG）(ｂ) - 2,000

NY連銀クレジット融資枠に基づく借入可能額(ｃ) 9,890 -

米国財務省コミットメントに基づく借入可能額（シリーズF）(ｃ) 22,292 -

AIG親会社の流動性資金源の合計(ｄ) $38,333 $14,453(e)

(a) AIG 親会社のための現金および短期投資を含む。 

(b) シンジケート・クレジット融資枠およびシリーズＧ引出権は本資本再構成のクロージング日である 2011 年１月 14 日に効力

発生した。 

(c) NY 連銀クレジット融資枠は全額返済され終了された。米国財務省コミットメント（シリーズＦ）は本資本再構成のクロージン

グ時に引き出された。 

(d) AIGFP（バンク AIG S.A.を除く。）が保有し、無制限で、かつ、AIG 親会社のために利用可能であるとみなされる現金およ

び短期投資を除く。これらの合計残高は 2010 年 12 月 31 日現在では 4.21 億ドルであり、2011 年２月 16 日現在では

4.94 億ドルであった。 

(e) 2011 年２月 16 日以降、AIG 親会社がチャーティスに行った 37 億ドルの資金提供による減額は実行されていない。 

 

NY 連銀クレジット融資枠：2010 年 12 月 31 日現在、NY 連銀クレジット融資枠に基づき、合計 210 億ドルの借入残高が残存し

ていた。これは 2009 年 12 月 31 日現在から正味 25 億ドル減少されている。2010 年 12 月 31 日現在の残高額には、64 億ド

ルの未払複利利息および費用が含まれる。2011 年１月 14 日に、AIG は、本資本再構成のクロージングに関連し、ＮＹ連銀ク

レジット融資枠を全額返済し、終了させるために、AIA の新規株式公開および ALICO 売却からの現金収入を利用した。 

 

米国財務省コミットメント：2010 年 12 月 31 日現在、米国財務省コミットメント（シリーズＦ）に基づき、合計 75 億ドルの借入残高

が残存していた。これは 2009 年 12 月 31 日現在から 22 億ドル増加している。2011 年１月 14 日に、AIG は、米国財務省と交

換されたＳＰＶ優先持分の一部を購入するために、当該（シリーズＦ）コミットメントに基づき、約 203 億ドルを引き出した。本資本

再構成のクロージングに関連し、当該（シリーズＦ）コミットメントに基づく 20 億ドルがシリーズＧ引出権と交換され、シリーズＧ引

出権は本資本再構成のクロージング日に効力発生した。 
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チャーティスから得た現金は、2008 年においては 48 億ドルであったのに対し、2009 年においては 28 億ドルであった。これは、

保険金支払いの減少が収納保険料の減少により相殺されたためである。非継続事業として表示される事業を含む、生命保険

事業によって得た現金は、2008 年においては 220 億ドルであったのに対し、2009 年においては 91 億ドルであった。減少した

キャッシュ・フローは、主に 2008 年後半に起きたマイナスの事象による継続する影響により牽引された。非継続事業として表示

される事業を含む金融サービスから得た現金は、2008 年においてはキャッシュ・フローが 289 億ドルであったのに対し、2009

年においては 54 億ドルであった。これは主に担保設定要件に関連する。 

 

未払複利利息および費用（非現金費用として反映される）は、NY 連銀クレジット融資枠の規定に基づき、2010 年および 2009

年において現物支払いであり、その結果、いずれの期間においてもオペレーティング・キャッシュ・フローを減少させなかった。

2010 年 12 月 31 日において、NY 連銀クレジット融資枠に基づく負債には、発生した複利利息および費用の総額 64 億ドルが

含まれている。当該金額は、2011 年１月 14 日、本資本再構成の一環として、現金にて全額返済された。 

 

2010 年において投資活動に用いられる正味現金は、AIG が事業活動から発生した現金の投資おならびに 2008 年および

2009 年において保険会社により累積された流動性の移転に起因する、固定満期証券の正味購入額を主な原因とした。これら

の年において、投資活動から得た正味現金は、投資の売却および満期到来からの正味収入に起因した。 

 

財務活動に用いられる正味現金は、2009 年に比べ、2010 年において大幅に減少した。これは主に、生命保険およびリタイヤ

メント・サービス事業の状況の改善を反映し、保険契約預り金からの返戻の減少が、が ILFC による長期債券の発行により一部

相殺されたことを主な原因とする。財務活動に用いられる正味現金は、2008 年に比べ、2009 年において大幅に減少した。こ

れは主に、保険契約預かり金からの返戻の減少、支払いおよび NY 連銀クレジット融資枠の減少ならびにその他の借入に対

する返済の減少による。 

 

 

親会社および�会社の流動性 

 

AIG 親会社 

 

流動性の資金源 

 

本資本再構成のクロージングの結果、AIG は十分な実際および偶発的な流動性を築き、これを維持している。��からの�ャ

ッシ�・�ローの結果として��まれる流動性に加�て、AIG 親会社の有する流動性の資金源は以�のとおりである。 

（単位：百万ドル） 

2010 年 12 月 31 日 

現在 

2011 年 2 月 16 日 

現在 

現金(a) $49 $-

短期投資(a) 5,602 8,953

シンジケート・クレジット融資枠に基づく借入可能額(ｂ) - 3,000

偶発流動性融資枠に基づく借入可能額 500 500

米国財務省コミットメントに基づく借入可能額（シリーズG）(ｂ) - 2,000

NY連銀クレジット融資枠に基づく借入可能額(ｃ) 9,890 -

米国財務省コミットメントに基づく借入可能額（シリーズF）(ｃ) 22,292 -

AIG親会社の流動性資金源の合計(ｄ) $38,333 $14,453(e)

(a) AIG 親会社のための現金および短期投資を含む。 

(b) シンジケート・クレジット融資枠およびシリーズＧ引出権は本資本再構成のクロージング日である 2011 年１月 14 日に効力

発生した。 

(c) NY 連銀クレジット融資枠は全額返済され終了された。米国財務省コミットメント（シリーズＦ）は本資本再構成のクロージン

グ時に引き出された。 

(d) AIGFP（バンク AIG S.A.を除く。）が保有し、無制限で、かつ、AIG 親会社のために利用可能であるとみなされる現金およ

び短期投資を除く。これらの合計残高は 2010 年 12 月 31 日現在では 4.21 億ドルであり、2011 年２月 16 日現在では

4.94 億ドルであった。 

(e) 2011 年２月 16 日以降、AIG 親会社がチャーティスに行った 37 億ドルの資金提供による減額は実行されていない。 

 

NY 連銀クレジット融資枠：2010 年 12 月 31 日現在、NY 連銀クレジット融資枠に基づき、合計 210 億ドルの借入残高が残存し

ていた。これは 2009 年 12 月 31 日現在から正味 25 億ドル減少されている。2010 年 12 月 31 日現在の残高額には、64 億ド

ルの未払複利利息および費用が含まれる。2011 年１月 14 日に、AIG は、本資本再構成のクロージングに関連し、ＮＹ連銀ク

レジット融資枠を全額返済し、終了させるために、AIA の新規株式公開および ALICO 売却からの現金収入を利用した。 

 

米国財務省コミットメント：2010 年 12 月 31 日現在、米国財務省コミットメント（シリーズＦ）に基づき、合計 75 億ドルの借入残高

が残存していた。これは 2009 年 12 月 31 日現在から 22 億ドル増加している。2011 年１月 14 日に、AIG は、米国財務省と交

換されたＳＰＶ優先持分の一部を購入するために、当該（シリーズＦ）コミットメントに基づき、約 203 億ドルを引き出した。本資本

再構成のクロージングに関連し、当該（シリーズＦ）コミットメントに基づく 20 億ドルがシリーズＧ引出権と交換され、シリーズＧ引

出権は本資本再構成のクロージング日に効力発生した。 
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シンジケートおよび偶発融資枠：2011 年１月 14 日に本資本再構成がクロージングすることに伴い、合計 30 億ドルの銀行クレ

ジット融資枠が利用可能となることから、AIG は、2010 年 12 月、事前に５億ドルの偶発流動性融資枠を設置した。AIG の本融

資枠に基づき借入を行う権利は、信用格付けを条件としない。 

 

AIG 親会社のキャッシュ・フローの主な資源は、子会社からの配当、分配およびその他の支払いである。2010 年に AIG 親会

社は子会社（主に保険子会社）から、配当およびその他の支払いを通して 19 億ドル回収した（チャーティス U.S.からの配当 14

億ドルを含む。）。さらに AIG は、キャピタル・マーケッツにおける活動を通して十分な流動性を拠出することができた。2010 年

11 月に、AIG は、合計 20 億ドルの上位無担保債権を発行した。これは、５億ドルの３年社債および 15 億ドルの 10 年社債か

ら構成されている。これらの発行から得られた収入は、流動性のため、AIG 親会社が保持している。 

 

流動性の利用法 

 

AIG のキャシュ・フローは、主に、債務元利払い、営業費用および子会社への資金提供に使用される。2010 年中、AIG 親会社

は、MIP およびシリーズ型の AIGFP 債務証券を除き、14 億ドルの負債を返済し、合計 18 億ドルの利払いを行った。2010 年

中、AIG 親会社は、子会社に対し、正味 26 億ドルの資本拠出を行った。そのうちの大部分が AIG キャピタル・コーポレーショ

ンに提供され、これにより AIG キャピタル・コーポレーションはチャーティス U.S.の子会社が保有していた自身の優先持分を弁

済できた。2010 年 11 月の AGF における過半数持分の売却に関連し、AIG 親会社は、AGF に対し、2010 年第４四半期以前

の 8.00 億ドルの正味返済に加え、要求支払手形として 7.50 億ドルを支払った。2010 年 12 月 31 日現在、AIG 親会社は、

AIG 親会社と AGF 間の税債務分担契約に関連し、AGF から約束手形として 4.69 億ドルの借入を有していた。 

 

2011 年２月 16 日以降、AIG 親会社はチャーティスに対し、37 億ドルの資本拠出による資本支援を行った。本取引には、AIG

スター生命および AIG エジソン生命の売却からの正味 20 億ドルの現金収入の保持（米国財務省は、SPV 優先持分の償還を

行う代わりに、当該目的に利用するためにこれを免責した。）ならびに AIG 親会社における利用可能な現金が充てられた。 

 

AIG は、AIG 親会社のレベルにおいて、将来の流動性要件を充足し、債務（合理的に予見できる偶発事象または事象を含

む。）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。

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あるいは支払備金の増強、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、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。 

 

 

複数のチャーティス U.S.子会社は、会社毎に繰延税金資産を有しており、これには発生した正味営業損失が含まれる。チャー

ティスは、保険規制上の報告目的で、賢明かつ実行可能な効果的税務計画行為および／または戦略に依拠し、かかる繰延

税金資産の許容性を維持する予定である。チャーティスが、このような行為が必要であるにも拘らずこれを実行できず、関連す

る繰延税金資産が保険規制上の報告目的として認可されなくなった場合、当該保険会社は、2010 年 12 月 31 日付の残高に

基づくと、AIG から最大 23 億ドルの追加的資本拠出が必要となる。チャーティス U.S.の繰延税金資産は AIG の連結レベルに

おいて全額の評価引当金を有している。 

 

チャーティス 

 

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、将来の流動性

要件を充足し、債務（合理的に予見できる偶発事象または事象を含む。）の返済について十分な流動性を有すると確信してい

る。チャーティス子会社は現金および短期投資として十分な流動性を保持しており、その合計額は 2010 年 12 月 31 日現在、

124 億ドルであった。さらにチャーティス事業は、投資適格満期固定証券（国債および社債の多大な持分を含む 

。）を十分な水準で保持しており、チャーティスは、キャッシュ・フローが不十分である場合、これらの投資適格満期固定証券を

現金化することができる。一般的に、当該資産は複数の法人間で譲渡することは出来ない。ただし、経営陣は、当該法人が個

人の需要を満たすに一般的に十分な資源を有していると考えている。 

 

しかしながら、１つ以上の災害の発生により、影響を受けるチャーティス事業への 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、AIG 子会社の、保険業者の財務格付けが圧迫される恐れがあり、

保険契約者による非更新または解約が発生し、各関連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、格付機関の資本モデルが、必要資金に対する利

用可能な資金を減少させる可能性があるため、チャーティス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。流

動性を圧迫させるその他の潜在的な事象には、チャーティスの事業に重要である国や地域における経済の破綻、国有化、壊

滅的なテロ行為、世界的流行病、またはその他の経済的、政治的混乱などがある。 

 

チャーティスの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。例えば、最近の第４四半期の 42 億ドルの純支払備金費用は、強

化の対象であった事業がロングテール型であったため、チャーティスの流動性に大きな影響を与えなかった。さらに、チャーテ

ィスの流動性ポジションは、チャーティスの資本に 37 億ドルの現金が注入されたことにより、さらに強化された。当該資本拠出

の直後にチャーティスは、資本収益を通して UGC 持分を譲渡した。資本拠出の一部には、AIG スター生命および AIG エジソ

ン生命の売却から得た、現金純収入 20 億ドルの留保金が充てられた。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。これまでチャーティス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。 

 

2010 年 12 月に、チャーティス・インクは 13 億ドルの１年信用状融資枠を開始させた。当該信用状融資枠により特定の損害保

険会社に有利な信用状が発行され、当該会社の、未承認再保険者からの取り戻し可能な再保険の法定承認が可能となる。 
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シンジケートおよび偶発融資枠：2011 年１月 14 日に本資本再構成がクロージングすることに伴い、合計 30 億ドルの銀行クレ

ジット融資枠が利用可能となることから、AIG は、2010 年 12 月、事前に５億ドルの偶発流動性融資枠を設置した。AIG の本融

資枠に基づき借入を行う権利は、信用格付けを条件としない。 

 

AIG 親会社のキャッシュ・フローの主な資源は、子会社からの配当、分配およびその他の支払いである。2010 年に AIG 親会

社は子会社（主に保険子会社）から、配当およびその他の支払いを通して 19 億ドル回収した（チャーティス U.S.からの配当 14

億ドルを含む。）。さらに AIG は、キャピタル・マーケッツにおける活動を通して十分な流動性を拠出することができた。2010 年

11 月に、AIG は、合計 20 億ドルの上位無担保債権を発行した。これは、５億ドルの３年社債および 15 億ドルの 10 年社債か

ら構成されている。これらの発行から得られた収入は、流動性のため、AIG 親会社が保持している。 

 

流動性の利用法 

 

AIG のキャシュ・フローは、主に、債務元利払い、営業費用および子会社への資金提供に使用される。2010 年中、AIG 親会社

は、MIP およびシリーズ型の AIGFP 債務証券を除き、14 億ドルの負債を返済し、合計 18 億ドルの利払いを行った。2010 年

中、AIG 親会社は、子会社に対し、正味 26 億ドルの資本拠出を行った。そのうちの大部分が AIG キャピタル・コーポレーショ

ンに提供され、これにより AIG キャピタル・コーポレーションはチャーティス U.S.の子会社が保有していた自身の優先持分を弁

済できた。2010 年 11 月の AGF における過半数持分の売却に関連し、AIG 親会社は、AGF に対し、2010 年第４四半期以前

の 8.00 億ドルの正味返済に加え、要求支払手形として 7.50 億ドルを支払った。2010 年 12 月 31 日現在、AIG 親会社は、

AIG 親会社と AGF 間の税債務分担契約に関連し、AGF から約束手形として 4.69 億ドルの借入を有していた。 

 

2011 年２月 16 日以降、AIG 親会社はチャーティスに対し、37 億ドルの資本拠出による資本支援を行った。本取引には、AIG

スター生命および AIG エジソン生命の売却からの正味 20 億ドルの現金収入の保持（米国財務省は、SPV 優先持分の償還を

行う代わりに、当該目的に利用するためにこれを免責した。）ならびに AIG 親会社における利用可能な現金が充てられた。 

 

AIG は、AIG 親会社のレベルにおいて、将来の流動性要件を充足し、債務（合理的に予見できる偶発事象または事象を含

む。）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。

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あるいは支払備金の増強、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、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。 

 

 

複数のチャーティス U.S.子会社は、会社毎に繰延税金資産を有しており、これには発生した正味営業損失が含まれる。チャー

ティスは、保険規制上の報告目的で、賢明かつ実行可能な効果的税務計画行為および／または戦略に依拠し、かかる繰延

税金資産の許容性を維持する予定である。チャーティスが、このような行為が必要であるにも拘らずこれを実行できず、関連す

る繰延税金資産が保険規制上の報告目的として認可されなくなった場合、当該保険会社は、2010 年 12 月 31 日付の残高に

基づくと、AIG から最大 23 億ドルの追加的資本拠出が必要となる。チャーティス U.S.の繰延税金資産は AIG の連結レベルに

おいて全額の評価引当金を有している。 

 

チャーティス 

 

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、将来の流動性

要件を充足し、債務（合理的に予見できる偶発事象または事象を含む。）の返済について十分な流動性を有すると確信してい

る。チャーティス子会社は現金および短期投資として十分な流動性を保持しており、その合計額は 2010 年 12 月 31 日現在、

124 億ドルであった。さらにチャーティス事業は、投資適格満期固定証券（国債および社債の多大な持分を含む 

。）を十分な水準で保持しており、チャーティスは、キャッシュ・フローが不十分である場合、これらの投資適格満期固定証券を

現金化することができる。一般的に、当該資産は複数の法人間で譲渡することは出来ない。ただし、経営陣は、当該法人が個

人の需要を満たすに一般的に十分な資源を有していると考えている。 

 

しかしながら、１つ以上の災害の発生により、影響を受けるチャーティス事業への 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、AIG 子会社の、保険業者の財務格付けが圧迫される恐れがあり、

保険契約者による非更新または解約が発生し、各関連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、格付機関の資本モデルが、必要資金に対する利

用可能な資金を減少させる可能性があるため、チャーティス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。流

動性を圧迫させるその他の潜在的な事象には、チャーティスの事業に重要である国や地域における経済の破綻、国有化、壊

滅的なテロ行為、世界的流行病、またはその他の経済的、政治的混乱などがある。 

 

チャーティスの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。例えば、最近の第４四半期の 42 億ドルの純支払備金費用は、強

化の対象であった事業がロングテール型であったため、チャーティスの流動性に大きな影響を与えなかった。さらに、チャーテ

ィスの流動性ポジションは、チャーティスの資本に 37 億ドルの現金が注入されたことにより、さらに強化された。当該資本拠出

の直後にチャーティスは、資本収益を通して UGC 持分を譲渡した。資本拠出の一部には、AIG スター生命および AIG エジソ

ン生命の売却から得た、現金純収入 20 億ドルの留保金が充てられた。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。これまでチャーティス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。 

 

2010 年 12 月に、チャーティス・インクは 13 億ドルの１年信用状融資枠を開始させた。当該信用状融資枠により特定の損害保

険会社に有利な信用状が発行され、当該会社の、未承認再保険者からの取り戻し可能な再保険の法定承認が可能となる。 
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サンアメリカ 

 

経営陣は、サンアメリカ子会社の流動性の資金源は、将来の流動性要件を充足し、合理的に予見可能である偶発事象および

事象を含む、予見可能な将来の流動性需要を満たすために十分であると考えている。当該子会社は、一般的に、2009 年およ

び 2010 年中維持されていた高い水準の現金、現金相当物およびその他の短期商品を低下させるために、投資適格満期固

定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ている。サンアメリカ子会社は、現金および短期投資の形で多大

の流動性を維持し続けており、その流動性は 2010 年 12 月 31 日現在で合計 194 億ドルであった。さらに、サンアメリカの事業

は高い水準の投資適格満期固定を有しており、これには、営業キャッシュ・フローが不十分である場合、サンアメリカが現金化

できる国債および社債における多大な持分も含まれる。一般的に、当該資産は、複数の法人間で譲渡することは出来ない。た

だし、経営陣は、当該法人が個人の需要を満たすに一般的に十分な資源を有していると考えている。 

 

サンアメリカ子会社の最も重要な潜在的な流動性需要は、保険解約およびその他の返り戻しに対する資金提供ならびにＧＩＣ

の履行期到来に対応するための流動性需要である。保険契約の解約およびその他返戻が、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、これらの会社の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、

サンアメリカ事業に重要である国や地域における経済の破綻、国有化、壊滅的なテロ行為、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。サンアメリカの投資ポートフォリオの流動性プロフィールおよび規模を踏まえれば、AIG は、予測

される保険金請求額と異なるものであっても、重大な流動性リスクが生じるおそれはないと考える。 

 

ＧＩＣの履行期到来に対応する流動性需要は、引受資産ポートフォリオにより大部分が満たされることが見込まれる。 

 

AIG は、サンアメリカ会社が、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、当該子

会社の投資ポートフォリオが将来多大な損失を被るか、または、下落した場合、その範囲内において、AIG 親会社は追加資本

を与えることが必要となる可能性がある。 

 

金融サービス事業 

 

AIG の主たる金融サービス事業には、ILFC および縮小中であるが残存する AIGFP ポートフォリオが含まれる。2010 年におい

て、ILFC はその予見可能な流動性需要の取組みにおいて、大きな前進を遂げた。さらに、AIG は、以前は金融サービスの一

部として報告されていた消費者金融事業の大部分を売却した。 

 

 

インターナショナル・リース・ファイナンス・�ーポレーション 

 

ILFC の流動性の資金源には、リースの支払回収、公開市場における借入および資産売却からの収入が含まれる。ILFC のた

めに流動性を利用することには、主に航空機の売却および負債の返済が含まれる。2010 年に、ILＦＣは、その流動性ポジショ

ンを増加させ、満期を延長させるために複数の行為を行った。 

 

直接投資事業およびキャピタル・マーケッツ事業 

 

2008 年９月より前は、AIGFP は、従来から、社債の発行、保証投資契約（「GIA」）に係る借入、ならびに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契約を通じて、営業活動の資金を調達していた。AIGFP はその担保およびその他の流動性需

要の大半を充たすために AIG 親会社へ依拠している。 

 

直接投資事業およびキャピタル・マーケッツ事業が�し入れた担保�のロールフォワードは��のとおりで�る。 

 
2009 年 12 月 31 �

��での�入担保

取引��により 

��された 

�加担保 

取引��からの 

受け戻し担保 

2010 年 12 月 31 �

��での�入 

担保 

(単位：百万ドル）  

担保付き GIA およびその他の

借入れ（直接投資事業） $6,129 $708 $1,175 $5,662

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 4,590 393 1,197 3,786

その他すべてのデリバティブ 5,217 2,196 6,078 1,335

合計 $15,936 $3,297 $8,450 $10,783

 

キャピタル・マーケッツ事業の���� 

 

2010年において、AIGの資産運用グループは、金融サービスセグメントにおけるキャピタル・マーケッツ事業の特定の非デリバ

ティブ資産および負債を管理する義務を引き受けた。これらの資産及び負債は、MIPに対応して、スプレッド・ベースで管理さ

れている。したがって、主に信用評価調整ゲインおよびロスにより構成されているこれらの資産および負債に関連するゲインお

よびロスは、資産運用―直接投資事業の一部として、AIGのその他の事業において報告されている。 
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サンアメリカ 

 

経営陣は、サンアメリカ子会社の流動性の資金源は、将来の流動性要件を充足し、合理的に予見可能である偶発事象および

事象を含む、予見可能な将来の流動性需要を満たすために十分であると考えている。当該子会社は、一般的に、2009 年およ

び 2010 年中維持されていた高い水準の現金、現金相当物およびその他の短期商品を低下させるために、投資適格満期固

定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ている。サンアメリカ子会社は、現金および短期投資の形で多大

の流動性を維持し続けており、その流動性は 2010 年 12 月 31 日現在で合計 194 億ドルであった。さらに、サンアメリカの事業

は高い水準の投資適格満期固定を有しており、これには、営業キャッシュ・フローが不十分である場合、サンアメリカが現金化

できる国債および社債における多大な持分も含まれる。一般的に、当該資産は、複数の法人間で譲渡することは出来ない。た

だし、経営陣は、当該法人が個人の需要を満たすに一般的に十分な資源を有していると考えている。 

 

サンアメリカ子会社の最も重要な潜在的な流動性需要は、保険解約およびその他の返り戻しに対する資金提供ならびにＧＩＣ

の履行期到来に対応するための流動性需要である。保険契約の解約およびその他返戻が、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、これらの会社の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、

サンアメリカ事業に重要である国や地域における経済の破綻、国有化、壊滅的なテロ行為、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。サンアメリカの投資ポートフォリオの流動性プロフィールおよび規模を踏まえれば、AIG は、予測

される保険金請求額と異なるものであっても、重大な流動性リスクが生じるおそれはないと考える。 

 

ＧＩＣの履行期到来に対応する流動性需要は、引受資産ポートフォリオにより大部分が満たされることが見込まれる。 

 

AIG は、サンアメリカ会社が、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、当該子

会社の投資ポートフォリオが将来多大な損失を被るか、または、下落した場合、その範囲内において、AIG 親会社は追加資本

を与えることが必要となる可能性がある。 

 

金融サービス事業 

 

AIG の主たる金融サービス事業には、ILFC および縮小中であるが残存する AIGFP ポートフォリオが含まれる。2010 年におい

て、ILFC はその予見可能な流動性需要の取組みにおいて、大きな前進を遂げた。さらに、AIG は、以前は金融サービスの一

部として報告されていた消費者金融事業の大部分を売却した。 

 

 

インターナショナル・リース・ファイナンス・�ーポレーション 

 

ILFC の流動性の資金源には、リースの支払回収、公開市場における借入および資産売却からの収入が含まれる。ILFC のた

めに流動性を利用することには、主に航空機の売却および負債の返済が含まれる。2010 年に、ILＦＣは、その流動性ポジショ

ンを増加させ、満期を延長させるために複数の行為を行った。 

 

直接投資事業およびキャピタル・マーケッツ事業 

 

2008 年９月より前は、AIGFP は、従来から、社債の発行、保証投資契約（「GIA」）に係る借入、ならびに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契約を通じて、営業活動の資金を調達していた。AIGFP はその担保およびその他の流動性需

要の大半を充たすために AIG 親会社へ依拠している。 

 

直接投資事業およびキャピタル・マーケッツ事業が�し入れた担保�のロールフォワードは��のとおりで�る。 

 
2009 年 12 月 31 �

��での�入担保

取引��により 

��された 

�加担保 

取引��からの 

受け戻し担保 

2010 年 12 月 31 �

��での�入 

担保 

(単位：百万ドル）  

担保付き GIA およびその他の

借入れ（直接投資事業） $6,129 $708 $1,175 $5,662

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 4,590 393 1,197 3,786

その他すべてのデリバティブ 5,217 2,196 6,078 1,335

合計 $15,936 $3,297 $8,450 $10,783

 

キャピタル・マーケッツ事業の���� 

 

2010年において、AIGの資産運用グループは、金融サービスセグメントにおけるキャピタル・マーケッツ事業の特定の非デリバ

ティブ資産および負債を管理する義務を引き受けた。これらの資産及び負債は、MIPに対応して、スプレッド・ベースで管理さ

れている。したがって、主に信用評価調整ゲインおよびロスにより構成されているこれらの資産および負債に関連するゲインお

よびロスは、資産運用―直接投資事業の一部として、AIGのその他の事業において報告されている。 
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2010年中、AIGFPはそのポートフォリオを縮小し�け、正味名目元本および複数の未処理の取引ポジションを下記のとおり、

大幅に減少さ�た。 

減少率 
 

2010 年 

12 月 31 日 

2009 年 

12 月 31 日

2008 年 

12 月 31 日 2010 年対 2009 年 2009 年対 2008 年

(単位：十億ドル）  

正味名目元本(a) ＄353 ＄941 ＄1,800 (62)% (48)% 

スーパー・シニア・クレジット・ 

デフォルト・スワップ・コントラクト 

(上記正味名目元本に含まれ

る。） 

＄60 ＄184 ＄302 (67) (39) 

未処理の取引ポジション(b) 3,900 16,100 35,200 (76) (54) 

(a) 2010 年、2009 年および 2008 年における会社間デリバティブ、115 億ドル、407 億ドルおよび 447 億ドルが含まれる。2008

年における正味名目元本はデリバティブ商品およびヘッジ活動の会計基準の改定に従い、約 2,000 億ドル調整された。 

(b) 2010 年に直接投資事業に譲渡された約 4,800 個の非デリバティブ取引ポジションを除く。 

 

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を含む、部門毎の対策計画を策定した。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、リスク軽減、為替、金利およびその他関連事業に伴う市場リス

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、ML III 取引に関連し、現在進行中の法

定資本ポートフォリオの取引終了による、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、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 はまた、特定の取引について主

体を AIG マーケッツとする契約の更改を行った。AIG は、2011 年第２四半期末にはキャピタル・マーケッツのデリバティブ・ポ

ートフォリオの積極的な縮小は完了されると見込んでおり、残りのキャピタル・マーケッツのデリバティブ・ポートフォリオには、

AIG が、メリット対コストの分析に基づき、複雑性およびリスクが低く、AIG のリスク管理目標を支持し、または縮小することが経

済的に適切ではないと判断する取引の大多数が含まれる。 

 

縮小実施にかかる費用および流動性需要は、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。 

 

 

借入金 

 

履行期到来債務 

 

�の４四半期に履行期が到来する、2010年12月31日におけるAIGおよびその�会社の債務は下記のとおりである。 

 

（単位： 百万ドル） 

2011 年 

第１四半期

2011 年 

第２四半期

2011 年 

第３四半期

2011 年 

第４四半期 

合計 

ILFC $ 1,489 $1,262 $ 2,148 $ 336 $ 5,235

AIG の資産担保債務 248 1,637 1,284 1,151 4,320

AIG の一般的債務 146 - - 618 764

その他 1 1 1 1 4

合計 $1,884 $2,900 $ 3,433 $ 2,106 $ 10,323

 

かかる履行期到来の債務を弁済するためのAIGの計画は下記のとおりである。 

 

・ かかる需要を満たすためのILFCの利用可能な流動性の資金源には、既存の現金、営業からの将来のキャッシュ・フロー、

債務の発行および航空機の売却（市場およびその他の状況に制約される。）が含まれる。2010年中、ILFCは、約98億ドル

分の新規担保付および無担保社債の発行を組み合わせたこと、ならびに25億ドルのリボルビング・クレジット・ファシリティの

うち21.6億ドル分の満期日を2011年10月から2012年10月まで延長させたことにより、その流動性ポジションを大幅に高めた。

2010年12月に、ILFCは当該リボルビング・クレジット・ファシリティにおいて8.00億ドル支払った。修正されたファシリティは、

いかなる理由においても、ILFCが本ファシリティの下、支払った金額を再度借り入れることを禁じる。よって、ファシリティの

残額は17億ドルである。さらに、2011年１月に、ILFCは、20億ドルの無担保３年リボルビング・クレジット・ファシリティを開始さ

せた。2010年中、ILＦＣは第三者に航空機を66機売却することに合意し、このうち57機は既に売却された。これら売却により

2010年中、約21億ドルの合計収入が拠出された。 

 

・ AIGの資産担保債務には、MIPの下の債務および直接投資事業に管理されているAIGFP債務が含まれる。2011年12月31

日までの直接投資事業における履行期到来債務約37億ドルは、投資および短期的現金投資の履行期到来に支えられて

いる。資産に関する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タイミングのずれがあれば、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資産売却の能力によっては、

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、AIG親会社が資金提

供する必要がある。 
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2010年中、AIGFPはそのポートフォリオを縮小し�け、正味名目元本および複数の未処理の取引ポジションを下記のとおり、

大幅に減少さ�た。 

減少率 
 

2010 年 

12 月 31 日 

2009 年 

12 月 31 日

2008 年 

12 月 31 日 2010 年対 2009 年 2009 年対 2008 年

(単位：十億ドル）  

正味名目元本(a) ＄353 ＄941 ＄1,800 (62)% (48)% 

スーパー・シニア・クレジット・ 

デフォルト・スワップ・コントラクト 

(上記正味名目元本に含まれ

る。） 

＄60 ＄184 ＄302 (67) (39) 

未処理の取引ポジション(b) 3,900 16,100 35,200 (76) (54) 

(a) 2010 年、2009 年および 2008 年における会社間デリバティブ、115 億ドル、407 億ドルおよび 447 億ドルが含まれる。2008

年における正味名目元本はデリバティブ商品およびヘッジ活動の会計基準の改定に従い、約 2,000 億ドル調整された。 

(b) 2010 年に直接投資事業に譲渡された約 4,800 個の非デリバティブ取引ポジションを除く。 

 

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を含む、部門毎の対策計画を策定した。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、リスク軽減、為替、金利およびその他関連事業に伴う市場リス

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、ML III 取引に関連し、現在進行中の法

定資本ポートフォリオの取引終了による、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、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 はまた、特定の取引について主

体を AIG マーケッツとする契約の更改を行った。AIG は、2011 年第２四半期末にはキャピタル・マーケッツのデリバティブ・ポ

ートフォリオの積極的な縮小は完了されると見込んでおり、残りのキャピタル・マーケッツのデリバティブ・ポートフォリオには、

AIG が、メリット対コストの分析に基づき、複雑性およびリスクが低く、AIG のリスク管理目標を支持し、または縮小することが経

済的に適切ではないと判断する取引の大多数が含まれる。 

 

縮小実施にかかる費用および流動性需要は、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。 

 

 

借入金 

 

履行期到来債務 

 

�の４四半期に履行期が到来する、2010年12月31日におけるAIGおよびその�会社の債務は下記のとおりである。 

 

（単位： 百万ドル） 

2011 年 

第１四半期

2011 年 

第２四半期

2011 年 

第３四半期

2011 年 

第４四半期 

合計 

ILFC $ 1,489 $1,262 $ 2,148 $ 336 $ 5,235

AIG の資産担保債務 248 1,637 1,284 1,151 4,320

AIG の一般的債務 146 - - 618 764

その他 1 1 1 1 4

合計 $1,884 $2,900 $ 3,433 $ 2,106 $ 10,323

 

かかる履行期到来の債務を弁済するためのAIGの計画は下記のとおりである。 

 

・ かかる需要を満たすためのILFCの利用可能な流動性の資金源には、既存の現金、営業からの将来のキャッシュ・フロー、

債務の発行および航空機の売却（市場およびその他の状況に制約される。）が含まれる。2010年中、ILFCは、約98億ドル

分の新規担保付および無担保社債の発行を組み合わせたこと、ならびに25億ドルのリボルビング・クレジット・ファシリティの

うち21.6億ドル分の満期日を2011年10月から2012年10月まで延長させたことにより、その流動性ポジションを大幅に高めた。

2010年12月に、ILFCは当該リボルビング・クレジット・ファシリティにおいて8.00億ドル支払った。修正されたファシリティは、

いかなる理由においても、ILFCが本ファシリティの下、支払った金額を再度借り入れることを禁じる。よって、ファシリティの

残額は17億ドルである。さらに、2011年１月に、ILFCは、20億ドルの無担保３年リボルビング・クレジット・ファシリティを開始さ

せた。2010年中、ILＦＣは第三者に航空機を66機売却することに合意し、このうち57機は既に売却された。これら売却により

2010年中、約21億ドルの合計収入が拠出された。 

 

・ AIGの資産担保債務には、MIPの下の債務および直接投資事業に管理されているAIGFP債務が含まれる。2011年12月31

日までの直接投資事業における履行期到来債務約37億ドルは、投資および短期的現金投資の履行期到来に支えられて

いる。資産に関する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タイミングのずれがあれば、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資産売却の能力によっては、

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、AIG親会社が資金提

供する必要がある。 
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AIG の�返済借入金は��下の�お���る� 

2010年12月31日に 

終了した年度 

 

（単位百万ドル） 

2009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

現金化

されない

変更 

非継続

事業 

による 

活動(a)

売却目的

に保有さ 

れている 

事業の 

負債に 

再分類 

された 

負債 

売却(b) 

2010年

12月31日

現在の

残高 

AIGが発行または保

証した債務： 
    

一般借入:     

NY 連銀クレジッ

ト融資枠(c) 
$23,435 $19,900 $(23,178) $- $828(d) $- $- $- $20,985

社債 10,419 1,996 (1,351) (54) 501 - - - 11,511

下位劣後社債 12,001 - - (262) 1 - - - 11,740

エクイティ・ユニ

ットに帰属する 

下位劣後社債 

5,880 - - - (3,711)(e) - - - 2,169

借入金およびモ

ーゲージ債務 
438 146 - - 2 12 (380) - 218

AIGファンディング-

NY連銀CPFF 
1,997 - (2,000) - 3 - - - -

サンアメリカ・ファイ

ナンシャル・グルー

プ・インク（SAFGイ

ンク）社債 

798 - (500) - - - - - 298

信託優先株式に関

連する債務 
1,339 - - - - - - - 1,339

一般借入総額 56,307 22,042 (27,029) (316) (2,376) 12 (380) - 48,260

 

 

2010年12月31日に 

終了した年度 

 

（単位百万ドル） 

2009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

現金化

されない

変更 

非継続

事業 

による 

活動(a)

売却目的

に保有さ 

れている 

事業の 

負債に 

再分類 

された 

負債 

売却(b) 

2010年

12月31日

現在の

残高 

資産に担保される

借入： 
    

MIP に対応させ

た社債 
13,371 - (2,267) 392 (178) - - - 11,318

AIGFP シリーズ

に対応する社債 
3,913 - (63) - 131 - - - 3,981

NY 連銀 CPFF 

公正価値による 
2,742 2,272 (6,127) - 1,113(f) - - - -

GIA 公正価値

による 
8,257 680 (1,666) - 941(f) - - - 8,212

社債 公正価値

による 
3,916 108 (925) - 154(f) - - - 3,253

借入金およびモー

ゲージ債務 公正

価値による 

1,022 21 (299) - (66)(f) - - - 678

資産に担保される

借入総額 
33,221 3,081 (11,347) 392 2,095 - - - 27,442

AIGが保証または 

発行している 

債務の合計 

89,528 25,123 (38,376) 76 (281) 12 (380) - 75,702
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AIG の�返済借入金は��下の�お���る� 

2010年12月31日に 

終了した年度 

 

（単位百万ドル） 

2009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

現金化

されない

変更 

非継続

事業 

による 

活動(a)

売却目的

に保有さ 

れている 

事業の 

負債に 

再分類 

された 

負債 

売却(b) 

2010年

12月31日

現在の

残高 

AIGが発行または保

証した債務： 
    

一般借入:     

NY 連銀クレジッ

ト融資枠(c) 
$23,435 $19,900 $(23,178) $- $828(d) $- $- $- $20,985

社債 10,419 1,996 (1,351) (54) 501 - - - 11,511

下位劣後社債 12,001 - - (262) 1 - - - 11,740

エクイティ・ユニ

ットに帰属する 

下位劣後社債 

5,880 - - - (3,711)(e) - - - 2,169

借入金およびモ

ーゲージ債務 
438 146 - - 2 12 (380) - 218

AIGファンディング-

NY連銀CPFF 
1,997 - (2,000) - 3 - - - -

サンアメリカ・ファイ

ナンシャル・グルー

プ・インク（SAFGイ

ンク）社債 

798 - (500) - - - - - 298

信託優先株式に関

連する債務 
1,339 - - - - - - - 1,339

一般借入総額 56,307 22,042 (27,029) (316) (2,376) 12 (380) - 48,260

 

 

2010年12月31日に 

終了した年度 

 

（単位百万ドル） 

2009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

現金化

されない

変更 

非継続

事業 

による 

活動(a)

売却目的

に保有さ 

れている 

事業の 

負債に 

再分類 

された 

負債 

売却(b) 

2010年

12月31日

現在の

残高 

資産に担保される

借入： 
    

MIP に対応させ

た社債 
13,371 - (2,267) 392 (178) - - - 11,318

AIGFP シリーズ

に対応する社債 
3,913 - (63) - 131 - - - 3,981

NY 連銀 CPFF 

公正価値による 
2,742 2,272 (6,127) - 1,113(f) - - - -

GIA 公正価値

による 
8,257 680 (1,666) - 941(f) - - - 8,212

社債 公正価値

による 
3,916 108 (925) - 154(f) - - - 3,253

借入金およびモー

ゲージ債務 公正

価値による 

1,022 21 (299) - (66)(f) - - - 678

資産に担保される

借入総額 
33,221 3,081 (11,347) 392 2,095 - - - 27,442

AIGが保証または 

発行している 

債務の合計 

89,528 25,123 (38,376) 76 (281) 12 (380) - 75,702

 



36

 

2010年12月31日に 

終了した年度 

 

（単位百万ドル） 

2009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

現金化

されない

変更 

非継続

事業 

による 

活動(a)

売却目的

に保有さ 

れている 

事業の 

負債に 

再分類 

された 

負債 

売却(b) 

2010年

12月31日

現在の

残高 

AIGが保証していな

い債務 
    

ILFC：     

社債、ECA 融資

枠銀行貸付およ

びその他担保貸

付(ｇ) 

25,174 9,704 (7,990) (200) 12 - - - 26,700

下位劣後社債 999 - - - - - - - 999

ILFC 債務の合

計 
26,173 9,704 (7,990) (200) 12 - - - 27,699

AGF：      

社債 19,770 - - - - (3,495) - (16,275) -

下位劣後社債 349 - - - - - - (349) -

AGF 債務の合

計 
20,119 - - - - (3,495) - (16,624) -

AIGCFG の 借 入 金

およびモーゲージ

債務 

216 100 (115) (7) (194) - - - -

その他子会社 295 43 (58) 2 318(h) 4 (145) (13) 446

連結投資事業体債

務の合計（i) 
5,141 248 (1,507) (1) (681) (52) - (534) 2,614

AIGが保証していな

い債務の合計 
51,944 10,095 (9,670) (206) (545) (3,543) (145) (17,171) 30,759

債務合計：     

長期債務合計 136,733 32,946 (39,919) (130) (1,942) (3,531) (525) (17,171) 106,461

NY連銀CPFF 4,739 2,272 (8,127) - 1,116(j) - - - -

合計 $141,472 $35,218 $(48,046) $(130) $(826) $(3,531) $(525) $(17,171) $106,461

(a) 主に売却完了前の ALICO および AGF の活動を表している。 

(b)  2010 年における AIA の非連結化および AＧＦおよび ALICO の売却を反映している。 

(c) NY 連銀クレジット融資枠は、本資本再構成の完了に伴い、2011 年１月に全額返済され、終了した。  

(d) 未払い利息および費用を表している。 

(e) AIG の普通株式および現金と交換されたエクイティ・ユニット（および基礎となる劣後債）を表している。 

(f) 主に直接投資事業における債務の公正価値の調整を表している。 

(ｇ) ILFC に償還されない担保貸付 1.14 億ドルを含む。 

(h) 富士火災の取得で引き受けた 1.64 億ドルの借入を含む。 

(i) 2010 年 12 月 31 日現在、AIG グローバル・リアル・エステート・インベストメント、AIG クレジットおよびサンアメリカを通し保

有されているそれぞれ 22 億ドル、3.12 億ドルおよび 1.08 億ドルの連結投資の債務を含む。 

(j) 2010 年第１四半期におけるナイチンゲールの連結化を反映している。 

 

 

AIG 親会社 

 

AIG は、AIG およびその特定の子会社の資金需要に対応するために随時債務証券を発行している。これには、AIG の資本構

成および会社のニーズを支援するための一般的な借入、スプレッド収入の提供を目的とする資産に担保された借入および

AIG 子会社の運営を支援するために、特定の子会社のための借入が含まれる。AIG およびその子会社の流動性の資金源は、

かかる債務（借入債務を担保する資産からのキャッシュ・フローが十分ではない場合の追加的な資金提供の要求を含む。）の

返済を行うために利用される。 

 

2010 年第４四半期に、AIG は上位債務および偶発的な流動性として約 25 億ドルを拠出した。AIG は合計 20 億ドルの上位無

担保社債を発行し、これには 5.00 億ドルの３年社債および 15 億ドルの 10 年社債が含まれている。さらに、AIG は、2010 年

12 月にストーン・ストリート・トラストの名義で 5.00 億ドルの偶発流動性融資枠を開始させた。当該融資枠の下、AIG 

は、AIG およびストーン・ストリート・トラスト間のプット・オプション契約に基づき、その自由裁量により、2015 年 12 月 15 日まで

に上限 5.00 億ドルの上位社債をストーン・ストリート・トラストに発行することができる。当該上位社債が発行された場合、2015

年 12 月 15 日に満期となる。 

 

2010 年 12 月 31 日現在、合計 265 億ドル社債（AIG 親会社、MIP および AIGFP シリーズに対応する社債を含む。）が発行さ

れており、これらの満期到来日は 2011 年から 2052 年までの範囲にある。適切とみなされる限度で、AIG は、これらの社債の

実効借入利率を管理するためにスワップ取引を行うことができる。 

 

2010 年 11 月に AIG は、エクイティ・ユニット 49,474,600 個を AIG 普通株式 4,881,667 株および現金 1.62 億ドルと交換した。

各エクイティ・ユニットは AIG 普通株式 0.09867 株および現金 3.2702 ドルと交換された。エクイティ・ユニット保有者が受け取っ

た株式および現金は、劣後社債の買い戻しおよび株式売買契約の取消しという２つの独立した取引を相殺して決済した結果と

して受け取ったものである。 

 

当該交換についてのオファーの完了後、合計 28,925,400 個のエクイティ・ユニットが未済のままである。さらに、未返済の社債

は引続き転売の対象となる。2011 年１月に、AIG はエクイティ・ユニットに含まれる未返済の社債のうち最初の３つのシリーズを

転売した。AIG はシリーズ B-1 社債の合計 7.23 億ドルの元本総額であるシリーズ B-1 社債を全て売却し、償却させた。この

結果、シリーズ B-1 社債は全て返済された。エクイティ・ユニットに含まれる残りの社債の転売は 2011 年の後半に行われる。 
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2010年12月31日に 

終了した年度 

 

（単位百万ドル） 

2009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

現金化

されない

変更 

非継続

事業 

による 

活動(a)

売却目的

に保有さ 

れている 

事業の 

負債に 

再分類 

された 

負債 

売却(b) 

2010年

12月31日

現在の

残高 

AIGが保証していな

い債務 
    

ILFC：     

社債、ECA 融資

枠銀行貸付およ

びその他担保貸

付(ｇ) 

25,174 9,704 (7,990) (200) 12 - - - 26,700

下位劣後社債 999 - - - - - - - 999

ILFC 債務の合

計 
26,173 9,704 (7,990) (200) 12 - - - 27,699

AGF：      

社債 19,770 - - - - (3,495) - (16,275) -

下位劣後社債 349 - - - - - - (349) -

AGF 債務の合

計 
20,119 - - - - (3,495) - (16,624) -

AIGCFG の 借 入 金

およびモーゲージ

債務 

216 100 (115) (7) (194) - - - -

その他子会社 295 43 (58) 2 318(h) 4 (145) (13) 446

連結投資事業体債

務の合計（i) 
5,141 248 (1,507) (1) (681) (52) - (534) 2,614

AIGが保証していな

い債務の合計 
51,944 10,095 (9,670) (206) (545) (3,543) (145) (17,171) 30,759

債務合計：     

長期債務合計 136,733 32,946 (39,919) (130) (1,942) (3,531) (525) (17,171) 106,461

NY連銀CPFF 4,739 2,272 (8,127) - 1,116(j) - - - -

合計 $141,472 $35,218 $(48,046) $(130) $(826) $(3,531) $(525) $(17,171) $106,461

(a) 主に売却完了前の ALICO および AGF の活動を表している。 

(b)  2010 年における AIA の非連結化および AＧＦおよび ALICO の売却を反映している。 

(c) NY 連銀クレジット融資枠は、本資本再構成の完了に伴い、2011 年１月に全額返済され、終了した。  

(d) 未払い利息および費用を表している。 

(e) AIG の普通株式および現金と交換されたエクイティ・ユニット（および基礎となる劣後債）を表している。 

(f) 主に直接投資事業における債務の公正価値の調整を表している。 

(ｇ) ILFC に償還されない担保貸付 1.14 億ドルを含む。 

(h) 富士火災の取得で引き受けた 1.64 億ドルの借入を含む。 

(i) 2010 年 12 月 31 日現在、AIG グローバル・リアル・エステート・インベストメント、AIG クレジットおよびサンアメリカを通し保

有されているそれぞれ 22 億ドル、3.12 億ドルおよび 1.08 億ドルの連結投資の債務を含む。 

(j) 2010 年第１四半期におけるナイチンゲールの連結化を反映している。 

 

 

AIG 親会社 

 

AIG は、AIG およびその特定の子会社の資金需要に対応するために随時債務証券を発行している。これには、AIG の資本構

成および会社のニーズを支援するための一般的な借入、スプレッド収入の提供を目的とする資産に担保された借入および

AIG 子会社の運営を支援するために、特定の子会社のための借入が含まれる。AIG およびその子会社の流動性の資金源は、

かかる債務（借入債務を担保する資産からのキャッシュ・フローが十分ではない場合の追加的な資金提供の要求を含む。）の

返済を行うために利用される。 

 

2010 年第４四半期に、AIG は上位債務および偶発的な流動性として約 25 億ドルを拠出した。AIG は合計 20 億ドルの上位無

担保社債を発行し、これには 5.00 億ドルの３年社債および 15 億ドルの 10 年社債が含まれている。さらに、AIG は、2010 年

12 月にストーン・ストリート・トラストの名義で 5.00 億ドルの偶発流動性融資枠を開始させた。当該融資枠の下、AIG 

は、AIG およびストーン・ストリート・トラスト間のプット・オプション契約に基づき、その自由裁量により、2015 年 12 月 15 日まで

に上限 5.00 億ドルの上位社債をストーン・ストリート・トラストに発行することができる。当該上位社債が発行された場合、2015

年 12 月 15 日に満期となる。 

 

2010 年 12 月 31 日現在、合計 265 億ドル社債（AIG 親会社、MIP および AIGFP シリーズに対応する社債を含む。）が発行さ

れており、これらの満期到来日は 2011 年から 2052 年までの範囲にある。適切とみなされる限度で、AIG は、これらの社債の

実効借入利率を管理するためにスワップ取引を行うことができる。 

 

2010 年 11 月に AIG は、エクイティ・ユニット 49,474,600 個を AIG 普通株式 4,881,667 株および現金 1.62 億ドルと交換した。

各エクイティ・ユニットは AIG 普通株式 0.09867 株および現金 3.2702 ドルと交換された。エクイティ・ユニット保有者が受け取っ

た株式および現金は、劣後社債の買い戻しおよび株式売買契約の取消しという２つの独立した取引を相殺して決済した結果と

して受け取ったものである。 

 

当該交換についてのオファーの完了後、合計 28,925,400 個のエクイティ・ユニットが未済のままである。さらに、未返済の社債

は引続き転売の対象となる。2011 年１月に、AIG はエクイティ・ユニットに含まれる未返済の社債のうち最初の３つのシリーズを

転売した。AIG はシリーズ B-1 社債の合計 7.23 億ドルの元本総額であるシリーズ B-1 社債を全て売却し、償却させた。この

結果、シリーズ B-1 社債は全て返済された。エクイティ・ユニットに含まれる残りの社債の転売は 2011 年の後半に行われる。 
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サンアメリカ・ファイナンシャル・グループ・インク（「SAFG インク」；旧 AIG ライフ・ホールディングス・（ＵＳ）・イ

ンク） 

 

2001 年に SAFG インクを取得したことに関連し、AIG は SAFG インクの資本証券につき SAFG インクと取り決めを行った。1996

年に SAFG インクは機関投資家向けに信託を通して資本証券を発行し、信託に発行された SAF インクの劣後社債により信託

に資金提供を行った。SAFG インクは、(i)信託が社債につき支払いを受け、(ii)かかる支払いをトラストが資本証券の保有者に

支払いを行うために利用できることを条件に、資本証券保有者に対し支払いを保証した。2001 年に、AIG は資本証券保有者

に対し同じ支払いの保証を行った。SAFG インクの保証と同様に、AIG の保証は、社債につき信託に対して行われた支払いに

のみ適用される。社債につき支払いが行われなかった場合、AIG は、信託に支払いを行う義務を負わない。AIG はさらに、特

定の SAFG インクの上位債務証券に明示的に従属する保証に従い、社債の保証を行った。AIG の保証の下で、AIG は、社債

の従属規定によって支払いが禁止されている場合、社債についてそのような支払いを行う必要はない。結果として、AIG は、

SAFG インクが社債につき支払いが禁止されている限り、社債の保証に基づく支払いを行うことを要求されることはない。 

 

ILFC 

 

2010年中、ILFCは航空機５機への再融資および新たな航空機５機への融資のため、後述の輸出信用機関（「ECA」）融資枠の

下、3.27億ドル、保証付融資契約を通して52億ドルを借り入れ、私募の形で元本総額27.5億ドルの上位無担保社債を発行し、

発行登録済みの上位社債15億ドルを発行した。 

 

2010年にILFCは、とりわけ、21.6億ドルの満期日を2011年10月から2012年10月までに延期するため、25億ドルのリボルビング・

クレジット・ファシリティを修正した。2010年12月に、ILFCは当該リボルビング・クレジット・ファシリティのうち8.00億ドル返済した。

この修正されたリボルビング・クレジット・ファシリティにより、ILFCはいかなる理由においても当該リボルビング・クレジット・ファシ

リティに基づき返済された額を再度借り入れることができない。このため、当該リボルビング・クレジット・ファシリティの残高は17

億ドルである。さらに、2011年１月にILFCは20億ドルの無担保３年リボルビング・クレジット・ファシリティを開始させた。当該リボ

ルビング・クレジット・ファシリティには、とりわけ、ILFCの連結固定純資産（リボルビング・クレジット・ファシリティに定義されてい

る。）の30％超過分から20億ドルを差し引いた額を超える（結果として、約100億ドルとなる。）担保付融資枠を締結することを禁

じる、禁止事項が含まれている。ILFCは本リボルビング・クレジット・ファシリティに基づき、一般的な企業活動を目的として借り

入れを行うことができる。 

 

ILFC社債 

 

2010 年 12 月 31 日現在、発行済み社債の総額は 169 億ドルであり、それらの満期日は 2011 年から 2020 年までとなっている。

適切とみなされる限度で、ILFC は、これらの社債の実効借入利率を管理するためにスワップ取引を行うことができる。 

 

 

ILFC ECA融資枠 

 

ILFCは、2001年に納められたエアバス社航空機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10年償却の借入金に係る金利は、航空機の納期により5.83％から5.86％の間で変動する。2010年12月31日現在、ILFCは

同融資枠に基づく残存元本を1,300万ドルとする５つの借入れがあった。2010年12月31日現在、関連する航空機の正味帳簿

価格は16億ドルであった。 

 

ＩＬＦＣは、2010年６月30日までに納入されたエアバス社航空機の購入資金のために、2009年５月に修正され、46億ドルまでの

借入れを上限とした、類似の仕組み2004年ECA融資枠を有している。2010年12月31日に、ILFCは本融資枠に基づく約43億ド

ルを利用し、76機につき出資を行い、そのうち約28億ドルが未払いとなっている。2010年12月31日現在、借入残高の利率は

0.43％から4.71％であった。2010年12月31日現在、関連航空機の正味帳簿価額は約43億ドルであった。 

 

この融資枠に基づく借入れは、下記のILFC社債に関する表に含まれている。1999年および2004年ECA融資枠いずれにおい

ても、ILFCは新たな資金提供を受けることはできない。 

 

ILFCの銀行からの借入およびその他の担保付与信 

 

2010年12月31日現在、ＩＬＦＣのリボルビング・クレジット・ファシリティの下提供された資金の合計は、17億ドルであった。このう

ち、約15億ドルは担保が付されている。当該リボルビング・クレジット・ファシリティ（その修正も含む。）に基づき、2011年10月に

は2.35億ドルおよび2012年10月には約15億ドルが満期到来となる。2010年12月31日現在、利率は0.95％から2.45％であった。

さらに、2010年12月31日現在、ILFCは、2018年までに満期が到来する約53億ドル（利率は3.41％から7.13％）の担保付融資も

有していた。 

 

2011年１月31日にILFCは20億ドルの無担保３年リボルビング・クレジット・ファシリティを開始させた。 

 

AIGはILFCの借入債務を保証していない。 

 

クレジット融資枠 

 

AIGは、一般的な企業活動のための潜在的な流動性の資金源として、クレジット融資枠に依拠している。現在、AIG、チャーテ

ィス・インクおよびILFCは、下記の表に集約されているとおり、一般的な企業活動を目的としたコミッテッド・リボルビング・クレジ

ット・ファシリティおよび信用状融資枠を有している。AIG、チャーティス・インクおよびILFCは、当該クレジット融資枠の終了前に、

これらを置き換える、または延長することを予定している。ただし、これが可能である保証はない。下記の記載されているとおり、

このうちの１つの融資枠は「ターム・アウト・オプション」を有しており、これにより借入人は借入残高額を、終了時に１年ターム・ロ

ーンに転換することができる。すべての融資枠（2006年10月13日付けのILFCの５年シンジケート融資枠は除く。）は担保が付さ

れていない。 
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サンアメリカ・ファイナンシャル・グループ・インク（「SAFG インク」；旧 AIG ライフ・ホールディングス・（ＵＳ）・イ

ンク） 

 

2001 年に SAFG インクを取得したことに関連し、AIG は SAFG インクの資本証券につき SAFG インクと取り決めを行った。1996

年に SAFG インクは機関投資家向けに信託を通して資本証券を発行し、信託に発行された SAF インクの劣後社債により信託

に資金提供を行った。SAFG インクは、(i)信託が社債につき支払いを受け、(ii)かかる支払いをトラストが資本証券の保有者に

支払いを行うために利用できることを条件に、資本証券保有者に対し支払いを保証した。2001 年に、AIG は資本証券保有者

に対し同じ支払いの保証を行った。SAFG インクの保証と同様に、AIG の保証は、社債につき信託に対して行われた支払いに

のみ適用される。社債につき支払いが行われなかった場合、AIG は、信託に支払いを行う義務を負わない。AIG はさらに、特

定の SAFG インクの上位債務証券に明示的に従属する保証に従い、社債の保証を行った。AIG の保証の下で、AIG は、社債

の従属規定によって支払いが禁止されている場合、社債についてそのような支払いを行う必要はない。結果として、AIG は、

SAFG インクが社債につき支払いが禁止されている限り、社債の保証に基づく支払いを行うことを要求されることはない。 

 

ILFC 

 

2010年中、ILFCは航空機５機への再融資および新たな航空機５機への融資のため、後述の輸出信用機関（「ECA」）融資枠の

下、3.27億ドル、保証付融資契約を通して52億ドルを借り入れ、私募の形で元本総額27.5億ドルの上位無担保社債を発行し、

発行登録済みの上位社債15億ドルを発行した。 

 

2010年にILFCは、とりわけ、21.6億ドルの満期日を2011年10月から2012年10月までに延期するため、25億ドルのリボルビング・

クレジット・ファシリティを修正した。2010年12月に、ILFCは当該リボルビング・クレジット・ファシリティのうち8.00億ドル返済した。

この修正されたリボルビング・クレジット・ファシリティにより、ILFCはいかなる理由においても当該リボルビング・クレジット・ファシ

リティに基づき返済された額を再度借り入れることができない。このため、当該リボルビング・クレジット・ファシリティの残高は17

億ドルである。さらに、2011年１月にILFCは20億ドルの無担保３年リボルビング・クレジット・ファシリティを開始させた。当該リボ

ルビング・クレジット・ファシリティには、とりわけ、ILFCの連結固定純資産（リボルビング・クレジット・ファシリティに定義されてい

る。）の30％超過分から20億ドルを差し引いた額を超える（結果として、約100億ドルとなる。）担保付融資枠を締結することを禁

じる、禁止事項が含まれている。ILFCは本リボルビング・クレジット・ファシリティに基づき、一般的な企業活動を目的として借り

入れを行うことができる。 

 

ILFC社債 

 

2010 年 12 月 31 日現在、発行済み社債の総額は 169 億ドルであり、それらの満期日は 2011 年から 2020 年までとなっている。

適切とみなされる限度で、ILFC は、これらの社債の実効借入利率を管理するためにスワップ取引を行うことができる。 

 

 

ILFC ECA融資枠 

 

ILFCは、2001年に納められたエアバス社航空機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10年償却の借入金に係る金利は、航空機の納期により5.83％から5.86％の間で変動する。2010年12月31日現在、ILFCは

同融資枠に基づく残存元本を1,300万ドルとする５つの借入れがあった。2010年12月31日現在、関連する航空機の正味帳簿

価格は16億ドルであった。 

 

ＩＬＦＣは、2010年６月30日までに納入されたエアバス社航空機の購入資金のために、2009年５月に修正され、46億ドルまでの

借入れを上限とした、類似の仕組み2004年ECA融資枠を有している。2010年12月31日に、ILFCは本融資枠に基づく約43億ド

ルを利用し、76機につき出資を行い、そのうち約28億ドルが未払いとなっている。2010年12月31日現在、借入残高の利率は

0.43％から4.71％であった。2010年12月31日現在、関連航空機の正味帳簿価額は約43億ドルであった。 

 

この融資枠に基づく借入れは、下記のILFC社債に関する表に含まれている。1999年および2004年ECA融資枠いずれにおい

ても、ILFCは新たな資金提供を受けることはできない。 

 

ILFCの銀行からの借入およびその他の担保付与信 

 

2010年12月31日現在、ＩＬＦＣのリボルビング・クレジット・ファシリティの下提供された資金の合計は、17億ドルであった。このう

ち、約15億ドルは担保が付されている。当該リボルビング・クレジット・ファシリティ（その修正も含む。）に基づき、2011年10月に

は2.35億ドルおよび2012年10月には約15億ドルが満期到来となる。2010年12月31日現在、利率は0.95％から2.45％であった。

さらに、2010年12月31日現在、ILFCは、2018年までに満期が到来する約53億ドル（利率は3.41％から7.13％）の担保付融資も

有していた。 

 

2011年１月31日にILFCは20億ドルの無担保３年リボルビング・クレジット・ファシリティを開始させた。 

 

AIGはILFCの借入債務を保証していない。 

 

クレジット融資枠 

 

AIGは、一般的な企業活動のための潜在的な流動性の資金源として、クレジット融資枠に依拠している。現在、AIG、チャーテ

ィス・インクおよびILFCは、下記の表に集約されているとおり、一般的な企業活動を目的としたコミッテッド・リボルビング・クレジ

ット・ファシリティおよび信用状融資枠を有している。AIG、チャーティス・インクおよびILFCは、当該クレジット融資枠の終了前に、

これらを置き換える、または延長することを予定している。ただし、これが可能である保証はない。下記の記載されているとおり、

このうちの１つの融資枠は「ターム・アウト・オプション」を有しており、これにより借入人は借入残高額を、終了時に１年ターム・ロ

ーンに転換することができる。すべての融資枠（2006年10月13日付けのILFCの５年シンジケート融資枠は除く。）は担保が付さ

れていない。 



40

 

2011 年�月 16 日�� 

(単位：百万ドル） 

 

      

融資枠 合計額 借入人 借入可能額 期限 
１年ターム・ア

ウト・オプション 
効力発生日 

AIG:   

364 日シンジケート融資

枠 
$ 1,500  AIG $ 1,500 2012 年１月 有 2011/1/14

３年シンジケート融資枠 1,500 AIG 1,500 2014 年１月 無 2011/1/14

AIG 合計 $ 3,000 $ 3,000  

チャーティス 364 日シンジ

ケート信用状融資枠 
$ 1,300 チャーティス $    - 2012 年１月 無 2011/1/14

ILFC:   

５年シンジケート融資枠

(a) 
$  235 ILFC $    - 2011 年 10 月 無 2006/10/13

５年シンジケート融資枠

(a)(b) 
1,465 ILFC     - 2012 年 10 月 無 2006/10/13

３年シンジケート融資枠 2,000 ILFC 2,000 2014 年１月 無 2011/1/31

ILFC 合計 $ 3,700 $ 2,000  

(a) 2010 年４月 16 日以前、ILFC は、2011 年 10 月に終了する予定であった 25 億ドルの５年シンジケート融資枠を有してい

た。2010 年４月 16 日に、ILFC は 25 億ドルのリボルビング・クレジット・ファシリティのうち 21.6 億ドル分の満期日を 2011

年 10 月から 2012 年 10 月まで延長させた。2010 年 12 月に、ILFC は 25 億ドルのリボルビング・クレジット・ファシリティのう

ち、8.00 億ドルを返済した。この修正された融資枠により、ILFC はいかなる理由においても当該融資枠に基づき返済され

た額を再度借り入れることができない。このため、当該融資枠の残高は 17 億ドルである。 

(b) 2010 年中、ILFC は当該リボルビング・クレジット・ファシリティの修正を開始させた。当該修正の効力発生にともない、以前

は保証されていなかった銀行債務が特定の規制されていない子会社（当該子会社は借入額の元本の 133％以上の評価

価値の航空機のプールを有している。）におけるエクイティ持分により保証された。 

 

当該融資枠の下、AIGの借入を行う能力は、特定の法律、運営、経営および財務の誓約条項ならびに融資枠に含まれるその

他の要件（AIGの、特定の合計連結正味資産および連結合計資産に対する連結合計債務のAIGによる維持に関連する条項を

含む。）の充足に服す。上記および融資枠に含まれるその他の要求を充足できない場合、AIGが必要なときに融資枠の利用が

制限され、その結果、AIGの財務状況および営業業績に重大な悪影響をおよぼす可能性がある。 

 

チャーティスの信用状融資枠は、特定の損害保険会社に、未承認の再保険会社からの取り戻し可能な再保険について法定

承認の取得を許可する、有利な信用状の発行を可能とする。本融資枠はチャーティスに、最低結合法定剰余金および最低結

合正味資産を維持することを要求しており、特定の慣例的な承認条項および禁止条項を含んでいる（特定の種類の借入また

は抵当権の発生、特定の売却、特定の制限的な契約および子会社と取引の締結および特定の抜本的な改革および慣習上の

債務不履行を含む。） 

 

ILFCの３年クレジット融資枠は2011年１月31日に有効となり、IFLCに最低定額費用カバレッジ・レーシオ、最低連結固定正味

資産および連結固定正味資産に対する連結債務の最大比率を維持させることを要求する、慣習上の債務不履行および制限

的な財務誓約条項を含む。 

 

 

��格付け 

 

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2011年２月16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 上位長期債務 
 

ムーディーズ S&P ムーディーズ(a) S&P(b) フィッチ(c) 

AIG 

P-2 

(３段階中の２番)  

ステーブル・アウトルック 

A-2 

(８段階中の２番)

Baa 1 

(９段階中の４番) 

ステーブル・アウトルック

A- 

(８段階中の３番) 

ネガティブ・アウトルック 

BBB 

(９段階中の４番) 

ステーブル・アウトルック

AIGファイナンシャ

ル・プロダクツ・コー

プ(d)  

P-2 

ステーブル・アウトルック 
A-2 

Baa 1 

ステーブル・アウトルック

A- 

ネガティブ・アウトルック 
- 

AIGファンディング・

インク(d) 

P-2 

ステーブル・アウトルック 
A-2 - - - 

ILFC 
ノット・プライム 

ステーブル・アウトルック 
- 

B1 

(９段階中の６番) 

ステーブル・アウトルック

BBB- 

(８段階中の４番) 

ネガティブ・アウトルック 

BB 

(９段階中の５番) 

エボルビング・アウトルッ

ク 

(a) ムーディーズの一般格付け分類の付記修正値１、２および３は、格付けの中の相対的な位置を示している。 

(b) S&Pの格付けは、主な格付け分類の中の相対的な位置を示すために、プラスまたはマイナスが付記されている。 

(c) フィッチの格付けは、主な格付け分類の中の相対的な位置を示すために、プラスまたはマイナスが付記されている。 

(d) AIGは、AIGファインシャル・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。 

 

上記格付けは、格付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。 

 

GIA、仕組み商品および金融デリバティブ取引の多くにおいて、AIGの長期債務格付けが格下げされると、担保の差入れ、また

は取引の相手方の同意を得た持分の譲渡もしくは返済、より高い格付けを有する債務者によるAIGの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、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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2011 年�月 16 日�� 

(単位：百万ドル） 

 

      

融資枠 合計額 借入人 借入可能額 期限 
１年ターム・ア

ウト・オプション 
効力発生日 

AIG:   

364 日シンジケート融資

枠 
$ 1,500  AIG $ 1,500 2012 年１月 有 2011/1/14

３年シンジケート融資枠 1,500 AIG 1,500 2014 年１月 無 2011/1/14

AIG 合計 $ 3,000 $ 3,000  

チャーティス 364 日シンジ

ケート信用状融資枠 
$ 1,300 チャーティス $    - 2012 年１月 無 2011/1/14

ILFC:   

５年シンジケート融資枠

(a) 
$  235 ILFC $    - 2011 年 10 月 無 2006/10/13

５年シンジケート融資枠

(a)(b) 
1,465 ILFC     - 2012 年 10 月 無 2006/10/13

３年シンジケート融資枠 2,000 ILFC 2,000 2014 年１月 無 2011/1/31

ILFC 合計 $ 3,700 $ 2,000  

(a) 2010 年４月 16 日以前、ILFC は、2011 年 10 月に終了する予定であった 25 億ドルの５年シンジケート融資枠を有してい

た。2010 年４月 16 日に、ILFC は 25 億ドルのリボルビング・クレジット・ファシリティのうち 21.6 億ドル分の満期日を 2011

年 10 月から 2012 年 10 月まで延長させた。2010 年 12 月に、ILFC は 25 億ドルのリボルビング・クレジット・ファシリティのう

ち、8.00 億ドルを返済した。この修正された融資枠により、ILFC はいかなる理由においても当該融資枠に基づき返済され

た額を再度借り入れることができない。このため、当該融資枠の残高は 17 億ドルである。 

(b) 2010 年中、ILFC は当該リボルビング・クレジット・ファシリティの修正を開始させた。当該修正の効力発生にともない、以前

は保証されていなかった銀行債務が特定の規制されていない子会社（当該子会社は借入額の元本の 133％以上の評価

価値の航空機のプールを有している。）におけるエクイティ持分により保証された。 

 

当該融資枠の下、AIGの借入を行う能力は、特定の法律、運営、経営および財務の誓約条項ならびに融資枠に含まれるその

他の要件（AIGの、特定の合計連結正味資産および連結合計資産に対する連結合計債務のAIGによる維持に関連する条項を

含む。）の充足に服す。上記および融資枠に含まれるその他の要求を充足できない場合、AIGが必要なときに融資枠の利用が

制限され、その結果、AIGの財務状況および営業業績に重大な悪影響をおよぼす可能性がある。 

 

チャーティスの信用状融資枠は、特定の損害保険会社に、未承認の再保険会社からの取り戻し可能な再保険について法定

承認の取得を許可する、有利な信用状の発行を可能とする。本融資枠はチャーティスに、最低結合法定剰余金および最低結

合正味資産を維持することを要求しており、特定の慣例的な承認条項および禁止条項を含んでいる（特定の種類の借入また

は抵当権の発生、特定の売却、特定の制限的な契約および子会社と取引の締結および特定の抜本的な改革および慣習上の

債務不履行を含む。） 

 

ILFCの３年クレジット融資枠は2011年１月31日に有効となり、IFLCに最低定額費用カバレッジ・レーシオ、最低連結固定正味

資産および連結固定正味資産に対する連結債務の最大比率を維持させることを要求する、慣習上の債務不履行および制限

的な財務誓約条項を含む。 

 

 

��格付け 

 

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2011年２月16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 上位長期債務 
 

ムーディーズ S&P ムーディーズ(a) S&P(b) フィッチ(c) 

AIG 

P-2 

(３段階中の２番)  

ステーブル・アウトルック 

A-2 

(８段階中の２番)

Baa 1 

(９段階中の４番) 

ステーブル・アウトルック

A- 

(８段階中の３番) 

ネガティブ・アウトルック 

BBB 

(９段階中の４番) 

ステーブル・アウトルック

AIGファイナンシャ

ル・プロダクツ・コー

プ(d)  

P-2 

ステーブル・アウトルック 
A-2 

Baa 1 

ステーブル・アウトルック

A- 

ネガティブ・アウトルック 
- 

AIGファンディング・

インク(d) 

P-2 

ステーブル・アウトルック 
A-2 - - - 

ILFC 
ノット・プライム 

ステーブル・アウトルック 
- 

B1 

(９段階中の６番) 

ステーブル・アウトルック

BBB- 

(８段階中の４番) 

ネガティブ・アウトルック 

BB 

(９段階中の５番) 

エボルビング・アウトルッ

ク 

(a) ムーディーズの一般格付け分類の付記修正値１、２および３は、格付けの中の相対的な位置を示している。 

(b) S&Pの格付けは、主な格付け分類の中の相対的な位置を示すために、プラスまたはマイナスが付記されている。 

(c) フィッチの格付けは、主な格付け分類の中の相対的な位置を示すために、プラスまたはマイナスが付記されている。 

(d) AIGは、AIGファインシャル・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。 

 

上記格付けは、格付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。 

 

GIA、仕組み商品および金融デリバティブ取引の多くにおいて、AIGの長期債務格付けが格下げされると、担保の差入れ、また

は取引の相手方の同意を得た持分の譲渡もしくは返済、より高い格付けを有する債務者によるAIGの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、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�額および満期到来時期�との額は、以�の�のとおりである。 

  期間別支払額 

2010年12月31日現在 

（単位：百万ドル） 
支払合計額 2011年

2012年-

2013年

2014年-

2015年
それ以降

借入金(a) $  82,862 $  10,323 $  16,031 $   9,223 $  47,285

NY連銀クレジット融資枠
(b) 

20,985 - 20,985 - -

借入金の利息 51,940 4,531 9,532 5,963 31,914

損失支払備金 91,151 20,235 25,157 14,074 31,685

保険および投資契約債

務 
462,496 18,743 32,916 30,706 380,131

航空機購入契約債務 13,533 282 1,742 3,523 7,986

営業リース 2,054 429 657 422 546

その他長期債務(ｃ) 365 61 95 80 129

合計(ｄ) $ 725,386 $  54,604 $ 107,115 $  63,991 $ 499,676

(a) エクイティ・ユニット（およびそのための基礎となる劣後債）のAIGの普通株式および現金と交換する募集の完了を反映して

いる。 

(b) NY連銀クレジット融資枠は、本資本再構成のクロージング日である2011年１月14日に全額返済され、終了した。 

(c) 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。 

(d) 認識すべき時期が不明確である未認識税控除53億ドルを反映していない。さらに、AIGFPは、キャピタル・マーケッツ事業

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。2010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35億ドル

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は支払いが行われる期間について

合理的な見積を行うことはできない。しかし、2010年12月31日現在において、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30億ドルの担保を差し入れた。 

 

借入金 

 

AIGの借入金は、連結投資から生じる借入れを除き、公正価値で計上されるハイブリッド金融商品債務を含む。満期到来の長

期債務、ならびにAIGおよびその子会社による借入金により発生した利息の返済は、満期到来の投資および資産の売却、将

来の営業活動からのキャッシュ・フロー、投資資産から生じたキャッシュ・フロー、将来の社債の発行ならびにその他の金融関

係の契約から生じるキャッシュ・フローにより行われる予定である。 

 

 

支払備金 

 

支払備金は、主にチャーティス事業と連動しているが、モーゲージ保証の支払備金を含んでおり、過去の損害変動支払傾向

に基づき見積もられた将来の損失および損失調整費用を示す。この見積に使用した仮定は有意なものであるため、上記に表

示される期間ごとの金額は実際に支払う金額から大きく異なる可能性がある。 

 

経営陣は、これらの債務に基づき実際に要求される支払いを満たすために、個々のチャーティスおよびUGC子会社によって

十分な金融資産が保持されていると考える。当該子会社は、現金および短期投資により大幅な流動性を維持している。さらに、

当該事業は、オペレーティング・キャッシュ・フローが不十分な場合において、チャーティスおよびUGCによる現金化が可能な、

重大なレベルの投資適格確定利付証券（国債および社債の形がその持分の大半として含まれる。）を維持している。 

 

保険および投資契約債務 

 

GIC債務を含む、保険および投資契約債務は、主にサンアメリカ事業と関係しており、また、定期的な支払いが要求されるもの

をはじめ契約上の満期の定められている様々な投資タイプの商品が含まれている。保険および投資契約債務には、また、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契約上満期日の定めがなく、将来において保険金を支払う義

務が生じない。このような保険契約については、(i)AIGは、現在、死亡または身体障害など保険金の支払事由が発生するまで

は支払いを行っていない、(ii)生存を支払条件としている、または、(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る。 

 

AIGは、有意性のある仮定を用いて、これらの保険契約上の割引前の予測キャッシュ・フローを決定した。当該仮定には死亡

率、疾病率、将来の経過料率、費用、投資収益および投資資金の金利（現在有効である保険契約についての予測預金およ

び保険料により相殺されたもの）が含まれる。当該仮定で用いられている有意性のために、定期的に表示されている金額は実

際に支払う金額から大きく異なる可能性がある。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。 

 

経営陣は、個々のサンアメリカ子会社によってこれらの債務に基づき実際に要求される支払いを満たすための十分な資金源

が保持されていると考える。これらの子会社は、現金および短期投資により大幅な流動性を維持している。さらに、サンアメリカ

事業は、オペレーティング・キャッシュ・フローが不十分な場合において、サンアメリカにより現金化が可能な、重大なレベルの

投資適格確定利付証券（国債および社債の形がその持分の大半として含まれる。）により、大幅な流動性を維持している。GIC

債務に対する流動性需要に対しては、一般的には、満期および投資資産の売却から生じるキャッシュ・フローを通じて資金が

供給される予定である。 
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契約債務 

 

契約債務�額および満期到来時期�との額は、以�の�のとおりである。 

  期間別支払額 

2010年12月31日現在 

（単位：百万ドル） 
支払合計額 2011年

2012年-

2013年

2014年-

2015年
それ以降

借入金(a) $  82,862 $  10,323 $  16,031 $   9,223 $  47,285

NY連銀クレジット融資枠
(b) 

20,985 - 20,985 - -

借入金の利息 51,940 4,531 9,532 5,963 31,914

損失支払備金 91,151 20,235 25,157 14,074 31,685

保険および投資契約債

務 
462,496 18,743 32,916 30,706 380,131

航空機購入契約債務 13,533 282 1,742 3,523 7,986

営業リース 2,054 429 657 422 546

その他長期債務(ｃ) 365 61 95 80 129

合計(ｄ) $ 725,386 $  54,604 $ 107,115 $  63,991 $ 499,676

(a) エクイティ・ユニット（およびそのための基礎となる劣後債）のAIGの普通株式および現金と交換する募集の完了を反映して

いる。 

(b) NY連銀クレジット融資枠は、本資本再構成のクロージング日である2011年１月14日に全額返済され、終了した。 

(c) 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。 

(d) 認識すべき時期が不明確である未認識税控除53億ドルを反映していない。さらに、AIGFPは、キャピタル・マーケッツ事業

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。2010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35億ドル

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は支払いが行われる期間について

合理的な見積を行うことはできない。しかし、2010年12月31日現在において、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30億ドルの担保を差し入れた。 

 

借入金 

 

AIGの借入金は、連結投資から生じる借入れを除き、公正価値で計上されるハイブリッド金融商品債務を含む。満期到来の長

期債務、ならびにAIGおよびその子会社による借入金により発生した利息の返済は、満期到来の投資および資産の売却、将

来の営業活動からのキャッシュ・フロー、投資資産から生じたキャッシュ・フロー、将来の社債の発行ならびにその他の金融関

係の契約から生じるキャッシュ・フローにより行われる予定である。 

 

 

支払備金 

 

支払備金は、主にチャーティス事業と連動しているが、モーゲージ保証の支払備金を含んでおり、過去の損害変動支払傾向

に基づき見積もられた将来の損失および損失調整費用を示す。この見積に使用した仮定は有意なものであるため、上記に表

示される期間ごとの金額は実際に支払う金額から大きく異なる可能性がある。 

 

経営陣は、これらの債務に基づき実際に要求される支払いを満たすために、個々のチャーティスおよびUGC子会社によって

十分な金融資産が保持されていると考える。当該子会社は、現金および短期投資により大幅な流動性を維持している。さらに、

当該事業は、オペレーティング・キャッシュ・フローが不十分な場合において、チャーティスおよびUGCによる現金化が可能な、

重大なレベルの投資適格確定利付証券（国債および社債の形がその持分の大半として含まれる。）を維持している。 

 

保険および投資契約債務 

 

GIC債務を含む、保険および投資契約債務は、主にサンアメリカ事業と関係しており、また、定期的な支払いが要求されるもの

をはじめ契約上の満期の定められている様々な投資タイプの商品が含まれている。保険および投資契約債務には、また、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契約上満期日の定めがなく、将来において保険金を支払う義

務が生じない。このような保険契約については、(i)AIGは、現在、死亡または身体障害など保険金の支払事由が発生するまで

は支払いを行っていない、(ii)生存を支払条件としている、または、(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る。 

 

AIGは、有意性のある仮定を用いて、これらの保険契約上の割引前の予測キャッシュ・フローを決定した。当該仮定には死亡

率、疾病率、将来の経過料率、費用、投資収益および投資資金の金利（現在有効である保険契約についての予測預金およ

び保険料により相殺されたもの）が含まれる。当該仮定で用いられている有意性のために、定期的に表示されている金額は実

際に支払う金額から大きく異なる可能性がある。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。 

 

経営陣は、個々のサンアメリカ子会社によってこれらの債務に基づき実際に要求される支払いを満たすための十分な資金源

が保持されていると考える。これらの子会社は、現金および短期投資により大幅な流動性を維持している。さらに、サンアメリカ

事業は、オペレーティング・キャッシュ・フローが不十分な場合において、サンアメリカにより現金化が可能な、重大なレベルの

投資適格確定利付証券（国債および社債の形がその持分の大半として含まれる。）により、大幅な流動性を維持している。GIC

債務に対する流動性需要に対しては、一般的には、満期および投資資産の売却から生じるキャッシュ・フローを通じて資金が

供給される予定である。 
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航空機の買取り�定 

 

2010年12月31日現在、ILFCは、2011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115機について、その過半数

が2015年以降に満期を迎え、2011年に2.82億ドルが満期を迎える予定の買取見積総額約135億ドルで購入する契約を締結し

た。 

 

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���期�との額の要約は、以�のとおりである。 

期限切れ取引契約債務額 
2010年12月31日現在 

（単位：百万ドル） 

契約債務 

合計額 2011年 
2012年- 

2013年 

2014年- 

2015年 
それ以降 

  

保証：  

 流動性融資枠(a) $  849 $  748 $    - $    - $  101

 スタンドバイ信用状 990 964 14 11 1

 建築保証(b) 37 37 - - -

 債務保証 202 - - - 202

 その他全ての保証(c) 632 30 149 140 313

取引契約債務：  

 投資契約(d)  3,947 1,900 1,247 637 163

 与信延長の契約 197 119 39 38 1

 信用状 1,553 252 1,301 - -

 その他取引契約債務(e) 776 14 - - 762

合計(f) $ 9,183 $ 4,064 $ 2,750 $826 $1,543

(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流動性融資枠を示す。 

(b) 主に、サンアメリカの手頃住宅投資に関連する建築保証を示す。 

(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なら

びに米国内外で不動産を購入および開発する契約を含む。リミテッド・パートナーシップおよびその他のファンドに投資す

る契約は、各ファンドによる新規投資または費用の拠出の必要性に応じて、当該ファンドの判断により中止される。これらの

契約の満了は、過去の拠出要求の傾向に合致する形で、関連ファンドの予想ライフサイクルに基づいて、上記の表のよう

に見積られる。これらの契約に基づく投資対象は、主に保険および不動産子会社である。 

(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。2011年の年金制度に対する年間拠出額は米国

内外のプランで約1.44億ドルが見込まれている。 

(f) AIGの連結会社間における保証、資本維持契約または支援調整を含まない。 

 

証券融資 

 

売上として計上される、買戻し契約に基づく証券の公正価値は、2010年12月31日および2009年12月31日において、それぞれ

27億ドルおよび23億ドルであり、それに関連して取得された担保金は、2010年12月31日および2009年12月31日において、そ

れぞれ21億ドルおよび15億ドルであった。 

 

 

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が、AIGは、主に、VIEの発行するコテイマ

ンキ（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。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。 

 

補償契約 

 

AIGは資産処分計画に基づく、完了した事業の売却に関連する財務的な保証および補償契約の制約を受ける。複数の取り決

めは、とりわけ、資産価値の低下、特定された事業非常事態の発生、偶発債務の実現、訴訟の発展またはAIGによる表明、保

証もしくは誓約の違反により誘発される可能性がある。かかる取り決めは一般的に、出訴期限法などといった、契約または法律

の運用に規定されているいくつかの期間に関する制限を受ける。場合によっては、潜在的な義務の上限は契約上の制限を受

けるが、このような制限が特定されておらず、適用も受けない場合もある。 

 

見積りが可能である場合は、AIGはこれらの取り決めの一定部分について負債の計上を行ってきた。当該負債は、総額として

は重大ではない。AIGは、これらの取り決めの一定部分に基づき、潜在的支払いの最高額について合理的な見積りを行うこと

はできない。全体的に、AIGは、これらの取り決めに基づいて、完了した売却に関連して重大な支払いを行う可能性は低いと考

える。 

 

保険子会社からの配当 

 

保険子会社からAIGへの配当の支払いは、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い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、2010年12月31日に、AIGの連結子会社のエクイティ

総額の約80パーセントが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い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。 
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航空機の買取り�定 

 

2010年12月31日現在、ILFCは、2011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115機について、その過半数

が2015年以降に満期を迎え、2011年に2.82億ドルが満期を迎える予定の買取見積総額約135億ドルで購入する契約を締結し

た。 

 

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���期�との額の要約は、以�のとおりである。 

期限切れ取引契約債務額 
2010年12月31日現在 

（単位：百万ドル） 

契約債務 

合計額 2011年 
2012年- 

2013年 

2014年- 

2015年 
それ以降 

  

保証：  

 流動性融資枠(a) $  849 $  748 $    - $    - $  101

 スタンドバイ信用状 990 964 14 11 1

 建築保証(b) 37 37 - - -

 債務保証 202 - - - 202

 その他全ての保証(c) 632 30 149 140 313

取引契約債務：  

 投資契約(d)  3,947 1,900 1,247 637 163

 与信延長の契約 197 119 39 38 1

 信用状 1,553 252 1,301 - -

 その他取引契約債務(e) 776 14 - - 762

合計(f) $ 9,183 $ 4,064 $ 2,750 $826 $1,543

(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流動性融資枠を示す。 

(b) 主に、サンアメリカの手頃住宅投資に関連する建築保証を示す。 

(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なら

びに米国内外で不動産を購入および開発する契約を含む。リミテッド・パートナーシップおよびその他のファンドに投資す

る契約は、各ファンドによる新規投資または費用の拠出の必要性に応じて、当該ファンドの判断により中止される。これらの

契約の満了は、過去の拠出要求の傾向に合致する形で、関連ファンドの予想ライフサイクルに基づいて、上記の表のよう

に見積られる。これらの契約に基づく投資対象は、主に保険および不動産子会社である。 

(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。2011年の年金制度に対する年間拠出額は米国

内外のプランで約1.44億ドルが見込まれている。 

(f) AIGの連結会社間における保証、資本維持契約または支援調整を含まない。 

 

証券融資 

 

売上として計上される、買戻し契約に基づく証券の公正価値は、2010年12月31日および2009年12月31日において、それぞれ

27億ドルおよび23億ドルであり、それに関連して取得された担保金は、2010年12月31日および2009年12月31日において、そ

れぞれ21億ドルおよび15億ドルであった。 

 

 

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が、AIGは、主に、VIEの発行するコテイマ

ンキ（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。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。 

 

補償契約 

 

AIGは資産処分計画に基づく、完了した事業の売却に関連する財務的な保証および補償契約の制約を受ける。複数の取り決

めは、とりわけ、資産価値の低下、特定された事業非常事態の発生、偶発債務の実現、訴訟の発展またはAIGによる表明、保

証もしくは誓約の違反により誘発される可能性がある。かかる取り決めは一般的に、出訴期限法などといった、契約または法律

の運用に規定されているいくつかの期間に関する制限を受ける。場合によっては、潜在的な義務の上限は契約上の制限を受

けるが、このような制限が特定されておらず、適用も受けない場合もある。 

 

見積りが可能である場合は、AIGはこれらの取り決めの一定部分について負債の計上を行ってきた。当該負債は、総額として

は重大ではない。AIGは、これらの取り決めの一定部分に基づき、潜在的支払いの最高額について合理的な見積りを行うこと

はできない。全体的に、AIGは、これらの取り決めに基づいて、完了した売却に関連して重大な支払いを行う可能性は低いと考

える。 

 

保険子会社からの配当 

 

保険子会社からAIGへの配当の支払いは、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い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
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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、法定財務諸表では取得費用が繰延べられ

ずに計上される点、大部分の債権ポートフォリオは償還価格で扱われている点、証券は異なる基準で価値が評価される点、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、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点、および

特定の法定会計慣習の下、特定の資産は認められておらず、直接剰余金として計上されている点である。さらに、法定会計慣

習は買収会計調整を認めておらず、米国GAAPの下では要求されないその他の支払備金を要求する。 

 

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、保険規制当局は、AIGおよび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。ドッド・フランク法を含む連邦、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。2010年、2009年および2008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、

1,600万ドル、1,800万ドルおよび1,200万ドルであった。 

 

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および国外においては、個人向け自

動車事業）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。 

 

 

チャーティスの大部分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。 
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規制および監督 
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経営成績 

 

AIGは、チャーティス（旧損害保険事業）、サンアメリカ（旧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）、および

金融サービスの３つの報告部門に分けて経営成績を報告する。AIGはこれらの報告部門を通じて、130ヶ国超の国の事業およ

び個人に保険、金融および投資商品ならびにサービスを提供している。AIGの子会社は、広範な損害保険、生命保険およびリ

タイヤメント・サービス・ネットワークを通じて企業、機関および個人顧客にサービスを提供している。AIGの金融サービス部門に

は、米国内外における商業航空機および機器のリースならびにキャピタル・マーケッツ事業の縮小が含まれる。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。 

 

 

連結の業績 

 

��の��AIGの連結損益�����る� 

 増（減）率 
12�31�に��した�� 

（単位：百万ドル） 2010年 2009年 2008年 2010年対2009年 2009年対2008年

収益：      
保険料およびその他報酬 $48,029 ＄51,239 $63,137 (6)% (19)%

正味投資利益 20,930 18,987 10,453 10 82

正味実現キャピタル・ロス (279) （5,210） (46,794) - -

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） 

598 1,418 (28,602) (58) -

その他の収益 8,023 8,918 (5,034) (10) -

収益�� 77,301 75,352 (6,840) 3 -

給付金、保険金請求 

および費用： 
  

発生した保険給付金および

保険金請求 
45,874 50,015 51,036 (8) (2)

保険契約獲得費用およびそ

の他の保険費用 
15,820 15,864 20,833 - (24)

利息費用 7,859 14,238 15,713 (45) (9)

再編費用、関連する資産減

損およびその他費用 
574 1,149 771 (50) 49

売却事業の純（利益）損失 （17,767） 1,271 - - -

その他費用 7,005 7,122 7,836 (2) (9)

給付金、保険金請求 

および費用�� 
59,365 89,659 96,189 (34) (7)

��事業の���得� 

（��）�利益（損失） 
17,936 （14,307） (103,029) - -

���得�（��し） 5,859 (1,489) (9,683) - -

��事業の利益（損失） 12,077 （12,818) (93,346) - -

���事業の利益（損失）、 

������ 
（2,064） 505 (7,041) - -

純利益（損失） 10,013 (12,313) (100,387) - -

��：   

 �����た����に 

��する純利益(損失） 
2,227 (1,364) (1,098) - -

AIGに��する純利益（損失） ＄7,786 $(10,949) $(99,289) -% -%
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保険料およびその他報酬 

 

2010年�2009年 

 

2010年における保険料およびその他報酬は、2009年に比べ、主に非継続事業会計の基準を満たさなかった2009年における

売却に関連する33億ドルの減額により減少した。当該売却には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トランスアトランティックの非連結化が含まれる。 

 

2009年�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。 

・ 上記の2009年における売却の影響 

・ 労働者の報酬、不動産および運輸事業の減少を反映したチャーティスU.S.の保険料の正味収入の減少 

・ 為替取引の悪影響による、チャーティス・インターナショナルの減少 

・ 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、サンアメリカにおける保険の保険料収入の減少 

・ 主に一般的に衰退した経済状況および投資連動型商品に関連する費用収入の低下に起因する、AIAにおける減少 

 

 

正味投資利益 

 

��正味投資利益の�������の�お�である。 

12月31日に終了した事業年度 増（減）率  

（単位：百万ドル） 2010年 2009年 2008年 2010 年対 2009 年 2009 年対 2008 年

短期投資を含む満期固

定証券 
�14,445 $14,535 $16,326 (1)% (11)%

ML II 513 (25) (211) - -

ML III 1,792 419 (900) 328 -

AIA有価証券の公正価

値の変動* 
(638) - - - -

メットライフ有価証券の

公正価値の変動 
665 - - - -

その他のエクイティ証券 326 372 361 (12) 3

モーゲージおよびその

他貸付の利子 
1,268 1,347 1,278 (6) 5

パートナーシップ収入 1,602 4 (2,084) - -

ミューチュアル・ファンド (25) 315 (799) - -

不動産 126 139 258 (9) (46)

その他投資 465 120 521 288 (77)

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 

20,539 17,226 14,750 19 17

契約者勘定投資利益お

よび取引ゲイン（ロス） 
886 2,305 (3,504) (62) -

投資利益合計 21,425 19,531 11,246 10 74

投資費用 495 544 793 (9) (31)

正味投資利益 $20,930 $18,987 $10,453 10% 82%

* 取引の開始日である2010年10月29日における終値から算出した公正価値の変動を表す。 
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保険料およびその他報酬 

 

2010年�2009年 

 

2010年における保険料およびその他報酬は、2009年に比べ、主に非継続事業会計の基準を満たさなかった2009年における

売却に関連する33億ドルの減額により減少した。当該売却には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トランスアトランティックの非連結化が含まれる。 

 

2009年�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。 

・ 上記の2009年における売却の影響 

・ 労働者の報酬、不動産および運輸事業の減少を反映したチャーティスU.S.の保険料の正味収入の減少 

・ 為替取引の悪影響による、チャーティス・インターナショナルの減少 

・ 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、サンアメリカにおける保険の保険料収入の減少 

・ 主に一般的に衰退した経済状況および投資連動型商品に関連する費用収入の低下に起因する、AIAにおける減少 

 

 

正味投資利益 

 

��正味投資利益の�������の�お�である。 

12月31日に終了した事業年度 増（減）率  

（単位：百万ドル） 2010年 2009年 2008年 2010 年対 2009 年 2009 年対 2008 年

短期投資を含む満期固

定証券 
�14,445 $14,535 $16,326 (1)% (11)%

ML II 513 (25) (211) - -

ML III 1,792 419 (900) 328 -

AIA有価証券の公正価

値の変動* 
(638) - - - -

メットライフ有価証券の

公正価値の変動 
665 - - - -

その他のエクイティ証券 326 372 361 (12) 3

モーゲージおよびその

他貸付の利子 
1,268 1,347 1,278 (6) 5

パートナーシップ収入 1,602 4 (2,084) - -

ミューチュアル・ファンド (25) 315 (799) - -

不動産 126 139 258 (9) (46)

その他投資 465 120 521 288 (77)

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 

20,539 17,226 14,750 19 17

契約者勘定投資利益お

よび取引ゲイン（ロス） 
886 2,305 (3,504) (62) -

投資利益合計 21,425 19,531 11,246 10 74

投資費用 495 544 793 (9) (31)

正味投資利益 $20,930 $18,987 $10,453 10% 82%

* 取引の開始日である2010年10月29日における終値から算出した公正価値の変動を表す。 
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2010年対2009年 

 

2010年における正味投資利益は、2009年に比べ、主に、2009年と比べて市況が改善されたことにより、パートナーシップ投資

による収入が増加したこと、ならびにAIGのML IIおよびML IIIにおける保有持分に関連するゲインの評価の増加により、増加し

た。 

 

当該増加は、2009年に比べ、保険契約者の投資収入およびAIAにおける取引ゲイン（以下、「保険契約者取引ゲイン（ロス）」と

総称。）が減少したことによって一部相殺された。保険契約者取引ゲインは発生した保険金および給付金によって相殺され、主

にアジアのエクイティ市場の動向を反映する。 

 

2009年対2008年 

 

2009年における正味投資利益は2008年に比べ、主に以下を理由に増加した。 

・ 2008年ではロスであったことに対し、上記のとおり、2009年における保険契約者取引がゲインであったこと。 

・ 2008年ではロスであったことに対し、ML IIIにおけるAIGの持分の公正価値の変更に伴うゲイン。 

・ 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・ファンド投資およびパートナーシップからの収入

となったこと（これは、2008 年に比べ 2009 年の市況が安定したことが反映されている。）。 

 

当該増加は、2008年に比べ、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）ならびに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により、一部相殺された。 

 

 

正味実現キャピタル・ゲイン（ロス） 

12月31日に終了した年度 
（単位：百万ドル） 

2010年 2009年 2008 年 
満期固定証券の売却 $1,846 $849 $(4,906)

エクイティ証券の売却 725 303 158

不動産およびその他資産の売却 153 (18) 136

一時的ではない減損：  

重大な損失 (73) (1,510) (23,213)

保有・売却意図の変化 (441) (958) (10,806)

為替の下落 (63) (112) (1,356)

発行体特有のクレジット・イベント (2,457) (3,979) (4,874)

仕組み証券のキャッシュ・フロー下落予想 (5) (137) (1,618)

貸倒引当金 (304) (614) -

為替取引 178 (616) 2,028

デリバティブ取引 453 1,724 (3,313)

その他 (291) (142) 970

正味実現キャピタル・ロス $(279) $(5,210) $(46,794)

 

2010 年対 2009 年 

 

2010 年における正味実現キャピタル・ロスは、下記を反映し、2009 年に比べ、減少した。 

・ 2010年における満期固定およびエクイティ証券の売却によるゲインの増加。 

・ 今年度における一時的でない減損費用の減少。2009年対2010年の比較に影響を与えたのは2009年第２四半期に開始

した、一時的でない減損に関する新たな会計基準の採用であった。2009年３月31日に終了した３ヶ月間には、経営陣が

売却する予定であり、その可能性が高い場合を除き、満期固定証券に必要でない、信用ではない減損（すなわち、重大

な損失。）が含まれる。 

・ 外国為替取引が2010年において、2009年においてロスであったことに対し、主に米ドルがユーロ、英国ポンドおよび日本

円に対し強まったことに起因し、ゲインとなったこと。 

 

当該改善はヘッジ会計に指定されていないデリバティブ商品（特に為替レートにおける動向をヘッジするために利用する商

品。）からのゲインの低下により一部相殺された。 
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2010年対2009年 

 

2010年における正味投資利益は、2009年に比べ、主に、2009年と比べて市況が改善されたことにより、パートナーシップ投資

による収入が増加したこと、ならびにAIGのML IIおよびML IIIにおける保有持分に関連するゲインの評価の増加により、増加し

た。 

 

当該増加は、2009年に比べ、保険契約者の投資収入およびAIAにおける取引ゲイン（以下、「保険契約者取引ゲイン（ロス）」と

総称。）が減少したことによって一部相殺された。保険契約者取引ゲインは発生した保険金および給付金によって相殺され、主

にアジアのエクイティ市場の動向を反映する。 

 

2009年対2008年 

 

2009年における正味投資利益は2008年に比べ、主に以下を理由に増加した。 

・ 2008年ではロスであったことに対し、上記のとおり、2009年における保険契約者取引がゲインであったこと。 

・ 2008年ではロスであったことに対し、ML IIIにおけるAIGの持分の公正価値の変更に伴うゲイン。 

・ 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・ファンド投資およびパートナーシップからの収入

となったこと（これは、2008 年に比べ 2009 年の市況が安定したことが反映されている。）。 

 

当該増加は、2008年に比べ、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）ならびに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により、一部相殺された。 

 

 

正味実現キャピタル・ゲイン（ロス） 

12月31日に終了した年度 
（単位：百万ドル） 

2010年 2009年 2008 年 
満期固定証券の売却 $1,846 $849 $(4,906)

エクイティ証券の売却 725 303 158

不動産およびその他資産の売却 153 (18) 136

一時的ではない減損：  

重大な損失 (73) (1,510) (23,213)

保有・売却意図の変化 (441) (958) (10,806)

為替の下落 (63) (112) (1,356)

発行体特有のクレジット・イベント (2,457) (3,979) (4,874)

仕組み証券のキャッシュ・フロー下落予想 (5) (137) (1,618)

貸倒引当金 (304) (614) -

為替取引 178 (616) 2,028

デリバティブ取引 453 1,724 (3,313)

その他 (291) (142) 970

正味実現キャピタル・ロス $(279) $(5,210) $(46,794)

 

2010 年対 2009 年 

 

2010 年における正味実現キャピタル・ロスは、下記を反映し、2009 年に比べ、減少した。 

・ 2010年における満期固定およびエクイティ証券の売却によるゲインの増加。 

・ 今年度における一時的でない減損費用の減少。2009年対2010年の比較に影響を与えたのは2009年第２四半期に開始

した、一時的でない減損に関する新たな会計基準の採用であった。2009年３月31日に終了した３ヶ月間には、経営陣が

売却する予定であり、その可能性が高い場合を除き、満期固定証券に必要でない、信用ではない減損（すなわち、重大

な損失。）が含まれる。 

・ 外国為替取引が2010年において、2009年においてロスであったことに対し、主に米ドルがユーロ、英国ポンドおよび日本

円に対し強まったことに起因し、ゲインとなったこと。 

 

当該改善はヘッジ会計に指定されていないデリバティブ商品（特に為替レートにおける動向をヘッジするために利用する商

品。）からのゲインの低下により一部相殺された。 
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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、一年間通期の重要な損失が含まれる（当該減損は、上記のとおり、満期固定証券との関係では現在不要と

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。 

・ 2009年における米ドル安によって、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、上記の正味実現

キャピタル・ロスには、2008年には米ドル安によって為替取引ゲインであったことに対し、2009年の為替取引ロスとなったことが

含まれる。 

 

キャピタル・マーケッツのスーパー・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） 

 

2010年対2009年 

 

2010年における未実現市場価値評価ゲインは、2009年に比べ、2009年に企業スプレッドが減少し、2010年には企業スプレッド

が増加したことに起因する企業裁定取引ポートフォリオにおける損失により、減少した。これは、2010年におけるマルチセクター

CDOポートフォリオの引受資産が2009年に比べ改善されたことにより、一部相殺された。 

 

2009年対2008年 

 

キャピタル・マーケッツは、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

価値評価ゲインおよび2008年における未実現市場価値評価ロスを報告した。キャピタル・マーケッツのスーパー・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、ML III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。 

 

 

その他利益�損失） 

 

2010年対2009年 

 

2010年におけるその他利益は、2009年に比べ、下記の理由により、減少した。 

・ 公正価値で計上されているキャピタル・マーケッツの資産および負債に対する信用評価調整の9.75億ドルの減少。これは

キャピタル・マーケッツのスーパー・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）

に反映されたゲインおよびロスは除く。この減少はAIGFPの縮小費用が低下したことにより、損失が減少されたことにより一

部相殺された。 

・ 公正価値で計上されている直接投資事業の資産および負債における信用評価調整の10億ドルの減少。 

 

当該減少は、富士火災の取得に関連しチャーティス・インターナショナルが計上した割引購入ゲイン3.32億ドルにより一部相殺

された。 

 

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キャピタル・マーケッツおよび直接投資事業の資産および負債に対する2008年の正味信用評

価調整ロスが95億ドルであったことに比べ、2009年の正味信用評価調整ゲインが28億ドルとなったこと。キャピタル・マー

ケッツのスーパー・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ゲイン（ロス）に反映されたゲインおよび

ロスは除く。 

・ 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。）。 
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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、一年間通期の重要な損失が含まれる（当該減損は、上記のとおり、満期固定証券との関係では現在不要と

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。 

・ 2009年における米ドル安によって、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、上記の正味実現

キャピタル・ロスには、2008年には米ドル安によって為替取引ゲインであったことに対し、2009年の為替取引ロスとなったことが

含まれる。 

 

キャピタル・マーケッツのスーパー・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） 

 

2010年対2009年 

 

2010年における未実現市場価値評価ゲインは、2009年に比べ、2009年に企業スプレッドが減少し、2010年には企業スプレッド

が増加したことに起因する企業裁定取引ポートフォリオにおける損失により、減少した。これは、2010年におけるマルチセクター

CDOポートフォリオの引受資産が2009年に比べ改善されたことにより、一部相殺された。 

 

2009年対2008年 

 

キャピタル・マーケッツは、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

価値評価ゲインおよび2008年における未実現市場価値評価ロスを報告した。キャピタル・マーケッツのスーパー・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、ML III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。 

 

 

その他利益�損失） 

 

2010年対2009年 

 

2010年におけるその他利益は、2009年に比べ、下記の理由により、減少した。 

・ 公正価値で計上されているキャピタル・マーケッツの資産および負債に対する信用評価調整の9.75億ドルの減少。これは

キャピタル・マーケッツのスーパー・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）

に反映されたゲインおよびロスは除く。この減少はAIGFPの縮小費用が低下したことにより、損失が減少されたことにより一

部相殺された。 

・ 公正価値で計上されている直接投資事業の資産および負債における信用評価調整の10億ドルの減少。 

 

当該減少は、富士火災の取得に関連しチャーティス・インターナショナルが計上した割引購入ゲイン3.32億ドルにより一部相殺

された。 

 

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キャピタル・マーケッツおよび直接投資事業の資産および負債に対する2008年の正味信用評

価調整ロスが95億ドルであったことに比べ、2009年の正味信用評価調整ゲインが28億ドルとなったこと。キャピタル・マー

ケッツのスーパー・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ゲイン（ロス）に反映されたゲインおよび

ロスは除く。 

・ 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。）。 

 



56

 

発生した保険給付金および保険金請求 

 

2010年対2009年 

 

2010年において発生した保険給付金および保険金請求は、以下の理由から減少した。 

・ 上記の、非継続事業の会計基準を満たさなかった2009年における売却による、22億ドルの減少。 

・ 保険契約者取引ゲインにおける減少に関連するAIAの保険料損失および給付金費用13億ドルの減少。 

・ 主に第一抵当、第二抵当および国外商品における新たに報告された返済滞納の低下、既存の第一抵当および国外返

済滞納ローンにおける回復率の増加ならびに特定の第二抵当保険料におけるストップ・ロス・リミットの認識による、モーゲ

ージ保証保険事業における請求金および請求金調整費用24億ドルの減少。 

 

当該減少は、下記により一部相殺された。 

・ 2009年では28億ドルであったのに対し、2010年では支払備金が正味43億ドル強化されたこと。 

・ チャーティスにおける災害損失の増加。 

・ 2010年における富士火災の連結の影響。 

 

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、以下の理由から減少した。 

・ 上記の2009年における売却による、40億ドルの減少。 

・ 2008年における18億ドルに比べ、2009年における5,300万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。）。 

・ チャーティスおよびサンアメリカにおける商品レベルの低下による影響。 

 

当該減少は下記により一部相殺された。 

・ 2008年では保険契約者取引ロスが35億ドルであったことに対し、2009年には保険契約者取引ゲインが23億ドルであった

ことに起因する、AIAにおける発生した保険金損失および給付費用の増加。 

・ チャーティスU.S.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

ならびにチャーティス・インターナショナルのファイナンシャル・ラインにおける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。 

 

 

保険獲得費用およびその他保険費用 

 

2010 年対 2009 年 

 

2010 年における保険獲得費用およびその他保険費用は、2009 年に比べ、2009 年における売却に関連する 9.47 億ドルの減

少の結果、わずかに減少した。当該減少はチャーティスにおける、主に富士火災の取得に起因する費用の増加により一部相

殺された。 

 

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。 

・ 2009年における事業の売却による19億ドルの減少。 

・ 2008年にチャーティスが、主にHSB、サンアメリカおよびその他事業ののれんに関連し計上した、のれん減損費用の33億

ドルの減少。 

・ チャーティス、サンアメリカの国内リタイヤメント・サービス事業およびAIAにおける商品レベルの低下の影響。 

 

利息費用 

 

2010年の利息費用は、主に、減少した借入の加重平均利率、借入残高平均の低下および前払委託手数料資産の償還の減

少を反映した、NY連銀クレジット融資枠に係る利息費用の減少により、減少した。2009年における利息費用は、主に借入の加

重平均利率の減少を反映した、NY連銀クレジット融資枠に係る利息費用の減少により、2008年に比べ、減少した。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。 

 

12 月 31 日に終了した年� 

（単位：百万ドル） 

 

2010 年 

 

2009 年 

 

2008 年 

加重平均利率* 3.3% 4.5% 10.6%

平均借入残高（現物支払利益を除く）* $ 18,775 $37,358 $52,439

前払委託手数料資産の期間償却* $ 1,766 $ 3,174 $ 2,703

前払委託手数料資産の償却加速* $ 1,705 $ 5,185 $ 6,576

* NY 連銀クレジットは、本資本再構成の完了にともない、2011 年１月 14 日に全額返済され、終了された。 

 

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、2010年を通じて、

当該計画を引続き発展および調整した。本再編計画の進捗および資産処分イニシアティブを反映し、2010年における再編費

用は減少した。2009年における再編費用は、2008年に比べ、主に処分活動、NY連銀および米国財務省ならびにAIG間で行

われた取引に関連する専門家への報酬により、増加した。 
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発生した保険給付金および保険金請求 

 

2010年対2009年 

 

2010年において発生した保険給付金および保険金請求は、以下の理由から減少した。 

・ 上記の、非継続事業の会計基準を満たさなかった2009年における売却による、22億ドルの減少。 

・ 保険契約者取引ゲインにおける減少に関連するAIAの保険料損失および給付金費用13億ドルの減少。 

・ 主に第一抵当、第二抵当および国外商品における新たに報告された返済滞納の低下、既存の第一抵当および国外返

済滞納ローンにおける回復率の増加ならびに特定の第二抵当保険料におけるストップ・ロス・リミットの認識による、モーゲ

ージ保証保険事業における請求金および請求金調整費用24億ドルの減少。 

 

当該減少は、下記により一部相殺された。 

・ 2009年では28億ドルであったのに対し、2010年では支払備金が正味43億ドル強化されたこと。 

・ チャーティスにおける災害損失の増加。 

・ 2010年における富士火災の連結の影響。 

 

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、以下の理由から減少した。 

・ 上記の2009年における売却による、40億ドルの減少。 

・ 2008年における18億ドルに比べ、2009年における5,300万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。）。 

・ チャーティスおよびサンアメリカにおける商品レベルの低下による影響。 

 

当該減少は下記により一部相殺された。 

・ 2008年では保険契約者取引ロスが35億ドルであったことに対し、2009年には保険契約者取引ゲインが23億ドルであった

ことに起因する、AIAにおける発生した保険金損失および給付費用の増加。 

・ チャーティスU.S.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

ならびにチャーティス・インターナショナルのファイナンシャル・ラインにおける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。 

 

 

保険獲得費用およびその他保険費用 

 

2010 年対 2009 年 

 

2010 年における保険獲得費用およびその他保険費用は、2009 年に比べ、2009 年における売却に関連する 9.47 億ドルの減

少の結果、わずかに減少した。当該減少はチャーティスにおける、主に富士火災の取得に起因する費用の増加により一部相

殺された。 

 

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。 

・ 2009年における事業の売却による19億ドルの減少。 

・ 2008年にチャーティスが、主にHSB、サンアメリカおよびその他事業ののれんに関連し計上した、のれん減損費用の33億

ドルの減少。 

・ チャーティス、サンアメリカの国内リタイヤメント・サービス事業およびAIAにおける商品レベルの低下の影響。 

 

利息費用 

 

2010年の利息費用は、主に、減少した借入の加重平均利率、借入残高平均の低下および前払委託手数料資産の償還の減

少を反映した、NY連銀クレジット融資枠に係る利息費用の減少により、減少した。2009年における利息費用は、主に借入の加

重平均利率の減少を反映した、NY連銀クレジット融資枠に係る利息費用の減少により、2008年に比べ、減少した。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。 

 

12 月 31 日に終了した年� 

（単位：百万ドル） 

 

2010 年 

 

2009 年 

 

2008 年 

加重平均利率* 3.3% 4.5% 10.6%

平均借入残高（現物支払利益を除く）* $ 18,775 $37,358 $52,439

前払委託手数料資産の期間償却* $ 1,766 $ 3,174 $ 2,703

前払委託手数料資産の償却加速* $ 1,705 $ 5,185 $ 6,576

* NY 連銀クレジットは、本資本再構成の完了にともない、2011 年１月 14 日に全額返済され、終了された。 

 

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、2010年を通じて、

当該計画を引続き発展および調整した。本再編計画の進捗および資産処分イニシアティブを反映し、2010年における再編費

用は減少した。2009年における再編費用は、2008年に比べ、主に処分活動、NY連銀および米国財務省ならびにAIG間で行

われた取引に関連する専門家への報酬により、増加した。 
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処分事業および資産の売却からの正味（ゲイン）ロス 

 

処分事業および資産の売却から生じる正味（ゲイン）ロスには非継続事業として認められなかった、処分された事業の売却から

生じる正味（ゲイン）ロスならびにAIGの再編プログラムに関連する資産処分から生じる利益および損失を含む。2010年におけ

る利益は主に、AIAの67％の売却から生じた163億ドル、プルデンシャル・ピーエルシーがAIGに対し契約解除金として支払わ

れた2.28億ドルのゲインおよび日本のAIG大手町ビルの売却から生じた13億ドルのゲインを表す。 

 

その他費用 

 

2010年対2009年 

 

2010年におけるその他費用は2009年に比べ、以下の理由からわずかに減少した。 

・ 機関投資家向け資産運用事業に関連し、2009年に計上されたのれん減損費用6.12億ドル。 

・ 特定のポートフォリオ投資の非連結化およびスイス・バンクの売却の影響を含む、機関投資家向け資産運用事業の補償

関連費用の減少。 

・ 非継続事業として表示されていない消費者金融事業における信用損失の引当金の減少。 

 

上記の減少はILFCの項茎資産減損費用16億ドルおよび売却、処分または売却のために保持されている航空機に関連する営

業リースに関連する費用9,000万ドルにより、一部相殺された。 

 

2009年対2008年 

 

2009 年のその他費用は、AIG 親会社の事業およびその他事業ならびに機関投資家向け資産運用事業に関連する補償関連

費用の減少により、2008 年から減少したが、上記の 2009 年におけるのれん減損費用により一部相殺された。 

 

法���税費用（受戻し） 

 

2010年12月31日に終了した年度において、継続事業による税引前利益に対する有効税率は32.7％であった。2010年12月31

日に終了した年度における継続事業に帰属する有効税率は、主に、AIGの子会社およびパートナーシップ（特に米国の税目

的においてパートナーシップと扱われるAIA SPV）への投資に関連する13億ドルの税受戻しならびに5.87億ドルの免税利息に

より、法定有効税率とは異なるが、これは継続事業に帰属する、増加した評価引当金15億ドルにより一部相殺された。 

 

 

2009年12月31日に終了した年度において、継続事業からの税引前利益（損失）に対する有効税率は、増加した評価引当金31

億ドルならびに未確定の税務ポジションの支払備金8.74億ドルにより、法定有効税率とは異なるが、免税利息6.77億ドルなら

びに子会社およびパートナーシップにおける4.73億ドルの変動（主に、子会社の売却の可能性に関する米国税の見積りの変

動に連動するものであった。）により、一部相殺された。 

2008年12月31日に終了した年度における継続事業に帰属する有効税率は、主に、AIGの子会社およびパートナーシップへの

投資における4.90億ドルの変動、海外事業の影響25億ドル、控除不可能なのれん減損費用13億ドル、未確定の税務ポジショ

ンの支払備金10億ドルおよび評価引当金の201億ドルの増加により、法定有効税率とは異なる。 

 

非継続事業 

 

非継続事業として��されている業績の��および�税引前利益（損失）の��は�下の�りである。 

12 月 31 日に終了した年度 

（単位：百万ドル） 
2010 年 2009 年 2008 年 

米国外生命保険事業(a) $ (1,237) $ 2,581 $ (4,941)

AGF (145) (904) (434)

売却による正味損失（利益） 1,588 (2,758) -

連結調整 (356) 54 (302)

利息配分(b) (75) (89) (55)

非継続事業による損失 $  (225) $ (1,116) $ (5,732)

所得税費用（受戻し） 1,839 (1,621) 1,309

非継続事業からの利益(損失)、税効果

考慮後 
$ (2,064) $  505 $ (7,041)

（a） ALICO、AIGスター、AIGエジソンおよびナンシャンの業績を表示。 

(b) ALICOの売却からの見積り純利益（契約上、NY連銀クレジット融資枠に充てなければならない。）に対する利息費用（前払

委託手数料資産の定期的な償却を含む。）を表示。 

 

非継続事業の業績の比較は、下記の重大な事項により影響を受けている。 

 

・ ALICO、AIGスターおよびAIGエジソンに関連する、2010年における46億ドルののれん減損費用。 

・ 2010年におけるALICO売却による税引前利益41億ドル。 

・ 2010年におけるAGFの売却による税引前損失約17億ドル。 

・ ナンシャンの売却に関連し、2009年に実現された税引前損失28億ドルおよび2010年に追加的に実現された8.74億ドルの

損失。 

・ 上記取引による税効果。特に、子会社における控除不可能なのれん減損および投資の変動による影響（主に、かかる予

定されていた売却に関する米国税負債の見積りにおける変動に関連する。）。 
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処分事業および資産の売却からの正味（ゲイン）ロス 

 

処分事業および資産の売却から生じる正味（ゲイン）ロスには非継続事業として認められなかった、処分された事業の売却から

生じる正味（ゲイン）ロスならびにAIGの再編プログラムに関連する資産処分から生じる利益および損失を含む。2010年におけ

る利益は主に、AIAの67％の売却から生じた163億ドル、プルデンシャル・ピーエルシーがAIGに対し契約解除金として支払わ

れた2.28億ドルのゲインおよび日本のAIG大手町ビルの売却から生じた13億ドルのゲインを表す。 

 

その他費用 

 

2010年対2009年 

 

2010年におけるその他費用は2009年に比べ、以下の理由からわずかに減少した。 

・ 機関投資家向け資産運用事業に関連し、2009年に計上されたのれん減損費用6.12億ドル。 

・ 特定のポートフォリオ投資の非連結化およびスイス・バンクの売却の影響を含む、機関投資家向け資産運用事業の補償

関連費用の減少。 

・ 非継続事業として表示されていない消費者金融事業における信用損失の引当金の減少。 

 

上記の減少はILFCの項茎資産減損費用16億ドルおよび売却、処分または売却のために保持されている航空機に関連する営

業リースに関連する費用9,000万ドルにより、一部相殺された。 

 

2009年対2008年 

 

2009 年のその他費用は、AIG 親会社の事業およびその他事業ならびに機関投資家向け資産運用事業に関連する補償関連

費用の減少により、2008 年から減少したが、上記の 2009 年におけるのれん減損費用により一部相殺された。 

 

法���税費用（受戻し） 

 

2010年12月31日に終了した年度において、継続事業による税引前利益に対する有効税率は32.7％であった。2010年12月31

日に終了した年度における継続事業に帰属する有効税率は、主に、AIGの子会社およびパートナーシップ（特に米国の税目

的においてパートナーシップと扱われるAIA SPV）への投資に関連する13億ドルの税受戻しならびに5.87億ドルの免税利息に

より、法定有効税率とは異なるが、これは継続事業に帰属する、増加した評価引当金15億ドルにより一部相殺された。 

 

 

2009年12月31日に終了した年度において、継続事業からの税引前利益（損失）に対する有効税率は、増加した評価引当金31

億ドルならびに未確定の税務ポジションの支払備金8.74億ドルにより、法定有効税率とは異なるが、免税利息6.77億ドルなら

びに子会社およびパートナーシップにおける4.73億ドルの変動（主に、子会社の売却の可能性に関する米国税の見積りの変

動に連動するものであった。）により、一部相殺された。 

2008年12月31日に終了した年度における継続事業に帰属する有効税率は、主に、AIGの子会社およびパートナーシップへの

投資における4.90億ドルの変動、海外事業の影響25億ドル、控除不可能なのれん減損費用13億ドル、未確定の税務ポジショ

ンの支払備金10億ドルおよび評価引当金の201億ドルの増加により、法定有効税率とは異なる。 

 

非継続事業 

 

非継続事業として��されている業績の��および�税引前利益（損失）の��は�下の�りである。 

12 月 31 日に終了した年度 

（単位：百万ドル） 
2010 年 2009 年 2008 年 

米国外生命保険事業(a) $ (1,237) $ 2,581 $ (4,941)

AGF (145) (904) (434)

売却による正味損失（利益） 1,588 (2,758) -

連結調整 (356) 54 (302)

利息配分(b) (75) (89) (55)

非継続事業による損失 $  (225) $ (1,116) $ (5,732)

所得税費用（受戻し） 1,839 (1,621) 1,309

非継続事業からの利益(損失)、税効果

考慮後 
$ (2,064) $  505 $ (7,041)

（a） ALICO、AIGスター、AIGエジソンおよびナンシャンの業績を表示。 

(b) ALICOの売却からの見積り純利益（契約上、NY連銀クレジット融資枠に充てなければならない。）に対する利息費用（前払

委託手数料資産の定期的な償却を含む。）を表示。 

 

非継続事業の業績の比較は、下記の重大な事項により影響を受けている。 

 

・ ALICO、AIGスターおよびAIGエジソンに関連する、2010年における46億ドルののれん減損費用。 

・ 2010年におけるALICO売却による税引前利益41億ドル。 

・ 2010年におけるAGFの売却による税引前損失約17億ドル。 

・ ナンシャンの売却に関連し、2009年に実現された税引前損失28億ドルおよび2010年に追加的に実現された8.74億ドルの

損失。 

・ 上記取引による税効果。特に、子会社における控除不可能なのれん減損および投資の変動による影響（主に、かかる予

定されていた売却に関する米国税負債の見積りにおける変動に関連する。）。 
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【財務書類】（有価証券報告書からの一部抜粋） 

 (1) 連結貸借対照表 

 

2010年12月31日 2009年12月31日 期別
科目 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： 

2010年度220,669百万ドル(18,467,789百万円) 
2009年度364,491百万ドル(30,504,252百万円)) 228,302 19,106,594 365,551 30,592,963

売買目的債券、公正価値 26,182 2,191,172 31,243 2,614,727

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： 

2010年度2,571百万ドル(215,167百万円) 
2009年度6,464百万ドル(540,972百万円)) 4,581 383,384 9,522 796,896

売買目的普通株式および優先株式、公正価値 6,652 556,706 8,318 696,133

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： 

2010年度143百万ドル(11,968百万円) 
2009年度119百万ドル(9,959百万円)) 19,367 1,620,824 27,461 2,298,211

金融債権、貸倒引当金控除後 870 72,810 20,327 1,701,167

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 

38,510 3,222,902 44,091 3,689,976

その他の投資資産 
(公正価値評価部分： 

2010年度21,356百万ドル(1,787,284百万円) 
2009年度18,888百万ドル(1,580,737百万円)) 42,210 3,532,555 45,235 3,785,717

売戻し条件付購入証券、公正価値 1,553 129,971 2,154 180,268

短期投資 
(公正価値評価部分： 

2010年度22,307百万ドル(1,866,873百万円) 
2009年度23,975百万ドル(2,006,468百万円)) 42,185 3,530,463 47,263 3,955,440

投資合計 410,412 34,347,380 601,165 50,311,499

現金預金 1,558 130,389 4,400 368,236

未収投資収益 2,960 247,722 5,152 431,171

未収保険料およびその他の債権、貸倒引当金控除後 15,713 1,315,021 16,549 1,384,986

再保険資産、貸倒引当金控除後 25,810 2,160,039 22,425 1,876,748

当期および繰延法人所得税等 ― ― 4,108 343,799

繰延保険契約獲得費用 14,668 1,227,565 40,814 3,415,724

不動産およびその他の固定資産、減価償却累計額控除後 2,845 238,098 4,142 346,644

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 5,917 495,194 9,130 764,090

のれん 1,333 111,559 6,195 518,460

その他の資産、 
 以下の拘束性預金を含む： 

2010年度30,232百万ドル(2,530,116百万円) 
2009年度2,907百万ドル(243,287百万円) 

 以下の前払委託資産を含む： 
2010年度3,628百万ドル(303,627百万円) 
2009年度7,099百万ドル(594,115百万円) 

(公正価値評価部分： 
2010年度14百万ドル(1,172百万円) 
2009年度288百万ドル(24,103百万円)) 40,342 3,376,222 18,976 1,588,101

分離勘定資産、公正価値 54,432 4,555,414 58,150 4,866,574

売却目的資産 107,453 8,992,742 56,379 4,718,359

資産合計 683,443 57,197,345 847,585 70,934,389

添付の連結財務書類に対する注記を参照のこと。 

連結貸借対照表(続き) 

 

2010年12月31日 2009年12月31日 期別
科目 百万ドル 百万円 百万ドル 百万円 

負債：  

支払備金 91,151 7,628,427 85,386 7,145,954

未経過保険料 23,803 1,992,073 21,363 1,787,869

生命保険および傷害医療保険将来保険給付債務 31,268 2,616,819 116,001 9,708,124

保険契約預り金 
(公正価値評価部分： 

2010年度445百万ドル(37,242百万円) 
2009年度5,214百万ドル(436,360百万円)) 121,373 10,157,706 220,128 18,422,512

その他の積立勘定 6,758 565,577 13,252 1,109,060

未払手数料、未払経費およびその他の未払税金 2,820 236,006 4,950 414,266

未払保険債務 2,829 236,759 4,393 367,650

再保険契約預り金 610 51,051 774 64,776

当期および繰延法人所得税等 2,369 198,262 ― ―

買戻し条件付売却証券 
(公正価値評価部分： 

2010年度2,119百万ドル(177,339百万円) 
2009年度3,221百万ドル(269,565百万円)) 2,119 177,339 3,505 293,333

売建証券および売建直物商品、公正価値 485 40,590 1,030 86,201

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 5,735 479,962 5,403 452,177

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： 

2010年度15百万ドル(1,255百万円) 
2009年度15百万ドル(1,255百万円)) 892 74,651 1,641 137,335

その他の負債 19,353 1,619,653 22,503 1,883,276

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(229,478百万円)) ― ― 4,739 396,607
ニューヨーク連邦準備銀行クレジット融資枠 
(注記１および26を参照のこと) 20,985 1,756,235 23,435 1,961,275
その他の長期債務 
(公正価値評価部分： 

2010年度12,143百万ドル(1,016,248百万円) 
2009年度13,195百万ドル(1,104,290百万円)) 85,476 7,153,486 113,298 9,481,910

分離勘定負債 54,432 4,555,414 58,150 4,866,574

売却目的負債 97,312 8,144,041 48,599 4,067,250

負債合計 569,770 47,684,051 748,550 62,646,150

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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【財務書類】（有価証券報告書からの一部抜粋） 

 (1) 連結貸借対照表 

 

2010年12月31日 2009年12月31日 期別
科目 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： 

2010年度220,669百万ドル(18,467,789百万円) 
2009年度364,491百万ドル(30,504,252百万円)) 228,302 19,106,594 365,551 30,592,963

売買目的債券、公正価値 26,182 2,191,172 31,243 2,614,727

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： 

2010年度2,571百万ドル(215,167百万円) 
2009年度6,464百万ドル(540,972百万円)) 4,581 383,384 9,522 796,896

売買目的普通株式および優先株式、公正価値 6,652 556,706 8,318 696,133

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： 

2010年度143百万ドル(11,968百万円) 
2009年度119百万ドル(9,959百万円)) 19,367 1,620,824 27,461 2,298,211

金融債権、貸倒引当金控除後 870 72,810 20,327 1,701,167

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 

38,510 3,222,902 44,091 3,689,976

その他の投資資産 
(公正価値評価部分： 

2010年度21,356百万ドル(1,787,284百万円) 
2009年度18,888百万ドル(1,580,737百万円)) 42,210 3,532,555 45,235 3,785,717

売戻し条件付購入証券、公正価値 1,553 129,971 2,154 180,268

短期投資 
(公正価値評価部分： 

2010年度22,307百万ドル(1,866,873百万円) 
2009年度23,975百万ドル(2,006,468百万円)) 42,185 3,530,463 47,263 3,955,440

投資合計 410,412 34,347,380 601,165 50,311,499

現金預金 1,558 130,389 4,400 368,236

未収投資収益 2,960 247,722 5,152 431,171

未収保険料およびその他の債権、貸倒引当金控除後 15,713 1,315,021 16,549 1,384,986

再保険資産、貸倒引当金控除後 25,810 2,160,039 22,425 1,876,748

当期および繰延法人所得税等 ― ― 4,108 343,799

繰延保険契約獲得費用 14,668 1,227,565 40,814 3,415,724

不動産およびその他の固定資産、減価償却累計額控除後 2,845 238,098 4,142 346,644

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 5,917 495,194 9,130 764,090

のれん 1,333 111,559 6,195 518,460

その他の資産、 
 以下の拘束性預金を含む： 

2010年度30,232百万ドル(2,530,116百万円) 
2009年度2,907百万ドル(243,287百万円) 

 以下の前払委託資産を含む： 
2010年度3,628百万ドル(303,627百万円) 
2009年度7,099百万ドル(594,115百万円) 

(公正価値評価部分： 
2010年度14百万ドル(1,172百万円) 
2009年度288百万ドル(24,103百万円)) 40,342 3,376,222 18,976 1,588,101

分離勘定資産、公正価値 54,432 4,555,414 58,150 4,866,574

売却目的資産 107,453 8,992,742 56,379 4,718,359

資産合計 683,443 57,197,345 847,585 70,934,389

添付の連結財務書類に対する注記を参照のこと。 

連結貸借対照表(続き) 

 

2010年12月31日 2009年12月31日 期別
科目 百万ドル 百万円 百万ドル 百万円 

負債：  

支払備金 91,151 7,628,427 85,386 7,145,954

未経過保険料 23,803 1,992,073 21,363 1,787,869

生命保険および傷害医療保険将来保険給付債務 31,268 2,616,819 116,001 9,708,124

保険契約預り金 
(公正価値評価部分： 

2010年度445百万ドル(37,242百万円) 
2009年度5,214百万ドル(436,360百万円)) 121,373 10,157,706 220,128 18,422,512

その他の積立勘定 6,758 565,577 13,252 1,109,060

未払手数料、未払経費およびその他の未払税金 2,820 236,006 4,950 414,266

未払保険債務 2,829 236,759 4,393 367,650

再保険契約預り金 610 51,051 774 64,776

当期および繰延法人所得税等 2,369 198,262 ― ―

買戻し条件付売却証券 
(公正価値評価部分： 

2010年度2,119百万ドル(177,339百万円) 
2009年度3,221百万ドル(269,565百万円)) 2,119 177,339 3,505 293,333

売建証券および売建直物商品、公正価値 485 40,590 1,030 86,201

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 5,735 479,962 5,403 452,177

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： 

2010年度15百万ドル(1,255百万円) 
2009年度15百万ドル(1,255百万円)) 892 74,651 1,641 137,335

その他の負債 19,353 1,619,653 22,503 1,883,276

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(229,478百万円)) ― ― 4,739 396,607
ニューヨーク連邦準備銀行クレジット融資枠 
(注記１および26を参照のこと) 20,985 1,756,235 23,435 1,961,275
その他の長期債務 
(公正価値評価部分： 

2010年度12,143百万ドル(1,016,248百万円) 
2009年度13,195百万ドル(1,104,290百万円)) 85,476 7,153,486 113,298 9,481,910

分離勘定負債 54,432 4,555,414 58,150 4,866,574

売却目的負債 97,312 8,144,041 48,599 4,067,250

負債合計 569,770 47,684,051 748,550 62,646,150

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) 

 

2010年12月31日 2009年12月31日 期別
科目 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16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 
(売却目的事業に関連する以下の金額を含む： 

2010年度12百万ドル(1,004百万円) 
2009年度211百万ドル(17,659百万円)) 434 36,321 959 80,259

AIG株主資本(注記１および26を参照のこと)：  

優先株式  

シリーズE；額面5.00ドル 
発行済株式数： 

2010年度400,000株 
2009年度400,000株、償還価額総額 41,605 3,481,922 41,605 3,481,922

シリーズF；額面5.00ドル 
発行済株式数： 

2010年度300,000株 
2009年度300,000株 

償還価額総額： 
2010年度7,543百万ドル(631,274百万円) 
2009年度5,344百万ドル(447,239百万円) 7,378 617,465 5,179 433,431

シリーズC；額面5.00ドル 
発行済株式数： 

2010年度100,000株 
2009年度100,000株 

償還価額総額： 
2010年度0.5百万ドル(42百万円) 
2009年度0.5百万ドル(42百万円) 23,000 1,924,870 23,000 1,924,870

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：2010年度147,124,067株 

2009年度141,732,263株 368 30,798 354 29,626
自己株式(取得原価)：普通株式 

2010年度6,660,908株 
2009年度6,661,356株 (873) (73,061) (874) (73,145)

資本剰余金 9,683 810,370 6,358 532,101

累積欠損金 (3,466) (290,070) (11,491) (961,682)

その他の包括利益累計額 7,624 638,053 5,693 476,447

AIG株主資本合計 85,319 7,140,347 69,824 5,843,571

非支配持分(注記１および26を参照のこと)：  

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 26,358 2,205,901 24,540 2,053,753
その他 
(売却目的事業に関連する以下の金額を含む： 

2010年度204百万ドル(17,073百万円) 
2009年度2,234百万ドル(186,963百万円)) 1,562 130,724 3,712 310,657

非支配持分合計 27,920 2,336,625 28,252 2,364,410

資本合計 113,239 9,476,972 98,076 8,207,980

負債および資本合計 683,443 57,197,345 847,585 70,934,389

添付の連結財務書類に対する注記を参照のこと。 

 

(2) 連結損益計算書 

 
12月31日に終了した事業年度 

2010年 2009年 2008年 

期別 
 
 

科目 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 48,029 4,019,547 51,239 4,288,192 63,137 5,283,936

正味投資利益 20,930 1,751,632 18,987 1,589,022 10,453 874,812

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 (1,712) (143,277) (6,096) (510,174) (41,409) (3,465,519)

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 

(812) (67,956) 316 26,446 ― ―

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 

(2,524) (211,234) (5,780) (483,728) (41,409) (3,465,519)

その他の実現キャピタル・ゲイン(ロ
ス) 

2,245 187,884 570 47,703 (5,385) (450,671)

正味実現キャピタル・ロス合計 (279) (23,350) (5,210) (436,025) (46,794) (3,916,190)

キャピタル・マーケットのスーパー・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) 

598 50,047 1,418 118,672 (28,602) (2,393,701)

その他の収益 8,023 671,445 8,918 746,347 (5,034) (421,295)

収益合計 77,301 6,469,321 75,352 6,306,209 (6,840) (572,440)

給付金、保険金および費用：  

給付金および保険金 45,874 3,839,195 50,015 4,185,755 51,036 4,271,203

保険契約獲得およびその他の保険費用 15,820 1,323,976 15,864 1,327,658 20,833 1,743,514

支払利息 7,859 657,720 14,238 1,191,578 15,713 1,315,021

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 

574 48,038 1,149 96,160 771 64,525

資産および事業の正味売却(益)損 (17,767) (1,486,920) 1,271 106,370 ― ―

その他の費用 7,005 586,248 7,122 596,040 7,836 655,795

給付金、保険金および費用合計 59,365 4,968,257 89,659 7,503,562 96,189 8,050,057

法人所得税等費用(戻入)考慮前の継続事業
からの利益(損失) 

17,936 1,501,064 (14,307) (1,197,353) (103,029) (8,622,497)

法人所得税等費用(戻入)：  

当期 644 53,896 2,802 234,499 1,049 87,791

繰延 5,215 436,443 (4,291) (359,114) (10,732) (898,161)

法人所得税等費用(戻入)合計 5,859 490,340 (1,489) (124,614) (9,683) (810,370)

継続事業からの利益(損失) 12,077 1,010,724 (12,818) (1,072,738) (93,346) (7,812,127)

法人所得税等費用(戻入)考慮後の非継続事
業からの利益(損失)(注記４を参照のこと) 

(2,064) (172,736) 505 42,263 (7,041) (589,261)

当期純利益(損失) 10,013 837,988 (12,313) (1,030,475) (100,387) (8,401,388)

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 

1,818 152,148 140 11,717 ― ―

その他 355 29,710 (1,576) (131,895) (984) (82,351)

非支配持分帰属の継続事業からの当期純利
益(損失)合計 

2,173 181,858 (1,436) (120,179) (984) (82,351)

非支配持分帰属の非継続事業からの当期純
利益(損失) 

54 4,519 72 6,026 (114) (9,541)

非支配持分帰属当期純利益(損失)合計 2,227 186,378 (1,364) (114,153) (1,098) (91,892)

AIG帰属当期純利益(損失) 7,786 651,610 (10,949) (916,322) (99,289) (8,309,496)

AIG普通株主帰属当期純利益(損失) 1,583 132,481 (12,244) (1,024,700) (99,689) (8,342,972)

添付の連結財務書類に対する注記を参照のこと。 

 



63

連結貸借対照表(続き) 

 

2010年12月31日 2009年12月31日 期別
科目 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16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 
(売却目的事業に関連する以下の金額を含む： 

2010年度12百万ドル(1,004百万円) 
2009年度211百万ドル(17,659百万円)) 434 36,321 959 80,259

AIG株主資本(注記１および26を参照のこと)：  

優先株式  

シリーズE；額面5.00ドル 
発行済株式数： 

2010年度400,000株 
2009年度400,000株、償還価額総額 41,605 3,481,922 41,605 3,481,922

シリーズF；額面5.00ドル 
発行済株式数： 

2010年度300,000株 
2009年度300,000株 

償還価額総額： 
2010年度7,543百万ドル(631,274百万円) 
2009年度5,344百万ドル(447,239百万円) 7,378 617,465 5,179 433,431

シリーズC；額面5.00ドル 
発行済株式数： 

2010年度100,000株 
2009年度100,000株 

償還価額総額： 
2010年度0.5百万ドル(42百万円) 
2009年度0.5百万ドル(42百万円) 23,000 1,924,870 23,000 1,924,870

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：2010年度147,124,067株 

2009年度141,732,263株 368 30,798 354 29,626
自己株式(取得原価)：普通株式 

2010年度6,660,908株 
2009年度6,661,356株 (873) (73,061) (874) (73,145)

資本剰余金 9,683 810,370 6,358 532,101

累積欠損金 (3,466) (290,070) (11,491) (961,682)

その他の包括利益累計額 7,624 638,053 5,693 476,447

AIG株主資本合計 85,319 7,140,347 69,824 5,843,571

非支配持分(注記１および26を参照のこと)：  

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 26,358 2,205,901 24,540 2,053,753
その他 
(売却目的事業に関連する以下の金額を含む： 

2010年度204百万ドル(17,073百万円) 
2009年度2,234百万ドル(186,963百万円)) 1,562 130,724 3,712 310,657

非支配持分合計 27,920 2,336,625 28,252 2,364,410

資本合計 113,239 9,476,972 98,076 8,207,980

負債および資本合計 683,443 57,197,345 847,585 70,934,389

添付の連結財務書類に対する注記を参照のこと。 

 

(2) 連結損益計算書 

 
12月31日に終了した事業年度 

2010年 2009年 2008年 

期別 
 
 

科目 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 48,029 4,019,547 51,239 4,288,192 63,137 5,283,936

正味投資利益 20,930 1,751,632 18,987 1,589,022 10,453 874,812

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 (1,712) (143,277) (6,096) (510,174) (41,409) (3,465,519)

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 

(812) (67,956) 316 26,446 ― ―

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 

(2,524) (211,234) (5,780) (483,728) (41,409) (3,465,519)

その他の実現キャピタル・ゲイン(ロ
ス) 

2,245 187,884 570 47,703 (5,385) (450,671)

正味実現キャピタル・ロス合計 (279) (23,350) (5,210) (436,025) (46,794) (3,916,190)

キャピタル・マーケットのスーパー・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) 

598 50,047 1,418 118,672 (28,602) (2,393,701)

その他の収益 8,023 671,445 8,918 746,347 (5,034) (421,295)

収益合計 77,301 6,469,321 75,352 6,306,209 (6,840) (572,440)

給付金、保険金および費用：  

給付金および保険金 45,874 3,839,195 50,015 4,185,755 51,036 4,271,203

保険契約獲得およびその他の保険費用 15,820 1,323,976 15,864 1,327,658 20,833 1,743,514

支払利息 7,859 657,720 14,238 1,191,578 15,713 1,315,021

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 

574 48,038 1,149 96,160 771 64,525

資産および事業の正味売却(益)損 (17,767) (1,486,920) 1,271 106,370 ― ―

その他の費用 7,005 586,248 7,122 596,040 7,836 655,795

給付金、保険金および費用合計 59,365 4,968,257 89,659 7,503,562 96,189 8,050,057

法人所得税等費用(戻入)考慮前の継続事業
からの利益(損失) 

17,936 1,501,064 (14,307) (1,197,353) (103,029) (8,622,497)

法人所得税等費用(戻入)：  

当期 644 53,896 2,802 234,499 1,049 87,791

繰延 5,215 436,443 (4,291) (359,114) (10,732) (898,161)

法人所得税等費用(戻入)合計 5,859 490,340 (1,489) (124,614) (9,683) (810,370)

継続事業からの利益(損失) 12,077 1,010,724 (12,818) (1,072,738) (93,346) (7,812,127)

法人所得税等費用(戻入)考慮後の非継続事
業からの利益(損失)(注記４を参照のこと) 

(2,064) (172,736) 505 42,263 (7,041) (589,261)

当期純利益(損失) 10,013 837,988 (12,313) (1,030,475) (100,387) (8,401,388)

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 

1,818 152,148 140 11,717 ― ―

その他 355 29,710 (1,576) (131,895) (984) (82,351)

非支配持分帰属の継続事業からの当期純利
益(損失)合計 

2,173 181,858 (1,436) (120,179) (984) (82,351)

非支配持分帰属の非継続事業からの当期純
利益(損失) 

54 4,519 72 6,026 (114) (9,541)

非支配持分帰属当期純利益(損失)合計 2,227 186,378 (1,364) (114,153) (1,098) (91,892)

AIG帰属当期純利益(損失) 7,786 651,610 (10,949) (916,322) (99,289) (8,309,496)

AIG普通株主帰属当期純利益(損失) 1,583 132,481 (12,244) (1,024,700) (99,689) (8,342,972)

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) 

 
12月31日に終了した事業年度 

2010年 2009年 2008年 

期別 
 
 

科目 ドル 円 ドル 円 ドル 円 

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) 14.75 1,234 (93.69) (7,841) (704.26) (58,940)

非継続事業からの利益(損失) (3.15) (264) 3.21 269 (52.59) (4,401)

希薄化後：  

継続事業からの利益(損失) 14.75 1,234 (93.69) (7,841) (704.26) (58,940)

非継続事業からの利益(損失) (3.15) (264) 3.21 269 (52.59) (4,401)

加重平均発行済株式数： 

基本 136,585,844株 135,324,896株 131,714,245株

希薄化後 136,649,280株 135,324,896株 131,714,245株

添付の連結財務書類に対する注記を参照のこと。 

 

(3) 連結包括利益(損失)計算書 

 

12月31日に終了した事業年度 

2010年 2009年 2008年 

期別 
 
 

科目 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) 10,013 837,988 (12,313) (1,030,475) (100,387) (8,401,388)

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) (13,558)

会計原則の変更による上記増減分に係
る法人所得税等戻入(費用) 

― ― ― ― 57 4,770

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) 

2,522 211,066 2,048 171,397 ― ―

上記増減分に係る法人所得税等戻入
(費用) 

(1,293) (108,211) (724) (60,592) ― ―

その他すべての投資に係る未実現評価
益(損)－組替修正後 

3,640 304,632 27,891 2,334,198 (13,966) (1,168,815)

上記増減分に係る法人所得税等戻入
(費用) 

(1,529) (127,962) (9,802) (820,329) 4,948 414,098

為替換算調整額 (1,873) (156,751) 2,932 245,379 (1,398) (116,999)

上記増減分に係る法人所得税等戻入
(費用) 

621 51,971 (1,005) (84,108) 356 29,794

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 

111 9,290 95 7,951 (156) (13,056)

上記増減分に係る法人所得税等戻入
(費用) 

(17) (1,423) (32) (2,678) 52 4,352

退職制度負債調整額の増減 299 25,023 370 30,965 (1,325) (110,889)

上記増減分に係る法人所得税等戻入
(費用) 

(24) (2,009) (16) (1,339) 352 29,459

その他の包括利益(損失) 2,457 205,626 21,757 1,820,843 (11,242) (940,843)

包括利益(損失) 12,470 1,043,614 9,444 790,368 (111,629) (9,342,231)

非支配持分帰属包括利益(損失) 590 49,377 (1,116) (93,398) (1,369) (114,572)

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) 

1,818 152,148 140 11,717 ― ―

AIG帰属包括利益(損失) 10,062 842,089 10,420 872,050 (110,260) (9,227,659)

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) 

 
12月31日に終了した事業年度 

2010年 2009年 2008年 

期別 
 
 

科目 ドル 円 ドル 円 ドル 円 

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) 14.75 1,234 (93.69) (7,841) (704.26) (58,940)

非継続事業からの利益(損失) (3.15) (264) 3.21 269 (52.59) (4,401)

希薄化後：  

継続事業からの利益(損失) 14.75 1,234 (93.69) (7,841) (704.26) (58,940)

非継続事業からの利益(損失) (3.15) (264) 3.21 269 (52.59) (4,401)

加重平均発行済株式数： 

基本 136,585,844株 135,324,896株 131,714,245株

希薄化後 136,649,280株 135,324,896株 131,714,245株

添付の連結財務書類に対する注記を参照のこと。 

 

(3) 連結包括利益(損失)計算書 

 

12月31日に終了した事業年度 

2010年 2009年 2008年 

期別 
 
 

科目 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) 10,013 837,988 (12,313) (1,030,475) (100,387) (8,401,388)

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) (13,558)

会計原則の変更による上記増減分に係
る法人所得税等戻入(費用) 

― ― ― ― 57 4,770

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) 

2,522 211,066 2,048 171,397 ― ―

上記増減分に係る法人所得税等戻入
(費用) 

(1,293) (108,211) (724) (60,592) ― ―

その他すべての投資に係る未実現評価
益(損)－組替修正後 

3,640 304,632 27,891 2,334,198 (13,966) (1,168,815)

上記増減分に係る法人所得税等戻入
(費用) 

(1,529) (127,962) (9,802) (820,329) 4,948 414,098

為替換算調整額 (1,873) (156,751) 2,932 245,379 (1,398) (116,999)

上記増減分に係る法人所得税等戻入
(費用) 

621 51,971 (1,005) (84,108) 356 29,794

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 

111 9,290 95 7,951 (156) (13,056)

上記増減分に係る法人所得税等戻入
(費用) 

(17) (1,423) (32) (2,678) 52 4,352

退職制度負債調整額の増減 299 25,023 370 30,965 (1,325) (110,889)

上記増減分に係る法人所得税等戻入
(費用) 

(24) (2,009) (16) (1,339) 352 29,459

その他の包括利益(損失) 2,457 205,626 21,757 1,820,843 (11,242) (940,843)

包括利益(損失) 12,470 1,043,614 9,444 790,368 (111,629) (9,342,231)

非支配持分帰属包括利益(損失) 590 49,377 (1,116) (93,398) (1,369) (114,572)

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) 

1,818 152,148 140 11,717 ― ―

AIG帰属包括利益(損失) 10,062 842,089 10,420 872,050 (110,260) (9,227,659)

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) 連結資本変動表 

 

(単位：百万ドル)
 
 
 

科目 
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

2008年１月１日現在 
残高 

― 344 (6,685) 9,382 (912) 89,029 4,643 95,801 8,472 104,273

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)

AIGまたはその他の非支
配持分帰属の当期純損
失(a) 

― ― ― ― ― (99,289) ― (99,289) (574) (99,863)

配当金 ― ― ― ― ― (1,105) ― (1,105) ― (1,105)

その他の包括損失 ― ― ― ― ― ― (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 ― ― ― ― ― ― ― ― 1,651 1,651

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) 52,710 8,095 60,805

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

AIGまたはその他の非支
配持分帰属の当期純損
失(a) 

― ― ― ― ― (10,949) ― (10,949) (1,784) (12,733)

その他の包括利益 ― ― ― ― ― ― 21,369 21,369 388 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)

 

連結資本変動表(続き) 

 

(単位：百万ドル)
 
 
 

科目 
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

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 

― ― ― ― ― ― ― ― 24,400 24,400

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

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) 5,693 69,824 28,252 98,076

シリーズFの引出 2,199 ― ― ― ― ― ― 2,199 ― 2,199

株式制度に基づく普通
株式の発行 

― 2 ― (20) ― ― ― (18) ― (18)

エクイティ・ユニット
の交換 

― 12 ― 3,645 ― ― ― 3,657 ― 3,657

会計原則の変更による
累積的影響額、税効果
考慮後 

― ― ― ― ― 239 (345) (106) ― (106)

AIGまたはその他の非支
配持分帰属の当期純利
益(a) 

― ― ― ― ― 7,786 ― 7,786 336 8,122

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 

― ― ― ― ― ― ― ― 1,818 1,818

その他の包括利益(b) ― ― ― ― ― ― 2,276 2,276 176 2,452

連結からの除外による
純減 

― ― ― ― ― ― ― ― (2,740) (2,740)

非支配持分からの拠出 ― ― ― ― ― ― ― ― 253 253

非支配持分への分配 ― ― ― ― ― ― ― ― (175) (175)

繰延税金 ― ― ― (332) ― ― ― (332) ― (332)

その他 ― ― 1 32 ― ― ― 33 ― 33

2010年12月31日現在 
残高 

71,983 368 (873) 9,683 ― (3,466) 7,624 85,319 27,920 113,239

(a) 2010年度、2009年度および2008年度においてそれぞれ73百万ドル、280百万ドルおよび(524)百万ドルの償還

可能非支配持分に帰属する利益(損失)、ならびに2010年度および2009年度においてそれぞれ18億ドルおよび

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。 

(b) 償還可能非支配持分に帰属する５百万ドルを除外して表示されています。 

 

2011年１月14日に終了した資本再構成による見積影響額の概要を示した注記１および26を含む添付の

連結財務書類に対する注記を参照のこと。 
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(4) 連結資本変動表 

 

(単位：百万ドル)
 
 
 

科目 
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

2008年１月１日現在 
残高 

― 344 (6,685) 9,382 (912) 89,029 4,643 95,801 8,472 104,273

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)

AIGまたはその他の非支
配持分帰属の当期純損
失(a) 

― ― ― ― ― (99,289) ― (99,289) (574) (99,863)

配当金 ― ― ― ― ― (1,105) ― (1,105) ― (1,105)

その他の包括損失 ― ― ― ― ― ― (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 ― ― ― ― ― ― ― ― 1,651 1,651

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) 52,710 8,095 60,805

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

AIGまたはその他の非支
配持分帰属の当期純損
失(a) 

― ― ― ― ― (10,949) ― (10,949) (1,784) (12,733)

その他の包括利益 ― ― ― ― ― ― 21,369 21,369 388 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)

 

連結資本変動表(続き) 

 

(単位：百万ドル)
 
 
 

科目 
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

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 

― ― ― ― ― ― ― ― 24,400 24,400

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

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) 5,693 69,824 28,252 98,076

シリーズFの引出 2,199 ― ― ― ― ― ― 2,199 ― 2,199

株式制度に基づく普通
株式の発行 

― 2 ― (20) ― ― ― (18) ― (18)

エクイティ・ユニット
の交換 

― 12 ― 3,645 ― ― ― 3,657 ― 3,657

会計原則の変更による
累積的影響額、税効果
考慮後 

― ― ― ― ― 239 (345) (106) ― (106)

AIGまたはその他の非支
配持分帰属の当期純利
益(a) 

― ― ― ― ― 7,786 ― 7,786 336 8,122

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 

― ― ― ― ― ― ― ― 1,818 1,818

その他の包括利益(b) ― ― ― ― ― ― 2,276 2,276 176 2,452

連結からの除外による
純減 

― ― ― ― ― ― ― ― (2,740) (2,740)

非支配持分からの拠出 ― ― ― ― ― ― ― ― 253 253

非支配持分への分配 ― ― ― ― ― ― ― ― (175) (175)

繰延税金 ― ― ― (332) ― ― ― (332) ― (332)

その他 ― ― 1 32 ― ― ― 33 ― 33

2010年12月31日現在 
残高 

71,983 368 (873) 9,683 ― (3,466) 7,624 85,319 27,920 113,239

(a) 2010年度、2009年度および2008年度においてそれぞれ73百万ドル、280百万ドルおよび(524)百万ドルの償還

可能非支配持分に帰属する利益(損失)、ならびに2010年度および2009年度においてそれぞれ18億ドルおよび

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。 

(b) 償還可能非支配持分に帰属する５百万ドルを除外して表示されています。 

 

2011年１月14日に終了した資本再構成による見積影響額の概要を示した注記１および26を含む添付の

連結財務書類に対する注記を参照のこと。 
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連結資本変動表(続き) 

 

(単位：百万円) 
 
 

科目 
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

2008年１月１日現在 
残高 

― 28,789 (559,468) 785,180 (76,325) 7,450,837 388,573 8,017,586 709,022 8,726,607

未発行のシリーズC
優先株式に関して受
取った対価 

― ― ― 1,924,870 ― ― ― 1,924,870 ― 1,924,870

シリーズDの発行 3,347,600 ― ― ― ― ― ― 3,347,600 ― 3,347,600

普通株式の発行 ― 2,009 ― 612,527 ― ― ― 614,536 ― 614,536

株式制度に基づく普
通株式の発行 

― ― 12,219 (10,043) ― ― ― 2,176 ― 2,176

購入した株式 ― ― (160,015) ― 160,015 ― ― ― ― ―

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 

― ― ― (36,070) ― ― ― (36,070) ― (36,070)

前払金 ― ― ― ― (83,690) ― ― (83,690) ― (83,690)

会計原則の変更によ
る累積的影響額、税
効果考慮後 

― ― ― ― ― (83,941) ― (83,941) ― (83,941)

AIGまたはその他の
非支配持分帰属の当
期純損失(a) 

― ― ― ― ― (8,309,496) ― (8,309,496) (48,038) (8,357,534)

配当金 ― ― ― ― ― (92,477) ― (92,477) ― (92,477)

その他の包括損失 ― ― ― ― ― ― (918,163) (918,163) (22,680) (940,843)

連結からの除外によ
る純減 

― ― ― ― ― ― ― ― (54,231) (54,231)

非支配持分からの拠
出 

― ― ― ― ― ― ― ― 138,172 138,172

非支配持分への分配 ― ― ― ― ― ― ― ― (61,763) (61,763)

その他 ― ― 84 28,287 ― ― ― 28,371 16,989 45,360

2008年12月31日現在 
残高 

3,347,600 30,798 (707,181) 3,304,751 ― (1,035,078) (529,590) 4,411,300 677,471 5,088,770

シリーズCの発行 1,924,870 ― ― (1,924,870) ― ― ― ― ― ―

シリーズEに交換さ
れたシリーズD 

134,322 ― ― (134,322) ― ― ― ― ― ―

シリーズFの引出 447,239 ― ― ― ― ― ― 447,239 ― 447,239

シリーズFコミット
メント手数料 

(13,809) ― ― ― ― ― ― (13,809) ― (13,809)

株式制度に基づく普
通株式の発行 

― 84 14,729 (14,813) ― ― ― ― ― ―

自己株式の消却 ― (1,255) 619,306 (618,051) ― ― ― ― ― ―

会計原則の変更によ
る累積的影響額、税
効果考慮後 

― ― ― ― ― 989,718 (782,334) 207,384 ― 207,384

AIGまたはその他の
非支配持分帰属の当
期純損失(a) 

― ― ― ― ― (916,322) ― (916,322)(149,303) (1,065,625)

その他の包括利益 ― ― ― ― ― ― 1,788,372 1,788,372 32,472 1,820,843

連結からの除外によ
る純減 

― ― ― (8,118) ― ― ― (8,118)(284,964) (293,082)

非支配持分からの拠
出 

― ― ― ― ― ― ― ― 56,658 56,658

非支配持分への分配 ― ― ― ― ― ― ― ― (30,798) (30,798)

 

連結資本変動表(続き) 

 

(単位：百万円)
 
 
 

科目 
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

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 

― ― ― ― ― ― ― ― 2,042,036 2,042,036

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) 

― ― ― ― ― ― ― ― 11,717 11,717

繰延税金 ― ― ― (68,458) ― ― ― (68,458) ― (68,458)

その他 ― ― ― (4,017) ― ― ― (4,017) 9,122 5,105

2009年12月31日現在 
残高 

5,840,223 29,626 (73,145) 532,101 ― (961,682) 476,447 5,843,571 2,364,410 8,207,980

シリーズFの引出 184,034 ― ― ― ― ― ― 184,034 ― 184,034

株式制度に基づく普
通株式の発行 

― 167 ― (1,674) ― ― ― (1,506) ― (1,506)

エクイティ・ユニッ
トの交換 

― 1,004 ― 305,050 ― ― ― 306,054 ― 306,054

会計原則の変更によ
る累積的影響額、税
効果考慮後 

― ― ― ― ― 20,002 (28,873) (8,871) ― (8,871)

AIGまたはその他の
非支配持分帰属の当
期純利益(a) 

― ― ― ― ― 651,610 ― 651,610 28,120 679,730

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 

― ― ― ― ― ― ― ― 152,148 152,148

その他の包括利益
(b) 

― ― ― ― ― ― 190,478 190,478 14,729 205,208

連結からの除外によ
る純減 

― ― ― ― ― ― ― ― (229,311) (229,311)

非支配持分からの拠
出 

― ― ― ― ― ― ― ― 21,174 21,174

非支配持分への分配 ― ― ― ― ― ― ― ― (14,646) (14,646)

繰延税金 ― ― ― (27,785) ― ― ― (27,785) ― (27,785)

その他 ― ― 84 2,678 ― ― ― 2,762 ― 2,762

2010年12月31日現在 
残高 

6,024,257 30,798 (73,061) 810,370 ― (290,070) 638,053 7,140,347 2,336,625 9,476,972

(a) 2010年度、2009年度および2008年度においてそれぞれ6,109百万円、23,433百万円および(43,854)百万円の償

還可能非支配持分に帰属する利益(損失)、ならびに2010年度および2009年度においてそれぞれ1,506億円およ

び11,717百万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。 

(b) 償還可能非支配持分に帰属する418百万円を除外して表示されています。 

 

2011年１月14日に終了した資本再構成による見積影響額の概要を示した注記１および26を含む添付の

連結財務書類に対する注記を参照のこと。 
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連結資本変動表(続き) 

 

(単位：百万円) 
 
 

科目 
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

2008年１月１日現在 
残高 

― 28,789 (559,468) 785,180 (76,325) 7,450,837 388,573 8,017,586 709,022 8,726,607

未発行のシリーズC
優先株式に関して受
取った対価 

― ― ― 1,924,870 ― ― ― 1,924,870 ― 1,924,870

シリーズDの発行 3,347,600 ― ― ― ― ― ― 3,347,600 ― 3,347,600

普通株式の発行 ― 2,009 ― 612,527 ― ― ― 614,536 ― 614,536

株式制度に基づく普
通株式の発行 

― ― 12,219 (10,043) ― ― ― 2,176 ― 2,176

購入した株式 ― ― (160,015) ― 160,015 ― ― ― ― ―

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 

― ― ― (36,070) ― ― ― (36,070) ― (36,070)

前払金 ― ― ― ― (83,690) ― ― (83,690) ― (83,690)

会計原則の変更によ
る累積的影響額、税
効果考慮後 

― ― ― ― ― (83,941) ― (83,941) ― (83,941)

AIGまたはその他の
非支配持分帰属の当
期純損失(a) 

― ― ― ― ― (8,309,496) ― (8,309,496) (48,038) (8,357,534)

配当金 ― ― ― ― ― (92,477) ― (92,477) ― (92,477)

その他の包括損失 ― ― ― ― ― ― (918,163) (918,163) (22,680) (940,843)

連結からの除外によ
る純減 

― ― ― ― ― ― ― ― (54,231) (54,231)

非支配持分からの拠
出 

― ― ― ― ― ― ― ― 138,172 138,172

非支配持分への分配 ― ― ― ― ― ― ― ― (61,763) (61,763)

その他 ― ― 84 28,287 ― ― ― 28,371 16,989 45,360

2008年12月31日現在 
残高 

3,347,600 30,798 (707,181) 3,304,751 ― (1,035,078) (529,590) 4,411,300 677,471 5,088,770

シリーズCの発行 1,924,870 ― ― (1,924,870) ― ― ― ― ― ―

シリーズEに交換さ
れたシリーズD 

134,322 ― ― (134,322) ― ― ― ― ― ―

シリーズFの引出 447,239 ― ― ― ― ― ― 447,239 ― 447,239

シリーズFコミット
メント手数料 

(13,809) ― ― ― ― ― ― (13,809) ― (13,809)

株式制度に基づく普
通株式の発行 

― 84 14,729 (14,813) ― ― ― ― ― ―

自己株式の消却 ― (1,255) 619,306 (618,051) ― ― ― ― ― ―

会計原則の変更によ
る累積的影響額、税
効果考慮後 

― ― ― ― ― 989,718 (782,334) 207,384 ― 207,384

AIGまたはその他の
非支配持分帰属の当
期純損失(a) 

― ― ― ― ― (916,322) ― (916,322)(149,303) (1,065,625)

その他の包括利益 ― ― ― ― ― ― 1,788,372 1,788,372 32,472 1,820,843

連結からの除外によ
る純減 

― ― ― (8,118) ― ― ― (8,118)(284,964) (293,082)

非支配持分からの拠
出 

― ― ― ― ― ― ― ― 56,658 56,658

非支配持分への分配 ― ― ― ― ― ― ― ― (30,798) (30,798)

 

連結資本変動表(続き) 

 

(単位：百万円)
 
 
 

科目 
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

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 

― ― ― ― ― ― ― ― 2,042,036 2,042,036

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) 

― ― ― ― ― ― ― ― 11,717 11,717

繰延税金 ― ― ― (68,458) ― ― ― (68,458) ― (68,458)

その他 ― ― ― (4,017) ― ― ― (4,017) 9,122 5,105

2009年12月31日現在 
残高 

5,840,223 29,626 (73,145) 532,101 ― (961,682) 476,447 5,843,571 2,364,410 8,207,980

シリーズFの引出 184,034 ― ― ― ― ― ― 184,034 ― 184,034

株式制度に基づく普
通株式の発行 

― 167 ― (1,674) ― ― ― (1,506) ― (1,506)

エクイティ・ユニッ
トの交換 

― 1,004 ― 305,050 ― ― ― 306,054 ― 306,054

会計原則の変更によ
る累積的影響額、税
効果考慮後 

― ― ― ― ― 20,002 (28,873) (8,871) ― (8,871)

AIGまたはその他の
非支配持分帰属の当
期純利益(a) 

― ― ― ― ― 651,610 ― 651,610 28,120 679,730

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 

― ― ― ― ― ― ― ― 152,148 152,148

その他の包括利益
(b) 

― ― ― ― ― ― 190,478 190,478 14,729 205,208

連結からの除外によ
る純減 

― ― ― ― ― ― ― ― (229,311) (229,311)

非支配持分からの拠
出 

― ― ― ― ― ― ― ― 21,174 21,174

非支配持分への分配 ― ― ― ― ― ― ― ― (14,646) (14,646)

繰延税金 ― ― ― (27,785) ― ― ― (27,785) ― (27,785)

その他 ― ― 84 2,678 ― ― ― 2,762 ― 2,762

2010年12月31日現在 
残高 

6,024,257 30,798 (73,061) 810,370 ― (290,070) 638,053 7,140,347 2,336,625 9,476,972

(a) 2010年度、2009年度および2008年度においてそれぞれ6,109百万円、23,433百万円および(43,854)百万円の償

還可能非支配持分に帰属する利益(損失)、ならびに2010年度および2009年度においてそれぞれ1,506億円およ

び11,717百万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。 

(b) 償還可能非支配持分に帰属する418百万円を除外して表示されています。 

 

2011年１月14日に終了した資本再構成による見積影響額の概要を示した注記１および26を含む添付の

連結財務書類に対する注記を参照のこと。 
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(5) 連結キャッシュ・フロー計算書 

 
12月31日に終了した事業年度 

2010年 2009年 2008年 
期別 

 
科目 

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 16,910 1,415,198 18,584 1,555,295 (122) (10,210)

投資活動から得た(に支出した)正味現金 (10,225) (855,730) 5,778 483,561 47,176 3,948,159

財務活動に支出した正味現金 (9,261) (775,053) (28,997) (2,426,759) (40,734) (3,409,028)

為替変動が現金に及ぼす影響額 39 3,264 533 44,607 38 3,180

当期現金預金増減額 (2,537) (212,322) (4,102) (343,296) 6,358 532,101

期首現金預金残高 4,400 368,236 8,642 723,249 2,284 191,148

売却目的資産の組替 (305) (25,525) (140) (11,717) ― ―

期末現金預金残高 1,558 130,389 4,400 368,236 8,642 723,249

営業活動によるキャッシュ・フロー：   

当期純利益(損失) 10,013 837,988 (12,313) (1,030,475) (100,387) (8,401,388)

非継続事業からの(利益)損失 2,064 172,736 (505) (42,263) 7,041 589,261

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 

(2,842) (237,847) (1,305) (109,215) 5,020 420,124

正味事業売却(益)損 (17,767) (1,486,920) 1,271 106,370 ― ―

損益中の未実現(利益)損失－純額 (1,361) (113,902) (4,249) (355,599) 3,435 287,475

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 

(1,268) (106,119) 1,633 136,666 7,407 619,892

減価償却費およびその他の償却費 11,320 947,371 12,074 1,010,473 12,875 1,077,509

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 

429 35,903 1,011 84,611 368 30,798

資産の減損 5,372 449,583 9,260 774,969 46,158 3,862,963

NY連銀クレジット融資枠に関連する費用ならび
に経過利息および手数料の償却 

4,223 353,423 10,175 851,546 11,163 934,231

営業資産および負債の増減：   

損害および生命保険準備金 8,705 728,521 5,991 501,387 8,098 677,722

未収保険料ならびにその他の債権および債務－
純額 

595 49,796 2,282 190,981 (5,885) (492,516)

再保険資産および再保険契約預り金 (3,510) (293,752) (246) (20,588) (718) (60,089)

繰延保険契約獲得費用の資産計上 (9,321) (780,074) (8,938) (748,021) (11,030) (923,101)

その他の積立勘定 572 47,871 689 57,662 400 33,476

当期および繰延法人所得税等－純額 4,856 406,399 (2,397) (200,605) (9,815) (821,417)

売買目的証券 354 29,626 993 83,104 2,816 235,671

買戻し条件付売却証券、売戻し条件付購入証券
考慮後 

(281) (23,517) (18) (1,506) 13,951 1,167,559

売建証券および売建直物商品 (545) (45,611) (1,663) (139,176) (2,027) (169,640)

その他－純額 (1,905) (159,429) (1,462) (122,355) (959) (80,259)

調整額合計 (2,374) (198,680) 25,101 2,100,703 81,257 6,800,398

営業活動から得た(に支出した)正味現金－継続事業 9,703 812,044 12,283 1,027,964 (12,089) (1,011,728)

営業活動から得た正味現金－非継続事業 7,207 603,154 6,301 527,331 11,967 1,001,518

営業活動から得た(に支出した)正味現金 16,910 1,415,198 18,584 1,555,295 (122) (10,210)

添付の連結財務書類に対する注記を参照のこと。 

 

連結キャッシュ・フロー計算書(続き) 

 
12月31日に終了した事業年度 

2010年 2009年 2008年 
期別 

 
科目 

百万ドル 百万円 百万ドル 百万円 百万ドル 百万円 

投資活動によるキャッシュ・フロー：   

収入(支払)   

売却可能投資の売却 56,213 4,704,466 39,969 3,345,006 91,741 7,677,804

売却可能満期固定証券および複合投資の満期 14,657 1,226,644 15,778 1,320,461 14,744 1,233,925

売買目的証券の売却 6,313 528,335 12,493 1,045,539 22,418 1,876,162

その他の投資資産(航空機を含む)の売却または分
配 

10,495 878,327 10,745 899,249 16,354 1,368,666

事業売却－純額 21,760 1,821,094 5,278 441,716 ― ―

モーゲージおよびその他の貸付債権の元本返済の
受取 

4,276 357,858 4,282 358,361 4,357 364,637

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 

1,134 94,904 4,913 411,169 5,786 484,230

メイデン・レーンⅢエルエルシー設立出資金 ― ― ― ― (5,000) (418,450)

売却可能投資の購入 (79,263) (6,633,520) (58,859) (4,925,910) (94,981) (7,948,960)

売買目的証券の購入 (3,003) (251,321) (4,854) (406,231) (19,717) (1,650,116)

その他の投資資産(航空機を含む)の購入 (7,850) (656,967) (10,270) (859,496) (21,569) (1,805,110)

モーゲージおよびその他の貸付債権の発行 (2,509) (209,978) (2,763) (231,235) (3,422) (286,387)

投資目的保有金融債権に関する貸付実行および購
入 

(486) (40,673) (3,520) (294,589) (6,420) (537,290)

不動産、固定資産およびその他の資産の純増 (267) (22,345) (341) (28,538) (1,023) (85,615)

拘束性預金の純増減 (27,115) (2,269,254) (250) (20,923) (2,362) (197,676)

短期投資の純増減 (5,233) (437,950) (9,021) (754,967) (4,421) (369,993)

キャピタル・マーケット以外のデリバティブ資産
および負債の純増減 

267 22,345 (127) (10,629) (1,289) (107,876)

その他－純額 (332) (27,785) 2,953 247,137 48,205* 4,034,276*

投資活動から得た(に支出した)正味現金－継続事業 (10,943) (915,820) 6,406 536,118 43,401 3,632,230

投資活動から得た(に支出した)正味現金－非継続事
業 

718 60,089 (628) (52,557) 3,775 315,930

投資活動から得た(に支出した)正味現金 (10,225) (855,730) 5,778 483,561 47,176 3,948,159

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 19,570 1,637,813 21,546 1,803,185 23,713 1,984,541

保険契約預り金からの返戻 (14,897) (1,246,730) (26,258) (2,197,532) (36,875) (3,086,069)

コマーシャル・ペーパーおよびその他の短期債務
の増減 

225 18,830 (425) (35,568) (8,912) (745,845)

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 

(5,855) (490,005) (10,647) (891,047) 15,061 1,260,455

ニューヨーク連邦準備銀行クレジット融資枠によ
る借入金 

19,900 1,665,431 32,526 2,722,101 96,650 8,088,639

ニューヨーク連邦準備銀行クレジット融資枠によ
る借入金の返済 

(23,178) (1,939,767) (26,426) (2,211,592) (59,850) (5,008,847)

その他の長期債務による入金 13,046 1,091,820 3,452 288,898 107,324 8,981,946

その他の長期債務の返済 (15,976) (1,337,031) (19,451) (1,627,854) (134,219) (11,232,788)

シリーズD優先株式発行による入金 ― ― ― ― 40,000 3,347,600

財務省コミットメントの引出 2,199 184,034 5,344 447,239 ― ―

普通株式の発行 ― ― ― ― 7,343 614,536

株式購入に対する前払金 ― ― ― ― (1,000) (83,690)

株主に対する現金配当 ― ― ― ― (1,628) (136,247)

その他－純額 (579) (48,457) (671) (56,156) (72,800)* (6,092,632)*

財務活動に支出した正味現金－継続事業 (5,545) (464,061) (21,010) (1,758,327) (25,193) (2,108,402)

財務活動に支出した正味現金－非継続事業 (3,716) (310,992) (7,987) (668,432) (15,541) (1,300,626)

財務活動に支出した正味現金 (9,261) (775,053) (28,997) (2,426,759) (40,734) (3,409,028)

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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(5) 連結キャッシュ・フロー計算書 

 
12月31日に終了した事業年度 

2010年 2009年 2008年 
期別 

 
科目 

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 16,910 1,415,198 18,584 1,555,295 (122) (10,210)

投資活動から得た(に支出した)正味現金 (10,225) (855,730) 5,778 483,561 47,176 3,948,159

財務活動に支出した正味現金 (9,261) (775,053) (28,997) (2,426,759) (40,734) (3,409,028)

為替変動が現金に及ぼす影響額 39 3,264 533 44,607 38 3,180

当期現金預金増減額 (2,537) (212,322) (4,102) (343,296) 6,358 532,101

期首現金預金残高 4,400 368,236 8,642 723,249 2,284 191,148

売却目的資産の組替 (305) (25,525) (140) (11,717) ― ―

期末現金預金残高 1,558 130,389 4,400 368,236 8,642 723,249

営業活動によるキャッシュ・フロー：   

当期純利益(損失) 10,013 837,988 (12,313) (1,030,475) (100,387) (8,401,388)

非継続事業からの(利益)損失 2,064 172,736 (505) (42,263) 7,041 589,261

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 

(2,842) (237,847) (1,305) (109,215) 5,020 420,124

正味事業売却(益)損 (17,767) (1,486,920) 1,271 106,370 ― ―

損益中の未実現(利益)損失－純額 (1,361) (113,902) (4,249) (355,599) 3,435 287,475

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 

(1,268) (106,119) 1,633 136,666 7,407 619,892

減価償却費およびその他の償却費 11,320 947,371 12,074 1,010,473 12,875 1,077,509

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 

429 35,903 1,011 84,611 368 30,798

資産の減損 5,372 449,583 9,260 774,969 46,158 3,862,963

NY連銀クレジット融資枠に関連する費用ならび
に経過利息および手数料の償却 

4,223 353,423 10,175 851,546 11,163 934,231

営業資産および負債の増減：   

損害および生命保険準備金 8,705 728,521 5,991 501,387 8,098 677,722

未収保険料ならびにその他の債権および債務－
純額 

595 49,796 2,282 190,981 (5,885) (492,516)

再保険資産および再保険契約預り金 (3,510) (293,752) (246) (20,588) (718) (60,089)

繰延保険契約獲得費用の資産計上 (9,321) (780,074) (8,938) (748,021) (11,030) (923,101)

その他の積立勘定 572 47,871 689 57,662 400 33,476

当期および繰延法人所得税等－純額 4,856 406,399 (2,397) (200,605) (9,815) (821,417)

売買目的証券 354 29,626 993 83,104 2,816 235,671

買戻し条件付売却証券、売戻し条件付購入証券
考慮後 

(281) (23,517) (18) (1,506) 13,951 1,167,559

売建証券および売建直物商品 (545) (45,611) (1,663) (139,176) (2,027) (169,640)

その他－純額 (1,905) (159,429) (1,462) (122,355) (959) (80,259)

調整額合計 (2,374) (198,680) 25,101 2,100,703 81,257 6,800,398

営業活動から得た(に支出した)正味現金－継続事業 9,703 812,044 12,283 1,027,964 (12,089) (1,011,728)

営業活動から得た正味現金－非継続事業 7,207 603,154 6,301 527,331 11,967 1,001,518

営業活動から得た(に支出した)正味現金 16,910 1,415,198 18,584 1,555,295 (122) (10,210)

添付の連結財務書類に対する注記を参照のこと。 

 

連結キャッシュ・フロー計算書(続き) 

 
12月31日に終了した事業年度 

2010年 2009年 2008年 
期別 

 
科目 

百万ドル 百万円 百万ドル 百万円 百万ドル 百万円 

投資活動によるキャッシュ・フロー：   

収入(支払)   

売却可能投資の売却 56,213 4,704,466 39,969 3,345,006 91,741 7,677,804

売却可能満期固定証券および複合投資の満期 14,657 1,226,644 15,778 1,320,461 14,744 1,233,925

売買目的証券の売却 6,313 528,335 12,493 1,045,539 22,418 1,876,162

その他の投資資産(航空機を含む)の売却または分
配 

10,495 878,327 10,745 899,249 16,354 1,368,666

事業売却－純額 21,760 1,821,094 5,278 441,716 ― ―

モーゲージおよびその他の貸付債権の元本返済の
受取 

4,276 357,858 4,282 358,361 4,357 364,637

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 

1,134 94,904 4,913 411,169 5,786 484,230

メイデン・レーンⅢエルエルシー設立出資金 ― ― ― ― (5,000) (418,450)

売却可能投資の購入 (79,263) (6,633,520) (58,859) (4,925,910) (94,981) (7,948,960)

売買目的証券の購入 (3,003) (251,321) (4,854) (406,231) (19,717) (1,650,116)

その他の投資資産(航空機を含む)の購入 (7,850) (656,967) (10,270) (859,496) (21,569) (1,805,110)

モーゲージおよびその他の貸付債権の発行 (2,509) (209,978) (2,763) (231,235) (3,422) (286,387)

投資目的保有金融債権に関する貸付実行および購
入 

(486) (40,673) (3,520) (294,589) (6,420) (537,290)

不動産、固定資産およびその他の資産の純増 (267) (22,345) (341) (28,538) (1,023) (85,615)

拘束性預金の純増減 (27,115) (2,269,254) (250) (20,923) (2,362) (197,676)

短期投資の純増減 (5,233) (437,950) (9,021) (754,967) (4,421) (369,993)

キャピタル・マーケット以外のデリバティブ資産
および負債の純増減 

267 22,345 (127) (10,629) (1,289) (107,876)

その他－純額 (332) (27,785) 2,953 247,137 48,205* 4,034,276*

投資活動から得た(に支出した)正味現金－継続事業 (10,943) (915,820) 6,406 536,118 43,401 3,632,230

投資活動から得た(に支出した)正味現金－非継続事
業 

718 60,089 (628) (52,557) 3,775 315,930

投資活動から得た(に支出した)正味現金 (10,225) (855,730) 5,778 483,561 47,176 3,948,159

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 19,570 1,637,813 21,546 1,803,185 23,713 1,984,541

保険契約預り金からの返戻 (14,897) (1,246,730) (26,258) (2,197,532) (36,875) (3,086,069)

コマーシャル・ペーパーおよびその他の短期債務
の増減 

225 18,830 (425) (35,568) (8,912) (745,845)

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 

(5,855) (490,005) (10,647) (891,047) 15,061 1,260,455

ニューヨーク連邦準備銀行クレジット融資枠によ
る借入金 

19,900 1,665,431 32,526 2,722,101 96,650 8,088,639

ニューヨーク連邦準備銀行クレジット融資枠によ
る借入金の返済 

(23,178) (1,939,767) (26,426) (2,211,592) (59,850) (5,008,847)

その他の長期債務による入金 13,046 1,091,820 3,452 288,898 107,324 8,981,946

その他の長期債務の返済 (15,976) (1,337,031) (19,451) (1,627,854) (134,219) (11,232,788)

シリーズD優先株式発行による入金 ― ― ― ― 40,000 3,347,600

財務省コミットメントの引出 2,199 184,034 5,344 447,239 ― ―

普通株式の発行 ― ― ― ― 7,343 614,536

株式購入に対する前払金 ― ― ― ― (1,000) (83,690)

株主に対する現金配当 ― ― ― ― (1,628) (136,247)

その他－純額 (579) (48,457) (671) (56,156) (72,800)* (6,092,632)*

財務活動に支出した正味現金－継続事業 (5,545) (464,061) (21,010) (1,758,327) (25,193) (2,108,402)

財務活動に支出した正味現金－非継続事業 (3,716) (310,992) (7,987) (668,432) (15,541) (1,300,626)

財務活動に支出した正味現金 (9,261) (775,053) (28,997) (2,426,759) (40,734) (3,409,028)

添付の連結財務書類に対する注記を参照のこと。 
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連結キャッシュ・フロー計算書(続き) 

 
12月31日に終了した事業年度 

2010年 2009年 2008年 
期別 

 
科目 

百万ドル 百万円 百万ドル 百万円 百万ドル 百万円 

キャッシュ・フロー情報の補足開示：   

当期中の現金支払額：   

 利息 (5,166) (432,343) (5,777) (483,477) (7,437) (622,403)

  税金 (1,002) (83,857) (226) (18,914) (617) (51,637)

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 

― ― 25,000 2,092,250 ― ―

未発行の優先株式に関して受取った対価 ― ― ― ― 23,000 1,924,870

財務活動に含まれる保険契約預り金に計上された
利息 

9,294 777,815 12,615 1,055,749 2,566 214,749

株式購入に対する前払金を使用した自己株式取得 ― ― ― ― 1,912 160,015

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 36,070

連結からの除外による長期債務の減少 ― ― 775 64,860 ― ―

エクイティ・ユニットの交換および下位劣後債の
消滅 

3,657 306,054 ― ― ― ―

ALICO売却により受取った非現金対価 9,041 756,641 ― ― ― ―

変動持分事業体の連結に係る引受債務 2,591 216,841 ― ― ― ―

買収に係る引受債務 164 13,725 ― ― 153 12,805

*  投資活動においては貸付有価証券に係る投資現金担保の増減に関連した485億ドル(40,590億円)を含んでおり、

財務活動においては貸付有価証券に係る現金担保返済義務の増減に関連した728億ドル(60,926億円)を含んで

います。 

 

添付の連結財務書類に対する注記を参照のこと。 

 

(6) 連結財務書類に対する注記 （有価証券報告書からの一部抜粋） 

１ 表示方法の基準および最近の事象 

 

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(「AIG」)は主要な国際的保険組織であり、130

超の国々で事業を展開しています。AIG各社は、世界最大級の損害保険ネットワークを通じて、商業、機

関および個人の顧客にサービスを提供しています。またAIG各社は、米国において生命保険およびリタイ

ヤメント・サービスを提供する主要な保険会社です。 

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。この間、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・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」)および米国財務省(「財務省」)との間に複数の重要な取引を実施しており、また関

係を持ってきました。AIGの資本再構成を目的とした一連の総合的取引の結果、2011年１月14日には、財

務省がAIG発行済普通株式の92.2％を保有することになりました。詳細については以下の最近の事象を、

また後発事象に関する財務情報については連結財務書類に対する注記26をご参照ください。 

連結財務書類は、AIG、その被支配子会社(50％超の議決権持分を保有)、AIGが第一受益者である変動

持分事業体(「VIE」)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、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、AIGが公正価値オプショ

ンを選択している場合を除き、持分法により会計処理しています。2010年10月29日に、AIGは、AIAグル

ープ・リミテッド(「AIA」)の普通株式80.8億株の新規株式公開を完了しており、完了時点で、AIGは、

AIAの発行済株式の約33％を保有していました。AIGは、AIAに対する投資を公正価値オプションに基づき

会計処理しており、損益は正味投資利益に計上されます。 

連結財務書類に含まれているAIGの在外子会社の一部は、異なる決算日で報告しており、そのほとんど

は11月30日です。決算日から12月31日の間に生じたすべての重要な事象がAIGの連結ベースの財政状態お

よび経営成績に及ぼす影響は、すべての表示期間において反映されています。 

添付の連結財務書類は、米国で一般に公正妥当と認められた会計原則(「GAAP」)に準拠して作成され

ています。すべての重要な連結会社間勘定および取引は、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。AIGは、見積りおよび仮定への依存度が最も高い会計方針は、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あると考えています。 

・損害保険の支払備金ならびに生命保険および傷害医療保険将来保険給付債務を含む保険債務。 

・繰延保険契約獲得費用(「DAC」)および航空機を含む資産の回収可能性。 

・投資型商品に係る見積総利益。 

・一時的でない減損を含む減損費用。 

・法的偶発債務。 
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連結キャッシュ・フロー計算書(続き) 

 
12月31日に終了した事業年度 

2010年 2009年 2008年 
期別 

 
科目 

百万ドル 百万円 百万ドル 百万円 百万ドル 百万円 

キャッシュ・フロー情報の補足開示：   

当期中の現金支払額：   

 利息 (5,166) (432,343) (5,777) (483,477) (7,437) (622,403)

  税金 (1,002) (83,857) (226) (18,914) (617) (51,637)

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 

― ― 25,000 2,092,250 ― ―

未発行の優先株式に関して受取った対価 ― ― ― ― 23,000 1,924,870

財務活動に含まれる保険契約預り金に計上された
利息 

9,294 777,815 12,615 1,055,749 2,566 214,749

株式購入に対する前払金を使用した自己株式取得 ― ― ― ― 1,912 160,015

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 36,070

連結からの除外による長期債務の減少 ― ― 775 64,860 ― ―

エクイティ・ユニットの交換および下位劣後債の
消滅 

3,657 306,054 ― ― ― ―

ALICO売却により受取った非現金対価 9,041 756,641 ― ― ― ―

変動持分事業体の連結に係る引受債務 2,591 216,841 ― ― ― ―

買収に係る引受債務 164 13,725 ― ― 153 12,805

*  投資活動においては貸付有価証券に係る投資現金担保の増減に関連した485億ドル(40,590億円)を含んでおり、

財務活動においては貸付有価証券に係る現金担保返済義務の増減に関連した728億ドル(60,926億円)を含んで

います。 

 

添付の連結財務書類に対する注記を参照のこと。 

 

(6) 連結財務書類に対する注記 （有価証券報告書からの一部抜粋） 

１ 表示方法の基準および最近の事象 

 

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(「AIG」)は主要な国際的保険組織であり、130

超の国々で事業を展開しています。AIG各社は、世界最大級の損害保険ネットワークを通じて、商業、機

関および個人の顧客にサービスを提供しています。またAIG各社は、米国において生命保険およびリタイ

ヤメント・サービスを提供する主要な保険会社です。 

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。この間、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・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」)および米国財務省(「財務省」)との間に複数の重要な取引を実施しており、また関

係を持ってきました。AIGの資本再構成を目的とした一連の総合的取引の結果、2011年１月14日には、財

務省がAIG発行済普通株式の92.2％を保有することになりました。詳細については以下の最近の事象を、

また後発事象に関する財務情報については連結財務書類に対する注記26をご参照ください。 

連結財務書類は、AIG、その被支配子会社(50％超の議決権持分を保有)、AIGが第一受益者である変動

持分事業体(「VIE」)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、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、AIGが公正価値オプショ

ンを選択している場合を除き、持分法により会計処理しています。2010年10月29日に、AIGは、AIAグル

ープ・リミテッド(「AIA」)の普通株式80.8億株の新規株式公開を完了しており、完了時点で、AIGは、

AIAの発行済株式の約33％を保有していました。AIGは、AIAに対する投資を公正価値オプションに基づき

会計処理しており、損益は正味投資利益に計上されます。 

連結財務書類に含まれているAIGの在外子会社の一部は、異なる決算日で報告しており、そのほとんど

は11月30日です。決算日から12月31日の間に生じたすべての重要な事象がAIGの連結ベースの財政状態お

よび経営成績に及ぼす影響は、すべての表示期間において反映されています。 

添付の連結財務書類は、米国で一般に公正妥当と認められた会計原則(「GAAP」)に準拠して作成され

ています。すべての重要な連結会社間勘定および取引は、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。AIGは、見積りおよび仮定への依存度が最も高い会計方針は、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あると考えています。 

・損害保険の支払備金ならびに生命保険および傷害医療保険将来保険給付債務を含む保険債務。 

・繰延保険契約獲得費用(「DAC」)および航空機を含む資産の回収可能性。 

・投資型商品に係る見積総利益。 

・一時的でない減損を含む減損費用。 

・法的偶発債務。 
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・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(「CDS」)ならびにAIGのメイデン・レーンⅡエルエルシー(「ML

Ⅱ」)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。 

・売却目的または非継続事業への事業体の分類。 

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る可能性があります。 

 

修正再表示および組替 

当期の表示に合わせるため、過去の期間に係る一部組替が行われています。非継続事業に帰属する過

去の期間の金額に係る修正再表示および組替については、注記３、４および24をご参照ください。 

 

期間外調整 

2010年12月31日に終了した事業年度において、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、これにより法人所得税等考慮前の継続事業からの利益が2.33億ドル減少し、法人所得税等考慮前の

非継続事業からの損失が9,200万ドル増加し、AIG帰属当期純利益が2.16憶ドル減少しました。期間外調

整は、主に機関投資家向け資産運用事業で保有していた一部の連結投資で計上された減損による影響に

関連しており、これは法人所得税等の計算、サンアメリカ・ファイナンシャル・グループ(「サンアメリ

カ」)が保有していた一部のパートナーシップ投資の減損、一定の税額調整および為替調整額に影響を及

ぼしています。 

すべての調整額がそれぞれ適切な期間に計上されていたと仮定すると、2009年12月31日に終了した事

業年度におけるAIG帰属当期純損失は109億ドルから5.42億ドル増加して115億ドルになっていました。 

当該修正の量的および質的側面を評価した結果、当該期間において当該調整額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。2010年度および2009年度の未監査四半期情報に対する影響については、注記24をご

参照ください。 

 

最近の事象 

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、流動性および資本管理の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います。 

AIGは資本再構成(以下に記載)を最近完了しており、資産処分計画の実行および資金調達に関連する複

数のマイルストンを達成しています。資本再構成およびその他の取引(事業の売却、特定資産の処分およ

び資金調達等)が完了した結果、また財務上の柔軟性をAIGが検討した結果 (すべて以下に記載)、合理

的に予測可能な偶発債務または事象を含め、AIGは、将来の流動性要件を満たすのに十分な流動性を保有

していると結論付けています。 

 

資本再構成 

2011年１月14日(クロージング)に、AIGは、財務省、NY連銀およびトラストとの間の、AIGの資本再構

成を目的とした一連の総合的取引(「資本再構成」)を完了しており、これは2008年９月22日付けのクレ

ジット契約(修正後、「NY連銀クレジット融資枠」)に基づく債務の全額返済を含んでいます。 

 

NY連銀クレジット融資枠の返済および終了 

クロージング時に、AIGは、約210億ドルの現金をNY連銀に返済しており、これによりNY連銀クレジッ

ト融資枠に基づく債務の全額が返済され、NY連銀クレジット融資枠は終了しました。返済資金は、AIGが

実施したAIAグループ・リミテッド(「AIA」)の新規株式公開における同社普通株式67％の売却およびAIG

が実施したアメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー(「ALICO」)の売却による収入から調達

されました。これらの資金は、AIAの新規株式公開およびALICOの売却による収入を得た特別目的会社

(「SPV」)からの担保付リミテッド・リコース・ローン(「SPV連結会社間ローン」)として、AIGに貸し付

けられています。SPV連結会社間ローンは担保付であり、特にナンシャン・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」)および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」、ナンシャンと総称して「指定事業体」)における資本持分のすべてまたは一部の

売却によりAIGおよびその一部子会社が受取る収入により担保され、さらにAIA SPVが保有する残りのAIA

普通株式、ALICO SPVが保有するALICOの売却によって受取ったメットライフ・インク(「メットライ

フ」)証券の一部によっても担保されています。エイアイジー・スター生命保険株式会社(「AIGスタ

ー」)およびAIGエジソン生命保険株式会社(「AIGエジソン」)も、2011年２月１日に売却されるまでは指

定事業体となっていました。注記26をご参照ください。 

 

SPV優先エクイティ持分の買戻しおよび交換 

クロージング時に、AIGは、１株当たりの額面価格が5.00ドルのAIGのシリーズF固定利付非累積型永久

優先株式(「シリーズF優先株式」)に関してAIGと財務省との間で締結された2009年４月17日付けの証券

売買契約(「シリーズF証券売買契約」)に基づき、財務省のコミットメント(「財務省コミットメント(シ

リーズF)」)に基づく約203億ドルを引き出しました(「シリーズFのクロージング時の引出額」)。シリー

ズFのクロージング時の引出額は財務省コミットメント(シリーズF)に基づく残金の全額から、以下に記

載の１株当たりの額面価格が5.00ドルのAIGのシリーズG累積型強制転換優先株式(「シリーズG優先株

式」)に関連するコミットメントに基づき一般事業目的でクロージング後に利用可能な金額としてAIGが

指定した20億ドル(「シリーズG引出権」)を差し引いた額です。財務省コミットメント(シリーズF)に基

づくAIGの引出権(シリーズG引出権を除く)は終了しました。 

AIGは、シリーズFのクロージング時の引出額を利用して、NY連銀のSPV優先エクイティ持分をすべて買

い戻しました。AIGは以下に記載のシリーズF優先株式の交換の対価の一部として、このSPV優先エクイテ

ィ持分を財務省に譲渡しました。 
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・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(「CDS」)ならびにAIGのメイデン・レーンⅡエルエルシー(「ML

Ⅱ」)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。 

・売却目的または非継続事業への事業体の分類。 

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る可能性があります。 

 

修正再表示および組替 

当期の表示に合わせるため、過去の期間に係る一部組替が行われています。非継続事業に帰属する過

去の期間の金額に係る修正再表示および組替については、注記３、４および24をご参照ください。 

 

期間外調整 

2010年12月31日に終了した事業年度において、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、これにより法人所得税等考慮前の継続事業からの利益が2.33億ドル減少し、法人所得税等考慮前の

非継続事業からの損失が9,200万ドル増加し、AIG帰属当期純利益が2.16憶ドル減少しました。期間外調

整は、主に機関投資家向け資産運用事業で保有していた一部の連結投資で計上された減損による影響に

関連しており、これは法人所得税等の計算、サンアメリカ・ファイナンシャル・グループ(「サンアメリ

カ」)が保有していた一部のパートナーシップ投資の減損、一定の税額調整および為替調整額に影響を及

ぼしています。 

すべての調整額がそれぞれ適切な期間に計上されていたと仮定すると、2009年12月31日に終了した事

業年度におけるAIG帰属当期純損失は109億ドルから5.42億ドル増加して115億ドルになっていました。 

当該修正の量的および質的側面を評価した結果、当該期間において当該調整額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。2010年度および2009年度の未監査四半期情報に対する影響については、注記24をご

参照ください。 

 

最近の事象 

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、流動性および資本管理の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います。 

AIGは資本再構成(以下に記載)を最近完了しており、資産処分計画の実行および資金調達に関連する複

数のマイルストンを達成しています。資本再構成およびその他の取引(事業の売却、特定資産の処分およ

び資金調達等)が完了した結果、また財務上の柔軟性をAIGが検討した結果 (すべて以下に記載)、合理

的に予測可能な偶発債務または事象を含め、AIGは、将来の流動性要件を満たすのに十分な流動性を保有

していると結論付けています。 

 

資本再構成 

2011年１月14日(クロージング)に、AIGは、財務省、NY連銀およびトラストとの間の、AIGの資本再構

成を目的とした一連の総合的取引(「資本再構成」)を完了しており、これは2008年９月22日付けのクレ

ジット契約(修正後、「NY連銀クレジット融資枠」)に基づく債務の全額返済を含んでいます。 

 

NY連銀クレジット融資枠の返済および終了 

クロージング時に、AIGは、約210億ドルの現金をNY連銀に返済しており、これによりNY連銀クレジッ

ト融資枠に基づく債務の全額が返済され、NY連銀クレジット融資枠は終了しました。返済資金は、AIGが

実施したAIAグループ・リミテッド(「AIA」)の新規株式公開における同社普通株式67％の売却およびAIG

が実施したアメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー(「ALICO」)の売却による収入から調達

されました。これらの資金は、AIAの新規株式公開およびALICOの売却による収入を得た特別目的会社

(「SPV」)からの担保付リミテッド・リコース・ローン(「SPV連結会社間ローン」)として、AIGに貸し付

けられています。SPV連結会社間ローンは担保付であり、特にナンシャン・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」)および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」、ナンシャンと総称して「指定事業体」)における資本持分のすべてまたは一部の

売却によりAIGおよびその一部子会社が受取る収入により担保され、さらにAIA SPVが保有する残りのAIA

普通株式、ALICO SPVが保有するALICOの売却によって受取ったメットライフ・インク(「メットライ

フ」)証券の一部によっても担保されています。エイアイジー・スター生命保険株式会社(「AIGスタ

ー」)およびAIGエジソン生命保険株式会社(「AIGエジソン」)も、2011年２月１日に売却されるまでは指

定事業体となっていました。注記26をご参照ください。 

 

SPV優先エクイティ持分の買戻しおよび交換 

クロージング時に、AIGは、１株当たりの額面価格が5.00ドルのAIGのシリーズF固定利付非累積型永久

優先株式(「シリーズF優先株式」)に関してAIGと財務省との間で締結された2009年４月17日付けの証券

売買契約(「シリーズF証券売買契約」)に基づき、財務省のコミットメント(「財務省コミットメント(シ

リーズF)」)に基づく約203億ドルを引き出しました(「シリーズFのクロージング時の引出額」)。シリー

ズFのクロージング時の引出額は財務省コミットメント(シリーズF)に基づく残金の全額から、以下に記

載の１株当たりの額面価格が5.00ドルのAIGのシリーズG累積型強制転換優先株式(「シリーズG優先株

式」)に関連するコミットメントに基づき一般事業目的でクロージング後に利用可能な金額としてAIGが

指定した20億ドル(「シリーズG引出権」)を差し引いた額です。財務省コミットメント(シリーズF)に基

づくAIGの引出権(シリーズG引出権を除く)は終了しました。 

AIGは、シリーズFのクロージング時の引出額を利用して、NY連銀のSPV優先エクイティ持分をすべて買

い戻しました。AIGは以下に記載のシリーズF優先株式の交換の対価の一部として、このSPV優先エクイテ

ィ持分を財務省に譲渡しました。 
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財務省は、SPV優先エクイティ持分を保有する限りは、契約上の制限に従って、AIA SPV保有の残りの

AIA普通株式およびALICOの売却によって受取ったALICO SPV保有の一部メットライフ証券の処分をAIGに

要請する権利を有しています。財務省がSPV優先エクイティ持分を保有する限りは、AIGは、指定事業体

に係る特定の重要な行動(新規株式公開、売却、重要な取得または処分および一定水準を超える債務の引

受等)を取る前に財務省の合意を得る必要もあります。2013年５月１日時点でSPV優先エクイティ持分の

残高があれば、財務省は、１つまたは複数の指定事業体の全部または一部について、財務省が決定する

条件での売却を強制する権利を得ます。 

これらの取引の結果、SPV優先エクイティ持分はAIGの貸借対照表上で永久資本とみなされなくなり、

クロージング時には部分所有連結子会社における償還可能非支配持分として分類されることになります。 

 

AIGのシリーズG優先株式の発行 

クロージング時に、AIGおよび財務省は、AIGによる財務省に対するシリーズG優先株式20,000株の発行

に備えて、シリーズF証券売買契約を修正し、再表示しました。シリーズG優先株式の当初の残余財産分

配優先権はゼロですが、クロージングから2012年３月31日(またはシリーズG引出権の早期終了日)までに

シリーズG引出権に基づいてAIGが引き出す資金の分だけ残余財産分配優先権は増額されます。 

シリーズG優先株式の配当金は、シリーズG優先株式の残余財産分配優先権の総額に年率５％で四半期

毎に複利計算される累積ベースで支払われ、AIGの選択により、現金または残余財産分配優先権の増額と

いった形で支払われます。 

一般事業目的で利用可能なシリーズG引出権に基づく資金は、AIGの将来の株式売出による正味収入の

金額分減額され、株式売出による正味収入がシリーズG引出権に基づく利用可能な資金を超える分は、シ

リーズG優先株式に係る残余財産分配優先権の支払いに充てることが要求されます。シリーズG優先株式

は、AIGの選択によって、残余財産分配優先権に発生済の未払い配当金を加えた額の現金で随時償還され

ます。 

2012年３月31日時点でシリーズG優先株式の残余財産分配優先権総額の残高がある場合、これらは、１

株当たりの額面価格が2.50ドルであるAIG普通株式(「AIG普通株式」)に転換されます。その株数は、残

余財産分配優先権に発生済の未払い配当金を加えた額を、29.29ドルと2011年１月20日から開始する連続

した30営業日の出来高加重平均価格の80％のいずれか低い方の価格で除した数に相当します。 

 

AIGのシリーズC、EおよびF優先株式のAIG普通株式およびシリーズG優先株式への交換 

資本再構成のクロージング時に、 

・トラストが保有していた１株当たりの額面価格が5.00ドルのAIGのシリーズC永久転換可能参加型優

先株式(「シリーズC優先株式」)はAIG普通株式562,868,096株と交換され、当該普通株式はその後ト

ラストから財務省に譲渡されました。 

・財務省が保有していた１株当たりの額面価格が5.00ドルのAIGのシリーズE固定利付非累積型永久優

先株式(「シリーズE優先株式」)はAIG普通株式924,546,133株と交換されました。 

・財務省が保有していたシリーズF優先株式は、(a)SPV優先エクイティ持分、(b)シリーズG優先株式

20,000株および(c)AIG普通株式167,623,733株と交換されました。資本再構成の結果、財務省は新規

発行されたAIG普通株式1,655,037,962株を保有することになり、これは発行済AIG普通株式の約

92.2％に相当します。 

シリーズC優先株式、シリーズE優先株式およびシリーズF優先株式との交換に関連するAIG普通株式の

発行は、将来の期間において、１株当たり利益の算定に用いる普通株主帰属当期純利益および加重平均

発行済株式数の算定に大きな影響を及ぼします。 

AIGは財務省と登記権利契約を締結しており、これにより財務省はクロージング時に発行されるAIG普

通株式に関する登記の権利を付与されていますが、かかる権利は以下を含みます。 

・クロージング後にAIGにより実施されるAIG普通株式の登録募集・売出に参加する権利。 

・2011年８月15日とAIGの募集の完了日とのいずれか早い方の日より後に、AIGが株式の登録公募を行

うことを12ヶ月間において２回まで要求する権利。 

・アット・ザ・マーケット・オファーリングに関与する権利。 

・特定の例外はあるものの、AIGの議決権の33％以上を保有する限りは、参加する登録募集・売出の条

件および価格を承認する権利。 

 

AIGは以下の権利を有します。 

・2012年１月14日まで、登録募集により最大30億ドル(財務省の同意があればさらに40億ドル)を調達

する権利。 

・AIGの保険子会社に影響を及ぼす事象の発生により、AIG親会社の合理的予想に基づく流動性総額(現

金、現金同等物および信用コミットメントを含むがシリーズG引出権は含まない)が12ヶ月間以内に

80億ドルを下回る見込みとAIG取締役会が財務省との協議を踏まえて判断した場合、20億ドルと予想

損失額のいずれか大きい方の額を調達する権利。 

 

財務省がAIGの議決権の33％以上を保有する限りは、特定の例外はあるものの、財務省は参加する登録

募集・売出(AIGによる募集を含む)の条件および価格に関する完全な支配権を有しています。このため、

AIGが株式の募集・売出の実施を希望する場合に(前段落に記載の募集・売出を除く)、財務省が当該募

集・売出への参加を決定し、AIGが株式を売却しないようにする可能性があります。 

 

AIGの普通株主に対する、AIG普通株式を購入するためのワラントの発行 

資本再構成の一環として、AIGは、2011年１月13日現在のAIG普通株式の登録株主に対し、7,500万株を

上限にAIG普通株式を１株当たり45.00ドルの行使価格で購入するための10年ワラントを配当の形式で

2011年１月19日に発行しました。トラスト、財務省およびNY連銀は当該ワラントを受領していません。 
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財務省は、SPV優先エクイティ持分を保有する限りは、契約上の制限に従って、AIA SPV保有の残りの

AIA普通株式およびALICOの売却によって受取ったALICO SPV保有の一部メットライフ証券の処分をAIGに

要請する権利を有しています。財務省がSPV優先エクイティ持分を保有する限りは、AIGは、指定事業体

に係る特定の重要な行動(新規株式公開、売却、重要な取得または処分および一定水準を超える債務の引

受等)を取る前に財務省の合意を得る必要もあります。2013年５月１日時点でSPV優先エクイティ持分の

残高があれば、財務省は、１つまたは複数の指定事業体の全部または一部について、財務省が決定する

条件での売却を強制する権利を得ます。 

これらの取引の結果、SPV優先エクイティ持分はAIGの貸借対照表上で永久資本とみなされなくなり、

クロージング時には部分所有連結子会社における償還可能非支配持分として分類されることになります。 

 

AIGのシリーズG優先株式の発行 

クロージング時に、AIGおよび財務省は、AIGによる財務省に対するシリーズG優先株式20,000株の発行

に備えて、シリーズF証券売買契約を修正し、再表示しました。シリーズG優先株式の当初の残余財産分

配優先権はゼロですが、クロージングから2012年３月31日(またはシリーズG引出権の早期終了日)までに

シリーズG引出権に基づいてAIGが引き出す資金の分だけ残余財産分配優先権は増額されます。 

シリーズG優先株式の配当金は、シリーズG優先株式の残余財産分配優先権の総額に年率５％で四半期

毎に複利計算される累積ベースで支払われ、AIGの選択により、現金または残余財産分配優先権の増額と

いった形で支払われます。 

一般事業目的で利用可能なシリーズG引出権に基づく資金は、AIGの将来の株式売出による正味収入の

金額分減額され、株式売出による正味収入がシリーズG引出権に基づく利用可能な資金を超える分は、シ

リーズG優先株式に係る残余財産分配優先権の支払いに充てることが要求されます。シリーズG優先株式

は、AIGの選択によって、残余財産分配優先権に発生済の未払い配当金を加えた額の現金で随時償還され

ます。 

2012年３月31日時点でシリーズG優先株式の残余財産分配優先権総額の残高がある場合、これらは、１

株当たりの額面価格が2.50ドルであるAIG普通株式(「AIG普通株式」)に転換されます。その株数は、残

余財産分配優先権に発生済の未払い配当金を加えた額を、29.29ドルと2011年１月20日から開始する連続

した30営業日の出来高加重平均価格の80％のいずれか低い方の価格で除した数に相当します。 

 

AIGのシリーズC、EおよびF優先株式のAIG普通株式およびシリーズG優先株式への交換 

資本再構成のクロージング時に、 

・トラストが保有していた１株当たりの額面価格が5.00ドルのAIGのシリーズC永久転換可能参加型優

先株式(「シリーズC優先株式」)はAIG普通株式562,868,096株と交換され、当該普通株式はその後ト

ラストから財務省に譲渡されました。 

・財務省が保有していた１株当たりの額面価格が5.00ドルのAIGのシリーズE固定利付非累積型永久優

先株式(「シリーズE優先株式」)はAIG普通株式924,546,133株と交換されました。 

・財務省が保有していたシリーズF優先株式は、(a)SPV優先エクイティ持分、(b)シリーズG優先株式

20,000株および(c)AIG普通株式167,623,733株と交換されました。資本再構成の結果、財務省は新規

発行されたAIG普通株式1,655,037,962株を保有することになり、これは発行済AIG普通株式の約

92.2％に相当します。 

シリーズC優先株式、シリーズE優先株式およびシリーズF優先株式との交換に関連するAIG普通株式の

発行は、将来の期間において、１株当たり利益の算定に用いる普通株主帰属当期純利益および加重平均

発行済株式数の算定に大きな影響を及ぼします。 

AIGは財務省と登記権利契約を締結しており、これにより財務省はクロージング時に発行されるAIG普

通株式に関する登記の権利を付与されていますが、かかる権利は以下を含みます。 

・クロージング後にAIGにより実施されるAIG普通株式の登録募集・売出に参加する権利。 

・2011年８月15日とAIGの募集の完了日とのいずれか早い方の日より後に、AIGが株式の登録公募を行

うことを12ヶ月間において２回まで要求する権利。 

・アット・ザ・マーケット・オファーリングに関与する権利。 

・特定の例外はあるものの、AIGの議決権の33％以上を保有する限りは、参加する登録募集・売出の条

件および価格を承認する権利。 

 

AIGは以下の権利を有します。 

・2012年１月14日まで、登録募集により最大30億ドル(財務省の同意があればさらに40億ドル)を調達

する権利。 

・AIGの保険子会社に影響を及ぼす事象の発生により、AIG親会社の合理的予想に基づく流動性総額(現

金、現金同等物および信用コミットメントを含むがシリーズG引出権は含まない)が12ヶ月間以内に

80億ドルを下回る見込みとAIG取締役会が財務省との協議を踏まえて判断した場合、20億ドルと予想

損失額のいずれか大きい方の額を調達する権利。 

 

財務省がAIGの議決権の33％以上を保有する限りは、特定の例外はあるものの、財務省は参加する登録

募集・売出(AIGによる募集を含む)の条件および価格に関する完全な支配権を有しています。このため、

AIGが株式の募集・売出の実施を希望する場合に(前段落に記載の募集・売出を除く)、財務省が当該募

集・売出への参加を決定し、AIGが株式を売却しないようにする可能性があります。 

 

AIGの普通株主に対する、AIG普通株式を購入するためのワラントの発行 

資本再構成の一環として、AIGは、2011年１月13日現在のAIG普通株式の登録株主に対し、7,500万株を

上限にAIG普通株式を１株当たり45.00ドルの行使価格で購入するための10年ワラントを配当の形式で

2011年１月19日に発行しました。トラスト、財務省およびNY連銀は当該ワラントを受領していません。 
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事業の売却および特定資産の処分 

・2011年２月１日、AIGは日本を拠点とする生命保険子会社エイアイジー・スター生命保険株式会社

(「AIGスター」)およびAIGエジソン生命保険株式会社(「AIGエジソン」)のプルデンシャル・ファイ

ナンシャル・インクへの売却を完了しました。対価48億ドルの内訳は現金42億ドルと第三者債務の

引受６億ドルです。注記26もご参照ください。 

・2011年１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」)に対する97.57％の持分を現金21.6億ドルで売却する契約を締結しました。注記26もご

参照ください。 

・2010年11月30日、AIGは、アメリカン・ジェネラル・ファイナンス・インク(「AGF」)の80％売却を

完了し、AGF事業に対する20％の経済的持分(議決権16％)を保有しています。 

・2010年11月１日、AIGは、ALICOのメットライフへの売却を完了しました。対価約162億ドルの内訳は

現金72億ドルと残額分のメットライフ証券です。 

・2010年10月29日、AIGは、新規株式公開によりAIA株式80.8億株(約67％)を205.1億ドルで売却しまし

た。 

当該取引に関する追加情報については連結財務書類に対する注記４をご参照ください。 

 

資金調達 

AIGは2010年11月30日に20億ドルの上位債を発行し、12月８日に5.00億ドルの条件付流動性ファシリテ

ィを設定しました。 

2010年12月23日、AIGは合計30億ドルの364日および３年間の銀行融資枠契約を締結し、チャーティス

は13億ドル１年間の融資枠契約を締結しました。 

2010年度において、ILFCは、約98億ドルの新規の担保付債券および無担保債券を発行し、かつ、25億

ドルのリボルビング融資契約のうちの21.6億ドルを2011年10月から2012年10月まで期限延長することに

よって流動性ポジションを大幅に増加させました。2010年度に発行された98億ドルの債券のうち、約40

億ドルはAIGからの借入金の返済およびその利払いのために使用されました。AIGは、ILFCから受け取っ

た40億ドルを、NY連銀クレジット融資枠の借入元本の減額に使用しました。また、2010年度において、

ILFCは、66機の航空機を第三者に売却する契約を締結し、このうち60機(帳簿価額総額約26億ドル)は売

却目的としての分類基準を満たしていました。上記66機のうち57機が売却され、このうち51機が売却目

的として分類されていました。これらの売却から、2010年度中に約21億ドルの総収入が生じています。

2010年12月31日現在、９機は連結貸借対照表上、売却目的資産に計上されています。残りの航空機の売

却はそれぞれ2011年度第１四半期に完了する見込みです。 

 

財務柔軟性の評価 

AIGの現在の財務柔軟性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。 

・債券および株式市場の下落の可能性。 

・規制対象および規制対象外子会社の自己資本レベルが現状の事業計画を維持するには不十分と判断

された場合、AIGが受ける潜在的な影響。 

・営業活動によるキャッシュ・フローを継続的に創出するAIGの能力 

・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。 

・１ヵ国またはそれ以上の国におけるAIGの事業に対する規制上の制限の可能性。 

AIGには潜在的な財務および流動性リスクならびに不確実性が引き続き存在していますが、当該リスク

および不確実性による影響は2009年度と比較すると大幅に減少したとAIGは考えています。 

AIGは合理的に予測可能な偶発債務および事象を含め、将来の流動性要件を満たし債務を履行するのに

十分な流動性を保有しているものと考えています。 

 

 

２ 重要な会計方針の要約 

 

(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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事業の売却および特定資産の処分 

・2011年２月１日、AIGは日本を拠点とする生命保険子会社エイアイジー・スター生命保険株式会社

(「AIGスター」)およびAIGエジソン生命保険株式会社(「AIGエジソン」)のプルデンシャル・ファイ

ナンシャル・インクへの売却を完了しました。対価48億ドルの内訳は現金42億ドルと第三者債務の

引受６億ドルです。注記26もご参照ください。 

・2011年１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」)に対する97.57％の持分を現金21.6億ドルで売却する契約を締結しました。注記26もご

参照ください。 

・2010年11月30日、AIGは、アメリカン・ジェネラル・ファイナンス・インク(「AGF」)の80％売却を

完了し、AGF事業に対する20％の経済的持分(議決権16％)を保有しています。 

・2010年11月１日、AIGは、ALICOのメットライフへの売却を完了しました。対価約162億ドルの内訳は

現金72億ドルと残額分のメットライフ証券です。 

・2010年10月29日、AIGは、新規株式公開によりAIA株式80.8億株(約67％)を205.1億ドルで売却しまし

た。 

当該取引に関する追加情報については連結財務書類に対する注記４をご参照ください。 

 

資金調達 

AIGは2010年11月30日に20億ドルの上位債を発行し、12月８日に5.00億ドルの条件付流動性ファシリテ

ィを設定しました。 

2010年12月23日、AIGは合計30億ドルの364日および３年間の銀行融資枠契約を締結し、チャーティス

は13億ドル１年間の融資枠契約を締結しました。 

2010年度において、ILFCは、約98億ドルの新規の担保付債券および無担保債券を発行し、かつ、25億

ドルのリボルビング融資契約のうちの21.6億ドルを2011年10月から2012年10月まで期限延長することに

よって流動性ポジションを大幅に増加させました。2010年度に発行された98億ドルの債券のうち、約40

億ドルはAIGからの借入金の返済およびその利払いのために使用されました。AIGは、ILFCから受け取っ

た40億ドルを、NY連銀クレジット融資枠の借入元本の減額に使用しました。また、2010年度において、

ILFCは、66機の航空機を第三者に売却する契約を締結し、このうち60機(帳簿価額総額約26億ドル)は売

却目的としての分類基準を満たしていました。上記66機のうち57機が売却され、このうち51機が売却目

的として分類されていました。これらの売却から、2010年度中に約21億ドルの総収入が生じています。

2010年12月31日現在、９機は連結貸借対照表上、売却目的資産に計上されています。残りの航空機の売

却はそれぞれ2011年度第１四半期に完了する見込みです。 

 

財務柔軟性の評価 

AIGの現在の財務柔軟性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。 

・債券および株式市場の下落の可能性。 

・規制対象および規制対象外子会社の自己資本レベルが現状の事業計画を維持するには不十分と判断

された場合、AIGが受ける潜在的な影響。 

・営業活動によるキャッシュ・フローを継続的に創出するAIGの能力 

・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。 

・１ヵ国またはそれ以上の国におけるAIGの事業に対する規制上の制限の可能性。 

AIGには潜在的な財務および流動性リスクならびに不確実性が引き続き存在していますが、当該リスク

および不確実性による影響は2009年度と比較すると大幅に減少したとAIGは考えています。 

AIGは合理的に予測可能な偶発債務および事象を含め、将来の流動性要件を満たし債務を履行するのに

十分な流動性を保有しているものと考えています。 

 

 

２ 重要な会計方針の要約 

 

(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、MLⅢ、AIAおよびメットライフ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)キャピタル・マーケットのデリバティブ、(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。 

 

キャピタル・マーケットのスーパー・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)： キャピタル・マーケットのスーパー・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、航空機および資産運用事業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費弁済

見積額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その他の収益として認識されます。 

機関投資家向け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、

通常は関連する収益とともに費用が認識されます。 

直接投資事業およびAIGのその他の事業のカテゴリーからのその他の収益は以下で構成されています。 

・公正価値オプションが選択されている金融資産および負債に関連する公正価値の変動。 

・債券に係るプレミアムおよびディスカウントの償却を含む受取利息および支払利息。予想される元

本および利息のキャッシュ・フローの時期および金額の変更は利回りに適宜反映されています。 

・受け取りが確定した普通株式、優先株式およびその他の投資からの受取配当金および分配金。 

・デリバティブの公正価値の変動。特定の場合、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。 

・不動産ベースの投資からの収益ならびに関連する資産の減損損失および資金調達費用。 

・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。 

 

給付金および保険金： 短期保険契約の保険金および損害調査費は、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従業員の引止め報奨費用を含んでいま

す。 

 

資産および事業の正味売却(益)損：非継続事業として適格でない事業の売却および以前利用していた

資産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、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22をご参照ください。 
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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、MLⅢ、AIAおよびメットライフ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)キャピタル・マーケットのデリバティブ、(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。 

 

キャピタル・マーケットのスーパー・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)： キャピタル・マーケットのスーパー・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、航空機および資産運用事業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費弁済

見積額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その他の収益として認識されます。 

機関投資家向け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、

通常は関連する収益とともに費用が認識されます。 

直接投資事業およびAIGのその他の事業のカテゴリーからのその他の収益は以下で構成されています。 

・公正価値オプションが選択されている金融資産および負債に関連する公正価値の変動。 

・債券に係るプレミアムおよびディスカウントの償却を含む受取利息および支払利息。予想される元

本および利息のキャッシュ・フローの時期および金額の変更は利回りに適宜反映されています。 

・受け取りが確定した普通株式、優先株式およびその他の投資からの受取配当金および分配金。 

・デリバティブの公正価値の変動。特定の場合、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。 

・不動産ベースの投資からの収益ならびに関連する資産の減損損失および資金調達費用。 

・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。 

 

給付金および保険金： 短期保険契約の保険金および損害調査費は、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従業員の引止め報奨費用を含んでいま

す。 

 

資産および事業の正味売却(益)損：非継続事業として適格でない事業の売却および以前利用していた

資産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、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22をご参照ください。 
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(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、または売却目的として

分類された期以降において、連結損益計算書の非継続事業に取引完了時に認識される売却損益または売

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。2010年および2009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、

満期日または適用可能な繰上償還日までの見積期間にわたり利回りの調整として扱われます。 

普通株式および優先株式は公正価値で評価されています。 

AIGの金融サービス子会社は、公正価値オプションが選択されていない証券を長期投資目的に合致する

よう保有しており、売却可能として会計処理し、公正価値により約定日基準で計上しています。 

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保険契約獲得費用および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、直接投資事業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。 

直接投資事業の売買目的証券は、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７をご参照ください。 

 

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。 

モーゲージおよびその他の貸付債権の減損は、過去の延滞状況を含む特定のリスク要因に基づきます。

商業用モーゲージに係る信用の質を監視する際に評価されるリスク要因は、特に、デット・サービス・

カバレッジ・レシオ、ローン資産価値比率、または資産の見積価額に対するローン残高の割合、資産の

専有率、債務者および主要テナントのプロフィール、資産が位置する市場の景気動向、ならびに資産の

状態も含みます。モーゲージおよびその他の貸付債権の減損は、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、その他の費用に計上される貸倒引当金

繰入額を通じて設定され、ポートフォリオの予想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。 
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(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、または売却目的として

分類された期以降において、連結損益計算書の非継続事業に取引完了時に認識される売却損益または売

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。2010年および2009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、

満期日または適用可能な繰上償還日までの見積期間にわたり利回りの調整として扱われます。 

普通株式および優先株式は公正価値で評価されています。 

AIGの金融サービス子会社は、公正価値オプションが選択されていない証券を長期投資目的に合致する

よう保有しており、売却可能として会計処理し、公正価値により約定日基準で計上しています。 

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保険契約獲得費用および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、直接投資事業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。 

直接投資事業の売買目的証券は、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７をご参照ください。 

 

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。 

モーゲージおよびその他の貸付債権の減損は、過去の延滞状況を含む特定のリスク要因に基づきます。

商業用モーゲージに係る信用の質を監視する際に評価されるリスク要因は、特に、デット・サービス・

カバレッジ・レシオ、ローン資産価値比率、または資産の見積価額に対するローン残高の割合、資産の

専有率、債務者および主要テナントのプロフィール、資産が位置する市場の景気動向、ならびに資産の

状態も含みます。モーゲージおよびその他の貸付債権の減損は、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、その他の費用に計上される貸倒引当金

繰入額を通じて設定され、ポートフォリオの予想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。 
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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(減

損費用調整後)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。 

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、2010年および2009年12月31日現在、それぞれ129億ドルおよび139億ドル

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AIAにおける残りの持分33％もその他の投

資資産に含まれています。 

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。 

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。AIGはAIA

発行済普通株式33％に対する投資を公正価値オプションに基づき会計処理しており、利益および損失は

正味投資利益に計上されます。詳細については注記７(c)をご参照ください。 

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７(c)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：売戻し条件付購入証券および買戻し条件付売

却証券(直接投資事業が契約したものを除く)は、通常、担保付借入または貸付取引として会計処理され、

それぞれ契約上の売戻しまたは買戻し価額に経過利息を加算して計上されています。AIG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が、契約期間中に同一の交換証券を購入するための実質的にすべての費用を十分に賄うだけの現金

担保を得ていない場合(通常は証券価額の90％未満)、AIGは当該取引を、有価証券の売却として会計処理

し、当該有価証券の買戻し義務をデリバティブ契約として報告しています。有価証券が売却可能のカテ

ゴリーで計上される場合、AIGは利益または損失を損益に計上します。有価証券の公正価値の変動が損益

を通じて認識される場合、追加の利益または損失は認識されません。売却として会計処理された、買戻

し条件に基づいて譲渡された有価証券の公正価値は、2010年12月31日および2009年12月31日現在、それ

ぞれ27億ドルおよび23億ドルであり、これに関連して得た現金担保は、2010年12月31日および2009年12

月31日現在、それぞれ21億ドルおよび15億ドルでした。 

AIGは、取引の相手方の契約上の義務の不履行に伴うリスクを、顧客の信用エクスポージャーや担保価

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。 
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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(減

損費用調整後)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。 

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、2010年および2009年12月31日現在、それぞれ129億ドルおよび139億ドル

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AIAにおける残りの持分33％もその他の投

資資産に含まれています。 

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。 

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。AIGはAIA

発行済普通株式33％に対する投資を公正価値オプションに基づき会計処理しており、利益および損失は

正味投資利益に計上されます。詳細については注記７(c)をご参照ください。 

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７(c)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：売戻し条件付購入証券および買戻し条件付売

却証券(直接投資事業が契約したものを除く)は、通常、担保付借入または貸付取引として会計処理され、

それぞれ契約上の売戻しまたは買戻し価額に経過利息を加算して計上されています。AIG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が、契約期間中に同一の交換証券を購入するための実質的にすべての費用を十分に賄うだけの現金

担保を得ていない場合(通常は証券価額の90％未満)、AIGは当該取引を、有価証券の売却として会計処理

し、当該有価証券の買戻し義務をデリバティブ契約として報告しています。有価証券が売却可能のカテ

ゴリーで計上される場合、AIGは利益または損失を損益に計上します。有価証券の公正価値の変動が損益

を通じて認識される場合、追加の利益または損失は認識されません。売却として会計処理された、買戻

し条件に基づいて譲渡された有価証券の公正価値は、2010年12月31日および2009年12月31日現在、それ

ぞれ27億ドルおよび23億ドルであり、これに関連して得た現金担保は、2010年12月31日および2009年12

月31日現在、それぞれ21億ドルおよび15億ドルでした。 

AIGは、取引の相手方の契約上の義務の不履行に伴うリスクを、顧客の信用エクスポージャーや担保価

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。 

 



86

(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、直接投資事業およびキャピタル・マーケットに係る金融取引

債権ならびにその他の債権が含まれています。キャピタル・マーケット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

2010年および2009年12月31日現在、それぞれ5.15億ドルおよび5.37億ドルでした。 

 

(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2010年および2009年12月31日現在、

それぞれ4.93億ドルおよび4.40億ドルでした。 

 

(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。 

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、2010年および2009年12月31日現在、それぞれ36

億ドルおよび54億ドルでした。 

 

(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(キャピタル・マーケットのスーパー・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。契約の取引価格が当初公正価値の最善の指標となる場合もあります。

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。2010年度には、AIGは、発表されたALICO、AIGスターおよびAIGエジソンの売却に関連して、のれ

んの減損テストを３月31日現在、６月30日現在、９月30日現在で実施しており、12月31日現在でも実施

しています。 
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(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、直接投資事業およびキャピタル・マーケットに係る金融取引

債権ならびにその他の債権が含まれています。キャピタル・マーケット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

2010年および2009年12月31日現在、それぞれ5.15億ドルおよび5.37億ドルでした。 

 

(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2010年および2009年12月31日現在、

それぞれ4.93億ドルおよび4.40億ドルでした。 

 

(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
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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
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(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
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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。
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不動産およびその他の固定資産の減価償却累計額は、2010年および2009年12月31日現在、それぞれ36

億ドルおよび54億ドルでした。 

 

(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(キャピタル・マーケットのスーパー・シニア・クレジット・
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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。契約の取引価格が当初公正価値の最善の指標となる場合もあります。
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(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。2010年度には、AIGは、発表されたALICO、AIGスターおよびAIGエジソンの売却に関連して、のれ

んの減損テストを３月31日現在、６月30日現在、９月30日現在で実施しており、12月31日現在でも実施

しています。 
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減損評価は２段階で行い、第１段階では減損の可能性の評価を実施し、減損の可能性がある場合には、

減損額(発生する場合)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。 

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。 

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。減

損がある場合には、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。超過額の範囲で

減損費用が損益計上されます。 

2010年３月７日に発表されたALICOの売却および2010年3月31日現在でALICOが売却目的としての分類基

準を満たしているという経営陣の判断に関連して、米国外生命保険およびリタイヤメント・サービス－

日本事業セグメントに係る合計46億ドルののれんが、2010年３月31日現在の相対的な公正価値に基づい

てALICO報告ユニットならびにAIGスターおよびAIGエジソン報告ユニット(「当該リポーティング・ユニ

ット」)に配分されました。これにより、のれんの減損を評価する目的で、33億ドルののれんがALICO報

告ユニットに、13億ドルののれんがAIGスターおよびAIGエジソン報告ユニットにそれぞれ配分されまし

た。経営陣はまず両報告ユニットについてのれんの減損テストを実施し、ALICOならびにAIGスターおよ

びAIGエジソンの公正価値は、2010年３月31日現在、帳簿価額をそれぞれ１％ならびに51％超過している

と判断し、よってこれら報告ユニットののれんは同日現在において減損していないものと見なしました。

2010年３月31日現在ののれんの減損テストに使用されたALICOの公正価値は、発表されたALICOのメット

ライフへの売却による収入に係る2010年３月31日現在の第三者評価額を特に考慮した上でAIGが算定した

ものです。 

AIGは2010年６月30日現在でALICOの公正価値を見積っており、当該公正価値は帳簿価額を下回ると判

断しました。このためAIGはのれんの減損分析の第２段階を実施し、ALICOの見積公正価値が仮定上の企

業結合においてALICO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を測定することで、

ALICOに配分されたのれんのインプライド公正価値を見積りました。のれんの減損テストの結果に基づき、

AIGは、ALICOに配分されたすべてののれんが減損していると判断し、のれんの減損費用33億ドルを2010

年度第２四半期に認識しました。2010年６月30日現在ののれんの減損テストに使用されたALICOの公正価

値は、上記の2010年３月31日現在で算定されたALICOの公正価値をアップデートすることで算定されてい

ます。 

2010年９月30日に発表されたAIGスターおよびAIGエジソンの売却および当該リポーティング・ユニッ

トが売却目的としての分類基準を満たしているという経営陣の判断に関連して、経営陣は当該リポーテ

ィング・ユニットののれん13億ドルについて減損テストを実施しました。AIGは当該リポーティング・ユ

ニットの公正価値を、プルデンシャル・ファイナンシャル・インクとの契約に従って受取予定の対価に

基づき見積っており、当該公正価値は帳簿価額を下回ると判断しました。このためAIGはのれんの減損分

析の第２段階を実施し、当該リポーティング・ユニットの見積公正価値が仮定上の企業結合において当

該リポーティング・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を測定す

ることで、当該リポーティング・ユニットに配分されたのれんのインプライド公正価値を見積りました。

のれんの減損テストの結果に基づき、AIGは、当該リポーティング・ユニットに配分されたすべてののれ

んが減損していると判断し、のれんの減損費用13億ドルを2010年度第３四半期に認識しました。 

AIGはのれんの年次減損テストを2010年12月31日現在で実施しています。のれんの減損テストの結果に

基づき、AIGは、のこりののれんは減損していないものと結論付けています。 
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減損評価は２段階で行い、第１段階では減損の可能性の評価を実施し、減損の可能性がある場合には、
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ます。 
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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)

 チャーティス

サンアメリ
カ・ファイナ
ンシャル・グ

ループ 

金融サービス その他 合計 

2008年12月31日現在の残高：      

のれん－総額 $2,405 $1,301 $791 $6,540 $11,037 

減損累計額 (1,196) (1,220) (791) (878) (4,085)

のれん純額 1,209 81 ― 5,662 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 ― ― ― (83) (83)

連結/連結からの除外(a) ― ― ― (477) (477)

その他(b) 75 ― ― 13 88 

非継続事業の活動 ― ― ― 424 424 

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 $791 $6,401 $10,973 

減損累計額 (1,196) (1,301) (791) (1,490) (4,778)

のれん純額 $1,284 $― $― $4,911 $6,195 

以下による増(減)：      

取得 33 ― ― ― 33 

事業ユニットの売却 ― ― ― (69) (69)

その他(b) 16 ― ― (86) (70)

非継続事業ののれんの減損 ― ― ― (4,625) (4,625)

売却(c) ― ― ― (131) (131)

2010年12月31日現在の残高：      

のれん－総額 $2,529 $1,301 $791 $1,490 $6,111 

減損累計額 (1,196) (1,301) (791) (1,490) (4,778)

のれん純額 $1,333 $― $― $― $1,333 

 

(a) AIGが保有する連結投資の増/減を示しています。 

(b) 為替換算および購入価格調整(「PPA」)を含んでいます。 

(c) AIAの連結からの除外を示しています。 

 

(l) その他の資産： その他の資産は、NY連銀クレジット契約に関連する前払委託資産、前払費用(繰

延広告宣伝費を含む)、販売促進資産、預金、その他の繰延費用、制限付現金(2011年１月14日における

資本再構成取引のクロージングまで第三者預託されるAIA新規株式公開およびALICO売却からの正味現金

収入を含む)ならびにのれん以外の無形固定資産により構成されています。NY連銀クレジット契約に関連

する前払委託資産は、５年間の契約期間にわたって支払利息として比例法で償却され、実際の支払いに

より与信枠の合計が減少した分は加速償却されました。2010年12月31日現在で未償却の残りの前払委託

資産36億ドルは、2011年１月14日における資本再構成のクロージングに伴い損益を通じてAIGにより資産

性の認識が中止され費用化されます。資本再構成に関する追加情報については、注記26をご参照くださ

い。 

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、2010年および2009年12月31日現在

それぞれ合計で2.00億ドルおよび2.07億ドルでした。費用計上額は、2010年度、2009年度および2008年

度においてそれぞれ4,000万ドル、1.73億ドルおよび4.83億ドルでした。 

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。2010年

および2009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

8.56億ドルおよび13億ドルでした。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2010年、2009年および2008年12月31日に終了した事業年度で、そ

れぞれ合計で1.94億ドル、2.15億ドルおよび200万ドルでした。 

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12をご参照ください。 
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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)

 チャーティス

サンアメリ
カ・ファイナ
ンシャル・グ

ループ 

金融サービス その他 合計 

2008年12月31日現在の残高：      

のれん－総額 $2,405 $1,301 $791 $6,540 $11,037 

減損累計額 (1,196) (1,220) (791) (878) (4,085)

のれん純額 1,209 81 ― 5,662 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 ― ― ― (83) (83)

連結/連結からの除外(a) ― ― ― (477) (477)

その他(b) 75 ― ― 13 88 

非継続事業の活動 ― ― ― 424 424 

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 $791 $6,401 $10,973 

減損累計額 (1,196) (1,301) (791) (1,490) (4,778)

のれん純額 $1,284 $― $― $4,911 $6,195 

以下による増(減)：      

取得 33 ― ― ― 33 

事業ユニットの売却 ― ― ― (69) (69)

その他(b) 16 ― ― (86) (70)

非継続事業ののれんの減損 ― ― ― (4,625) (4,625)

売却(c) ― ― ― (131) (131)

2010年12月31日現在の残高：      

のれん－総額 $2,529 $1,301 $791 $1,490 $6,111 

減損累計額 (1,196) (1,301) (791) (1,490) (4,778)

のれん純額 $1,333 $― $― $― $1,333 

 

(a) AIGが保有する連結投資の増/減を示しています。 

(b) 為替換算および購入価格調整(「PPA」)を含んでいます。 

(c) AIAの連結からの除外を示しています。 

 

(l) その他の資産： その他の資産は、NY連銀クレジット契約に関連する前払委託資産、前払費用(繰

延広告宣伝費を含む)、販売促進資産、預金、その他の繰延費用、制限付現金(2011年１月14日における

資本再構成取引のクロージングまで第三者預託されるAIA新規株式公開およびALICO売却からの正味現金

収入を含む)ならびにのれん以外の無形固定資産により構成されています。NY連銀クレジット契約に関連

する前払委託資産は、５年間の契約期間にわたって支払利息として比例法で償却され、実際の支払いに

より与信枠の合計が減少した分は加速償却されました。2010年12月31日現在で未償却の残りの前払委託

資産36億ドルは、2011年１月14日における資本再構成のクロージングに伴い損益を通じてAIGにより資産

性の認識が中止され費用化されます。資本再構成に関する追加情報については、注記26をご参照くださ

い。 

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、2010年および2009年12月31日現在

それぞれ合計で2.00億ドルおよび2.07億ドルでした。費用計上額は、2010年度、2009年度および2008年

度においてそれぞれ4,000万ドル、1.73億ドルおよび4.83億ドルでした。 

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。2010年

および2009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

8.56億ドルおよび13億ドルでした。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2010年、2009年および2008年12月31日に終了した事業年度で、そ

れぞれ合計で1.94億ドル、2.15億ドルおよび200万ドルでした。 

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12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13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６をご参照ください。 

 

(p) その他の保険契約積立勘定： 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公正価値オプションに基づき会計処理されます。 

 

(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は主にチャーティス・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

料を含む直接投資事業およびキャピタル・マーケットに係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) NY連銀クレジット融資枠： 2008年度に、AIGはNY連銀クレジット融資枠に基づく資金調達を行い

ました。NY連銀クレジット融資枠に基づく借入額は借入元本で計上され、経過複利利息および手数料も

含まれます。 

 

(t)長期債務： AIGの資金の一部は中期および長期の債務から調達されています。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

15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サンアメリカ・ファイナンシャル・

グループ・インク(「SAFGインク」、旧AIGライフ・ホールディングス・インク)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。 

 

(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。 

 

(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。

連結事業体の機能通貨以外で表示される財務書類項目は、当該事業体の機能通貨に換算されています。

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。 
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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13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６をご参照ください。 

 

(p) その他の保険契約積立勘定： 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公正価値オプションに基づき会計処理されます。 

 

(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は主にチャーティス・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

料を含む直接投資事業およびキャピタル・マーケットに係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) NY連銀クレジット融資枠： 2008年度に、AIGはNY連銀クレジット融資枠に基づく資金調達を行い

ました。NY連銀クレジット融資枠に基づく借入額は借入元本で計上され、経過複利利息および手数料も

含まれます。 

 

(t)長期債務： AIGの資金の一部は中期および長期の債務から調達されています。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

15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サンアメリカ・ファイナンシャル・

グループ・インク(「SAFGインク」、旧AIGライフ・ホールディングス・インク)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。 

 

(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。 

 

(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。

連結事業体の機能通貨以外で表示される財務書類項目は、当該事業体の機能通貨に換算されています。

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。 
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(w) 非支配持分： NY連銀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NY連銀に譲渡し、その対価として、NY

連銀クレジット融資枠が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、NY連銀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、NY連銀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。これらの非支配持分は、全額償還された

ALICO SPVに対するシニア優先エクイティ持分を除き、2011年1月14日における資本再構成取引の一環と

して財務省に譲渡されます。 

 

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、競売が実施可能であれば競売での注文を基に再設定さ

れます。現時点では競売を実施する能力がないため、MAPSの証書に定められている最大配当率で支払う

ことが証書に規定されています。2010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0.53％および0.61％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17をご参照ください。 

 

(y)最近公表された会計基準： 

 

将来における会計基準の適用 

分離勘定投資の連結 

2010年４月、FASBは、保険会社が分離勘定で保有する投資について、当該投資の連結について評価す

る際に一般勘定で保有する同一の投資と結合させるべきでないことを明確にする会計基準を公表しまし

た。分離勘定は、投資収益および投資損益が投資リスクを有する保険契約者に直接発生するファンドを

示しています。当該基準はまた、投資の連結が必要であるという結論に保険会社が達した場合で、投資

持分を一般勘定だけでなく分離勘定でも保有している場合に、保険会社が投資ファンドを連結する方法

について指針を示しています。当該新基準は、AIGの2011年１月１日以降に開始する期間および事業年度

から効力を持ちます。早期適用も認められています。AIGは、当該新基準を2011年１月１日付で適用する

予定です。AIGは、当該新基準の適用は、連結財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローに対して重

要な影響を及ぼさないものと予想しています。 

 

保険契約の取得または更新に関連する費用の会計処理 

2010年10月に、FASBは、保険契約の取得または更新に関連して保険会社で生じた資産計上可能な費用

の会計処理を修正する会計基準アップデートを公表しました。当該新基準は、新規または更新契約の取

得に関連して生じた費用が繰延保険獲得費用として適格であるか否かを判断する方法を明確にしていま

す。当該新基準は、2012年１月１日に開始する中間期および事業年度に適用されますが、早期適用も認

められています。将来にわたって適用する、あるいは遡及的に適用することが認められています。AIGは、

当該新基準を将来にわたって適用するか、遡及的に適用するかを決定していません。会計基準のアップ

デートにより、保険契約の取得または更新に関連して資産計上される費用の金額は減少します。AIGは、

当該新基準の適用が連結財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローに及ぼす影響を評価中です。 

 

2010年度に適用された会計基準 

金融資産の譲渡に関する会計処理 

2009年６月、財務会計基準審議会(「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、QSPEへの連結規則適用から譲渡人を免除するという特例を取り除く、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が発生しました。早期適

用は認められていません。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13億ドル増加しました。当該新基準の適用は、AIGの連結財政状

態、経営成績またはキャッシュ・フローには重要な影響を及ぼしませんでした。 
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(w) 非支配持分： NY連銀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NY連銀に譲渡し、その対価として、NY

連銀クレジット融資枠が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、NY連銀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、NY連銀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。これらの非支配持分は、全額償還された

ALICO SPVに対するシニア優先エクイティ持分を除き、2011年1月14日における資本再構成取引の一環と

して財務省に譲渡されます。 

 

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、競売が実施可能であれば競売での注文を基に再設定さ

れます。現時点では競売を実施する能力がないため、MAPSの証書に定められている最大配当率で支払う

ことが証書に規定されています。2010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0.53％および0.61％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17をご参照ください。 

 

(y)最近公表された会計基準： 

 

将来における会計基準の適用 

分離勘定投資の連結 

2010年４月、FASBは、保険会社が分離勘定で保有する投資について、当該投資の連結について評価す

る際に一般勘定で保有する同一の投資と結合させるべきでないことを明確にする会計基準を公表しまし

た。分離勘定は、投資収益および投資損益が投資リスクを有する保険契約者に直接発生するファンドを

示しています。当該基準はまた、投資の連結が必要であるという結論に保険会社が達した場合で、投資

持分を一般勘定だけでなく分離勘定でも保有している場合に、保険会社が投資ファンドを連結する方法

について指針を示しています。当該新基準は、AIGの2011年１月１日以降に開始する期間および事業年度

から効力を持ちます。早期適用も認められています。AIGは、当該新基準を2011年１月１日付で適用する

予定です。AIGは、当該新基準の適用は、連結財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローに対して重

要な影響を及ぼさないものと予想しています。 

 

保険契約の取得または更新に関連する費用の会計処理 

2010年10月に、FASBは、保険契約の取得または更新に関連して保険会社で生じた資産計上可能な費用

の会計処理を修正する会計基準アップデートを公表しました。当該新基準は、新規または更新契約の取

得に関連して生じた費用が繰延保険獲得費用として適格であるか否かを判断する方法を明確にしていま

す。当該新基準は、2012年１月１日に開始する中間期および事業年度に適用されますが、早期適用も認

められています。将来にわたって適用する、あるいは遡及的に適用することが認められています。AIGは、

当該新基準を将来にわたって適用するか、遡及的に適用するかを決定していません。会計基準のアップ

デートにより、保険契約の取得または更新に関連して資産計上される費用の金額は減少します。AIGは、

当該新基準の適用が連結財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローに及ぼす影響を評価中です。 

 

2010年度に適用された会計基準 

金融資産の譲渡に関する会計処理 

2009年６月、財務会計基準審議会(「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、QSPEへの連結規則適用から譲渡人を免除するという特例を取り除く、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が発生しました。早期適

用は認められていません。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13億ドル増加しました。当該新基準の適用は、AIGの連結財政状

態、経営成績またはキャッシュ・フローには重要な影響を及ぼしませんでした。 
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変動持分事業体の連結 

2009年６月、FASBは、特定の変動持分事業体の連結に関する指針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。 

 

以下の表は、AIGが適用した２つの方法と、2010年１月１日付の新基準適用によって連結された資産お

よび負債の連結貸借対照表上の金額および区分の概要を示しています。 

 

(単位：百万ドル)

 移行方法  

 公正価値オプション 帳簿価額 合計 

資産�    

売買目的債券、公正価値 $1,239 $1,262 $2,501 

モーゲージおよびその他の貸付債権 ― 1,980 1,980 

その他の投資資産 ― 480 480 

その他の資産勘定 194 150 344 

売却目的資産 4,630 ― 4,630 

資産合計 $6,063 $3,872 $9,935 

負債�    

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 

$1,088 $― $1,088 

その他の長期債務 ― 1,533 1,533 

その他の負債勘定 1 31 32 

売却目的負債 4,525 ― 4,525 

負債合計 $5,614 $1,564 $7,178 

 

公正価値オプションの選択による累積的影響額調整は、AIGの累積欠損金にとって重要ではありません

でした。 

 

以下の表は、2010年１月１日付の新基準適用によって過年度には連結されていなかったVIEが連結され

たことで過去の報告額を超過している金額の概要を示しています。 

 

(単位：十億ドル)

��   $8.2 

負債   7.1 

償償還可能非支配持分   1.1 

資本：    

累積欠損金   0.2 

その他の包括利益累計額   (0.3) 

その他の非支配持分   0.1 

���よ�����   $8.2 

 

2010年２月、FASBは前述の会計基準に対する更新版も公表しました。これは、投資会社またはマネ

ー・マーケット・ファンドの特性を有する、あるいはこれらに類似する変動持分事業体への改正後の連

結規則の適用を延期するものです。AIGにとってこの延期による主な影響は、一部のミューチュアル・フ

ァンド等の適格な事業体に対するAIGの持分について、AIGは上述の修正後の指針以前に発効した連結規

則を引き続き適用することになる、というものです。 

 

組込クレジット・デリバティブの会計処理 

2010年３月、FASBは、ある金融商品を他の金融商品に劣後させる形で信用リスクを再分配する仕組み

証券における組込クレジット・デリバティブ特性の会計処理を修正する会計基準を公表しました。当該

新基準は、債務担保証券(「CDO」)、クレジット・リンク債(「CLN」)、合成CDOおよびCLN、ならびにそ

の他の合成証券(クレジット・デリバティブを販売する証券化事業体により発行された商業用および住宅

用不動産ローン担保証券等)における組込デリバティブ特性を含め、組込クレジット・デリバティブ特性

を、区分および分離処理される、あるいは複合商品全体への公正価値オプションの適用に関連して公正

価値で処理される組込デリバティブとみなすべきか否かを判断する方法を明確にしています。AIGは当該

新基準を2010年７月１日に適用し、2010年７月１日付で合成証券2.56億ドルを売却可能債券から売買目

的債券に組替え、また、6,800万ドルの利益をその他の包括利益累積額から累積欠損金に組替えました。

当該新基準の適用により、AIGは、区分処理の必要な合成証券に対する投資を公正価値で会計処理し、公

正価値の変動を損益に認識しています。当該新基準の適用は、AIGの連結財政状態、経営成績またはキャ

ッシュ・フローに対して重要な影響を及ぼしませんでした。 
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変動持分事業体の連結 

2009年６月、FASBは、特定の変動持分事業体の連結に関する指針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。 

 

以下の表は、AIGが適用した２つの方法と、2010年１月１日付の新基準適用によって連結された資産お

よび負債の連結貸借対照表上の金額および区分の概要を示しています。 

 

(単位：百万ドル)

 移行方法  

 公正価値オプション 帳簿価額 合計 

資産�    

売買目的債券、公正価値 $1,239 $1,262 $2,501 

モーゲージおよびその他の貸付債権 ― 1,980 1,980 

その他の投資資産 ― 480 480 

その他の資産勘定 194 150 344 

売却目的資産 4,630 ― 4,630 

資産合計 $6,063 $3,872 $9,935 

負債�    

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 

$1,088 $― $1,088 

その他の長期債務 ― 1,533 1,533 

その他の負債勘定 1 31 32 

売却目的負債 4,525 ― 4,525 

負債合計 $5,614 $1,564 $7,178 

 

公正価値オプションの選択による累積的影響額調整は、AIGの累積欠損金にとって重要ではありません

でした。 

 

以下の表は、2010年１月１日付の新基準適用によって過年度には連結されていなかったVIEが連結され

たことで過去の報告額を超過している金額の概要を示しています。 

 

(単位：十億ドル)

��   $8.2 

負債   7.1 

償償還可能非支配持分   1.1 

資本：    

累積欠損金   0.2 

その他の包括利益累計額   (0.3) 

その他の非支配持分   0.1 

���よ�����   $8.2 

 

2010年２月、FASBは前述の会計基準に対する更新版も公表しました。これは、投資会社またはマネ

ー・マーケット・ファンドの特性を有する、あるいはこれらに類似する変動持分事業体への改正後の連

結規則の適用を延期するものです。AIGにとってこの延期による主な影響は、一部のミューチュアル・フ

ァンド等の適格な事業体に対するAIGの持分について、AIGは上述の修正後の指針以前に発効した連結規

則を引き続き適用することになる、というものです。 

 

組込クレジット・デリバティブの会計処理 

2010年３月、FASBは、ある金融商品を他の金融商品に劣後させる形で信用リスクを再分配する仕組み

証券における組込クレジット・デリバティブ特性の会計処理を修正する会計基準を公表しました。当該

新基準は、債務担保証券(「CDO」)、クレジット・リンク債(「CLN」)、合成CDOおよびCLN、ならびにそ

の他の合成証券(クレジット・デリバティブを販売する証券化事業体により発行された商業用および住宅

用不動産ローン担保証券等)における組込デリバティブ特性を含め、組込クレジット・デリバティブ特性

を、区分および分離処理される、あるいは複合商品全体への公正価値オプションの適用に関連して公正

価値で処理される組込デリバティブとみなすべきか否かを判断する方法を明確にしています。AIGは当該

新基準を2010年７月１日に適用し、2010年７月１日付で合成証券2.56億ドルを売却可能債券から売買目

的債券に組替え、また、6,800万ドルの利益をその他の包括利益累積額から累積欠損金に組替えました。

当該新基準の適用により、AIGは、区分処理の必要な合成証券に対する投資を公正価値で会計処理し、公

正価値の変動を損益に認識しています。当該新基準の適用は、AIGの連結財政状態、経営成績またはキャ

ッシュ・フローに対して重要な影響を及ぼしませんでした。 
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融資債権の信用の質に関する開示 

2010年７月、FASBは、公正価値で測定されない融資債権の信用の質に関する開示を強化する指針を公

表しました。当該指針は融資債権の信用の質および関連する貸倒引当金に関する非集計情報のレベル引

き上げを求めています。また、この指針は、信用の質の指標、延滞情報、および融資債権の調整に関す

る開示も求めています。この期末現在の開示は、2010年12月15日以降に終了する期間および事業年度に

おいて効力を持っており、本書に含まれています。報告期間中に生じる変動についても2010年12月15日

以降に開始する期間および事業年度において開示が必要です。2011年1月、FASBは会計基準のアップデー

トを公表し、債権者による融資債権の調整に関する開示の発効日を一時的に延期しました。 

 

2009年度に適用された会計基準 

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。詳細については注記５をご参照ください。 

 

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。 

非支配持分には、NY連銀クレジット融資枠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17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12をご参照ください。 

 

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７をご参照ください。 
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融資債権の信用の質に関する開示 

2010年７月、FASBは、公正価値で測定されない融資債権の信用の質に関する開示を強化する指針を公

表しました。当該指針は融資債権の信用の質および関連する貸倒引当金に関する非集計情報のレベル引

き上げを求めています。また、この指針は、信用の質の指標、延滞情報、および融資債権の調整に関す

る開示も求めています。この期末現在の開示は、2010年12月15日以降に終了する期間および事業年度に

おいて効力を持っており、本書に含まれています。報告期間中に生じる変動についても2010年12月15日

以降に開始する期間および事業年度において開示が必要です。2011年1月、FASBは会計基準のアップデー

トを公表し、債権者による融資債権の調整に関する開示の発効日を一時的に延期しました。 

 

2009年度に適用された会計基準 

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。詳細については注記５をご参照ください。 

 

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。 

非支配持分には、NY連銀クレジット融資枠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17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12をご参照ください。 

 

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７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22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７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対する純影響額 (2.5) 5.0 2.5 

AIG株主資本の純増 $11.8 $(9.3) $2.5 

 

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20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６をご参照ください。 

 

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、ならび

に(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。 
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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22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７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対する純影響額 (2.5) 5.0 2.5 

AIG株主資本の純増 $11.8 $(9.3) $2.5 

 

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20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６をご参照ください。 

 

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、ならび

に(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。 
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2008年度に適用された会計基準 

公正価値測定および公正価値オプション 

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されました。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年度には直接投資事業およびキャピタル・マーケット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、直接投資事業およびキャピタル・マーケットにお

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６をご参照ください。 

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。 

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

生命保険事業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。直接投資事業およびキャピタル・マーケット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６をご参照ください。 

 

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。キャピタル・マーケット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。

AIGおよびその子会社(キャピタル・マーケット以外)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12に記載されています。 

 

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、経営成績およびキャッシュ・フロー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11に記載されて

います。 
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2008年度に適用された会計基準 

公正価値測定および公正価値オプション 

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されました。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年度には直接投資事業およびキャピタル・マーケット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、直接投資事業およびキャピタル・マーケットにお

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６をご参照ください。 

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。 

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

生命保険事業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。直接投資事業およびキャピタル・マーケット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６をご参照ください。 

 

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。キャピタル・マーケット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。

AIGおよびその子会社(キャピタル・マーケット以外)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12に記載されています。 

 

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、経営成績およびキャッシュ・フロー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11に記載されて

います。 
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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、満期固定

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、経営成績およびキャッシュ・フローに及ぼ

した影響に重要性はありませんでした。 

 

（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2010年および2009年12月31日現在の財政状態、ならびに2010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2010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係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

財務報告に係る有効な内部統制を維持し、2010年度の様式10-Kに記載の財務報告に係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、財務報告に係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の財務報告に係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、また財務報告に係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。財務報告に係る内部統制の監査は、財務報告に係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２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。 

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、AIGの資本再構成を行うための米国財務省、ニュ

ーヨーク連邦準備銀行およびAIGクレジット・ファシリティ・トラストとの一連の総合的取引を2011年１月14日に完

了しました。 
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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、満期固定

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、経営成績およびキャッシュ・フローに及ぼ

した影響に重要性はありませんでした。 

 

（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2010年および2009年12月31日現在の財政状態、ならびに2010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2010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係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

財務報告に係る有効な内部統制を維持し、2010年度の様式10-Kに記載の財務報告に係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、財務報告に係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の財務報告に係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、また財務報告に係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。財務報告に係る内部統制の監査は、財務報告に係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２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。 

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、AIGの資本再構成を行うための米国財務省、ニュ

ーヨーク連邦準備銀行およびAIGクレジット・ファシリティ・トラストとの一連の総合的取引を2011年１月14日に完

了しました。 
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会社の財務報告に係る内部統制は、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

係る内部統制は、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。 

2010年度の様式10-Kに記載の財務報告に係る内部統制についての経営者の報告書で詳述されているとおり、経営

者は2010年12月31日現在の財務報告に係る内部統制の評価から富士火災海上保険株式会社を除外しました。これは、

AIGが富士火災海上保険株式会社を取得したのが2010年度であったためです。私どもも、財務報告に係る内部統制の

私どもの監査から富士火災海上保険株式会社を除外しました。富士火災海上保険株式会社の資産合計および収益合

計は、2010年12月31日現在および2010年12月31日に終了した事業年度における関連する連結財務書類の数値のそれ

ぞれ約２％および２％未満を占めます。 

財務報告に係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 エルエルピー 
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独立登録会計事務所の監査報告書は、本アニュアルレポート日本語要約版には含まれていない財務書類に対する

注記 3～26 を含めた連結財務諸表全体ならびに英語版のアニュアルレポートにおいても省略されている財務書類

付属明細表に対して述べられたものです。 



AIG について

AIGグループは世界の保険・金融サービス
業界のリーダーであり、130以上の国・地域
でサービスを提供しています。AIG グループ
各社は、世界最大級のネットワークを通して、
個人・法人のお客様に損害保険を提供して
います。
このほか、生命保険事業、リタイヤメント・
サービス事業を米国で展開しています。
持株会社AIG,Inc.の株式はニューヨーク、
アイルランド、東京の各証券取引所に上場され
ています。
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